
 

 

令和３年度 部局運営方針 

全部局共通の取組 

 

令和３年６月作成 

 

新型コロナウイルス感染症に対する取組 

令和３年５月から、本市においても新型コロナワクチン接種が始まり、一人でも多

くの皆さまに、安心してワクチン接種を受けていただくよう、そして、一日でも早く、

皆さまが安心して過ごしていただけるよう、全力を尽くして参ります。 

また、その他の対策として、引き続き徹底した感染防止対策や生活支援とともに、

地域経済の回復をめざした支援策、「新たな日常」に対応する各種支援策を、全庁一丸

となって推進します。 

 

 

 

 

ＳＤＧｓの推進 

「ＡＣＴ ＦＯＲ ２０３０」をスローガンに、「誰一人として取り残さない」とす

るＳＤＧｓの理念のもと、全部局を挙げて、ＳＤＧｓの取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和３年度 部局運営方針（副市長） 

令和３年６月作成 

 

副市長 置田 保巳 

令和３年度の取組方針 

 

新型コロナウイルス感染拡大を終息させる頼みの綱であるワクチン接種は、本市におい

ても富田林医師会をはじめ医療関係者のご協力のもと、職員も一丸となって取り組んでい

ます。接種が順調に進み、一日もはやく市民の皆様が安心して日常生活が送れるよう心か

ら願っております。 

私は令和元年６月に副市長に就任させていただき、３年目に入りますが、それまでの市

職員としての経験を活かしながら、政策を決定する際には、まず施策の優先度を考えるよ

うにしています。その優先順位の物差しは、市民の安全・安心、命を守ることを第一に考

え、次に市民の皆様が市政に何を求めているのかで判断します。 

当然のことですが、その施策を実行するには、市の財政事情も十分に勘案しなければな

りません。財政状況は今後、人口減少や高齢化の進行により市税収入の減収が見込まれ、

一方、老朽化した公共施設やライフラインの更新費用、社会保障費関係経費の増加により、

財政状況は一層厳しくなることが想定されることから、将来を見越した健全な財政運営に

努めなければならないと考えています。 

本市では毎年、各種アンケート調査で市民皆様の市政に関するご要望やご意見をお伺い

しています。アンケート結果で重要度が高いのは「消防・救急医療体制の充実」「防災・防

犯対策」「健康づくりの機会や保健予防、医療サービスの充実」「高齢者・障がい者(児)へ

の支援」「公共交通機関の充実」などが上位を占めています。 

そのような状況にあって、所管する子育て・福祉分野では、年間を通じて待機児童ゼロ

を目指すとともに子どもの医療費の助成対象年齢を１８歳まで拡大します。また金剛連絡

所において「福祉なんでも相談窓口」を開設し、高齢者、障がい者、ひとり親家庭等に対す

る見守り、相談支援の充実に取り組みます。 

総務・市民人権分野におきましては、行財政経営改革ビジョン(令和２年度策定)に基づ

く、行財政改革の推進と事務事業の効率化による財政の健全化に努めます。 

また、ＩＣＴやＡＩなどの技術導入による「業務の効率化」や、行政手続きのオンライ

ン・デジタル化を進めるとともに、職員の来庁者に対する親切・丁寧な窓口サービスの向

上に努めます。 

水道・消防分野では、災害に強い水道施設や管路の耐震化により、安全・安心な水道水の

供給や消防救急体制の強化を図るため、自主防災組織の育成や消防資機材の充実、また近

隣市町村消防の広域化に向けた協議を進めます。 

このほか防災・減災対策など市民の皆様が安全・安心して暮らせる街づくりに努めると

ともに「住んで良かった。住み続けたいまち富田林」を目指して各種施策を推進してまい

りますので、市民の皆様のより一層のご支援とご協力をお願いいたします。 
 



 

 

令和３年度 部局運営方針（副市長） 

令和３年６月作成 

 

副市長 松田 貴仁 

令和３年度の取組方針 

 

コロナを乗り越え、笑顔の地域社会へ 

コロナ禍の厳しい状況が、もう１年以上続いています。マスク姿が当たり前になり、会

食や外出自粛など私たちの生活も何かと制限を受ける日々が続いています。経済、事業活

動も大きな打撃を受けています。本市では、この状況を何としてでも打開するため、今、

ワクチン接種に全力で取り組んでいます。富田林医師会の皆様の絶大なご協力もあり、６

５歳以上の高齢者の方への接種がかなり進んできております。これからも希望する全ての

方に出来るだけ早くワクチンを接種して頂けるよう取り組みを進めてまいります。 

そして、コロナを乗り越え、ダメージを受けた市民生活を立て直し、笑顔の日常を取り

戻すとともに、新しい成長、まちづくりにも取り組んでいかなければなりません。 

そのためには、地域の人々が共に支え合い、つながることで、一人ひとりの暮らしや生

きがい、地域づくりが進んでいく、そういう好循環を作り出すことが非常に大切です。 

「他思力、他喜力」これは𠮷村市長が座右の銘にされている言葉ですが、私も非常に大

切なことだと思います。他人の事を自分の事として思いやる。他人の喜びを自分の喜びと

思える。そのような人に寄り添う気持ちを持つことで、地域に笑顔が広がると思います。 

私たち行政も、安全安心で健康に暮らせるまちづくり、未来の担い手を育む子育て・教

育の推進など、住民福祉の増進を図るという自治体本来の役割をしっかりと果たしていき

ますので、これからも市民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 

トンネルの先に光は見えてきています。あともう少し、” Let’s overcome together ”

ともに乗り越えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和３年度 部局運営方針（教育長） 

令和３年６月作成 

 

教育長 山口 道彦 

令和３年度の取組方針 

  

