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～ は じ め に ～ 

 

 

八尾市は、豊かな自然と歴史・文化に育まれ、農業・商業・工業のバ

ランスがとれた産業に支えられた、活気あふれる街である。これまで、

市民とともに、自分たちの住み・働くまちを大切に育ててきた。 

しかし、昨年来の経済と雇用状況の悪化は、八尾市の産業にも大きな影

響を及ぼし、地域の活力を減退させ、市民の方々の不安の拡大に拍車を

かけている状況にある。 

八尾市がもつ底力を発揮し、地域の活気を取り戻すために、我々各機関

が連携して各々の役割を担い、限られた資源を効果的に活用することで、

地域経済の活性化を図り、市民とともに将来に希望が持てるまち「やお」

とするため、今回の会議を設けることとした。 

 

そこで、現在の厳しい経済状況の中にあっては、 

１ 経営悪化を緩和するための中小企業支援 

２ 中小企業の経営安定に向けた支援 

３ 安定した雇用環境の確保に向けた支援 

４ 賑わいづくりによる地域経済の活性化 

を柱に、対策を講じることとする。 

 

また、将来を見据えた産業振興の方向性として、八尾市の強みである産

業と、良好な住環境の共存を図り、「住みつづけたいまち」と感じる、賑

わいのある元気な八尾市の創造を目指す。 
 

 

平成２１年３月２７日 

 

八尾市緊急経済雇用対策連絡会議 

八 尾 市  市  長 田中 誠太   

八 尾 商 工 会 議 所  会  頭 塚谷 俊介   

大 阪 東 信 用 金 庫  理 事 長 梶田 益男   

布施公共職業安定所  所   長 田中 秀一   

株式会社南都銀行               

代表取締役専務大阪地区本部長 絈井  憲    
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原油・原材料価格の高騰やアメリカに端を発した金融不安の拡大は、

世界経済の急激な悪化をもたらし、わが国経済に大きな打撃を与えて

いる。とりわけ、中小・零細企業が集積する本市においても、受注の

減少や円高による影響が大きく、経済状況が好転する見通しが不透明

ななかで、さらなる地域経済の悪化につながることも予想される。ま

た、非正規雇用の労働者を中心とした雇用契約の打ち切りなど、雇用

環境の面でも厳しい状況が続いている。 

こうした状況を踏まえて、関係機関が連携し地域経済の活性化や安

定した雇用の確保を図ることが重要であり、国や大阪府の事業も効果

的に活用しながら、実施可能なものから順次取り組むことにより、市

民や事業者が安心して生活できる環境を確保する。 

【緊急経済雇用対策緊急経済雇用対策緊急経済雇用対策緊急経済雇用対策についてについてについてについて】】】】 

景気後退や雇用悪化が長期化するなかで、国や大阪府の動向も踏まえ

ながら、 
 

○ 事業者や市民ニーズの反映 

○ 地域経済の活性化と雇用の創出 

○ 経営基盤の強化に向けた支援 

○ 八尾市産業振興会議との連携 
 
の視点に留意しつつ、関係機関が情報を共有するとともに、各機関が連

携することで効果的･効率的な事業実施に努める。 

【対策対策対策対策でででで検討検討検討検討すべきすべきすべきすべき視点視点視点視点】】】】 

｢八尾市緊急経済雇用対策会議｣ 

・ 副市長をトップに部局長による全

庁的組織を平成 21 年１月 13 日に

設置 
・ 八尾市緊急経済雇用対策の検討、国

の補正予算等への対応などについ

て調整し、速やかに且つ効果的に実

施する。 
（事務局：経済環境部産業政策課） 

｢八尾市緊急経済雇用対策連絡会議｣ 

・ 関連機関が連携し、情報の共有と円滑

な事業実施を図るための連絡会議を

平成 21年１月 28日に設置 
・ 構成：八尾市、八尾商工会議所、 

大阪東信用金庫、布施公共職業 
安定所 (ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)南都銀行 

（事務局：経済環境部産業政策課） 
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  ・市内事業所の状況把握と受注の減少や資金繰りの悪化に対応 

(1) 中小企業等への金融支援（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ融資の活用、八尾市小規模企業融資の充実） 

(2) 公共事業の早期発注及び早期支払 
 

 

  ・将来を見据えた経営革新や人材育成などの取組を支援 

(1) 八尾市中小企業サポートセンター事業(経営革新、人材の確保･育成、技術相談 など) 

(2) 地域商業活性化事業の実施（アドバイザーの設置・商業まちづくり事業など） 

(3) 商工振興支援拠点の整備 

(4) 八尾市産業博の実施 
 
 
  ・ハローワークと連携した就労支援や市民相談など 

(1) 八尾市ワークサポートセンター事業（法律相談、ミニ面接会 など） 

(2) 雇用創出事業(就職フェア)および職業能力開発事業(各種講座) 

(3) 就労・生活相談の充実 

(4) 雇い止め非正規雇用労働者等の雇用 

(5) 市営住宅の提供 
 
 
  ・産業振興支援の強化や地域資源を活用した地域の活性化 

(1) 地域通貨の活用を通じた地域の賑わいづくり 

(2) 商工振興支援拠点を活用した総合的な支援 

 

(1) 定額給付金・子育て応援特別手当の支給 

(2) 地域活性化・生活対策臨時交付金の活用 

(3)ふるさと雇用再生特別交付金・緊急雇用創出事業臨時特例交付金の活用 

    （追加事業） 

(1) 地域活性化・経済危機対策臨時交付金の活用 

(2) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金の活用 

(3) 緊急雇用創出事業臨時特例交付金(拡充)の活用 

(4)その他経済危機対策の実施 

● 予算執行での工夫や相談業務の拡充をはじめとした既存事業の効果的な運用

など、限られた資源を有効に活用した中小企業支援や就労支援を基本とする。 

● 国や大阪府、他の支援機関が実施する、産業の活性化や中小企業支援、雇用

の安定に関する事業との連携も図りながら事業を展開する。 

経営悪化を緩和するための中小企業支援 

中小企業の経営安定に向けた支援 

安定した雇用環境の確保に向けた支援 

賑わいづくりによる地域経済の活性化 

平成２０年度 国の二次補正予算への対応 

緊急緊急緊急緊急にににに取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項 
 

平成２１年度 国の一次・二次補正予算への対応 
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(1) 八尾市小規模企業融資の充実＜拡充＞ 

市場金利の引き下げに連動して利率を引き下げ、限度額を拡大。 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】    平成平成平成平成 20202020 年年年年 11111111 月月月月 17171717 日日日日よりよりよりより、、、、利率利率利率利率をををを 1111．．．．6666％％％％    からからからから 1111．．．．4444％％％％にににに、、、、

平成平成平成平成 21212121 年年年年 1111 月月月月 14141414 日日日日よりよりよりより、、、、1111．．．．2222％％％％にににに、、、、またまたまたまた同年同年同年同年４４４４月月月月１１１１日日日日よりよりよりより 1111．．．．1111％％％％

にににに引引引引きききき下下下下げげげげるとともにるとともにるとともにるとともに限度額限度額限度額限度額をををを 500500500500 万円万円万円万円からからからから 700700700700 万円万円万円万円にににに拡大拡大拡大拡大したしたしたした。。。。    
 

(2) 企業訪問等による現況調査＜拡充＞ 

市長と八尾商工会議所会頭が市内企業を訪問するとともに、八尾商工会議所

の経営指導員による聞き取り調査を緊急に実施 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】・・・・平成平成平成平成 21212121 年年年年 1111 月月月月 19191919 日日日日、、、、市長市長市長市長とととと八尾商工会議所会頭八尾商工会議所会頭八尾商工会議所会頭八尾商工会議所会頭がががが市内企業市内企業市内企業市内企業４４４４

