
第５章 にぎわいがあり 安全で快適な暮らしのあるまち  

第１節 快適で魅力ある市街地の整備 

72 

  ◆道路改良事業 7,585 万円 

 都市整備部 土木グループ 

 

 

【事業概要】 

市民生活の利便性の拡大のため、道路の改良及び整備を実施しました。 

 

【事業成果】 

① 狭山岩室線舗装改良工事 

工事延長 422ｍ  自然色舗装 1,505m2 

インターロッキングブロック舗装 86 m2 

案内板 1 基 

② 狭山東野線整備工事 

工事延長 56ｍ  小型重力式擁壁 32ｍ 

水路 30ｍ  自然色舗装 222 m2 

③ 天野福田線舗装改良工事 

工事延長 392ｍ  自然色舗装 1,193 m2 

境界 20ｍ 

④ 三都神社～天野街道間遊歩道改良工事 

工事延長 130ｍ  舗装打替え 273 m2 

⑤ 西池尻 4 号線道路拡幅工事（第 2 工区） 

  工事延長 68ｍ   街渠 62ｍ 

⑥ 歴史街道整備工事（休憩スポット整備） 

  工事延長 20ｍ  石畳 34 m2  道路標識 1 基 

⑦その他道路整備工事  22 件 

 
  
  
 
                   
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

重点 

 

  
（単位：万円） 

  事業名 事業費 

① 狭山岩室線舗装改良工事 2,151  

② 狭山東野線整備工事 994  

③ 天野福田線舗装改良工事 969  

④ 三都神社～天野街道間遊歩道改良工事 759  

⑤ 西池尻 4 号線道路拡幅工事（第 2 工区） 316  

⑥ 歴史街道整備工事（休憩スポット整備） 312  

⑦ その他道路整備工事 2,084 

 

②狭山東野線整備工事 
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◆公園墓地施設整備事業 1,050  万円

 市民部 生活環境グループ 

 

【事業概要】 

 高齢者を含めた参拝者が安全で快適に参拝できるよう、公園墓地内の 
公共用通路を整備しました。 

 

【事業成果】 

 未舗装部分の公共用通路をアスファルト舗装により整備しました。 

また、水汲み場 2 箇所の手桶整理棚を整備しました。 

 

  平成 25 年度 

墓地通路の補修工事費 10,507,350 円 

墓地通路の補修面積 813.43m2 

 

 

 

重点 

アスファルト舗装部分
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  ◆交通安全施設整備事業 1 億 5,917 万円 

 都市整備部 土木グループ 

 
【事業概要】 

 交通バリアフリーの推進、交通安全対策として歩道の整備や交通安全施設の整備を実施しました。 

【事業成果】 

① 狭山環状線歩道舗装補修工事 

 工事延長 343ｍ  排水構造物 397ｍ  

 舗装 1,080m2 

② 狭山環状線舗装補修工事 

 工事延長 355ｍ  舗装打替え 3,575m2 

③ 狭山河内長野線舗装補修工事 

 工事延長 630ｍ   舗装打替え 5,605m2 

④ 市内全域路面性状調査業務 

計画準備・資料収集 一式  

⑤ 金剛泉北線舗装補修工事 

 工事延長 280ｍ   舗装打替え 2,862m2 

⑥ 堺河内長野線歩道整備工事 

 工事延長 139m   舗装 828m2  

縁石 一式      排水構造物 一式 

⑦ 堺河内長野線舗装補修工事 

 工事延長 389ｍ  舗装打替え 1,931m2 

⑧ 大野台 64 号線舗装補修工事 

 工事延長 150ｍ  舗装打替え 1,180m2 

⑨ 半田 7 号線歩道改良工事（第 2 工区） 

 工事延長 150ｍ  舗装 339m2 

 排水構造物 140ｍ 

⑩洞ヶ淵橋補修工事 

 橋面防水 179 ㎡  舗装 205m2  伸縮継手 18ｍ 

⑪おわり坂歩道橋補修工事 

 橋梁塗装 448m2  張り紙防止塗装 20m2 

⑫その他交通安全施設整備工事（市内全域） 15 件 

（単位：万円）                    （単位：万円） 

 事業名 事業費   事業名 事業費 

① 狭山環状線歩道舗装補修工事 2,794 ⑦ 堺河内長野線舗装補修工事 1,030 

② 狭山環状線舗装補修工事 2,706 ⑧ 大野台 64 号線舗装補修工事 792 

③ 狭山河内長野線舗装補修工事 2,130 ⑨ 半田 7 号線歩道改良工事（第 2 工区） 692 

④ 市内全域路面性状調査業務 1,144 ⑩ 洞ヶ淵橋補修工事 687 

⑤ 金剛泉北線舗装補修工事 1,086  ⑪ おわり坂歩道橋補修工事 640 

⑥ 堺河内長野線歩道整備工事 1,064  ⑫ その他交通安全施設整備工事（市内全域） 1,152 

 

重点 

①狭山環状線歩道舗装補修工事 

②狭山環状線舗装補修工事 
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  ◆道路維持事業 2,497 万円 

 都市整備部 土木グループ 

 
【事業概要】 

 バリアフリーの推進、市民生活の快適性を高めるために舗装の打換・道路側溝の改修等道路の維

持補修を実施しました。 

 

【事業成果】 

① 茱萸木 19 号線道路整備工事  

 工事延長 69ｍ  舗装 38m2   

ブロック積 131m2 

② 狭山東村線外舗装補修工事 

工事延長 197ｍ  舗装打替え 1,115m2 

③ 金剛駅西口バス停舗装補修外工事 

舗装打替え 45m2 

④ 茱萸木 12 号線側溝改修工事 

工事延長 18ｍ   舗装 68m2   

可変側溝 18ｍ 

⑤ 茱萸木 19 号線道路整備工事に伴う付帯工事 

工事延長 67ｍ  側溝蓋 67ｍ 

⑥ 池尻中２丁目地内通学路舗装工事 

工事延長 42ｍ  舗装 166m2 

⑦ その他道路維持補修工事（市内全域） 20 件 

  