昨年度に引き続き、緊急事態宣言が継続され、新型コロナ感染症禍での学校教育活動や

様々な事業の存続が求められています。そのような中で、子どもたちを含め、保護者や市

民のみなさんが、感染症に関する正しい認識とスキルを獲得し、感染症がもたらす差別や

偏見に対して、毅然と向き合えるような感性をどう培うかが大きな課題であると考えてお

ります。 

学校教育では、一人に一台のタブレットが配備され、新たな教育内容創造とその展開に

向けて、着々と取り組みを進めております。教室では、情報収集と発信のツールとしての

タブレットが手元に置かれ、必要なときに操ることが出来るよう、またコミュニケーショ

ンの一つのツールとして体得できることをめざしています。 

一方で、緊急事態宣言の中で、学校の臨時休業を経験し、ＩＣＴを活用した教育活動の

スタイルの確立の重要性と共に、感染症対策をすべての子どもたちが体得し、仲間と集い

切磋琢磨していく、当たり前の学校の姿についても、その重要性を痛感しました。今後は、

デジタルとアナログを両立させながらの教育の内容創造やその展開が大切であると考えて

います。 

生涯学習分野でも、様々な事業や活動、研修会なども制限しつつも、ＩＣＴをうまく活

用しながらリモート学習や会議を工夫していく中で、工夫して事業継続していくことを基

本としています。本年度より、若者の意見や考えを市政に反映していくための若者会議も、

ＩＣＴも活用しながら、工夫して業務遂行していきます。寺内町をはじめ、本市の豊富な

文化財資源を、情報発信していくデジタルアーカイブについても、旧杉山家住宅を皮切り

に、順次整備していきます。 

 今後の富田林市の教育の充実のため、幼稚園・保育所のあり方についての素案を本年度

に策定します。また、義務教育分野においても、小中一貫教育についての取組も進めてま

いります。 

この情勢だから何も出来ないということではなく、この時期だからこそ獲得できるもの

を大切にしていきたい、それが持続可能な教育の実現と子どもたちの成長につながるもの

と考え、ひとつひとつ丁寧に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

市長公室長 谷口 勝久 

（１）業務の紹介 

秘書業務をはじめ、行政施策の企画・調整及び促進、組織・定数、情報化政策、人事管理、

広報・広聴、地方創生、シティセールスの推進などに取り組んでいます。 

 

（２）所管している課 

秘書課、政策推進課、人事課、都市魅力課 

 

（３）今年度の主要テーマ 

各種施策の推進及び効率的・効果的な行政運営 

 

（４）部局の取組方針 

次の３つに重点を置き、取組を進めます。 

 第１に、政策推進課では、行政事務の担い手最適化・標準化、ＤＸ導入等による、効率

的・効果的な業務執行体制について検討を進めます。また「ＳＤＧｓ未来都市計画」に基

づき、ＳＤＧｓの普及啓発やパートナー制度の運用等により、様々な担い手におけるプラ

ットフォーム機能の強化に取り組みます。 

  第２に、人事課では、複雑・多様化する行政課題や市民ニーズに的確に対応できるよう

人材育成に取り組みます。また、職員表彰制度の充実や自主研究グループへの支援等を通

じて、職員の自発的な取り組みを促進し、組織力の向上を図ります。さらに、喫緊の課題

である新型コロナウイルス感染症への対応として、勤務体制や人員配置等の整備を進めま

す。 

第３に、都市魅力課では、市政や暮らしに関する様々な情報を、広報とんだばやし、市ウ

ェブサイト、公式ＬＩＮＥアカウントやＦａｃｅｂｏｏｋなど、多様な媒体を活用し、わ

かりやすく市民の皆様にお伝えするとともに、「わがまちパートナー」や市民アンケート

など幅広く広聴の充実を図り、市政の推進に活かします。また、「とんだばやしふるさと寄

附金」制度では、クラウドファンディング方式の導入や体験型返礼品の充実など魅力ある

制度構築を図り、寄附金の増加に取り組みます。 

以上の３点を中心に、市長の所信表明、施政方針、市総合ビジョンに基づき、市長公室各

課のマネジメントを行うとともに、他の部局と連携して各種施策を推進します。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

  



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

総合調整事務 

（政策推進課） 

将来を見据え、行政事務の担い手最適化・標準

化、ＤＸ導入等による、効率的・効果的な業務執

行体制の検討を進めます。 

また、「ＳＤＧｓ未来都市計画」に基づき、ＳＤ

Ｇｓの普及啓発に努め、様々な担い手におけるプ

ラットフォーム機能の強化に取り組みます。 

506 

情報化推進事業 

（政策推進課） 

市民サービスの向上として、市税や保険料などの

納付方法にモバイル決済サービスを追加します。

また、住民票や課税証明書などの各種証明書につ

いて、スマートフォンで申請決済が完結できる、

マイナンバーカードを活用した電子申請サービス

を開始します。 

27,313 

人事管理事務 

（人事課） 

複雑・多様化する行政課題や市民ニーズに適切に

対応できるよう、「人材育成基本方針」に基づく人

材育成に取り組むとともに、職員表彰制度の充

実、自主研究グループへの支援など、職員の自発

的な取組を促進することで組織力の向上を図りま

す。 

42,965 

広報シティセール

ス事業 

（都市魅力課） 

「広報戦略ガイドライン」を策定し、行政情報をわ

かりやすくかつ正確に、市民の皆様にお伝えしま

す。また、「広報とんだばやし」の誌面内容の充実

を図るとともに、より多くの皆様にお届けできるよ

う、効果的な配布方法について検討します。 

さらに、市外在住で本市に所縁をお持ちの方に本

市を応援していただく「ふるさと応援団」の団員

増加に取り組みます。 

31,864 

市民相談事務 

（都市魅力課） 

「市長と語ろう！わがまち富田林」をはじめ、市政

モニター制度「わがまちパートナー」や市民アンケ

ートなど広聴の取組を効果的に実施し、市政の推進

に活かします。 

7,506 

とんだばやしふる

さと寄附金事務 

（都市魅力課） 

「とんだばやしふるさと寄附金」制度を効果的に運

用し、多くの皆様に本市を応援していただけるよ

う、クラウドファンディング方式の導入や体験型返

礼品の充実など創意工夫し、魅力ある制度運営を図

ります。 

75,924 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

市長公室付部長 岸田 直樹 

（１）業務の紹介 

防災業務をはじめ、災害対策、防犯に関することなどに取り組んでいます。 

新型コロナウイルス対策本部の事務局を担っています。 

 

（２）所管している課 

危機管理室 

 

（３）今年度の主要テーマ 

市民の安全・安心・いのちを守る施策の推進と新型コロナウイルス感染症対策の継続 

 

（４）部局の取組方針 

次の４つの取組を重点的に進めます。 

第１に、防災対策では、局地的な集中豪雨など近年多発する自然災害から市民の暮らし

と生命・財産を守り、災害に強いまちづくりを推進するため、「地域防災計画」に基づく

総合的な防災対策を推進します。 

第２に、災害時に特に配慮が必要な人への対応として、新たな「福祉避難所」の選定に

取り組みます。 

第３に、防犯対策では、警察などの関係団体と連携し、犯罪被害防止の啓発と、防犯意

識の高揚に努めます。 

第４に、主に高齢者を狙った振り込め詐欺などの特殊詐欺対策として、疑わしい電話に

対しての警告や通話録音機能を有する特殊詐欺対策機器の貸与を行います。 

 以上を含め、市民の生命、身体および財産を守り、誰もが安全に安心して暮らせる地域

づくりを推進します。 

 加えて、前年度に引き続き、今年度においても、各部局と相互に緊密な連携を図りつつ、

新型コロナウイルス感染症に係る対応に取り組みます。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 

 

