
 部局長名 南浦 幸次 ／ 笠屋 眞一

令和 2 年度 部局目標シート

部局名 市民環境部

優先順位 事業名 区分 所属名

No.1
消防団機庫建替事業 （既存・拡大）

生活安全課
危機管理室重点事業

No.３ マイナンバーカード(個人番号カード)
普及促進事業

（既存・維持） 市民課

No.２
ごみ減量・再資源化の推進 （新規） 市民衛生課

No.４
地域公共交通網形成計画策定事業 （既存・維持） 生活安全課



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート 【重点事業】
No. 1

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 02070401 ）

政策 02 安心して、やすらぎを感じることができるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 消防団機庫建替事業 （既存・拡大）
部局名 市民環境部

所属名 生活安全課 危機管理室

施策 07 災害対策の充実 31 ページ

基本事務事業 04 消防団体制の充実 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
香芝市消防団員

◆事業の概要

部局目標に
設定する理由

（現状と課題）

現状：第５分団機庫のIS値は最も脆弱な部分で0.04となっており、市内５箇所の消防団機庫の中で、唯一、耐震基準を下回っている状
況にある。また、昭和５０年代前半の建築により、老朽化も進んでいる。
課題：周辺道路が狭小で緊急車両は慎重に通行させる必要がある他、災害時には家屋や電柱等の倒壊により道路が遮断されて通行不可
となる事が懸念されるため、早急に建替を行う必要がある。

年度実施内容
第５分団機庫の建て替え工事（既存の旧機庫の取り壊し、移転を含む)
・設計委託　・監理委託　・機庫建設工事　･旧機庫解体工事
・移転先施設（近鉄関屋駅前自転車等駐車場）一部解体工事

事務事業 01 消防団活性化事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

消防団員の活動環境改善を行い、有事の際滞りなく活動できるようにする。

期待できる効果
（展望）

　現存する機庫所在地から、より実用的に活動できる場所へ移転することで、消防団が機能を十全に発揮することが可能となり、地域
における消防力・防災力の強化や向上を図ることができる。
　また、移転先である近鉄関屋駅前自転車等駐車場の一部を取壊して機庫を建設することで、新たな用地取得は不要となり、運用に関
しても統合・縮小等の効率化を実施することで、必要としている経費の抑制、削減が可能となる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 消防組織法

運営方法 全部委託 事業期間 単年度 （　　　年度～　　　　年度）

歳出    事業費（自動計算） 0 57,700,000 0 0

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

1,500,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 56,200,000 0 0

国県支出金

地方債 56,200,000

その他

一般財源

委託料 6,200,000

年度 工事請負費 51,500,000

　非常備消防費

節

区分 金額

内容
積算

・委託料　　：①設計委託料　　　 　　　　　　　　5,000千円
　　　　　　　②監理委託料　　　　　　　　　　　 1,200千円
・工事請負費：①機庫建替工事（新設工事）　　　　30,000千円
　　　　　　　②機庫建替工事（支障物件解体工事）15,000千円
　　　　　　　③支障物件存置改修工事　　　　　　 5,000千円
　　　　　　　④旧機庫解体工事　　　　　　　　　 1,500千円

款 　消防費 項 　消防費 目

予算科目

合計 57,700,000
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令和 2 年度部局目標事業シート
No. 2

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 01010103 ）

政策 01 自然と調和した美しい住環境をめざすまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 ごみ減量・再資源化の推進 （新規）
部局名 市民環境部

所属名 市民衛生課

施策 01 ごみの減量化とリサイクルの推進 18 ページ

基本事務事業 01 ごみ減量・再資源化の推進 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
香芝市民・事業者

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：本市は3R推進のために、リサイクル事業は実施しているものの、3Rの中でリサイクルよりも優先して取り組むべきリユース事
業を行っておらず、家庭系ごみ量の推移も近年横ばい傾向にある。
課題：家庭系ごみ量は、引続き横ばい傾向が続く可能性があることから、3Rを推進するための新たな取り組みを実施することで、市
民のごみに対する意識の向上と、ごみ減量を図る必要がある。

年度実施内容
・リユースイベント「ええもんクルっと市」の開催 （年３回程度予定）
・市役所１階にリユースコーナーを設置し、不要となり回収された食器類を自由にお持ち帰りいただけるようにした。

事務事業 03 ごみ減量及び資源化推進事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

各家庭において、自身ではもう使わないが再使用可能な物品を市民から集め、必要とする方に配布（有償・無償）するイベント【ええ
もんクルっと市】を開催することで、市民のリユース意識の向上と、ごみ減量に資する。