 

 

 

 

 

 事業名 事業費 

① 茱萸木 19 号線道路整備工事 675  

② 狭山東村線外舗装補修工事 600  

③ 金剛駅西口バス停舗装補修外工事 121  

④ 茱萸木 12 号線側溝改修工事 120  

⑤ 茱萸木 19 号線道路整備工事に伴う付帯工事 120  

⑥ 池尻中２丁目地内通学路舗装工事 116 

⑦ その他道路維持補修工事（市内全域） 745 

 

重点 

(単位：万円) 

①茱萸木 19 号線道路整備工事 
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  ◆交通事故をなくす運動事業 70 万円 

 都市整備部 土木グループ 

【事業概要】      

 交通事故防止を図ることを目的とし

て大阪狭山市「交通事故をなくす運動」

推進本部では、交通安全思想の周知徹

底と正しい交通規則の実践を習慣づけ

る運動を推進しました。 

 

 

 

【事業成果】 

時 期 事  業  名 事   業   内   容 

4 月 

春の全国交通安全運動 

（4/6～15） 

飲酒運転撲滅街頭キャンペーン、シートベルト着用指導・

街頭啓発、自転車街頭点検及び指導、親子交通安全教室等 

交通安全啓発活動 
桜まつりの舞台にて交通安全ＰＲ 

狭山池まつりにて交通安全啓発 

６月 

悪質駐車違反取締強化月間 

（６/１～６/30） 

めいわく駐車追放パトロール（コノミヤから大野台へ） 

広報車巡回等啓発 

大阪狭山市「交通事故をな

くす運動」推進本部総会 

平成２４年度事業実績報告及び決算について 

平成２５年度事業計画（案）及び事業予算（案）について 

飲酒運転撲滅宣言 

７月 
夏の交通事故防止運動 

（7/1～7/31） 
啓発パンフレット配布及びポスター掲示 

９月 
秋の全国交通安全運動 

（9/21～9/30） 

シートベルト着用指導・街頭啓発、飲酒運転撲滅街頭キャ
ンペーン、自転車街頭点検及び指導、高年ドライバー実技
講習、病院にて交通安全啓発等 

11 月 

自転車マナーアップ 

強化月間 

（11/1～11/30） 

駅前放置自転車クリーンキャンペーン 
産業まつり、広報等による啓発 

12 月 
年末の交通事故防止運動 

（12/1～12/31） 
啓発パンフレット配布及びポスター掲示 

年 間 

幼児の交通安全教室 
道路の横断、歩行の指導・交通安全啓発講習 

（幼稚園６園・保育園５園） 

 児童の交通安全教室 
 道路の横断、歩行の指導 

 （小学校 7 校、一年生対象） 

 児童の自転車教育 
自転車の運転実技講習 

（小学校 7 校、四年生対象） 

 中・高生の自転車交通安全

講習 

自転車交通安全講習 

（中学校３校、府立狭山高校） 

交通安全資器材購入 
幼稚園児、学童等を交通事故から守るため、交通安全資器

材の購入 

 
 

重点 
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  ◆ひと休みベンチ設置事業 26 万円 

 都市整備部 土木グループ 

 
 

【事業概要】 

  高齢者や障がい者等をはじめ、すべての人々にやさしいまちづくりの一環として、市民や事業者

からの寄付などによる「ひと休みベンチ」をバス停や道路の休憩スポットに設置しました。 

 

【事業成果】 

◆ひと休みベンチを設置した数 

   ４基 

 
【参考：ひと休みベンチ設置数の推移】 

                  単位：基 

 設置数 累計 

平成 2２年度 1４ 116 

平成 2３年度 ８ 124 

平成 2４年度 10 134 

平成２５年度 ４ 13８ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重点 

設置数 

 １基 

大阪狭山市駅 

金剛駅 

狭山駅 

狭

山

池 
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  ◆市内循環バス事業 3,610 万円 

                   都市整備部 土木グループ 

 
 

【事業概要】  

 市民生活の交通手段の一つである 

市内循環バスの運行に対して、補助 

を行いました。 

 

 

【事業成果】 

◆利用者総数 

 349,032 人 

 

◆路線別利用者数 

 南回り         109,642 人 

 ニュータウン回り    159,922 人 

 西・北回り         79,468 人       

 

◆実績状況等 
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  ◆インフルエンザ対策事業 231 万円 

指標 資機材新規整備件数 ○計 660 件 ○実 660 件 消防本部 救急グループ 

 
【事業概要】 

 近年、インフルエンザの発生拡大が予想され、発生した際の救急活動等に必要な各資器材を整備

し、有事に備えました。 

 

【事業成果】 

 インフルエンザ発生に備え、隊員の感染防止用資器材を購入整備し、救急業務の充実強化を図り

ました。 

 

インフルエンザ対策用感染防止資器材の購入 2,306,640 円 

 

①  感染防止衣（高機能型）上衣・ズボン 660 セット 

②  感染防護キット 660 個 

③  ゴーグル 420 個 

④  微粒子用マスク（折りたたみ式） 1,100 個 

 

 

 

 

インフルエンザ対策用感染防止資器材一式 

重点 
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  ◆救急高度化推進事業 307 万円 

指標 応急処置拡大に伴う資格取得累計件数○計 36 件○実 36 件 消防本部 救急グループ 

 
【事業概要】 

 市民による救命率の向上を図るため、ＡＥＤを用いた普通救命講習及び上級救命講習を実施しま

した。 

 また、高度救命処置（気管挿管実習・ビデオ喉頭鏡講習）等への教育派遣を行い、救急救命士の

技術向上を図りました。 

 

