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◆公園墓地施設整備事業 843 万円 

 市民部 生活環境グループ 

【事業概要】 

 高齢者を含めた来園者が安全で快適に利用できるよう、公園墓地の墓地通路を

整備しました。 

 

【事業成果】 

 平成２６年度から 3箇年計画で区画通路の一部を真砂土舗装により 

整備しています。 

平成２８年度までに区画通路全てを真砂土舗装する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  墓地区画通路の整備 

  補修工事費 補 修 面 積 

平成 26 年度 7,931,520 円 400.00㎡ 

平成 27 年度 8,429,400 円 707.28㎡ 

 

重点 
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  ◆道路改良事業 3,328万円 

 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 天野福田線舗装改良工事（第４工区） 

工事延長 L=４４２ｍ  舗装打換え工 A=１，１９０㎡ 

② 狭山駅五軒家線整備工事に伴う測量設計業務 

測量業務 一式   基本設計業務 一式 

③ 狭山東村線歴史街道整備工事 

工事延長 L=２５ｍ  石畳舗装工 A=５６㎡ 

道標設置工 N=１か所 看板設置工 N=１か所 

④ 西池尻４号線狭隘道路拡幅工事 

工事延長 L=５４ｍ   側溝工 L=４８m 

⑤ 狭山一丁目地内里道整備工事 

工事延長 L=１３ｍ   擁壁工 一式 

舗装工 A=２３㎡     

⑥ 西池尻４号線狭隘道路拡幅工事（その２） 

工事延長 L=２７ｍ   排水構造物工 L=２７ｍ 

⑦ 天野福田線歩道整備工事 

工事延長 L=１８ｍ    境界工 L=４０．５ｍ  

舗装工 A=３２㎡   

⑧ 西池尻４号線狭隘道路拡幅工事（その３） 

工事延長 L=１２ｍ    側溝蓋工 L=１２ｍ 

⑨ 東野公民館循環バス停外舗装整備工事 

工事延長 L=３６ｍ  

Co舗装工 A=６６㎡ 

⑩ 金剛泉北線外歩道舗装改良工事 

工事延長 L=１８ｍ 

半たわみ性舗装工 A=４８㎡ 

⑪ 西池尻８号線排水施設外整備工事 

工事延長 L=２２ｍ 

舗装打換え工 A=５８㎡  

排水構造物工 L=１３ｍ  

⑫ 今熊大野線排水施設整備工事 

工事延長 L=７ｍ 

排水構造物工 L=７m 

街渠工 L=５ｍ 

縁石工 L=７ｍ 

⑬ その他道路整備工事 ９件 

  
（単位：万円） 

  事業名 事業費 

① 天野福田線舗装改良工事（第４工区） １，１１１ 

② 狭山駅五軒家線整備工事に伴う測量設計業務 ３７８ 

③ 狭山東村線歴史街道整備工事 ３６７  

④ 西池尻４号線狭隘道路拡幅工事 ３６２  

⑤ 狭山一丁目地内里道整備工事 ２３７  

⑥ 西池尻４号線狭隘道路拡幅工事（その２） １２７  

⑦ 天野福田線歩道整備工事 １１１  

⑧ 西池尻４号線狭隘道路拡幅工事（その３） ９７ 

⑨ 東野公民館循環バス停外舗装整備工事 ９２ 

⑩ 金剛泉北線外歩道舗装改良工事 ８８ 

⑪ 西池尻８号線排水施設外整備工事 ７０ 

⑫ 今熊大野線排水施設整備工事 ５０ 

⑬ その他道路整備工事 ９件 ２３６ 

重点 
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  ◆道路維持事業 2,500万円 

 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え・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 大野台４３号線外舗装補修工事 

