








№ SDGs 分類 行革 担当課 評価
判定 ページ

K１ 風通  良 市政 市民 目線 実行

＜市民参加 協働＞

1 1             開催    会  市長  話  
市長  機会 創設 ○ ◎ 協働人権課・関係課 A 1

2 2 市民参画制度構築 向           市民参
画機会の拡充 ● ◎ 協働人権課 A 2

＜「伝わる」情報の発信＞

3 3 広報紙・ホームページのリニューアル／SNSの積極的な
活用 ● 秘書広報課（全課対象） A 3

4 4 わかりやすく、親しみやすい「伝わる」財務状況の公表 ● 行財政管理課 A 4

＜徹底  行財政改革＞

5 行政     受益 負担 明確化 ○ ◎ 行財政管理課 関係課 A 5

6 市長給料20%    退職金   自身任期中実施 ○ ◎ 人事課 ★ 6

7 住民票 税証明書等     交付 導入 ○ ◎ 市民課 税務課 情報政策課 政策
推進課 ★ 7

8 キャッシュレス決済の導入 ○ ◎ 税務課 ★ 8

9 SDGsの実現に向けての取組 ○ 政策推進課 A 9

10 新行財政改革    策定 ● ◎ 行財政管理課 関係課 B 10

11 予算編成方法 見直 ○ ◎ 行財政管理課 A 11

12 組織機構 見直 ● ◎ 政策推進課 A 12

13 指定管理者制度 活用 ○ ◎ 行財政管理課     振興課 図
書館・生涯学習課 B 13

14 ICT 活用   業務 効率化 省力化 ● ◎ 情報政策課 A 14

15 民間 活用  市民総合体育館 図書館      
ンターの複合施設化検討 ● ◎

藤井寺市民間 活用  複合施設
 整備検討部会（危機管理室 資
産活用課 行財政管理課 政策推
進課、スポーツ振興課、図書館）

B 15

16 市立幼稚園 保育所 施設再編 推進 ● ◎ 資産活用課・保育幼稚園課 B 16

17-1 公共施設 駐車場 有料化（本庁舎） ○ ◎ 総務課 A 17

17-2 公共施設 駐車場 有料化（   緑地） ○ ◎ まち保全課 A 18

17-3 公共施設 駐車場 有料化（医師公舎跡地） ○ ◎ 市民病院事務局 C 19

18 ESCO事業の導入 ○ ◎
総務課、資産活用課、協働人権
課、福祉総務課、健康課、生涯学
習課

A 20

K２ 「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜待機児０ゼロ保育・幼児教育の充実＞

19 放課後児童会の整備・充実 ● 生涯学習課 A 21

20 保育所の待機児の解消 ● 保育幼稚園課 C 22

21 遊べる公園の整備 ○ 農とみどり保全課 A 23

10 22 保育士の確保及び待遇改善 ● 人事課 B 24

23 産婦健診の実施 ○ 健康課 B 25

24 産後ケア事業の実施 ○ 健康課 A 26

25 病児保育事業    体調不良児対応型  加  
「病後児対応型」の実施 ○ 保育幼稚園課 ★ 27

予算・決算の内容や事業内容を全面公開し、
透明化を図ります

市長給料20%    退職金       徹
底的 経費 見直  進   

保育士の待遇改善を進め、人員を確保し、安
心で安定した保育環境を提供します

ターゲット内容マニフェスト項目

市長 職員    出             
市民 話 機会 創出   

皆様    政策 決定   市民参加型行政
のしくみを構築します

広報紙・ホームページのリニューアルや、SNSを積
極的に活用し、分かりやすく「伝わる」情報を発
信します

マニフェスト対象事業一覧

6

11

機能移転 統廃合 民間委託 含  市民 
    公共施設 最適化 老朽化対策 進 
ます

8

7 市役所組織    化  縦割 行政 予算 
見直  行   

市役所     業務 市民目線 取 入  
意識改革 進       向上 行   

病児・病後児保育事業、産前・産後ケア事業
を拡充します

5

9 時代のニーズに合った安全で快適な子育て施設
の整備・充実を進め、待機児の解消を図ります



№ SDGs 分類 行革 担当課 評価
判定 ページターゲット内容マニフェスト項目

マニフェスト対象事業一覧

＜子育 世帯  経済的 制度的支援＞

26 子   医療費助成 拡大 ● 保険年金課 ★ 28

27 保育施設における給食費の保護者負担の軽減 ○ 保育幼稚園課 ★ 29

28 子どもの貧困対策の推進 ● 子育て支援課 A 30

＜学校教育の充実＞

29 教育ICT環境の整備（ＧＩＧＡスクール構想の実現
等） ● 教育総務課・学校教育課 ★ 31

30 英語教育の充実 ● 学校教育課 A 32

31 小中学校のエアコン設置 ○ 教育総務課 ★ 33

32 小中学校への洋式トイレの設置 ● 教育総務課 A 34

K３ 観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜民間事業者 連携             推進＞

33 イオンとの地域包括協定による地域の活性化 ○ ◎ 政策推進課（全課対象） A 35

34 公民連携 推進 ○ ◎ 政策推進課 A 36

35 市民    復活 ○ 協働人権課 A 37

36 道明寺歴史まつりやハレマチビヨリなど各種団体との連
携によるイベントの開催 ○ 観光課 B 38

＜豊かな歴史文化資産を活かしたまちづくりの推進＞

17 37 アイセルシュラホールの観光拠点としての活用方法の検
討 ○ 観光課・関係課 B 39

＜シティプロモーションの推進＞

18 38 シティセールス事業の推進 ● ◎ 政策推進課・観光課 A 40

19 39 積極的なプレスリリース及びメディアの活用 ● 秘書広報課 A 41

＜環境政策や都市環境の整備の推進＞

40 シェアサイクル事業の実施 ○ 観光課 C 42

41 空家対策の強化・充実 ● 都市計画課 A 43

42 公共交通の整備検討 △ ◎ まち建設課 A 44

43 道明寺地区観光案内所の創設 ○ 観光課 B 45

44 道明寺駅周辺の再整備 ○ まち建設課 A 46

22 45 都市計画道路八尾富田林線 沿道      実施 ● まち建設課・都市計画課 A 47

＜中小企業への支援、都市農業の維持発展＞

23 46 産業振興計画の策定 ○ 商工労働課 A 48

24 47 都市型貸農園の開設 ● 農とみどり保全課 A 49

市長自  先頭 立  藤井寺 魅力 発信
し続けます

15

グローバル社会に通用する英語教育をはじめ、
質の高い授業と学習指導を実現します13

16
市民    復活    楽        交流
できる」イベントを皆様とともに創出し、実施しま
す

保育料 学費 学校給食費 子   医療費
など、子育て世帯の負担軽減に取り組みます

すべての小学校・中学校においてエアコンと洋式
トイレの設置を計画的かつスピーディーに進めま
す

時代にマッチした農業を進めるため、地域産品の
ブランド化や都市型貸農園を開設し、次世代農
業者の育成・サポートを進めます

             等  公民連携   
地域の活性化を図ります

中小企業の働き手の確保、雇用創出を支援し
ます

職員全員がセールスマンとなり、テレビ・ラジオなど
のメディアを積極的に活用し、市をアピールします

都市計画道路八尾富田林線 早期着工 進
め、企業誘致を促し、雇用の創出やまちの活性
化を図ります

世界文化遺産登録を契機とし、アイセルシュラ
ホールの観光拠点化など、まちの活性化を進め
ます

20

道明寺駅周辺の再整備と道明寺駅へのJR乗り
入れの早期実現。来訪者のための道明寺観光
案内所の創設を進めます

14

12

シェアサイクルの導入など二次交通の充実、空き
家活用           行   

21



№ SDGs 分類 行革 担当課 評価
判定 ページターゲット内容マニフェスト項目

マニフェスト対象事業一覧

K４ 健康 生 生   元気  年寄     

＜高齢の方や障害のある方が健やかに暮らせる環境づくり＞

48 いきいき笑顔応援プロジェクトの推進 ● 高齢介護課 B 50

49 地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化 ● 高齢介護課 B 51

50 認知症対策の強化・充実 ● 高齢介護課 B 52

51 介護予防・生活支援サービスの推進 ● 高齢介護課 A 53

52
「障害者就業・生活支援センター」を連携拠点として、
各市の障害担当課や就労担当課、ハローワーク等関
係機関との情報共有

● 福祉総務課・商工労働課 A 54

53
 就労移行支援   就労継続支援A型    提供 
やすい環境整備と、「就労定着支援」を実施する事業
所の確保

● 福祉総務課 A 55

＜健康でいきいきした生活を送るための健康づくり施策の推進＞

54 運動を通じて健康づくりに取り組む地域活動への支援 ● 保険年金課 A 56

55 後期高齢者医療被保険者 含  保健事業 実施 ○ 保険年金課 高齢介護課 健康課 A 57

56 体力          講習会 実施 ● スポーツ振興課 B 58

57 特定健診受診率 向上 ● 保険年金課 A 59

58   検診 受診率向上 ● 健康課 A 60

K５ 危機管理      安心 暮       

＜危機管理 充実 強化＞

59        両面  災害対応力 強化 大規模地
震 台風 豪雨 想定   ● 危機管理室 A 61

60 浸水対策の促進 ● 下水道工務課 B 62

61 防災協定の締結 ● ◎ 危機管理室 環境衛生課 関係課 A 63

62 避難所環境の改善 ● 危機管理室 A 64

63 藤井寺市地域防災計画及び防災関係計画・マニュア
 等 見直  策定 ● 危機管理室 関係課 B 65

64
猫の殺処分ゼロを目指す公益財団法人「どうぶつ基
金              協働    TNR（捕獲 
不妊手術 元 戻 ）活動  支援

● 環境衛生課 A 67

65 新型コロナウイルス感染症への対策 ● 危機管理室 健康課 A 68

＜自治会や自主防災組織の機能向上＞

66 自主防災組織の育成と充実 ● 危機管理室 B 70

67 消防団の活動支援と体制強化 ● 危機管理室 A 71

介護予防 認知症   在宅医療    各団
体と連携し、地域での支え合いの仕組みを作り
推進します

29

健康教室 充実 運動 促  健康長寿 推
進を図ります

受診勧奨（コール・リコール）の実施や健康マイ
レージの推進により、がん検診など各種健診受
診率 向上 図   

25

26

27

33

31

30

災害時 物資援助 避難場所確保  民間
企業との防災協定を結び、災害マニュアル・ハ
       見直   

消防団活動、各地区の自主防災組織の連携
など自助・共助・公助の取り組みの強化を推進
します

32
鳥獣被害（野良猫      ）       
（インフルエンザ、感染症）への早期対応と情
報発信に努めます

あらゆる危機事象に迅速に対応できる組織・体
制を整備します

28

市内民間企業        連携  障害者
の雇用・就労支援など誰もが働けるまちづくりを
進めます

高齢者や障害者の方々が住み慣れた地域で安
心して暮らし続けられるよう、地域包括支援セン
  機能 見守 体制 強化   図   



ポリシー K１

マニフェスト 1

ターゲット 1 SDGs

A 評価コメント

企画

実施

検証

反映

公表

実施

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

246 246 426 98 363 - 747 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・新型コロナウイルス感染症の影響を加味し、オンライン形式で3回実施（18人参加）しまし
た。
・参加人数が少なく結果として満足度は高くなりましたが、令和3年度は実施形態や参加人
数によっては満足度の変動が大きくなることも考慮し、目標値の設定は75％とします。

・「新しいまつりイベント開催に向けて」をテーマにしたタウンミーティングを2回、「ごみの減
量化・食品ロス」をテーマにしたタウンミーティングを1回開催しました。
・より市民の意見を取り入れるため、令和4年度は市内全地区自治会へ訪問するタウンミー
ティングを実施することから計画変更を行いました。

事業費（千円）

・ワークショップ形式で2回実施（54人参加）しました。

計画変更

実績値 72 83.3 80 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - 75 75 75

担当部課 市民生活部協働人権課、関係課

評価指標（KPI） 事後アンケートによるタウンミーティングへの参加満足度（％）

現状値 （令和元年度）72％

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナウイルス感染症による感染拡大の影響があったものの、
ワークショップ形式は控え、その代替措置として食品ロスをテーマに
したタウンミーティングを行い株式会社ダイエー、藤井寺市社会福祉
協議会から事例発表していただくなどにより、80％と高い満足度を得
られた。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜市民参加と協働＞

市長・職員がまちに出て、タウンミーティングなど市民と話す機会を創出します

取組概要
市民目線に立ったまちづくりを目指し、市民から市政へのご意見を直接お聞きするタウン
ミーティングを実施して、市民の思いを施策へ反映していくことで、市民参画への意識向上
を図ります。

タウンミーティングなどの開催による「会える市長」「話せ
る市長」の機会の創設

種別

計画
実績

市内全地区自治
会へ訪問する、タ
ウンミーティングを
実施

1



ポリシー K１

マニフェスト 2

ターゲット 2 SDGs

A 評価コメント

既存制度の
活用の推進

様々な
手法の整備

制度を市民に
周知し、市政
への関心を
高める

協働のまち
づくり基本
指針の改定

（仮称）市民参
加手続ガイド
ラインの作成

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 507 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・委員を委嘱している審議会等の数：36
・市民公募を導入している審議会等の数：13

・委員を委嘱している審議会等の数：36
・市民公募を導入している審議会等の数：13
・令和3年度は、協働のまちづくり基本指針を改定します。

・委員を委嘱している審議会等の数：35
・市民公募を導入している審議会等の数：13
・協働のまちづくり基本指針を改定しました。
・協働のまちづくり基本指針に指針に基づき、令和4年度は、市民参画手続きの個別具体の
基準をまとめた（仮称）市民参加手続きガイドラインを作成し、市民参画の促進を図ること
で、より一層の市民とともにつくるまちづくりの実現を図ります。

事業費（千円）

計画変更

実績値 13 13 13 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - 13 14 14

担当部課 市民生活部協働人権課

評価指標（KPI） 市民公募制を導入している審議会等の数（件）

現状値 （令和元年度）13件

ターゲット内容に対する
評価判定

審議会数は減少したものの令和3年度に新たに立ち上げられた審議
会では市民公募制を導入されており、市民公募制の審議会数は横
ばいを維持している。令和４年度には（仮称）市民参画手続きガイド
ラインを作成し、更なる市民参画機会の拡充を図っていく。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜市民参加と協働＞

皆様とともに政策を決定する、市民参加型行政のしくみを構築します

取組概要
パブリックコメント手続に関する実施要綱や、各種審議会委員等について市民からの登用を
進める指針の制定などにこれまで取り組んできましたが、今後も市民の多様な意見や提言
を市政に反映させるため、政策形成過程への市民の参画機会の拡充を図っていきます。

市民参画制度構築に向けたルールづくりによる市民参
画機会の拡充

種別

準備 見直し・修正 策定・取組推進

計画
実績

2



ポリシー K１

マニフェスト 3

ターゲット 3 SDGs

A 評価コメント

広報紙

ホーム
ページ

facebook

LINE

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

18,839 17,574 22,299 15,554 19,743 - 17,910 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

評価指標（KPI）

現状値
令和元年度 令和２年度

（令和元年度）　ホームページアクセス数933,700件、facebook投稿数：387投稿

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナウイルス関連情報に加え、ワクチン接種関連情報がホームページ
のアクセス数を増やし、目標値を超えました。LINEについては、リニューアル
にかかる機能強化により、目標値を大きく超えました。

＜「伝わる」情報の発信＞

広報紙・ホームページのリニューアルや、SNSを積極的に活用し、分かりやすく「伝わる」情報を発信し
ます

取組概要

種別

担当部課

ホームページアクセス数（件）、facebook投稿数：１日１投稿（年間365投稿以上）
LINE友だち（登録者数）

ホームページ：961,711
facebook：400
LINE：5,000

ホームページ：1,780,700
facebook：400
LINE：5,500

ホームページ：1,958,770
→2,200,000
facebook：400
LINE：6,000→13,000

事業費（千円）

・広報紙の令和3年度予算：15,635千円、ホームページの令和3年度予算：1,848千円
・ホームページのアクセス数については、令和3年度に令和4年度の目標値を超過見込みのため、令
和4年度は2,200,000に上方修正しました。
・令和4年1月に有償のLINE公式アカウント対応ツールを導入し、受信設定が可能になったほか、「子
育てメニュー」「市の魅力情報ボタン」の追加、オンライン窓口や小・中学校などの欠席連絡との連携な
ど、更なる機能拡充を図りました。（LINE公式アカウント対応導入事業予算2,260千円）
・LINEの友だち登録者数は令和3、4年度の目標値を超過のため、令和4年度は13,000人に上方修正
しました。

備考
（実施等）

ホームページ:1,666,248
facebook:545
LINE：4,087

ホームページ：2,177,207
facebook：415
LINE：9,542

・広報紙は令和2年1月号からリニューアルを行いました。
・広報紙の令和元年度予算：17,007千円、ホームページの令和元年度予算：1,832千円

・市ホームページは7月からリニューアルを行いました。
・広報紙の令和2年度予算：20,117千円、ホームページの令和2年度予算：2,182千円
・ホームページのアクセス数については、令和2年度に令和3、4年度の目標値を超過のため、令和3年
度は1,780,700、令和４年度は1,958,770に上方修正しました。
・令和2年7月末に「藤井寺市LINE公式アカウント」をリニューアルし、庁内などにポスターを掲示、転入
者にチラシは配付するなど登録者の増加を目指しました。さらに10月にごみの収集日程の検索、11月
に道路・公園の不具合の投稿が可能になりました。
・令和3年度に有償のLINE公式アカウント対応ツールを導入し、更なる機能拡充を図ります。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

広報紙については、カラーページを増やし、雑誌風のレイアウトで若い年代の方にも手に取ってもらえ
るように工夫します。また、読みやすいユニバーサルデザインフォントを採用することで、より「伝わる」
広報紙を目指します。ホームページについては、情報へのアクセス向上に取り組んでいくとともに、トッ
プページの改修を行い、スライダー写真とfacebookの埋め込みを行いました。SNSについては、今後も
タイムリーなイベント案内や市政情報について、スピード感を持って情報発信を行っていきます。新た
な情報提供手段も検討し活用していきます。

広報紙・ホームページのリニューアル/SNSの積極的な活用

令和３年度

実施内容

政策企画部秘書広報課（ホームページ内の各ページ更新とSNSの投稿は全課が対象）

令和４年度

実績値
ホームページ:933,700
facebook:387
LINE：508

目標値 ホームページ:697,472
facebook：300

計画
実績

方針決定

検証

実施方針決定

検証 検証
検証

検証

実施

検証 検証 検証

方針決定

方針決定 実施

検証

検証

検証 検証

実施

3



ポリシー K１

マニフェスト 4

ターゲット 4 SDGs

A 評価コメント

内容検討

実施

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・令和元年度決算において、より市民にわかりやすく、親しみやすい内容となるよう、「ふじい
でらしの「家計簿」」を作成し、市ホームページに掲載しました。
・KPIの設定については、指標設定及び評価が難しいため記載していません。

・予算・決算の広報記事において、わかりやすいと感じていただける記事となるよう、レイアウ
トの変更を行いました。

・引き続き予算・決算の広報記事の見直しを行いました。また令和4年度当初予算案の概要
をとりまとめ、ホームページに公開しました。資料デザインの変更など、伝わりやすい資料作
成に取り組みました。
・広報記事の見直しを課全体で進めることで、課員のスキルアップを図っています。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜「伝わる」情報の発信＞

予算・決算の内容や事業内容を全面公開し、透明化を図ります

取組概要 予算や決算の内容について、より市民にわかりやすく、親しみやすい内容となるよう工夫を
加え、広報紙や市ホームページ等で公表します。

わかりやすく、親しみやすい「伝わる」財務状況の公表

種別

担当部課 総務部行財政管理課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

広報記事についてはグラフの効果的な活用、歳出予算に関する「性
質別」「目的別」による表現など随時見直しを図っています。
令和4年度当初予算案についても概要をわかりやすくとりまとめ、
ホームページに公開しています。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