【事業成果】 

平成２５年度救急講習会実施状況  

講習内容 受講者数 延受講者数 

上級救命講習 19 名 235 名  

普通救命講習 936 名 11,652 名  

救 急 講 習 587 名 10,042 名  

＊ 上級救命講習については平成１７年度より実施 

＊ 普通救命講習については平成６年度より実施 

 

平成２５年度救急救命士研修状況 

事 業 名 実施場所（機関） 派遣者数 

就 業 前 研 修 
近畿大学医学部附属病院救命救急センター 

1 名 

就業中再教育病院実習 1 名 

気 管 挿 管 実 習 近畿大学医学部附属病院 1 名 

ビデオ喉頭鏡講習 府立消防学校 4 名 

静脈路確保等の追加講習 大阪市立消防学校 2 名 

 

平成２５年度救急救命士再教育実習 

教 育 内 容 実施場所（機関） 受 講 者 

病 院 実 習 近畿大学医学部附属病院救命救急センター 10 名 

 

平成２６年３月３１日現在の救急救命士状況 

救急救命士総数 気管挿管有資格者数 薬剤投与有資格者数 

18 名 15 名 15 名 

 
 
 
 
 
 

重点 

 
気管挿管 

 
薬剤投与 

 

 
救急講習会 
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  ◆救急安心センター事業 103 万円 

指標 利用者数 ○計 760 人 ○実 1,100 人 消防本部 救急グループ 

 
【事業概要】 

 大阪市が展開する救急安心センター事業（24 時間・365 日体制）に協働参画し、相談員・看護

師が市民の悩みや迷いに対して、医学的な見地から適切な助言を行い、緊急対応が必要な場合には、

救急搬送の助言を行うなど市民の安心感の確保と救命率の向上を図ります。  

 

【事業成果】 

 救急安心センターは 24 時間・365 日体制のため、夜間や休日でも大阪府内の救急病院及び休

日急病診療所を案内することができ、市民の急な病気や体調不良への不安を取り除くことができま

す。 

 急な病気や怪我で、病院に行くべきか？救急車を呼ぶべきか？応急手当はどうすればいいのか？

といった緊急性の判断に対する相談に相談員又は看護師が適切な助言を行い、救急車が必要と判断

した際には救急搬送を促し、消防本部に電話を転送して救急車を出場させます。これにより、深刻

な症状の方でも、迅速に医師の診療を受けることができ、市民の救命率の向上に繋がりました。 

 

 

大阪狭山市民が救急安心センターおおさかを利用した件数（平成２５年４月～平成２６年３月） 

 病院案内 医療相談 救急出場切替 その他 合計 

４月 45 41 0 1 87 

５月 46 45 1 3 95 

６月 30 46 0 0 76 

７月 30 37 0 1 68 

８月 26 40 6 2 74 

９月 34 41 0 4 79 

１０月 37 36 0 0 73 

１１月 45 58 1 6 110 

１２月 54 54 1 4 113 

１月 72 56 3 5 136 

２月 37 50 1 0 88 

３月 49 48 1 3 101 

合計 505 552 14 29 1,100 

 

 

平成 25 年度救急安心センターおおさか運営費分担金     1,028,000 円 

重点 
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  ◆女性消防分団創設事業 133 万円 

指標 女性消防分団新規採用者数 ○計 10 人 ○実 8 人 消防本部 総務グループ 

 
【事業概要】 

 平常時には応急救護方法の習得や指導、防火防災の啓発といった予防活動、災害発生時には救護

活動や避難所運営の支援といった女性ならではの後方支援活動を行うため、８月１日に女性消防分

団を創設しました。 

分団創設にあたっては、女性消防団員を募集し、制服等の必要資材を購入するとともに、研修や

訓練を実施し活動体制を整備しました。 

  

【事業成果】 

 創設後の活動として、震度 6 強を観測した上町断層帯地震が発生し、市内各所で家屋の倒壊や火

災が発生したとの想定で実施された市総合防災訓練では、被災した地域住民を一時避難地から避難

所へ避難誘導する役割を担い、将来起こりうる実災害に対する対応力を高めました。 

また、出初式や火災予防運動など各事業に参加しました。秋・春の火災予防運動街頭防火キャン

ペーンでは、大型店舗前で買い物客や通行人等に火災発生時の通報・初期消火・避難要領を記載し

たチラシや啓発物品を配布し、火災予防啓発に努めました。 

 

   

       辞令交付式                 市総合防災訓練 

 

    街頭防火キャンペーン                 出初式 

 

女性消防分団創設費用     計  1,330,０06 円 

重点 
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  ◆消防庁舎管理事業 824 万円 

指標 庁舎設備改修件数 ○計 １件 ○実 １件 消防本部 総務グループ 

 
【事業概要】 

 長期使用による経年劣化のため、防水性能が衰えた消防本部庁舎の外壁改修及び防水塗装工事を

実施し、災害対策拠点にふさわしい施設として維持管理しました。 

 

【事業成果】 

 消防本部庁舎の外壁改修及び防水塗装工事を実施しました。 

 

消防本部庁舎改修工事     一式  8,243,550 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               大阪狭山市消防本部庁舎 

 

重点 
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  ◆ニュータウン出張所管理事業 1,035 万円 

指標 施設整備件数 ○計 ５件 ○実 6 件 消防本部 総務グループ 

 
【事業概要】 

 ニュータウン出張所については、平成４年の開所以来 21 年が経過し、各施設設備の中で、特に

老朽化が進み、円滑な消防活動の妨げになると思われるものを取替・改修することにより、市民の

119 番要請に迅速に対応できるようにしました。 

 また、消防職員が訓練で使用する主訓練塔も老朽化しており、消防職員の訓練中の安全確保のた

め、改修工事を実施しました。 

 

