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令和３年（2021年）３月市議会定例会の開会にあたり、市政運営方針を申し上げます。

昨年から猛威を振るう新型コロナウイルス感染症は、いまだ世界を席巻しており、本市においても誠に残念なが
ら多くの尊い命が奪われました。ご遺族の悲しみは想像に難くありません。ここに、お亡くなりになられました
方々へ衷心よりご冥福をお祈りするとともに、現在も治療を続けておられる方や罹患された皆様の一日でも早い
ご回復を心よりお祈り申し上げます。

現在も官民問わず、医療現場をはじめ各種事業所で働いておられる方々は、厳しい状況の中、新型コロナウイル
ス感染症との闘いを続けておられます。私たちの命は、そのような最前線で働く多くの方々の使命感と献身的な
活動に守られており、心から敬意を表す次第です。
市民や事業者、各種団体などの皆様には、この間、感染拡大防止にご理解、ご尽力を賜り、改めて感謝申し上げ

ます。また、自らも大変な状況にも関わらず、多くの方々から、感染防止対策物資や金員などのご寄附も頂いて
おり、感謝の念に堪えません。

本市は、こうした多くの方々のご協力や想いに応え、コロナ危機に対応するために、保健所を中心に多くの感染
拡大防止策を講じてまいりました。しかしながら、コロナ禍は、二度目の緊急事態宣言の発令や医療体制の危機
をもたらすなど、今も私たちのくらしに大きな影響を及ぼしており、今後も予断を許さない状況にあります。

令和３年度（2021年度）の市政運営にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策を最優先課題といたします。
私が先頭に立ち、刻一刻と変化する状況を的確に捉え、臨機応変に対策を打ち出すなど、市民の皆様の命と生活
を守り抜く決意であります。
あわせて、４月からは「八尾市第６次総合計画」がスタートします。コロナ禍を乗り越えた先に、大きく広がる

八尾の成長と発展の実現に向けた取り組みも着実に行い、すべての市民に光があたり、誰一人取り残さないまち
づくりを市民の皆様に寄り添いながら、しっかりと推し進めてまいる所存であります。

はじめに
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１．本市を取り巻く状況

○令和元年（2019年）12月以降、世界規模で新型コロナウイルス感染症が拡大し事業者等への休業
要請、学校園の全国一斉臨時休業や施設の使用制限要請など、二度にわたる緊急事態宣言の発令に
より、社会、経済への影響はもとより、市民生活に甚大な影響が出ています。

○市民のくらしや地域のコミュニティ活動は３密回避の定着などといった新しい生活様式への対応が
求められるなど、感染拡大以前とは比べようもない程に一変し、大きな制約を受けています。

○市民の皆様からは、社会経済活動の停滞による収入減少や、新型コロナウイルス感染症に対する
不安など、経済的、精神的な不安に対する声が数多く寄せられており、感染拡大の長期化に伴い、
行政が講じる新型コロナウイルス感染症対策等の動向に対する市民の皆様の注目や期待は日を追う
ごとに増しています。

○「新やお改革プラン」における市の中期財政見通しでは、令和３年度（2021年度）以降、公債費、
社会保障関係経費の増加などの影響により、多額の財政調整基金等の取り崩しが必要になる見通し
であり、さらに、新型コロナウイルス感染症の影響による景気の悪化に伴い、法人市民税等の税収
の落ち込みが想定されるなど、非常に厳しい財政状況になるものと予想しています。

○「新やお改革プラン」に基づく取り組みのみではなく、既存事業の見直しや事業費の平準化等が
不可欠となっています。
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２．令和３年度（２０２１年度）の基本認識、基本姿勢

○市民の皆様のご協力のもと、「市民のいのちとくらし」を守るため、新型コロナウイルス感染症
対策について最優先に取り組むとともに、新しい生活様式への対応や事業者等への支援策など、
地域経済活動を回復させていく取り組みが必要であると考えます。

○新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、自然災害への備えや積極的な健康づくりの展開など、
市民のくらしの安全・安心を高めるためには、様々な主体との連携や取り組みへの支援など「八尾
市第６次総合計画」に掲げる「共創と共生の地域づくり」に基づく施策展開が必要であると考えま
す。

