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令和４年（2022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。

はじめに、新型コロナウイルス感染症により、お亡くなりになられた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げます。
また、現在療養中の皆様の一日も早い快復をお祈り申し上げますとともに、ご家族、関係者の皆様に心からお見舞
いを申し上げます。

この間、市民や事業者、各種団体などの皆様には、長期に渡る感染拡大防止にご理解、ご尽力を賜るとともに、
感染対策用品等のご寄附も数多くいただいており、感謝申し上げます。
また、医療現場をはじめとするエッセンシャルワーカーの方々は、新型コロナウイルス感染症によるパンデミック

発生以来、自らも感染の危険にあるなかで、多くの市民の命や生活を支えるため、今なお昼夜を問わず、ご尽力
いただいており、改めて心から敬意を表す次第です。

本市ではこの間、市保健所を中心とした感染拡大防止策を実施してまいりました。また、大阪府と連携し府内で
いち早く導入した自宅療養者への往診制度や救急救命士による観察隊の派遣、新型コロナウイルスワクチン接種
事業の着実な実施など、オール八尾市として市民のいのちと暮らしを守る取り組みを進めてまいりました。

しかし、度重なる緊急事態宣言の発出や、感染力の強いオミクロン株の出現など、一昨年から続くコロナ禍は、
感染への恐れだけでなく、経済的、精神的な不安を与えています。私にも市民の皆様から数多くのお声が届いて
おり、これらの声・ニーズに的確に応えていくとともに、様々な課題を抱える家庭の問題が深刻化し、孤立化を
招くことがないよう、適切な支援を行う必要があると考えています。

はじめに
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はじめに

一方、そのような中においても、令和３年（2021年）に開催された東京オリンピック・パラリンピックにおいて
本市にゆかりのある選手の皆様が活躍され、また、都市対抗野球大会ではミキハウスが八尾市代表として本大会出場
を果たすなど、アスリートの皆様の活躍が勇気と感動を与えてくれました。さらに今後、2025年大阪・関西万博へ
の期待が高まりをみせるものと考えています。

令和４年度（2022年度）は、万博開催まであと３年となり、各自治体は参画手法などの具体的な検討・取り組み
を加速させる時期となってまいります。また、コロナ禍において、リモートワークをはじめデジタル化が進展する
など、公民を問わず「新しい生活様式」に対応できる環境の整備が求められるとともに、感染症への対応と併せ、
子育てしやすいまちづくりのさらなる推進や新しい八尾の魅力の創造といった、市民の皆様が、夢や希望を持ち、
明るい未来へと前向きに進んでいくことができる取り組みが求められているものと認識しています。

令和４年度（2022年度）の市政運営にあたっては、引き続き、新型コロナウイルスワクチン接種を希望する
すべての人が、安心して速やかに接種できる環境づくりを整えるなど、感染症等への危機管理に万全を期すとともに、
私が先頭に立ち、市民の皆様の声に寄り添いながら、ウィズコロナのもとで新型コロナウイルス感染症対策と社会
経済活動を両立させるべく、臨機応変に各種の取り組みを推進することで本市の成長へと着実に繋げてまいります。

市民の皆様のいのちと暮らしを守り抜く、その決意を胸に、すべての市民に光があたり、選ばれるまち、住み続け
たいまちづくりをしっかりと推し進めてまいります。
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国による大規模な経済対策も活用した、経済の活性化と安全・安心な日常生活を同時に実現させるための
新型コロナウイルス感染症対策に取り組みつつ、八尾の成長をさらに進めるため、令和４年度（2022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。

○感染症対策については、市民の安全・安心な日常生活を確保するための対策と、一日も早く通常に近い社会
経済活動を取り戻すための対策を講じ、市民が希望を持って暮らすことができるよう、国・大阪府の動き
とも歩調を合わせつつ、市民に最も近い基礎自治体として、市独自策についても積極的に実施します。