【事業成果】 

 ガレージのオーバードア開閉装置を取替え、スムーズな緊急出動に備えました。また、研修会や

講習会に参加する市民の皆様に安全で快適に利用していただけるよう、研修室等の空調設備の抜本

的な改修をはじめとする庁舎各部の改修工事を実施しました。 

 

ニュータウン出張所管理事業         

空調機取替工事 4,855,200 円 

ガレージオーバードア開閉装置取替工事 3,570,000 円 

非常用自家発電設備改修工事 357,000 円 

気中開閉器等改修工事 853,650 円 

照明器具改修工事 504,000 円 

主訓練塔改修工事 210,000 円 

計 10,349,850 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修室空調設備           ガレージオーバードア（正面シャッター） 

 

 

 

 

重点 
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  ◆消防用活動機器整備事業 147 万円 

指標 資機材新規整備件数 ○計 8 件 ○実 10 件 消防本部 警防グループ 

 
【事業概要】 

 消防活動を実施するにあたり、各種消防資機材を安全かつ効果的に使用するため、計画的に資機

材を整備し、各種災害事案への対応力を高めました。 

 また、大規模災害等に緊急消防援助隊として、災害現場からの派遣要請に対応するため、災害現

場で必要な資機材の整備を図りました。 

 

【事業成果】 

 火災に伴う有毒ガスの発生や、酸素欠乏状態での消火・救助活動時に、隊員の呼吸管理に必要な

空気呼吸器を整備しました。また、高・低発泡ノズルアタッチメントや消防車両用吸管等の消火活

動に必要な資機材を購入しました。 

 同じく、災害現場で人命救助を行うため、レスキューアッキスや簡易縛帯等の必要な資機材を購

入し、救助活動への対応力を高めました。 

 

災害現場用備品   一式   1,465,485 円 

 

空気呼吸器 ２体 

空気ボンベ ２本 

空気呼吸器面体 12 個 

レスキューアッキス ４個 

高・低発泡ノズルアタッチメント 各一式 

ガス測定器 １個 

消防車両用吸管 ２本 

簡易縛帯 １個 

ロープバック ２個        

ホース結束バンド 一式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      空気呼吸器面体                                  空気呼吸器 

重点 

レスキューアッキス 
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  ◆消防救急無線デジタル化整備事業 2 億 895 万円 

指標 整備に伴う進捗状況 ○計 100％ ○実 100％ 消防本部 通信指令室 

 
【事業概要】 

 近年急速に進む社会の高度情報化に伴い、より周波数効率のよい通信方式の導入が必要になったこと

や、消防救急無線通信の高度化による迅速かつ的確な活動が求められ、国の施策として、平成 28 年５

月までに現在のアナログ無線をデジタル無線に移行することとされています。 

 

【事業成果】 

 今年度は消防本部の高機能消防指令センターに消防救急デジタル無線システムの設置工事を行いま

した。これにより、平成 24 年度に整備した各消防車両積載のデジタル無線と併せ、本市消防本部の全

ての無線はアナログ方式からデジタル方式に切り替わりました。 

デジタル無線はアナログ無線と比べて、通信の暗号化により情報の秘匿性が強化されています。 

また、無線交信の際に、市内に設置した無線の中継局を経由させることにより、より広範囲に無線電

波を発報することができるようになり、現場活動時の情報伝達・連携強化に繋がりました。 

 

 

     指令台                  無線回線制御装置       空中線共用装置等 

 

     

耐雷装置・サーバー関係    デジタル携帯無線機（１９台整備）   デジタル無線アンテナ 

 

消防救急デジタル無線システム設置工事     一式  20,895,000 円 

 

 

 

 

 

                        

重点 
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  ◆防犯活動推進事業 588 万円 

指標刑法犯認知件数 ○計 940 件 ○実 625 件 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ 

 

【事業概要】 

市民が自主的に行う防犯活動を支援するため、大阪狭山市防犯委員会などの関係団体の活動に

対し必要な助成金の交付等を行いました。 

 

【事業成果】 

◆防犯委員会助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・922,000 円 

  市民により構成された大阪狭山市防犯委員会が実施する防犯啓発活動に助成することで、安

全・安心のまちづくりを進めました。 

 

◆黒山防犯協議会負担金・・・・・・・・・・・・・・・・461,000 円 

  黒山警察署管内における広域防犯活動に対し負担金を交付し、広域連携による犯罪の防止・啓

発活動の促進に努めました。 

 

◆小学校区地域防犯ステーション事業補助金・・・・・・1,096,379 円 

  小学校を活動拠点として、自主的に地域の防犯活動を行う地域防犯ステーションの運営組織に

対し、補助金を交付しました。 

 

◆金剛駅西口地域防犯ステーション事業・・・・・・・・1,649,170 円 

  黒山警察署と連携するとともに犯罪抑止のため設置した金剛駅西口地域防犯ステーションの

運営を防犯ボランティア団体に委託しました。 

 

◆青色回転灯装着車（原動機付き自転車含む）貸与事業・・・・・・・481,840 円 

  市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりを推進するため、各小学校区地域防犯ス

テーションに青色回転灯を装着した原動機付き自転車を貸与しました。また、試験的に、自主防

犯パトロール活動団体に青色回転灯装着車を貸与しました。 

 

◆街頭防犯カメラ設置費補助事業・・・・・・・・・・・・1,274,000 円 

  地域の防犯活動を支援し、防犯環境の充実を図るため、自治会等が設置する街頭防犯カメラの

費用の一部を補助しました。 

       

 
平成 25 年度歳末夜警激励 平成 25 年度大阪狭山市安全大会 

重点 
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  ◆災害対策管理事業 1,983 万円 

指標防災倉庫新規設置箇所数 ○計 2 箇所 ○実 2 箇所 政策調整室 危機管理グループ 

 