実績値 - - - -

実施内容

事業費（千円）

計画
実績
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ポリシー K１

マニフェスト 5

ターゲット 5 SDGs

A 評価コメント

検討及び
実施判断

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・対象となる使用料・手数料について整理等を行いました。
・評価指標（KPI）等について、現時点では実施可能性を含め検討中であるため未定として
います。

・評価指標（KPI）等について、現時点では実施可能性を含め検討中であるため未定として
います。

・評価指標（KPI）等について、現時点では実施可能性を含め検討中であるため未定として
います。

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 総務部行財政管理課、関係課（使用料・手数料 等コスト計算による見直しが可能である部
署）

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

公共施設の使用料について、令和2年4月から消費増税分の見直し
を実施しています。さらなる使用料・手数料の見直しにあたっては、
新型コロナウイルス感染拡大や物価上昇などの社会経済情勢の変
化による市民生活を踏まえながら、引き続き適正化に向けた見直し
を検討します。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

市長給料20%カット、退職金ゼロをはじめ、徹底的な経費の見直しを進めます

取組概要 使用料・手数料について、コスト計算を実施し適正な受益者負担となるよう見直しを実施しま
す。

行政サービスの受益と負担の明確化

種別

計画
実績

5



ポリシー K１

マニフェスト 5

ターゲット 6 SDGs

★ 評価コメント

特別職給料
20％カット
条例改正

給料20％カット
任期中
継続実施

退職金ゼロ
継続実施

市長6月期末手
当50％カット

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・特別職給与の20％減額及び市長6月期末手当の50％減額を行い、12,062千円の削減に
取り組みました。

・特別職給与の20％減額を行い、10,866千円の削減に取り組みました。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

市長給料20%カット、退職金ゼロをはじめ、徹底的な経費の見直しを進めます

取組概要
令和元年8月1日から令和5年4月30日までの3年9カ月の間、市長給与20%減額(市長以外
の特別職も同様)の条例改正を行いました。また、特別職の退職金条例については、条例廃
止のまま、退職金ゼロに取り組んでいます。この他、市長の令和2年6月期末手当の50％減
額も併せて実施します。

市長給料20%カット、退職金ゼロを自身任期中実施

種別

担当部課 政策企画部人事課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

特別職の給料20％カットを予定通り継続実施しました。退職手当条
例も廃止のままです。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

実績値 - - - -

実施内容

事業費（千円）

計画
実績
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ポリシー K１

マニフェスト 6

ターゲット 7 SDGs

★ 評価コメント

検討・準備

構築

サービス
開始時期

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 31,240 0 2,556 - 7,711

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・システム導入の検討のため、評価指標の設定は行っていません。

・システム構築費用を予算化しました。
・システム構築業務を着手しました。
・令和3年度の予定として、システム構築業務（令和2年度より継続）、サービス開始（令和3
年12月1日予定）を行います。

・令和2年度予算よりシステム構築に係る予算を繰越しました（繰越額30,140千円）。
・令和2年度よりシステム構築業務を継続し、令和3年12月1日からサービスを開始しました。

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 市民生活部市民課、総務部税務課、政策企画部情報政策課、政策企画部政策推進課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

令和2年度から構築業務に着手し、予定していた令和3年12月から
のサービス開始について計画どおり達成できました。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

市役所のあらゆる業務に市民目線を取り入れ、意識改革を進め、サービスの向上を行いま
す

取組概要 市民サービスの向上や住民票等発行業務等の効率的な運用を踏まえ導入検討を進めま
す。

住民票・税証明書等のコンビニ交付の導入

種別

計画
実績
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ポリシー K１

マニフェスト 6

ターゲット 8 SDGs

★ 評価コメント

検討

初期設定

データ連携
処理

納税通知書
対応の改修

キャッシュレス
決済を導入

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 17,671 12,275 1,887 - 2,096

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・システム導入の検討のため、評価指標の設定は行っていません。

・システム構築費用の予算化及びシステム構築業務に着手しました。
・令和3年度の予定として、キャッシュレス決済（スマートフォンアプリ「モバイルレジ」を利用し
たクレジット納付やPay Payなど）を令和3年4月1日に市税（市・府民税、固定資産税・都市
計画税、軽自動車税（種別割））、国民健康保険料、保育所利用負担額、介護保険料を開
始し、令和3年8月1日に後期高齢者医療保険料を開始する予定です。

・キャッシュレス決済（スマートフォンアプリ「モバイルレジ」を利用したクレジット納付やPayPayなど）を
開始しました。
　令和3年4月1日開始　　市税（市・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割））
　　　　　　　　　　　　　　　 国民健康保険料、保育所利用者負担額、介護保険料
　令和3年8月1日開始　　後期高齢者医療保険料

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 総務部税務課、健康福祉部保険年金課、健康福祉部高齢介護課、こども未来部保育幼稚
園課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

令和2年度においてシステム構築業務を行い、当初計画よりも1年前
倒しし令和3年4月からキャッシュレス決済を開始した。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

市役所のあらゆる業務に市民目線を取り入れ、意識改革を進め、サービスの向上を行いま
す

取組概要 現在、窓口納付や口座振替に加え、コンビニ納付も実施していますが、納付者等のさらなる
利便性の向上を目指し、キャッシュレス決済の導入を進めます。

キャッシュレス決済の導入

種別

計画
実績
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ポリシー K１

マニフェスト 6

ターゲット 9 SDGs

A 評価コメント

SDGsを
位置づけた

総合計画の作成

進捗状況の
管理

職員向け研修
の実施

SDGsパート
ナー制度の
実施

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 19 19 30 - 225 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

・SDGs周知活動として、SDGsを印字した缶バッチを作成し、市職員へ着用を促しました。ま
た、広報紙やホームページへSDGsに関する記事を掲載しました。

・イオン藤井寺ショッピングセンターと連携し、SDGｓ WEEKと題して、市民向けのPRイベント
を実施しました。
・令和2年9月に策定した「藤井寺市SDGｓ取組方針」を踏まえ、職員向け研修をeラーニング
形式での研修を実施しました。

備考
（実施等）

事業費（千円）

計画変更

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 政策企画部政策推進課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

総合計画の進捗管理を引き続き実施しており、あわせて庁内各部署
の計画や取組にもSGDsのめざす目標を位置づけています。加えて、
職員向け研修も実施することができました。そのほか、広報紙やホー
ムページ、市内商業施設にて周知活動を実施しました。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

市役所のあらゆる業務に市民目線を取り入れ、意識改革を進め、サービスの向上を行いま
す

取組概要

2015年9月の国連サミットで、全会一致で採択されたSDGsでは、『「誰一人取り残さない」持
続可能で多様性と包摂性のある社会の実現』のため、2030年を年限とする17の国際目標と
169のターゲットが定められています。
本市においても、SDGsの理念や取組について、全庁的に理解を深めるとともに、藤井寺市
総合計画の後期計画策定等にあたっては、SDGsを意識し、整合性を図るととに、進捗管理
を合わせて行っていきます。

SDGsの実現に向けての取組

種別

計画
実績
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ポリシー K１

マニフェスト 6

ターゲット 10 SDGs

B 評価コメント

検討・策定

実施

検証

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

・「藤井寺市行財政改革推進（案）」を策定し、パブリックコメントを実施しました。
・今後、具体的な項目などを含めた計画等を策定する中で、評価指標の設定についても検
討します。

・5月に「藤井寺市行財政改革指針」を策定しました。
・「藤井寺市行財政改革アクションプラン2020」を策定し、公表しました。
・評価指標（KPI)については、「藤井寺市行財政改革アクションプラン2020」内に掲げる数値
目標達成を含め、取組項目の推進を総合的に勘案する必要があるため、個別の取組項目
に対する効果額等の明確な設定は困難です。そのため、年度毎の収支見通しの作成や、
進捗確認シートにより進捗管理を実施し、適切に推進していきます。

・策定した「藤井寺市行財政改革アクションプラン2020」に掲げる集中改革項目を中心に行
財政改革に資する取り組みを進めています。
・それぞれの取り組み中心課の進捗を把握するため、進捗管理シートのとりまとめを行いまし
た。
・令和2年度決算を反映した収支見通しを作成し公表しました。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

市役所のあらゆる業務に市民目線を取り入れ、意識改革を進め、サービスの向上を行いま
す

取組概要
計画期間を令和5年度末までとする新たな行財政改革の方向性を示すため、「藤井寺市行
財政改革指針」を策定し公表しました。また、「健全な行財政運営の実現」と「時代に合った
行政サービスの強化」の取組をより具体的に計画する「（仮称）藤井寺市行財政改革アクショ
ンプラン」を策定し、全庁的に行財政改革を推進します。

新行財政改革プランの策定

種別

担当部課 総務部行財政管理課、関係課

評価指標（KPI） -

-

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

令和2年度に策定した「藤井寺市行財政改革アクションプラン2020」
に基づき、公民連携による企業との連携、ふるさと納税の推進による
歳入の確保、事業見直しによる歳出科目の精査等の取組を全庁的
に実施し、行財政改革を進めています。
前倒しで進められた項目もあり、概ねスケジュールどおりに検討を進
めていますが、目標の達成度を含めて評価すると、集中改革項目の
一部では予定（又は目標）どおり進められていない項目もあります。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

実績値 - - -

計画変更

実施内容

備考
（実施等）

事業費（千円）

計画
実績
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ポリシー K１

マニフェスト 7

ターゲット 11 SDGs

A 評価コメント

内容検討

実施

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・令和2年度予算編成において、各部局に予算要求上限額を設定することで、予算総額の
削減を図りました。
・KPIの設定については、指標設定及び評価が難しいため記載していません。

・令和3年度予算編成において、すべての経費を「定率シーリング対象経費」「個別アセスメ
ント対象経費」「電算集中経費」「人事集中経費」「そのた経費」のいずれかに分類し、「その
他経費」を除く経費に一般財源ベースでの上限額を設定することで、歳出額の削減を図る
新たな手法を取り入れました。

・令和4年度予算編成において、令和3年度に引き続きすべての経費を「定率シーリング対
象経費」「個別アセスメント対象経費」「電算集中経費」「人事集中経費」「その他経費」のい
ずれかに分類し、新たに「会計年度任用職員経費」の枠を設定しました。「その他経費」を除
く経費に一般財源ベースでの上限額を設定することで、歳出額の削減を図りました。

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - -

種別

-

担当部課 総務部行財政管理課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

令和4年度予算編成は、令和3年度予算編成に引き続きシーリング
（上限額）設定による予算編成を実施しました。各部課における事業
の見直しを含めた精査により、財源不足を埋め合わせる雑入(その
他）の計上額は縮小しました。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

市役所組織のスリム化や、縦割り行政・予算の見直しを行います

取組概要 限られた財源を適正に配分し、新たな行政課題への対応や必要な施策を進めていくため
に、予算編成の見直しを行うとともに、予算の見直しを行います。

予算編成方法の見直し

計画
実績
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ポリシー K１

マニフェスト 7

ターゲット 12 SDGs

A 評価コメント

問題点の
整理・検証

配置場所の
検討

事務分掌の
整理

組織機構
改革の実施

新機構での
業務執行

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・特別定額給付金の早急な対応をするため特別定額給付金室を臨時組織として立ち上げ
ました。
・新型コロナウイルス対策として、市が独自で取り組んだ「子どもの笑顔サポート給付金」を
支給するため、子どもの笑顔サポート給付金担当を臨時組織として立ち上げました。
・令和3年3月には新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に対応するため、新型コロナウイ
ルスワクチン接種チームを立ち上げました。

・円滑な新型コロナウイルス感染症ワクチン接種のため、引き続き新型コロナウイルスワクチ
ン接種チームを継続し、業務を実施しました。
・新たな生活困窮者向け給付金の早急かつ円滑な対応のため、臨時特別給付金事業室を
立ち上げました。

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 政策企画部政策推進課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナウイルス感染症対策として、市民ニーズや対応が必要と
なる事業の円滑な執行とサービス向上のため、横断的な臨時組織を
立ち上げました。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

市役所組織のスリム化や、縦割り行政・予算の見直しを行います

取組概要 市民目線に立った簡素で分かりやすい組織づくりを進め、より一層、丁寧な対応と市民サー
ビスの向上を図ります。

組織機構の見直し

種別

計画
実績
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ポリシー K１

マニフェスト 7

ターゲット 13 SDGs

B 評価コメント

検討

実施判断

実施する場合
導入準備

導入

検討

実施判断

実施する場合
導入準備

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

・体育館及び図書館への指定管理者制度の導入可能性について調査を引き続き実施しま
した。別途検討している（マニュフェスト項目8ターゲット内容15「民間を活用した市民総合体
育館、図書館、スポーツセンターの複合施設化検討」）との整合を図る必要があるため、実
施時期の判断については、引き続き検討する必要があります。
・評価指標（KPI）等について、現時点では実施可能性を含め検討中であるため未定として
います。

・令和2年度の検討において、体育館及び図書館への指定管理者制度の導入効果を認め
ていますが、導入の判断については、別途検討している「民間を活用した市民総合体育
館、図書館、スポーツセンターの複合施設化検討」との整合を図る必要があります。
・評価指標（KPI）等について、現時点では実施可能性を含め検討中であるため未定として
います。

事業費（千円）

計画変更

備考
（実施等）

・体育館及び図書館への指定管理者制度の導入可能性について調査を実施しました。生
涯学習センターについては、別途（マニュフェスト項目１７ターゲット内容１「アイセルシュラ
ホールの観光拠点としての活用方法の検討と実施」）検討しているため、今回の調査では対
象外としています。
・評価指標（KPI）等について、現時点では実施可能性を含め検討中であるため未定として
います。

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 総務部行財政管理課、教育部スポーツ振興課、教育部図書館

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

令和2年度の検討において、当該施設への指定管理者導入の効果
が認められたものの、導入の判断については、別途検討している「民
間を活用した市民総合体育館、図書館、スポーツセンターの複合施
設化検討」と整合を図る必要があります。そのため、既存施設への指
定管理者導入は見送ることとしています。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

市役所組織のスリム化や、縦割り行政・予算の見直しを行います

取組概要 体育館と図書館について、コスト面サービス面の観点から指定管理者制度の導入について
検討します。

指定管理者制度の活用

種別

0

0
計画
実績

0

0

0
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ポリシー K１

マニフェスト 7

ターゲット 14 SDGs

A 評価コメント

各種ＡＩの
研究・調査

各種ＲＰＡの
研究調査

音声認識
ＡＩ導入

ＲＰＡ導入

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 7,920 7,920 2,324 - 3,894 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・新型コロナウイルスの影響により、業務の優先度について調整しており、令和2年度の実施
については保留になっています。

・新型コロナウイルス感染対策及び行政DX推進の一環として、特にコロナ禍における重要
な会議等の情報をいち早く文字情報化（会議録等）し、関係部局や関係機関と迅速な連携
に資するため、要約機能を追加した新たな音声認識AIを導入しました。また、同時に、重要
情報をいち早く市民の皆さんへ周知する一助ともします。

・音声認識AIについては30件程度利用されており、議事録作成業務について一定の効果
を得られました。
・庁内の若手職員を中心とした「PRAの導入に関するタスクフォース」を立ち上げ、RPA対し
ての理解や実証効果の試算など、導入に向けての研究を行いました。
・令和3年度の実績より、令和4年度は音声認識AIのさらなる活用及びRPAを導入するため、
令和4年度の成果指標を20→50に修正します。

事業費（千円）

計画変更

実績値 0 0 30 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 0 5 10 20 → 50

担当部課 政策企画部情報政策課

評価指標（KPI） AI・RPAにより自動化した事務の数（件）

現状値 （令和元年度）0件

ターゲット内容に対する
評価判定

令和3年度については、令和2年度に導入した音声認識AIの利用開
始を行い、会議録作成業務で一定の効果を得られ、評価指標も達
成できた。RPAについては、「PRAの導入に関するタスクフォース」を
立ち上げ、RPA対しての理解や実証効果の試算など、導入に向けて
の研究行い、令和4年度に導入を予定しています。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

市役所組織のスリム化や、縦割り行政・予算の見直しを行います

取組概要
業務のICTを活用して省力化・効率化を図ります。
具体的には、進歩著しいAI技術やRPA技術を利用して自動化可能な業務を選定し、順次、
自動化を行うことにより、業務の省力化・効率化を図ります。これにより、職員の業務負担の
軽減を図り、特に窓口業務など、本来人が担うべき業務を充実させます。

ICTの活用による業務の効率化・省力化

種別

計画
実績

0
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ポリシー K１

マニフェスト 8

ターゲット 15 SDGs

B 評価コメント

施設基本
構想

財政負担の
見極め

実施判断

施設基本
計画

事業者選定

財政負担の
見極め

実施判断

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

7,857 7,040 0 0 16,410 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

事業費（千円）

計画変更

備考
（実施等）

・配置パターン案の作成等基本構想を行いました。
・現状、評価指標を数値で表すことは困難ですが、基本計画策定時にVFM（バリュー・
フォー・マネー）の算出等を行います。

・整備費用削減のための調査、事業の実現性についての市場調査、後年度負担額の検討
を行いました。令和3年度以降の市の財政需要として、公債費の増加に加え、コロナ禍によ
る市税の減収や扶助費・対策費用の増加が見込まれていることから、計画変更を行ってい
ます。
・令和3年度は、財政負担の見極め、事業の実施判断に向けた検討を継続し、検討状況に
よって施設基本計画を策定するか決定します。

・国土交通省の先導的官民連携支援事業の採択を受け、本市の長期的な財政状況を踏ま
えた実現可能な事業条件等の検討を行いました。
・市民団体関係者や公募市民等からなる藤井寺市複合施設整備検討委員会を新たに設置
し、モデルプラン設定に必要な意見を伺うとともに、整備基本計画素案に対してパブリックコ
メントを実施し整備基本計画としてとりまとめました。

検討状況による

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課
藤井寺市民間を活用した複合施設の整備検討部会
（危機管理室、総務部資産活用課、総務部行財政管理課、政策企画部政策推進課、教育
部スポーツ振興課、教育部図書館）

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

調査研究をしているが、社会情勢等により判断が伸びており、然るべ
き時期に判断する。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

機能移転、統廃合、民間委託を含めた市民がもとめる公共施設の最適化・老朽化対策を進
めます

取組概要
耐震性が無く、老朽化の進んでいる図書館及び体育館について、民間活用を視野に財政
負担の軽減・平準化を考えるとともに、維持管理や事業運営の改善も含めた検討を行いま
す。

民間を活用した市民総合体育館、図書館、スポーツセン
ターの複合施設化検討

種別

計画
実績
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ポリシー K１

マニフェスト 8

ターゲット 16 SDGs

B 評価コメント

前期計画実施

後期計画検討

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・藤井寺市立幼稚園・保育所再編実行計画（前期計画）により、令和2年3月31日に藤井寺
南幼稚園野中分園及び藤井寺西幼稚園を藤井寺南幼稚園に、道明寺東幼稚園を道明寺
南幼稚園にそれぞれ統合しました。
・藤井寺市立幼稚園・保育所再編実行計画（後期計画）は令和5年度より実施予定です。

・後期計画策定に向けて、データの集積・分析を行いました。

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 総務部資産活用課（藤井寺市公共施設再編基本計画所管）
こども未来部保育幼稚園課（藤井寺市立幼稚園・保育所再編実行計画所管）