工事延長 L=１７４ｍ  舗装打換え工 A=７３０㎡  

排水構造物工 L=１１m 区画線工 一式 

② 西池尻４号線外側溝整備工事 

工事延長 L=３５ｍ  舗装工 A=４６㎡  

排水構造物工 一式  付帯工 一式 

③ 狭山河内長野線舗装補修工事 

工事延長 L=７ｍ 舗装工 A=７０㎡  区画線工 一式 

④ 池尻自由丘三丁目地内里道整備工事 

工事延長 L=５６ｍ  舗装工 A=７６㎡  

⑤ 市道金剛泉北線外歩道路面表示シート設置工事 

路面表示シート設置工 Ｎ＝３６枚 

⑥ 池尻中一丁目地内里道舗装補修工事 

工事延長 L=６０ｍ  舗装打換え工 A=８９㎡ 

⑦ 山本２号線舗装補修工事 

工事延長 L=１１．８ｍ 舗装工 A=３８㎡ 

⑧ 茱萸木四丁目地内外舗装補修工事 

工事延長 L=５９．２ｍ  

舗装工 A=９３㎡  

⑨ 狭山河内長野線舗装補修工事（その２） 

工事延長 L=１３ｍ  

舗装打換え工 Ａ=５７㎡ 

区画線工 一式  

⑩ 狭山駅駅前広場改良工事 

工事延長 L=７ｍ 舗装工 Ａ=４㎡ 

縁石工 Ｌ＝７ｍ 街渠工 Ｌ=７ｍ 

植栽移植工 一式 

⑪ 狭山公園線歩道舗装補修工事 

工事延長 L=９ｍ  

半たわみ性舗装工 Ａ＝２９㎡ 

⑫ 半田五丁目地内市管理道路舗装補修工事 

工事延長 L=２０．２ｍ  

舗装工 Ａ=８４㎡ 

⑬ その他道路維持補修工事  ２９件 

  
（単位：万円） 

  事業名 事業費 

① 大野台４３号線外舗装補修工事 ３９５ 

② 西池尻４号線外側溝整備工事 ２５４ 

③ 狭山河内長野線舗装補修工事 １０３ 

④ 池尻自由丘三丁目地内里道整備工事 １０２ 

⑤ 
市道金剛泉北線外 

歩道路面表示シート設置工事 
９７ 

⑥ 池尻中一丁目地内里道舗装補修工事 ８７ 

⑦ 山本２号線舗装補修工事 ８１ 

⑧ 茱萸木四丁目地内外舗装補修工事 ７９ 

⑨ 狭山河内長野線舗装補修工事（その２） ７４ 

⑩ 狭山駅駅前広場改良工事 ６４ 

⑪ 狭山公園線歩道舗装補修工事 ５９ 

⑫ 半田五丁目地内市管理道路舗装補修工事 ４４ 

⑬ その他道路維持補修工事 ２９件 １，０６０ 

重点 
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  ◆交通安全施設整備事業 9,186 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 金剛泉北線舗装修繕工事 

 工事延長 Ｌ＝885ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝5,291 ㎡ 

 区画線工 一式 

② 大野台 64 号線舗装修繕工事 

 工事延長 Ｌ＝289.7ｍ As 舗装工 Ａ＝1,876 ㎡  

区画線工 一式 

③ 東野菅生線歩道整備工事 

 工事延長 Ｌ＝130ｍ 排水構造物工 Ｌ＝130ｍ 舗装工 一式 

④ 草沢橋耐震補強等設計委託業務 

設計業務 一式 

⑤ 狭山公園線舗装補修工事 

 工事延長 Ｌ＝50.2ｍ As 舗装打換え工 Ａ＝435 ㎡ 

⑥ 西池尻 8 号線歩道改修工事 

植樹桝補修工 Ｎ＝43か所 構造物補修工 Ｌ＝41ｍ 

街渠工 L=14ｍ 

⑦ 通学路交差点カラー化工事（その 2） 

薄層カラー舗装工 Ａ＝363 ㎡ 区画線工 一式 

⑧ 西山台茱萸木線歩道改修工事 

 工事延長 Ｌ＝110ｍ 排水構造物工 Ｌ＝106ｍ 

 舗装打換え工 Ａ＝133 ㎡ 

⑨ 大野台茱萸木線歩道改修工事 

 工事延長 Ｌ＝207ｍ 舗装工 Ａ＝473㎡ 

 縁石工 一式   区画線工 一式 

⑩ 西池尻 5 号線舗装補修工事 

 工事延長 Ｌ＝70ｍ 舗装打換え工 Ａ＝375 ㎡ 区画線工 一式 

⑪ 池之内橋外 2橋橋梁修繕工事 

 薄層カラー舗装工 一式 道路付属物塗装工 一式 

⑫ その他交通安全施設整備工事   34件 

（単位：万円）                    （単位：万円） 

 事業名 事業費   事業名 事業費 

① 金剛泉北線舗装修繕工事 2,543 ⑦ 通学路交差点カラー化工事（その 2） 397 

② 大野台 64 号線舗装修繕工事 1,568 ⑧ 西山台茱萸木線歩道改修工事 370 

③ 東野菅生線歩道整備工事 612 ⑨ 大野台茱萸木線歩道改修工事 285 

④ 草沢橋耐震補強等設計委託業務   464 ⑩ 西池尻 5 号線舗装補修工事 232 

⑤ 狭山公園線舗装補修工事 446  ⑪ 池之内橋外 2 橋橋梁修繕工事   148 

⑥ 西池尻 8 号線歩道改修工事 413  ⑫ その他交通安全施設整備工事 1,707 

重点 
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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】      