 



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

防災対策事務 

（危機管理室） 

引き続き防災訓練の実施・支援を行うとともに、

ハザードマップの更新、避難所備蓄品の拡充、自

治体間の相互応援協定の締結、災害時の写真や体

験談を記録した災害アーカイブの作成、防災アプ

リの導入等に取り組みます。また、大規模災害の

発生に備え、福祉避難所の選定や、国土強靭化計

画、災害時における学校施設の利用計画の策定に

新たに取り組みます。 

21,360 

防犯対策事業 

（危機管理室） 

地域防犯力の向上に向け、防犯委員会等との連携強

化を図り、防犯教室や街頭キャンペーンを通じた市

民防犯意識の高揚に取り組みます。 

また、青色回転灯パトロールカー運行助成金の制度

周知に努め、全小学校区における地域参加型の取組

を促進し、緊急時においては、警察との連携を図り、

庁内における速やかな情報共有、市民への情報発

信、注意喚起が行える体制を整えます。 

加えて、高齢者を狙った振り込め詐欺などの被害防

止対策として、通話録音機能を有する特殊詐欺対策

機器の貸与を行います。 

8,128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

総務部長 渡部 るり 

（１）業務の紹介 

庁舎管理業務をはじめ、条例、行財政改革、公有財産の総括管理、財政管理、市民税・軽自

動車税・固定資産税、市税の徴収・滞納整理、債権の適正管理、入札、契約・工事などの検

査、市の出納に関することなどに取り組んでいます。 

 

（２）所管している課 

総務課、行政管理課、財政課、課税課、収納管理課、契約検査課、会計室 

 

（３）今年度の主要テーマ 

令和３年度は、コロナ禍の影響により市税が大幅に減少するという非常に厳しい状況下で、

将来を見据え、事業の見直しや新たな歳入の確保により、持続可能な自治体運営に努めま

す。 

 

（４）部局の取組方針 

 １．総務課では、災害時の防災拠点となる市庁舎を整備するため、昨年策定した「庁舎

整備基本計画」に基づき、基本設計・実施設計に取り組みます。 

 ２．行政管理課では、昨年策定した「行財政経営改革ビジョン」に基づき、各種補助金制

度について、その役割や効果の検証を行います。 

３．課税課では、専門性を有する業者に償却資産（事業用資産）調査業務を委託し、適正

な課税客体の把握に取り組みます。 

 以上３つの新規事業をはじめ、市総合ビジョンや公共施設再配置計画、行財政経営改革

ビジョン等に基づき、総務部内における６課と会計室のマネジメントを行いながら、健全

な行財政運営に取り組んでまいります。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

  



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

新庁舎建設事業 

（総務課） 

市庁舎の耐震性能不足や建物の老朽化による課題

を早急に解決するため、昨年策定した「庁舎整備

基本計画」に基づき、社会情勢の変化や公共施設

マネジメントの観点も含め、令和３年度にかけて

新庁舎建設のための基本設計および実施設計に取

り組みます。 

144,610 

行政管理事務 

（行政管理課） 

歳出の最適化に向けた取組として、事務事業評価

や施策評価による事業の点検・見直しを継続的に

行うとともに、外部有識者等による補助金等検討

委員会を設置し、市民や団体への各種補助金につ

いて、社会情勢や市民ニーズに対応できる、より

効果的な制度になるよう検討を進めます。 

394 

固定資産税・都市計

画税課税事務 

（課税課） 

税収の確保に向け、償却資産（事業用資産）課税事

務について、専門性を有する業者に調査計画の策

定と調査支援業務を新たに委託し、効率的かつ継

続的に未申告者や過少申告者の調査を行うことに

より、公平公正な課税と増収を図ります。 

23,191 

債権管理事務 

市税徴収事務 

（収納管理課） 

歳入の確保に関する取り組みとして、債権収納率

のさらなる向上を目指し、専門的知識を有する職

員を活用して滞納整理を進めます。 

また、「新しい生活様式」への対応として、市税の

納付方法にスマートフォンによる電子決済サービ

ス、いわゆる「ペイ払い」を追加し、納付の利便性

向上を図ります。 

738 

83,165 

財政管理事務 

地方債元金償還事務 

地方債利子償還事務 

（財政課） 

財政状況の見える化の取組として、決算、基金な

らびに市債の状況や中期収支見通しなどを、グラ

フや図表を用いてわかりやすく発信します。 

今後、老朽化した公共施設やインフラの更新費用

等の増加が見込まれており、新庁舎の建設にも多

額の地方債発行や基金の取り崩しが必要となるこ

とから、財政調整基金を財源とした地方債の繰り

上げ償還を計画的に行うことにより、公債費の増

加を抑制し、財政負担の平準化を図ります。 

9,094 

3,084,064 

146,104 

 

 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

市民人権部長 土井 清美 

（１）業務の紹介 

戸籍業務をはじめ、住民票の発行、マイナンバーカードの交付、印鑑登録、パスポート、市

営葬儀、墓地・埋葬、一般廃棄物の収集・処理、公害防止対策、あき地指導、飼い犬登録、

人権の啓発、男女共同参画、市民協働、町総代、国際交流、多文化共生、人権文化センター

の管理運営に関することなどに取り組んでいます。 

 

（２）所管している課 

市民窓口課、金剛連絡所、環境衛生課、人権・市民協働課、人権文化センター 

 

（３）今年度の主要テーマ 

市民本位で親切丁寧な窓口運営と人権行政の推進 

 

（４）部局の取組方針 

次の３つに重点を置き、取組を進めます。 

第１に、市民窓口課では、金剛地区における市民サービスの向上を図るため、金剛連絡

所においてマイナンバーカード交付事務（予約制）を開始します。 

第２に、人権・市民協働課では、性の多様性を尊重し、性的マイノリティへの支援、理解

促進に向けてコミュニティスペースを充実します。また、市民との協働によるまちづくり

をより一層進め、外国人市民の声を市政に反映させるため「外国人市民会議」を開催しま

す。 

第３に人権文化センターでは、基本的人権尊重の精神に基づき、社会のあらゆる人権課

題の解決を目指し、人権啓発の推進及び地域福祉の向上に努めます。 

以上の３つを中心に、市民本位の親切丁寧な窓口運営と人権が尊重される潤いのある豊

かなまちの実現に向け、取組を推進します。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

  