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

前期計画に基づき、長時間の保育を希望される保護者のニーズに
応えるため、統合後の全ての幼稚園において預かり保育を実施しま
した。
後期計画策定に向けて、利用に係るデータの集積・分析を行いまし
たが、利用ニーズを把握するための情報収集ができませんでした。
また、施設の再編方針の一つである、幼保連携型認定こども園への
移行を推進するかどうかについては、現在、第2保育所と道明寺幼
稚園の複合施設である道明寺こども園が、令和5年4月に幼保連携
型認定こども園への移行を進めており、今後の推移を見守る必要が
あります。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

機能移転、統廃合、民間委託を含めた市民がもとめる公共施設の最適化・老朽化対策を進
めます

取組概要
公共施設マネジメント推進本部の下部組織である藤井寺市立幼稚園・保育所のあり方検討
部会により、未来を担う子どもの安全確保と就学前教育・保育サービスの充実を目的に、市
立幼稚園・保育所の施設再編を推進します。

市立幼稚園・保育所の施設再編の推進

種別

計画
実績
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ポリシー K１

マニフェスト 8

ターゲット 17-1 SDGs

A 評価コメント

調査、研究等

検　討

実施に伴う計
画及び調整・
準備（業者選
定、入札、契
約、施設整備
等）

実　施

実施に伴う計
画及び調整・
準備（業者選
定、入札、契
約、施設整備
等）

実　施

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

事業費（千円）

計画変更

-

実績値 - - - -

実施内容

- -

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 総務部総務課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

駐車場管理運営事業者が決定し、令和4年3月7日に契約が完了し
ました。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

機能移転、統廃合、民間委託を含めた市民がもとめる公共施設の最適化・老朽化対策を進
めます

取組概要 本庁舎の駐車場を利用した車両の「駐車料金」により歳入を得ます。また、有料駐車場とし
て管理を行い、不法駐車の阻止と適切に施設の管理を行います。

公共施設の駐車場の有料化（本庁舎）

種別

備考
（実施等）

【本庁舎駐車場管理等実績調査内容】平成31年4月～令和2年3月実績
（利用条件）駐車可能台数：66台　うち来庁者用：50台　公用車専用：16台
（平均利用時間）約1時間
（年間延利用台数）約82,200台
（月間延利用台数）6,850台
※カーシェアリング等のアイデアや公用車の削減の可否については引き続き調査、研究等
を行っていきます。

【駐車場利用台数（実績）】令和2年4月～9月実績
（6ヶ月延利用台数）：36,955台
（月間延平均利用台数）：6,159台

・本庁舎駐車場有料化事業について、調査、研究等の結果、令和4年8月より行うことが決定
しました。令和4年2月に「藤井寺市本庁舎駐車場有料化事業受託候補者庁内選定委員
会」において駐車場管理運営事業者の選定及び決定を行いました。
・評価指標について、ロードマップ設定当初は、駐車場の運営方式が決まっていなかったた
め、指標として「本庁舎駐車場（月間）総利用車両台数」と「有料利用車両台数の比較」、
「有料利用車両月間売上金額」、「本庁舎有料駐車場維持管理負担額」を設定していました
が、駐車場用地の貸付による賃貸借契約事業となったため、評価指標としての設定を不要
としました。
・令和4年8月の駐車場有料化事業に向けて、駐車場管理運営事業者と駐車場の業務内容
及び管理体制など、事業が適切に行えるように進めます。

0

計画
実績

0
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ポリシー K１

マニフェスト 8

ターゲット 17-2 SDGs

A 評価コメント

条例制定

業者選定
及び工事

地元調整

周知

有料化実施

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 4,752 4,356 4,356 - 4,356
債務負担行為

-

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・令和2年4月1日より供用開始します。

・目標値については、新型コロナウイルスの影響や令和2年度の実績を踏まえ、令和3年、4
年をそれぞれ3,000千円から1,800千円へ修正しました。

・目標値については、新型コロナウイルスの影響が引き続きあると思われるが、令和3年度の
実績を踏まえ、令和4年度は1,800千円から2,400千円へ修正しました。市ホームページに駐
車場情報の掲載と、各関係課のページにもリンクするようにしました。

事業費（千円）

実績値(千円) - 1,616 2,420 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値(千円) - 3,000 1,800 1,800 → 2,400

担当部課 都市整備部まち保全課

評価指標（KPI） 年間売上金額　（千円）

現状値 （令和２年度）1,616千円

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナウイルスの影響があったものの、外出抑制が緩和される
期間があったことから、令和3年度は前年度より利用台数、実績値と
もに増加した。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

機能移転、統廃合、民間委託を含めた市民がもとめる公共施設の最適化・老朽化対策を進
めます

取組概要 世界文化遺産の構成資産である津堂城山古墳周辺道路交通の円滑化及び来訪者駐車場
の確保のため、24時間利用可能なふじみ緑地駐車場を設置します。

公共施設の駐車場の有料化（ふじみ緑地）

種別

計画
実績
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ポリシー K１

マニフェスト 8

ターゲット 17-3 SDGs

C 評価コメント

医師公舎の
除却

駐車場整備

病院駐車場と
一体化した
運営委託

医師公舎の
除却

駐車場整備

病院駐車場と
一体化した
運営委託

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 7,500 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度以降に
再検討

備考
（実施等）

・令和2年度に医師公舎を除却し病院駐車場として整備するのにあわせて、コインパーキン
グ化を検討していましたが、現在新型コロナウイルス感染症のための消耗品備蓄倉庫として
利用しているため撤去できなくなっています。新型コロナウイルス対応が落ち着いてから、対
応する予定をしていますが、どの時点で目途が立つのか予測できない状況となっています。

・令和2年度に医師公舎を除却し病院駐車場として整備するのにあわせて、コインパーキン
グ化を検討していましたが、現在新型コロナウイルス感染症のための消耗品備蓄倉庫として
利用しているため令和4年度以降において再度検討していきます。

・令和4年度以降において再度検討としていましたが、新型コロナウイルス感染症が収束に
は至らないと判断していますので、令和5年度以降に再度検討します。

令和5年度以降に
再検討

事業費（千円）

計画変更

令和5年度以降に
再検討

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 市民病院事務局

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

医師公舎が新型コロナウイルス感染症対策の備蓄倉庫として利用し
ているため、除却が実施できず令和５年度以降に再検討することに
なりました

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

機能移転、統廃合、民間委託を含めた市民がもとめる公共施設の最適化・老朽化対策を進
めます

取組概要 医師公舎を取り壊し、跡地を駐車場として民間に貸出し、市民病院の不足する駐車場の確
保と収入の確保を目指します。

公共施設の駐車場の有料化（医師公舎跡地）

種別

計画
実績

0
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ポリシー K１

マニフェスト 8

ターゲット 18 SDGs

A 評価コメント

ESCO事業者
選定

補助金申請

施設改修

ESCO
サービス開始

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

6,014 4,950 0 0 54,888 - 54,888 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・公募型プロポーザル方式で、事業者選定を実施しました。
・評価指標を設定していますが、補助金の有無によって事業規模の変更があり、現状値・目
標値は変更する可能性があります。
・令和2年度当初予算として、省エネ設備更新事業（ESCO事業）の債務負担行為（令和2年
度～17年度）　920,925千円を計上しています。

・保健センターを除いた4施設で補助金を獲得し、設備更新工事が完了しました。
・令和3年度予算額（54,888千円）は総務課（24,288千円）、協働人権課（17,226千円）、福
祉総務課（3,565千円）、健康課（3,261千円）、生涯学習課（6,548千円）の合計額です。

・令和4年度予算額（54,888千円）は総務課（24,288千円）、協働人権課（17,226千円）、福
祉総務課（3,565千円）、健康課（3,261千円）、生涯学習課（6,548千円）の合計額です。

事業費（千円）

実績値 - - 23,076,964 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - 22,650,000 22,650,000

担当部課 総務部総務課、総務部資産活用課、市民生活部協働人権課、健康福祉部福祉総務課、健
康福祉部健康課、教育部生涯学習課

評価指標（KPI） 光熱水費削減額（円）

現状値 （平成３０年度）0円（現状ベースライン設定時の光熱水費54,421,313円）

ターゲット内容に対する
評価判定

ESCO事業は計画どおり導入ができ、令和3年度の光熱水費削減額
も達成できた。

ロードマップ個票
風通しの良い市政を市民の目線で実行

＜徹底した行財政改革＞

機能移転、統廃合、民間委託を含めた市民がもとめる公共施設の最適化・老朽化対策を進
めます

取組概要 省エネ設備更新事業（ESCO事業）を実施し、地球温暖化対策を行うとともに、公共施設の
改修費用の軽減、平準化を行います。

ESCO事業の導入

種別

計画
実績
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ポリシー K２

マニフェスト 9

ターゲット 19 SDGs

A 評価コメント

指導員及び
教室の確保に
向けた関係
各所との協議

確保した
教室の整備

確保した
教室での運営

研修内容の
検討

研修の実施

キャッシュレ
ス決済シス
テム構築

出欠確認の
オンライン化
検討、導入

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

95,041 91,074 120,878 115,961 130,669 - 149,010 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

計画変更

事業費（千円）

備考
（実施等）

・待機児童が発生していた藤井寺南小学校及び藤井寺西小学校との協議を行い、それぞ
れの学校内に教室を新たに確保しました。
・指導員の確保のため、関係課と処遇の改善に向けた協議を行い、時給額の増加等処遇の
改善を実施しました。

・待機児童が発生していた「藤井寺南放課後児童会」と「藤井寺西放課後児童会」で教室の
整備を行い、指導員を増員し、支援の単位を新設することで待機を解消しました。
・支援員を対象に、外部講師による資質向上のための研修を実施しました。また、指導員を
対象とした研修も予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で実施することが
できませんでした。

・実施場所及び指導員の確保ができたため、待機児童を出さずに運営することができまし
た。
・外部研修への派遣や、市独自研修の実施及び、社会教育指導員の巡回訪問等で、児童
会支援員・指導員の質向上を図ることができました。
・保護者の利便性向上と事務効率化のため、保護者負担金の納付方法の充実を図るシス
テムを構築することから、計画変更を行いました。

実施内容

種別

実績値 17

00 0 0

0 0

評価指標（KPI） 待機児童数（人）

現状値

目標値

-

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜待機児０ゼロ保育・幼児教育の充実＞

時代のニーズに合った安全で快適な子育て施設の整備・充実を進め、待機児の解消を図り
ます

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（令和元年５月１日現在）待機児童数：１７人

ターゲット内容に対する
評価判定

実施場所や指導員の確保ができ、待機児童を出さずに運営することができ
ました。また、計画的な研修の実施を行うことで、指導員の質向上を図ること
ができました。

放課後児童会の整備・充実

取組概要 近年ニーズが急増している放課後児童会について、量的・質的な拡充を図っていきます。

担当部課 教育部生涯学習課

計画
実績
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ポリシー K２

マニフェスト 9

ターゲット 20 SDGs

C 評価コメント

施設整備

ふじみ保育園
開園

民間保育施設
等の誘致検討

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

219,694 218,808 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

・令和2年4月1日ふじみ保育園を開園（定員150人）します。

備考
（実施等） ・保育施設への受入枠の調整や事業者との連携を図りました。

事業費（千円）

実績値 14 1 7 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 0 0 0 0

担当部課 こども未来部保育幼稚園課

評価指標（KPI） 待機児童数（人）

現状値 （令和元年度）14人

ターゲット内容に対する
評価判定

令和2年度の民間保育施設の開園により、待機児童の解消に一定
の目途が立ち当初の目標は達成したところですが、令和3年度には
令和2年度のような新規開園施設もなく、また簡易保育施設が令和2
年度より1か所減少した影響で、待機児童数が増加に転じたため、
保育施設への受入枠の調整や民間事業者との連携を図りながら、
再度検討を行っています。

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜待機児０ゼロ保育・幼児教育の充実＞

時代のニーズに合った安全で快適な子育て施設の整備・充実を進め、待機児の解消を図り
ます

取組概要 保育所・幼稚園・こども園施設の計画的な施設整備を行いながら、公立・民間の定員増や
弾力的運用などにより待機児童解消を図ります。

保育所の待機児の解消

種別

計画
実績
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ポリシー K２

マニフェスト 9

ターゲット 21 SDGs

A 評価コメント

遊具
検討・計画

遊具
工事実施

トイレ
検討・計画

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 4,950 - 9,900 - 7,586 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・新設遊具の設置検討を実施しました
・新型コロナウイルスの影響により、業務の優先度について調整しており、令和2年度の実施
については保留になっています。

【遊具】
・新型コロナウイルスの影響により、令和2年度の実施については見送りとなりました。
・タウンミーティングを実施しました。
・令和3年度以降の財源確保を含め、目標値を見直しました
・補助金、交付金等を活用した遊具の設置を検討しました。
【トイレ】
・実施内容については、遊具とトイレを分離して表記しました。

【遊具】
・前年度のタウンミーティングの意見を参考にしました。
・宝くじ助成の採択を受けることができた為、補助金を１００％活用できました。
・地域のこども達や緑地利用者の意見を取り入れる為、アンケートを実施しました。
【トイレ】
・引き続き検討を実施します。

事業費（千円）

実施内容

2

0 0 1 -実績値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 0 1 1

担当部課 都市整備部農とみどり保全課

評価指標（KPI） 改修箇所（箇所）

現状値 （令和元年度）0箇所

ターゲット内容に対する
評価判定

令和3年度においては、ふじみ緑地内にユニバーサルデザインの複
合遊具を設置しました。設置についてはアンケート調査を実施し地
域の意見を取り入れることができました。

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜待機児０ゼロ保育・幼児教育の充実＞

時代のニーズに合った安全で快適な子育て施設の整備・充実を進め、待機児の解消を図り
ます

取組概要 老朽化した公園の遊具やトイレの改修等、地域のニーズに応じた公園を計画的にリニュー
アルを図ります。

遊べる公園の整備

種別

計画
実績
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ポリシー K２

マニフェスト 10

ターゲット 22 SDGs

B 評価コメント

保育士確保

会計年度
任用職員の
報酬改善

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

574,450 540,478 527,688 514,459 505,136 - 544,605 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

・令和2年度採用試験において退職補充以外に1名増で募集しました。
・令和2年スタートの会計年度任用職員制度創設に際して、保育士（会計年度任用職員）の
報酬をアップしました。

備考
（実施等）

・令和3年度採用試験において退職者補充以上の募集を行いました。
・令和4年2月より保育所で勤務する会計年度任用職員の給与面での処遇改善を図りまし
た。

事業費（千円）

実績値 77 78 79 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 77 78 79 未定

担当部課 政策企画部人事課

評価指標（KPI） 正職員数（人）

現状値 （令和元年度）77人

ターゲット内容に対する
評価判定

正職保育士の確保に向けて退職補充以上の募集を行うとともに、令
和4年2月より保育所で勤務する全職種の会計年度任用職員におい
て報酬単価の増額を図りました。

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜待機児０ゼロ保育・幼児教育の充実＞

保育士の待遇改善を進め、人員を確保し、安心で安定した保育環境を提供します

取組概要 保育士の安定的な確保のため待遇改善を図るとともに、｢保育の質｣の向上を目指し、保育
所における正職員の確保を図ります。

保育士の確保及び待遇改善

種別

計画
実績
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ポリシー K２

マニフェスト 11

ターゲット 23 SDGs

B 評価コメント

産婦健診の
実施

受診勧奨

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

2,670 963 4,756 2,531 3,089 - 3,037 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・令和元年10月1日以降に出産された方が対象で事業を開始しました。
・事業開始時には、対象者すべてに個別で受診券の郵送を行い、また、ホームページ、ア
プリ、デジタルサイネージなどでも周知を行いました。
【令和元年度実績】
・対象者数：201名　受診者数：143名(実数)、205名(延べ)　受診率：71.1％
・受診率が目標を下回る要因として、大阪府の大半の産科病院では産婦健診を実施し利用
されていますが、他府県では未実施の病院も多く、里帰り出産等の方は受診できない現状
であることが考えられます。

・妊娠届出書提出時にすべての妊婦と面接を行い、その面接時に産婦健診の重要性を説
明し、産婦健診受診券を手渡しています。
【令和2年度実績】
・対象者数：410名　受診者数：367名(実数)、518名(延べ)　受診率：89.5％
・受診率が目標を下回る要因として、産婦健診は産後2週間と1か月の2回が定められている
が、大阪府下の大半の病院では、産後1か月のみ実施の医療機関が多くなっていることが
要因と考えられます。また、他府県では未実施の病院も多く、里帰り出産等の方は受診でき
ない現状であることが考えられます。

・ふじいでら子育て世代包括支援センターに妊娠届出書提出時にすべての妊婦と助産師
が面接を行い、その面接時に産婦健診の重要性を説明し、産婦健診受診券を手渡してい
ます。
【令和3年度実績】
・対象者数：415名　受診者数：400名(実数)、569名(延べ)　受診率：96.3％
・受診率が目標を下回る要因として、近隣病院において産後2週間健診が国の定める基準
での健診が行われていなかったり、他府県では未実施の病院が多かったりすることが、要因
と考えられます。近隣病院へは、国の定める基準での健診を依頼しましたが、医師のマンパ
ワー不足で早急な対応は難しいとの回答がありました。

事業費（千円）

実績値 71 89.5 96.3 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 90 94 97 100

担当部課 健康福祉部健康課

評価指標（KPI） 産婦健診の受診率（％）

現状値 （令和元年度）   71％

ターゲット内容に対する
評価判定

受診率向上のために、妊産婦に周知を行っており、受診率は向上し
てきていますが、出産病院での実施状況が１回や未実施の場合もあ
り、目標受診率には達していません。受診により早期の介入を行うこ
とができた例もありました。

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜待機児０ゼロ保育・幼児教育の充実＞

病児・病後児保育事業、産前・産後ケア事業を拡充します

取組概要 出産医療機関等において、産後2週間と産後1カ月の2回、問診（エジンバラ産後うつ病問
診票を含む）・診察等を行い、産後うつの予防、新生児への虐待予防等を図ります。

産婦健診の実施

種別

0

計画
実績

0
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ポリシー K２

マニフェスト 11

ターゲット 24 SDGs

A 評価コメント

産後ケア
事業の実施

評価

見直し

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

2,518 271 2,489 1,371 1,600 - 2,757 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

・令和元年10月から事業開始しました。
・妊娠届出、出生連絡票届け出時に全員に周知を行いました。また、ホームページ、アプ
リ、デジタルサイネージなどを活用し、広く周知を図りました。
【令和元年度実績】
・ショート：2名(実数)、7名(延べ)　訪問：32名(実数)、42名(延べ)　アンケートによる満足度：
100％
・家族等から十分なサポートを受けられず、心身の疲れが表れて始めた方の利用があり、産
後うつなどの予防を図ることができました。
・妊婦の多岐にわたるニーズに対応できるよう、利用可能なケア施設を増やしていきます。

・妊娠届出、出生連絡票届け出時に全員に周知を行いました。また、ホームページ、アプ
リ、デジタルサイネージなどを活用し、広く周知を図っています。
【令和２年度実績】
・ショート：14名(実数)、23泊（延べ）　デイ：2名(実数)、2日（延べ)、訪問：33名(実数)、59名
(延べ)　アンケートによる満足度：100％
・令和2年度は、コロナウイルスの影響で、里帰りが不可能となったり、祖父母の遠方からの
来訪による支援が受けられなかったりと、産後直後より核家族だけでの子育てとなり、心身の
疲れが表れて始めた方のほか、多胎の方などの利用があり、産後うつなどの予防を図ること
ができました。
・妊婦の多岐にわたるニーズに対応するため、ショート・デイのケア利用可能施設を令和2年
度7月に2か所増設し、計4か所とした。
・令和3年度は、訪問におけるケア事業の対象を広げ、4か月未満から1歳未満へと変更しま
す。

