
 

令和２年度 部局運営方針 

新型コロナウイルス感染症に伴う全部局共通の取組 

 

令和２年８月作成 

 

今般の新型コロナウイルス感染症については、令和２年３月２日に、新型コロナウイ

ルス対策本部会議を立ち上げ、市内における新型コロナウイルス感染症の現状及び国府の

対策状況に注視しながら、部局横断的に必要とされる検討や対応を行ってきました。 

また、新型コロナウイルス感染症に係る対策としましては、内閣府の「新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金」も活用のうえ、小学校給食の３ヶ月無償化、単

身学生への米・マスク配布、ひとり親家庭等への緊急特別給付金、水道基本料金４ヶ月

間の半額減免、高齢者・医療従事者等へのマスク配布、全小・中学生への学習用タブレ

ット端末の整備やオンライン学習ソフトの導入、指定避難所などへの感染対策備蓄品の

配備、富田林版持続化給付金事業などの取組を実施、または実施する予定としておりま

す。 

引き続き、予断を許さない状況ではありますが、市民の皆様の困りごとや不安ごとを

しっかり受け止め、各部局間の連携を図り、総力を挙げて、新型コロナウイルス感染症

への対策を進めてまいります。 

 

 

市制施行 70周年事業 

 

コロナ禍ではありますが、令和２年度は市制施行 70 周年の節目を迎えています。新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため、記念事業に係るイベント等はやむを得ず中止

や延期となっているものもございますが、工夫を凝らし、心に残る市制施行 70 周年に

取り組んでまいります。 

 

 

SDGsの推進 

富田林版 SDGs取組方針や、SDGs未来都市の選定を踏まえ、全部局をあげて、SDGsの

取り組みを進めます。 

 



 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８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、増進型地域福祉・若者施策の推進な

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、増進型地域福祉・若者施策推進室 

 

（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４つに重点を置き、取組を進めます。 

 第 1に、政策推進課では、効率的・効果的な業務執行体制の構築に取り組みます。

また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、各種施策の進捗状況の把握・整理

等を行うとともに、本年度選定を受けた「SDGs未来都市」として取組を推進します。 

 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、人材育成に取り組むとともに、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について検討・整備を進めます。 

 第３に、都市魅力課では、市制施行 70 周年に関する取組を推進するほか、広報・

広聴機能をさらに充実し、行政情報を確実に市民の皆様にお伝えできるよう取り組む

とともに、公民連携の取組を推進します。 

 第４に、今年度、新たに設置した増進型地域福祉・若者施策推進室では、地域福祉

計画の基本理念「増進型地域福祉」のさらなる推進に向けて、市職員が校区担当職員

として、小学校区毎の校区交流会議に参加し支援等を行います。また、次代を担う若

者が活躍するまちづくりに向け、（仮）「若者条例」の制定、及び「若者会議」の創設

に取り組みます。 

 以上の４つを中心に、所信表明や施政方針、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２年度 

当初予算 

（千円） 

校区担当職員事業 

（増進型地域福

祉・若者施策推進

室） 

地域福祉計画の基本理念である「増進型地域福

祉」のさらなる推進に向け、市職員が校区担当職

員として、小学校区毎に行われる校区交流会議に

参加し、校区プログラムの企画・実践の支援等を

行います。また、校区交流会議で議論された地域

課題等について、関係課と各部局に配置した推進

担当員等との連携により、課題解決に向けた検討

を行います。 

95 

若者施策推進事業 

（増進型地域福

祉・若者施策推進

室） 

次代を担う若者が活躍するまちづくりを推進する

ため、（仮）「若者条例」の制定に取り組みます。ま

た、若者が主体となり施策等の検討を行う「若者会

議」の創設に向けて準備を進めるとともに、まちづ

くりに対する意識醸成を図るため、イベントの開催

などの啓発事業を行います。 

1,219 

総合調整事務 

（政策推進課） 

効率的・効果的な業務執行体制の確保に向けて、

行政事務の担い手の最適化や事務標準化の検討を

進めます。また、「富田林版 SDGs取組方針」に基

づき、SDGsの普及啓発や、様々な担い手における

プラットフォーム機能の構築に取り組みます。 

285 

人事管理事務 

（人事課） 

人材育成基本方針に基づき、複雑・多様化する市

民ニーズや行政課題に対応できるよう、各種研修

等を通じて、職員の意識改革、コンプライアンス

の徹底、資質・能力の向上、さらなる市民協働意

識の醸成を図ります。また、人事評価制度につい

ては、人材育成の観点も踏まえ、市民満足度の向

上に繋がるよう運用を図ります。さらに、職員有

志による自主研究グループへの支援、若手をはじ

め職員のモチベーションアップなどに取り組みま

す。 

11,063 

広報事務 

（都市魅力課） 

「広報とんだばやし」において、市制施行 70周年

に関する特集ページを設けるとともに、市ウェブ

サイトに、本市にゆかりのある方々からのメッセ

ージを紹介するなど、70周年を記念する情報を発

信します。また、様々な行政情報を、広報とんだ

ばやし、市ウェブサイト、公式 LINEアカウントや

35,894 



 