○「改革と成長の好循環」の考え方のもと、多様化する行政需要への対応や、新たな行政サービスへの投資を
可能とするため、行財政改革を推進し、財源とマンパワーを生み出しつつ、公民連携による事業展開や、
大阪府・大阪市をはじめとする他の自治体との広域的な連携を積極的に展開するなど、ゼロベースでの見直
しによる市民サービスの向上をめざします。

○市民や事業者の皆様が必要な行政サービスを必要な時にしっかりと活用していただくことができ、暮らし
や生活、将来の夢や希望に向かって歩みを加速できるよう、コロナを克服した先にある「成長する八尾」を
実現してまいります。

１．令和４年度（2022年度）の市政運営の基本方針

◇新型コロナウイルス感染症対策+３つの重要ポイント
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5２．重点取り組み【新型コロナウイルス感染症対策と３つの重要ポイント】

感染拡大防止と社会経済活動の回復に向け、国による大規模な経済対策も活用して、感染拡大による影響を
受けた市民、事業者への支援や、新たな感染拡大に対する危機管理に継続的に取り組み、ウィズコロナのもとで、
市民が安全・安心な日常生活を送ることができるよう各種の取り組みを推進します。

新型コロナウイルス感染症対策

○小学校給食費の無償化を１年間延長

小学校高学年における通常の学級での密を回避するため
市独自の教職員を配置

○

認定こども園や市立小・中学校等で陽性者が発生した際の
ＰＣＲ検査の無償実施を継続

新生児1人につき10万円を給付する「新型コロナに負けるな
赤ちゃん応援給付金」をさらに１年間延長

○

○
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5２．重点取り組み【新型コロナウイルス感染症対策と３つの重要ポイント】

新型コロナウイルス感染症対策

※上記取り組み以外にも、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や各省庁の補助事業等の活用に
より、市民のいのちと暮らしを守るための取り組みを積極的に展開します。

就職面接会の開催など、コロナ禍により厳しい状況にある
求職者等への支援

○路線バス等の運賃補助により市民のお出かけを応援

コロナ禍により影響を受けている地区集会所等の
運営継続への支援

○新型コロナウイルス感染症対策専用の救急車の更新

新事業展開や商品開発、デジタル化に前向きに取り組む
事業者への上限250万円の補助制度をさらに1年間延長

○

○

○
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子どもの発達や児童虐待未然防止について早期から適切な支援を行うとともに、
関係機関との連携や、行政内部での子ども達の支援に必要な情報の共有を図ることで、
切れ目のない相談支援体制を強化します。

7

○

子ども・子育て

２．重点取り組み【新型コロナウイルス感染症対策と３つの重要ポイント】

引き続き「待機児童ゼロ」を達成し保留児童対策を進めるため、新たに公有地を活用
した保育施設や小規模保育施設を公募するほか、運営法人の強みを活かした特色ある
施設の整備に取り組みます。さらに、医療的ケア児の保育ガイドライン作成など、
公民連携しながら多様な保育ニーズへの対応充実を図ります。

○

（子育て総合支援ネットワークセンター事業、こども総合支援センター整備事業、児童虐待対策事業）

（認定こども園等整備計画推進事業）

こども総合支援センターを10月に開設

医療的ケア児の保育充実に向けた保育施設の追加整備
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8

自宅から近い学校や隣接する校区等の学校を選択できる制度について、
令和５年（2023年）４月からの運用開始に向けた取り組みを進めます。

○一定の要件のもと、学校を選択できる制度の導入

子ども・子育て

２．重点取り組み【新型コロナウイルス感染症対策と３つの重要ポイント】

桂中学校区及び高安小中学校区において、市内全域から児童生徒が通学可能となる
「小規模特認校制度」について、令和５年（2023年）４月からの実施に向けた取り
組みを進めます。

○小規模特認校における特色ある教育の推進

（小規模特認校における特色ある教育推進事業）

（学校適正規模等推進事業）

福祉に関する専門的知識を持ったスクールソーシャルワーカーの配置を充実し、
教育相談の充実を図り、児童生徒の状況に応じて学校と医療・福祉に関する相談
機関や民間機関等が連携した取り組みを進めます。

