
八尾市こどもいきいき未来計画　施策体系表

基本
方向

具体的施策
取り組み
番号 取り組み 担当課

10101 子どもの権利尊重についての啓発の実施 こども政策課・人権政策課・人権教育課

10102 子ども・子育てシンポジウムの開催 こども政策課

10103 子ども向けウェブサイトによる子どもの主体性を高める情報の発信 こども政策課

10104
子どもの意見を尊重した取り組みの実施（八尾っ子元気・やる気アップ提案事業（子どもの
「あったらいいな」実現部門））

こども政策課

10105 教師・保育士等の人権研修の実施 こども施設課・人権教育課

10106 自他の命を大切にする教育を推進する取り組みの実施 人権教育課

10201 要保護児童対策地域協議会の充実
子育て支援課
（子育て総合支援ネットワークセンター）

10202 児童虐待防止のための研修・啓発
子育て支援課
（子育て総合支援ネットワークセンター）

10203 相談体制・ケース対応の充実
子育て支援課
（子育て総合支援ネットワークセンター）

10204 健康診査時や健康診査未受診者の対応における児童虐待の早期発見と発生予防 健康推進課

10205 児童家庭相談の充実
子育て支援課
（子育て総合支援ネットワークセンター）

10301 いじめの未然防止・早期発見に向けた体制づくりと総合的な対策の推進 人権政策課・人権教育課

10302 スクールカウンセラーの活用 指導課

10303 家庭の教育力レベルアップ事業の実施 教育センター

10304 スクールサポーターの派遣 教育センター

10305 教育相談の実施 教育センター

10306 さわやかルームにおける援助活動の実施 教育センター

10307 人権相談の実施 人権政策課

20101
子どもが地域での活動に参加する機会づくり（八尾っ子元気・やる気アップ提案事業（子ども
いきいき実践部門））

こども政策課

20102 すくすく子ども地域活動支援事業の実施 青少年課

20103 こども会活動の育成・活性化の支援 青少年課

20104
子どもの活動支援と八尾を全国に発信する取り組み（がんばる「八尾っ子」応援事業、河内
音頭こども音頭とり講座など）

青少年課・産業政策課

20105 「地域分権」の考え方に基づく取り組みの推進 コミュニティ政策推進課

20106 青少年活動団体への助成 青少年課

20201 青少年センター講座による学習・活動機会の提供 青少年課

青少年課

青少年課

20203 桂・安中青少年会館における子ども・保護者の活動場所・機会の提供 桂青少年会館・安中青少年会館

20204 小・中学校体育施設の開放によるスポーツ・レクリエーションの活動場所の提供 生涯学習スポーツ課

20205 社会体育振興事業による子ども同士の親睦・活動機会の提供 生涯学習スポーツ課

20206 子どもが安心して集える居場所づくり こども政策課

20301 （仮称）子どもセンターの検討 こども政策課

20302 地域の子育て支援拠点としての「つどいの広場」の充実 子育て支援課

20303 子育てサークルの活性化に向けた支援 子育て支援課

20304 地域子育て支援センターでの保護者・子育てサークル等のつながりづくりの支援 子育て支援課

20305 母子保健地域組織育成事業による地域住民の活動支援 健康推進課

20306 地域の読み聞かせボランティアの育成 八尾図書館

20307 ＰＴＡ協議会活動の支援 生涯学習スポーツ課

20308 地区集会所、小学校区集会所を活用した子育て支援の活動促進 コミュニティ政策推進課

20309 子育て支援広場「はとぽっぽ」の実施
地域福祉政策課
（社会福祉協議会）

20310 高齢者ふれあい農園における世代間交流の実施 高齢介護課

20311 地区福祉委員会など共助の取り組みの推進 地域福祉政策課
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【１－１】
子どもの権利を尊重する意識の醸
成

<計画掲載ページ　P.19>

【１－２】
児童虐待防止対策の充実

<計画掲載ページ　P.20>

【１－３】
いじめ・不登校や引きこもり等への
対応

<計画掲載ページ　P.21>

【２－１】
子どもが主体となって活動ができ
る地域づくりの推進

<計画掲載ページ　P.23>
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【２－２】
子どもの居場所づくりの支援