Facebook等の SNSなど多様な媒体を活用し、分か

り易く市民の皆様にお伝えします。 

市民相談事務 

（都市魅力課） 

市民参加と協働を促進するため、市政に対する意

見を登録者から聴収する市政モニター制度「わが

まちパートナー」を創設します。また、各種アン

ケートの実施や意見ポストの設置、窓口相談、市

民と市長が話す機会づくりなど、広聴機能の充実

に努めるとともに、いただいたご意見や対応状況

について、市ウェブサイトで公開する「市民の声

の見える化」の取組を推進します。 

7,310 

 



 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８月作成 

 

市長公室付部長 竹田 浩章 

（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。 

 

（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・安心を・いのちを守る施策の推進 

 

（４）部局の取組方針 

次の２つに重点を置き、取組を進めます。 

第１に、防災対策では、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、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。 

 以上の２つを中心に、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、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２年度 

当初予算 

（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、国土強靭化計画や、災害時における

学校施設の利用計画を新たに策定します。 

28,982 

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

化を図るとともに、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

進します。また、緊急時においては、警察との連携

を図りながら、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。 

6,620 

 

 



令和２年度 部局運営方針 

令和２年８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 

将来を見据え、たゆまぬ行財政改革、市役所改革を実行し、持続可能な自治体運営を

確保 

 

（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、総務課では、電子決裁システムの導入による業務の効率化、国勢調査の正

確かつ円滑な実施に加え、災害時の防災拠点となる市庁舎を整備するための基本計画

の策定に取り組みます。 

 第２に、行政管理課では、多様化する市民ニーズや新たな行政課題に対応していく

ために、効果的な行政運営や健全な財政運営に取り組む方針や方策を示す（仮称）行

財政経営改革ビジョンを策定します。 

第３に、課税課では、市民税における内部事務処理に民間委託を導入し、市民サー

ビスのさらなる向上及び市民税課税事務の効率化を図ります。 

 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、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、適正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２年度 

当初予算 

（千円） 

文書管理事務 

（総務課） 

令和２年度において、文書管理システムに電子決

裁システムを導入し、決裁手続きをシステム上の

操作により処理することで、業務の効率化を実現

します。また、文書の電子媒体化により、ペーパ

ーレス化の促進や、文書紛失のリスク回避等、公

文書の適正管理を図ります。 

35,096 

国勢調査事業 

（総務課） 

令和２年 10 月１日を基準日として、５年に一度の

国勢調査が実施されます。国や地方公共団体が正確

な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うため

には、日本に住むすべての人と世帯を漏れなく重複

なく調査する必要があります。国勢調査を正確かつ

円滑に実施するために、実施本部体制のもと関係機

関や団体のみなさまにもご協力を呼びかけてまい

ります。 

49,068 

庁舎耐震化整備事

業 

（総務課） 

市庁舎整備基本計画について、市民アンケートや各

種団体へのヒアリング結果をふまえ、引き続き市民

委員も含めた基本計画策定委員会において検討を

進めるとともに、市民説明会、パブリックコメント

などを通じて、幅広くご意見をうかがいながら、令

和２年度に策定します。計画策定の後には、庁舎耐

震化に向けた基本設計・実施設計に着手します。 

8,571 

行政管理事務 

（行政管理課） 

多様化する市民ニーズや新たな行政課題に対応し

ていくため、令和２年度において、（仮称）行財政経

営改革ビジョンを策定します。また、施策評価の導

入により、事務事業の見直しを促し、効果的な事業

展開をめざします。さらに、公の施設の管理運営に

ついては、指定管理者制度の継続と、第三者による

業務評価を引き続き実施し、さらなる業務改善や市

民サービスの向上につなげます。 

337 

市民税課税事務 

（課税課） 

個人住民税に係る給与支払い報告書や確定申告書、

市府民税申告書の収集・確認を行い、引き続き適正

な課税を推進します。また、市民サービスのさらな

る向上及び市民税課税事務の効率化を目的に、令和

３年１月から、市民税における内部事務処理に民間

委託を導入します。 

39,265 



 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８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、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 