社社社社をををを訪問訪問訪問訪問。。。。業種業種業種業種やややや企業個企業個企業個企業個々々々々によりによりによりにより状況状況状況状況にににに違違違違いがあいがあいがあいがあったったったった。。。。    

                        ・・・・平成平成平成平成 21212121 年年年年 2222 月月月月にににに商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所のののの経営指導員経営指導員経営指導員経営指導員によるによるによるによる聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調査調査調査調査をををを

６７６７６７６７事業所事業所事業所事業所にににに対対対対しししし実施実施実施実施。。。。ほとんどがほとんどがほとんどがほとんどが横横横横ばいからばいからばいからばいから悪化傾向悪化傾向悪化傾向悪化傾向にあにあにあにあったったったった。。。。    

 

(3) 公共工事の早期発注、早期支払い＜拡充＞ 

八尾市が発注する公共工事で中小企業に配慮し、発注と支払いを早期に実施 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】    ・・・・下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業においてにおいてにおいてにおいて、、、、20202020 年度年度年度年度第第第第１１１１四半期四半期四半期四半期にににに比比比比べべべべ、、、、21212121 年度年度年度年度はははは

件数件数件数件数でででで約約約約１１１１．．．．３３３３倍倍倍倍、、、、金額金額金額金額でででで約約約約３３３３倍倍倍倍のののの事業事業事業事業をををを早期発注早期発注早期発注早期発注したしたしたした。。。。    

・・・・小中学校小中学校小中学校小中学校のののの耐震診断調査耐震診断調査耐震診断調査耐震診断調査についてについてについてについて、、、、２１２１２１２１年度発注予定年度発注予定年度発注予定年度発注予定をををを２０２０２０２０年年年年

度度度度にににに繰繰繰繰りりりり上上上上げげげげ実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。≪≪≪≪３６３６３６３６校校校校    １１１１億億億億３３３３，，，，１７７１７７１７７１７７万円万円万円万円≫≫≫≫    

・・・・小中幼特別支援学校小中幼特別支援学校小中幼特別支援学校小中幼特別支援学校のののの耐震診断調査耐震診断調査耐震診断調査耐震診断調査についてについてについてについて、、、、２２２２２２２２年度発注予年度発注予年度発注予年度発注予

定定定定をををを２１２１２１２１年度年度年度年度にににに繰繰繰繰りりりり上上上上げげげげ実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    

≪≪≪≪４３４３４３４３校園校園校園校園    １１１１億億億億５５５５,397,397,397,397 万円万円万円万円≫≫≫≫    

 

【連絡会議による連携事業】 

(4) 公的支援制度の活用を促進＜拡充＞ 

継続雇用に向けた公的支援制度をはじめ、国や大阪府などが実施する支援制

度の内容や申請方法について、市内中小企業に周知する。 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】        平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年５５５５月月月月～～～～７７７７月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて、「、「、「、「中小企業緊急雇用安定助成中小企業緊急雇用安定助成中小企業緊急雇用安定助成中小企業緊急雇用安定助成

金金金金」」」」にににに係係係係るるるる申請手続申請手続申請手続申請手続きききき説明会及説明会及説明会及説明会及びびびび個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会をををを八尾商工会議所八尾商工会議所八尾商工会議所八尾商工会議所にににに

てててて実施実施実施実施したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、ハローワークハローワークハローワークハローワーク布施布施布施布施でのでのでのでの受付受付受付受付をををを開始開始開始開始したしたしたした。。。。    

 

 

 

 

 

経営悪化を緩和するための中小企業支援 

平成平成平成平成２０２０２０２０・・・・２１２１２１２１年度年度年度年度にににに実施済実施済実施済実施済のののの事業事業事業事業 
 

具 体 的 取具 体 的 取具 体 的 取具 体 的 取 りりりり 組組組組 み に つ いみ に つ いみ に つ いみ に つ い てててて 
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(1) 八尾ロボットフェアの実施＜新規＞ 

大学が所有するロボットの展示と、市内ものづくり企業と小中学生がチーム

を組んで参加するロボット競技会の実施 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】・・・・平成平成平成平成 21212121 年年年年 2222 月月月月 21212121 日日日日（（（（土土土土））））、、、、企業企業企業企業・・・・大学大学大学大学・・・・子子子子どもたちによるどもたちによるどもたちによるどもたちによる「「「「八八八八

尾尾尾尾ロボットフェアロボットフェアロボットフェアロボットフェア」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、ものづくりのまちものづくりのまちものづくりのまちものづくりのまち八尾八尾八尾八尾ををををアピールアピールアピールアピール。。。。    

                                    ≪≪≪≪参加者数参加者数参加者数参加者数：：：：約約約約１１１１，，，，３００３００３００３００名名名名        場所場所場所場所：：：：アリオアリオアリオアリオ八尾八尾八尾八尾≫≫≫≫    

・・・・第第第第 2222 回回回回をををを平成平成平成平成 2222２２２２年年年年 2222 月月月月 13131313 日日日日（（（（土土土土））））にににに同内容同内容同内容同内容にてにてにてにて開催開催開催開催。。。。    

            ≪≪≪≪参加者数参加者数参加者数参加者数：：：：約約約約２２２２，，，，００００００００００００名名名名        場所場所場所場所：：：：アリオアリオアリオアリオ八尾八尾八尾八尾≫≫≫≫    

 

(2) 経営革新セミナー 

経営革新を実践している企業による講演と大阪府からの制度説明 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】    経営者経営者経営者経営者をををを対象対象対象対象にににに、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業のののの経営理念経営理念経営理念経営理念・・・・目的目的目的目的のののの明確化明確化明確化明確化、、、、組織風土組織風土組織風土組織風土・・・・

職場環境職場環境職場環境職場環境のののの改革改革改革改革、、、、人材確保人材確保人材確保人材確保・・・・育成育成育成育成のののの課題課題課題課題についてについてについてについて検討検討検討検討しししし、、、、そのそのそのその解決解決解決解決

にににに向向向向けたけたけたけた経営革新経営革新経営革新経営革新のののの意義意義意義意義についてのについてのについてのについてのセミナーセミナーセミナーセミナーをををを大阪府大阪府大阪府大阪府やややや関係機関関係機関関係機関関係機関、、、、

経営革新計画認定企業等経営革新計画認定企業等経営革新計画認定企業等経営革新計画認定企業等のののの方方方方々々々々をををを講師講師講師講師としてとしてとしてとして開催開催開催開催したしたしたした。。。。    

                            ≪≪≪≪平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度：：：：６６６６回開催回開催回開催回開催    １０４１０４１０４１０４社社社社    １１５１１５１１５１１５名参加名参加名参加名参加≫≫≫≫    

                            ≪≪≪≪平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度：：：：５５５５回開催回開催回開催回開催    １０１０１０１０２２２２社社社社    １１１１４２４２４２４２名参加名参加名参加名参加≫≫≫≫    

    

 

(3) 地域商業活性化事業の実施＜新規＞ 

先進的な取り組みを行う商店街等に対して、事業実施に必要なノウハウ等を

サポートする「地域商業活性化アドバイザー」を派遣するとともに、他の商店

街等にも参考となるような先進的なモデル事業の実施を委託事業として実施

する。 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】        市内市内市内市内２２２２商業団体商業団体商業団体商業団体においてにおいてにおいてにおいて、、、、先進的先進的先進的先進的ななななモデルモデルモデルモデル事業事業事業事業をををを「「「「地域商業活地域商業活地域商業活地域商業活