<計画掲載ページ　P.24>
八尾市立青少年運動広場、大畑山青少年野外活動センターにおける活動場所の提供20202

【２－３】
子育て支援のネットワークづくりの
充実

<計画掲載ページ　P.25>

施策体系表1



20401 家庭の教育力レベルアップ事業の実施 教育センター

20402 家庭教育学級による子育て講座の開催や保護者の交流機会の提供 生涯学習スポーツ課

20403 土曜スクール（開かれた学校づくり）の実施 指導課

20501 青少年健全育成に対する啓発の実施 青少年課

20502 青少年健全育成八尾市民会議における取り組み 青少年課

20503 青少年ボランティアの養成 青少年課

20504 地域による子どもの安全確保の推進 青少年課

20505 小学生対象の消費者教育の実施（こども消費者教室） 産業政策課

20506 通学路安全対策計画に基づく取り組み推進 土木建設課

20507 防犯灯、防犯カメラの整備促進による犯罪・事故等の防止 危機管理課

20508 交通安全教育の推進 交通対策課

20509 地域における防犯に対する啓発の実施（防犯速報、地域安全推進会議、防犯啓発事業） 危機管理課

20510 防災に対する啓発の実施 危機管理課・消防本部予防課

20511 市立小学校・特別支援学校、市(私)立幼稚園・保育所への安全対策推進員の配置 こども施設課・指導課

20512 学校における防犯教室の実施 指導課

20513 自主防災組織の訓練指導、応急手当訓練指導の実施 消防署

20514 学校園での安全対策の推進（校門付近での安全監視等） 教育政策課

20601 「赤ちゃんの駅」の登録推進と情報提供の充実 こども政策課

20602 大阪府特定優良賃貸住宅の情報提供 住宅政策課

20603 八尾市営住宅機能更新事業における子育てにやさしい住環境づくり 住宅管理課

20604 多様なニーズに対応する住情報の提供 住宅政策課

20605 安全で安心して通行できる道路空間等の整備 土木建設課

20606 市民ニーズを考慮した地域の公園の整備 みどり課

20607 公共施設の子育てバリアフリー化の推進 総務課

20608 市営住宅における新婚・子育て世帯優先入居 住宅管理課

20609 コミュニティセンター機能更新における子どもに配慮した施設整備の推進 各出張所

20701 ワーク・ライフ・バランスの普及啓発 人権政策課

20702 勤労者法律相談の実施 労働支援課

20703 労働情報やお発行 労働支援課

20704 男性の子育てへの参画促進に向けた学習機会の提供や情報の発信 人権政策課

20705 特定事業主行動計画の推進 職員課

20706 国、府の優良事業所の表彰等の啓発 こども政策課

【２－７】
ワーク・ライフ・バランスの推進

<計画掲載ページ　P.30>
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【２－６】
子どもに配慮したまちづくりの推進

<計画掲載ページ　P.29>

【２－５】
子どもの安全の確保と青少年の健
全育成

<計画掲載ページ　P.27～28>

【２－４】
家庭教育の充実と地域の教育力
の向上

<計画掲載ページ　P.26>
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30101 職場体験学習の実施 指導課

30102 八尾の産業への理解を深める機会の提供 産業政策課・指導課

30103 技術・家庭科の授業の推進 指導課

30104 中学生、高校生が乳幼児とふれあう機会の提供 こども政策課・指導課

30105 子どもや若者のライフプランニング支援の実施 こども政策課

30201 保健師・保育士等の連携・協力体制の強化 健康推進課・子育て支援課

30202 妊娠から出産後の支援の推進 健康推進課

30203 妊婦乳幼児健康診査の実施 健康推進課

30204 妊産婦乳幼児訪問指導の実施 健康推進課

30205 こんにちは赤ちゃん事業の実施 健康推進課

30206 妊婦乳児等保健相談の実施 健康推進課

30207 乳幼児育成指導の実施 健康推進課

30208 未熟児訪問指導等の実施 健康推進課

30209 母子健康手帳の交付 健康推進課

30210 予防接種の実施 健康推進課

30211 マタニティマークの普及・啓発 健康推進課

30212 自殺対策に関する取り組みの実施 健康推進課

30213 あなたのまちの健康相談の実施 健康推進課

30214 市立病院における周産期医療及び小児医療の提供 市立病院企画運営課

30215 特定呼吸器疾病予防回復に関する取り組みの実施 健康推進課

30216 休日急病診療の実施 健康推進課

30217 「食」に関する教育のサポート 指導課・教育センター

30218 学校や保育所等における子どもへの食育の推進 学務給食課・こども施設課

30219 保健センターにおける食育の推進（離乳食、幼児食の正しい知識の普及） 健康推進課

30220 薬物乱用の防止教育の推進 指導課

30221 ＨＩＶ/エイズ教育の推進 指導課

30222 喫煙や薬物・飲酒の防止等に関する教育の推進 指導課

30223 こころの悩み等に関する教育の推進 指導課

30301 幼保一体化の推進 こども政策課

30302 幼・保・小合同研修会の開催 教育政策課

30303 通常保育事業の実施 こども施設課

30304 保育所・認定こども園等の整備の推進 こども施設課

30305 保育所における第三者委員・苦情解決の対応 こども施設課

30306 小学校一斉授業見学（体験） 教育政策課
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【３－３】
幼児教育・保育の充実