・妊娠届出、出生連絡票届け出時に全員に周知を行いました。
【令和3年度実績】
・ショート：12名(実数)、39泊（延べ）　デイ：1名(実数)、2日（延べ)、訪問：29名(実数)、50名
(延べ)　アンケートによる満足度：100％
・令和3年度は、新型コロナウイルスの影響で、産後直後より核家族だけでの子育てとなった
り、産後の疲れが出始めた時に実家との往来ができなかったりと、県外の実家との容易な往
来が制限されたことで、心身の疲れの訴えがあり産後ケアを利用されたケースがありました。
早期での介入ができたことで、産後うつなどの予防を図ることができました。
・妊婦の多岐にわたるニーズに対応するため、ショート・デイのケア利用可能施設を令和4年
度に1か所増設し、計5か所とする予定です。
・令和3年度は、訪問におけるケア事業の対象を広げ、4か月未満から1歳未満へと変更しま
した。

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜待機児０ゼロ保育・幼児教育の充実＞

病児・病後児保育事業、産前・産後ケア事業を拡充します

取組概要
産後に退院した直後から、産後１年未満で、支援が必要な母子を対象に産後ケア事業を実
施し、母親の心身のケアや育児のサポートを行い、安心して子育てができる支援体制の確
保を図ります。

産後ケア事業の実施

種別

担当部課 健康福祉部健康課

評価指標（KPI） 産後ケア利用者の満足度（％）

現状値 （令和元年度）   100 ％

ターゲット内容に対する
評価判定

すべての妊産婦に周知を図り、必要な方の利用が増加しています。
また、利用された方の満足度は昨年度から変わらず100％となって
います。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 80 100 100 100

実績値 100 100 100 -

実施内容

事業費（千円）

備考
（実施等）

0

計画
実績

0
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ポリシー K２

マニフェスト 11

ターゲット 25 SDGs

★ 評価コメント

体調不良児
対応型の実施

病後児対応型
の実施

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

7,815 6,946 7,391 5,029 6,456 - 7,069 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・ふじみ緑地に民間誘致した保育所において病後児保育が併設され、令和2年度より事業
を開始されることにより、量的目標は達成される見込みです。

事業費（千円）

実績値 4 6 6 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 6 6 6 6

担当部課 こども未来部保育幼稚園課

評価指標（KPI） 実施箇所数（箇所）

現状値 （令和元年度）4箇所

ターゲット内容に対する
評価判定

令和2年4月に開園したふじみ保育園により、病児保育事業のうち「病後児
対応型」及び「体調不良児対応型」を実施したころにより、量的目標は達成
されました。

・令和2年4月1日に開園したふじみ保育園において病後児保育事業が開始されたことによ
り、量的目標は達成されました。

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜待機児０ゼロ保育・幼児教育の充実＞

病児・病後児保育事業、産前・産後ケア事業を拡充します

取組概要 保育所に通う児童等が病気にかかった際や病気回復期で集団保育の困難な期間におい
て、児童を保育所・病院等の施設で一時的に預かる事業を実施します。

病児保育事業のうち「体調不良児対応型」に加え、「病
後児対応型」の実施

種別

計画
実績
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ポリシー K２

マニフェスト 12

ターゲット 26 SDGs

★ 評価コメント

中学卒業
年度末まで
助成実施

18歳到来
年度末までの
拡大の検討

18歳到来
年度末までの
助成実施

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

209,177 193,334 210,176 150,755 230,000 - 230,000 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・平成28年7月より中学校卒業年度までに助成を拡大しています。
・扶助費が増大する中、市単独事業では負担が大きいため、大阪府へ制度拡充の要望を
行っており、また助成制度の拡充に向け、本市においても検討を行います。

・令和3年4月診療分より、18歳到達年度末まで助成を開始します。
・助成の拡大は決定したが、扶助費が増大する中、市単独事業では負担が大きいため、 大
阪府へ制度拡充の要望を引き続き行います。

・令和3年4月診療分より、18歳到達年度末までの助成を開始しました。
・助成の拡大は実現しましたが、扶助費が増大する中、市単独事業では負担が大きいた
め、 大阪府へ制度拡充の要望を引き続き行いました。

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 健康福祉部保険年金課

評価指標（KPI） -

現状値 （令和元年度）中学卒業年度末まで助成

ターゲット内容に対する
評価判定

令和3年4月診療分より、助成の対象を18歳到達年度末まで拡大す
ることが決定し、実際に助成を開始しています。

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜子育て世帯への経済的・制度的支援＞

保育料、学費、学校給食費、子どもの医療費など、子育て世帯の負担軽減に取り組みます

取組概要 子どもの医療費の一部自己負担金に対して助成を行うとともに、助成制度を充実させ、子育
て世帯の経済的負担の軽減を図ります。

子どもの医療費助成の拡大

種別

計画
実績
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ポリシー K２

マニフェスト 12

ターゲット 27 SDGs

★ 評価コメント

開始準備

開始

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 0 2,698 2,257 2,640 - 2,601 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・令和2年度より民間保育施設に通う3歳以上児の給食費について、保護者負担の軽減を図
るための補助項目を現在ある民間保育所等運営費補助金の項目に追加します。

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 こども未来部保育幼稚園課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

民間保育所等運営費補助金の項目に、給食費負担軽減事業を追
加することで、保護者負担の軽減を図ることができました。

・令和2年度より民間保育施設に通う3歳以上児の給食費について、保護者負担の軽減を図
るための補助項目を現在ある民間保育所等運営費補助金の項目に追加しました。

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜子育て世帯への経済的・制度的支援＞

保育料、学費、学校給食費、子どもの医療費など、子育て世帯の負担軽減に取り組みます

取組概要 幼児教育・保育の無償化により発生することとなった給食費（主食費等）に対する保護者負
担の軽減を図ります。

保育施設における給食費の保護者負担の軽減

種別

計画
実績
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ポリシー K２

マニフェスト 12

ターゲット 28 SDGs

A 評価コメント

調査・計画策定
に向けての事前

準備

実態調査

計画策定
業務

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 5,390 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・国が、令和2年度に貧困の実態調査を行う予定でしたが、コロナウイルス感染症対策の影
響で、動きが止まっているため、実施時期は未定です。国の動向に注視しながら、調査項目
の検討を進めます。
・子どもの貧困対策関連事業では、“生活の支援”として、令和2年度から地域子育て支援
拠点を１施設増設したことにより拡充を図ります。今後“教育の支援”のひとり親家庭等によ
る学習支援事業は、保護者のニーズも多いことから、拡充に向けて検討したいと考えていま
す。

・国が、令和3年2月に中学2年生の子ども及び保護者5,000組を対象に、生活実態調査を
行い、夏頃に調査・検討結果が公表される予定です。それを受け、大阪府の動向にも注視
しながら、実態調査・計画策定に向けて検討を進めます。
・子どもの貧困対策関連事業では、“生活の安定に資するための支援”として、令和2年度か
ら地域子育て支援拠点を1施設増設（ぽけっとひろば）したことにより拡充を図りました。ま
た、令和3年度から“教育の支援”として、ひとり親家庭等学習支援事業の受講人数の拡充
を図ります。

・令和4年度中に貧困の実態調査及び子どもの貧困対策推進計画を策定するため、令和4
年1月に業務委託業者のプロポーザル方式による入札を行い、実態調査の調査票及び計
画策定について検討を進めています。
・子どもの貧困対策関連事業では、“教育の支援”として、ひとり親家庭等学習支援事業の
受講人数を拡充しました。

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 こども未来部子育て支援課

評価指標（KPI） 計画策定時に検討

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

令和4年度に行う実態調査及び計画策定に向けて、国、大阪府、他
市の貧困対策に関する情報を収集した。

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜子育て世帯への経済的・制度的支援＞

保育料、学費、学校給食費、子どもの医療費など、子育て世帯の負担軽減に取り組みます

取組概要 令和元年6月に子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正に伴い、藤井寺市の子どもの
貧困対策計画の策定に努めるとともに、子どもの貧困対策の推進に取り組みます。

子どもの貧困対策の推進

種別

計画
実績
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ポリシー K２

マニフェスト 13

ターゲット 29 SDGs

★ 評価コメント

配線工事

端末・サーバー
周辺機器更改

教務支援システム
の導入

セキュリティ
ポリシーの作成、
校務支援システム
の導入方法検討

インターネット
分離

統合型校務支援
システムの導入

公立学校通信
ネットワーク
環境整備

【GIGAスクール】

公立学校情報
機器整備

【GIGAスクール】

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額
12,135 12,135 176,348 8,580 174,538 - 14,168 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・GIGAスクール構想の「公立学校情報機器整備」については、国の「１人1台端末」の早期
実現を見据えた補正予算措置を受け、令和2年11月中の整備を目指します。
・インターネット分離、統合型公務支援システム導入を令和3年度以降リースでの整備を検
討しています。

・GIGAスクール構想の「公立学校情報機器整備」については、国の「1人1台端末」の早期
実現を見据えた補正予算措置を受け、令和2年11月中の整備が完了しました。
・インターネット分離、統合型校務支援システム導入を令和3年度以降での整備を検討して
います。
・ＧＩＧＡスクール構想の実現と学校現場におけるICT教育推進のために、GIGAスクールサ
ポーター及びＩＣＴ支援員の配置を実施しました。
・校務支援システムの導入については、新型コロナウイルス感染症への対応などから、令和
4年度中の導入検討へ変更しました。

・統合型校務支援システム導入を行いました。
・GIGAスクールサポーター及びＩＣＴ支援員を活用し、毎日のタブレットPCの持ち帰り、オン
ライン学習、オンライン出欠確認、年次更新作業、各種オンライン会議等のICT機器の環境
整備と活用を行いました。

種別

100 100

事業費（千円）

目標値

実績値

実施内容

令和元年度

-

教育ICT環境の整備（ＧＩＧＡスクール構想の実現等）

取組概要

評価指標（KPI） 児童生徒用PC端末普及率（児童生徒用端末台数/児童生徒総数)（％）
令和２年度末までに児童生徒へ1人1台PC端末整備する

現状値

令和４年度

（平成３０年度）8.47％

令和２年度

8.47

ターゲット内容に対する
評価判定

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜学校教育の充実＞

グローバル社会に通用する英語教育をはじめ、質の高い授業と学習指導を実現します

教育委員会のセキュリティポリシーを作成し、教職員研修を複数回
実施して、教職員のセキュリティ意識の醸成を図りました。統合型校
務支援システムの導入を行いました。ICT支援員を活用してＧＩＧＡス
クール構想を進めました。

文部科学省が掲げるGIGAスクール構想（児童生徒1人1台端末及び高速大容量の通信
ネットワークの一体的整備）の実現を目指します。
併せて、教育委員会のセキュリティポリシーの作成、教職員のセキュリティ意識の醸成を図
り、統合型校務支援システムの導入を目指します。

担当部課

8.47 100 100 100

教育部教育総務課、教育部学校教育課

令和３年度

計画
実績
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ポリシー K２

マニフェスト 13

ターゲット 30 SDGs

A 評価コメント

ＡＬＴを活用した
英語力の向上

フォニックス
プログラムの
実施

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

25,421 25,421 26,855 26,855 26,855 - 18,803 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・各中学校区に3人、小学校に2人ALTを配置し、本市独自のフォニックスプログラムを継続
実施するとともに、ALTとの英語のやり取りを通して、英語でコミュニケーションをとることに対
して、楽しさを感じながら英語を学習できるように取り組みました。
・ICT機器を使って、英語で自分が話したいことを録音し、発音をより上手にできるように、子
どもたちが主体的に取り組む学習を実施しました。
・でらっこイングリッシュオンラインでALTが作成した英語学習動画を配信し、英語への興
味、関心付けを行いました。
・①英語が好きと感じる児童生徒の割合、②英語を話すことが得意と思う児童生徒の割合を
新たに指標として設定しました。

事業費（千円）

・各中学校区に3人、小学校に2人ALTを配置し、小中学校の英語科の授業における子ども
たちの「話す」「聞く」「読む」「書く」力の育成に取り組みました。
・本市独自のフォニックスプログラムにより、「話す」「読む」力の向上を図りました。子どもたち
には「英語の文字が読める」「積極的に話をしようとする態度が見られる」等の成果がありまし
た。

実績値 - -
【小】①61.0％②11.2％
【中】①48.4％②14.1％

-

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - -
【小】①7１.0％②2１.0％
【中】①58.0％②24.0％

担当部課 教育部学校教育課

評価指標（KPI） ①英語が好きと感じる児童生徒の割合
②英語を話すことが得意と思う児童生徒の割合

現状値 （令和3年度）　【小学校】①61.0％　　②11.2％　　　　【中学校】①48.4％　　②14.1％

ターゲット内容に対する
評価判定

子どもたちの発達段階に応じた適切な学習指導を行っています。継
続した取り組みにより、将来、成果が見えてくると考えています。

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜学校教育の充実＞

グローバル社会に通用する英語教育をはじめ、質の高い授業と学習指導を実現します

取組概要
幼児・児童・生徒に対して、外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用して、外国語におけるコミュニ
ケーションの素地や4技能（話す、聞く、読む、書く）の力を向上させ、グローバルな視点を育
みます。また、幼児・児童・生徒が、外国の文化に興味を持ち積極的に外国語でコミュニ
ケーションをとれるようにします。

英語教育の充実

種別

計画
実績
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ポリシー K２

マニフェスト 14

ターゲット 31 SDGs

★ 評価コメント

設置工事
（屋内運動
場除く）

維持管理

設計
（屋内運動
場）

設置工事
（屋内運動
場）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

854,305 854,305 33,841 31,807 528,329 - 28,002
債務負担行為

-

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・PFI事業により、令和元年9月1日にすべての市立小中学校の普通教室及び特別教室等に
空調機器を導入しました。以降は、フロンの法定点検、機器異常時の対応、使用状況の監
視報告などを一元的に実施する維持管理期間（令和14年3月末まで）となります。

・屋内運動場での教育活動の温度面での環境維持、避難所設置の際の環境を維持するた
め、市内10小中学校の屋内運動場（体育館）へ令和3年度中に空調設置を実施することか
ら、評価指標を変更しました。

・屋内運動場への空調機器導入について、施工時期を前半（5校）と後半（5校）に分けて進
め、年度内に全校設置完了したことから、評価指標の目標値を達成しました。

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜学校教育の充実＞

すべての小学校・中学校においてエアコンと洋式トイレの設置を計画的かつスピーディーに
進めます

取組概要 市立小中学校の普通教室、特別教室等及び屋内運動場に空調設備を設置します。

種別

小中学校のエアコン設置

担当部課 教育部教育総務課

評価指標（KPI） 小中学校における普通教室、特別教室等及び屋内運動場（体育館）のエアコン設置率
（％）

現状値 （令和2年度）97.6%

ターゲット内容に対する
評価判定

屋内運動場への空調機器導入について令和3年度に全校設置完了
したことから、市立小中学校の普通教室、特別教室等及び屋内運動
場すべてに空調設備を設置することができ、取組を達成しました。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 100（屋内運動場除く） 100（屋内運動場除く）100（屋内運動場含む）100（屋内運動場含む）

実績値 100（屋内運動場除く）
100（屋内運動場除く）
97.6（屋内運動場含む）

100（屋内運動場含む） -

実施内容

事業費（千円）

計画
実績
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ポリシー K２

マニフェスト 14

ターゲット 32 SDGs

A 評価コメント

トイレ改修
工事設計
（道東・三中）

改修工事
（道東・三中）

洋式化・乾
式化の計画

トイレ改修
工事設計
（道中）

改修工事
（道中）

トイレ改修
工事設計
（道南）

トイレ改修
工事設計
（道中屋体）

トイレ改修
工事

（道中屋体）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

16,523 14,458 210,000 175,619 144,904 - 24,100 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

・夏休み期間を利用し同校（道明寺東小、第三中学校）のトイレ改修工事（Ⅰ期）を実施しま
した。同様に令和3年度にトイレ改修工事（Ⅱ期）を実施します。
・令和3年度の予算編成において、事業の実施時期を見直し、道明寺中学校、道明寺南小
学校については、令和４年度以降の着手へと計画を変更します。

・夏休み期間を利用し同校（道明寺東小、第三中学校）のトイレ改修工事（Ⅱ期）を実施しま
した。
・令和3年12月議会で道明寺中学校屋内運動場トイレ改修に係る設計費用に係る債務負担
行為を設定し、令和4年度中に同改修工事を実施します。

計画変更

事業費（千円）

令和5年度以降

備考
（実施等）

・6月に道明寺東小学校、第三中学校のトイレ改修設計を補正予算要求し実施しました。
・令和2～3年度の夏休み期間を利用し同校（道明寺東小、第三中学校）のトイレ改修工事
を実施します。
・令和4年度からは洋式化率の低い学校、築年数及び前回改修からの経過年数を考慮し、
必要性の高いと思われる学校から計画的に改修工事を実施します。

-49.38 58.44

目標値 49.38 58.44 63.89

63.89実績値

実施内容

現状値

市立小中学校の全体的な洋式化率や、前回改修時期等を勘案し、計画的なトイレ改修の
実施を目指します。

担当部課 教育部教育総務課

評価指標（KPI）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

市立小中学校のトイレ洋式化率（％）
（令和9年度末まで）小中学校における学校トイレの洋式化率90％以上

令和5年度以降

63.89 → 64.21

種別

（令和元年度）49.38％

ターゲット内容に対する
評価判定

令和3年度は前年度同様、特定財源も採択され予定通り2校同時整
備をすることができました。令和４年度の道明寺中学校トイレ改修に
ついては市全体の優先順位の中で、改修箇所を屋内運動場のみに
限定し、前倒しで実施いたします。

取組概要

ロードマップ個票
「子育てするなら藤井寺」と言われるまちへ

＜学校教育の充実＞

すべての小学校・中学校においてエアコンと洋式トイレの設置を計画的かつスピーディーに
進めます

小中学校への洋式トイレの設置

計画
実績
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ポリシー K３

マニフェスト 15

ターゲット 33 SDGs

A 評価コメント

協定書締結

情報発信

施設利用

定期的な協議

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

140 67 228 - - - - -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

【令和元年度取組】
・イベント広場にて下水道フェアを実施（下水道総務課）
・イベント広場にてデラハロのパレードの実施とイオンからお菓子の提供（まち創造課）
・屋上芝生広場、イオンホールでええとこふじいでら♪体操を実施（高齢介護課）
・イベント広場で献血を実施（健康課）
・イオンホールで一日合同相談会を実施（協働人権課）
・イオンホールで市長タウンミーティングを実施（協働人権課）
・イオンホールで選挙啓発ポスター展を実施（選挙管理委員会事務局）
・イベント広場にて本人通知制度PRブースを設置（市民課・協働人権課）
・イオンホールにて人権啓発ポスター展の実施（協働人権課）

・既存事業や新規事業を含めて合計30件の連携事業を行いました。市の啓発活動を店舗
で実施するほか、イベントを共同実施するなど、幅広い事業を実施することができました。
・当初設定した令和2年度の目標値を超えたため、令和3年度の目標値を上方修正しました
が、オープンから1年半経過し、連携事業が定着化しつつあるため、令和4年度の目標値は
据え置きとしました。

・昨年度から引き続き、イオン藤井寺ショッピングセンターの施設を利用した各種啓発関係、
共同のイベント開催等、幅広い事業で連携を図ることができました。
・各部署で様々なイベントなどをイオン藤井寺ショッピングセンターで行われていますが、連
携部のみの予算を算出することが困難であることから、令和2年度決算額と令和3年・4年度
度決算額を「-」に変更しました。
・令和3年度の評価指標の目標値を上回ったため、令和4年度の目標値を50から55に上方
修正しました。

事業費（千円）

実績値 9 30 53 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 9 20 40 50 → 55