ともに寄り添い、ともに創る、人と環境にやさしいまちづくり 

 

（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、市民窓口課では、市民本位の窓口運営の推進として、市民ニーズに則した

日曜窓口コーナーを継続し、市民サービスの向上に努めます。 

第２に、金剛連絡所では、金剛地区における行政課題や幅広い市民ニーズに対応で

きるよう「市民相談の日」を設け広聴活動を推進します。 

第３に、環境衛生課では、環境にやさしく美しいまちづくりの実現に向け、７月に

実施した公民連携によるレジ袋の廃止に伴うエコバック配布など環境保全活動に取

り組みます。 

第４に、人権・市民協働課では、複雑・多様化する人権課題の解決に向け、さまざ

まな機会を通じて効果的に啓発事業や相談事業を行います。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の仕組みづく

りに取り組みます。 

以上の４つを中心に、多様化する市民ニーズに的確に対応するとともに、「誰一人

取り残さない」SDGsの理念の普及、啓発に努めます。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

  

  

 

 



 

 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 

令和２年度 

当初予算 

（千円） 

住基事務 

（市民窓口課） 

マイナンバーカードについて、令和３年３月に健

康保険証の機能が付加される予定があり、申請件

数の増加が見込まれることから、マイナンバーカ

ードの交付については、月２回の日曜窓口交付を

実施することにより、市民サービスの向上に努め

ます。 

85,200 

金剛連絡所事務 

（金剛連絡所） 

毎週水曜日に「市民相談の日」を設けることで、市

政に関する意見や提案などについて、広聴の機会の

充実を図り、関係課と連携しながら、市政運営の推

進に努めます。 

9,535 

環境美化推進事業 

（環境衛生課） 

「環境にやさしく美しいまちづくり」の実現に向

け、ポイ捨て防止などの啓発活動に引き続き取り組

みます。また、「プラスチックごみゼロ宣言」に基づ

き、レジ袋の廃止に向けた、公民連携によるエコバ

ックの配布などの取り組みを進めます。さらに、石

川大清掃をはじめ、市民や団体、事業所等との協働

による環境美化活動を推進します。 

884 

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、中国残留邦人等が円滑な市民生活を送れる

よう支援するとともに、多文化理解に向けた市民講

座を引き続き実施します。また、令和２年度におい

て、外国人市民の声をまちづくりに活かす仕組みづ

くりとして、「外国人市民会議」（仮称）を創設しま

す。 

6,895 

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て、第２次

人権行政推進基本計画に基づき、職員や市民に対す

る研修や啓発冊子の作成等による人権教育・啓発活

動、及び人権相談の利用促進に引き続き取り組みま

す。また、令和２年度に「同性パートナーシップ制

度」を導入するなど、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。 

1,994 



 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８月作成 

 

子育て福祉部長 西野 元啓 

（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 

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、地域福祉課では、「増進型地域福祉」の推進に向けて、地域が主体的に地

域活動に取り組めるように体制づくりを支援するとともに、地域や関係機関等との協

働・連携を図ります。また、包括的・継続的な支援の実施により生活困窮者の自立の

促進を図ります。 

 第２に、障がい福祉課では、「障害者差別解消法」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、日常生活を支援するための

福祉サービスや身近に相談できる支援体制の充実を図ります。 

 第３に、生活支援課では、生活保護制度の適正実施のため、年金受給対象者の一元

管理台帳の整備や、健康課題を抱えている被保護者に対して、基本健康診査及び医療

機関の受診勧奨や保健指導等を行います。 

 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２年度 

当初予算 

（千円） 

生活困窮自立支援

事業 

（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２年度においては、フードロス食品等の

活用による食料提供などをきっかけとした、新た

な自立支援事業を実施します。 

38,538 

福祉コミュニティ

推進事業 

（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２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、市役所内に「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

労が可能な人の生活の自立に向けた就労支援に取

り組みます。また、令和２年度から、健康課題を

抱えている被保護者に対して、健診・医療機関受

診の勧奨や保健指導等を行い、経済的自立のみな

らず、日常生活や社会生活における自立に向け

て、医療と生活の両面から健康管理支援に取り組

みます。 

3,792,651 

障害者福祉事務 

（障がい福祉課） 

身近な地域で、障がい福祉サービスや地域生活支援

事業、障がい児通所支援等のサービスを引き続き利

用できるよう、令和２年度に第６期障がい福祉計

画・第２期障がい児福祉計画を策定します。 

49,122 

地域生活支援事業 

（障がい福祉課） 

障がいのある人が、地域で自分らしく暮らし続ける

ことができるよう、気軽に相談できる場の確保等、

地域実情に応じた障がい福祉サービスを提供する

とともに、障がいに対する理解促進に努めます。 

175,024 

 