○

（スクールソーシャルワーカー活用事業）

不登校の未然防止をはじめとした様々な課題を抱える
子どもたちへの支援
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9

子ども・子育て

２．重点取り組み【新型コロナウイルス感染症対策と３つの重要ポイント】

子どもたちのSOSを迅速に把握する手紙相談の充実や、いじめの防止に係る学習プロ
グラムの作成等、多角的な視点でいじめから子どもを守る環境の醸成を図ります。

○いじめから子どもを守る取り組みの充実

（いじめからこどもを守る八尾づくり推進事業、いじめ問題対策事業）

全校一斉スタートに向けた施設整備等を進めます。

令和５年（2023年）９月から全中学校で
全員給食をスタート

（中学校給食施設整備事業、中学校給食管理運営業務）

○小学校給食費の無償化を１年間延長【再掲】

○

（小学校給食管理運営業務）
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12

安全・安心

市保健所として、市民の健康・生命を脅かす健康危機事象に対し、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適切な対策を進めます。
また、市立病院における陽性患者の入院受け入れ及び検査対応等の取り組みなど、
公立病院としての役割を果たす市民の命を守る取り組みを着実に進めます。

○市保健所・市立病院を中心とする万全の感染症対策の実施

２．重点取り組み【新型コロナウイルス感染症対策と３つの重要ポイント】

（感染症対策事業、健康危機事象対策事業、政策医療の充実）

（消防庁舎機能更新事業）

○消防本部庁舎の移転建替えや市域南西部、南東部をカバー
する所署の新設等に向けた取り組み

消防本部庁舎の移転建替えによる機能更新に向けた基本計画を策定するとともに、
市域全域を網羅したバランスの取れた消防体制の構築をめざします。
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11

安全・安心

大阪大学大学院や大阪がん循環器病予防センター等との連携による、健診・医療等
のデータ分析に基づく「糖尿病等生活習慣病」の予防および健康課題の明確化に
よる健康寿命延伸に向けた地域での健康づくりを進めます。

○健康寿命の延伸や地域での健康づくりの推進

２．重点取り組み【新型コロナウイルス感染症対策と３つの重要ポイント】

○誰一人取り残さない相談体制の強化と地域づくりの推進
地域共生社会の実現をめざし、相談支援体制のさらなる強化と、様々な課題を
抱える人の地域での受け皿となる場づくりや、つなぐための支援をします。
特に、認知症など判断能力が低下した人へ成年後見制度の活用を進めるなど、
誰一人取り残さない包括的な支援体制を構築します。

（健康づくり推進事業）

（多機関連携ネットワーク推進事業）

災害から市民のいのちと暮らしを守るため、各地域の特性や想定される災害に応じた
地区防災計画の策定を、災害時要配慮者への取り組みを含め、引き続き支援します。

○地域における防災力の強化

（地区防災推進事業、災害時要配慮者支援事業）
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11

安全・安心

○「親なきあと」も安心して生活できる環境づくりの推進
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、訪問看護ステー
ションによる市内グループホームへの健康管理体制の充実支援など、地域における
障がい者を支える環境づくりを引き続き進めます。

２．重点取り組み【新型コロナウイルス感染症対策と３つの重要ポイント】

（地域生活支援体制推進事業）

○孤独や不安を抱える女性への支援
コロナ禍で孤独や不安を抱える女性が社会との絆・つながりを回復できるよう、
「寄り添い、支援する機関」として八尾市男女共同参画センター「すみれ」の機能
を強化します。
（男女共同参画推進事業）
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14

2025年大阪・関西万博において八尾ブランドをPRし、万博の波及効果を八尾の成長に
活かせるよう、大阪府や博覧会協会等と連携した市全体の機運醸成と参画の取り組みを
進めます。

○2025年大阪・関西万博を活かしたプロモーションの展開

魅力・活力

○市民・民間団体・企業等とともに進める
「映画のまち・やお」の推進
八尾のまちのにぎわいの創出と八尾の魅力を再発見し、市民の郷土愛の醸成を図るため、
新たに創設した「八尾市魅力ある観光創造基金」を活用し、八尾市フィルムコミッション
として本市をロケ地とする映像制作等の誘致を積極的に進めます。