担当部課 政策企画部政策推進課（全課対象）

評価指標（KPI） 連携事項の取組件数（件）

現状値 （令和元年度）9件

ターゲット内容に対する
評価判定

全庁的に積極的に連携事業を進められており、イオン藤井寺ショッ
ピングセンターの集客力や企画力を活かした取組が定着していま
す。

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜民間事業者と連携したにぎわいのまちづくりの推進＞

イオンショッピングセンター等との公民連携により地域の活性化を図ります

取組概要 令和元年９月に株式会社イオンと地域連携協定の締結を行いました。今後は、効果的に実
施するため、定期的に協議を行い、地域の活性化及び市民サービスの向上を目指します。

イオンとの地域包括協定による地域の活性化

種別

計画
実績
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ポリシー K３

マニフェスト 15

ターゲット 34 SDGs

A 評価コメント

企業
パートナーシッ
プデスク設置

連携実施

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 11 - 11 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・連携の取組を行った企業及び学校：大阪商業大学、四天王寺大学、大阪緑涼高等学校、
株式会社イオン

・令和2年度の実績が想定以上だったため、令和3年度以降の目標値を変更しました。
・令和2年4月1日から2年間大阪府公民戦略連携デスクに職員1名を派遣し、大阪府および
大阪府と公民連携を行っている企業・事業者・大学等との連携を図ります。
・令和2年度包括連携協定締結企業数は4社（郵便局・第一生命保険株式会社・コカ・コーラ
ボトラーズジャパン株式会社・大塚製薬株式会社）です。
・コロナ禍に対する医療従事者などへの支援（飲料水・食料・アルコールなどの無償提供）を
行いました。
・健康、防災、店支援、子育て、観光などに関する周知・啓発の取り組みを各企業と連携し
て実施しました。

・各課ヒアリングを行い公民連携ニーズの洗い出しを行いました。また、自治体の課題と民間
サービスをマッチングするサービス「自治体CONNECT」にて課題を掲載し、提案募集を
行っています。
・令和3年度本デスクきっかけに1社と包括連携協定（シャノン株式会社）、2社と個別連携協
定（凸版印刷株式会社、PIAZZA株式会社）を締結しました。
・大阪スマートシティパートナーズフォーラムに参画し、凸版印刷株式会社と観光分野にお
ける実証実験を行いました。
・大阪府下の公民連携を推進すべく設立されたOSAKA公民連携推進協議会に参画しまし
た。
・その他、健康・職員育成・観光・教育・子育てなどの分野で連携を行いました。
・令和3年度の評価指標の目標値を上回ったため、令和4年度の目標値を15から20に上方
修正しました。

事業費（千円）

実績値 4 13 16 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 4 5 15 15 → 20

担当部課 政策企画部政策推進課

評価指標（KPI） 「企業パートナーシップデスク」のマッチングにより公民連携を行った企業・事業者・大学等
の数（件）

現状値 （令和元年度）4件

ターゲット内容に対する
評価判定

デスクの認知度が庁内外ともに拡大し、目標以上の連携を行うことが
できました。
大阪府をはじめとして様々な情報収集の手段を確保できました。

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜民間事業者と連携したにぎわいのまちづくりの推進＞

イオンショッピングセンター等との公民連携により地域の活性化を図ります

取組概要

社会課題・地域課題は多様化、複雑化しており、行政単独での解決が難しくなっています。
そのため、地域ぐるみはもちろんのこと、地域外との連携が重要になっています。特に、企
業・事業者・大学等のCSR/CSVとの公民連携を行い、互いのノウハウや資源を活かしあうこ
とで、効果的・効率的な施策を実施していく必要があります。
そこで、企業・事業者・大学等のCSR/CSVとの公民連携に関するワンストップ窓口「企業
パートナーシップデスク」を設置し、分野横断的に議論を行い、各担当部署へのマッチング
を行うことで公民連携を促進します。また、特に公民連携を行うことで課題解決や施策の効
率化・充実に取り組みたいテーマについては、各部署から集約し、一元的に提示します。

公民連携の推進

種別

計画
実績
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ポリシー K３

マニフェスト 16

ターゲット 35 SDGs

A 評価コメント

計画・実行
組織の
設置・運営

企画・計画
・準備

実施

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 3,000 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・第38回市民まつり（平成29年度）をもって終了しています。

・新しいまつり実施検討に当たっての前提条件及び基本的な考え方等を整理しました。
・令和3年度は運営組織の構築とまつり実施に向けての具体的な協議を進めていきます。

・「新しいまつりイベント開催に向けて」をテーマにしたタウンミーティングにてご意見をいた
だきました。また、新まつりイベント準備委員会を開催し、持続可能な実行委員会の組織体
制について協議を行いました。
・令和4年度は新しいまつりイベントの運営組織である実行委員会を立ち上げ、新しいまつり
イベントを実施します。

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - 実施

担当部課 市民生活部協働人権課

評価指標（KPI） 令和4年度までに新しい形の市民まつりを実施

現状値 第38回市民まつり（平成29年度）で一度終了しています。

ターゲット内容に対する
評価判定

令和4年度の新しいまつり実施に向けて、「新しいまつりイベント開催
に向けて」をテーマにしたタウンミーティングを2回、新まつりイベント
準備委員会を2回開催し、令和4年は11月23日（水・祝）に市民まつ
りの開催が決定された。

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜民間事業者と連携したにぎわいのまちづくりの推進＞

市民まつりの復活など、「楽しめ・にぎわい・交流できる」イベントを皆様とともに創出し、実施
します

取組概要

かつての市民まつりが運営組織の課題を解消できずに終了した経過を踏まえ、先ずは市民
の中から組織に長く定着し運営を担っていただける新たな人材を集め、市職員も参加する
持続力のある組織を新たに築きます。
名称や内容、実施形式等についても、過去にとらわれず今の時代に合った新しい形の「市
民まつり」の実施に向けて取り組みます。

市民まつりの復活

種別

計画
実績
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ポリシー K３

マニフェスト 16

ターゲット 36 SDGs

B 評価コメント

イベントの
開催

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

6,384 5,132 1,100 - 1,600 - 1,600 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・新型コロナウイルスの影響により、令和2年中のイベントは困難です。
・令和3年以降については、新型コロナウイルスの状況を鑑みながら可能な範囲で実施を検
討します。

・新型コロナウイルスの影響で、道明寺歴史祭り、観光協会イベントが中止になりました。ハ
レマチビヨリは感染対策を十分に施したうえで規模を縮小して実施しました。
・令和3年度以降については、新型コロナウイルスの状況を注視しながら可能な限り実施の
予定です。
・従来型のイベントに代わるものとして「観光難易度A級シティフジイデラ」を実施していま
す。
・新型コロナウイルスの影響を踏まえ、令和3年度と令和4年度の目標値をそれぞれ修正しま
した。

・新型コロナウイルスの影響で、道明寺歴史祭りが中止となりましたが、、観光協会イベント、
ハレマチビヨリは感染対策を十分に施したうえで規模を縮小して実施しました。
・アイセルシュラホールの観光拠点化に向け、将来的に実施したい内容を盛り込んだイベン
トを実証実験を兼ねて開催しました。
・広域連携イベントとして「大和川サイクル月間」、「華やいで大阪・南河内観光キャンペー
ン」を実施しました。
・新型コロナウイルスの影響を踏まえ、令和４年度の目標値を16,000から5,000に下方修正し
ました。

事業費（千円）

実績値 13,000 1,800 2,624 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - 16,000 5,000 16,000 → 5,000

担当部課 市民生活部観光課

評価指標（KPI） イベント来場者数（人）

現状値 （令和元年度）13,000人（道明寺歴史まつり(9,500人)、ハレマチビヨリ（中止）、観光協会イベント（3,500人））

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが十分に開催できま
せんでしたが、感染対策を十分に行ったうえで、一部イベントは規模
を縮小して実施することができました。

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜民間事業者と連携したにぎわいのまちづくりの推進＞

市民まつりの復活など、「楽しめ・にぎわい・交流できる」イベントを皆様とともに創出し、実施
します

取組概要 観光協会や市内まちづくり団体などと協力連携し、にぎわいづくりに資するイベントの開催を
進めます。

道明寺歴史まつりやハレマチビヨリなど各種団体との連
携によるイベントの開催

種別

計画
実績
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ポリシー K３

マニフェスト 17

ターゲット 37 SDGs

B 評価コメント

企画・計画
（関係課協議
等）

誘客促進事業

イベント実施

観光拠点化

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 4,046 - 3,300 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・8月にアイセルシュラホール活用検討チームを設置しました。
・新型コロナウイルスの影響により、業務の優先度について調整しており、現時点では保留
になっています。

・新型コロナウイルスの影響により事業実施見送りとなったため、企画・計画（関係課協議
等）のみを実施しました。
・新型コロナウイルスの影響を踏まえ、令和3年度と令和4年度の目標値をそれぞれ修正しま
した。
・評価指標である令和5年度までに来館者数150,000人/年を年間来館者数に変更しまし
た。

・アイセルシュラホールの特徴的な施設外観を活かし、市外・府外・国外に観光拠点として
の認知力を向上させるための仕掛け作りとして、フォトスポットを設置しました。
・アイセルシュラホールの観光拠点化に向け、将来的に実施したい内容を盛り込んだイベン
トを実証実験を兼ねて開催しました。
・令和4年4月より観光課執務室を本庁からアイセルシュラホールへ移転するための準備を
行いました。
・新型コロナウイルスの影響を踏まえ、令和4年度の目標値を120,000から70,000に下方修
正しました。

事業費（千円）

ターゲット内容に対する
評価判定

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

年間来館者数（人）

現状値

実績値 110,458 59,979

120,000120,000

-

60,000目標値

アイセルシュラホールの観光拠点としての活用方法の検
討

アイセルシュラホール活用検討チームでの検討状況も考慮しながら、活用の方向性及び活
用方法の検討を実施します。

120,000 → 70,000

54,282

新型コロナウイルス感染症の影響等により当初計画から変更は生じ
ましたが、新たに令和7年度リニューアルに向けてのロードマップを
作成し、各年度での必要業務の整理ができました。

（令和元年度）110,458人（3/5～3/31は新型コロナウイルス感染対策のため閉館）

担当部課 市民生活部観光課・関係課

評価指標（KPI）

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜豊かな歴史文化資産を活かしたまちづくりの推進＞

世界文化遺産登録を契機とし、アイセルシュラホールの観光拠点化など、まちの活性化を
進めます

取組概要

種別

計画
実績

39



ポリシー K３

マニフェスト 18

ターゲット 38 SDGs

A 評価コメント

実施内容検討

業者選定

委託契約

事業実施

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

9,757 8,803 7,978 7,759 4,835 - 9,573 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・シティプロモーション推進事業として、「Ａ級シティフジイデラ」を実施しています。
・実績を踏まえ、令和3年度のフォロワー数・投稿数、令和4年度の投稿数を上方修正しまし
た。

・「Ａ級シティフジイデラ」の拡大、水鳥形埴輪のキャラクター化、観光大使制度の設計、
LINEクーポン配信、映画ロケ地誘致、、出版社への企画提案等の事業実施のほか、テレ
ビ・ラジオ・配信アプリへの出演、全国規模の商談会への参加等によりシティプロモーション
を推進しました。
・民間事業者との連携によるプロモーション施策を実施しました。
（ANA連携 インスタキャンペーン開催、凸版印刷連携 観光音声ガイド×デジタル版商品券
×謎解きキットの販売、TikTok Japan連携 人気クリエイターによるプロモーション動画公開、
近鉄連携 長谷川義史デザイン 世界遺産登録2周年記念グッズ販売・藤井寺駅100周年記
念駅舎ラッピング実施）
・各部署で積極的な情報発信を行うとともにシティセールス手法を部署内で指導・助言を行
うシティセールスリーダーを設置しました。
・シティセールスリーダーへの研修や、各部署でシティセールスに関する取組と目標の設
定、民間企業との公民連携によるマーケティング分析なども実施しています。
・実績を踏まえ、令和4年度のフォロワー数を1,800から3,000へ上方修正しました。

事業費（千円）

実績値 フォロワー数：896
投稿数：5,927

フォロワー数：1,421
投稿数：10,002

フォロワー数：2,161
投稿数：12,023

-

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 -
フォロワー数：1,200
投稿数：8,000

フォロワー数：1,600
投稿数：12,000

フォロワー数：1,800→
3,000

投稿数：14,000
満足の割合：30

担当部課 政策企画部政策推進課、市民生活部観光課

評価指標（KPI） フジイデライク（フォロワー数・投稿数）（人・件）、市のイメージアップと個性あるまちづくりに
満足していると答えた市民の割合（％）

現状値
（令和2年度）フジイデライクフォロワー数：1,417件、フジイデライク投稿数：9,902件
（平成30年度）市のイメージアップと個性あるまちづくりに満足していると答えた市民の割合：
17％

ターゲット内容に対する
評価判定

フォロワー数において大幅に目標値を達成することができ、また、事
業内容としても計画通り進捗しています。

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜シティプロモーションの推進＞

市長自らが先頭に立って藤井寺の魅力を発信し続けます

取組概要
平成30年度策定の実施計画に基づく6カ年事業として実施しています。
動画等を活用した観光プロモーションを実施します。
シティプロモーションの最終的な目標として「選ばれる街」を目指します。

シティセールス事業の推進

種別

計画
実績
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ポリシー K３

マニフェスト 19

ターゲット 39 SDGs

A 評価コメント

方針決定

実施

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・令和3、4年度の目標値を超過したため、令和3年度は65件、令和4年度は70件に上方修
正しました。
・プレスリリースに関する流れや情報提供先の洗い出しなどを行ました。また、令和3年度か
ら各課に情報発信を行うシティセールスリーダーを設け、全庁的に情報発信の強化を促しま
す。
・令和3年3月1日に積極的なメディア等の活用について、プレス等への市政情報提供にか
かる実施要領策定の案内をしました。
・令和3年4月から、報道発表資料をホームページに掲載します。

・報道関係者の目に留まりやすいよう、プレスリリースの様式をリニューアルしたほか、令和3
年4月から、報道発表資料をホームページに掲載しています。また、リリースの際には、関係
するHPやQRコードも添付し、関係するページなどを検索しやすくするなどの工夫も行って
います。

事業費（千円）

実施内容

現状値 （令和元年度）55件

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜シティプロモーションの推進＞

職員全員がセールスマンとなり、テレビ・ラジオなどのメディアを積極的に活用し、市をア
ピールします

取組概要 担当課と連携して、市の様々な施策などを積極的にマスメディアに情報提供を行い市をア
ピールします。

積極的なプレスリリース及びメディアの活用

種別

担当部課 政策企画部秘書広報課

評価指標（KPI） プレスリリース件数（件）

ターゲット内容に対する
評価判定

各部署に積極的なプレスリリースに取り組んでもらえるよう、令和3年
度から各部署に配置したシティセールスリーダーに対し、プレスリ
リースの効果的な手法などに関する研修を実施したほか、報道関係
者が市の発信情報にアプローチしやすくなるよう、HPにリリース記事
を掲載するなどに取り組んだ。結果、評価指標の目標値に達した。

50 55 65 70

実績値 55 64 69 -

目標値

計画
実績
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ポリシー K３

マニフェスト 20

ターゲット 40 SDGs

C 評価コメント

企画・計画

実施

検証

新たなモビリ
ティの企画・
計画

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜環境政策や都市環境の整備の推進＞

シェアサイクルの導入など二次交通の充実、空き家活用によるにぎわいづくりを行います

取組概要

計画変更

来訪者の利便性向上のため、シェアサイクル導入事業を進め、市内各所にシェアサイクル
のステーションを整備します。

シェアサイクル事業の実施

種別

担当部課 市民生活部観光課

評価指標（KPI） 利用者数（人）

現状値 （令和2年度）0人

ターゲット内容に対する
評価判定

事業者ヒアリングや事業試算等の検討結果により、市域単位での導
入は費用対効果が見合わず実施を見合わせました。ただし、導入可
能な新たなモビリティの導入を検討します。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - 400→　-

実績値 - - - -

実施内容

事業費（千円）

備考
（実施等）

・新型コロナウイルスの影響を鑑み、令和2年度中に制度設計を行い、令和3年度中の実施
を目指します。

・新型コロナウイルスの影響により事業の優先順位を精査した結果、令和3年度に事業実施
しないこととしたため、計画を変更しました。
・評価指数については、設置ステーション数より利用者数のほうが利用実態を反映した数値
となるため設置ステーション数から利用者数に変更しました。
・事業者との協議を行い、実施する際の事業スキーム検討を行いました。

・事業者ヒアリングや事業試算等の検討結果により、市域単位での導入は費用対効果が見
合わないため、広域での導入、または、体験型アクティビティとして電動キックボード等、新
たなモビリティの導入へ方向転換しました。

計画
実績
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ポリシー K３

マニフェスト 20

ターゲット 41 SDGs

A 評価コメント

空き家バンク
制度の
周知・啓発

空き家
セミナーの開催

空き家所有者
へのDMに
よる啓発

支援策の
検討

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

437 225 344 234 1,150 - 1132 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・空き家セミナーを開催しました。
・空き家バンク登録数：物件2件　希望者4件　※平成31年1月10日から制度実施

・空き家セミナーは中止しました。
・空き家バンク登録数：物件2件　希望者5件　　※平成31年1月10日から制度実施
・関係7団体（大阪府建築士会、全日本不動産協会大阪府本部、大阪弁護士会、大阪司法
書士会、大阪府建築士事務所協会、大阪府宅地建物取引業協会、大阪土地家屋調査士
会）と住環境整備に関する連携協定を締結しました。

・4月1日に住宅金融支援機構と協定を締結しました。
・空き家セミナー及び不動産無料相談会を開催しました。
・空き家バンク登録数：物件2件　希望者7件
・空き家リフォーム補助制度を創設しました。

事業費（千円）

実績値 2 0 1 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 3 3 3 3

担当部課

評価指標（KPI）

現状値

ターゲット内容に対する
評価判定

都市整備部都市計画課

空き家バンクの新規物件登録数（件）

（令和元年度）2件

空き家セミナー及び不動産無料相談会を開催し、空き家バンクの周
知・啓発を行いました。空き家の適正管理等には一定効果が認めら
れました。また、空き家の利活用促進のため、空き家リフォーム補助
制度を新たに創設することもできました。
一方で、空き家バンク制度については、民間市場に乗らない物件を
救済する目的で創設しましたが、幸い本市の不動産流通は底堅い
状況もあり、登録物件数は少なくなっていると考えられます。

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜環境政策や都市環境の整備の推進＞

シェアサイクルの導入など二次交通の充実、空き家活用によるにぎわいづくりを行います

取組概要

空家対策の強化・充実

種別

空家の利活用促進を目的とした空き家セミナーの開催、空き家バンク制度の周知・啓発に
加え、新たな利活用支援策として空き家リフォーム補助制度を創設します。

計画
実績
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ポリシー K３

マニフェスト 20

ターゲット 42 SDGs

A 評価コメント

関係機関協議

問題・課題の
抽出、整理

庁内連携会議

方向性の検討

実施に向けた
検討

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 4,235 - 4,268 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・大阪府下における公共交通（コミュニティバス等）の自治体の取り組み状況や市内を営業
エリアとしている民間交通事業者に対し、運行状況などの聞き取り調査や情報収集を行い、
庁内関係部局等と協議を行いました。

・公共交通施策に取り組む自治体や市内路線バス事業者に対して、聞き取り調査や情報収
集を実施しました。
・市民の移動について関連性のある部署と庁内会議を開き、各々の施策について情報共有
及び意見交換を実施しました。
・公共施設循環バス利用者への聞き取り調査を予定していましたが、コロナ禍の影響によ
り、実施に至りませんでした。
・全市的なニーズ調査を令和3年度の委託業務において行うこととなったため、令和2年度
に引き続いて課題の抽出・整理を実施していきます。これに伴い、方向性の検討・実施に向
けた検討のスケジュールを修正しました。