性化性化性化性化アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー」」」」のののの支援支援支援支援をををを受受受受けながらけながらけながらけながら実施実施実施実施したしたしたした。。。。    

 

 

(4) エコバックを活用した地域商業の振興＜新規＞ 

エコバックの配布と利用促進を通じて、消費者に対し環境の保護に関する啓

発とともに商店街等の振興を図る。 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】        地元商業団体地元商業団体地元商業団体地元商業団体がががが取取取取りりりり組組組組むむむむエコバッグエコバッグエコバッグエコバッグのののの作成作成作成作成・・・・配布配布配布配布をををを通通通通じてじてじてじて、、、、消消消消

費者費者費者費者にににに対対対対するするするする環境啓発環境啓発環境啓発環境啓発とととと商店街等商店街等商店街等商店街等のののの活性化活性化活性化活性化にににに努努努努めためためためた。。。。    

≪≪≪≪平成平成平成平成 21212121 年年年年 4444 月月月月 24242424 日日日日（（（（金金金金））））のののの「「「「八尾八尾八尾八尾あきんどまつりあきんどまつりあきんどまつりあきんどまつり」」」」にてにてにてにて無料配布無料配布無料配布無料配布≫≫≫≫    
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【連絡会議による連携事業】 

(5) 商工振興支援拠点の整備＜新規＞ 

本市の商工業の活性化を目指し、八尾商工会議所との協力により商工振興支

援拠点を整備（平成２３年４月竣工予定） 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】        平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年２２２２月月月月５５５５日日日日にににに八尾商工会議所八尾商工会議所八尾商工会議所八尾商工会議所とととと締結締結締結締結したしたしたした「「「「商工振興商工振興商工振興商工振興支支支支

援援援援のののの拠点拠点拠点拠点づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関するするするする基本合意基本合意基本合意基本合意」」」」にににに基基基基づきづきづきづき取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていめていめていめてい

るるるる。。。。１２１２１２１２月月月月１１１１日日日日にににに土地土地土地土地のののの等価交換等価交換等価交換等価交換をををを行行行行いいいい、、、、現在現在現在現在、、、、八尾商工会議所八尾商工会議所八尾商工会議所八尾商工会議所

においてにおいてにおいてにおいて旧教育旧教育旧教育旧教育センターセンターセンターセンターのののの解体解体解体解体をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    

 

(6) 八尾市産業博の開催 

八尾商工会議所、大阪東信用金庫と連携して、受注商談会やビジネスマッチ

ング博を開催するなど、市内中小企業のビジネスチャンスの拡大を支援 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】「「「「大阪大阪大阪大阪ビジネスビジネスビジネスビジネス EXPO2009EXPO2009EXPO2009EXPO2009」」」」をををを平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年６６６６月月月月４４４４日日日日・・・・５５５５日日日日にににに開催開催開催開催    

≪≪≪≪場所場所場所場所：：：：東京大田区産業東京大田区産業東京大田区産業東京大田区産業プラザプラザプラザプラザＰｉＯＰｉＯＰｉＯＰｉＯ≫≫≫≫    

≪≪≪≪出展出展出展出展：：：：122122122122 社社社社（（（（八尾市八尾市八尾市八尾市 15151515 社社社社））））参加参加参加参加    来場者数来場者数来場者数来場者数 5,0505,0505,0505,050 人人人人≫≫≫≫    

                                        「「「「ビジネスマッチングビジネスマッチングビジネスマッチングビジネスマッチング博博博博 2009200920092009」」」」をををを平成平成平成平成 21212121 年年年年 10101010 月月月月 15151515････16161616 日日日日にににに開催開催開催開催    

≪≪≪≪場所場所場所場所：：：：マイドームマイドームマイドームマイドーム大阪大阪大阪大阪≫≫≫≫    

≪≪≪≪出展出展出展出展：：：：72727272 社参加社参加社参加社参加    来場者数来場者数来場者数来場者数 8,7698,7698,7698,769 人人人人≫≫≫≫    

 

 

 

(1) 離職者の居住安定確保に向けた市営住宅の活用＜拡充＞ 

市営住宅のうち利用予定のない部屋を、住居を失った離職者に提供 

＊ 離職者が一定の条件を満たせば、労働金庫の融資が利用可能 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】    現在現在現在現在までまでまでまで、、、、１４１４１４１４人人人人にににに市営市営市営市営住宅住宅住宅住宅をををを提供提供提供提供。。。。    

 

(2) ミニ就職面接会 

ハローワークに求人票を提出する企業による個別面接会の実施 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】        平成平成平成平成 20202020 年年年年 12121212 月月月月からからからから、、、、ミニミニミニミニ就職面接会就職面接会就職面接会就職面接会ををををワークサワークサワークサワークサポートセンポートセンポートセンポートセン

ターターターターでででで開催開催開催開催しししし、、、、就労支援就労支援就労支援就労支援をををを行行行行なったなったなったなった。。。。    

≪≪≪≪７７７７回回回回実施実施実施実施６６６６事業所事業所事業所事業所参加参加参加参加    面接人数面接人数面接人数面接人数：：：：3333００００人人人人    採用者採用者採用者採用者：：：：５５５５人人人人≫≫≫≫    
（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１２１２１２１２月末現在月末現在月末現在月末現在）））） 

 
(3) ｢就職フェアやお｣の実施 

市内企業による合同面接会をハローワーク布施と合同で実施 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】・・・・平成平成平成平成 21212121 年年年年 2222 月月月月 25252525 日日日日、、、、「「「「正社員就職正社員就職正社員就職正社員就職フェアフェアフェアフェアやおやおやおやお」」」」をををを八尾八尾八尾八尾市市市市文化会文化会文化会文化会

館館館館でででで開催開催開催開催。。。。    

≪≪≪≪求人企業求人企業求人企業求人企業：：：：18181818 社社社社    求職者求職者求職者求職者：：：：512512512512 人人人人    採用者採用者採用者採用者：：：：25252525 人人人人≫≫≫≫    

・・・・平成平成平成平成 22222222 年年年年 2222 月月月月 10101010 日日日日、「、「、「、「若者若者若者若者のためののためののためののための就職説明会就職説明会就職説明会就職説明会やおやおやおやお」」」」をををを八尾市八尾市八尾市八尾市

文化会館文化会館文化会館文化会館でででで開催開催開催開催。。。。    

≪≪≪≪求人企業求人企業求人企業求人企業：：：：９９９９社社社社    求職者求職者求職者求職者：：：：５６５６５６５６人人人人≫≫≫≫    
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(4) 就労相談と生活相談の連携＜拡充＞ 

就労相談の対象者の多様化と相談件数の増加に対応するため、就労相談及び

それを支える生活上の諸問題の解決に向け、関係機関と連携した事業へと強化 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】        市内市内市内市内６６６６相談拠点相談拠点相談拠点相談拠点においてにおいてにおいてにおいて、、、、就労就労就労就労をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする様様様様々々々々なななな生活上生活上生活上生活上のののの

諸問題諸問題諸問題諸問題についてについてについてについて、、、、就労就労就労就労・・・・生活相談員生活相談員生活相談員生活相談員によるによるによるによる相談事業相談事業相談事業相談事業をををを実施実施実施実施していしていしていしてい

るるるる。。。。    

≪≪≪≪相談件数相談件数相談件数相談件数：：：：4444～～～～１２１２１２１２月月月月    １１１１，，，，１１０１１０１１０１１０件件件件≫≫≫≫    

 