○まちの活力を引き出し、その効果がすべての世代へも循環する流れを生み出すためには、子育て
世代を中心に現役世代への重点投資を行う必要があります。あわせて、支援を必要とする市民へ
の取り組みについても着実に進める必要があると考えます。

○国や大阪府との連携のもと、戦略的プロモーションを継続的に展開するとともに、2025年
大阪・関西万博に地元自治体として参画し、その波及効果を最大限に八尾の成長につなげるための
先行的な取り組みが必要であると考えます。

○「住みたい」、「住み続けたい」と思われるまちとなるためには、改革の歩みを止めず、職員一人
ひとりが市民の立場に立って市民ニーズを的確に捉え、民間企業と行政が双方の強みを活かした連
携により、「市民サービスの向上」や「地域経済の活性化」を実現する取り組みを進めていく必要
があると考えます。

（１）基本認識
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○新型コロナウイルス感染症対策については引き続き最優先に取り組みを進め、あわせて八尾の
成長を止めることのないように令和３年度（2021年度）においても「子ども・子育て」・
「安全・安心」・「魅力・活力」を市政運営の３つの最重要ポイントとして位置づけ、後に掲載
する重点取り組みを中心に、各種の取り組みを展開します。
各取り組みにあたっては、限られた資源を最大限活用するとともに、
市民サービス向上に向けた、公民連携などの新たな取り組みへ
チャレンジする意欲に溢れた職員育成にも取り組みます。

○「八尾で生まれ、育ち、学び、働き、歴史や文化などに親しみ、
八尾に住み続けてほしい」、私は常にそうした気持ちを胸に、
すべての市民が八尾に愛着を持っていただけるよう、魅力あふれる
八尾へ成長させてまいります。

○八尾を愛する想いが次世代に受け継がれるという好循環が
生まれることで、八尾の成長を皆でつないでいく、そのような
誰もが愛するまち八尾をめざし令和３年度（2021年度）の
市政運営を進めます。

誰もが

愛するまち

八尾

子ども

子育て

安全

安心

魅力

活力

２．令和３年度（２０２１年度）の基本認識、基本姿勢

（２）基本姿勢

4

【市政運営の３つの最重要ポイント】



5

３．重点取り組み 【新型コロナウイルス感染症対策】

○感染拡大防止と経済活動の回復に向け、感染拡大による影響を受けた市民、事業者への支援や、
感染状況を的確に捉えた各種対策を、令和２年度（2020年度）に引き続き重点的に進めます。

○保健所による積極的疫学調査等による感染拡大防止の取り組み、市立病院による陽性患者の
入院受け入れ及び検査対応など、行政に求められる役割をしっかりと果たしながら、市内医療
機関をはじめとする各種関係機関との連携により「市民のいのちとくらし」を守る新型コロナ
ウイルス感染症対策に引き続き取り組みます。

○ウィズコロナ、ポストコロナ社会を見据え前向きに取り組む事業者への支援や、ハローワークや
大阪府をはじめとする関係機関との連携により、感染拡大の影響を受けた市民への就労支援に
引き続き取り組みます。

○新型コロナウイルス感染症を取り巻く社会状況は刻一刻と変化していくものであるため、後に
掲げる取り組みをはじめ、国や大阪府の取り組みとも連動しつつ、本市独自施策もあわせてスピー
ディかつ柔軟に各種対策を実施していきます。また、市民や事業者、各種団体などの方々に必要な
情報をしっかりと届けることができるよう、引き続き積極的な情報発信に取り組みます。
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３．重点取り組み 【新型コロナウイルス感染症対策】

救急需要の増加にともない、資機材の充実や昼間時間帯に運用する救急隊（デイタ
イム救急隊）の増隊により救急体制を強化

市民が安心して接種できるよう、国や大阪府と連携のもと、ワクチン接種体制を構築

自宅療養者への配食サービスの継続実施

○救急隊（デイタイム救急隊）の増隊および資機材の充実

○新型コロナウイルスワクチン接種の着実な実施

○自宅療養者への支援



関係機関との連携による児童虐待対策や、子育ての不安や悩みの一元的な相談窓口
機能を備える（仮称）八尾市こども総合支援センターの整備を推進

公立認定こども園５園での一時預かり保育（一般型）の新たな実施や
地域子育て支援センターによる子育てに関するオンライン交流を実施

４．重点取り組み 【３つの最重要ポイント別】
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○子どもの成長に応じた切れ目のない支援の充実

