
令和４年度　組織別設定目標【市長公室】

市長公室

市行政組織が最大限の力を発揮するよう、人的資源の確保、開発、
活用を戦略的・総合的に実施する。

市行政組織が最大限の力を発揮
するよう、人的資源の確保、開
発、活用を戦略的・総合的に実
施する。

市長公室
秘書課

市長公室
人事課

市長及び副市長の業務が円滑に
行われることを補助し、また、
市政情報を戦略的・計画的に発
信する。

市長公室
危機管理室
災害対策課

市長公室
危機管理室
防災企画課

市民と行政の防災力の向上を図
るため、人材育成・物資充実・
資金支援・情報提供の観点か
ら、双方に対する事業を企画立
案し実施する。
防災力の向上をキーワードと
し、市民とのよりよい協働関係
の構築をめざす。

大規模地震、大雨・台風等の災
害発生時に人命優先の迅速な行
動をとり、被害を最小限に抑え
る。

市長公室
政策企画室

市長公室
危機管理室

特命を受けた特定の事務事業に
関する研究、企画、立案等を行
うとともに、関連部局と連携し
ながら効果的な事業推進を図
る。

市長公室
政策企画室
政策推進課

特命事業推進室

第６次総合基本計画に基づき、目標達成のために必要となる施策や事業を計画的に進めるとともに、情報
セキュリティ対策の徹底や行政手続・サービスのデジタル化による利便性の向上、庁内業務の効率化など
を図る。

大規模地震、大雨・台風等の災害発生時に人命優先の迅速な行動をと
り、被害を最小限に抑える。
市民と行政の防災力の向上を図るため、人材育成・物資充実・資金支
援・情報提供の観点から、双方に対する事業を企画立案し実施する。
防災力の向上をキーワードとし、市民とのよりよい協働関係の構築を
めざす。

市長公室
政策企画室
政策推進課

第６次総合基本計画に掲げたま
ちの将来像を実現に向け、計画
に沿ったまちづくりを着実に進
めるとともに、持続可能で、質
の高い行政サービスの提供をめ
ざす。

市長公室
政策企画室

デジタル推進課

デジタル化による行政サービス
の向上を図り、庁内行政事務の
効率化および情報セキュリティ
の継続的な強化に取り組む。ま
た現状の情報システムを安定稼
働させるとともに、自治体情報
システム標準化への移行に向け
たシステム全体最適化の検討を
進める。