(5) 雇い止め非正規雇用労働者の市での臨時的雇用＜新規＞ 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】    臨時臨時臨時臨時のののの職職職職についてはについてはについてはについては、、、、繁忙部署繁忙部署繁忙部署繁忙部署におけるにおけるにおけるにおける事務補助員事務補助員事務補助員事務補助員としてとしてとしてとして、、、、必要必要必要必要

なななな時期時期時期時期にににに雇用雇用雇用雇用しておりしておりしておりしており、、、、雇雇雇雇いいいい止止止止めめめめ限定限定限定限定はははは困難困難困難困難なためなためなためなため、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ

広広広広いいいい範囲範囲範囲範囲かかかからららら募集募集募集募集・・・・採用採用採用採用してしてしてしているいるいるいる。。。。    

 

 

 

 

(1) 定額給付金の給付[再掲]＜新規＞   総額：４３億 １００万円 

平成２０年度の国の２次補正で成立した｢定額給付金｣の給付を通じて、市民

の生活支援とともに地域経済の活性化を促進 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】    対象者数対象者数対象者数対象者数：：：：２７２２７２２７２２７２，，，，５４８５４８５４８５４８人人人人        対象世帯対象世帯対象世帯対象世帯：：：：１１６１１６１１６１１６，，，，３８４３８４３８４３８４世帯世帯世帯世帯    

給付予定額給付予定額給付予定額給付予定額：：：：４１４１４１４１億億億億３３３３，，，，８７６８７６８７６８７６万円万円万円万円    

給付済人数給付済人数給付済人数給付済人数：：：：２７０２７０２７０２７０，，，，９４０９４０９４０９４０人人人人            99.4%99.4%99.4%99.4%    

給付済世帯給付済世帯給付済世帯給付済世帯：：：：１１４１１４１１４１１４，，，，８９４８９４８９４８９４世帯世帯世帯世帯        98.7%98.7%98.7%98.7%    

給付済額給付済額給付済額給付済額    ：：：：４１４１４１４１億億億億１１１１，，，，７６８７６８７６８７６８万万万万８８８８千円千円千円千円    99.599.599.599.5％％％％    

 

(2) 商業情報誌「ＳＹＡＯＮ」の発行＜拡充＞ 

地域資源と商店街等をビジュアル的に紹介する商業情報誌を八尾商工会議

所が発行。 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】        平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年２２２２月月月月、「ＳＹＡＯＮ（、「ＳＹＡＯＮ（、「ＳＹＡＯＮ（、「ＳＹＡＯＮ（やおのまちやおのまちやおのまちやおのまちガイドガイドガイドガイド）」）」）」）」をををを八尾商八尾商八尾商八尾商

工会議所工会議所工会議所工会議所がががが発行発行発行発行。。。。    ≪≪≪≪発行数発行数発行数発行数：：：：    ４０４０４０４０，，，，００００００００００００部部部部≫≫≫≫    

 

(3) 八尾市特産品モデル化支援事業＜新規＞ 

平成２０年度に実施した「名物アイデアコンテスト」で提案のあったアイデ

アに基づく試作品の作成･展示など、地域資源を活かした特産品のモデル化を支

援 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】    提案型公募事業提案型公募事業提案型公募事業提案型公募事業としてとしてとしてとして実施実施実施実施しししし、、、、2222 件件件件のののの案件案件案件案件をををを採択採択採択採択しししし、、、、事業実施事業実施事業実施事業実施。。。。    
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【連絡会議による連携事業】 

(4) プレミアム付地域商品券の発行＜新規＞ 

地域商業の活性化に向けて消費者の購買意欲の向上を図るため、１０％のプ

レミアムを設定した、発行総額１億１千万円(うちプレミアム分１千万円)の「地

域商品券」を、定額給付金の支給時期にあわせて発行。 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】        ・・・・１１１１，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円（（（（プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム＋＋＋＋事務費事務費事務費事務費））））    

・・・・    商品券使用登録店商品券使用登録店商品券使用登録店商品券使用登録店：：：：９９９９９９９９８８８８店店店店    

・・・・    換金実績換金実績換金実績換金実績：：：：99.999.999.999.9％（％（％（％（219,702219,702219,702219,702 枚枚枚枚／／／／220,000220,000220,000220,000 枚枚枚枚））））    

・・・・    商品券商品券商品券商品券のののの発売発売発売発売：：：：市内市内市内市内 20202020 ヵヵヵヵ所所所所にてにてにてにて平成平成平成平成 21212121 年年年年 5555 月月月月 28282828 日日日日からからからから    

    販売販売販売販売（（（（即日完売即日完売即日完売即日完売））））    

・・・・    使用期間使用期間使用期間使用期間：：：：平成平成平成平成 21212121 年年年年 5555 月月月月 28282828 日日日日～～～～８８８８月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（約約約約３３３３ヶヶヶヶ月月月月））））    

 

(5) 地域通貨の流通促進＜新規＞ 

｢地域通貨｣の流通による経済活動やグループ活動の活性化を促進するため、

ＮＰＯと連携して地域通貨の流通の仕組みづくりを行う。 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】    発行主体発行主体発行主体発行主体ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯがががが中心中心中心中心となりとなりとなりとなり、、、、商業団体商業団体商業団体商業団体とのとのとのとの連携連携連携連携のもとのもとのもとのもと、、、、事業事業事業事業

展開展開展開展開をををを行行行行いいいい、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１０１０１０１０月月月月からからからから地域通貨地域通貨地域通貨地域通貨をををを発行発行発行発行しているしているしているしている。。。。    

発行額発行額発行額発行額はははは当初予定当初予定当初予定当初予定のののの 100100100100 万円万円万円万円をををを上回上回上回上回っているっているっているっている。。。。    

 

(6) 商工振興支援拠点を活用した総合的な支援の検討＜新規＞ 

整備を予定している商工振興支援拠点を活用し、八尾市と八尾商工会議所と

が連携して、市内中小企業者への支援の充実と利便性の向上を図る。 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】    平成平成平成平成２２２２１１１１年年年年２２２２月月月月５５５５日日日日にににに八尾商工会議所八尾商工会議所八尾商工会議所八尾商工会議所とととと締結締結締結締結したしたしたした「「「「商工振興支援商工振興支援商工振興支援商工振興支援

のののの拠点拠点拠点拠点づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関するするするする基本合意基本合意基本合意基本合意」」」」にににに基基基基づきづきづきづき取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めているめているめているめている。。。。

具体的具体的具体的具体的なななな連携方策連携方策連携方策連携方策、、、、支援方策支援方策支援方策支援方策についてはについてはについてはについては検討中検討中検討中検討中    
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(1) 定額給付金の給付及び子育て応援特別手当の支給 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】    ★★★★定額給付金定額給付金定額給付金定額給付金のののの給付状況給付状況給付状況給付状況はははは前述前述前述前述。。。。    

★★★★子育子育子育子育てててて応援特別手当応援特別手当応援特別手当応援特別手当のののの支給支給支給支給    

対象者数対象者数対象者数対象者数：：：：    ３３３３，，，，９２６９２６９２６９２６人人人人    対象世帯対象世帯対象世帯対象世帯：：：：    ３３３３，，，，７７７７５５５５５５５５世帯世帯世帯世帯        

支給予定額支給予定額支給予定額支給予定額：：：：１１１１億億億億４４４４，，，，１３３１３３１３３１３３万万万万６６６６千円千円千円千円    

支支支支    給給給給    済済済済：：：：    ３３３３，，，，９２５９２５９２５９２５人人人人        ３３３３，，，，７５４７５４７５４７５４世帯世帯世帯世帯        99.99.99.99.９９９９%%%%    