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

住基事務 

（市民窓口課） 

金剛連絡所において、マイナンバーカード交付事

務（予約制）に対応できるよう取り組みます。ま

た、マイナンバーカード申請件数の大幅な増加に

対し、日曜交付の受付時間の延長など随時対応し

ます。 

60,307 

人権啓発事業 

（人権・市民協働課） 

複雑・多様化する人権課題の解決に向け、「第２

次人権行政推進基本計画」に基づき、市民向けの

人権相談やセミナーの開催、人権啓発冊子の作

成、職員に対する研修の実施など人権教育・啓発

活動に引き続き取り組みます。また、「パートナー

シップ宣誓証明制度」の周知や、コミュニティス

ペースの充実を図るなど、性の多様性を認め合

い、すべての人が自分らしく暮らせるまちづくり

を推進します。 

2,115 

国際化施策推進事業 

（人権・市民協働課） 

多文化共生と国際交流のまちづくりを推進するた

め、「多文化共生推進指針」（改定版）に基づき、

とんだばやし国際交流協会と連携し、地域に暮ら

す外国人市民が円滑な市民生活を送れるよう支援

します。また、令和３年度において、外国人市民

の声をまちづくりに活かす「外国人市民会議」を

開催します。 

6,448 

人権文化センター

事業 

（人権文化センタ

ー） 

人権文化センターは、福祉の向上と人権啓発や住民

交流のための開かれた社会福祉施設として、生活や

人権に関わる総合相談事業をはじめとして、人権啓

発や広報事業の他、各種講座事業、交流促進事業な

ど、幅広く人権課題解決のための各種事業を進めま

す。 

7,852 

公害対策事業 

（環境衛生課） 

環境への取組として、本市の「ＳＤＧｓ未来都市」

にも位置付けている「太陽光発電システム」や「家

庭用燃料電池」の設置費補助を継続していくこと

や、公共施設における温室効果ガス削減の取組な

ど、地球温暖化対策を推進します。 

11,983 

 

 

 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

子育て福祉部長 花岡 憲 

（１）業務の紹介 

地域福祉業務をはじめ、生活困窮者自立支援、生活保護、障がい福祉に係る企画調整・啓

発、障がい福祉サービスの給付、相談支援、福祉分野の広域処理に関することなどに取り

組んでいます。 

 

（２）所管している課 

増進型地域福祉課、生活支援課、障がい福祉課、広域福祉課 

 

（３）今年度の主要テーマ 

増進型地域福祉の推進と「福祉なんでも相談窓口」による包括的な支援の確立 

 

（４）部局の取組方針 

次の３つに重点を置き、取組を進めます。 

第１に、増進型地域福祉課では、「増進型地域福祉」の推進に向けて、金剛地域を主とし

た第３圏域に「福祉なんでも相談窓口」を設置するとともに、包括支援センター、生活困

窮自立支援窓口も併設することで、包括的・継続的な支援の実施により市域全体の困りご

と相談を強化し、生活困窮者などの自立の促進を図ります。 

 第２に、障がい福祉課では、「障がい者差別解消法」や「手話言語条例」などの普及・啓

発に努め、障がいに対する理解促進に努めるとともに、相談支援体制を強化するため、市

内３圏域に「障がい者基幹相談支援センター」を設置するとともに、「障がい者雇用センタ

ー」を併設し、障がい者の生活基盤の安定と就労支援の推進を図ります。 

 第３に、生活支援課では、生活保護制度の適正な実施のため、令和３年度においては、

医療扶助について、長期入院患者の実態把握と台帳整備、介護扶助について、資格と給付

実績の点検を重点的に実施してまいります。また、住宅扶助における代理納付の推進に向

けた取組を進めてまいります。 

 以上の３つを中心に、市総合ビジョンや市長の所信表明等に基づきながら、所管してい

る４課のマネジメントを行うとともに、他の部と連携して市政運営を行います。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 

  



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

生活困窮自立支援

事業 

（増進型地域福祉

課） 

自立相談支援について、引き続き社会福祉協議会

への委託による包括的な支援に取り組むととも

に、令和３年度においては、第３圏域の「福祉な

んでも相談窓口」設置に合わせ、新たに相談員を

配置します。 

70,929 

福祉コミュニティ

推進事業 

（増進型地域福祉

課） 

市内３圏域にコミュニティソーシャルワーカー

（ＣＳＷ）を配置し、地域における高齢者、障が

い者、ひとり親家庭等に対する見守りや相談支援

に取り組みます。また、令和３年度に、福祉にお

ける様々な相談を受け付け、包括的な支援を行う

ことを目的に、第３圏域において「福祉なんでも

相談窓口」を新たに設置します。 

36,300 

生活保護事業 

（生活支援課） 

生活保護制度の適正な実施に努めるとともに、就

労が可能な人の自立に向けた就労支援に取り組み

ます。また、令和３年度では、市民生活を支える

セーフティネットとして、生活保護制度の概要版

パンフレットを作成し、各公共施設等への配架を

行い、周知に努めてまいります。 

3,953,599 

地域生活支援事業 

（障がい福祉課） 

より身近な地域で、障がい者児への総合的かつ専門

的な相談支援を強化するため、市内３ヶ所に障がい

者基幹相談支援センターを設置し、同時に障がい者

就労や雇用の支援を推進するため、障がい者雇用セ

ンターを併設。障がい者の相談にきめ細やかに寄り

添い、生活相談から就労相談まで、切れ目ない相談

支援を実施します。 

202,631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

子育て福祉部付部長 寺元 宏行 

（１）業務の紹介 

子ども・子育て支援として、児童手当の給付や、家庭児童相談・発達相談・親子教室など

の相談業務、児童虐待対応、子どもの貧困対策のほか、市立保育所・学童クラブの管理運

営、待機児童対策、市立幼稚園・保育所のあり方の検討、児童館の管理運営に関すること

などに取り組んでいます。 

 

（２）所管している課 

こども未来室（市立保育園、学童クラブを含む）、児童館 

 

（３）今年度の主要テーマ 

第２期富田林市子ども・子育て支援事業計画（令和２～６年度）を、関係各課との連携の

もと着実に進め、子育て支援事業の充実に努める 

 