<計画掲載ページ　P.36>

【３－２】
子どもと親の健康増進

<計画掲載ページ　P.33～35>

【３－１】
次代の親の育成

<計画掲載ページ　P.32>
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30401 （仮称）子どもセンターの検討 こども政策課

30402 地域子育て支援センターにおける妊産婦・親子の交流の機会提供 子育て支援課

30403 つどいの広場における交流の機会提供 子育て支援課

30404 養育支援訪問による相談・指導・助言の実施 子育て支援課

30405 ママ・サポート事業による家事支援の実施 子育て支援課

30406 ファミリー・サポート・センター事業の実施 子育て支援課

30407 一時預かり事業の実施 こども施設課

30408 延長保育の実施 こども施設課

30409 休日保育の実施 こども施設課

30410 市立・私立幼稚園における預かり保育の実施 こども施設課

30411 子育て短期支援事業の実施（ショートステイ事業、トワイライトステイ事業） 子育て支援課

30412 病児保育事業の実施 子育て支援課

30413 簡易保育施設における保育サービスの提供 子育て支援課

30414 保育所における在宅子育て支援事業の実施 こども施設課

30415 市立幼稚園における幼児教室・4歳児教室の実施 こども施設課

30416 えほんデビュー事業の実施 健康推進課

30417 桂・安中青少年会館における子育て支援教室・講座の実施 桂青少年会館・安中青少年会館

30418 安中青少年会館における出前絵本の会の実施 安中青少年会館

30501 学力向上の推進 指導課・総務人事課

30502 子どもの心に響く道徳教育の充実 指導課

30503 読書推進援助事業の実施 八尾図書館

30504 学校図書館の利用促進と図書環境の充実 指導課

30505 人権学習教材等の整備と活用 人権教育課

30506 生徒指導対策事業による子どもの健全育成の推進 指導課

30507 健康に関する教育の推進 指導課

30508 食育の推進 学務給食課

30509 子どもが輝く学校園づくり支援事業の実施 指導課

30510 学校園施設耐震化及び施設整備 公共建築課

30511 学校評議員の設置 指導課

30512 学校園等安全教室・ＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）子どもワークショップの実施 教育政策課・指導課

30513 スクールサポーターの派遣 教育センター

30514 国際教育プログラムの推進 文化国際課

30515 友好都市上海市嘉定区との青少年交流団派遣・受入の実施 文化国際課

30516
国際理解教育に関する取り組みの実施（多文化共生・国際理解教育事業及び交流事業、
桂・安中青少年会館における国際理解に係る教室・講座の実施など）

桂青少年会館・安中青少年会館・生涯学習ス
ポーツ課

30517 桂・安中青少年会館における障がい者（児）との交流 桂青少年会館・安中青少年会館

30518
環境教育やごみの分別・減量等に関する教育・啓発の実施（環境教育、エコクラブの活動支
援、子ども向け環境イベント、出前講座、リサイクルセンター学習プラザにおける啓発など）

環境保全課・環境事業課・環境施設課

30519 上水道・下水道出前講座の実施 下水道経営企画課・水道局経営総務課

30520 ロボットプログラミング連続教室の実施 生涯学習スポーツ課

30521 世代間交流の実施 こども施設課

30522 文化財施設における郷土の歴史・文化財の学習機会の提供 文化財課

30523
芸術文化における学習機会の提供（ワークショップ「みんなで能の世界を体験しよう！」、吹
奏楽のまち八尾への取り組みなど）

文化国際課

30524 選挙出前授業の実施、選挙器材の貸し出し 選挙管理委員会事務局
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【３－４】
子育て支援サービスの充実

【３－５】
子どもの生きる力を育てる学校の
教育環境等の整備
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30601 放課後子ども教室推進事業 青少年課

