
～すべての市民に光があたり
市民一人ひとりがその人にとっての「しあわせ」を実感できるまち八尾～

令和２年度（２０２０年度）

市政運営方針

令和２年（2020年）２月
八尾市長 大松 桂右





を創造する６つの成長戦略を掲げ市長に就任！

次世代を担う

子どもたちが

大切にされる

まち

つながりの

豊かなコミュ

ニティがある

まち

にぎわいと活

気にあふれる

まち

命を守り安全

で安心して

暮らせる

まち

いきいきと

活気にあふれ

る『健康都市

やお』

地域分権時代

にふさわしい

持続可能な

まち

出張所の証明発行・届出業務の再開

子ども医療費助成の拡充（１８歳まで）

身を切る改革（市長・副市長等特別職の給与・退職金の見直し）

など、着実に実現し、市民サービス向上の歩みを推進

令和という新時代の始まりとともに

市民と一緒に八尾を変え、八尾の将来、さらには、子どもたちの将来にも責任を果たしていく

を創造するための成長戦略

これまでに、

１



八尾新時代の

成長加速

子ども・子育て

令和２年度（2020年度）の３つの最重要ポイント

「新やお改革プラン」の推進
徹底した行財政改革による着実な行政運営の下支え

子育て環境
子どもの育ち

教育

防災
福祉
健康

八尾の魅力づくり
八尾の産業の振興
都市の基盤づくり

安全・安心 魅力・活力

２

令和２年度（2020年度）は

を と位置付け



２歳児を対象とした

の の

すべての子どもが大切にされ健やかに育つ

子ども・子育て

保育枠の拡大に向けた

の 、

府外での への など

３



子どもの発達や健康など、
子育ての不安や悩みの一元的な相談窓口となる、

の

子育て家庭が孤立せず安心して生み育てられる

保健・福祉・医療・教育の連携による

の

また、ひとり親家庭への養育費確保に係る支援の実施

４

子ども・子育て



豊かな心と生きる力を身につけ、夢と希望が広がる学びを大切にする

いじめをはじめ、さまざまな理由により不登校となった
児童・生徒へのフォローと早期復帰に向けた

仕組み・取り組みの充実

からすべての に

弁護士等の専門職を配置する として

を

５

子ども・子育て



豊かな心と生きる力を身につけ、夢と希望が広がる学びを大切にする

日本一のプログラミング教育をめざし、

による取り組み推進

すべての子どもの育ちにとって

のあり方についての本格検討

の に向けた取り組み推進

６

子ども・子育て



が を

しやすい体制づくり

多様な市民ニーズに対応できる安心と信頼

安全・安心

の理念に基づく、 への

包括的な支援体制による などの取り組み推進

７



災害に強い実践的な安全・安心

各校区まちづくり協議会における、

大規模災害から自らの命や暮らしを守るための や、

防災の視点を重視した の への

８

安全・安心

防災や健康をはじめ、地域のさまざまな課題の解決と
地域内外のあらゆる主体とのつながり強化を図る、
市民と一緒に創る地域のまちづくりの推進



保健・福祉・医療の連携、健康寿命を延伸する「健康都市やお」

のメインテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」

に沿った、 による の
取り組み推進

保健師等の専門職による保健活動の充実を図り、

・生きがいづくりを

９

安全・安心



魅力・活力

人と企業がさらに集まり好循環を生み出す

や、企業誘致を見据えた、
用途地域の変更及び地区計画の活用、都市計画道路の整備

による と

市内企業の成長を生み出す の

10

市内経済の好循環等による、新たな歳入につながる方策の検討



魅力・活力

何か楽しいことができる、新たな発見があり夢が膨らむ

を し、
新たな魅力づくり・観光施策・情報発信を強化

八尾を舞台とした、八尾のファン達による

への による支援

11



魅力・活力

何か楽しいことができる、新たな発見があり夢が膨らむ

12

大阪の成長の一翼を担い、本市の成長も加速させるための、

や との

大阪・関西万博などの波及効果を活かした、 や

との の実施



魅力・活力

人が行きかい、にぎわいと活気にあふれる

市域全域での持続可能な の実現に向けた

竹渕地域における

による の

13



14

これまでの を するとともに、さらなる

効率化・行政コストの一層の縮減に向け、 の

対象業務等について の を検討

公共施設の管理運営コストの縮減のため、 の を検討

◆さらなる選択と集中とスクラップ＆ビルド
財源と職員のマンパワーを創出するため、 の

や の 等を実施

◆様々な主体との協働による事業の推進

◆固定的な経費の縮減

着実な行政運営の下支え

「新やお改革プラン」の推進
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の を し、個人や企業等から