（４）部局の取組方針 

次の４つに重点を置き、取組を進めます。 

第１に、年間を通じた待機児童の解消を目指し、民間保育事業者の誘致を継続するとと

もに、市立保育所の担うべき役割の検討と、機能と質の向上を目指します。また、将来を

見据えた「市立幼稚園・保育所のあり方基本方針」の策定を進めます。 

第２に、市内１６小学校で実施している学童クラブの施設について、一人当たりの床面

積等の基準適合と、老朽化対策を進めます。 

 第３に、すべての子どもとその家庭を支援するため、子ども家庭総合支援拠点を設置し、

子育てのための相談窓口として、育成、養育、発達、貧困、虐待などについて、多方面から

の有効なアプローチのため、人員を含めた体制整備を進めます。 

第４に、児童館については、施設の老朽化対策と児童館機能の展開についての検討を、

若松地区再整備計画のなかで進めます。 

以上の４つを中心に、子育て支援事業の充実に取り組みます。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 

 

 



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

認可保育施設整備

補助事業 

（こども未来室） 

年間を通した待機児童の解消に向けて、昨年度公

募により決定した民間事業者による保育所整備を

支援し、令和４年４月に１園、５年４月に１園の

開園を目指します。また、それ以降に開設する保

育施設の誘致に取り組みます。 

360,941 

学童クラブ施設整

備事業 

（こども未来室） 

学童クラブ施設について、児童１人につきおおむね

１.６５㎡、１クラスあたりおおむね４０人の基準

に適合するための施設整備とともに、老朽化対策を

進めています。なお、今年度は、既存施設のトイレ

の改修工事を実施します。 

2,550 

児童家庭相談事務 

（こども未来室） 

児童を養育する保護者から、育児に関する様々な相

談が増加していることから、専門職員が知識と相談

技術を深めながら、引き続き適切な相談対応を実施

し、児童の健全な育成を図ります。 

また、今年度は、相談支援体制の充実を図り、こど

も家庭総合支援拠点を設置します。 

7,356 

要保護児童対策地

域協議会事業 

（こども未来室） 

要保護児童対策地域協議会を中心とした関係機関

による連携を密にし、適切な支援を実施すること

で、児童虐待の予防、早期発見に努めます。 

13,124 

小・中学生育成事業 

（児童館） 

小学生の放課後等における居場所づくりに取り組

むとともに、遊びやスポーツ・文化的な活動を通じ

て、健全な育成に努めます。また、中学生の心身を

育成し情操を養うため、スポーツや科学的・文化的・

芸術的活動などの講習・講座を実施します。 

5,790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

健康推進部長 喜田 浩二 

（１）業務の紹介 

国民健康保険被保険者資格業務をはじめ、特定健診、特定保健指導、国民健康保険料の徴

収、国民年金、要介護認定、介護予防事業、介護保険料、後期高齢者医療制度、老人・障が

い者・ひとり親家庭・乳幼児医療助成、保健・地域医療、定期予防接種、母子保健、市民の

健康づくりに関することなどに取り組んでいます。 

 

（２）所管している課 

保険年金課、高齢介護課、福祉医療課、健康づくり推進課 

 

（３）今年度の主要テーマ 

新型コロナワクチン接種事業の円滑な実施 

 

（４）部局の取組方針 

最重点事業として、「新型コロナワクチン接種事業」の円滑な推進に努めるとともに次の

３つに重点を置き、取組を進めます。 

第１に、健康づくり推進課では、健康寿命の延伸、がん検診や各種市民検診の受診率向

上を図るため、昨年度に引き続き、節目の年齢になる方への個別通知を実施します。また、

保険年金課では、昨年度導入した健康管理システムにより、市民の健康寿命延伸に寄与す

ることを目的に特定健康診査、特定保健指導を推進します。 

第２に、高齢介護課では、今年度から実施する「第８期介護保険事業計画」に基づき、

「地域包括ケアシステムの深化・推進」を目指すとともに、認知症の方やそのご家族の意

見をお聴きしながら、認知症の方の視点にたった「認知症施策推進条例」の制定に取り組

みます。また、産官学医連携協定を活かし、「自治体ＳＤＧｓモデル事業」における取組で

ある「健康ポイント事業」を生かしたフレイル対策に取り組みます。 

第３に、福祉医療課では、令和３年１０月から子ども医療費助成制度が１８歳まで対象

年齢拡充することを受け、制度のスムーズな市民への浸透を図ります。 

以上、市総合ビジョンや所信表明等に基づきながら、健康推進部４課のマネジメントを

行い、市民の皆さんの健康保持・促進となる事業運営に努めます。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

予防接種事業 

（健康づくり推進

課） 

「ワクチンで 笑顔の日常 取り戻そう」をキャッ

チコピーに、新型コロナワクチン接種を安心・安

全・スムーズに実施することで、早期の集団免疫

の獲得により、感染の終息を目指します。 

747,132 

市民検診事業 

（健康づくり推進

課） 

昨年に引き続き４０、５０、６０、７０歳の方

へ、個別通知を実施するなど、がん検診の受診率

向上に向けた普及・啓発に努めます。 

147,677 

特定健康診査等事

業 

（保険年金課） 

令和２年度に更新した健康管理システムを活用し、

個別性を高めた受診勧奨通知を早期に発送するな

ど、特定健診の受診率向上や特定保健指導の利用促

進に努めます。また、特定健康診査等実施計画（第

３期）に基づき、メタボリックシンドロームに着目

した特定健康診査を実施するとともに特定保健指

導該当者に対して、一人ひとりに合った生活習慣の

改善支援に取り組むなど、疾病予防、重症化予防の

対策を継続します。 

85,965 

認知症総合支援事

業 

（高齢介護課） 

今年度から開始する高齢者保健福祉計画及び第８

期介護保険事業計画の基本目標である「認知症高齢

者支援策の充実」に向け、認知症施策推進条例の制

定に取り組みます。 

133 

高齢者福祉事務 

（高齢介護課） 

産官学医包括連携協定に基づき自治体ＳＤＧｓモ

デル事業として開始した介護予防・健康ポイント事

業を本格実施し、高齢者等の健康維持・向上を図り

介護予防・フレイル対策の充実に取り組みます。 

1,257 

高齢者保健事業 

（福祉医療課） 

７５歳以上の後期高齢者の健康寿命延伸と介護予防、

フレイル予防を医療の観点から支援するため、重症化

予防のための受診勧奨や低栄養改善、口腔フレイル予

防などの保健指導に取り組みます。 

3,506 

子ども医療費助成

事業 

（福祉医療課） 

未来を担う子どもたちの健やかな成長をより一層

支援し、「子育てするなら富田林！」のさらなる充

実に向け、令和３年１０月より子ども医療費助成制

度の対象を１８歳までに拡充します。 

325,575 

 

 