 大阪狭山市「交通事故をなくす運動」

推進本部では、交通事故の防止を目的

として、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 

５月 

春の全国交通安全運動 

（5/11～20） 

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 狭山池まつりにて交通安全啓発 

大阪狭山市「交通事故をな

くす運動」推進本部総会 

平成２６年度事業実績報告及び決算について 

平成２７年度事業計画（案）及び事業予算（案）について 

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（南第一小学校から大野台

へ）、広報車巡回等啓発 

出掛ける交通安全教室 婦人会を対象とした交通安全教室（SAYAKAホール） 

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、通学路合同点検等 

自転車マナーアップ 

強化月間 

（９/1～９/30） 

駅前放置自転車クリーンキャンペーン 
広報等による啓発 

11月 交通安全啓発活動 産業まつりにて交通安全啓発 

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 5園・保育園 5園・認定こども園 2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 42万円 

 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 

   １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 2４年度 １０ 1３4 

平成 2５年度 ４ 138 

平成 2６年度 4 142 

平成２７年度 1 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点 

設置数 

 １基 
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  ◆市内循環バス事業 4,239万円 

                   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。平成 13年 6月から

使用してきたバス車両を買い換え、車体色とラッピン

グを一新しました。 

 

 

 

【事業成果】 

◆利用者総数 

 ３７４，６５２人 

 

◆路線別利用者数 

 南回り         114,292人 

 ニュータウン回り    173,708人 

 西・北回り         86,652人       

 

◆実績状況等 
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  ◆インフルエンザ対策事業 247万円 

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

 

【事業概要】 

 近年、新型インフルエンザ等の感染症拡大が予測され、大流行時に備え救急活動等に必要な各種

資器材を計画的に整備し、有事に備えています。 

 

【事業成果】 

 新型インフルエンザ等の感染症拡大に備え、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     ２，４７２，３３６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）         ５５箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 513万円 

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】 

 救急需用の高度化に対応するため、市民に応急手当の普及啓発活動を実施するとともに、高度な

救急活動機器の整備や救急救命士の養成、処置拡大による資格取得等、救急隊員の技術の向上に努

め、救急体制の充実強化を図りました。 

 

【事業成果】 

平成２７年度救急講習会実施状況  

上級救命講習会 普通救命講習会 水難・一般救急講習会 

２０名 ８８１名 ４９１名 

 

平成２７年度救急救命士研修状況 

事 業 名 実施場所（機関） 派遣者数 

救 急 救 命 士 養 成 課 程 大阪市消防局高度専門教育訓練センター  1 名 

処置拡大２行為追加講習 大阪市消防局高度専門教育訓練センター  ５ 名 

救急救命士再教育実習 近畿大学医学部附属病院救命救急センター １１ 名 

 

平成２８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 １６名 １６名 

ビデオ喉頭鏡有資格者数 処置拡大２行為有資格者数 
 

２名 １２名 

 

高度救急活動機器  １式   ７５７，７２８円 

 

血糖測定器      １式 

医療用酸素ボンベ   ４本 

自動体外式除細動器  １式 

救急訓練用人形左腕  １本 

                             血糖測定器 

 

 

 

 

 

 

 

医療用酸素ボンベ      自動体外式除細動器      救急訓練用人形左腕 

 

重点 
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  ◆救急安心センター事業 120万円 

指標 利用者数 ○計 1,100 人 ○実 1,176 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、また、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２７年４月～平成２８年３月） 

 病院案内 医療相談 救急出場切替 その他 

4月 46 38 0 2 

5月 64 68 5 2 

6月 30 40 2 0 

7月 48 59 2 4 

8月 57 46 2 5 

9月 64 37 2 1 

10月 33 44 3 1 

11月 52 42 0 2 

12月 65 48 1 1 

1月 59 43 0 3 

2月 51 39 0 4 

3月 44 32 1 2 

合計 613 536 18 27 

 

 