【事業概要】 

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に備えて、防災資機材等の整備充実を図り、食料や

生活必需品等の重要物資を年次的、計画的に備蓄しました。 

市民の防災防犯力を高めることを目的に、救命・防災・防犯を統合した安全安心スクールを実施

しました。また、災害時要援護者支援プランに基づき、災害時に支援が必要な方の災害時要援護者

台帳への登録を受付し、台帳を自主防災組織へ交付・更新しました。 

 

【事業成果】 

◆防災資機材の整備 

 災害発生時に、各指定避難所での迅速で適切な運営を確保す

るために、指定避難所に防災倉庫を設置し、分散備蓄資機材の

整備を行いました。（北小学校・南第一小学校） 

災害に備えて、市役所、市内６箇所の防災倉庫及びさやか公

園備蓄倉庫内に整備している資機材等の保守点検業務を行い

ました。 

 
 

備蓄物資リスト 平成 25 年度購入数 現在備蓄数 

アルファ米（白飯）           750 食 
9,500 食 

アルファ米（50 食用五目ご飯） 1５箱    (750 食) 

アルファ米（白かゆ）高齢者食 50 食 （白かゆ・梅かゆの合計）  400 食 

クラッカー（70 パック入） 7 箱   (490 食) （ｸﾗｯｶｰとｶﾝﾊﾟﾝの合計）  3,046 食 

粉ミルク   キューブ型（432ｇ） 
       キューブ型（112ｇ） 
アレルギー対策用スティック型（87ｇ） 
          小缶（360ｇ） 

20 箱（8,640ｇ） 
13 箱（1,456ｇ） 
13 箱（1,131ｇ） 

2 缶（ 720ｇ） 

20 箱 
13 箱 
13 箱 

2 缶 

※ 保存期間を管理し、入れ替えを行っています。 

 

◆大阪府防災情報充実強化事業 

 大阪府と府内の全市町村が共同して、気象・地震やライフライン情報、災害発生時の被害・避難

情報など幅広い防災情報を提供するポータルサイト「おおさか防災ネット」の運用を行いました。 

 

◆安全安心スクールの開校 

 安全安心スクールでは、「基礎・入門編」、「応用編」、 

「特別編」を開催し、すべてのプログラムを受講された方には、 

「安全安心推進リーダー認定証」を交付しました。 
 

安全安心スクール  年間開催回数：47 回（イベント型を含む） 

スクール受講者数 2,747 人 

中学校安全安心スクール受講者 553 人 

安全安心推進リーダー認定者数 3 人（累計 65 人）  
◆災害時要援護者台帳について 

災害時要援護者支援プランに基づく「災害時要援護者支援システム」の改良と情報の更新を行い

ました。また、自主防災組織に対して台帳を交付するとともに、台帳の保管庫を貸与しました。 

重点 

 
〔南第一小学校に設置した防災倉庫〕 

 
〔テキスト・受講証・リーダー認定証〕 
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  ◆自主防災組織育成事業 49 万円 

指標自主防災組織の組織率 ○計 70％ ○実 68％ 政策調整室 危機管理グループ 

【事業概要】 

大規模災害が発生した場合に被害を最小限に食い止めるためには、地域住民の協力による防災活

動が不可欠です。「自分たちの地域は自分たちで守る」ことを目的に、地域防災力の充実を図るた

め、自主防災組織の結成促進及び育成を行いました。また、結成された組織に対しては、防災訓練

等の活動を支援し、資機材の整備に係る費用を助成しました。 

 

【事業成果】 

◆自主防災組織の結成状況 

 平成 25 年度末で 38 組織が結成 

されています。 

組織率は、大阪狭山市の全世帯数 

（平成 26 年 3 月末で 24,330 世帯） 

のうち、約 68％となります。 

◆自主防災組織防災資機材整備事業 

補助金 

 自主防災組織が災害時の応急活動 

を円滑に実施できるように、防災資 

機材の整備を支援しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重点 

〔自主防災組織の結成状況〕 
組織の名称 結成地区名（自治会等） 

池尻地区自主防災・治安組織 池尻・池尻北 

北自治会自主防災組織 府営狭山北住宅 

川向地区自主防災組織 川向 

山本地区自主防災組織 山本 

大野台一丁目自治会自主防災・防犯組織 大野台一丁目 

大野台５・６丁目自主防災組織 大野台五・六丁目 

茱萸木地区自主防災組織 茱萸木 

東池尻自主防災会 東池尻 

金剛一丁目自治会自主防災組織 金剛一丁目 

狭山ニュータウン自治会自主防災組織 狭山ニュータウン 

池之原地区自主防災組織 池之原 

半田東村地区自主防災・治安組織 半田東村 

東野地区会自主防災委員会 東野 

岩室地区自主防災組織 岩室 

下今熊地区自主防災組織 下今熊 

アドリーム金剛管理組合自主防災組織 アドリーム金剛 

大野台３丁目地区自主防災組織 大野台三丁目 

山伏地区自主防災組織 山伏 

狭山住宅団地自主防災会 公団狭山住宅 

南海狭山コーポ自治管理組合 南海狭山コーポ 

ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ大阪狭山自主防災組織 ライオンズマンション大阪狭山 

南海金剛自主防災・防犯委員会 南海金剛住宅 

大野台７丁目自治会防災会 大野台七丁目 

大野地区自主防災組織 大野 

狭山西自治会自主防災組織 狭山西 

金剛２丁目・東自治会自主防災組織 金剛二丁目東 

府営狭山南自治会地区自主防災組織 府営狭山南住宅 

大野台４丁目自主防災組織 大野台四丁目 

大野台２丁目自治会自主防災組織 大野台二丁目 

自由丘住宅会自主防災組織 自由丘 

前田地区自主防災会 前田 

南海狭山住宅自主防災組織 南海狭山 

狭山中自治会自主防災組織 狭山中 

口大野地区自主防災組織 口大野 

南海シティコート金剛団地自主防災組織 南海ｼﾃｨｺｰﾄ金剛団地 

桜ヶ丘住宅自治会自主防災組織 桜ヶ丘住宅 

大野台７丁目北地区自主防災組織 大野台七丁目北 

茱萸木ﾛｲﾔﾙﾋﾙｽﾞ住宅会自主防災組織 茱萸木ロイヤルヒルズ 

 