・無作為に抽出した市民2,500人を対象に公共交通に関するアンケート調査や公共施設循
環バス利用者への聞き取り調査を実施しました。
・課題やニーズの抽出・整理・分析を行うとともに、関係部署と庁内会議を開き、情報共有及
び意見交換を実施しました。路線バスやタクシー事業者へのヒアリングも実施しました。
・調査・分析結果や庁内会議の意見を踏まえ、今後の方向性について検討を行っていま
す。

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 都市整備部まち建設課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

市民2,500人を対象にアンケート調査を実施し、課題やニーズ等を整理・分
析を行いました。また、その結果を基に、今後の方向性について検討を
行っています。

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜環境政策や都市環境の整備の推進＞

シェアサイクルの導入など二次交通の充実、空き家活用によるにぎわいづくりを行います

取組概要 本市の地域特性や公共交通等の状況を把握・整理するとともに、市民の移動実態・移動
ニーズなどの問題や課題等の抽出を行い、持続可能な地域公共交通の検討を行います。

公共交通の整備検討

種別

計画
実績
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ポリシー K３

マニフェスト 21

ターゲット 43 SDGs

B 評価コメント

調査

観光計画での
位置づけ明確

化

企画・設計

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 0 1,507 - 4,741 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・令和2年度実施予定であった、「まちなか観光創造プラン改定業務」のなかで、道明寺駅
前の案内所設置の是非を検討し、その結果をもとに令和3年度以降に事業を実施する予定
でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により予算全額が執行停止または保留となりま
した。新型コロナウイルスの状況も鑑みたうえで検討すべき事業であるため、最低でも1年度
はずれ込む予定です。

・「まちなか観光創造プラン改定業務」のなかで、道明寺駅前の案内所設置の是非を検討
し、その結果をもとに事業を実施する予定としています。
・令和2年度に発足した道明寺駅駅周辺まち整備協議会の意見も踏まえつつ実施に向け検
討を進めていきます。

・まちなか観光創造プラン改定に係るニーズ調査等業務において、関係団体ヒアリングを行
い、道明寺駅前の案内所設置に関するニーズ・課題の把握を行いました。
・まなリンク協議会主催のワークショップ 道明寺～藤井寺のエリア観光を考える「観光案内
所ってどうよ？」 にオブザーバーとして複数回参加し、道明寺駅前の案内所設置に関する
ニーズ・課題の把握を行いました。

事業費（千円）

実施内容

実績値 - - - -

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 市民生活部観光課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

まちなか観光創造プラン改定に係るニーズ調査等業務において、関
係団体ヒアリングを行うとともに、まなリンク協議会主催のワークショッ
プ 道明寺～藤井寺のエリア観光を考える「観光案内所ってどうよ？」
にオブザーバーとして複数回参加し、道明寺駅前の案内所設置に
関するニーズ・課題を把握しました。

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜環境政策や都市環境の整備の推進＞

道明寺駅周辺の再整備と道明寺駅へのJR乗り入れの早期実現。来訪者のための道明寺観
光案内所の創設を進めます

取組概要 まちなか観光創造プラン改定の中で、案内所設置の方針を検討したうえで、来訪者のため
の道明寺観光案内所の整備を進めます。

道明寺地区観光案内所の創設

種別

計画
実績

45



ポリシー K３

マニフェスト 21

ターゲット 44 SDGs

A 評価コメント

企画・調整

検討・計画
（勉強会運営）

設計
（基本設計）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 4,400 - 7,590 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・道明寺駅周辺まち整備協議会が設立しました。
・大阪府都市整備推進センターのサポート助成を活用し、勉強会を実施しました。

・ワークショップを重ね、景観にも配慮した空間整備の方向性を定めた基本構想案を策定し
ました。

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 都市整備部まち建設課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

地区の課題や駅周辺整備内容について、道明寺駅周辺まち整備協
議会を中心とした地域住民等とともに検討しました。また、協議会とし
て、景観にも配慮した空間整備の方向性を定めた基本構想案を策
定しました。

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜環境政策や都市環境の整備の推進＞

道明寺駅周辺の再整備と道明寺駅へのJR乗り入れの早期実現。来訪者のための道明寺観
光案内所の創設を進めます

取組概要
道明寺駅前の交通結節機能の改善や道明寺天満宮周辺道路における景観整備に向け
て、関係機関と調整を図るとともに、地区住民と意見交換しながら、道明寺駅周辺の整備方
針を決定し、再整備を図ります。

道明寺駅周辺の再整備

種別

計画
実績

46



ポリシー K３

マニフェスト 22

ターゲット 45 SDGs

A 評価コメント

勉強会運営

協議会運営

まちづくり構想
案の実現

地区計画等の
協議・検討

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

5,126 5,085 4,180 4180 5,049 - 2,365 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・地区代表者の会を2回実施しました。
・地権者勉強を2回実施しました。

・津堂・小山地区まちづくり協議会が設立しました。
・協議会全体では土地利用意向調査や2回の勉強会を実施しました。また、役員会8回及び
役員による先進事例視察会（寝屋川市打上地区）も実施しました。

・役員会を7回、勉強会を1回、総会を2回実施しました。
・事業化検討パートナー募集に係る審査会を実施し、まちづくり協議会の事業化検討パート
ナーが選定されました。

事業費（千円）

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - 80

担当部課 都市整備部まち建設課、都市整備部都市計画課

評価指標（KPI） 事業区域内地権者に対する事業への賛同者の割合（％）

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

協議会による基本構想案が策定され、令和4年3月には事業化検討
パートナーが決定しました。緊急事態宣言等により勉強会の開催延
期もあり一部遅れも生じましたが、全体事業としては、順調に進捗し
ています。

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜環境政策や都市環境の整備の推進＞

都市計画道路八尾富田林線の早期着工を進め、企業誘致を促し、雇用の創出やまちの活
性化を図ります

取組概要

津堂、小山地区では、平成29年度より地権者とのまちづくり勉強会を重ねており、令和2年
度には地権者で構成される協議会が設立されます。協議会では、十分な意見交換を行い、
地域ニーズやエンドユーザーの意向を反映したまちづくり構想の作成や事業化区域の絞込
みを行います。また、このまちづくり構想の早期実現が図られるよう、地区計画や市街化区
域編入等の関連する都市計画について、大阪府や関係機関と事前調整を適切な時期に進
めていきます。

都市計画道路八尾富田林線の沿道まちづくりの実施

種別

計画
実績
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ポリシー K３

マニフェスト 23

ターゲット 46 SDGs

A 評価コメント

アンケート調査

勉強会開催

計画策定

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 3,850 - 4,550 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・令和2年度事業については、新型コロナウイルスの影響により、業務の優先度について調
整しており、現時点では保留になっています。
・令和4年度からの事業実施に基づき、指標を設定します。

・新型コロナウイルスの影響により、事業実施を保留しました。
・令和5年度からの事業実施に基づき、指標を設定します。

・市内事業者を対象にアンケート調査を実施しました。（配布数2,318　回答数1,049　回収
率45.3％）
・アンケート解析及び結果を公表しました。
・商工業振興のための調査・研究を目的に、商工会役員を中心としたメンバーによる勉強会
の立ち上げ、5回開催しました。
・勉強会から民間会議への移行検討を実施しました。

事業費（千円）

実施内容

目標値 - - - -

実績値 - - - -

評価指標（KPI） -

現状値 -

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

取組概要 市産業振興の指針となる(仮)藤井寺市商工業振興計画の策定に取り組みます。

担当部課 市民生活部商工労働課

ターゲット内容に対する
評価判定

令和4年度中の産業振興計画策定に向けて、市内事業者向けアン
ケート調査や勉強会などを実施しました。

ロードマップ個票
観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

種別 ＜中小企業への支援、都市農業の維持発展＞

中小企業の働き手の確保、雇用創出を支援します

産業振興計画の策定

計画
実績
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ポリシー K3

マニフェスト 24

ターゲット 47 SDGs

A 評価コメント

既存農園の
実施

新規農園開設
についての
相談

新規農園開設
についての
相談

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・現在、貸農園の開設は藤井寺市農研連絡協議会が貸農園を2園開設中です。
・それに加えて、都市農地所有者、民間事業者による市民農園の開設方法等の相談を実
施しました。

・貸農園（2箇所・小山・津堂）については、令和2年5月～7月にかけて更新しました。
・都市農地所有者、民間事業者による市民農園の開設方法等の相談を実施しています。
・評価指標を市内貸農園（小山農園、津堂農園）利用率（％）から貸農園箇所数に変更しま
した。
・令和3年度は、農地所有者や民間事業者へ問合わせをするなどの方策を進めます。

・引き続き開設方法等の相談を実施しています。
・貸農園の開設を希望する都市農地所有者、民間事業者、市の3者協議を行い、貸農園を
開設するに至りました。
・新規農園開設についての相談時期を通年受付に変更したことに伴い、計画変更を行って
います。

計画変更

事業費（千円）

実績値 91.6
100
2箇所

3箇所 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 95.0 95.5 2箇所 3箇所

担当部課 都市整備部農とみどり保全課

評価指標（KPI）

現状値

ターゲット内容に対する
評価判定

既設の貸農園2園については現状を維持したうえで、新たな貸農園
の開設に向けて民間事業者や農地所有者等と連携し、民間主導に
よる新たな貸農園を開設することができました。

貸農園箇所数

（令和2年度）2箇所開設

ロードマップ個票

観光資源を活かして藤井寺にもっと活気を

＜中小企業への支援、都市農業の維持発展＞

時代にマッチした農業を進めるため、地域産品のブランド化や都市型貸農園を開設し、次
世代農業者の育成・サポートを進めます

取組概要 市内に貸農園を開設し、市民の方が農業を体験できる機会を提供します。

都市型貸農園の開設

種別

計画
実績
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ポリシー K４

マニフェスト 25

ターゲット 48 SDGs

B 評価コメント

実施

事業周知

評価

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

4,088 3,536 4,877 1,587 4,993 - 4,993 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者宅への訪問を控えることが増えたため、令
和2年度は元年度実績を大幅に下回ることが見込まれ、目標値を下方修正しました。

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により上半期はほとんど実施ができませんでした。
下半期に入り利用者数は前年と同程度に戻ったため、目標値に達することができました。し
かし、2回目の非常事態宣言の発令のタイミングから利用者数が半数程度にまで再度減少
しています。

・8月頃までは利用者数が伸びていましたが、感染力が強いオミクロン株への警戒から、利
用者数が減少してしまっています。特に、1月以降感染者数が急増したために、さらに利用
者数が大きく減少しています。訪問が行いにくいため、自宅での運動や栄養の取り方などを
載せた動画の配布や市役所での動画再生を行いました。

事業費（千円）

実績値 226 131 -

実施内容

164

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 180 100 140 180

担当部課 健康福祉部高齢介護課

評価指標（KPI） 高齢者宅への同行訪問件数（件）

現状値 （令和元年度）226件

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、自宅に人を招く事へ
の警戒心が高くなっています。そのため申し込みの件数が減少し、
実施の回数が伸び悩んでいます。そのため、昨年度作成した体操
等のＤＶＤを活用し、引き続き自宅内での運動をしていただくように
促しています。

ロードマップ個票
健康で生き生きと！元気なお年寄りをもっと

＜高齢の方や障害のある方が健やかに暮らせる環境づくり＞

高齢者や障害者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域包括支援
センター機能や見守り体制の強化などを図ります

取組概要
リハビリ職や管理栄養士が高齢者宅を訪問し、個別の心身状態に応じた助言指導を行うこ
とで高齢者の介護予防を効果的に進めるとともに、本人の有する能力を最大限に引き出す
ケアマネジメントを強化します。

いきいき笑顔応援プロジェクトの推進

種別

計画
実績
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ポリシー K４

マニフェスト 25

ターゲット 49 SDGs

B 評価コメント

事業の実施

自己評価

運営協議会に
おける評価

改善に向けた
取り組み

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

56,069 52,528 59,833 54,170 59,833 - 59,833 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・運営協議会の委員としては、保健・医療・福祉の代表や市民の代表など、様々な職種で構
成された7名の方に参加していただき、令和2年8月に運営協議会を実施しました。事業評
価の内容や地域包括支援センターの決算及び事業報告を行っています。また、市が発出し
ている実施方針をもとに地域包括支援センターが自己評価を行い、評価結果についても検
討を行っています。
・コロナ禍に伴い、より多様な相談内容等にも対応できるよう、出張相談にてコロナ関係の相
談も受け付けるようになりました。今後は今まで以上に引きこもり等の問題を解決するため
に、地域のニーズに応じた対応が行えるよう検討していきます。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から委員の招集は行わず書面開催として実施
しました。書面開催でも今まで同様、事業評価の内容や地域包括支援センターの決算及び
事業報告ができるよう、地域包括支援センターと対応を検討し実施しました。
・各委員より集約した意見では、相談件数増加に対する意見が多く、特に長期化するコロナ
禍での困難事例や引きこもり等の増加を懸念する声が多く見受けられました。今後、より一
層の民生委員・児童委員や福祉委員等との連携強化に努めます。

事業費（千円）

実績値 0 0 0 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 3 3 3 3

担当部課 健康福祉部高齢介護課

評価指標（KPI） 評価結果にもとづき、改善につなげた項目数（項目）

現状値 （令和元年度）0件

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から書面開催での実施と
なり、書面にて各委員より意見の集約を行いましたが、直接検討は
行えませんでした。昨年度と同様、事業内容の変更はなく、改善に
つながった項目はなかったが、コロナ禍に伴う課題があげられ検討
を行っています。

ロードマップ個票
健康で生き生きと！元気なお年寄りをもっと

＜高齢の方や障害のある方が健やかに暮らせる環境づくり＞

高齢者や障害者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域包括支援
センター機能や見守り体制の強化などを図ります

取組概要

地域包括支援センターが機能を適切に発揮していくため、業務の実施状況を把握し、これ
を踏まえた藤井寺市地域包括支援センター運営協議会での評価と検討を通じて、適切な
人員体制の確保や業務の重点化・効率化など必要な措置を講じます。運営協議会の委員
としては、保健・医療・福祉の代表や市民の代表など、様々な職種の方に参加していただい
ています。

地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化

種別

計画
実績
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ポリシー K４

マニフェスト 26

ターゲット 50 SDGs

B 評価コメント

実施

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

910 724 867 659 867 - 867 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・令和元年度は、地域で活動している団体や介護事業所、リニューアルオープンしたイオン
フードスタイル藤井寺、小中学生などに対して講座を開催しました。

・令和2年度（調査時点）では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座については
例年と同程度の回数は行えませんでした。

・令和3年度は市内1校の中学生などに対して講座を開催しました。しかし新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、コロナ禍前と同程度の回数の講座は開催できませんでした。

事業費（千円）

実績値 5,646 5,677 5,831 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 5,416 5,700 6,000 6,300

担当部課 健康福祉部高齢介護課

評価指標（KPI） 令和4年度末の累計認知症サポーター登録者数6,300名（認知症サポーター養成の推進）

現状値 （令和元年度）累計5,646名

ターゲット内容に対する
評価判定

コロナ禍であるため、感染対策を行ったうえで、講座を実施しました
が、コロナ禍前に想定したような講座を実施することができませんで
した。

ロードマップ個票
健康で生き生きと！元気なお年寄りをもっと

＜高齢の方や障害のある方が健やかに暮らせる環境づくり＞

介護予防・認知症ケア・在宅医療について各団体と連携し、地域での支え合いの仕組みを
作り推進します

取組概要 認知症のかたを支援する人材育成・見守り体制を強化します。

認知症対策の強化・充実

種別

計画
実績
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ポリシー K４

マニフェスト 26

ターゲット 51 SDGs

A 評価コメント

不足する
地域資源の
抽出

評価・分析の
ための会議

分析にもとづ
くアクション

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額
2,964 874 1,632 377 1,793 - 1,793 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・令和元年度までは、高齢者の自立支援や介護予防の事業の推進を進めてきました。令和
2年度より高齢者の保健事業と介護予防事業のより効果的な推進を図るために、本市の医
療・介護データの評価・分析等を重視しながら、様々な施策を考える会議形態に変更しまし
た。
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、通いの場への積極的な関与を実施できない
ため、代替事業として下記の取組を実施しました。
① 「コロナに負けるな！チェックシート」を南河内の専門職と共同で作成し、配布しました。
② 「NICE！の集い」に参加されていた方へ、アンケートとフレイル予防に関するリーフレット
を送付しました。
③ 体操や「笑いヨガ」、簡単調理等を収録したDVDと冊子を作成し、希望者に配布しまし
た。
④ 読者もポエムや絵などを投稿できる情報紙「ナイス！つながり情報便」を発行し、希望者
に郵送しました。
・会議のテーマを「①同行訪問、訪問型サービスＣの評価」、「②通いの場の評価」とし、会
議メンバーを2つのチームに分け、検討を進めてきました。
・令和3年度以降、本市が保持するデータの利活用が有効に進め、また高齢者への積極的
なアプローチにつなげられるよう、連携体制を強化しながら取り組んでいきます。

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、通いの場への積極的な関与を実施できない
ため、代替事業として下記の取組を実施しました。
①市で開催しているYouTube等の情報に高齢者が自ら触れ、介護予防に取り組んだり、交
流ができるよう、地域で介護予防等の取組を中心となって進めている高齢者を対象としたス
マートフォン講座を開催しました。
②イオン藤井寺ショッピングセンターに設置している市の掲示板に、フレイル予防に関する
ポスターを掲示し、介護予防に資する啓発を行いました。
③ワクチン接種後の経過観察室にてフレイル予防の啓発、フレイルチェック、筋力アップの
ための運動の紹介、筋肉量の低下を予防するための食事の紹介をデジタルサイネージを活
用して実施しました。
・会議にて「①同行訪問、訪問型サービスC」、「②通いの場」を評価しました。令和3年度は
同行訪問の課題の解決に向け、市への提出書類の改定に取り組んできました。
・評価指標について、令和3年度実績を踏まえ、令和4年度の目標値を4から13へ上方修正
しました。

事業費（千円）

実績値 12 6 7 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
目標値 12 4 4 4 → 13

担当部課 健康福祉部高齢介護課

評価指標（KPI） 多職種・多部署間における、地域に必要な資源・サービスの具体的な検討会等の実施回数
（回）

現状値 （令和元年度）12回

ターゲット内容に対する
評価判定

令和3年度からリハビリ専門職、管理栄養士等に加え、口腔分野の
専門職に参加していただき、介護予防事業の取組の検証と更なる効
果的な実施を行いました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響か
ら、通いの場への積極的な関与を実施できないため、代替事業とし
て高齢者を対象としたスマホ教室の開催、イオン藤井寺ショッピング
センターの市掲示板にフレイル予防に関するポスターの掲示等の取
組を実施しました。

ロードマップ個票
健康で生き生きと！元気なお年寄りをもっと

＜高齢の方や障害のある方が健やかに暮らせる環境づくり＞

介護予防・認知症ケア・在宅医療について各団体と連携し、地域での支え合いの仕組みを
作り推進します

取組概要 地域に不足する資源の把握と、必要なサービスの創設に向けた検討を進めます。

介護予防・生活支援サービスの推進

種別

計画
実績
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ポリシー K４

マニフェスト 27

ターゲット 52 SDGs

A 評価コメント

会議出席

情報共有の
有用性の検証

情報共有

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

ロードマップ個票
健康で生き生きと！元気なお年寄りをもっと

種別 ＜高齢の方や障害のある方が健やかに暮らせる環境づくり＞

市内民間企業やハローワークと連携し、障害者の雇用・就労支援など誰もが働けるまちづく
りを進めます

「障害者就業・生活支援センター」を連携拠点として、各
市の障害担当課や就労担当課、ハローワーク等関係機
関との情報共有

取組概要
藤井寺市・羽曳野市・松原市を圏域とする「障害者就業・生活支援センター」を連携拠点と
して、各市の障害担当課や就労担当課、ハローワーク等関係機関との情報共有を行ってい
ますが、会議で障害者の就労に資する取り組みが十分行えているか否かを検証し、令和3
年度以降の対応（有用性向上を検証可能とする）について検討を行います。