支給済額支給済額支給済額支給済額：：：：１１１１億億億億４４４４，，，，１３０１３０１３０１３０万円万円万円万円（（（（99.999.999.999.9％）％）％）％）    

    

 

 

 

(2) 地域活性化・生活対策臨時交付金を活用した公共工事の前倒し発注 

• 学校･幼稚園教室への扇風機の設置                     小学校小学校小学校小学校：：：：155,884155,884155,884155,884 千円千円千円千円    

• 学校への防犯灯の整備（ＬＥＤ照明）     中学校中学校中学校中学校：：：：    56,89756,89756,89756,897 千円千円千円千円 

                                       幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園：：：：        9,4319,4319,4319,431 千円千円千円千円 

• 志紀小学校給食調理場の改修                            24,91424,91424,91424,914 千円千円千円千円 

• 公立保育所便所等の改修（山本南・安中・弓削・堤）  55,00055,00055,00055,000 千円千円千円千円 

 

(3) ふるさと雇用再生特別交付金・緊急雇用創出事業臨時特例交付金の活用 

                        新規雇用失新規雇用失新規雇用失新規雇用失業者業者業者業者数数数数    ８５８５８５８５人人人人    

• 地域通貨活用による地域活性化促進事業 
7,5237,5237,5237,523 千円千円千円千円        新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者    ２２２２人人人人 

• 人権についての市民意識調査業務    
    4,4794,4794,4794,479 千円千円千円千円        新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者    ６６６６人人人人 

• 街かどデイハウス支援事業  
8,6008,6008,6008,600 千円千円千円千円        新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者    ６６６６人人人人 

• ｢ものづくりのまち・八尾｣ブランド化推進事業 
    18,07618,07618,07618,076 千円千円千円千円        新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者    １０１０１０１０人人人人 

• 市営住宅入居者及び市民の住宅に対する意識等調査事業 
4,6124,6124,6124,612 千円千円千円千円        新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者    １３１３１３１３人人人人 

• 河川環境保全事業    
        2,7302,7302,7302,730 千円千円千円千円        新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者    １６１６１６１６人人人人    

• 災害危険度判定調査事業 
13,13113,13113,13113,131 千円千円千円千円        新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者    ５５５５人人人人 

• 公園･緑地環境保全事業 
4,2744,2744,2744,274 千円千円千円千円        新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者    １９１９１９１９人人人人 

• 市営住宅及び共同施設等の環境改善事業 
    5,8565,8565,8565,856 千円千円千円千円        新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者新規雇用失業者    ８８８８人人人人 

平成２０年度 国の二次補正予算への対応 

＊ 以下の事業費については、最終補正後の予算額を記載 

＊ 新規雇用失業者数については、見込み人数を記載 
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(4) 安心こども基金の活用による子育て支援 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】    H20H20H20H20（（（（実績実績実績実績））））・・・・保育保育保育保育のののの質質質質のののの向上向上向上向上のためののためののためののための研修事業等研修事業等研修事業等研修事業等    

                            H21H21H21H21（（（（計画計画計画計画））））・・・・保育所保育所保育所保育所緊急整備事業緊急整備事業緊急整備事業緊急整備事業    

（（（（私立保育園私立保育園私立保育園私立保育園のののの創設創設創設創設・・・・修繕修繕修繕修繕へのへのへのへの補助補助補助補助））））    

・・・・保育保育保育保育のののの質質質質のののの向上向上向上向上のためののためののためののための研修事業等研修事業等研修事業等研修事業等    

 

(5) 障害者自立支援対策臨時特例交付金の活用 

障害者自立支援法の施行に伴う障害者等が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう基金を活用した支援をＨ23年度まで延長。 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】        これまでのこれまでのこれまでのこれまでの従来事業従来事業従来事業従来事業をををを延長延長延長延長しつつしつつしつつしつつ、、、、HHHH２１２１２１２１年度年度年度年度からのからのからのからの新規事新規事新規事新規事

業業業業としてとしてとしてとして、、、、通所通所通所通所サービスサービスサービスサービスのののの充実及充実及充実及充実及びびびび福祉福祉福祉福祉・・・・介護人材介護人材介護人材介護人材のののの処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善

事業事業事業事業をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    

 

(6) 介護報酬改定による介護従事者の処遇改善 

【【【【実施状況実施状況実施状況実施状況】】】】        平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの介護報酬改定介護報酬改定介護報酬改定介護報酬改定（（（（プラスプラスプラスプラス３３３３％）％）％）％）によりによりによりにより、、、、介護従介護従介護従介護従

事者事者事者事者のののの処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善をををを図図図図ることとしつつることとしつつることとしつつることとしつつ、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴うううう介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料のののの

急激急激急激急激なななな上昇上昇上昇上昇をををを抑制抑制抑制抑制するためにするためにするためにするために、、、、介護従事者処置改善臨時特例交介護従事者処置改善臨時特例交介護従事者処置改善臨時特例交介護従事者処置改善臨時特例交

付金付金付金付金がががが交付交付交付交付されたされたされたされた。。。。    

＊ 就労環境の確保の観点から、子

育てや障害者の方々への支援に

関する事項についても記載 
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（平成２１年７月１０日追加） 

 地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化・・・・経済危機対策臨時交付金活用事業経済危機対策臨時交付金活用事業経済危機対策臨時交付金活用事業経済危機対策臨時交付金活用事業    

 

防災機能や都市機能の向上に向けた整備を行うことで、まちへの信頼を高め、誰も

が安心して出歩けるまちづくりをめざす。また、社会的に弱い立場の市民を守るとと

もに、新型インフルエンザ等の新たな脅威に対して柔軟な対応が可能な仕組みや高度

医療供給体制の充実を図るなど、市民が安心して日々の生活を送ることのできる取り

組みを進める。 
   
【主な事業等】 

 防災機能防災機能防災機能防災機能のののの強化強化強化強化    

大規模災害発生時において、災害対策本部と各避難所との情報伝達手段として、防

災行政無線を整備するとともに、夜間の避難所運営を円滑に進めるため、各避難所に

発電機と投光器を設置する。また、日々の市民の暮らしを守る「消防緊急情報システ

ム」のネットワーク装置等主要部分について更新を行う。 

• ＬＥＤ防犯灯整備事業       3,429千円   

• 防災行政無線整備事業       7,514千円   

• 避難所照明発電器具整備事業   28,628千円      

• 災害現場安全装備強化事業        8,736千円   

• 消防緊急情報システム更新事業  29,000千円   

• 住宅用火災警報器設置促進事業  14,300千円   

• はしご車保安検査整備事業    16,000千円  【【【【22222222 年度年度年度年度へへへへ繰越繰越繰越繰越】 

 都市機能都市機能都市機能都市機能のののの強化強化強化強化                    

市民生活に直結する駅舎のバリアフリー化や老朽化施設の改修など、市民生活への

影響が大きい事業を優先的に実施する。 

• 道路舗装補修事業        38,576千円   

• 公園内遊具施設の整備事業     7,841千円    

 ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者のののの救済救済救済救済                                                            2,261千円       

ＤＶの被害から逃れるため、住民基本台帳に居住地の住所を記載できないことによ

り、定額給付金等を受け取ることができない市内在住者に対し、定額給付金相当額及

び子育て応援特別手当相当額の給付を行う。  

 新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザへのへのへのへの対応対応対応対応                5,224千円    