 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８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、家庭支援として、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、虐待対応、子ども食堂の支援のほか、市立保育所・学童ク

ラブの管理運営、市立幼稚園の入所事務、市立幼稚園・保育所のあり方基本方針、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 

「ともにいきいきと輝き、あかるい未来が見えるまち・とんだばやし」を基本理念と

する第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ていきます。 

 

（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のため、民間保育事業者の誘致を継続して実

施し、毎年一施設の開設をめざします。それと共に、公民の保育施設が担うべき役割

や、市立保育所の機能と質の向上、また、市立幼稚園・保育所のあり方の検討を進め

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整備を進めます。本市条

例に定めた基準に沿うよう、保育室の確保のための分割整備を、学校施設を活用しな

がら進めます。 

 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の設

置について準備を進めます。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、児童館では、若松地区再整備計画と連動するなかで、施設の老朽化対応と

児童館機能の展開についての検討を進めます。 

以上の４つを中心に、子育て支援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２年度 

当初予算 

（千円） 

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。 

6,874 

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、児童虐待予防、早期発見に

努め、適切な支援を実施するとともに、令和２年

度においては、増加する児童虐待に関する相談や

支援に対応するため、相談体制を充実します。さ

らに、児童福祉法に規定された「市区町村子ども

家庭総合支援拠点」の設置に向けた検討を進めま

す。 

7,212 

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

募により事業者決定した民間保育所の整備を支援

し、令和３年４月開園をめざします。また、令和

４年以降に開設する、民間認可保育施設の誘致に

取り組みます。 

277,803 

学童クラブ施設整

備事業 

（こども未来室） 

児童 1 人につき 1.65 ㎡以上の広さの確保と 1 クラ

スあたりおおむね 40 名以下の学童クラブ事業が運

営できるよう、学校施設の利用も検討しながら必要

な施設整備を実施します。施設の老朽化部分につい

ては、緊急度の高いものから計画的に整備を進めま

す。また、不審者対策や子どもたちの安全確保に向

け、令和２年度からインターホンの設置などを進め

ます。 

46,135 

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。 

6,582 

 



 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８月作成 

 

健康推進部長 野村 政彦 

（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、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 

・健康寿命の延伸をめざした事業推進とフレイル対策 

・「地域包括ケアシステム」の深化・推進 

・「子育てするなら富田林」の更なる拡充 

 

（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、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、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、国保事業において、健康管理システムを新たに導入し、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、昨年度に締結した産官学医の連携協定を活かし健康寿 

命の延伸やフレイル対策に取り組むとともに、「地域包括ケアシステムの深化・推進」

をめざし、「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」を策定します。 

第３に、福祉医療課では、後期高齢者医療における保健事業を実施し、高齢者の低 

栄養防止・生活習慣病の重症化予防等を推進します。また、子ども医療費助成制度の

対象年齢拡充に向け、財政状況等を勘案し検討します。 

 以上の３つを中心に、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２年度 

当初予算 

（千円） 

市民検診事業 

（健康づくり推進

課） 

40、50、60、70歳の方へ、新たに個別通知を実施

するなど、がん検診の受診率向上に向けた普及・

啓発に努めるとともに、対象者のニーズを踏まえ

ながら、特定保健指導の利用率向上を図ります。

また、がん患者における心理的負担の軽減や就労

等の社会参加を促進するため、新たに医療用ウィ

ッグ及び乳房補正具の購入助成を創設します。 

150,576 

その他保健事業 

（保険年金課） 

国民健康保険第２期データヘルス計画に基づき、

特定健康診査の受診結果やレセプト情報を活用し

た健康づくり、疾病予防、重症化予防などの対策

を継続します。また、薬剤併用禁忌の防止対策と

して、該当者への服薬情報通知を引き続き送付

し、被保険者の薬物療養の適正化を図ります。さ

らに、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用

を促進するため、対象者へ差額通知を引き続き送

付します。 

13,674 

特定健康診査等事

業 

（保険年金課） 

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

みます。また、レセプト分析により、個別性を高め

た受診勧奨通知の早期発送に取り組むなど、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。 

87,102 

介護保険事業計画

策定等事務 

（高齢介護課） 

住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることがで

きるよう、令和２年度に高齢者保健福祉計画及び第

８期介護保険事業計画を策定します。 

4,344 

地域介護予防活動

支援事業 

（高齢介護課） 

地域社会の医療・介護・健康の向上に寄与し、地域

住民の健康寿命の延伸を目的として締結した、富田

林市産官学医包括連携協定に基づき、地元事業者や

学生などの地域資源を活かし、「商助」の仕組みも含

めた持続可能な介護予防事業の展開と体制づくり

を進めます。 

5,102 

 