○在宅での子育て家庭への各種支援の充実

子ども・子育て



廃園後の公立幼稚園を活用した私立複合施設（認定こども園等と放課後児童室）、
小規模保育事業実施施設の整備のほか、保育士確保の取り組みを実施

４．重点取り組み 【３つの最重要ポイント別】

8

放課後の小学生が安心して過ごせるように、放課後児童室の整備や放課後児童室
保育時間の延長に向けて本格検討

○多様な保育ニーズへの対応

○放課後児童室の充実

子ども・子育て



４．重点取り組み 【３つの最重要ポイント別】
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「全員給食」の実現をめざした各種制度の構築に向けた検討推進

学校区は維持しつつ、通学する学校を選択できる制度の構築に向けた検討推進

いじめ防止（脱いじめ傍観者）教育の継続的な実施や「いじめ対応支援チーム」等
との連携による学校や教育委員会における対応力強化への支援のほか、子どもたち
のSOSを迅速に把握する手紙相談等を実施

○いじめから子どもを守る八尾づくりの推進

○中学校での「全員給食」の実現に向けて

○学校が選択できる制度設計の推進

子ども・子育て



４．重点取り組み 【３つの最重要ポイント別】
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安全・安心

○誰一人取り残さない相談体制の構築
地域共生社会の実現をめざし、市民が抱える複合化・複雑化した課題に対応する
ため、「つなげる支援室」を設置し、市全体の相談機関の連携を強化

認知症の人などが成年後見制度を利用して安心して生活できるよう、専門職団体
や関係機関による権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築

○いつまでも自分らしくくらす支援



４．重点取り組み 【３つの最重要ポイント別】
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安全・安心

○「親なきあと」も見据えた支援
障がい者等の重度化・高齢化が進むなか、障がい者等が「親なきあと」も安心して地
域で生活ができるよう、緊急時の受け入れ体制の整備やグループホームへの健康管理
体制支援を展開

保健師等のチームによる地域健康づくりを引き続き展開するとともに、「健康まち
づくり科学センター」を新たに設置し、医療データ等の分析に基づく各種健康施策
を展開

○健康寿命の延伸や市民の健康づくり推進



４．重点取り組み 【３つの最重要ポイント別】
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消防本部の機能更新を含めた市全体の消防力強化に向けた基本構想を策定

○市全体の消防力強化

安全・安心

災害時要配慮者への支援等、地域における課題整理や展開等も踏まえ、各地域での
地区防災計画策定を支援

避難所の増設等、市内企業との連携・協力を引き続き推進

○地域における防災力の強化

○コロナ禍における避難所運営の強化



企業の強み、行政の強みを束ね、市民サービスの向上を図る公民連携の推進

４．重点取り組み 【３つの最重要ポイント別】
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大阪府や博覧会協会と連携した2025年大阪・関西万博への積極的な参画

「意欲ある事業者経営・技術支援補助金制度」のメニュー拡充などによるポストコロナ
へ向けた業態転換や新分野への経営転換等に取り組む市内事業者等への支援

○市内事業者等への支援

○公民連携のさらなる推進

○2025年大阪・関西万博への積極的な参画

魅力・活力



４．重点取り組み 【３つの最重要ポイント別】
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ゼロカーボンシティ宣言をキックオフとして、市民、事業者、行政などの多様な主
体との協働により、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロをめざす脱炭素型まち
づくりの実現に向けたプラットフォームづくり

ものづくり、歴史資産、伝統文化などの市の魅力資源を活用した戦略的なプロモー
ションの展開

○戦略的なプロモーションの展開

○脱炭素型まちづくりの実現に向けて

魅力・活力

○「映画のまち・やお」に向けて
市内への映画ロケ誘致など「映画のまち・やお」に向けた取り組み



４．重点取り組み 【３つの最重要ポイント別】

次期芸術文化振興プランの策定や芸術文化振興に関する条例の制定など、市民や
関係団体と一緒に芸術文化の振興を推進

15

竹渕地域におけるデマンド型タクシーによる実証運行の効果検証を踏まえた、
新たな公共交通の取り組みを全市域で推進

○芸術文化の振興

○新たな公共交通の取り組みを全市域で推進

魅力・活力



４．重点取り組み 【３つの最重要ポイント別】

16

「やお市政だより」の全戸配布や新たなＳＮＳの導入など、様々な媒体・手法を活用
した積極的な情報発信

大阪府との連携による、健康、子育て、まちづくりなどの社会課題に関する、
スマートシティ戦略の推進

○積極的な情報発信

○スマートシティ戦略の推進

魅力・活力
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５．令和３年度（２０２１年度）の市政運営を支える着実な行財政改革の推進