本市の市民生活に多大な影響を与えたインフルエンザ対策として、感染防護キット

の購入及び救急車内等のウイルスを消毒滅菌するためのオゾン発生器一式の導入を行

う。 

 高度医療供給体制高度医療供給体制高度医療供給体制高度医療供給体制のののの充実充実充実充実        130,000千円（繰入金 100,000千円） 

市立病院が大阪府がん診療拠点病院に指定されたことを受け、高度医療供給体制の

充実を図るためＭＲＩの増設を行う。 

 

平成２１年度 国の一次補正予算への対応 

八尾元気回復ブラン２００９  
国の１次補正予算に伴う財政支援策活用事業 

Ⅰ 安全・安心  －みんなにやさしいまちづくり－ 【【【【１９１９１９１９事業事業事業事業】】】】426,733426,733426,733426,733 千円千円千円千円    

＊ 事業費については、最終補正後

の予算額を記載 
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 市庁舎等機能更新市庁舎等機能更新市庁舎等機能更新市庁舎等機能更新    

• ＡＥＤ整備事業        3,676千円   

• 非常用発電設備整備事業   30,135千円   

• 消火設備容器弁更新事業      6,090千円   

• 市庁舎トイレ整備事業     7,297千円   

• 集中保管書庫整備事業    46,026千円  【【【【22222222 年度年度年度年度へへへへ繰越繰越繰越繰越】】】】 

• 社会福祉会館機能更新    5,000千円   

    

 斎場集塵機更新事業斎場集塵機更新事業斎場集塵機更新事業斎場集塵機更新事業                        37,000千円  【【【【22222222 年度年度年度年度へへへへ繰越繰越繰越繰越】】】】    

斎場利用者及び周辺住民の安全性確保のため斎場の集塵機の更新を行う。 

 

 

 

子どもたちの学習意欲や授業への集中力を高め、学力の向上につなげていくために、

国が掲げる「スクールニューディール構想」の一環として、最先端のＩＣＴ教育環境

の整備を行う。また、青少年が八尾の自然を感じながら健全に育っていけるよう、体

育施設や野外活動施設等の整備を行う。 
   
【主な事業等】 

 学校学校学校学校ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ環境環境環境環境のののの整備整備整備整備                                396,717千円     

デジタルテレビとパソコンとの連携やインターネットの活用等により、わかりやす

い授業の実現、子どもたちの情報活用能力の育成を図るため、国の「スクールニュー

ディール構想」の取り組みを促す学校ＩＣＴ（情報通信技術）環境整備として、デジ

タルテレビと電子黒板及びパソコン等を中心に学校園に配備する。 

 公立公立公立公立小中学校小中学校小中学校小中学校のののの直結給水化直結給水化直結給水化直結給水化                    43,000千円      

安全でおいしい水道水を蛇口から飲むという日本が誇る文化を次世代に継承するた

め、小中学生が水道水のおいしさを実感できるよう、運動場の水飲み場の直結給水化

を実施する。 

 学校学校学校学校給食設備更新事業給食設備更新事業給食設備更新事業給食設備更新事業                            19,000千円      

学校給食設備の機能更新により、児童生徒に安全・安心な給食を提供する。 

 体育施設体育施設体育施設体育施設・・・・野外活動施設等野外活動施設等野外活動施設等野外活動施設等のののの整備整備整備整備        20,175千円＋5,000千円＋5,874千円    

高安山の自然を身近に感じることができる市民の森、大畑山青少年野外活動センタ

ーの再整備により利用者の利便性の向上を図るとともに、新家調節池においては、多

目的運動広場としての活用に向けた上面整備を進める。 

 

 

 

八尾市環境総合計画に掲げる「環境負荷の少ない地球にやさしいまち」の実現に向

け、国等の施策とも連動しながら、太陽光発電や省エネ製品等の導入により、二酸化

炭素の排出量の削減に取り組む。 
  
【主な事業等】 

 市立病院太陽光発電整備事業市立病院太陽光発電整備事業市立病院太陽光発電整備事業市立病院太陽光発電整備事業    32,000千円（繰入金 20,000千円）    

低炭素社会に向けた取り組みのひとつとして、市立病院に３０KWの太陽光発電装

Ⅱ こども・教育 －こどもたちの笑顔があふれるまちづくり－【【【【６６６６事業事業事業事業】】】】489,766489,766489,766489,766 千円千円千円千円 

Ⅲ 環 境  －地球にやさしいまちづくり－   【【【【８８８８事業事業事業事業】】】】116,590116,590116,590116,590 千円千円千円千円 
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置を設置し、CO２排出量の削減に取り組むとともに、地球環境問題についての啓発

を図る。 

    

 低燃費低燃費低燃費低燃費・・・・低公害車導入事業低公害車導入事業低公害車導入事業低公害車導入事業                        7,164千円      

深刻な問題となっている地球温暖化への対応として、低燃費・低公害車の導入によ

り、CO２排出量の削減に取り組む。 

 

 大気監視機器等更新事業大気監視機器等更新事業大気監視機器等更新事業大気監視機器等更新事業                            5,500千円     

大気汚染原因物質等の監視機器等を更新し、大気環境の常時監視を実施し、良好な

環境を確保していく。 

 

 地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタル対策事業対策事業対策事業対策事業    4,132千円＋1,396千円＋5,990千円    

庁舎、コミュニティ施設、社会教育施設、社会体育施設について、地上デジタルテ

レビの導入にあたっての整備を進める。 

 

 文化会館環境対策事業文化会館環境対策事業文化会館環境対策事業文化会館環境対策事業                            44,408千円  【【【【22222222 年度年度年度年度へへへへ繰越繰越繰越繰越】】】】    

文化会館の効率的な冷暖房のため、屋上防水と併せて外断熱施工を実施する。 

 

 庁舎空調制御機器更新事業庁舎空調制御機器更新事業庁舎空調制御機器更新事業庁舎空調制御機器更新事業                    16,000千円  【【【【22222222 年度年度年度年度へへへへ繰越繰越繰越繰越】】】】    

効率的な冷暖房のため、庁舎の空調制御機器の更新を行う。 

    

    

 そのそのそのその他他他他経済危機対策関係経済危機対策関係経済危機対策関係経済危機対策関係        ４４４４事業事業事業事業    

 母子家庭自立支援事業母子家庭自立支援事業母子家庭自立支援事業母子家庭自立支援事業                                    18,212千円      

母子家庭高等技能訓練を促進するため、対象者への促進経費として給付金を拡充し

て支給する。 

 

 女性特有女性特有女性特有女性特有がんがんがんがん検診推進事業検診推進事業検診推進事業検診推進事業                            72,872千円      

女性特有のがん検診推進事業をはじめとする検診事業と連携し、検査・診断・治療

体制の充実を図り、がん治療率の向上をめざす。 

 

 地域自殺対策緊急強化事業地域自殺対策緊急強化事業地域自殺対策緊急強化事業地域自殺対策緊急強化事業                                    899千円      

自殺対策緊急強化事業として、自殺予防啓発を中心に講演会等を実施していく。 

 

 学校学校学校学校ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ環境整備事業環境整備事業環境整備事業環境整備事業※※※※                                67,620千円      

学校園における地上デジタル放送に対応するアンテナ工事等を実施。 

ＩＣＴ活用によりわかりやすい授業の実現、子どもたちの情報活用能力の育成を図る。 

 

 消費者行政活性化事業消費者行政活性化事業消費者行政活性化事業消費者行政活性化事業             2,684千円      

消費者庁の発足により、地域の消費生活センターを機能強化するために設けられた、

消費者行政活性化交付金を活用し、相談機能の充実と消費者啓発の促進を図る。
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（平成２１年１０月１日追加） 

 