平成 2７年度救急安心センターおおさか運営費分担金     １，２０４，０００円 

重点 
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  ◆消防庁舎管理事業 127万円 

指標 施設改修件数 ○計２件 ○実１件 消防本部 総務グループ 

 

【事業概要】 

 消防庁舎の維持管理については、２４時間勤務体制に即した職場環境の整備並びに災害拠点にふ

さわしい施設とし、職員及び来庁者が常に安全で快適に使用できるように維持管理することを目的

としています。 

 

【事業成果】 

 通信機械室の空調設備は２４時間稼働させ、機械の温度上昇を緩和していますが、機能低下と故

障により停止してしまうと各精密機械への影響が大きくなり、緊急通報の受信や出場指令等に支障

をきたすため、空調機を１台増設し、出場体制の充実を図りました。 

 

 

消防本部通信機械室空調機増設工事     １式  １，２６９，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信機械室設置の空調機             消防庁舎屋上設置の室外機 

 

 

 

 

 

重点 
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  ◆ニュータウン出張所管理事業 327万円 

指標 施設改修件数 ○計６件 ○実２件 消防本部 総務グループ 

 

【事業概要】 

 ニュータウン出張所の維持管理については、２４時間勤務体制に即した職場環境の整備並びに災

害拠点にふさわしい施設とし、来庁者及び職員が常に安全で快適に使用できるように維持管理する

ことを目的としています。 

 

【事業成果】 

 老朽化に伴う自動火災報知設備の主音響設備改修工事及びキュービクル内高圧機器改修工事を

実施し、庁舎の維持管理に努めました。 

 

 

ニュータウン出張所管理事業       計  ３，２６７，０００円 

 

キュービクル内高圧機器改修工事        ２，５０２，３６０円 

自動火災報知設備の主音響設備改修工事       ７６４，６４０円 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

キュービクル                  自動火災報知設備 

 

 

重点 
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  ◆石油貯蔵施設立地対策事業 353万円 

指標 資機材整備件数 ○計３件 ○実３件 消防本部 総務グループ 

 

【事業概要】 

 堺泉北臨海工業地帯石油貯蔵施設災害の応援を補うため、堺市消防局と消防相互応援協定を締結

し、有事に備えるとともに、本市消防体制の充実を図るため、各種資器材を整備しています。 

 

【事業成果】 

 消防体制の充実及び消防活動に万全を期すため、火災現場での活動に必要な消防用ホースと空気

呼吸器、空気呼吸器用ボンベを整備しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防用ホース４０本                空気呼吸器４体 

１，２５２，８００円              １，５０３，３６０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気呼吸器用ボンベ５本 

７７７，６００円 

 

重点 
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  ◆高機能消防指令センター総合整備事業 115万円 

 消防本部 警防グループ 

 

【事業概要】 

 高機能消防指令センターの運用開始後７年以上が経過し、各装置の耐用年数が経過する時期とな

っており、消防本部の重要施設である機能を維持するため、各装置の交換等整備を行っています。 

 

【事業成果】 

 火災等の災害時に指令台と連動し、短時間で災害場所の情報を出場車両側でも把握できる「車両

運用端末装置」の部品交換工事を実施したことにより、通信員と現場出場隊との情報共有を円滑に

行えるようになりました。 

  

 

 

車両運用端末装置部品交換工事     １，１５１，２８０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両運用端末装置 

 

 

 

 

 

 

 

車両内取付状況 

重点 
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  ◆消防用活動機器整備事業 137万円 

指標 資機材整備件数 ○計７件 ○実６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、計画的に整備

し、各種災害事案への対応力を高めます。 

 

【事業成果】 

 特殊災害事案に対応可能な化学防護服や電気災害時に身体を保護する絶縁衣、また災害現場で的

確な情報を得るために防水型タブレット等を整備しました。 

 

消防用活動機器   １式   １，３７３，６５２円 

 

 

ＭＳＡ製防護服    ７９９，２００円 

絶縁衣        １９５，０４８円 

防水型タブレット    ６１，８８４円 

チタン一連梯子    １９４，４００円 

その他消防用活動機器 １２３，１２０円 

 

 

 

絶縁衣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       チタン一連梯子                         ＭＳＡ製防護服 

重点 
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  ◆消防車両等整備事業 84万円 

指標 消防車両整備件数 ○計２件 ○実１件 消防本部 総務グループ 

 

【事業概要】 

 各種消防車両については、多種多様な災害現場において安全で迅速な消防活動を展開させるため、

年次計画に基づき更新整備し、消防力の保持増強を図っています。 

 