 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

産業まちづくり部長 森木 和幸 

（１）業務の紹介 

道路の新設・改良・維持・保守業務をはじめ、交通政策、都市計画、建築確認の経由、開発

許可の指導、金剛地区の再生、まちづくり分野の広域処理、住宅政策、市営住宅、農林業の

振興、地産地消、農業公園、公園管理、自然環境の保全、水路管理、治山治水、観光推進、

商工業の振興、労働政策に関することなどに取り組んでいます。 
 

（２）所管している課 

道路交通課、都市計画課、金剛地区再生室、広域まちづくり課、住宅政策課、 

農とみどり推進課、商工観光課 
 

（３）今年度の主要テーマ 

「金剛地区の新たなまちづくり」の取組を加速化、農業および観光施策の推進 
 

（４）部局の取組方針 

 まず、最重点事業として、地域における消費喚起と、地域事業者の支援、および地域経

済の活性化のため、「買ってお得！地域のお店・事業者応援商品券」の販売に取り組みます。 

また、その他として、次の４つに重点を置き、取組を進めます。 

 第一に、金剛地区再生室では、「金剛地区の新たなまちづくり」の取組を加速化させるた

め「金剛地区の施設等再整備」の基本方針及び構想の策定を進めます。 

 第二に、農とみどり推進課では、本市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推

進する「都市農業振興基本計画」の策定に取り組みます。 

第三に、商工観光課では、「富田林市観光ビジョン」に基づき、「歴史・文化」や「農・自

然」などの地域資源を活かした観光振興を推進します。 

 第四に、道路交通課・農とみどり推進課では、市内の道路や公園において、長寿命化整

備を含む、計画的な維持管理を行います。 

 以上、市総合ビジョン、総合基本計画及び所信表明等に基づきながら、魅力のあふれる

まちのにぎわいや安全・安心で美しく快適なまちの実現に向け、各種事業に取り組みます。 
 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

  



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

金剛地区再生指針

推進事業 

（金剛地区再生

室） 

金剛地区再生指針に基づき、「まちづくり会議」を

はじめとする、住民主体の自立した活動が活発化す

るよう支援するとともに、住民等相互の交流やつな

がりづくりを促進し、地区の魅力向上につなげま

す。また、「金剛地区の施設等再整備のあり方検討

調査」の結果を踏まえ、「金剛地区の施設等再整

備」に係る基本方針及び構想の策定を進めます。 

8,310 

都市計画管理事務 

（都市計画課） 

持続可能で安全・安心して暮らせる都市づくりを目

的として、コンパクトシティ・プラス・ネットワー

クを推進する「立地適正化計画」を平成３１年３月

に改定した「富田林市都市計画マスタープラン」の

将来像などの基本方針を踏まえ、整合を図りなが

ら、令和３、４年度の２箇年度で策定します。 

11,724 

農林振興一般事務 

（農とみどり推進

課） 

本市の農業の現状課題の整理を行い、農地の保全や

農業者を支援するとともに、農業者と市民が共存す

ることで、将来にわたり本市の農業が安定的に継続

し多様な機能の発揮を目的とする「都市農業振興基

本計画」の策定に取り組みます。 

15,492 

観光振興事業 

（商工観光課） 

「富田林市観光ビジョン」に基づき、「歴史・文化」

や「農・自然」などの地域資源を活かした観光振興

に努めるとともに、効果的な観光情報発信につなが

る「観光マップ」の作成に取り組みます。 

17,704 

交通政策検討事務

事業 

（道路交通課） 

交通不便地域における地域主体の公共交通サービス

の導入に向け、藤沢台七丁目地域での乗り合いタク

シー等の試験運行の支援を行うとともに、彼方上地

区における展開についても検討を進めます。また、

その他の地域においても、公共交通の活性化に向

け、引き続き交通事業者などの関係者と協議を行い

ます。 

3,387 

空家対策事業 

（住宅政策課） 

空き家の所有者に対し、適正な管理を促すととも

に、特定空き家等について、固定資産税の特例解除

や行政代執行などにより、市民の良好な生活環境の

保全を図ります。また、空家除却補助制度の拡充に

加え、空き家バンク制度の活性化を図るため補助制

度を拡充し、空き家解消を目指します。 

14,228 

プレミアム付商品

券事業 

（商工観光課） 

市内に所在する商店等において共通で利用できる

５，０００円分のプレミアム付商品券を発行し、２，

０００円で販売することで、市民の生活を支援する

とともに、地域における消費を喚起し、コロナ禍に

より苦境に立たされる地域事業者を支援し、地域経

済の活性化に取り組みます。 

643,762 

 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

上下水道部長 鉄本 益巳 

（１）業務の紹介 

上下水道事業の経営業務をはじめ、水道料金・下水道使用料の徴収、水道お客様センター、

水道施設の更新・耐震化、水道管の維持管理、公共下水道の整備、下水道施設の長寿命化・

耐震化・維持管理、浄化槽整備に関することなどに取り組んでいます。 

 

（２）所管している課 

上下水道総務課、水道工務課、下水道課 

 

（３）今年度の主要テーマ 

災害に強い強靭な施設・管路づくりと公営企業としての経営基盤の強化 

 

（４）部局の取組方針 

上下水道総務課では、「持続可能な水道」として、「水道事業ビジョン」の中間見直し及

び近隣事業体と業務の共同発注を検討し、経営基盤の強化に取り組みます。また、将来に

わたって安全・安心な水道水を供給するため、水道料金の改定を実施します。 

水道工務課では、「安全・安心な水道」として、水道水を安定して供給するため、水源か

ら給水までの過程における総合的な水質管理に努めます。また、「強靭な水道」として、病

院や避難所、学校等の重要給水拠点への水道管の敷設替え工事を計画的に行います。 

下水道課では、「下水道の減災」として、近い将来に大地震の発生が予想されるため、避

難所等にマンホールトイレの設置工事を行います。また、「環境との共生」として、公共下

水道の未普及地の解消をめざして整備を進め、老朽化した下水道管の長寿命化工事を計画

的に実施し、浄化槽整備対象地域での整備を進め、より良い水環境の保全に努めます。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

総合計画 

（上下水道総務課） 

持続可能な事業運営に向けて、「水道事業ビジョ

ン」及び「水道事業計画」の中間見直しを実施し

ます。 

21,806 

水道料金改定 

（上下水道総務課） 

水道管路の耐震化、水道施設老朽化による更新や維

持管理費等、必要な事業を行い、今後も安全・安心

な水道水を安定的に供給するため水道料金改定を

実施します。 

 

広域化事業 

（上下水道総務課） 

近隣事業体と業務の共同発注の検討及び大阪広域

水道企業団との統合について、本市にとって望まし

い運営形態を継続的に検討します。 

 