 緊急雇用創出事業臨時特例交付金緊急雇用創出事業臨時特例交付金緊急雇用創出事業臨時特例交付金緊急雇用創出事業臨時特例交付金のののの活用事業活用事業活用事業活用事業    

                                                                                                                                                            新規雇用新規雇用新規雇用新規雇用失業失業失業失業者数者数者数者数    77772222 人人人人    
 手話手話手話手話マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの作成事業作成事業作成事業作成事業 

         8,484千円  新規雇用失業者９人 

 国民健康保険料国民健康保険料国民健康保険料国民健康保険料    納付案内納付案内納付案内納付案内コールセンターコールセンターコールセンターコールセンター事業事業事業事業 

10,309千円  新規雇用失業者５人 

 商業施設充足度等調査事業商業施設充足度等調査事業商業施設充足度等調査事業商業施設充足度等調査事業 

13,500千円  新規雇用失業者１５人 

 路上喫煙対策条例検討事業路上喫煙対策条例検討事業路上喫煙対策条例検討事業路上喫煙対策条例検討事業 

12,201千円  新規雇用失業者１６人 

 ごみごみごみごみ多種分別多種分別多種分別多種分別・・・・啓発推進事業啓発推進事業啓発推進事業啓発推進事業 

4,287千円  新規雇用失業者５人 

 特別支援教育支援員配置事業特別支援教育支援員配置事業特別支援教育支援員配置事業特別支援教育支援員配置事業 

13,545千円  新規雇用失業者１７人 

 学校学校学校学校ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ支援員派遣事業支援員派遣事業支援員派遣事業支援員派遣事業 

6,638千円  新規雇用失業者５人 

 

 大阪府大阪府大阪府大阪府グリーンニューディグリーンニューディグリーンニューディグリーンニューディールールールール基金基金基金基金のののの活用事業活用事業活用事業活用事業 
 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ冷暖房設備等省エネ化推進事業   １，２００千円 

＜＜＜＜H22H22H22H22・・・・23232323継続継続継続継続事業事業事業事業＞＞＞＞    

 

 経済危機対策関係経済危機対策関係経済危機対策関係経済危機対策関係    

 水道老朽管更新事業※                 ５０，０００千円  

    

 地域子育地域子育地域子育地域子育てててて創生事業創生事業創生事業創生事業                          

 子ども関係施設における新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの感染防止対策事業等  ３５，０２２千円 

＜＜＜＜H22H22H22H22継続継続継続継続事業事業事業事業＞＞＞＞ 

 

 防災情報通信設備整備事業交付金防災情報通信設備整備事業交付金防災情報通信設備整備事業交付金防災情報通信設備整備事業交付金のののの活用事業活用事業活用事業活用事業      
 全国瞬時警報システム整備事業    ３，１６６千円 【22222222年度年度年度年度へへへへ繰越繰越繰越繰越】】】】 

 

 住宅住宅住宅住宅手当緊急特別措置事業手当緊急特別措置事業手当緊急特別措置事業手当緊急特別措置事業                 ６７，９９９千円 

住居を失った又は失うおそれのある離職者に対し、住宅手当を支給するとともに

就労支援を実施 

    

国の１次補正予算に伴う緊急雇用創出基金活用事業 等 

＊事業費については、最終補正後の予算額を記載 

＊新規雇用失業者数については、見込み人数を記載 
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 地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化・・・・公共投資臨時交付金活用公共投資臨時交付金活用公共投資臨時交付金活用公共投資臨時交付金活用            【４事業】１１６，８５０千円    

 学校ＩＣＴ環境整備事業（※再掲） 

 地下鉄八尾南駅舎エレベーター設置 

 水道老朽管更新事業（※再掲） 

 市立山本小学校校舎改築事業 

 

 理科教育設備整備費等補助金活用事業理科教育設備整備費等補助金活用事業理科教育設備整備費等補助金活用事業理科教育設備整備費等補助金活用事業         ２１，７５０千円  

学習指導要領の改訂に伴って理科備品を充実する。 
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(1) 八尾市小規模企業融資の充実＜拡充＞ 

小規模企業が融資を受ける際、必要な信用保証料を全額補給しているが、融

資件数増大に併せて、予算を増額し安定化した制度の運用を図る。 

 

(2) 公共工事の早期発注、早期支払い 

八尾市が発注する公共工事で中小企業に配慮し、発注と支払いを早期に実施 

 

 

【その他の主な関連事業】 

(3) 売掛債権担保融資保証制度の活用による建設業者の資金調達の円滑化支援 

建設業者(中小企業者)が、市に対して有する売掛債権の譲渡を承認すること

で、当該債権を活用した融資制度の利用を可能とし資金調達の円滑化を図る。 

 

【連絡会議による連携事業】 

(4) 公的支援制度の活用を促進 

継続雇用に向けた公的支援制度をはじめ、国や大阪府などが実施する支援制

度の内容や申請方法について、市内中小企業に周知する。 

 

 

 

(1) 八尾市中小企業サポートセンターの運営＜拡充＞ 

八尾市中小企業サポートセンターにコーディネーターを配置し、人材の確

保･育成や経営革新、技術革新を支援するとともに、販路拡大支援の充実を図

る。また、市内中小企業事業者に対し国の支援制度等の情報を提供する。 

 

(2) 地域商業活性化事業の実施＜拡充＞ 

先進的な取り組みを行う商店街等に対して、事業実施に必要なノウハウ等を

サポートする「地域商業活性化アドバイザー」を派遣するとともに、他の商店

街等にも参考となるような先進的なモデル事業の実施を委託事業として実施

する。 

 

(3) 商業ネットワーク化支援事業＜拡充＞ 

市内の商店情報をデータベース化し、インターネットを通じて個店情報等を

発信、逸品紹介など個店情報の充実を図る。また、商業者が集まる地域商業活

性化に向けた検討の場を設置 

 

 

 

 

経営悪化を緩和するための中小企業支援 

中小企業の経営安定に向けた支援 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度にににに実施予定実施予定実施予定実施予定のののの事業事業事業事業 



 17 

(4) 中小企業情報化支援事業(ものづくりネット)＜拡充＞ 

市内ものづくり企業の各種データを集約し、企業の特徴や強み、課題を把握

することにより、適切な支援を行うとともに、公的支援制度の紹介や各種セミ

ナーの情報などを発信。平成２２年度は海外向け販路開拓支援を予定。 

 

【その他の主な関連事業】 

(5) 意欲ある事業者経営・技術支援補助金 

新製品開発や新分野進出等を図る市内中小企業等が、公的機関を利用した時

に必要経費の一部を助成する。 

 

(6) ものづくり人材育成事業 

中小企業人材の技術の高度化を図るため、経営者に対して人材育成の必要性

を啓発するとともに、公的支援制度などの情報提供やセミナーを実施 

 

(7) 工場立地促進事業 

ものづくり集積促進奨励金制度を活用し、市内の工場集積を維持・発展させ

るため、工場の流出を防止し、工場適地への流入を促進 

 

(8) 八尾市中小企業地域経済振興功績者顕彰事業 

八尾市内の中小企業で、地域経済の振興に大きな功績のあった団体及び個人

を顕彰することで、今後の活動意欲を喚起するとともに、産業に対する市民の

理解を深め、より一層の産業集積の維持発展を促進する。 

 

(9) 八尾ロボットフェアの実施 

大学が所有するロボットの展示と、市内ものづくり企業と小中学生がチーム

を組んで参加するロボット競技会の実施。八尾ブランド発掘と次世代育成を進

める。 

 

 

 

【連絡会議による連携事業】 

(10) 商工振興支援拠点の整備 

本市の商工業の活性化を目指し、八尾商工会議所との協力により商工振興支

援拠点を整備（平成２２年７月建築工事着手、平成２３年４月竣工予定） 

 