の の や の を行い、
業務や組織体制の効率化を徹底的に推進

◆職員が能力を発揮できる環境整備と効率的な体制の構築

◆新たな歳入の創出

業務の効率化を図るため、 の を進め、市民サービスの
向上を図る

未利用の の を推進



令和２年度（2020年度）当初予算概要

【一般会計】

歳入歳出予算の総額

当初予算額 １０４３億７１２９万２千円

対前年度比 ２５億３５０８万２千円増（2.5％増）
(6月補正後)

16



17

特別会計及び企業会計の概要



ここまで掲げた取り組みを中心としながら、

生まれてから生涯を終えるまで

市民の人生に寄り添い

未来に夢あるまちづくりを進め

18

むすびに

そして、八尾が変わっていくという市民の期待に、

私のリーダーシップのもと、市民の皆さんと一緒に

「しあわせ」を実感できるまちづくりを進めます！

「八尾の成長」を加速！！
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令和２年度（2020年度）主な取り組み

＜参考資料＞
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■主な取り組み一覧 【最重要ポイントとして強化する取り組み】

事業概要

◇子ども・子育て

公立認定こども園等運営事業

施設型給付等事業

幼児教育・保育の無償化対応事務

保育士確保事業
幼児教育・保育の無償化に伴う保育ニーズ増加に対応し、入所枠の拡大を図るため、市内の私立認定こども園等における保育士確保が円滑に進むよう、保育士へ
の補助金制度を拡充するとともに、大阪府外へも保育士確保の取り組みを展開します。

妊娠・出産・育児の切れ目のない支援推進事業
保健・福祉・医療・教育の連携による妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援体制の充実に向け取り組みます。また、子どもの発達、健康など、子育ての不安や悩
みの一元的な相談窓口となる「（仮称）こども総合支援センター」の整備に向けた検討を進めます。

いじめ問題対策事業

いじめの未然防止、早期発見、早期対応を図るために、いじめに関する教職員研修及び児童・生徒を対象とするいじめ防止（脱傍観者）教育の実施、臨床心理士の
配置による相談体制の充実を行います。また、学校や教育委員会が専門的な知識及び経験を有する外部専門家等から助言を得る「いじめ対応支援チーム」により
事象発生時の対応力の強化に取り組みます。いじめをはじめ、さまざまな理由により不登校となった児童・生徒へのフォローと早期復帰に向けたオール八尾市によ
る仕組み・取り組みの充実を図ります。

いじめからこどもを守る八尾づくり推進事業
弁護士等の専門職を配置する「いじめからこどもを守る課」を市長直轄組織として創設し、専門職等を活用しながら、市長部局・教育委員会が連携し、いじめからす
べての子どもを守るための取り組みを進めます。いじめをはじめ、さまざまな理由により不登校となった児童・生徒へのフォローと早期復帰に向けたオール八尾市に
よる仕組み・取り組みの充実を図ります。

中学校給食管理運営業務
中学校での「全員給食」の実現に向け、調理方式や提供方法、環境整備を含めた諸課題を整理し、本市の実情に即した形で事業実施できるよう取り組みを進めて
いきます。

小中一貫教育推進事業
義務教育９年間を見通した系統性・連続性に配慮した一貫性のある教育活動を展開する中で、新学習指導要領の全面実施を受け「特別の教科道徳」「小学校外国
語」等の新たな取り組みを着実に進めるとともに、プログラミング教育については市内企業との連携のもと推進し、これからの時代に求められる資質・能力を育みま
す。