 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８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、交通不便地における地域公共交通の導入及び地域農業

の活性化 

 

（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、都市計画課、金剛地区再生室では、本市が次代に相応しい、都市として持

続、発展していくため、「富田林市都市計画マスタープラン」や「金剛地区再生指針」

に基づく取り組みを加速させ、地区の魅力をさらに高める「まちづくり」に努めます。 

第２に、道路交通課では、市民の大切な移動手段である公共交通の維持や交通不便

地における地域公共交通の導入をめざします。 

第３に、農とみどり推進課では、都市農業振興基本計画の検討、新規就農などの担

い手育成、地産地消の推進及び農業者の経営発展に向けた取り組みなどの持続的な農

業の促進に努めます。 

以上の３つを中心に、市総合ビジョン、総合基本計画及び市長の所信表明等に基づ

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・取り組みを推進します。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 

 

  



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 
令和２年度 

予算（千円） 

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、令和２年度に、藤沢台七丁目地

域における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。 

3,269 

都市計画管理事務 

（都市計画課） 

本市では、鉄道駅周辺や幹線道路沿道等のポテンシ

ャルのある市街化調整区域について、「市街化調整

区域における地区計画ガイドライン」を策定し、集

客施設等の立地など、有効な土地利用が可能となる

ようにしております。令和２年度は、雇用の創出や

産業誘致による地域経済の発展に繋がるような、よ

り幅広い土地利用に関して検討を行い、都市計画マ

スタープランに掲げるまちの将来像の実現に向け

た施策を推進します。また、生産緑地については、

令和４年までに特定生産緑地の指定を行うことで

多様な機能を有する都市農地を保全し、良好な都市

環境の形成を図ります。 

1,585 

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、地区の魅力向上に向

け、「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し、住民等相互

の交流やつながりづくりを促進します。また、「金剛

地区の施設等再整備のあり方検討調査業務」を進め

るとともに、令和３年度からは、調査結果を踏まえ、

公民連携手法の導入や施設の再整備の具体化に向

けた検討を進めます。 

9,632 

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、特に放置する事が望ましくない特定空き家等に

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、老朽危険空家除却補助制度に加え、空き家バン

ク制度を活用した空き家の売買や賃貸が成立した、

買い手や借り手に対する補助を行う空き家バンク

成約補助制度を創設し、空き家解消を促進します。 

7,803 

遊休農地対策事業 担い手への農地の集積・集約化に向け、伏見堂地区 4,933 



 

（農とみどり推進

課） 

において、大阪府や地元協議会と連携しながら、農

地中間管理機構による農地整備事業を進めます。ま

た、都市部の住民の方々や日常的に農業に触れられ

ることのない方々が楽しむ場として、市民農園の開

設を促進します。 

創業支援事業 

（商工観光課） 

新たなビジネスや雇用創出の促進、地域経済活性化

を図るため、市内で起業・創業を希望する創業者に

対する支援に取り組みます。 

4,200 

 

 



 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８月作成 

 

上下水道部長 山際 康友 

（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 

 

（４）部局の取組方針 

次の５つに重点を置き、取組を進めます。 

第１に、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、水源から給水栓までの過程における総合的な水質管理に努めます。 

第２に、「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 

を最優先で計画的に敷設替え工事を行います。 

第３に、上下水道総務課では、「持続可能な水道」として、広域化による他市との 

共同発注、共同研究などを行い経営基盤の強化に取り組みます。 

第４に、下水道課では、「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ます。ま

た、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。 

第５に、「基盤の強化」として、下水道事務の広域化を引き続き関係団体との協議、

研究を進めます。 

 以上の５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、公営企

業である水道事業・下水道事業を持続可能で安定的な事業運営を進めて行きます。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 