【事業成果】 

 平成２０年にニュータウン出張所に配置した１５ｍ級梯子付消防ポンプ自動車の老朽化が進ん

でいたため、専門業者による修繕を行いました。 

 

 

１５ｍ級梯子付消防ポンプ自動車修繕業務    ８３８，０８０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作動油及びリターンフィルターエレメント交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伸縮ワイヤー交換 

 

 

 

重点 
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  ◆消防団訓練大会参加事業 497万円 

指標 訓練企画運営数 ○計１件 ○実１件 消防本部 総務グループ 

 

【事業概要】 

 大阪府主催の消防操法訓練大会に南河内地区支部の代表として、小型ポンプ操法の部に出場しま

した。 

 

【事業成果】 

 平成２７年９月６日に大阪府立消防学校において開催された、第５９回大阪府消防操法訓練大会

の小型ポンプ操法の部に、南河内地区支部の代表として大阪狭山市消防団が出場しました。 

 大会に向けて、各分団から選抜された団員と多くの応援団員が、５月から夜間や休日を利用し、

市役所前駐車場及び狭山水みらいセンターにおいて訓練を実施しました。 

 この訓練を通じて消防団員の体力、技術の向上及び団員相互の団結力と士気高揚を図りました。 

 

バス借上料  ２３２，２００円   消防団員公務災害等補償費  ３２，５７６円 

備品購入費  ９３５，８７６円   燃料費・被服費等     ４８５，９４６円 

 

 

訓練回数 延べ出場人員 消防団員費用弁償 

５０回 １，４９３人 ３，２８４，６００円 

 

    

結団式               南河内地区支部総合訓練 

    

昼間訓練               大阪府消防操法訓練大会 

重点 
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  ◆防犯活動推進事業 1,211万円 

指標 刑法犯認知件数 ○計 930件 ○実 582 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

対し必要な補助金等の交付を行いました。 

 

【事業成果】 

◆防犯委員会助成事業 ····················· 917,000円 

  安全・安心のまちづくりを進めるため、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しました。 

 

◆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、幅広い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 ··········· 956,169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 ············ 3,242,060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 ····· 5,689,102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、自主防犯パトロー

ル活動団体に青色防犯パトロール車を貸与しました。 

 

◆街頭防犯カメラ設置費補助事業 ················ 841,000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。 

   

 歳末夜警激励 大阪狭山市安全大会 

重点 

青色防犯パトロール車 
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  ◆災害対策管理事業 4,909万円 

指標 防災倉庫新規設置箇所数 ○計３箇所 ○実３箇所 政策調整室 危機管理グループ 

 

【事業概要】 

災害の発生に備えて、防災資機材等の整備と充実を図り、最低限の食料や生活必需品等の重要物

資を年次的、計画的に備蓄しています。 

一方で、地域の防災防犯力を高めることを目的として、救命・防災・防犯を統合した安全安心ス

クールを、市民を対象として実施するとともに、さらに中学３年生を対象として普通救命講習を行

い、技能を習得していただきました。 

 

【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対策を確保する 

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。（東野幼稚園、狭山中学校、老人福祉センターさ 

やま荘） 

地域防災計画に基づき、アルファ化米などの災害対策用備蓄物 

資を管理し、防災訓練での使用や追加購入を行いました。 

また、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。 

 災害発生時の各種災害対応拠点等として、庁舎が被災した場合 

の災害対策本部や救援物資の臨時保管場所・遺体安置所・応急救 

護所など多目的に使える、大型仮設（空気二重膜構造）テントを 

購入しました。 

 

◆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」を開講し、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」の交付を行いました。 
 

安全安心スクール  年間開催回数：26回（イベント型を含む） 

スクール受講者数 2,676人 

中学校安全安心スクール受講者 530人 

安全安心推進リーダー認定者数      6人（累計77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き、「災害時要援護者支援システム」を活用して、対象者情報

を更新するとともに、自主防災組織に台帳を交付し、その保管庫を貸与しました。 

 

◆安心携帯カード作成配布事業 

 緊急時や災害時に、連絡先及び助けてもらうときに伝えねばな 

らないことや持病等が記入できる「安心携帯カード」を作成し、 

配付しました。  

   

重点 

   

〔大型仮設（空気二重膜構造）テント〕 

 

〔テキスト・受講証・リーダー認定証〕 

 

〔安心携帯カード〕 
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  ◆自主防災組織育成事業 2,060 万円 