小・中学校適正規模等推進事業 少子化等の社会環境の変化や特色ある学校づくり等を踏まえ、すべての子どもの育ちにとって望ましい就学環境のあり方について検討を進めます。

◇安全・安心

地域福祉計画推進事業
市民アンケート調査や社会福祉審議会等での意見を踏まえ、福祉分野の上位計画となる第４次八尾市地域福祉計画を策定し、地域共生社会の理念に基づき、多
様な活動主体の参画と連携のもと、地域で支え合う体制の一層の充実を図ります。加えて、制度や組織に縛られない、国が示す「断らない相談支援」を実現するた
めに、総合相談窓口の設置を検討するなど、包括的な支援体制づくりを行い、地域福祉を推進します。

事務事業名

令和元年（2019年）10月から開始した幼児教育・保育の無償化について、市独自施策として国制度の対象範囲をさらに拡充し、令和２年（2020年）９月から保育を必
要とするすべての２歳児を無償とします。
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■主な取り組み一覧 【最重要ポイントとして強化する取り組み】

事業概要

若者育成支援事業
庁内連携を図り、子ども・若者世代への施策の方針や支援手法を検討し、引きこもりなど、さまざまな事情を抱える若者やその家族が相談しやすい体制づくりに取り
組むとともに、電話相談窓口を開設します。さらに、子ども・若者の居場所づくりについて、地域や各種団体とも協力しながら、多様な取り組みを進めます。

地区防災計画策定支援事業
地域主体の防災活動や市民が安心できる避難所運営の実施に向け、モデル小学校区を選定し、地区防災計画の策定支援に取り組みます。また、全校区におい
て、わがまち推進計画とあわせて策定が進むよう、出張所等との連携によりノウハウ共有や普及・促進を行います。

地域分権推進事業
防災視点も含めた地域の想いを実現させるための各校区の「第３期わがまち推進計画」の策定支援等に取り組みます。防災や健康をはじめ、地域のさまざまな課
題の解決と地域内外のあらゆる主体とのつながり強化を図る、市民と一緒に創る地域のまちづくりを推進します。

健康づくり推進事業
大阪・関西万博のメインテーマ「いのち輝く未来都市のデザイン」に沿った健康づくりを推進するとともに、大阪大学大学院及び大阪がん循環器病予防センターとの
連携による調査・分析・研究を踏まえた具体的な取り組みを実施します。さらに、市民の健康・生きがいづくりのさらなる増進のため、専門職による保健活動を充実し
ます。

◇魅力・活力

産業人材戦略推進事業
市内企業の高付加価値化を図るため、地域内外のデザイナー、クリエイターとの出会いを創出し、デザイン思考やデザイン経営等を取り入れたデザインイノベーショ
ンを推進するとともに、多様な人材や企業による共創と市内企業の成長を生み出す「みせるばやお」の強化を進めます。

都市計画推進事業
「八尾市都市計画マスタープラン」について、社会情勢の変化等を踏まえ改定を行います。 また、将来の企業誘致を見据えた、用途地域の変更及び地区計画の活
用、都市計画道路の整備を進めます。

やおプロモーション推進事業
「やおプロモーション推進プロジェクトチーム」を設置し、大阪観光局や他の自治体等との連携による観光施策・情報発信強化に取り組みます。また、八尾を舞台とし
た映画制作のためのガバメントクラウドファンディングを実施し、映画づくりを通して関係人口の創出とまちの活性化につなげるほか、大阪・関西万博などの波及効果
を活かした、八尾の魅力発信や大阪府等との職員の人事交流を行います。

交通まちづくり推進事業 地域ニーズに応じた持続可能な公共交通の実現に向け、「八尾市地域公共交通網形成計画」を策定します。

地域公共交通事業 竹渕地域における新たな地域公共交通の運行計画を作成し、デマンド型タクシーによる実証運行を行います。

事務事業名
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■主な取り組み一覧 【八尾新時代を創造する６つの成長戦略ごとのその他の重点取り組み】