 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 

令和２年度 

当初予算 

（千円） 

広報関係事業 

（上下水道総務課） 

公営企業である上下水道事業の現状や取組などの

内容をよりわかりやすくお知らせします。 
3,130 

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り組みの一環として

令和２年度から、堺市と漏水調査業務の共同発注を

進めます。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の導入を検討しま

す。さらに、管路の計画的な耐震化を図るとともに、

災害時の応急活動体制の構築に向け、業務継続計画

を作成します。 

479,028 

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） 

下水道未整備地区の整備を行い、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。 
505,109 

 

 



 

 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８月作成 

 

教育総務部長 澤田 和秀 

（１）業務の紹介 

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

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 

学校における ICT環境整備と学校給食におけるアレルギー除去食の提供 

 

（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、教育総務課では、学習環境の向上、校務の情報化として、国が平成 30 年

度から進めている「教育の ICT 化に向けた環境整備５か年計画(平成 30～令和４年

度)」及び令和元年 12 月に策定されました「GIGA スクール構想」の実現に向けまし

て、児童生徒１人に１台の学習用 PCや校務用 PCの円滑な運用のため、高速大容量の

通信ネットワーク等の ICT環境を一体的に整備します。 

第２に、学校施設等の有効活用として、「余裕教室活用指針」の改定を行い、今後

も地域活動拠点として旧学童クラブ施設や余裕教室の選定に取り組みます。 

第３に、学校給食課では、本年 10 月頃から予定しているアレルギー除去食の提供

や、「ふれあい給食会」を開催していきます。 

 以上の３つを中心に、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２年度 

当初予算 

（千円） 

小学校管理事務 

（教育総務課） 

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 ICT環境の整備を進めます。 

395,213 

中学校管理事務 

（教育総務課） 

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 ICT環境の整備を進めます。 

209,531 

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、「ふれあい給食会」を開

催していきます。 
170,169 

 

 



 

 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８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３つに重点を置き、取組を進めます。 

 第 1に、教育指導室では、加配教員による少人数授業を進めることで、きめ細かな

教育の推進により確かな学力の向上を図ります。また、スクールソーシャルワーカー

等の専門人材の派遣、学習サポーター部活動支援員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の整備等、ICT環

境を整えることで「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け教育環境の整備を図り

ます。 

 第３に、全ての市立幼稚園において、教育の充実を図るとともに、未就園児ひろば

の充実や預かり時間の延長、近隣小学校での給食体験や送迎バスの活用に取り組みま

す。 

 以上の３つを中心に、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２年度 

当初予算 

（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、学習サポ

ーター等のボランティア活用に加え、部活動指導

員の活用にも取り組みます。さらに、不登校児童

生徒のための適応指導教室指導員の増員や、自宅

での学習支援の充実に取り組むとともに、フリー

スクール等との連携についても検討します。 

49,735 

きめ細かな指導推

進事業 

（教育指導室） 

個に応じたきめ細かな指導を行い、本市の子どもた

ちに、これからの時代に求められる資質・能力を育

成するため、引き続き小学校 6年生、中学校 3年生

で、本市独自の教員加配による少人数指導を行いま

す。 

49,017 

小学校教育用パソ

コン管理事業 

（教育指導室） 

児童一人に 1台の学習用タブレットパソコンの整備

を進め、活用することで、「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、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。 

94,945 

中学校教育用パソ

コン管理事業 

（教育指導室） 

生徒一人に 1台の学習用タブレットパソコンの整備

を進め、活用することで、「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、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。 

51,278 

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、令和２年度に、未就園

児ひろばにおける開催日数の拡充や、預かり時間の

延長、近隣小学校での給食体験に取り組みます。ま

た、送迎バスの活用により、合同保育を試行的に実

施し、幼稚園教育の充実を図ります。 

28,642 

 

 



 

 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８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、市民スポーツの振興、文化財の保全・活用、

寺内町などの町並み保全、公民館の管理運営、図書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 

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 

スポーツ・歴史・文化を楽しみ、健康で元気に暮らせるまち 

 