指標 自主防災組織の組織率 ○計 70％ ○実 70％ 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抑えるためには、地域住民の協力による防災活動が

不可欠であり、「自分たちの地域は自分たちで守る」ことと、地域防災力の充実を図ることを目的

として、自主防災組織の結成促進及び育成を行いました。 

 

【事業成果】 

◆自主防災組織の結成状況 

平成 2７年度末で４１組織（平成２７年度：新規結成３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 2８年 3月末で 24,745 世帯）のうち、約７０％となります。 

◆救出・救護用資機材貸与及び防災資機材補助の実施 

防災訓練等の活動を支援し、救出・救護用資機材の貸与及び防災資機材の補助を行いました。 

【貸与組織数３５組織・補助組織数１組織】  

◆地域防災推進リーダーの育成 

 自主防災組織のリーダーを育成するため「防災士」の資格取得者に対し補助金を交付しました。 

 【交付者数１人】 

〔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） 
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 南海金剛自主防災・防犯委員会 南海金剛住宅 

北自治会自主防災組織 府営狭山北住宅 大野台７丁目自治会防災会 大野台七丁目 

川向地区自主防災組織 川向 大野地区自主防災組織 大野 

山本地区自主防災組織 山本 狭山西自治会自主防災組織 狭山西 

大野台一丁目自治会自主防災・防犯組織 大野台一丁目 金剛２丁目・東自治会自主防災組織 金剛二丁目東 

大野台５・６丁目自主防災組織 大野台五・六丁目 府営狭山南自治会地区自主防災組織 府営狭山南住宅 

茱萸木地区自主防災組織 茱萸木 大野台４丁目自主防災組織 大野台四丁目 

東池尻自主防災会 東池尻 大野台２丁目自治会自主防災組織 大野台二丁目 

金剛一丁目自治会自主防災組織 金剛一丁目 自由丘住宅会自主防災組織 自由丘住宅会 

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 前田地区自主防災会 前田 

池之原地区自主防災組織 池之原 南海狭山住宅自主防災組織 南海狭山 

半田東村地区自主防災・治安組織 半田東村 狭山中自治会自主防災組織 狭山中 

東野地区会自主防災委員会 東野 口大野地区自主防災組織 口大野 

岩室地区自主防災組織 岩室 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 

下今熊地区自主防災組織 下今熊 桜ヶ丘住宅自治会自主防災組織 桜ヶ丘住宅 

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７丁目北地区自主防災組織 大野台７丁目北 

大野台３丁目地区自主防災組織 大野台三丁目 茱萸木ロイヤルヒルズﾞ住宅会自主防災組織 茱萸木ロイヤルヒルズ゙  

山伏地区自主防災組織 山伏 新規グリーンコーポ狭山自主防災会 グリーンコーポ狭山 

狭山住宅団地自主防災会 公団狭山住宅 新規大鳥池住宅自主防災組織 大鳥池住宅 

南海狭山コーポ自治管理組合 南海狭山コーポ 新規藤和さやまハイタウン地区会自主防災委員会 藤和さやまハイタウン 

ライオンズ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 

重点 

新規は、平成２７年度新規結成組織 
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  ◆民間建築物の耐震対策事業 726 万円 

指標 耐震診断・改修工事年間補助総件数 ○計９6 件 ○実 61 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１４条に掲げる特定既存耐震不適格建築物（不特定多数の方、避難に配慮を必

要とする方が利用する建築物）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 補助率 限度額 平成２７年度実績 

特定既存不

適格建築物

及び非木造

住宅 

耐震診断にか

かった 

費用の２分の

１ 

特定既存

不適格建

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) 
０棟 

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） 

０戸 

戸建住宅 1 戸当たり２万５千円 ０戸 

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） 

０戸 

戸建住宅 1 戸当たり４万５千円 
５１戸 

 

◆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。 

 

◆木造住宅除却補助 

 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０．７未満のものの木造住宅除却費用の一部を補助する制度です。 

補助対象 補 助 率 限 度 額 平成２７年度実績 

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 ３戸 

補助対象 補 助 率 限 度 額 平成２７年度実績 

診断結果が１．０未満

の木造住宅 
定額 

１戸当たり７０万円（所

得により９０万円）   
５戸 

補助対象 補 助 率 限 度 額 平成２７年度実績 

診断結果が０．７未満

の木造住宅 
定額 １戸当たり４０万円 ２戸 

重点 
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◆ 防犯灯 LED 化整備事業 1,088万円 

 都市整備部 土木グループ 

 