○先行きが不透明な中、持続可能な行財政運営を図り、重点取り組みの財源と
マンパワーを下支えするものとして、新やお改革プランに掲げる理念のもと、
同実行計画に掲げた取り組みをはじめとした行財政改革の推進を図ります。

○とりわけ、AIの導入など、ICTを活用した内部事務の効率化を更に進めると
ともに、デジタル庁の創設や大阪スマートシティ戦略といった国や大阪府の
動向を踏まえ、行政のデジタル化の推進に的確に対応し、効率的な行政運営
と市民の利便性の向上の両立を図ります。

○加えて、財源や人的資源が限られる中、外部リソースを効果的に活用する
観点から、公民連携の取り組みを加速化し、企業と行政のそれぞれの強みを
活かした事業展開を積極的に推進します。



（１）令和３年度（2021年度）当初予算の概要

【一般会計】

歳入歳出予算の総額

６．予算概要
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当初予算額 １，０９６億 ８４３万円

対前年度比 5２億3,713万８千円増（5.0％増）



６．予算概要
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（２）特別会計及び企業会計の概要

会 計 予算総額 対前年度比

特 別 会 計 632億5,515万6千円 ▲20億6,234万4千円 ▲3.2％

国民健康保険事業特別会計 286億4,205万4千円 ▲12億7,145万8千円 ▲4.3％

財産区特別会計 2,429万4千円 ▲587万8千円 ▲19.5％

介護保険事業特別会計 268億8,707万6千円 ▲1億7,759万8千円 ▲0.7％

後期高齢者医療事業特別会計 73億3,487万2千円 2億1,502万5千円 3.0％

土地取得事業特別会計 3億1,931万6千円 ▲8億2,687万円 ▲72.1％

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 4,754万4千円 443万5千円 10.3％

企 業 会 計 446億3,197万8千円 ▲1億5,904万7千円 ▲0.4％

病院事業会計 182億2,324万3千円 3億5,142万9千円 2.0％

水道事業会計 91億6,836万9千円 5億4,367万円 6.3％

公共下水道事業会計 172億4,036万6千円 ▲10億5,414万6千円 ▲5.8％



７０年以上の本市の歴史を振り返りますと、大きな被害に見舞われた風水害など、市民生活を脅かす幾
多の危機を経験してきました。そのたびに、市民の皆様と行政が力を結集し、一つ一つ難局を乗り越え、
成長と発展を遂げてきたのが私たちの八尾市であります。

令和の時代を迎えた今、新型コロナウイルス感染症という新たな危機に直面しています。命を守るため
の、「感染しない、感染させない行動」など、今後も、市民や事業者、各種団体などの皆様にご協力を
お願いすることとなります。ご不便なくらしが続く市民の皆様に思いを致した時、保健所を設置する
中核市・八尾として、今こそ総力を挙げて期待に応えるべき時だと痛感しております。
この難局を乗り越えるために、私が先頭に立ち、職員一丸となって、市民の立場で考え、行動し、市民

の命と生活を守り抜くという強い決意で臨んでまいります。

また、市議会におかれましては、この間、議会日程のご配慮や「国民健康保険料の負担緩和」をはじめ
とした市民のくらしに密着した様々な支援策をご提案頂くなど、深く敬意を表すとともに感謝申し上げま
す。私と同様に、市民から信託を受けられた市議会からのご提案につきましては、今後も真摯に受け止め、
支援策などに活かしてまいりますので、どうか引き続き、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

最後に、コロナ禍の先には、必ず八尾の成長と発展があると確信しております。「すべての市民がしあ
わせを感じられるまち八尾」「選ばれるまち、暮らし続けたいまち八尾」の実現に自信と覚悟をもちなが
ら、至誠一貫、市政運営にあたることを表明し、令和3年度（2021年度）の市政運営方針と致します。