２．重点取り組み【新型コロナウイルス感染症対策と３つの重要ポイント】

（やおプロモーション推進事業）

（観光魅力創造事業）
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15

魅力・活力

２．重点取り組み【新型コロナウイルス感染症対策と３つの重要ポイント】

卓越した技術と魅力的な素材を持つ八尾市内の中小企業が新たな価値を生み出すため、
共創可能な各業界の企業やクリエイターとのマッチングを行い、商品・サービスの開発
及び販路開拓強化への支援を進めます。

○ものづくり企業の新たな価値創造に対する支援

（オープンイノベーション推進事業）

リニューアルオープンを機に、誰もが芸術文化につながるまちづくりの実現をめざし、
様々な芸術文化活動の有機的なネットワークを形成し、その広がりをめざす取り組み
を進めます。

○８月に文化会館をリニューアルオープン

（文化会館改修事業、芸術文化振興事業）

13



15

竹渕地域における乗合タクシーによる実証運行の分析結果を踏まえ、他の交通不便地
における新たな公共交通ネットワークの構築に向けた取り組みを進めます。

○地域における新たな公共交通の取り組みの拡大

魅力・活力

２．重点取り組み【新型コロナウイルス感染症対策と３つの重要ポイント】

（交通政策推進事業）

八尾空港西側に位置する国有地の有効活用に向け、都市計画手法（地区計画等）の検討
を進めるとともに、早期売却に向けた国・大阪府・大阪市等との協議を進めます。

八尾空港西側跡地の有効活用に向けたマーケット
サウンディング調査の実施

（八尾空港西側跡地活性化促進事業、国有地等有効活用検討事業）

市民、事業者、行政などの多様な主体との協働により、子どもたちの未来に向けた
脱炭素社会の実現をめざし、啓発活動や環境教育を推進します。

○脱炭素型まちづくり（ゼロカーボンシティやお）の推進

（ゼロカーボンシティやお推進事業）

○

14



17３．市政運営を支える着実な行財政改革の推進

持続的な改革と成長の好循環

○新やお改革プランの取り組みの着実な推進
トップランナー方式対象業務等の見直しによる粗大ごみ収集の民間委託化を実施する
とともに、し尿収集体制の効率化や令和６年度（2024年度）からの可燃ごみ等収集
の民間委託化に向けた本格検討を開始します。また、ふるさと納税制度の活用拡大に
よる歳入確保をはじめ、新やお改革プランに基づく行財政改革を着実に推進します。

○効率的な行政運営と定員適正化の取り組み
AIやRPA、電子申請などのICTを活用した効率的な行政運営を進めるとともに、電子
決裁導入による行政文書の管理・保存の効率化に取り組みます。また、中長期的な
視点に立った組織体制の最適化を図るために、本市に適した人員体制のあり方等を
検討し、職員数管理目標を策定します。
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17３．市政運営を支える着実な行財政改革の推進

○自治体との広域連携や民間企業等との公民連携による
行政運営

行政資源が限られる中、大阪府・大阪市をはじめとする他の自治体等との連携、民間
企業等との公民連携の取り組み等をさらに推進し、それぞれが持つ強みの相乗効果を
生み出すことによる、より発展的な行政運営の実現を図ります。

○改革と成長の好循環をめざした新たな取り組み
新やお改革プラン実行計画を改定し、改革の取り組みを広げ、財源とマンパワーを
確実に生み出すとともに、さらなる改革と成長の好循環をめざし、新たな取り組みに
ついて検討を進めます。
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（１）一般会計当初予算の概要

【一般会計】

歳入歳出予算の総額

４．令和４年度（2022年度）予算概要

当初予算額 １，１５１億 １，２４９万 ６千円

対前年度比 5５億 ４０６万 ６千円増（5.0％増）
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（２）特別会計及び企業会計の概要

４．令和４年度（2022年度）予算概要
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（３）一般会計第１号補正予算の概要