 

 結成済の地区 

 
〔自主防災組織結成区域図〕 
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  ◆市役所庁舎耐震整備事業 11 億 3,328 万円 

指標 工事に係る進捗率 ○計  100％   ○実  100％ 総務部 財政グループ 

【事業概要】 

 災害発生時に対策本部が設置される市役所庁舎について、耐震診断業務の結果、基準値を下回る

Is 値が検出されたことにより、庁舎の耐震補強工事と、施設、設備等の老朽・劣化に伴う大規模改

修工事を行いました。 

 

 

 

 

【事業成果】 

 実施設計をもとに、市役所の機能を維持しながらの「居ながら工法」により事業推進し、地震な

どの災害発生時に迅速に対応できるように整備しました。 

 

 

 

重点 
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  ◆都市計画図修正図化事業 101 万円 

  都市整備部 都市計画グループ 

 
【事業概要】 

  大阪狭山市の準防火地域について、平成 25 年 10 月１日付で大幅な拡大を行いました。また、

府決定の都市計画道路について、廃止、名称変更などがありました。そのため、都市計画用途地

域図（１／10,000）を修正しました。 

 

【事業成果】都市計画図変更点 

○準防火地域（面積の変更） 

（変更前）11ha 

（変更後）518ha       

○都市計画道路  （変更内容） 

・狭山環状線      一部廃止 

・池尻中自由丘線    名称変更 

・半田狭山線      名称変更 

・狭山三日市線     廃止 

 

都 市 計 画 変 更 点  

大 阪 狭 山 市 の 準 防 火 地 域  都 市 計 画 道 路 の 変 更  

 

 

 

 

重点 

池尻中自由丘線 

半
田
狭
山
線 

狭山環状線 

（点線部分を廃止） 

狭山三日市線 

（廃止） 

拡大後の準防火地域 
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  ◆民間建築物の耐震対策事業 836 万円 

指標耐震診断・改修工事年間補助総件数 ○計 81 件 ○実 44 件  都市整備部 都市計画グループ 

【事業概要】 

◆耐震診断補助 

  民間建築物の耐震化を促進するため、昭和 56 年 5 月 31 日以前に建てられた住宅、または、

耐震改修促進法第 6 条に掲げる特定建築物（不特定多数の人が利用する一定規模以上の建築物）

に対し耐震診断費用の一部を補助する制度です。 

 

補助対象建築物 補助率 限度額 

特定建築物及び

非木造住宅 

耐震診断にかかった 

費用の２分の１ 

特定建築物 
100 万円(学校、病院や老人ホーム等

については 133.2 万円) 

共同住宅など 
１戸当たりの補助額を２万５千円と

して算出した額（上限 100 万円） 

戸建住宅 １戸当たり２万５千円 

木造住宅 
耐震診断にかかった 

費用の 10 分の９ 

共同住宅など 
１戸当たりの補助額を４万５千円と

して算出した額（上限 100 万円） 

戸建住宅 １戸当たり４万５千円 

 

◆耐震改修設計補助 

 民間木造住宅の耐震化を促進するため、昭和 56 年５月 31 日以前に建てられた住宅で耐震診断

の結果数値(上部構造評点)が 1.0 未満のものの耐震改修設計費用の一部を補助する制度です。 

 

 

 

 

 

◆耐震改修補助 

 民間木造住宅の耐震化を促進するため、昭和 56 年５月 31 日以前に建てられた住宅で耐震診断

の結果数値(上部構造評点)が 1.0 未満のものの耐震改修費用の一部を補助する制度です。 

 

 

 

 

 

【事業成果】(平成 25 年度補助実績) 

◆耐震診断補助件数 

木造戸建住宅 19 戸 (平成 24 年度 39 戸)/特定建築物 ０棟 (平成 24 年度  0 棟) 

◆耐震改修設計補助件数  

 木造戸建住宅 13 戸 (平成 25 年度より施行) 

◆耐震改修補助件数 

 木造戸建住宅 12 戸 (平成 24 年度 ６戸) 

補助対象建築物 補 助 率 限 度 額 

診断結果が 1.0 未満の木

造住宅 

耐震改修設計にかかる

費用の 10 分の７ 
１戸当たり 10 万円 

補助対象建築物 補 助 率 限 度 額 

診断結果が 1.0 未満の木

造住宅 
定額 

１戸当たり 40万円 (所得のより 60万

円)  

重点 
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◆ 防犯灯整備事業 2,234 万円 

 都市整備部 土木グループ 

 

【事業概要】 

  夜間における歩行者・自転車の安全と犯罪の抑制を図るため、市管理防犯灯の LED 化整備を行

いました。同時に道路照明の LED 化も行いました。 

  また、各地区で管理されている、防犯灯の維持管理費用に対して助成を行いました。 

 

 

【事業成果】 

◆LED 照明導入調査事業 (市内全域調査) 

調査費     7,980 千円 （全額国庫補助金） 

 

◆市管理街路灯の LED 化 

街路灯     1,088 灯 （LED 灯具に交換） 

┣防犯灯   836 灯 

┗道路照明  252 灯 

工事費合計   69,993 千円（平成 26 年３月から 10 年リース、587 千円/リース月額） 

                 （平成 25 年度リース額：209 千円） 

◆防犯灯維持管理費助成金の交付内容 

 