担当部課 健康福祉部福祉総務課、市民生活部商工労働課

ターゲット内容に対する
評価判定

「障害者就業・生活支援センター」・藤井寺市、羽曳野市、松原市の
障害担当課や就労担当課・ハローワーク等関係機関との間で地域
課題の情報共有を行いつつ、雇用フォーラム・パネル展により障害
者の就労に資する内容・実施方法の検証・検討を行いました。

-

評価指標（KPI） 会議での情報共有回数

現状値 （令和3年度）3回

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -　→　3

実績値 - - 3

計画変更

実施内容

事業費（千円）

備考
（実施等）

・5月に南河内北障害者就業・生活支援センター運営会議に出席しました。
・9月に本市が幹事市として雇用フォーラムを開催しました。

・10月に南河内北障害者就業・生活支援センター運営会議に出席しました。
・雇用フォーラムは開催が中止になりました。
・会議ではコロナ禍での厳しい障害者雇用の状況を一部共有できたものの、雇用フォーラム
の開催の可否が議題の中心となり、障害者の就労に資する取り組みが行われているかの検
証までは行えませんでした。
・会議に参加し、コロナ禍でも開催できる雇用フォーラムの在り方の検討を進めると共に、本
市障害者計画において令和3年度からの重点施策に位置付けた「市役所における職場実
習の検討」について情報交換を行い、障害者雇用に関する提案等を行うことで、検証を進
めます。

・4月・6月に南河内北障害者就業・生活支援センター運営会議に出席しました。
・9月雇用フォーラム(松原市)・9月27日～10月1日まで市役所ロビーにてパネル展を開催し
ました。次回予算計上は幹事市となる令和5年度です。
・障害者雇用フォーラム実行委員会議へ参加（3回）しました。
・会議の有用性の検証を行い、引き続き出席していくことになりました。今後は情報共有の
回数・質の向上を目指すとともに、評価指標として「会議での情報共有回数」を新設しまし
た。

計画
実績
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ポリシー K４

マニフェスト 27

ターゲット 53 SDGs

A 評価コメント

会議出席

課題の検証

情報共有

職場実習の受
け入れ方法の
検討

職場実習の
受け入れ開
始

会議出席

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - - - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等） ・事業所から市内の職場体験ができる所が少なく、職場体験の機会を設けて欲しいとの要

望があり、大阪府で実施されている庁内職場実習の情報収集を行い、具体的な実施に向け
て調整を行っています。

・現在の本市においては、羽曳野市・松原市・柏原市と比較し、就労継続Ａ型・Ｂ型・就労移
行支援・就労定着支援の各サービス事業所数が多く、障害をお持ちの方の選択肢が多い
状況です。

事業費（千円）

計画変更

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 健康福祉部福祉総務課、政策企画部人事課

評価指標（KPI） 障害をお持ちの方が就労に結びつきにくい理由の検証と対応策の検討

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

藤井寺市障害者支援会議日中系事業所部会で協議を行い、計画
通り令和4年度から福祉総務課内で実習を受け入れます。

ロードマップ個票
健康で生き生きと！元気なお年寄りをもっと

＜高齢の方や障害のある方が健やかに暮らせる環境づくり＞

市内民間企業やハローワークと連携し、障害者の雇用・就労支援など誰もが働けるまちづく
りを進めます

取組概要
就労準備に向けた訓練や就労に繋げる支援を行う障害福祉サービスである「就労移行支
援」や「就労継続支援A型」、「就労定着支援」等の事業所数については一定数確保できて
いますが、就労を希望しながら就労に結びつかない方の課題を検証し、藤井寺市障害者支
援会議にて各事業所とともに今後の方向性を決めて取り組んでいきます。

「就労移行支援」や「就労継続支援A型」などを提供しや
すい環境整備と、「就労定着支援」を実施する事業所の
確保

種別

計画
実績
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ポリシー K４

マニフェスト 28

ターゲット 54 SDGs

A 評価コメント

企画・計画

実施

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

498 143 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・自主的に活動されている市民の方に、年4回、参加されている方の健康維持増進を図るこ
とを目的に保健師等の専門職が支援を行っています。
・事前にレセプトの状況や健診結果から、グループの健康課題を把握し、健康教育及び保
健指導を行いました。
・また、フレイル予防の観点から、握力測定を全員に行い、筋力トレーニングを自宅で行うよ
う指導し、1か月後再度測定し、アウトカム評価を行いました。
・令和3年度も同様に、新型コロナの感染に留意しながら、実施する予定です。

・年4回、健康の維持増進を図ることを目的に保健師等の専門職が支援を行う予定でした
が、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、自主活動の実施回数が減少したことから、
支援回数は3回となりました。
・事前にレセプトの状況や健診結果から、グループの健康課題を把握し、健康教育及び保
健指導を行いました。
・フレイル予防の観点から、握力測定を全員に行い、筋力トレーニングを自宅で行うよう指導
し、2か月後再度測定し、アウトカム評価を行いました。
・令和4年度も役員の方や講師、市と連絡・調整を図りながら、実施する予定です。

事業費（千円）

実績値 4 4 3 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 4 4 4 4

担当部課 健康福祉部保険年金課

評価指標（KPI） 支援実施回数（回）

現状値 （令和元年度）4回

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言期間の影響で自主活動
の開催回数が減少しましたが、役員の方や講師、市と連絡・調整を
図りながら身体活動量の低下によるフレイルの予防に向けて、自宅
でできる筋力トレーニングを紹介し、取組の前後で体力測定を行っ
たところコロナ禍の環境にありながらも、維持・改善が見られました。

ロードマップ個票
健康で生き生きと！元気なお年寄りをもっと

＜健康でいきいきした生活を送るための健康づくり施策の推進＞

健康教室の充実や運動を促し、健康長寿の推進を図ります

取組概要

健康運動実践指導者等を講師に月2回体育館で定期的に体操を実施していることに加え
て、お楽しみ会の企画等、高齢者のコミュニティや居場所・生きがいづくり、閉じこもり予防等
の国民健康保険被保険者・後期高齢者被保険者主体の地域活動の支援を行います。本事
業は令和2年度から、通いの場における自主的な取組として国保被保険者・後期高齢者を
シームレスに支援することから、「高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的な実施」事業
の中で実施します。

運動を通じて健康づくりに取り組む地域活動への支援

種別

計画
実績
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ポリシー K４

マニフェスト 28

ターゲット 55 SDGs

A 評価コメント

企画・計画

実施

検証

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

- - 9,800 8,848 10,780 - 10,780 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・令和2年度より事業を開始します。

・令和2年度より事業開始しました。新型コロナウイルス感染症の影響により、通いの場等で
の活動等は困難でしたが、主に個別訪問や電話・郵送での勧奨を行い対応しました。
・目標値について、令和2年度においてはコロナの状況下でも上回ることができたが、令和3
年度以降についても、新型コロナウイルス感染症の影響を加味し、目標値の設定を令和2年
度実績と同数で維持することとした。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、通いの場等でのポピュレーションアプローチがで
きない状況では個別訪問や電話・郵送での支援を行い対応しました。
・今年度は新型コロナワクチン集団接種会場の経過観察ブースを利用して、デジタルサイ
ネージを設置し、10,310名にフレイル予防の啓発や筋肉量の低下を予防するための食事や
運動の紹介、事業案内やリーフレットの配布を行ったこと、制度改正により受診対象となった
1,216名に勧奨を行うなど、例年と異なる状況に応じた対応を実施できたことから、目標値を
大きく上回りました。
・令和4年度については、目標値を上方修正しました。

事業費（千円）

実績値 - 355 12,576 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - 255 355 355 → 1,050

担当部課 健康福祉部保険年金課、健康福祉部高齢介護課、健康福祉部健康課

評価指標（KPI） 保健事業の実施人数等（人）

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナ感染症の感染拡大防止に向け、外出を自粛することとな
り、積極的なアプローチが困難な状況ではありましたが、新型コロナ
ワクチン接種会場での経過観察ブースを有効に活用し、フレイル予
防等に関する普及啓発を行いました。コロナ禍で計画通りの事業展
開はできなかったものの、当初計画していなかった内容を状況に合
わせて展開したことにより、実績値は当初計画を上回っています。

ロードマップ個票
健康で生き生きと！元気なお年寄りをもっと

＜健康でいきいきした生活を送るための健康づくり施策の推進＞

健康教室の充実や運動を促し、健康長寿の推進を図ります

取組概要

高齢者が地域で健康的な生活を送られるよう、広域連合からの委託に基づき、高齢者の健
康の保持増進のため、ＫＤＢシステム（国保データベースシステム）を活用し、医療レセプト・
健診・介護レセプト等のデータ分析を行い、健康課題を明らかにします。また、健康課題を
明らかにしたうえで、生活習慣病の重症化予防や低栄養防止、健康状態不明者へアウト
リーチなどの個別的支援(ハイリスクアプローチ)、通いの場等への積極的な関与等によるフ
レイル予防に関するポピュレーションアプローチを実施します。

後期高齢者医療被保険者を含めた保健事業の実施

種別

0

計画
実績
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ポリシー K４

マニフェスト 28

ターゲット 56 SDGs

B 評価コメント

体力テスト

講習会

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

152 126 152 152 152 - 102 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・予算は、トレーニング講習会のみです。
・令和元年度トレーニング講習会については、新型コロナウイルスによる臨時休館のため中
止しました。

・体力テストについては、10月18日午後に行いました。
・同日午前中の別イベントにおいて、体力テストへの参加の呼びかけを行ったことや、新型
コロナウイルス感染症の影響で小学校の運動会が短縮されたこともあり、例年より参加者が
増えました。
・予算は、トレーニング講習会のみです。
・新型コロナウイルス感染症の影響を加味し、令和3年度以降の参加者数を見直しました。

・体力テスト及びトレーニング講習会とも、新型コロナウイルス感染症に伴う市中感染の恐れ
があったため、やむを得ず中止としました。
・企業版ふるさと納税を活用した、身長体重計及び血圧計を購入し、次年度以降の健康・体
力増進施策に取り組みました。

取組概要 スポーツ庁による国民の体力運動能力の現状を把握するための体力テスト及び市民の健康
増進のため、専門講師によるトレーニング講習会を行います。

評価指標（KPI） 体力テストやトレーニング講習会の参加者数（人）

現状値 （令和元年度）体力テスト　62人、トレーニング講習会　68人

ロードマップ個票
健康で生き生きと！元気なお年寄りをもっと

＜健康でいきいきした生活を送るための健康づくり施策の推進＞

健康教室の充実や運動を促し、健康長寿の推進を図ります

種別

担当部課 教育部スポーツ振興課

ターゲット内容に対する
評価判定

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 体力テスト：70
講習会：80

体力テスト：75
講習会：80

体力テスト：80
講習会：50

体力テスト：80
講習会：60

年6回

実績値 体力テスト：62
講習会：68

体力テスト：77
講習会：34

体力テスト：-
講習会：-

-

実施内容

　　　　　（10月） 　　　　　（10月） 　　（10月） 　　　　　（10月）

新型コロナウイルス感染症による影響により、体力テスト及び講習会
はできませんでしたが、企業版ふるさと納税を活用した機器を購入し
次年度以降の健康・体力増進施策に取り組みました。

体力テストやトレーニング講習会の実施

年5回 年6回 年6回

事業費（千円）

計画
実績
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ポリシー K４

マニフェスト 29

ターゲット 57 SDGs

A 評価コメント

勧奨通知書
送付

電話勧奨

訪問

実施内容
検証・見直し

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

63,626 46,220 59,610 42,894 52,598 - 61441 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・緊急事態宣言により、受診開始時期が1か月近く延期されました。その後、宣言中でも受
診できるように緩和されましたが、宣言中は、積極的な受診勧奨を行えませんでした。
・緊急事態宣言の期間外は、新型コロナ感染症対策を行いながら、訪問での受診勧奨を行
いました。
・電話での受診勧奨は、9月と3月に、優先順位の高い方から年2回実施しました。
・通知での受診勧奨は、対象者に合わせて作成した3種類の通知を、令和3年1月下旬に送
付しました。
・広報やホームページの他に、ポスターを、市内広報板、イオンでのデジタルサイネージ、
近畿日本鉄道3駅で年2回掲示しました。
・医師会の健診担当医師と年４回、特定健診の受診勧奨についての会議を行い、連携を図
りました。
・令和元年度の受診率実績は、府下3位であり、令和3年度も早期からの受診勧奨に努め
る。

・令和2年度の受診率実績は、47.8％で3ポイント上昇しました。
・緊急事態宣言の期間外は、新型コロナ感染症対策を行いながら、訪問での受診勧奨を行
いました。
・電話での受診勧奨は、9月と1月に、優先順位の高い方から年2回実施しました。
・通知での受診勧奨は、対象者に合わせて作成した①3種類の通知：令和3年11月②3種類
の通知：令和4年1月と昨年度より１回増やし、年２回送付しました。
・広報やホームページの他に、ポスターを、市内広報板、イオンでのデジタルサイネージ（動
画含む）、近畿日本鉄道3駅で年2回掲示しました。
・医師会の健診担当医師と年2回、特定健診の受診勧奨についての会議を行い、連携を図
りました。昨年度、対象者にアンケートを送付（受診率向上プロジェクト：府モデル事業）した
結果、医療機関から勧められると受診するという結果が一位だったため、昨年度に引き続き
医師からの手渡しリーフレットを作成し、藤井寺市医師会に協力していただきました。
・令和2年度の受診率実績は府内2位であり、令和3年度も早期からの受診勧奨に努めまし
た。
・特定健康診査受診率（％）は毎年次年度11月頃公開される予定です。

事業費（千円）

実績値（％） 44.4 47.8 令和４年１１月確定 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
目標値（％） 50.0 52.5 55.0 57.5

担当部課 健康福祉部保険年金課

評価指標（KPI） 特定健康診査受診率（％）

現状値 （平成30年度 ）47.6％

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナウイルスの影響がありましたが、感染が落ち着いた時期に
訪問や電話、通知などで受診勧奨を行い、例年通り健診の重要性
をお伝えできたと考えます。令和2年度は、大阪府下で第2位の受診
率です。

ロードマップ個票
健康で生き生きと！元気なお年寄りをもっと

＜健康でいきいきした生活を送るための健康づくり施策の推進＞

受診勧奨（コール・リコール）の実施や健康マイレージの推進により、がん検診など各種健診
受診率の向上を図ります

取組概要 第二期藤井寺市保健事業実施計画（データヘルス計画）及び第三期藤井寺市特定健康診
査等実施計画に基づき、受診率向上に努めます。

特定健診受診率の向上

種別

計画
実績
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ポリシー K４

マニフェスト 29

ターゲット 58 SDGs

A 評価コメント

がん検診の
勧奨・再勧奨
通知

がん検診の
周知・啓発

市民病院での
大腸がん検診
の実施

市民病院での
乳がん検診
の実施

大阪がん循環器
病予防センターで
のがん検診の実施

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

3,041 2,233 3,255 2,164 1,444 - 1,373 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

事業費（千円）

備考
（実施等）

【受診率の考え方について】
・平成30年度にがん検診に関するアンケートを実施し(上記の現状値)、その後、同一指標に
よる評価が表れるのは次回の計画策定後（令和5年度）となる見込みです。
・アンケート結果を活用している理由は、国が設定する受診率の算出方法(基準)が頻繁に
変更されるため、国のデータでは評価が難しいためです。
・健康増進計画（第2次）、食育推進計画において、令和5年度の目標値は30％以上（全て
のがん検診）で設定しました。

・令和元年度は大阪がん循環器病予防センターでの個別のがん検診を、令和2年度からは
藤井寺市民病院での乳がん検診をそれぞれ新たな受診先として追加しました。

・令和2年度に続き、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策（検診時の3密の回避や手指
消毒の実施など）に留意しながら、計画どおり各種がん検診を実施することができました。

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 健康福祉部健康課

評価指標（KPI） がん検診受診率（％）
（令和5年度）すべてのがん検診受診率30％以上

現状値 胃20％、大腸20.3％、肺16.8％、乳21.9％、子宮24.2％
健康増進計画 中間見直し時のアンケート結果（平成30年度）

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナウイルス感染症による受診控えがあったものの、検診時の
3密の回避や手指消毒の実施など感染防止対策を講じながら、概ね
計画通りの取組を実施することができました。

ロードマップ個票
健康で生き生きと！元気なお年寄りをもっと

＜健康でいきいきした生活を送るための健康づくり施策の推進＞

受診勧奨（コール・リコール）の実施や健康マイレージの推進により、がん検診など各種健診
受診率の向上を図ります

取組概要
がん検診受診率向上を目的に、①がん検診対象年度の初年度の方（乳がん40歳、子宮頸
がん20歳）にがん検診無料クーポン券を配布、②60歳の方に個別の受診勧奨を実施、③
①、②のうち未受診者への再勧奨を実施します。

がん検診の受診率向上

種別

計画
実績
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ポリシー K５

マニフェスト 30

ターゲット 59 SDGs

A 評価コメント

資機材・備蓄
物資の整備

各種職員
訓練の実施

情報伝達
手段の多様化
（検討含む）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

5,842 5,825 6,230 4,309 4,828 - 2,711 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・備蓄物資・資機材の購入として、食糧、毛布、トイレットペーパーなどの備蓄品に加え、ライ
フジャケット、給水タンクを新たに購入しました。
・令和2年度は、食糧、毛布、トイレットペーパーなどの備蓄品に加え、救助ボートを新たに
購入予定です。
・各種職員訓練を実施しました。
・資機材・備蓄物資等の充実及び職員の災害対応力の強化を目標としますが、数値目標は
設定できません。

・資機材・備蓄物資の整備として、食糧、毛布、トイレットペーパーなどの備蓄品に加え、救
助ボートを新たに購入しました。
・各種職員訓練については、予定通り実施しました。避難所運営訓練は、コロナ禍に対応す
るため、初めて実地訓練として実施しました。
・情報伝達手段の多様化のため、総務省消防庁の「災害情報伝達手段に関するアドバイ
ザー派遣事業」の活用による調査・検討を実施しました。

※コロナ対策として調達した備蓄品・資機材等購入費用については、個票（32-65）におけ
る事業費として計上。

・備蓄物資の整備として、食糧、毛布、トイレットペーパーなどに加え、避難所で必要となる
消耗品等
を購入しました。
・各種職員訓練については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて実施しました。ま
た、職員の災害対応力強化のため、事前通知なしで職員安否確認訓練を実施しました。

※コロナ対策として調達した備蓄品・資機材等購入費用については、個票（32-65）におけ
る事業費として計上。

事業費（千円）

実績値 充実・強化 充実・強化 充実・強化 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 充実・強化 充実・強化 充実・強化 充実・強化

担当部課 危機管理室

評価指標（KPI） 資機材・備蓄物資等の充実及び職員等の災害対応力強化

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

コロナ禍ではありましたが、概ね予定通り備蓄物資の充実、職員訓
練の実施等に取り組むことができました。

ロードマップ個票
危機管理をしっかり！安心の暮らしをみんなと

＜危機管理の充実・強化＞

あらゆる危機事象に迅速に対応できる組織・体制を整備します

取組概要
主として、大規模地震・台風・集中豪雨を想定し、資機材・備蓄物資の充実、職員訓練（研
修）の実施による職員等の災害対応力強化及び情報伝達の多様化に向けての検討・実施
など、ハード・ソフトの両面から災害対応力を強化していきます。

ハード・ソフト両面での災害対応力の強化～大規模地
震・台風・豪雨を想定して～

種別

計画
実績
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ポリシー K５

マニフェスト 30

ターゲット 60 SDGs

B 評価コメント

京樋雨水
幹線整備
工事

西水路雨水
幹線整備
詳細設計

西水路雨水
幹線整備
整備工事

新規整備
幹線検討

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

138,700 77,020 248,200 150,016 342,128 - 222,712 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・評価指標について、より分かりやすくするため、10年確率降雨に対する浸水解消率（％）を
令和2年度から各幹線ごとの整備済延長／目標計画総延長の整備率に変更しました。