４．令和４年度（2022年度）予算概要

【一般会計】

歳入歳出予算の総額

補正予算額 １４億 ６，３３６万円

市民のいのちと暮らしを守る取り組みとして、

新型コロナウイルス感染症対策に必要な補正予算を計上
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私が市民の皆様の信託を受け、令和という新しい時代の始まりとともに八尾市政を預かり、早３年が経とうとして
います。私はこの間、常に市民の皆様の声に寄り添い、八尾を成長させるとの一心で市政を推進してきました。

振り返りますと、子ども・子育ての観点においては、子ども医療費助成を15歳から18歳まで拡充し、市独自に
２歳児の幼児教育・保育料を無償化しました。また、市民とともに、いじめからすべての子どもを守り、すべての
子どもが安心して生活し、健やかに育つことができる地域社会を実現するため、令和２年（2020年）に市長部局に
新たな専門組織を設置し、同年10月には「八尾市いじめから子どもを守る条例」を制定し、保護者、市民及び関係
機関等と連携を図り、いじめの防止、早期発見、対処及び解決に取り組み、八尾の子どもたちをみんなで守るまち
づくりを進めております。

そのほかにも、安全・安心の観点では、出張所での証明書発行・届出業務の再開をはじめ、市民・事業者の皆様の
ご協力のもと、「がんばれ八尾応援寄附金」制度を活用し、令和３年（2021年）の春には1,000台の防犯カメラの
運用が実現し、各種団体や地域の皆様の活動と相まって安全・安心のまちづくりを進めてまいりました。また、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強化を進めております。さらに、2025年大阪・関西万博での「大阪パビリオン」のテーマの
柱でもある「健康」分野においては、「健康まちづくり科学センター」を設置し、専門機関等との連携による健診・
医療等のデータ分析や市民の健康づくりに積極的に取り組むための体制整備を進めてまいりました。

そして、魅力・活力の観点では、本市のプロモーションを積極的に推進するためのプロジェクトチームを立ち上げ、
八尾の魅力づくり・魅力発信を進めるとともに、2025年大阪・関西万博の波及効果を市民や事業者の皆様にも実感
してもらうため、大阪府や博覧会協会等との連携強化を進めています。

むすびに
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さらに、本市独自の新型コロナウイルス感染症対策として、認定こども園や市立小・中学校等における民間検査機関
を活用したＰＣＲ検査の実施、長引くコロナ禍の影響にも怯まず持ち前の技術や活力で乗り越えようとする意欲
にあふれる市内事業者への支援、また、国の特別定額給付金事業を契機とした個別訪問等により、福祉的な課題を抱
える市民の孤立化を防止する取り組みを実施するなど、市民のいのちと暮らしを守るまちづくりを進めてまいりました。

新型コロナウイルス感染症の状況は、変異を繰り返すウイルスの特性により、日々刻々とその状況は変わっています。
その様な中にあっても、中学校の全員給食の実現に向けた動きの本格化やこども総合支援センターの開設、映像作品の
撮影誘致などの「映画のまち・やお」に向けた八尾市フィルムコミッションの取り組みや八尾空港西側跡地活用に向け
た動き出し、消防庁舎の機能更新など、令和４年度（2022年度）はこれまで計画を練り上げ、温めてきた各種の取り
組みの芽がいよいよ花開いていく年度であると捉えています。

これからも、すべての市民が「八尾で生まれ、育ち、学び、働き、歴史や文化などに親しみ、八尾に住み続けたい」
と感じ、八尾に愛着を持つことができる魅力あふれるまちへ成長させるため、行財政改革の取り組みを着実に進めつつ、
さらにその中で生み出した行政資源を市民に還元し、改革と成長の好循環をめざしながら、コロナ禍を共に乗り越えた
先にある明るい未来や希望に向けた取り組みを通して、市民、事業者、各種団体、市議会、行政が一丸となり、八尾の
まちを全国のみならず世界へ発信し、八尾全体を一緒に盛り上げていきたいと考えています。