事業概要

成長戦略その１．次世代を担う子どもたちが大切にされるまち

子育て総合支援ネットワークセンター事業
子ども家庭総合支援拠点機能を持つ子育て総合支援ネットワークセンターの体制整備として、専門職の配置や職員研修の充実等により専門性を高めると
ともに、子育て世代包括支援センターや教育センターとの緊密な連携により、子どもの成長に応じた切れ目のない支援体制の構築を図ります。

児童虐待対策事業
子ども家庭総合支援拠点としての体制整備を進め、切れ目のない支援体制による児童虐待の発生予防・早期対応に向けた寄り添い型支援体制を充実し、
児童虐待対応に係る児童相談所との連携を密にするなど、子どもにとって安心かつ安全な環境づくりを進めます。

放課後児童室事業
保育スペースや指導員の確保・資質向上により、子どもの安全な居場所づくりを行います。また、利用する保護者のニーズに対応するため、保育時間の延
長に向けた検討を行います。さらに、社会福祉法人への補助により、受け皿の拡大を図ります。

スクールソーシャルワーカー活用事業
福祉的な専門技能を持ったスクールソーシャルワーカーの配置を充実し、関係機関等とのネットワークによる子ども・保護者への支援体制の強化を図りま
す。

教育振興計画の推進
「生涯学習・スポーツ振興計画」と「図書館サービス計画」の趣旨を包含するなど現行計画を継承・発展させた、教育全体の基本計画である「八尾市教育振
興基本計画」を策定します。

桂小学校改築事業 桂中学校敷地での桂小学校の改築を進めます。

家庭教育学級事業
地域社会全体ですべての子どもの育ちを見守る仕組みとして、八尾市版の家庭教育支援体制の構築をめざすとともに、学校・地域と連携しながら親学習の
場の提供を行います。

いじめのない環境づくり推進事業
児童生徒に加え、保護者等へ対してもいじめ防止啓発カードの周知を図り、いじめの未然防止の取り組みを進めます。また、いじめ防止啓発ポスターを作
成し、市内小・中学校等に掲示し、啓発を行います。

成長戦略その２．つながりの豊かなコミュニティがあるまち

支援を必要とする人の把握・見守り体制の充実
平常時からの声掛けや見守りを通じた地域でのつながりづくりを進め、災害時の支え合いにもつながるよう、支援を必要とする人の把握や見守り活動の充
実に取り組みます。

災害時要配慮者支援事業
改定した「八尾市災害時要配慮者支援指針」に基づき、避難行動要支援者とその家族を、地域・行政が連携して、福祉事業者の協力を得ながら支援し、避
難行動の実効性を高める取り組みを進めます。

権利擁護推進事業
成年後見制度利用促進に係る計画について「第４次八尾市地域福祉計画」と一体的に策定するとともに、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築及
びその中核機関の令和３年度（2021年度）設置に向けた準備を進め、権利擁護の推進に取り組みます。

事務事業名
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■主な取り組み一覧 【八尾新時代を創造する６つの成長戦略ごとのその他の重点取り組み】

事業概要

地域包括支援センター運営事業（特別会計）
要援護高齢者等とその家族が、介護予防や生活支援サービス等の各種サービスを総合的に受けられるよう包括的なケアマネジメントを実施するとともに、
地域の相談体制の充実を図ります。 

認知症啓発事業（特別会計）
地域で認知症の人の日常生活や家族の支援ができるよう、認知症地域支援推進員を中心として、認知症サポーターが地域の中で実践的に活動できる仕
組みづくり（チームオレンジ）を推進します。

家庭教育学級事業【再掲】
地域社会全体ですべての子どもの育ちを見守る仕組みとして、八尾市版の家庭教育支援体制の構築をめざすとともに、学校・地域と連携しながら親学習の
場の提供を行います。

小学校区集会所整備事業 未整備校区を中心に、公立幼稚園跡地を活用した小学校区集会所の整備について、庁内連携を図りながら検討を進めます。

成長戦略その３．にぎわいと活気にあふれるまち

空家等利活用及び適正管理促進事業
空家の『活用・流通』の取組みとして、若者や新婚、子育て世帯などの定住・移住の促進を図るため、市外在住の若年世帯を対象に、空家等の取得、リ
フォーム費用の補助制度を創設します。