むすびに
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令和３年度（2021年度）の主な取り組み

＜参考資料＞令和３年度（2021年度）の主な取り組み
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■令和３年度（２０２１年度）の主な取り組み一覧
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事業概要

◇子ども・子育て

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専門職の体制整備を進め、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充実を図ります。

（仮称）八尾市こども総合支援センター整備事業
○一人ひとりに光があたる切れ目のない支援の実現に向け、子育ての不安や悩みの一元的な相談窓口の機能を備えた（仮称）八尾市こども総合支援センターの令
和４年度（２０２２年度）中整備に向け実施設計を行います。

地域子育て支援センター事業
○子育てに関する不安軽減のためオンライン交流に取り組むなど、市内５ヶ所の子育て支援拠点として、関係機関等との連携を図り、在宅での子育て家庭への各種
支援の取り組みを進めます。

児童虐待対策事業
○児童虐待の発生予防・早期対応に向け、研修等により職員の人材育成強化を図ることで、寄り添い型支援の充実を図るとともに、児童相談所を含めた関係機関
と連携を密に行うことで、子どもの安心かつ安全な環境づくりを進めます。

認定こども園等整備計画推進事業
○公立幼稚園跡地の民間活用による認定こども園の整備や小規模保育所等の整備など、新型コロナウイルス禍の影響等による不安定な中にあっても、市内の保
育ニーズに対応するための子ども・子育て支援事業計画も踏まえた認定こども園等の整備を進めます。

公立認定こども園運営事業
○公立保育所跡地を活用した民間事業者による認定こども園の整備等のための既存園舎等の解体を実施するほか、在宅で育児をしている家庭で、緊急・一時的に
保育が必要となった時に利用できる一時預かり保育（一般型）を公立認定こども園５園においても開始します。

保育士確保支援事業 ○増加する保育ニーズへの対応のため、保育士確保補助金制度や潜在保育士へのメルマガ配信等による保育士確保の取り組みを引き続き進めます。

学校ＩＣＴ活用事業
○児童生徒１人１台の学習用端末を活用した授業を開始するとともに、その内容の充実に向けて教職員研修・指定校等での研究を進めるなど、GIGAスクール構想
が掲げる個別最適化された学びの実現に向けた取り組みを進めます。

いじめ問題対策事業
○いじめの未然防止、早期発見、早期対応を図っていくため、教職員研修の充実及び児童・生徒を対象とするいじめ防止（脱いじめ傍観者）教育の引き続きの実施
や、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」との連携により、より多角的な視点からいじめ問題
にアプローチする体制の充実を図ります。

事務事業名
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■令和３年度（２０２１年度）の主な取り組み一覧

事業概要

◇子ども・子育て

いじめからこどもを守る八尾づくり推進事業
○いじめの未然防止、早期発見、早期対応・解決につなげるための相談対応や、専門職による学校等へのいじめ問題の出張研修・授業の実施、いじめ手紙相談の
活用等による悩みを抱く児童・生徒の声を把握できるしくみづくりに取り組むなど、いじめからこどもを守る八尾づくりを進めます。

中学校給食管理運営業務 ○中学校全員給食の実施に伴う各種制度や運用ルールの整備を進めるなど、全員給食の実施に向けた取り組みを進めます。

学校適正規模等推進事業
○子どもたちにとって望ましい就学環境の実現に向け、一定の条件のもと、希望により隣接する校区等の学校を選択できるよう、就学校指定の弾力的な運用に向け
た制度等の整備を進めます。

放課後児童室事業
○受入児童数の増加に対応するため、公立幼稚園跡地を活用した民間事業者による放課後児童室の新設整備や既存児童室の改修整備等を進めるほか、各小学
校放課後児童室における保育時間の延長に向けた検討を進めます。

◇安全・安心

地区防災推進事業
○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、各地域における地区防災計画の策定を支援するとともに、地域防災の課題の一つでもある
災害時要配慮者への支援等の課題整理について、関係機関と連携しつつ地区防災計画を策定支援する中で取り組みます。