  交付地区数 80 地区 

  助成灯数 4,287 基 

  基本助成金額 3,300 円 （1 基当り） 

      助成金総額 14,148 千円 

重点 
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  ◆ため池等維持管理事業 2,032 万円 

 市民部 農政商工グループ 

 
【事業概要】 

ため池及び水路は、農業用水としての機能だけでなく、大雨時の貯水機能や排水機能も兼ね備

えていることから、災害を未然に防止するため、危険箇所の改修工事を計画的に実施しています。 

 今年度は、大阪府によって東池尻地区の新池、茱木地区の今池・七池での老朽化した堤体改

修工事が実施されました。これらの事業には市も応分の負担をしています。また、大規模地震に

より堤体が被災した場合に下流の人家や公共施設などに影響が大きいため池について、耐震性調

査・診断事業が実施されています。 

 

【事業成果】 

◆ため池・水路等に関する工事（業務） 

工事（業務）の名称 内容 

ため池等草刈業務 ため池、水路草刈 ２件 

東池尻新池改修工事 土地改良事業（堤体工事） 

今池・七池改修工事 土地改良事業（堤体工事） 

西谷池耐震性調査・診断事業 土質ボーリング調査 

 

 平成 25 年度東池尻新池改修工事 

施工前                施工後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２５年度今池・七池改修工事 

    施工前                施工後 

   

重点 
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  ◆市民農園開設支援事業 ０万円 

指標市民農園新規開設数  ○計 ２箇所   ○実 ０箇所   市民部 農政商工グループ 

 
【事業概要】 

市街化の進展により、農地が減少する傾向にあります。一方で、自由時間の増大、食の安全や

健康への関心の高まりなどにより、土と親しみ、農作業が体験できる場についての需要が高まっ

ています。 

市では、市民農園の開設により、市民の農業参画への機会を拡充し、農業の振興、遊休農地の

解消、健康増進などと併せて、良好な都市環境の形成と地域の活性化を図っています。 

  

【事業成果】 
    

 市民農園名 開設年度 

１ 東野伊勢講 平成 18 年度 

２ 山本南 平成 20 年度 

３ 山本中 平成 20 年度 

 東池尻２丁目 平成 20 年度（廃園） 

４ 山本東 平成 20 年度 

5 東池尻１丁目 平成 20 年度 

６ 半田５丁目 平成 21 年度 

７ 東茱木２丁目 平成 22 年度 

８ 半田２丁目（1 期） 平成 23 年度 

９ 半田２丁目（２期） 平成 23 年度 

10 茱木１丁目 平成 24 年度 

11 東茱木２丁目 平成 24 年度 

 

 

重点 
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◆地域就労支援事業 220 万円 

 市民部 農政商工グループ 

 

【事業概要】 

働く意欲がありながら、就職実現に結びつかない人からの相談に応じ、就職に関する情報提供や、

就職に有利となる資格取得をめざした能力開発事業を実施しました。 

 

【事業成果】 

◆相談事業 

平成 25 年度   相談者実人数 19 名 

若年者 中高年者等（35 歳以上） 障がい者 

7 名 8 名 4 名 

 

内容：相談者のニーズに応じた助言と、必要に応じた関係機関が実施する各種講座等への誘導 

 

◆能力開発事業 

ビジネス基礎力養成講座  15 日間（30 時間）    参加者数 8 名 

 内容：就労へ向けての基礎能力の向上 

 

◆雇用・就労創出事業 

① 合同企業面接会 

市単独での実施が困難な合同企業面接会を、ハローワーク河内長野管内の６市町村が協力し、

ハローワーク・大阪府との共催事業として実施しました。 

○求人・求職情報フェア（南河内最大規模の合同企業面接会） 

実施日：平成 25 年 9 月 19 日 すばるホール（富田林市） 参加者 109 名 

○介護就職デイ 2013（福祉・介護関連の事務所に特化した合同企業面接会） 

実施日：平成 25 年 11 月 13 日 河内長野市立市民交流センター 参加者 40 名 

② 若者就職応援相談会 in 南河内 

ハローワーク河内長野管内の６市町村が協力し、ニート・ひきこもりなどに悩んでいる若年者

とその保護者を対象とした相談会を実施しました。（年間２回） 

実施日：平成 25 年 11 月 6 日 エコール・ロゼ（富田林市） 参加者 49 名 

実施日：平成 26 年 2 月 20 日 ノバティながの（河内長野市） 参加者 7 名 

③ おでかけサポート 出張ハローワーク 

日常の求職活動において、ハローワークまで出かけにくい、利用経験がないために敬遠しがち

といった事情を抱えている相談者を対象に、身近な市役所などで相談の機会を提供するために、

ハローワーク河内長野管内の６市町村が協力し、ハローワークとの共催事業として実施しました。 

実施日：平成 25 年 7 月 31 日 くすのきホール（千早赤阪村） 参加者 2 名 

重点 
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  ◆魅力発信事業 16 万円 

指標関係情報発信回数 ○計 6 回 ○実 7 回 政策調整室 企画グループ 

 

【事業概要】 

大阪狭山市の誇るべき文化遺産である狭山池や、まちの特産品、マスコットキャラクターなど、

市を直接アピールする魅力情報、子どもからお年寄りまでが安全に安心して暮らせる大阪狭山市の

施策情報を集約し、市の内外に向けて発信します。 

 

【事業成果】 

◆狭山池築造 1400 年記念事業キャッチフレーズおよびシンボルマークの公募 

現存する日本最古のため池である狭山池が、来る 2016 年に築造から 1400 年を迎えることを

記念して行う事業を、統一的なイメージのもとで効果的に PR するため、記念事業のキャッチフレ

ーズおよびシンボルマークを募集し、応募作品の中から最優秀作品を選出しました。 

 

募集期間 平成 25 年 12 月 1 日～平成 26 年 1 月 31 日（シンボルマークは 2 月 28 日まで） 

応募総数 キャッチフレーズ 805 件、シンボルマーク 452 件 

 