30602 放課後児童健全育成事業（放課後児童室事業）
青少年課
（放課後児童育成室）

30603 「放課後子ども総合プラン」に基づく取り組みの検討
青少年課
（放課後児童育成室）

30701 子育て総合支援サイト「みらいねっと」による情報提供 子育て支援課

30702 「子育ておうえんBOOK」の作成・配布 子育て支援課

30703 「八尾っ子せいちょうぶっく」の作成・配布 こども施設課

30704 市窓口や子育て支援拠点における子育てに関する情報提供 子育て支援課

30705 「やお子育てアプリ」による情報提供 こども政策課

30801 （仮称）子どもセンターの検討 こども政策課

30802 子育て総合支援ネットワークセンターにおける相談支援の実施
子育て支援課
（子育て総合支援ネットワークセンター）

30803 保育士・保健師等による一体的な相談支援の推進（プレママ･親子相談･交流事業の実施） こども政策課

30804 家庭支援推進保育所事業による不安を抱える家庭への支援の実施 こども施設課

30805 就園・就学相談の実施 教育センター

30806 女性相談の実施 人権政策課

30807 保育所や幼稚園における相談・援助の実施 こども施設課

30808 利用者支援事業による相談支援の充実 子育て支援課

30809 コミュニティソーシャルワーカーの配置 地域福祉政策課

30901 母子・父子自立支援員の配置
子育て支援課
（子育て総合支援ネットワークセンター）

30902 ひとり親家庭の子どもの保育所への優先入所 子育て支援課

30903 ひとり親家庭保育支援事業の実施 子育て支援課

30904 母子家庭等日常生活支援事業の実施
子育て支援課
（子育て総合支援ネットワークセンター）

30905 母子家庭等自立支援給付金事業の実施
子育て支援課
（子育て総合支援ネットワークセンター）

30906 地域就労支援事業の実施 労働支援課

30907 児童扶養手当の支給 こども政策課

30908 ひとり親家庭医療費公費負担制度による助成 こども政策課

30909 母子生活支援施設への入所
子育て支援課
（子育て総合支援ネットワークセンター）

30910 母子緊急一時保護制度による支援
子育て支援課
（子育て総合支援ネットワークセンター）

30911 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の周知
子育て支援課
（子育て総合支援ネットワークセンター）

30912 ひとり親家庭への学習支援 こども政策課

31001 介護給付事業・障がい児通所給付事業・地域生活支援事業の実施 障がい福祉課

31002 保育所での障がい児保育の実施 こども施設課

31003 放課後児童健全育成事業（放課後児童室事業における障がい児の受け入れ）
青少年課
（放課後児童育成室）

31004 市立医療型児童発達支援センター（いちょう学園）における支援の実施
障がい福祉課
（市立医療型児童発達支援センター）

31005 市立福祉型児童発達支援センター（八尾しょうとく園）における支援の実施
障がい福祉課
（市立福祉型児童発達支援センター）

31006 障がい者（児）歯科予防教室の実施 健康推進課

31007 就園・就学相談の実施 教育センター

31008 特別支援教育推進事業の実施 教育センター

31009 市立学校園（幼稚園・小学校・中学校）への介助員の配置 教育センター

31010 特別支援教育振興事業の実施 教育センター

31011 特別児童扶養手当の支給 こども政策課

31012 障がい児福祉手当の支給 障がい福祉課

31013 障がい者（児）医療費公費負担制度による助成 障がい福祉課

31014 発達障がい児支援センターにおける発達障がい児の療育、保護者支援の実施 障がい福祉課

31015 八尾市立障害者総合福祉センターにおける障がい者の自立と社会参加の促進 障がい福祉課

【３－７】
情報提供体制の充実

【３－６】
放課後の子どもの活動等の充実

３
．
子
ど
も
の
育
ち
に
応
じ
た
切
れ
目
の
な
い
支
援
の
充
実

【３－８】
子育て支援サービスの相談体制
の充実

【３－１０】
障がいのある子どもやその家族へ
の支援

【３－９】
ひとり親家庭等の自立支援

施策体系表5



31101 子育て相談・窓口対応時のコミュニケーションの支援 子育て支援課

31102 帰国・外国人児童生徒受入等の支援 人権教育課

31103 多言語における案内文書等の作成 子育て支援課

31201 児童手当の支給 こども政策課

31202 子ども医療費公費負担制度による助成 こども政策課

31203 未熟児養育医療給付による助成 こども政策課

31204 助産施設への入所制度による支援 子育て支援課

31205 私立幼稚園就園奨励費による助成 こども施設課

31206 私立幼稚園就園助成費による助成 こども施設課

31207 就学援助事業による助成 学務給食課

31208 奨学金による負担軽減 学務給食課

31209 子どもの貧困対策に関する検討 こども政策課

31210 生活困窮者自立支援制度の推進 生活支援課

３
．
子
ど
も
の
育
ち
に
応
じ
た
切
れ
目
の
な
い
支
援
の
充
実

【３－１２】
子育て家庭への経済的支援

【３－１１】
外国人家庭への子育て支援

施策体系表6