消防庁舎機能更新事業
○市内の消防力の強化という視点から、老朽化・機能不足となっている消防本部を含む消防庁舎の建設計画や将来的に最適な消防庁舎全体の配置計画を検討し
た基本構想を新たに策定します。

救急高度化事業
○救急需要の増加に対応するため、昼間時間帯に運用する救急隊（デイタイム救急隊）を増隊し、救急体制の強化を図ります。また、新型コロナウイルスやその他
新たな感染症の発生に対応する体制、資機材の充実・強化を進めます。

健康づくり推進事業
○新たに設置する健康まちづくり科学センターを中心に、健康寿命の延伸、並びに一人ひとりの健康をみんなで支え守る地域づくりを推進するため、２０２５年大阪・
関西万博のメインテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に沿った、大阪大学大学院等との連携による調査・分析・研究を進めます。また、同大学院や大阪がん循
環器病予防センター等と、健診、介護、医療等のデータ分析に基づく生活習慣病予防対策をはじめ、健康課題解決に向けた取り組みを進めます。

予防接種事業 ○令和２年度（２０２０年度）に引き続き、新型コロナウイルスワクチンの接種について、必要な市民に順次接種を行えるよう取り組みを進めます。

事務事業名
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■令和３年度（２０２１年度）の主な取り組み一覧

事業概要

◇安全・安心

感染症対策事業
○市内の新型コロナウイルス感染状況を正確に把握し迅速に情報提供を行うなど、感染拡大防止に向けた疫学調査等の各種感染症対策の実施により、感染症の
発生予防及びまん延防止に取り組みます。また、新型コロナウイルス感染症による自宅療養者への配食サービスなどを引き続き実施することにより「市民のいのち
とくらし」を守る感染症対策を進めます。

健康危機事象対策事業
○新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザをはじめとする市民の健康・生命を脅かす健康危機事象に対し、予防、原因調査、拡大防止及び医療体制の確
保など、感染状況等を的確に捉え市内医療機関等を含めた各種関係機関と連携しながら健康危機事象対策を進めます。

政策医療の充実
○新型コロナウイルス感染症について、陽性患者の入院受け入れ及び検査対応等の取り組みを進めるとともに、救急医療、小児・周産期医療、高度医療、災害医
療（健康危機事象を含む）など、市立病院が公立病院としての役割を果たす取り組みを着実に進めます。

多機関連携ネットワーク推進事業
○地域共生社会に向けた包括的支援を推進するため、「断らない相談支援」を行う体制整備を行います。具体的には、介護、障がい、子育て、生活困窮などの複雑
化・複合化した課題を抱えた世帯を関係機関で連携して支えるために、総合調整機能を持つ組織を新たに設置し、各相談機関の連携を強化し、市全体の相談機能
の向上を図ります。

権利擁護推進事業
○第４次八尾市地域福祉計画と一体的に策定する成年後見制度利用促進計画に基づき、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築します。具体的には、八尾
市社会福祉協議会権利擁護センターを中核機関として、専門職団体、関係機関が連携協力する協議会を設置し、権利擁護支援体制を確立します。

災害時要配慮者支援事業

認知症総合支援事業【特別会計】
○認知症になっても本人の意思が尊重され、可能な限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、地域の担い手の育成などに取り組み、認知症
の人やその家族への支援を行うしくみづくりを進めます。

地域生活支援体制推進事業
○地域生活支援拠点等の機能として、緊急時の受け入れ対応を可能とする支援体制の整備やグループホームへの健康管理体制支援などの充実に向けた事業展
開を図り、地域における障がい者を支える環境づくりを進めます。

生活困窮者自立支援事業
○さまざまな理由により生活困窮に陥った市民が、今後長期的に生活を立て直すことにつなげるため、従来から実施している自立相談支援事業、就労準備支援事
業とあわせ、新たに家計改善支援事業を一体的に実施し、生活困窮者の自立支援策の強化を進めます。

小学校区集会所整備事業 ○公立幼稚園の跡地を有効に活用した高美小学校区集会所の整備工事及び永畑小学校区集会所の整備に係る設計業務を実施します。

事務事業名

○避難行動要支援者とその家族が新たな個別避難計画を作成することにより、地域・行政・福祉事業者が連携して支援を行います。八尾市避難行動要支援者マ
ニュアルを活用し、地区防災計画とともに地域での展開を進めていきます。
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■令和３年度（２０２１年度）の主な取り組み一覧

