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＜本書の目的＞ 

 

 本書は、第四次交野市総合計画基本構想「みんなの“かたの”基本構想」のもと、行政として、

何を目的にどのような事業をするのか、予算の編成にあたっての考え及び計画を示すものであり、

行政を構成する組織ごとの令和３年度の取り組みのビジョンや、個々の施策及び事業について、そ

の目的や概要等を記載しております。 

また、本書は予算編成作業時点のものとして作成しておりますので、令和３年度当初に改めて内

容を確認し、所要の修正を行います。 

 

＜本書の見方＞ 

 

●実施計画書の構成について 

  実施計画書は、部ごとに「部運営方針シート」、「部構成組織シート」、「施策シート」から構成され

ています。 

部運営方針シート 部の重点的な取り組みや施策の体系等を記載 

部構成組織シート 部を構成する組織（課等）ごとに目的や課題、組織力強化の取り組み等を記載 

施策シート 各施策の目的や具体的な事業内容等を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「暮らしの夢」、「“かたのサイズ”をめざす像」について  

「部運営方針シート」の「暮らしの夢」及び、「施策シート」の「“かたのサイズ”をめざす像」は、

第四次交野市総合計画基本構想「みんなの“かたの”基本構想」より引用しています。 

※詳細な内容については、巻末に掲載の「参考資料」をご覧ください。 

【参考】基本構想と実施計画書の関係イメージ図 
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●「ＳＤＧｓ
エスディージーズ

」について 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、 2015年 9月

の国連サミットで採択された「持続可能な開発のため

の 2030 アジェンダ」に記載されている 2016 年から

2030年までの国際目標のことです。 

このＳＤＧｓは、持続可能な世界を実現するための

17 のゴールから構成され、地球上の誰一人として取

り残さないことを誓っています。 

ＳＤＧｓ達成に向けての取組みは、国レベルで実施すべきものも含まれますが、地方自治体にお

ける積極的な取組みも必要です。 

本市においても、このＳＤＧｓの示す理念や方向性が、本市の定める基本構想等と共通する部分

が多いことから、各部署が実施する取組みにＳＤＧｓを明確に位置づけることで、市民や事業者な

ど多様な関係者（ステークホルダー）への浸透を図り、それぞれが連携・協力しながら持続可能な

まちづくりを行っていくことによって、ＳＤＧｓの達成に貢献することを目指します。 

なお、本書では、ＳＤＧｓのゴールと各部署の施策との関係性をラベル貼付により示しています。 

※17のゴールと自治体行政との関係については、巻末に掲載の「参考資料」をご覧ください。 

 

●「施策シート」について 

施策ごとに「“かたのサイズ”をめざす像」との整合性や、施策目的・目標などを整理した上で、

具体的な事業内容について記載しています。各事業の見方は下記のとおりです。 

 

１ 事業の方向性 事業の今後の方向性 

 

（表の左部） 拡充・重点化   維持・継続   改善・効率化 

縮小・統合    休止・廃止 

※新規事業は「（新規）」と記載しています。 

２ 国府補助 国・大阪府・その他からの補助金、交付金等 

３ 位置付け 
法定：法律で義務づけられた事業 

選択：その他の事業 

４ 実施形態 

直接実施：市が直接実施している事業 

委  託：委託事業 

指定管理：指定管理事業 

補  助：補助金等を支出している事業（直接実施ではない事業） 

そ の 他：上記のいずれにもあてはまらない事業 

５ 活動指標 事業実績または結果を表す指標 

 

事業 １   
活動指標 R３年度目標 R２年度見込 R１年度実績 

1         

維
持
・
継
続 

概 要   
2         

国府補助   予算・決算額（歳出）       

位置付け   実施形態     うち国府負担額       
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