キャッチフレーズ最優秀作品 

人・ゆめ・ロマン 狭山池築造 1400 年 
 

シンボルマーク最優秀作品 

 

 

 

重点 
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◆防災訓練事業 77 万円 

 政策調整室 危機管理グループ 

【事業概要】 

防災計画の習熟や、防災関係機関との協力体制の確立及び市民の防災意識の向上を図るため、各
種防災訓練を実施しました。 
 

【事業成果】 

◆総合防災訓練 
 
  「自分たちのまちは自分たちで守る」という防災意識の高揚と自主防災組織及び防災関係機関

等の連携強化や災害対応能力の向上を図るため、地震災害を想定した市民参加・体験型の総合防
災訓練をさやか公園で行いました。 
実施日時：平成 25 年 10 月 27 日（日）  参加団体：57 団体  参加人数：810 人 

 
◆水防訓練の実施（市職員対象） 
 
  水害等の発生時には、応急措置として 

土のうによる浸水防除や堤体補強などが 
必要となり、甚大な災害発生時には全庁 
体制で対応しなければならないことも 
予想されるため、土のう製作訓練と排水 
ポンプ、自家発電機操作訓練を実施しま 
した。 

  実施日時：平成 25 年５月 30 日（木） 参加者数：28 人   

 

◆防災行政無線整備事業 205 万円 

政策調整室 危機管理グループ 

 

【事業概要】 

 緊急地震速報や震度速報、国民保護サイレン等を放送する同報系防災行政無線や、移動系防災 

行政無線（可搬型・携帯型）の保守点検を実施しました。 

 

【事業成果】 

 

（同報系防災行政無線）  

屋外拡声子局（34局）における保守点検業務 

 

（移動系防災行政無線）              ※災害発生時や災害警戒 

可搬型無線機・・・１台              時には、左のような携 

携帯型無線機・・・8台              帯型無線機を避難所や 

をそれぞれ更新しました。             現場へ向かう職員が 

                          携行し、本部及び職員 

間の連絡に使用します。 

                                   

  （屋外拡声子局）   
 

                                       

 

 
 
 
 

（土のう製作訓練） 
 

（エンジンポンプ操作訓練） 
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◆災害ボランティアネット運営事業 140 万円 

 保健福祉部 福祉グループ 

【事業概要】 

大阪狭山市が災害で被災した場合や市外で大災害が起こった場合を想定し、市内の各種団体、NPO、

企業、学校等に参画をよびかけ、本事業の推進母体となる「災害ボランティアネット」を設置し、

次の事業を実施しました。 

 

【事業成果】 

◆情報共有・連携強化 

・定例会の開催 5 回 

 ・検討会議の開催 ５回 

 ・部会の開催（地域支援部会 ４回 調査・研究部会 ７回 人材・情報部会 ６回） 

◆災害図上訓練の実施 

 実施回数 ６回 

 内容 大阪狭山市災害ボランティアネットについて、災害図上訓練について 

 対象 各小学校地域住民及び災害ボランティアネット委員 

 参加者数 241 人 

◆研修会の実施 

 日時 平成 26 年 2 月 22 日（土）   場所 SAYAKA ホール「小ホール」 

 テーマ ドキュメンタリー映画「石巻市立湊小学校避難所」上映 

 参加者数 256 人 

 

◆コミュニティセンター防犯カメラ設置事業 252 万円 

                    市民部 市民窓口グループ 

 

【事業概要】 

 施設利用者の安全確保など、コミュニティセンターの防犯対策の充実を図るため、防犯カメラを

設置しました。 

 

【事業成果】 

防犯カメラ設置 ９台（屋内 6 台、屋外１台、地下駐車場 2 台）、モニター設置 １台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
記録用モニター 屋外の防犯カメラ 
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◆企業融資あっせん事業 0 万円 

 市民部 農政商工グループ 

【事業概要】 

市内の小規模企業者の育成振興を図るため、大阪府制度融資のあっせんを行いました。また、

中小企業信用保険法に係る市町村の認定業務を行いました。 

 

【事業成果】 

◆制度融資利用者実績 

申込件数 申込金額 承諾件数 承諾金額 

41 件 582,253 千円 30 件 472,553 千円 
 

◆セーフティネット保証件数 

中小企業信用保険法５号認定 24 件 

 

◆消費者行政推進事業 235 万円 

指標年間相談件数    ○計  500 件  ○実  281 件 市民部 農政商工グループ 

【事業概要】 

平成 24 年４月に消費生活センターを設立し、消費生活相談員による消費生活相談を毎週月・

火・木・金曜日（週 4 回）に行い、消費者からの相談に応じました。また、市役所窓口でも相談

員と連携して、指導・助言を行い、消費トラブルの解決を図るとともに、消費者被害の防止に関

する啓発に努めました。 

  また消費者保護を目的に、適正な計量及び日常生活に使用する家庭用品の品質に関する表示の

適正化を確保するため、大阪府計量検定所、消費者の協力により市内で販売されている商品の量

目について買い取り検査を実施しました。 

 

【事業成果】 

① 消費生活相談件数 

分類別 （単位：件） 

通信販売 店舗 電話勧誘 訪問販売 訪問購入 ネガティブ 不明 合計 

72 78 29 24 2 2 74 281 

年代別 （単位：件） 

10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代 90 代 不明 合計 

1 26 43 42 44 44 44 19 5 13 ２８１ 

 

② 商品量目調査実施状況等 （単位：件） 

分  類 調査件数 量目公差範囲内 量目公差不足 

正味量表記商品  146  142 （9７.3%） ４（２.7%） 

対 面 販 売 商 品         12  12 （100 %） 0（０.０%） 

計  158  154 （9７.5%） ４（２.5%） 

 