令和４年度　組織目標設定シート

市長公室

部の方針 市長公室

トップマネジメントの補佐

広報の強化

人材育成の推進

適材適所の人員配置

健全な給与制度の構築

特別職の日程管理（デジタル化の推進）

LINEやYouTube等のSNSを積極的に活用した情報提供のあり方を検討

広報紙やホームページのリニューアルに向けた検討

管理職の職員に対する人事評価の実施

一般職（非管理職）の職員に対する人事評価の試行実施

技術系職員の経験者枠採用試験の実施に向けた検討

職員研修の体系を人材育成の観点から再構築

職務の級の定数の設定

○組織の基本方針等
市行政組織が最大限の力を発揮するよう、人的資源の確保、開発、活用を戦略的・総合的に
実施する。

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目



令和４年度　組織目標設定シート

市長公室　秘書課

課の方針 市長公室　秘書課

市長及び副市長の秘書業務

市民表彰・互礼会の実施

広報紙の発行

SNSを活用した情報発信

報道機関との連絡・調整

市長及び副市長の短期・中長期スケジュールの共有

秘書事務のマニュアル作成

ウイズ・コロナの市民表彰の実施

令和3年度に見直した互礼会の実施

広報紙の見直しを検討

広報紙配付方法の見直し

ウェブサイトの見直しを検討

LINEの登録件数の増加、Facebookの発信数の増加

YouTube動画の登録数の増加、ライブ配信の実施

報道提供基準の作成

○重点目標項目

○組織の基本方針等
市長及び副市長の業務が円滑に行われることを補助し、また、市政情報を戦略的・計画的に
発信する。

○組織の主要施策、事務
事業



令和４年度　組織目標設定シート

市長公室　人事課

課の方針 市長公室　人事課

人材育成の推進

適材適所の人員配置

適正な給与制度の運用

制度の周知徹底

人事評価（管理職を対象にした人事評価の実施、管理職以外を対象にした人事評価の試行実施）

職員研修体系の再検討

定数管理計画の策定の検討

職員の級別定数の設定の検討

昇任基準の明確化の検討

技術系職員の経験者枠採用試験実施に向けた検討

定年延長に伴う勤務条件の制度設計

超過勤務時間の上限設定

サブロク協定の締結

○組織の基本方針等
市行政組織が最大限の力を発揮するよう、人的資源の確保、開発、活用を戦略的・総合的に
実施する。

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目



令和４年度　組織目標設定シート

市長公室　政策企画室

部内室の方針 市長公室　政策企画室

総合基本計画の進行管理および推進

柔軟かつ機動的な行政組織の運営

広域行政、公民連携の推進

特命事業の研究・企画・立案等

情報セキュリティ対策事業

情報システム・ネットワーク等の管理運用

番号制度事務事業

デジタル化推進

第６次総合基本計画（後期基本計画）に基づく実施計画の策定・公表

各部局の組織目標達成に必要な庁内組織の再構築

柏原市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村、本市の５市２町１村による消防広域化

包括連携協定等に基づいた公民連携の推進　

旧浅野家住宅の整備プランの検討

第２期羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

行政手続きオンライン化の拡充

ＡＩ－ＯＣＲやＲＰＡの活用促進

文書管理・庶務事務システム、ネットワーク強靭化システム等の更新

民間事業者と連携したデジタルデバイド対策（高齢者スマホ教室）の実施

○組織の基本方針等
第６次総合基本計画に基づき、目標達成のために必要となる施策や事業を計画的に進めると
ともに、情報セキュリティ対策の徹底や行政手続・サービスのデジタル化による利便性の向
上、庁内業務の効率化などを図る。

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目



令和４年度　組織目標設定シート

市長公室　政策企画室　政策推進課

課の方針 市長公室　政策企画室　政策推進課

総合基本計画の進行管理および推進

柔軟かつ機動的な行政組織の運営

広域行政の推進

㈱みのりの里との連絡及び調整

公民連携の推進

令和４年度における事務事業の推進

令和５年度における政策立案

近隣自治体との広域連携

公民連携によるまちづくり

○重点目標項目

○組織の基本方針等
第６次総合基本計画に掲げたまちの将来像を実現に向け、計画に沿ったまちづくりを着実に
進めるとともに、持続可能で、質の高い行政サービスの提供をめざす。

○組織の主要施策、事務
事業



令和４年度　組織目標設定シート

市長公室　政策企画室　政策推進課　特命事業推進室

課内室の方針 市長公室　政策企画室　政策推進課　特命事業推進室

旧浅野家住宅の整備

はびきの中学生Study-O事業の推進

まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理および推進

特命事業の研究・企画・立案

旧浅野家住宅基本構想等の策定

はびきの中学生Ｓｔｕｄｙ－Ｏの参加促進

第２期羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

特命事業の推進

○重点目標項目

○組織の基本方針等
特命を受けた特定の事務事業に関する研究、企画、立案等を行うとともに、関連部局と連携
しながら効果的な事業推進を図る。

○組織の主要施策、事務
事業



令和４年度　組織目標設定シート

市長公室　政策企画室　デジタル推進課

課の方針 市長公室　政策企画室　デジタル推進課

デジタル推進

情報セキュリティ対策事業

情報システム・ネットワーク等の管理運用

番号制度事務事業

行政手続きオンライン化の拡充

ＡＩ－ＯＣＲやＲＰＡの活用促進

文書管理・庶務事務システム、ネットワーク強靭化システム等の更新

民間事業者と連携したデジタルデバイド対策（高齢者スマホ教室）の実施

自治体情報システムの標準化に向けた調整

情報セキュリティポリシーの見直しと周知

庁内事務パソコン更新の実施（毎年２００台）

出先ネットワーク機器更新の実施（フレッツ回線の見直し）

ＬＩＮＥチャットボットのサービス拡充

オープンデータ公開サイトの整理

○重点目標項目

○組織の基本方針等
デジタル化による行政サービスの向上を図り、庁内行政事務の効率化および情報セキュリ
ティの継続的な強化に取り組む。また現状の情報システムを安定稼働させるとともに、自治
体情報システム標準化への移行に向けたシステム全体最適化の検討を進める。