管路更新耐震化事業 

（水道工務課） 

近隣市町村との広域連携の取組の一環として令和

２年度から堺市との漏水調査業務の共同発注を進

めています。また、水道事業財務及び事業計画に基

づく管路の更新を今後も継続して推進できるよう、

小規模な設計施工一括発注方式を導入します。更

に、管路の計画的な耐震化を図るとともに、富田林

市水道事業整備計画の見直し及び富田林市水道事

業ビジョン中間見直しを行います。 

867,057 

下水道普及促進事業 

（下水道課） 

公共下水道への接続啓発や接続相談に取り組み、市

民による水洗化工事に係る助成金制度の利用促進

に努めます。 

9,000 

流域関連公共下水道

整備事業 

（下水道課） 

下水道未整備地域の整備を行い、快適な生活環境の

確保と公共用水域の水質保全に努めます。また、避

難所となる小・中学校等にマンホールトイレの設置

工事を行います。 

 

624,211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

教育総務部長 澤田 和秀 

（１）業務の紹介 

教育委員会の総務業務をはじめ、学校園の物品、小中学校・幼稚園施設の管理・環境整備

及び幼・小・中学校の給食に関することなどに取り組んでいます。 

 

（２）所管している課 

教育総務課、学校給食課 

 

（３）今年度の主要テーマ 

学校施設の総合拠点化と安全安心の学校給食の実施 

 

（４）部局の取組方針 

教育総務課では、「余裕教室」を積極的に活用し、地域の総合活動拠点となる学校施設を

整備します。 

学校給食課では、安全安心の学校給食の提供を行うとともに、今年度から新たに、学校

給食センターで調理した給食を、市内の全幼稚園に提供を開始します。また、全市内小学

校１６校において、地域の方と一緒に食べる「学校給食の日」を実施します。  

  以上、様々な施策で、未来の担い手である子どもたちの健全な育成のため、快適な学習

環境の実現や安全で美味しい給食を通じた食育の充実など、より良い環境づくりに努めて

いきます。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

小学校管理事務 

（教育総務課） 

地域の総合活動拠点となる余裕教室の整備、教育環

境の向上や校務の情報化を進めるため、教職員用コ

ンピューターの整備など、引き続き学校におけるＩ

ＣＴ環境の整備を進めます。 

182,771 

中学校管理事務 

（教育総務課） 

地域の総合活動拠点となる余裕教室の整備、教育環

境の向上や校務の情報化を進めるため、教職員用コ

ンピューターの整備など、引き続き学校におけるＩ

ＣＴ環境の整備を進めます。 

112,885 

学校給食管理運営

事業 

（学校給食課） 

アレルギー除去食の提供や、地域の方と児童が一緒

に給食を食べる「学校給食の日」を開催します。 

また、令和３年度から新たに、全ての園で幼稚園給

食を開始します。 

595,613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

教育総務部付部長 石田 利伸 

（１）業務の紹介 

将来を担う子どもたちが、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育むため、教育の

充実や教育環境づくり、人権教育、就学援助、支援学級に関することの他、学校運営に関

わる業務などに取り組んでいます。 

 

（２）所管している課 

教育指導室（市立幼稚園を含む） 

 

（３）今年度の主要テーマ 

様々なニーズに対応した質の高い教育の保障 

 

（４）部局の取組方針 

次の５項目に重点を置き、取組を進めます。 

 第 1 に、教育指導室では、スクールソーシャルワーカー等の専門人材の派遣、適応指導

教室指導員や学習サポーター等の支援人材の配置による一人一人のニーズに合わせた教育

の充実を図ります。 

 第２に、小中学校において１人１台の学習用タブレットパソコンが整備されたことを受

け、ＧＩＧＡスクールサポーターの派遣やスマートスクール推進員により「主体的・対話

的で深い学び」や、個別最適化された学びの実現に向けた取組を進めます。 

 第３に、小中一貫教育について、研究委嘱校を中心として９年間を通じた教育課程の編

成や小学校における専科授業の実施等について研究します。 

第４に、全ての市立幼稚園において、３歳児からの３年保育を実施するとともに、未就

園児ひろばや預かり時間の延長、給食指導や合同保育の充実を図ります。 

第５に、将来を見据えた「市立幼稚園・保育所のあり方基本方針」の策定を進めます。 

 以上の５項目を中心に、市総合ビジョンや教育方針に基づきながら、他の部との連携調

整を行う中で、教育の充実を図ります。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

  



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

生徒指導事業 

（教育指導室） 

学校全体での対応や関係機関との連携強化のた

め、スクールソーシャルワーカーの派遣日数を拡

充し、さらなる活用を図ります。また、不登校児

童生徒のための適応指導教室指導員の増員や、フ

リースクール等との連携も進めます。ＧＩＧＡス

クールサポーターの派遣による学習用タブレット

パソコンの有効活用に取り組みます。 

91,755 

小学校教育用パソ

コン管理事業 

（教育指導室） 

児童１人に１台の学習用タブレットパソコンを整

備した事をふまえ、「主体的・対話的で深い学び」の

実現に向けた授業改善を行い、個別最適化された学

びや情報活用能力など、これからの時代に求められ

る資質・能力の育成に取り組みます。 

3,106 

中学校教育用パソ

コン管理事業 

（教育指導室） 

生徒１人に１台の学習用タブレットパソコンを整

備した事をふまえ、「主体的・対話的で深い学び」の

実現に向けた授業改善を行い、個別最適化された学

びや情報活用能力など、これからの時代に求められ

る資質・能力の育成に取り組みます。 

1,374 

教育研究事業 

（教育指導室） 

小中一貫教育について、研究校を委嘱し、市教育委

員会と定期的な会議を実施し、「めざす子ども像」を

創設し９年間を通じた教育課程の編成や小学校に

おける専科授業の実施や総合的な学習の時間を活

用した教育内容等について研究します。 

16,080 

幼稚園教育推進事

業 

（教育指導室） 

全ての市立幼稚園において、３歳児からの３年保育

を実施し、未就園児ひろばにおける保育や、預かり

時間の延長、給食指導に取り組みます。また、送迎

バスの活用により、合同保育を実施し、幼稚園教育

の充実を図ります。 

80,981 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

生涯学習部長 音羽 伸彦 

（１）業務の紹介 

社会教育・生涯学習の企画業務をはじめ、市民スポーツや文化事業の振興、また寺内町の

町並み保全や文化財の保全・活用、きらめき創造館、公民館、図書館などの管理運営に関

することに取り組んでいます。 

 

（２）所管している課 

生涯学習課、文化財課、公民館、図書館 

 