(11) 八尾市産業博の開催 

八尾商工会議所、大阪東信用金庫と連携して、受注商談会やビジネスマッチ

ング博を開催するなど、市内中小企業のビジネスチャンスの拡大を支援 

 

(12) 八尾市産業と優良企業情報の全国発信＜新規＞ 

八尾商工会議所と連携して、市内産業と優良企業情報を画像配信するなど、

国内外へ情報発信し、販路拡大とものづくりのまち八尾の認知度、魅力度を高

め、産業の集積を図る。 



 18 

 

 

 

(1) 八尾市ワークサポートセンターの運営 

市民の就業機会の拡充を図るため、ハローワーク布施の地域職業相談室との

連携により八尾市ワークサポートセンターを運営し、各種制度についての情報

提供や、専門家による勤労者法律相談を実施 

また、ハローワーク求人企業による個別の｢ミニ就職面接会｣を開催 

 

(2) 離職者の居住安定確保に向けた市営住宅の活用 

市営住宅のうち利用予定のない部屋を、住居を失った離職者に提供 

 

(3) 就労・生活相談の充実 

就労相談の対象者の多様化と相談件数の増加に対応するため、就労相談及び

それを支える生活上の諸問題の解決に向け、関係機関と連携した事業へと強化 

 

(4) 雇い止め非正規雇用労働者の市での臨時的雇用 

    

【その他の関連事業】 

(5) 八尾市地域就労支援事業 

身体的機能、出身地、性別等、さまざまな就労阻害要因から雇用・就労が実

現できない就労困難者等を対象に、一人ひとりに応じた支援メニューを提供し、

雇用・就労につなぐ 

 

(6) シルバー人材センターの活用 

市が実施する事業を、シルバー人材センターに委託することにより高齢者の

雇用を維持・創出 

 

 

 

(1) 八尾市特産品モデル化支援事業 

平成２０年度に実施した「名物アイデアコンテスト」で提案のあったアイデ

アやその他地域資源を活かした特産品のモデル化を支援する。 

 

【連絡会議による連携事業】 

(2) 地域通貨の流通促進 

｢地域通貨｣の流通による経済活動やグループ活動の活性化を促進するため、

ＮＰＯと連携して地域通貨の流通を引き続き促進する。 

 

(3) 商工振興支援拠点を活用した総合的な支援の検討 

整備を予定している商工振興支援拠点を活用した市内中小企業者への支援の

充実と利便性の向上を図る。八尾商工会議所と具体的な連携方策、支援方策に

ついて検討を行う。 

安定した雇用環境の確保に向けた支援 

賑わいづくりによる地域経済の活性化 
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 ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用再生特別交付金雇用再生特別交付金雇用再生特別交付金雇用再生特別交付金・・・・緊急雇用創出事業臨緊急雇用創出事業臨緊急雇用創出事業臨緊急雇用創出事業臨時特例交付金時特例交付金時特例交付金時特例交付金のののの活用活用活用活用    

 地域通貨活用による地域活性化促進事業        10,722千円 
 工場立地現況調査事業                            9,989千円    
 On－Doネット個店情報収集及び更新業務       2,400千円    
 河川環境保全事業                  2,730千円    
 公園･緑地環境保全事業                4,274千円 
 特別支援教育支援員配置事業            26,163千円 
 学校ＩＣＴ支援員派遣事業              6,638千円 
 小・中学校パートナーシップ推進事業        11,663千円 
 国民健康保険料 納付案内コールセンター事業    16,699千円 

 

 地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化・・・・経済危機対策臨時交付金活用事業経済危機対策臨時交付金活用事業経済危機対策臨時交付金活用事業経済危機対策臨時交付金活用事業((((H21H21H21H21 年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算・・・・繰越繰越繰越繰越)))) 

 集中保管書庫整備事業                     46,026千円 

 庁舎空調制御機器更新事業                   16,000千円 

 斎場集塵機更新事業                        37,000千円 

 はしご車保安検査整備事業                    16,000千円 
 文化会館環境対策事業                     44,408千円 

 

 大阪府大阪府大阪府大阪府グリーンニューディールグリーンニューディールグリーンニューディールグリーンニューディール基金基金基金基金のののの活用活用活用活用 

 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ冷暖房設備等省エネ化推進事業（～23年度）   23,400千円 

 

 地域子育地域子育地域子育地域子育てててて創生事業創生事業創生事業創生事業            

 子ども関係施設における新型インフルエンザの感染防止対策事業等 20,844千円    

 つどいの広場事業                 9,710千円  
 学校図書館活用推進事業       11,974千円  

 

 防災情報通信設備防災情報通信設備防災情報通信設備防災情報通信設備整備事業交付金整備事業交付金整備事業交付金整備事業交付金のののの活用事業活用事業活用事業活用事業((((H21H21H21H21 年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算・・・・繰越繰越繰越繰越))))    
 全国瞬時警報システム整備事業            3,166千円  

 

 消費者行政活性化事業消費者行政活性化事業消費者行政活性化事業消費者行政活性化事業                                                                            7,997千円 

消費者庁の発足により、地域の消費生活センターを機能強化するために設けられた、

消費者行政活性化交付金を活用し、相談機能の充実と消費者啓発の促進を図る。 
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 地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化・・・・きめきめきめきめ細細細細かなかなかなかな臨時交付金臨時交付金臨時交付金臨時交付金のののの活用活用活用活用    (H21(H21(H21(H21 年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算・・・・繰越繰越繰越繰越))))    

 ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰﾄｲﾚ洋式化改修事業          5,700千円 

 在宅福祉ｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ改修事業         5,000千円 

 安中老人福祉センター改修事業           6,900千円 

 弓削保育所施設整備事業                 35,000千円 

 道路新設改良事業                       17,000千円 

 交通安全施設等整備事業                  4,500千円 

 交通バリアフリー駅周辺整備事業         69,500千円 

 幹線道路舗装事業                       38,300千円 

 河川改修事業                           56,000千円 

 流域貯留浸透事業                        5,000千円 

 水路整備事業                            5,500千円 

 市街地水路整備事業                     10,000千円 

 小学校施設整備事業                     46,000千円 

 中学校施設整備事業                     12,000千円 

 生涯学習センター改修事業               15,500千円 

 体育施設整備事業                       11,000千円 

 学校給食施設改修事業                   15,000千円 

 

 八尾市八尾市八尾市八尾市グリーンニューディールグリーンニューディールグリーンニューディールグリーンニューディール基金基金基金基金のののの活用活用活用活用    

 文化会館空調機更新等事業（～23年度）   17,100千円 

 安中老人福祉センター空調機更新等事業     23,000千円 

 桂老人福祉センター空調機更新等事業        7,500千円 

    

 緊急雇用創出事業臨時特例交付金緊急雇用創出事業臨時特例交付金緊急雇用創出事業臨時特例交付金緊急雇用創出事業臨時特例交付金（（（（重点分野雇用創造事業重点分野雇用創造事業重点分野雇用創造事業重点分野雇用創造事業））））のののの活用活用活用活用    

 路上喫煙対策事業                          16,049千円    

 多種分別リサイクル推進事業                 6,653千円    

    

 住宅手当緊急特別措置事業住宅手当緊急特別措置事業住宅手当緊急特別措置事業住宅手当緊急特別措置事業        143,274千円 

住居を失った又は失うおそれのある離職者に対し、住宅手当を支給するとともに就

労支援を実施。 

    

平成２１年度 国の二次補正予算への対応（H22年度事業） 
 