（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、青少年施設やスポーツ・文化施設の有益な利用方法を市

民にアピールし、施設の利用価値を高めます。 

第２に、文化財課では、地域住民とともに、歴史の宝庫である富田林市の魅力を市

の内外に魅力発信できるまちづくりを進めます。 

第３に、図書館では、読書が生涯を通じた学びの推進の中心となるような各年代層

に合わせたサービスを充実します。 

第４に、公民館では、人権・多文化共生・国際交流・福祉の推進など、幅広い行政

分野に関わる講座を展開して広い意味での市民協働にも尽力します。 

 以上の４つを中心に、令和の時代に即した生涯学習推進指針を作成し、本来の社会

教育の有益性を高めていきます。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 

令和２年度 

当初予算 

（千円） 

市民スポーツ活動

推進事業 

（生涯学習課） 

コロナの影響でほとんどのスポーツイベントの実

施が困難ではあるが、「スポーツ健康都市」の宣言

に向けて、庁内や団体等の関係性を調整していき

ます。 

6,898 

きらめき創造館管

理運営事業 

（生涯学習課） 

若者が元気に活動できる「居場所」づくりとして

の【子ども・若者育成支援事業】と、グローバル

な視点からの幅広い分野のプログラムを実践する

【生涯学習推進業務】の二つを複合して展開して

いきます。 

18,396 

寺内町保存事業 

（文化財課） 

重要伝統的建造物群保存地区「富田林寺内町」の保

存を図るとともに、地元関係団体等と連携・協働し

ながら、エリア内の空き家対策や興正寺別院修理に

向けた取組を進めます。また、災害に強い地域づく

りに向け、富田林寺内町に特化した防災計画の策定

に向けた取組を引き続き進めます。 

20,368 

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企画します。また、SDGs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。 

5,756 

ブックスタート事

業 

（図書館） 

妊娠期から読み聞かせやふれあいの大切さを伝え

るため、母子健康手帳交付時に配布するリーフレッ

ト「もうすぐママになられる方へ」において、年齢

にあわせた絵本を紹介します。また、図書館で実施

している「あかちゃんのおはなし会」を引き続き開

催するなど、成長段階にあわせた乳幼児サービスに

努め、子育て時期における図書館の有効利用を促進

します。 

606 

 

 



 

 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８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。 

 第１に、警防課及び指令課では、火災による被害の軽減のため、火災防ぎょ体制を

より一層強化するため各種訓練を実施し、警備救急課では、消防車両・資器材整備の

更新を行います。また、予防課では、査察の強化など火災の発生を防止するよう予防

業務を推進します。 

 第２に、警備救急課では、市民の救急ニーズに適切に対応できるよう、救急救命士

の養成を行うとともに救急資機材等の整備を図り、警防課では、応急手当等の普及啓

発に務め、救命率の向上など救急対応力を強化します。 

 第３に、消防総務課及び警備救急課では、大規模化・多様化する災害に迅速かつ的

確に対応できるよう職員研修を実施し、消防組織を強化します。 

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２年度 

当初予算 

（千円） 

常備消防管理事業 

（消防総務課） 

令和２年度に、聴覚・言語障がい等により音声によ

る 119 番通報が困難な方のために NET119 緊急通報

システムを導入します。 

79,129 

非常備消防事業 

（消防総務課） 

地域防災の要となる消防団の活動支援を行い、地域

防災力のさらなる強化を図ります。また、町会等と

連携しながら、新入団員の確保に努めます。 

26,080 

消防施設整備事業 

（消防総務課） 

消防・救急車両の計画的な整備に取り組みます。ま

た、令和２年度から、佐備・東条地域の第 10分団消

防団車庫の改修を進めるなど、老朽化が進む消防団

車庫についても順次改修・建替えに取り組みます。

さらに、消防団車庫におけるサイレンシステムを更

新します。 

98,581 

常備消防活動事業 

（警備救急課） 

災害に強い地域づくりに向け、市内全域における自

主防災組織の設立をめざし、さらなる組織の設置に

向けた支援を進めます。また、既存の自主防災組織

に対し、防災リーダーの育成や防災訓練等の実施を

促進します。さらに、高機能ドローンを活用し、迅

速で安全な消防活動による減災活動に努めます。加

えて、救急救命士及び指導救命士の養成を引き続き

行います。 

25,888 

火災予防事業 

（予防課） 

重大違反対象物の公表制度を活用し、重大違反対象

物の是正を図り、市民の安全・安心の確保に努めま

す。また、消防法令により義務化された消火器の設

置促進に向け、対象の小規模飲食店等へ周知を行い

ます 

659 

 

 



 

 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８月作成 

 

議会事務局長 山内 浩司 

（１）業務の紹介 

議会の開催、議事録の作成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 

議会事務局 

 

（３）今年度の主要テーマ 

円滑な議会事務の実施 

 

（４）部局の取組方針 

次の項目に重点を置き、取組を進めます。 

SDGs目標 16（平和と公正をすべての人に）及び目標 17（パートナーシップで目標

を達成しよう）の推進のため、二元代表制において期待される機能を十分に発揮し、

本会議、常任・特別委員会、委員協議会その他の会議の運営が公正・円滑・活発に行

われるよう、以上を中心に市議会事務局として、きめ細やかな調整、準備に取り組む

ことにより、そのサポートに努めます。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 

 