（３）今年度の主要テーマ 

若者が活躍できる魅力あるまちづくりの推進 

 

（４）部局の取組方針 

次の４つに重点を置き、取組を進めます。 

第１に生涯学習課では、若者が活躍できる魅力あるまちづくりや健康で元気に暮らせる

まちを目指し、若者がまちづくりに参加する「若者会議」を創設します。また、今年度に策

定を予定する生涯学習推進プランを通じて、楽しく学びを探究し、学びつづけることを推

進します。 

第２に、文化財課では、寺内町の町並みの保存を推進するとともに、歴史的遺産の保存、

活用を図りながら富田林市の魅力を発信します。 

第３に、公民館では、市民の学習欲求と社会的・地域的課題に即した各種事業や富田林

の魅力を再発見する講座を実施します。 

第４に、図書館では、社会状況の変化や高度化、多様化に対応した図書館サービスの充

実に努め、一人でも多くの市民が「生涯学習の場」として活用できる市民のための図書館

運営をめざします。 

以上の４つを中心に総合ビジョンや教育大綱、施政方針に基づき、所管する部署のマネ

ジメントを行いながら生涯学習施策の効果的な事業展開を図ります。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 

 

 



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

若者施策推進事業 

（生涯学習課） 

若者が富田林の未来を考え、まちづくりに参加す

るための「若者会議」を創設し、議論を通じて若

者が活躍できる魅力あるまちづくりを推進する。 

1,075 

生涯学習推進事業 

（生涯学習課） 

策定を進めている「生涯学習推進プラン」に基づ

き、すべての市民が、いつでもどこでも学びたい

ときに学ぶことができ、それを探究できる「学び

つづけるひと・まち富田林」の実現に取り組む。 

 5,362 

埋蔵文化財調査事

業 

（文化財課） 

文化財保護法に基づき、個人住宅等の建設に伴う

発掘調査を国庫補助事業で実施する。また、国史

跡「新堂廃寺跡・オガンジ池瓦窯跡・お亀石古

墳」の保存活用に向けての取組など、歴史的遺産

の保存、活用を図る。 

15,672 

中央・東・金剛公民

館事業 

（公民館） 

市民が集い学ぶ学習活動を支援するとともに、富田

林の魅力を再発見する取組として、東西、南北の市

民交流を意識した講座を実施します。また、ＳＤＧ

ｓの視点も取り入れながら、引き続き各種講座を開

催します。さらに、地域に根ざした生涯学習施設と

して、適切な施設管理や計画的な修繕・更新を行い、

利用者の安全・安心の確保に努めます。 

48,339 

中央・金剛図書館事

業 

（図書館） 

資料の収集・貸出を主に、読書相談やレファレンス、

乳幼児、児童・生徒、障がい者、高齢者へのサービ

ス、市民に役立つ情報提供、府立図書館などとの連

携による迅速な予約本の提供に努めます。また、第

２次子ども読書活動推進計画に基づき、各関係部

署・団体と連携して、よりよい子どもの読書環境づ

くりを進めます。 

54,340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和３年度 部局運営方針 

令和３年６月作成 

 

消防長 京谷 倫之介 

（１）業務の紹介 

火災や交通事故などの消火・救急・救助活動をはじめ、１１９番通報の受信・出動指令、消

防本部の運営管理、消防団の運営支援、自主防災組織の育成・運営支援、消防用設備の設

置指導、防火対象物・危険物施設の査察・違反処理、応急手当の啓発、救急業務の高度化推

進に関することなどに取り組んでいます。 

 

（２）所管している課 

消防総務課、予防課、警備救急課、指令課、警防第１課、警防第２課 

 

（３）今年度の主要テーマ  

誰もが安全に安心して暮らせるまち（地域）を築く 

 

（４）部局の取組方針  

消防本部は、次の３つの基本方針を定めて取組を進めます。 

方針１の「消防体制の充実」は、火災等の災害による被害の軽減や高度化する救急処置

等に的確に対応できるよう、高度な知識及び技術等を有する職員を養成するため効果的な

訓練、研修等を推進します。 

方針２の「火災予防の推進」は、火災の発生を未然防止するため、適宜、査察を行い火災

の発生を防止するなど効果的な予防業務を推進します。 

方針３の「防災体制の強化」は、あらゆる災害から住民の生命を守るため、消防施設・設

備や人員など組織力を最大限に活用し、また、近隣消防機関との効果的な連携体制を構築

し、大規模化・多様化する災害に迅速かつ的確に活動できるよう対応力を強化するととも

に、消防団や自主防災組織との連携を強化し、地域防災力の強化に努めます。 

以上の３つの方針を中心に、市総合ビジョンや市長の所信表明等に基づきながら、消防本部

各課のマネジメントを行い、強固な消防体制を構築して住民の皆様に充実した消防サービス

を提供し、生命、財産を守るという消防の責務を十分に果たします。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 

  



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和３年度 

予算（千円） 

常備消防管理事業 

（消防総務課） 

住民の生命を守るため、消防ヘリや救急安心センタ

ーおおさかを府内各消防本部等と共同で運用する

とともに、令和３年度に、外国人など日本語での１

１９番通報が困難な人に、迅速かつ確実に対応する

ため、多言語通訳のサービスを開始します。 

69,597 

非常備消防事業 

（消防総務課） 

地域に密着する地域防災の中核である消防団が効

果的に活動できるよう支援を行い、地域防災力のさ

らなる強化を図ります。また、女性や学生団員も含

め、団員の確保に努めます。 

27,112 

消防施設整備事業 

（消防総務課） 

救急車両の更新やはしご車の分解整備に取り組み

ます。また、前年度から進めています老朽化する消

防団車庫の改修等について、令和３年度は東条地域

の第１０分団消防団車庫の建て替えに伴う設計業

務委託、錦織地域の第１３分団の改修工事を実施し

ます。 

77,948 

常備消防活動事業 

（警備救急課） 

各種災害に的確に対応し、被害を最小限に抑えるた

め、消防活動資機材の充実強化を図ります。また、

救急業務の高度化や救命率向上のため、救急救命士

を計画的に養成するとともに、効果的な訓練・研修

等を行い資質向上に努めます。大規模災害の発生に

備え、引き続き、自主防災組織の設立育成と運営補

助を行い、地域防災力の向上を図ります。 

29,164 

火災予防事業 

（予防課） 

住民に対する火災予防思想の普及を図るとともに、

各種事業所等に対する防火管理体制や消防用設備

等の設置・維持管理指導及び危険物や高圧ガス等の

規制等により、火災予防の一層の推進を図ります。 

602 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