期待できる効果
（展望）

・市民のリユース意識向上
・市民がリユースに触れる機会の創出
・ごみの減量

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

歳出    事業費（自動計算） 0 50,000 0 0

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

50,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

その他

一般財源

需用費 50,000

年度

清掃総務費

節

区分 金額

内容
積算

　
【消耗品費】食器回収用ボックス　＠５０,０００円

款 衛生費 項 清掃費 目

予算科目

合計 50,000
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令和 2 年度部局目標事業シート
No. 3

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 07330506 ）

政策 07 市民の信頼を得られる最適経営の自立したまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 マイナンバーカード(個人番号カード)
普及促進事業

（既存・維持）
部局名 市民環境部

所属名 市民課

事務事業 06 個人番号カード交付事務 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

国において「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」が決定され、マイナンバーカードの普及等に関
する全体スケジュールや取組方針が示された。それによる個人番号カード交付円滑化計画に沿った枚数の個人番号カードを交付する。

施策 33 地域経営システムの確立 82 ページ

基本事務事業 05 窓口サービスの充実 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
全市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

国が令和3年度末にほとんどの住民が個人番号カードを保有してることを想定し、マイナポイント事業や保険証への利用など様々な
シーンでの個人番号カードの利活用を進めている。そのために交付促進を行い個人番号カードの交付を進める必要がある。

R 2 年度実施内容

○休日交付窓口の開設

○申請用写真の無料撮影による申請サポート

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

個人番号カードを基盤とした様々なサービスによる利便性の向上。香芝市についてはコンビニで住民票や印鑑証明書の交付を受けられ
ることによる市民サービス向上とコンビニ交付利用率の上昇による市民課窓口の混雑緩和や将来的な人件費の削減。

○香芝市長選挙（令和2年5月）及び香芝市議会議員選挙（令和3年3月）期日前投票時における夜間臨時窓口の開設

＜目標値＞令和2年度末　交付率　44％

　

事業分類 自治事務 根拠法令 住民基本台帳法、住民基本台帳施行令、住民基本台帳施行規則、香芝市印鑑条例、香芝市印鑑条例
施行規則、香芝市手数料条例

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 0 784,800 0 0

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 784,800 0 0

国県支出金 0 784,800

地方債 0 0

その他 0 0

一般財源 0 0

戸籍住民基本台帳費

節

区分 金額

内容
積算

<財源内訳>

役務費　通信運搬費：

款 総務費 項 戸籍住民基本台帳費 目

予算科目 需用費　消耗品費：

需用費 36,000 国県支出金：個人番号カード事務費補助金(補助率10/10)

年度 役務費 748,800 <予算科目>

写真撮影消耗品　36,000円

個人番号カード送付　100通×624円×12ヶ月＝748,800円

合計 784,800
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令和 2 年度部局目標事業シート
No. 4

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 03100501 ）

政策 03 快適で便利なまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 地域公共交通網形成計画策定事業 （既存・維持）
部局名 市民環境部

所属名 生活安全課

施策 10 良好な新市街地の形成 36/37 ページ

基本事務事業 05 公共交通の充実 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
全市民及び来訪者

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状:平成２４年５月に策定した香芝市生活交通ネットワーク計画は、都市計画・福祉・観光振興等のその他の地域戦略と明確に連携
していない。
課題:本来の公共交通網の形成は、まちづくりと一体化させるべきであり、都市計画及び福祉関連等各種計画ともリンクさせた総括的
な形成を考察するべきである。

年度実施内容

地域公共交通網形成計画策定
　2020.4～9　目標達成のための事業の検討
　2020.9～　 運行計画案の検討
　2021.2　　 パブリックコメントの実施
　2021.3　　 計画策定

事務事業 01 地域公共交通協議会事業 62 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

自立した日常生活及び社会生活を確保し、活力ある都市活動などを担う地域公共交通を持続可能、かつ適正に運行するために各種調査
及び分析等を行い、本市の将来の公共交通のあり方を計画し、明確な地域公共交通網の将来像を形成することを目的とする。

期待できる効果
（展望）

持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針及び将来像を策定することによ
り、クロスセクター効果が期待でき費用の抑制につながる可能性がある。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （令和元年度～令和２年度）

歳出    事業費（自動計算） 7,900,000 5,671,000 74,635,000 #VALUE!

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

5,671,000 50,635,000 -

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 24,000,000 0

国県支出金 24,000,000

地方債

その他

一般財源 7,900,000

負担金補助及び
交付金

5,671,000

年度

財産管理費

節

区分 金額

内容
積算

 香芝市地域公共交通活性化協議会負担金：5,671千円
（協議会運営費及び地域公共交通網形成計画策定に係る委託料）

R4年度については未定

款 総務費 項 総務管理費 目

予算科目

合計 5,671,000