 

  



 

 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 

令和２年度 

当初予算 

（千円） 

議長会事務 

（議会事務局） 

全国市議会議長会等各議長会の運営並びに会議出

席などを行って参ります。 
1,576 

政務活動費交付事

業 

（議会事務局） 

議員の調査研究等に必要な経費の一部を助成する

ため、議会の会派（所属議員が１人の場合も含む。）

に対し所属議員１人当たり月額８万円を政務活動

費として交付して参ります。 

17,280 

議会だより作成事

務 

（議会事務局） 

議会の諸事項を市民に周知するための議会報「議会

だより」を編集・発行するため、定例会・臨時会に

おける議案の審議内容や結果及び一般質問等の質

疑内容を記事にまとめ、年間６回広報誌と同時配布

して参ります。 

6,486 

議会議事録作成事

務 

（議会事務局） 

議会の本会議の会議録・委員会の記録を永年保存用

の原本及び市民が閲覧できる配布用として作成す

るため、本会議及び委員会の記録原稿作成を音声デ

ータの反訳等により業者委託し、調整後、本会議録

は業者委託、委員会録は庁内で印刷を行って参りま

す。 

2,540 

事務局一般事務 

（議会事務局） 

各種会議の運営、資料収集、交際・接遇に関する事

や本会議場などの施設管理、また議場放映モニター

や会議録検索システムの維持管理並びに本会議録

画映像のインターネット配信や平成 28 年から開始

した本会議のライブ配信なども行って参ります。 

3,639 

 

 



 

 

令和２年度 部局運営方針 

令和２年８月作成 

 

総合事務局長 山下 治 

（１）業務の紹介 

選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会に関

することに取り組んでいます。 

 

（２）所管している課 

選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審査委員

会事務局、農業委員会事務局 

 

（３）今年度の主要テーマ 

・選挙における投開票事務の効率化 

・監査基準に基づく、効率的・効果的な監査の執行 

・農地等の利用の最適化の推進 

 

（４）部局の取組方針 

次の５つに重点を置き、取組を進めます。 

第１に、選挙管理委員会事務局では、選挙管理委員会のもと、選挙の公正かつ適正

な執行管理を確保するとともに、投開票事務のさらなる効率化を図るため執行体制の

見直しを検討します。 

第２に、監査委員事務局では、市の行財政運営の健全性と透明性の確保に寄与する 

ため、新たに策定された富田林市監査委員監査基準に基づき、より効率的で効果的な

監査の執行をめざします。 

第３に、公平委員会事務局では、職員の勤務条件に関する措置要求や不利益処分に 

ついての審査請求、職員の苦情相談、職員団体の登録などについて審議します。 

第４に、固定資産評価審査委員会事務局では、市が行った決定（固定資産課税台帳 

に登録された価格）に対して、審査申出が提出された場合に委員会及び合議体会議

を開催し、中立・公平な立場から審査・決定を行います。 

 第５に、農業委員会事務局では、地区ごとの現状や意向、農家が抱える課題や今後 

のニーズの把握のため、アンケート調査を実施します。また、食と農を考える場とし 

ての市民向け講演会を開催します。 

 

（５）推進するＳＤＧｓ 

 

 

 



 

 

 

（６）主な事業 

事業名称 事業内容 

令和２年度 

当初予算 

（千円） 

南河内広域公平委

員会事務 

（公平委員会事務

局） 

職員の勤務条件に関する措置要求や不利益処分の

申し立てに関する審査、職員の苦情相談、職員団

体の登録等の審議を行います。 

997 

選挙管理委員会事

務 

（選挙管理委員会

事務局） 

委員会を毎月１回程度開催し、選挙人名簿及び在

外選挙人名簿の調製を行います。また、選挙啓発

等の事務を実施します。 

2,625 

監査事務 

（監査委員事務局） 

定期監査（原則として年２回実施）、随時監査（工事

監査）、例月出納検査（毎月１回実施）、決算審査、

住民監査請求に基づく監査等を行います。 

2,878 

農業委員会事務 

（農業委員会事務

局） 

毎月定例会を開催し、農地法等に係る案件の現地確

認及び審議を行います。また、農地利用の意向把握

や市民向け講演会の実施など農地利用最適化推進

業務を行います。 

8,862 
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