事業概要

◇魅力・活力

やおプロモーション推進事業
○地域資源を八尾のブランドとして確立するための情報発信や魅力創出、磨き上げについて検討し、さまざまな主体をつなぎつつ、２０２５年大阪・関西万博のインパ
クトを活かすための各種取り組みや、市の魅力資源の新たな活用や戦略的なプロモーションの取り組みを進めます。

観光魅力創造事業
○観光振興プランの策定や八尾がロケ地等となる映像制作を増やす活動の推進に取り組むなど、関係機関との連携による八尾の観光魅力の向上に資する取り組
みを進めます。

史跡等保存活用事業 ○郡川西塚古墳について国史跡への追加指定に取り組むとともに、史跡由義寺跡を市民利用に供するために整備基本計画の策定に着手します。

歴史資産のまち‘やお’推進事業 ○歴史資産を活かしたまちづくりを推進するために、文化財の保存活用に係るマスタープランである（仮称）八尾市文化財保存活用地域計画を策定します。

文化会館改修事業 ○令和４年（２０２２年）夏のリニューアルオープンに向け、文化会館の改修工事を進めます。

芸術文化振興事業
○芸術文化の力で魅力あるまちづくりを進めていくため、審議会を設置し、市民や関係団体とともに次期芸術文化振興プランを策定するほか、芸術文化振興に関す
る条例の制定に取り組みます。

産業立地誘導推進事業
○コロナ禍にあっても、市内企業が市外へ移転することなく事業拡大や施設拡張を図れるよう、とりわけ、製造業者の用地確保、積極的な事業展開などへのニーズ
や現状、課題を把握するために調査を行い、今後の立地誘導に関する基本方針を策定します。

地域企業振興事業
○ウイズコロナ、ポストコロナの社会を見据え、新分野進出や業態転換等の経営・技術革新に取り組む事業者を幅広くサポートするため、「意欲ある事業者経営・技
術支援補助金制度」において商業者支援及び新規事業展開に係るメニューを拡充します。

無料職業紹介事業
○ハローワークや大阪府をはじめとする関係機関との連携のもと、会社説明会・面接会を実施するなど、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市民への就
労支援に取り組み、求職者と事業所とのマッチングを進めます。

空家等利活用及び適正管理促進事業
○市外在住の若年・子育て世帯を対象とした空家の取得、リフォーム支援の取り組みを継続するとともに、団体等が地域の活性化を目的とした空家の取得、リ
フォームを積極的に促すための提案型空家等利活用促進補助の制度創設を行います。

事務事業名
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■令和３年度（２０２１年度）の主な取り組み一覧

事業概要

◇魅力・活力

交通政策推進事業
○誰もが円滑に移動できるまちを実現する為、令和３年（２０２１年）２月より実証運行をスタートさせている竹渕地域での乗合タクシーの運行検証を行うとともに、他
の交通不便地においての新たな公共交通ネットワークの構築に向けた検討を進めます。

近鉄河内山本駅周辺整備事業
○駅周辺が賑わい、魅力あるまちづくりを進めるために、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、引き続き、山本第１号踏切の歩道部の
拡幅・改良工事を実施し、安全で快適な通行を確保します。

服部川・郡川地区整備事業
○防災性の向上や良好な都市環境の形成を図るため、引き続き服部川・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する
技術支援を行います。

チャレンジやお推進事業
○地球温暖化の認識を深めていただくため、ゼロカーボンシティ宣言を行い、市民、事業者、行政などの多様な主体との協働により2050年までに二酸化炭素排出量
実質ゼロをめざす脱炭素型まちづくり（ゼロカーボンシティやお）の実現に向けたプラットフォームづくりを進めます。

公民連携推進事業
○民間企業のサービスや大学の知見等を市の各種取り組みに効果的に連携させ、地域課題の解決などにつなげていくため、公民連携手法による取り組みが庁内
各所属でより一層進むよう、各主体との調整等の取り組みを進めます。

市政情報の発信
○すべての市民に等しく行政情報を提供するために「やお市政だより」の配布方法を全戸配布へ変更するほか、新たなSNSを導入するなど、情報発信の強化と充実
を進めます。

事務事業名
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