○組織の主要施策、事務
事業



令和４年度　組織目標設定シート

市長公室　危機管理室

部内室の方針 市長公室　危機管理室

危機事象への体制整備

避難所の環境整備

関係機関・関係団体・企業との連携強化

自主防災組織の育成

消防団員の育成

防犯・防災対策

防災啓発活動

感染症予防・対応

消防広域化の促進

公共施設整備計画の策定時における大型倉庫機能の付加の検討

避難所となっている小中学校における備蓄物資の保管場所の検討実施

効果的、効率的な備蓄(物資内容、備蓄手法)

新たな災害警戒・対策本部体制の構築

職員の危機意識、災害対応力の向上（避難所の運営力の向上、避難所の環境改善）

災害業務体制の構築

民間支援を要する分野における災害協定の締結

自主防災組織の訓練支援

自主防災組織育成研修会の実施

自主防災組織への活動助成制度の検討

消防団員中型免許取得助成制度の検討

羽曳野警察署との協働による幹線道路への防犯カメラの設置

こども防災教室の実施(開催：７小学校)

防災講演会(開催時期・テーマ：調整中)、出前講座の実施

防災意識高揚のために三市合同総合防災フェアを実施

８市町村による広域消防組織の運用に向けた協議の推進

○組織の基本方針等

大規模地震、大雨・台風等の災害発生時に人命優先の迅速な行動をとり、被害を最小限に抑
える。
市民と行政の防災力の向上を図るため、人材育成・物資充実・資金支援・情報提供の観点か
ら、双方に対する事業を企画立案し実施する。
防災力の向上をキーワードとし、市民とのよりよい協働関係の構築をめざす。

○組織の主要施策、事務
事業

○重点目標項目



令和４年度　組織目標設定シート

市長公室　危機管理室　防災企画課

課の方針 市長公室　危機管理室　防災企画課

危機事象への体制整備

避難所の環境整備

計画的な物資の備蓄

市民の方々への自主防災力の育成支援

関係機関・関係団体・企業との連携強化

災害業務体制の構築

職員の危機意識、災害対応力の向上　　避難所の運営力の向上　　避難所の環境改善

効果的、効率的な備蓄(物資内容、備蓄手法)

危機意識の啓発と「自助」の取組の促進

「共助」の取組の促進

民間支援を要する分野における災害協定の締結

○重点目標項目

○組織の基本方針等
市民と行政の防災力の向上を図るため、人材育成・物資充実・資金支援・情報提供の観点か
ら、双方に対する事業を企画立案し実施する。
防災力の向上をキーワードとし、市民とのよりよい協働関係の構築をめざす。

○組織の主要施策、事務
事業



令和４年度　組織目標設定シート

市長公室　危機管理室　災害対策課

課の方針 市長公室　危機管理室　災害対策課

危機事象への体制整備

自主防災組織の育成

消防団員の育成

防犯・防災対策

防災啓発活動

感染症予防・対応

消防広域化の促進

公共施設整備計画の策定時における大型倉庫機能の付加の検討

避難所となっている小中学校における備蓄物資の保管場所の検討実施

新たな災害警戒・対策本部体制の構築

土のう作成、設置など実践的な技能訓練の実施

自主防災組織の訓練支援

消防団員中型免許取得助成制度の検討

羽曳野警察署との協働による幹線道路への防犯カメラの設置

防災意識高揚のために三市合同総合防災フェアを実施

８市町村による広域消防組織の運用に向けた協議の推進

○重点目標項目

○組織の基本方針等
大規模地震、大雨・台風等の災害発生時に人命優先の迅速な行動をとり、被害を最小限に抑
える。

○組織の主要施策、事務
事業