歴史資産のまち‘やお’推進事業
文化財の保存活用に関する基本的な方針をまとめた「（仮称）八尾市文化財保存活用地域計画」の策定に取り組みます。また、史跡由義寺跡の史跡整備
に係る発掘調査の実施及び史跡整備基本計画の検討を行うとともに、来訪者創出に向けたイベント実施等に取り組みます。また、歴史資産の魅力を効果
的に伝えるため、他の自治体等と連携した情報発信の検討を進めます。

文化会館改修事業
令和元年度（2019年度）より継続して大規模改修に関する設計を進め、設計内容に基づき工事事業者を決定するとともに、令和３年度（2021年度）からの
改修工事に向けた準備を進めます。

農業啓発事業
都市農地の持つ「多様な機能」を活かすため「八尾市都市農業振興基本計画」を策定し、新たな都市農業振興として「農業体験農園」の整備助成を行いま
す。

服部川・郡川地区整備事業 服部川・郡川地区にある地区計画道路の整備を進めるとともに、郡川土地区画整理組合に対して技術支援を行います。

近鉄河内山本駅周辺整備事業 近鉄河内山本駅周辺整備に係る関係機関協議に取り組むとともに、山本第１号踏切の歩道部の拡幅・改良を行います。

企業・大学等地域連携推進事業 企業や大学等との連携をより一層強化し、若い世代に選ばれるまちづくりに向けた官学民連携の取り組みを進めます。

事務事業名
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【着実な行政運営の下支え】

■主な取り組み一覧 【八尾新時代を創造する６つの成長戦略ごとのその他の重点取り組み】

事業概要

改革を推進することにより、多様化する行政需要への対応や未来に向けた新たな投資を可能とする「改革と成長の好循環」を実現するため、「新やお改革
プラン」及び「同実行計画」を着実に推進し、財源と職員のマンパワーの創出を図ります。

事務事業名

行政改革推進事務

事業概要

成長戦略その４．命を守り安全で安心して暮らせるまち

防犯計画推進事業
校区まちづくり協議会による既設の防犯カメラについて市が維持・管理を一元的に行います。また、地域等との協働により防犯カメラの新たな設置を進めま
す。

支援を必要とする人の把握・見守り体制の充実【再掲】
平常時からの声掛けや見守りを通じた地域でのつながりづくりを進め、災害時の支え合いにもつながるよう、支援を必要とする人の把握や見守り活動の充
実に取り組みます。

災害時要配慮者支援事業【再掲】
改定した「八尾市災害時要配慮者支援指針」に基づき、避難行動要支援者とその家族を、地域・行政が連携して、福祉事業者の協力を得ながら支援し、避
難行動の実効性を高める取り組みを進めます。

成長戦略その５．いきいきと活気にあふれる『健康都市やお』

保健事業（特定健康診査事業）（特別会計） ＡＩを活用するなど、特定健康診査未受診者への効果的な受診勧奨等により健診利用を促進し、３％以上の受診率向上をめざします。

健康増進事業（健康診査等） さらなる受診率向上に向け、各種がん検診と健康診査を組み合わせたセット健（検）診を拡充します。

成長戦略その６．地域分権時代にふさわしい持続可能なまち

総合計画の推進
令和３年度（2021年度）からの八尾のまちづくりの基本となる「第６次八尾市総合計画」の策定に取り組むとともに、「第２期八尾市総合戦略」について、本
市の成長の加速と関係人口・定住人口の増につながる取り組み等を打ち出せるよう、策定に取り組みます。

公共施設マネジメント事業 「八尾市公共施設マネジメント実施計画」の改訂 を行い、さらに、「（仮称）八尾市個別施設計画」を策定します。

広域行政の推進
大阪府や大阪市等との連携による東部エリアの自然や八尾空港などの資源を活用した事業の検討等のインバウンドを含む観光分野等での連携の具体化
等、広域行政の視点を持ち、庁内各所属の取り組みの具体化における関係機関との調整等を行います。

ＩＣＴ活用の推進 RPA及びAI議事録作成システムの導入により、業務の効率化を図ります。

事務事業名
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