【事業概要】 

  平成 25年度に行った市管理街路灯の LED 化に引き続き、地区管理防犯灯の LED 化を平成 26

年度、平成 27 年度の 2 か年事業として実施しました。平成 27 年度は 4 月 1 日付で地区管理防

犯灯を市に移管し LED化整備を行いました。それに伴い防犯灯維持管理費助成金を廃止しました。 

 

 
 

【事業成果】 

◆防犯灯LED化整備事業  

 

事業費（円） 実施時期 事業内容 

7,037,100 平成 25年度 

 

リース期間 

Ｈ26.3.20～Ｈ36.3.19 

1,493灯 

（内訳） 

道路照明灯  252灯 

防犯灯    836灯 

デザイン灯  405球 

3,839,670 

（10月～3月分） 

平成 27年度 

 

リース期間 

Ｈ27.10.1～Ｈ37.9.30 

4,265灯 

（内訳） 

道路照明灯   15灯 

防犯灯   4,197 灯 

デザイン灯   53球 

 

重点 
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  ◆ため池等維持管理事業 1,984万円 

 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、 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も、大阪府

によって耐震性調査が実施されました。 

 

【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 3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） 

今熊新池、長谷池耐震性調査 土質ボーリング調査 

 

平成 27年度東池尻新池改修工事 

施工前                施工後 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27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円 

 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 東野里伊勢講 平成 18年度 

② 山本南 平成 20年度 

③ 山本中 平成 20年度 

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 2丁目 平成 22年度 

⑧ 1丁目 平成 24年度 

⑨ 2丁目 平成 24年度 

⑩ 2丁目 平成 26年度 

重点 

設置数 

10箇所 

狭

山

池 

大阪狭山市駅 

金剛駅 

狭山駅 

狭

山

池 

① 

⑨ 

⑩⑦ 

⑧ 

⑤ 

⑥ 

④ 
③ 

② 



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７節 活気あふれる商工業と雇用機会の拡大 

96 

◆地域就労支援事業 364万円 

 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 27年度  相談者実人数 22名 

若年者 中高年者等（35歳以上） 障がい者 

5名 16名 1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 

医師事務作業補助者養成講座  7日間（42時間）    参加者数 13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 

 厳しい雇用失業情勢の中で、ハローワーク河内長野管内の６市町村による合同面接会をはじめ、

各種相談会を設けて雇用機会の創出・確保を図りました。 

① 合同企業面接会 

○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 27年 9月 29日 すばるホール（富田林市） 参加者 88名 

○介護就職デイ 2015（福祉・介護関連の事業所に特化した合同企業面接会） 

実施日：平成 27年 11月 17日・１１月 18日 ハローワーク河内長野（河内長野市）  

 参加者 17名 

② 若者就職応援相談会 

実施日：平成 27年 11月 11日 ノバティホール（河内長野市） 参加者 9名 

 

③ おでかけサポート！ハローワーク 

実施日：平成 27年 7月 22日 太子町まちづくり観光交流センター 

（太子町） 参加者 2名 

④ おしごと応援フェア 

実施日：平成 28年 2月 26日 エコール・ロゼ（富田林市） 参加者 42名 

 

⑤ 大阪府中小企業労働環境向上講座 

 実施日：平成 27年 11月 12日 SAYAKAホール(大阪狭山市)       参加者    40名 

重点 
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  ◆魅力発信事業 7,729万円 

指標 関係情報発信回数 ○計 24 回 ○実 49 回 政策調整室 企画グループ 

 

【事業概要】 

2016 年に築造から 1400 年を迎える本市のシンボル狭山池の記念事業をはじめ、まちの特産

品、マスコットキャラクターなどの魅力情報を集約し、市の内外に向けて発信しました。 

 

【事業成果】 

◆大阪狭山市魅力情報発信支援業務 

情報誌「狭山池築造 1400 年記念ガイド」、「大阪狭山市ウォーカー」

（各 30,000部）の作成と携帯情報端末用アプリケーション「大阪狭山

AR ナビ」の作成・配信を行いました。 

 

◆狭山池築造 1400年記念切手シートの作成 

狭山池をテーマに公募した絵画148点の中から選考した10点の作品

をもとに、記念切手シート（1,000シート）を作成しました。 

 

◆狭山池築造 1400年記念メダルの作成 

独立行政法人造幣局製の記念メダル（1,000枚）

を作成しました。 

 