・京樋雨水幹線について、工事期間延長のため令和4年度完成予定に変更しました。
・西水路雨水幹線について、工事に着手し引き続き整備を実施します。

事業費（千円）

実績値 10.2

10.2

京樋雨水幹線94％
西水路雨水幹線86％

京樋雨水幹線94％
西水路雨水幹線86％

-

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 10.2 10.2
京樋雨水幹線100％
西水路雨水幹線86％

京樋雨水幹線100％
西水路雨水幹線92％

担当部課 都市整備部下水道工務課

評価指標（KPI）
各幹線の整備率（％）
京樋雨水幹線　整備済延長／目標計画総延長770（m）
西水路雨水幹線　整備済延長／目標計画総延長1350（m）

現状値 京樋雨水幹線（令和2年度）94％
西水路雨水幹線（令和2年度）86％

ターゲット内容に対する
評価判定

京樋雨水幹線において、工事期間の延長があるものの概ね事業は
予定通り進んでいます。また、今年度より西水路雨水幹線整備にも
工事に着手しており、概ね事業は予定通り進んでいます。

ロードマップ個票
危機管理をしっかり！安心の暮らしをみんなと

＜危機管理の充実・強化＞

あらゆる危機事象に迅速に対応できる組織・体制を整備します

取組概要 公共下水道雨水幹線の整備を行います。

浸水対策の促進

種別

計画
実績
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ポリシー K５

マニフェスト 31

ターゲット 61 SDGs

A 評価コメント

検討・協議

協定締結

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・平成31年4月26日に一般社団法人藤井寺市医師会と災害時の医療救護活動に関する協
定を締結しました。
・令和元年9月14日に株式会社ダイエーと災害時の支援協力に関する協定を締結しまし
た。
・令和元年9月26日に大栄環境株式会社と災害廃棄物などの処理に関する基本協定を締
結しました。

＜令和2年度中における新たに締結した協定＞
・令和2年9月1日　災害時等における宿泊施設の利用に関する協定（旅館千成家）
・令和2年10月1日　災害時等における宿泊施設の利用に関する協定（春日屋旅館）
・令和3年1月18日　災害発生時の施設使用に関する協定書（大阪府羽曳野警察署）

・令和3年度の目標値に達したため、令和3年度を28→30、令和4年度を30→32へと目標値
をそれぞれ上方修正しました。

＜令和3年度中に新たに締結した協定等＞
・令和3年6月30日　災害に係る情報発信等に関する協定（ヤフー株式会社）
・令和3年7月1日　特設公衆電話の設置・利用に関する覚書（西日本電信電話㈱　関西支
店）
・令和3年9月1日　災害時における燃料の供給に関する協定書（大正石油㈱）
・令和3年9月15日　災害時等における緊急一時避難施設の使用に関する協定書（三菱UFJ
信託銀行㈱）

・令和3年度の目標値に達したため、令和4年度の目標値を32→34へと上方修正しました。

事業費（千円）

実績値 25 28 32 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 24 26 30 32   34

担当部課 危機管理室、市民生活部環境衛生課、関係課

評価指標（KPI） 防災協定等の締結数（件）

現状値 （令和元年度）25件

ターゲット内容に対する
評価判定

令和3年度においては、新たに4つの防災協定等を締結し、目標値
を上回りました。

ロードマップ個票
危機管理をしっかり！安心の暮らしをみんなと

＜危機管理の充実・強化＞

災害時の物資援助や避難場所確保など民間企業との防災協定を結び、災害マニュアル・
ハザードマップを見直します

取組概要 より一層の災害対応力の強化を図るため、市独自で不足する力を外部からの応援により補
えるよう、新たな防災協定を締結していきます。

防災協定の締結

種別

計画
実績
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ポリシー K５

マニフェスト 31

ターゲット 62 SDGs

A 評価コメント

検討

計画・調査

実施

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

- - - - - - - -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・マスク、消毒液、水不要のシャンプーなどの衛生用品を新規購入しました。（事業費につい
ては、備蓄品購入費（個票30-2に記載の事業費）内で対応）
・令和2年度に避難者用のエアーマット、空気発電池を購入予定です。
・設備面など他部局との調整が必要であるものも含め、関係部局と連携のうえ避難所環境の
改善について検討・実施を進めます。

・他の個票と重複する内容であるため、事業費については、個票（30-59）又は（32-65）にお
いて計上します。
・エアーマット、空気発電池及びルームテント、簡易ベッド、ダンボールベッド等を調達しまし
た。
・備蓄品・資機材の大量調達に伴い、独立した備蓄倉庫を新たに2箇所設置しました。

・他の個票と重複する内容であるため、事業費については、個票（30-59）又は（32-65）にお
いて計上します。
・ペット同行避難対策として避難所運営マニュアルの策定及びペット同行避難に備えた備蓄
品を調達しました。
・NTTとの覚書締結により、避難所となる施設において、災害時用特設公衆電話設置のた
めの回線工事を行いました。
・備蓄倉庫を新たに1箇所設置しました。

事業費（千円）

実績値 1 2 3 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 1 2 2 2

担当部課 危機管理室

評価指標（KPI） 避難所環境の改善に繋がる対応項目数（項目）

現状値 （令和元年度）1項目

ターゲット内容に対する
評価判定

ペット同行避難に関する対策、避難所用災対特設公衆電話の回線
工事、備蓄倉庫の新設（1か所）など、一定の改善を図ることができま
した。

ロードマップ個票
危機管理をしっかり！安心の暮らしをみんなと

＜危機管理の充実・強化＞

災害時の物資援助や避難場所確保など民間企業との防災協定を結び、災害マニュアル・
ハザードマップを見直します

取組概要
現状の避難所環境を見直すとともに、備蓄倉庫の適正配置も含めて検討し、災害発生時に
おける避難者の負担を軽減させ、より快適な避難所を提供できるよう改善を図っていきま
す。

避難所環境の改善

種別

計画
実績

簡易   等調達

倉庫設置衛生用品調達 倉庫設置

倉庫設置

   同行避難対策

特設公衆電話
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ポリシー K５

マニフェスト 31

ターゲット 63 SDGs

B 評価コメント

地域防災
計画修正

南海トラフ
地震防災
対策推進
計画の策定

災害時
業務継続
計画策定

受援計画
策定

国土強靭化
地域計画
の策定

マニュアルの
策定・修正

災害時
業務継続
計画策定

受援計画策定

「藤井寺市防
災ガイドブッ
ク」の修正・周

知

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 0 18,999 15,455 5,597 - 6,270 -
事業費（千円）

計画変更

実績値 - 1 2 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - 2 2

担当部課 危機管理室、関係課

評価指標（KPI） 地域防災計画等を踏まえたマニュアルの策定・修正数（件）

現状値 （令和2年度）1件

ターゲット内容に対する
評価判定

「避難所運営マニュアル（ペット同行避難対応編）」の策定や「藤井
寺市防災ガイドブック」の修正及び全戸配布を実施できたが、業務
継続計画及び受援計画については、令和４年度以降の策定に繰り
延べとなった。

ロードマップ個票
危機管理をしっかり！安心の暮らしをみんなと

＜危機管理の充実・強化＞

災害時の物資援助や避難場所確保など民間企業との防災協定を結び、災害マニュアル・
ハザードマップを見直します

取組概要

災害予防・応急対策・復旧など市の災害対策推進の根幹となる「藤井寺市地域防災計画」
を修正するとともに、「南海トラフ地震に係る防災対策の推進に関する特別措置法」に基づく
「南海トラフ地震防災対策推進計画」を策定します。
また、災害対策を円滑に推進するため、関連する計画・マニュアル等について新規策定・修
正するとともに、当該計画・マニュアル等に基づき取組を進めていきます。
加えて、大規模な自然災害発生時においても、被害の最小化、迅速な復旧など、各部署が
それぞれの役割を担いながら強いまちづくりを進めるため「国土強靭化地域計画」を策定し
ます。

藤井寺市地域防災計画及び防災関係計画・マニュアル
等の見直し・策定

種別

準備

準備

修正 取組推進

修正 取組推進

策定 取組推進

計画
実績

策定

策定策定準備

策定策定準備

防災ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸﾍﾟｯﾄ同行避難

策定準備

（基礎資料取りまとめ）

策定準備

（基礎資料取りまとめ）

周知・活用
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令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・「地域防災計画」及び「南海トラフ地震防災対策推進計画」の策定・修正準備を行いまし
た。
・より実効性のある計画・マニュアルの策定を目標としますが、数値目標は設定しません。

・「地域防災計画」の修正、「南海トラフ地震防災対策推進計画」の策定、「国土強靭化地域
計画」の策定を行いました。
・「避難所運営マニュアル（新型コロナウイルス感染症対応編）」を新たに策定しました。
・令和3年度の予算額は、「藤井寺市防災ガイドブック」の修正等に要する事業費です。
・災害時業務継続計画・受援計画の策定については、令和4年度以降での策定を目指しま
す。
・数値化が可能となるように、評価指標を「より実効性のある計画・マニュアルの策定」から
「地域防災計画等を踏まえたマニュアルの策定・修正数（件）」に修正しました。

・「避難所運営マニュアル（ペット同行避難対応編）」を新たに策定しました。
・「藤井寺市防災ガイドブック」を修正し、全戸配布しました。令和4年度からは、リニューアル
した防災ガイドブックの周知・積極的な活用に努めます。
・災害時業務継続計画・受援計画については、令和5年度の策定に向け、令和4年度に基
礎資料の取りまとめなど全庁挙げての検討に着手します。
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ポリシー K５

マニフェスト 32

ターゲット 64 SDGs

A 評価コメント

行政枠
チケットの
活用

広報啓発
活動の実施

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 0 - 0 - 0 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

【令和元年度実績】
チケット配布ボランティア団体数：6団体
チケット活用個体数：234匹

・取り組みの結果、野良猫の個体数が減少しています。
・どうぶつ基金が発行する無料チケット（行政枠）を獲得し、市内ボランティアと協働して
TNR活動を実施していることを広報に掲載しています。4･9月広報紙では犬・猫の正しい飼
い方や飼い主さんへのマナー向上に繋がるよう啓発しています。
・KPI指標を今回新たに設定しました。
【令和2年度実績】
・チケット配布ボランティアグループ数：13グループ
・チケット活用個体数：416匹

・令和2年度同様継続的に取組んでいる。
・目標値について野良猫の数が0匹を100％とした場合、実績値（満足度）についてボラン
ティアに活動している現状の聞き取りを行った結果を評価したもの。
【令和3年度実績】
・チケット配布ボランティアグループ数：10グループ
・チケット活用個体数：161匹

事業費（千円）

実施内容

実績値 - 70 75 -

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - 75 80

担当部課 市民生活部環境衛生課

評価指標（KPI） ボランティアからの聞き取りにより取り組み満足度(％）

現状値 （令和2年度）70％

ターゲット内容に対する
評価判定

令和元年度から3年度で811匹の避妊・去勢手術を行ないました。
また、地域ねこ活動を実施している地区などもあり糞尿などの苦情・
相談が減少しています。

ロードマップ個票
危機管理をしっかり！安心の暮らしをみんなと

＜危機管理の充実・強化＞

鳥獣被害（野良猫、カラスなど）、パンデミック（インフルエンザ、感染症）への早期対応と情
報発信に努めます

取組概要 公益財団法人どうぶつ基金が行政枠として発行する無料不妊手術チケットの申請を行い、
ボランティアグループが行うＴＮＲ活動（地域猫活動）を支援します。

猫の殺処分ゼロを目指す公益財団法人「どうぶつ基金」
とボランティアグループとの協働により、TNR（捕獲、不妊
手術、元へ戻す）活動への支援

種別

計画
実績
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ポリシー K５

マニフェスト 32

ターゲット 65 SDGs

A 評価コメント

感染防止用
物資の調達

コロナ禍での
自然災害を
見据えた
準備・対応

特措法に基
づく予防接
種の
実施

ワクチン接種

ワクチン接種

「藤井寺市
PCR検査セ
ンター」

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

0 - 92,668 67,564 647,276 - 246,270 -
事業費（千円）

計画変更

実績値 - - - -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 - - - -

担当部課 危機管理室、健康福祉部健康課

評価指標（KPI） -

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

対策本部会議の運営をはじめ、新たにPCR検査センターの開設を
するとともに、ワクチン接種についてもほぼ国のスケジュール通りに
実施できました。

ロードマップ個票
危機管理をしっかり！安心の暮らしをみんなと

＜危機管理の充実・強化＞

鳥獣被害（野良猫、カラスなど）、パンデミック（インフルエンザ、感染症）への早期対応と情
報発信に努めます

取組概要

新型コロナウイルス感染症に対応するため、新型コロナウイルス対策本部を的確に運営する
とともに、感染拡大防止対策に必要な物資・資機材の調達など、国の「新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付金」も活用して様々な感染防止対策を講じ、併せて市民へ
の適切な啓発・注意喚起等を図っていきます。
また、感染拡大による第2波、第3波も想定されることから、コロナ禍での自然災害の発生も
見据え、感染症に配慮した避難所運営などの災害対策を的確に行えるよう、準備を進めて
いきます。
さらに、ワクチン供給開始後は、新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、予防接種（特
定接種及び住民接種）を迅速かつ円滑に実施していきます。

新型コロナウイルス感染症への対策

種別

取組・対策の推進

物資・資機材調達

計画
実績

物資・資機材調達

準備 接種

接種券送付・接種

運営

接種券送付・接種

開設・運営

準備
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令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・令和2年2月3日、健康課を事務局として「藤井寺市新型コロナウイルス対策本部設置要
綱」に基づく「藤井寺市新型コロナウイルス対策本部」を設置しました。4月1日からは危機管
理室を事務局として運営し、4月7日に新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「新型イン
フルエンザ等緊急事態宣言」の公示に伴い、法定対策本部へと移行します。5月25日の緊
急事態宣言の解除に伴い、再び要綱に基づく対策本部として設置継続します。合計16回の
対策本部会議を開催しました。
・事業費については、物資・資機材の調達など危機管理室における新型コロナウイルス対策
に係る費用です。（6月時点）。

・4月1日からは危機管理室を事務局として対策本部会議（全29回、うち令和2年度中は20
回）を開催しました。
・コールセンターの開設・運営等のワクチン接種に向けた準備を実施しました。
・ワクチン接種に係る計画期間は令和3年2月から令和4年2月までを予定しています。
・事業費については、危機管理室（物資・資機材の調達・倉庫の設置、啓発等）及び健康課
における新型コロナウイルス対策に係る費用を計上しています。

・引き続き、対策本部会議（全52回、うち令和3年度中は22回）の開催・運営を行いました。
・11月、民間事業者との協定締結により、「藤井寺市PCR検査センター」を開設しました。令
和4年度も感染状況を踏まえ、開設期間を延長します。
・本庁舎及び学校等におけるクラスター防止対策及び業務継続の体制を確保するため、一
定の基準を満たす職員等に対して、市独自のPCR検査事業を実施しました。
・ワクチン接種については、段階的な対象者への接種券送付と、個別及び集団会場での接
種を実施しました。当初の対象年齢（16歳以上）が5歳以上に拡大されたことに伴い、新たな
接種券の送付や、接種体制を整備しました。
・ワクチン接種に係る計画期間が令和4年9月まで延長されました。
【令和3年度実績】
・初回接種（1、2回目）：100,367名(実数)、追加接種〈3回目）：25,643名(実数)
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ポリシー K５

マニフェスト 33

ターゲット 66 SDGs

B 評価コメント

結成促進

活動支援

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

280 190 280 90 280 - 280 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

・評価指標の目標値については、第五次総合計画で掲げる数値を引用しています。
・事業費については、「自主防災組織防災訓練負担金」に係る予算額です。

・事業費については、「自主防災組織防災訓練負担金」に係る予算・決算額です。
・コロナ禍であり、各地区においても様々な防災活動も見送られた中、令和3年2月に小山地
区が実施した自主防災訓練に対して、企画段階からの協力と訓練当日も参加しました。ま
た、訓練の状況を、他地区住民にも周知するために、広報紙で周知を行いました。

・事業費については、「自主防災組織防災訓練負担金」に係る予算・決算額です。
・コロナ禍であり、防災活動を見送られた地区が多い中、藤井寺北校区及び3地区（西古室
2丁目・国府・小山）の自主防災訓練（講習）に対して、企画段階からの協力と訓練当日も参
加しました。また、一部の訓練の状況については、他地区住民にも周知するため、広報紙で
周知を行いました。
・大阪大学の講師等にマネジメント・コーディネートをお願いし、市内3地区における課題の
情報交換や共有を通じて地域防災力の向上を目指す「藤井寺市地区防災計画モデル事
業」の取組みを進めています。

事業費（千円）

実績値 30 30 30 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 31 32 33 34

担当部課 危機管理室

評価指標（KPI） 自主防災組織結成数（地区）

現状値 （令和元年度）30地区

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナウイルス感染症の影響により、評価指標の目標達成はで
きませんでしたが、モデル地区での取組など、新たな取組みを実施
しました。

ロードマップ個票
危機管理をしっかり！安心の暮らしをみんなと

＜自治会や自主防災組織の機能向上＞

消防団活動、各地区の自主防災組織の連携など自助・共助・公助の取り組みの強化を推進
します

取組概要
災害発生時の初動対応には、自助・共助の取組が非常に有効であることから、自助・共助
がさらに強固なものとなるよう、より一層自主防災組織の結成促進に努めるとともに、既に組
織化されている自主防災組織に対しても、平時からの防災活動がより一層推進されるよう、
その支援を充実させていきます。

自主防災組織の育成と充実

種別

計画
実績
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ポリシー K５

マニフェスト 33

ターゲット 67 SDGs

A 評価コメント

教育訓練の
実施

消防団の
装備・資機材
の充実

役割多様化
への対応

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

28,751 21,501 27,537 21,781 25,487 - 27,849 -

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

備考
（実施等）

消防団装備の充実として、全団員に雨衣を購入しました。消防団車両（救助資機材搭載型
消防ポンプ自動車）を購入しました。
・令和2年度は、全団員に救命胴衣を購入予定です。
・消防団活動の充実を目標としますが、数値目標は設定しません。

・消防団装備の充実として、消防団救命胴衣・耐切創性手袋・切創防止用保護衣などの被
服等を新たに購入しました。

・消防団員の処遇改善に係る国からの通知等を踏まえ、消防団員の報酬等の見直し等につ
いて検討を行い、関係例規の整備及び必要な予算措置を行いました。
・消防団装備の充実として、消防団の装備の基準等（平成26年改正）に基づく新たな活動
服・活動ズボンを令和4年度に新たに購入予定です。

事業費（千円）

実績値 充実 充実 充実 -

実施内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標値 充実 充実 充実 充実

担当部課 危機管理室

評価指標（KPI） 消防団活動の充実

現状値 -

ターゲット内容に対する
評価判定

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、実施できていない事業等
もありますが、大規模火災への対応策として、消防署と合同で遠距
離中継訓練を実施し、連携の強化を図るなど、一定取組み強化に
向けて進められています

ロードマップ個票
危機管理をしっかり！安心の暮らしをみんなと

＜自治会や自主防災組織の機能向上＞

消防団活動、各地区の自主防災組織の連携など自助・共助・公助の取り組みの強化を推進
します

取組概要
教育訓練等を通じて常備消防との連携を強化するとともに、消防団の装備・資機材充実な
どの活動支援を行い、併せて、近年多様化する消防団の役割に対応できるよう取組を進め
ていきます。

消防団の活動支援と体制強化

種別

計画
実績
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