◆狭山池アートプロジェクトの実施 

オランダの芸術家、F.ホフマン氏によって創造された現代アート「ラ 

バー・ダック」の展示に向け、狭山池への搬入及び設置業務を行いました。 

 

◆狭山池築造 1400年記念事業実行委員会補助金 

私たちへ受け継がれてきた狭山池を次世代へと継承するため、様々な事業に取り組む狭山池築造

1400 年記念事業実行委員会に対し補助金を交付しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点 
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◆防災訓練事業 83万円 

 政策調整室 危機管理グループ 

【事業概要】 

地域防災計画の習熟や、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高揚を図るため、

各種防災訓練を実施しました。 

 

【事業成果】 

◆水防訓練（市職員対象） 

 大雨による浸水害の発生時に、全庁体制で対応する場合を想定し、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：平成 2７年５月２８日 参加者数：２７名 

◆総合防災訓練 

「自分たちの地域は自分たちで守る」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：平成 2７年 10月 2５日 参加団体：６２団体 参加者数：１，２００名 

◆ＨＵＧ訓練（避難所運営ゲーム） 

災害時に地域の特性に応じた、より実情に即した行動がとれるよう、小学校区を単位とした防災

訓練を行いました。 

平成２７年度実施校区：第七、北、西、東、南第二小学校区  参加者数：合計１１４名 

◆クロスロード研修（市職員対象） 

 職員の防災意識の高揚を図るため、阪神・淡路大震災で災害対応にあたった、神戸市職員へのイ

ンタビュー内容をもとに、彼らが実際の対応において経験したジレンマの事例を、参加者が自分の

問題として考えることのきっかけとする、ゲーム形式のクロスロード研修を実施しました。 

実施日：平成 2８年３月２４日 参加者数：２０名 

 

◆防災行政無線整備事業 1,672万円 

 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防災行政無線（同 

報系）のバッテリーの交換及び音達確認を行い、必要と認められた屋外拡声 

子局スピーカーを新設・改修工事を実施しました。また、災害時の通信手段の 

確保のため、260ＭＨｚデジタル防災行政無線（移動系）を購入しました。 

 

【事業成果】 

◆防災行政無線（同報系） 

・１６局のバッテリーの交換 

・１局の新設及び１局の改修工事【新型スピーカー（スリム型）導入】 

◆260ＭＨｚデジタル防災行政無線（移動系） 

・携帯型１０台の購入 

 

 

新型スピーカー 

（スリム型） 
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◆災害ボランティアネット運営事業 148万円 

指標 ネットワーク会議出席団体数 ○計 24 団体 ○実 25 団体 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、Ｎ

ＰＯ、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」を運

営し、各種事業を実施しました。 

【事業成果】  

（１）情報共有・連携強化 

・定例会の開催  ３回   ・検討会議の開催 ２回 

（２）研修会の実施 

 ・開催日：平成 27年 8月 24日 

  場所：市役所「第 1会議室」 

  内容：講演「日頃のネットワークの必要性、災害ボランティアネットの意義について」 

     講師 山下弘彦さん（日野ボランティア・ネットワーク） 

  参加者数：２５人 

 ・開催日：平成 28年 3月 6日   

場所：ＳＡＹＡＫＡホール「コンベンションホール」 

  内容：映画上映「遺体 明日への十日間」 

  参加者数：１０５人 

（３）訓練の実施 

 ・開催日：平成 28年 2月 14日   

場所：市役所南館 

  内容：災害ボランティアセンター設置運営訓練 

  参加者数：７３人 

 

 

◆企業融資あっせん事業 2万円 

 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、

大阪府市町村連携型融資を活用し、事業資金３００万円を限度に、信用保証協会の保証付き融資

を受けた者に対し、信用保証協会へ支払った利子の補給を行いました。 

【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 

36件 447,200千円 28件 361,950千円 
 

◆信用保証協会の保証付き融資補給実績 

利子補給金 1件 補給金額 20,340円 
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◆消費者行政推進事業 260万円 

指標 年間相談件数 ○計 250 件 ○実 293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 

92 63 19 37 4 

マルチ商法 ネガティブ・オプション その他店舗 不明 合計 

3     1 2 72 293 

年代別 （単位：件） 

10 歳

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

3 9 22 38 41 27 39 56 23 4 31 293 

 

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  192 188（97.9%） 4（2.1%） 

対面販売商品         19 18（94.7%） 1（5.3%） 

計  211 206（97.6%） 5（2.4%） 

 