そして、市民の皆様のいのちと暮らしを守り抜き、「すべての市民に光があたり、選ばれるまち、住み続けたいまち
八尾」の実現に向け、自信と覚悟を持ちながら市政運営を進めてまいります。

議員の皆様をはじめ、市民の皆様のご理解とご協力、ご支援を賜りますことを心よりお願い申し上げまして、令和４
年度（2022年度）の市政運営方針とさせていただきます。

むすびに
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令和４年度（2022年度）の主な取り組み

＜参考資料＞令和４年度（2022年度）の主な取り組み
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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
〇こども総合支援センターの開設に向けて、子どもの発達や児童虐待未然防止について早期から適切な支援を行うとともに、関係機関との連携や行政内部での子
ども達の支援に必要な情報の共有を図ることで、切れ目のない相談支援体制を強化します。

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を実現するため、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こども総合支援センターの令和４年（2022
年）10月開設に向け、生涯学習センターの整備工事を行うとともに、必要な備品等の購入を行います。

児童虐待対策事業
○八尾市要保護児童対策地域協議会を運営し、関係機関の連携による要保護児童等への対応に取り組みます。また、研修等による啓発や人材育成を図ることで、
児童虐待の未然防止・早期対応を進め、子どもにとって安心かつ安全な環境をめざします。

認定こども園等整備計画推進事業
○子ども・子育て支援事業計画に沿って保育施設を整備することで、待機児童解消及び保留児童対策を進めます。令和４年度（2022年度）は公立幼稚園跡地にお
ける民間による施設整備を追加実施するなど、引き続き公民連携により、保育施設や小規模保育施設の整備を加速度的に進め、多様な保育ニーズに応えていきま
す。

小規模特認校における特色ある教育推進事業
○望ましい就学環境のあり方検討を踏まえ、桂中学校区及び高安小中学校区において、市内全域から児童生徒が通学可能となる「小規模特認校制度」について、
令和５年（2023年）４月からの実施に向けた就学手続き等を開始するとともに、特色ある教育活動を推進します。

学校適正規模等推進事業
○望ましい就学環境のあり方検討を踏まえ、令和５年（2023年）４月から導入する「小規模特認校制度」と「指定校変更の弾力的な運用」についての周知等、制度導
入に向けた取り組みを進めます。

スクールソーシャルワーカー活用事業
○不登校をはじめ様々な課題を抱える児童生徒や保護者に対し、学校と関係機関等が連携した早期支援を推進するため、福祉に関する専門的知識を持ったスクー
ルソーシャルワーカーの配置を充実します。

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の実施、いじめ手紙相談の実施
回数の増等により、悩みを抱く児童生徒の声を早期に把握し、解決に繋げるよう、いじめからこどもを守る八尾づくりに引き続き取り組みます。

いじめ問題対策事業
○いじめに関する教職員研修や児童生徒を対象とする脱いじめ傍観者教育を実施するとともに、いじめの防止に係る学習プログラムを作成することで、「いじめをし
ない、させない、許さない」環境の醸成を図ります。

事務事業名

■令和４年度（2022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

中学校給食施設整備事業 ○成長期にある中学生の望ましい食の実現をめざし、中学校全員給食の令和５年（2023年）９月スタートに向け、施設整備・備品購入等を進めます。

中学校給食管理運営業務 ○成長期にある中学生の望ましい食の実現をめざし、中学校全員給食の令和５年（2023年）９月スタートに向け、調理委託業者選定等の手続きを進めます。

小学校給食管理運営業務 ○コロナ禍における子育て世帯への支援として小学校給食費を１年間無償化します。

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開設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令和５年（2023年）４月以降の保育時間の延長実施に向けた準備を進めます。

若者育成支援事業
○関係機関等との連携を図りながら、一人ひとりの特性や状況に寄り添い、悩みや課題解消の支援につなげるため、ひきこもりなど様々な事情を抱えた若者やその
家族を対象とした電話相談を引き続き行うとともに、新たに対面による相談対応をスタートさせます。

◇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引き続き取り組みます。また、新型コロナウイルス感染症のみでなく、今後、新たな感染症が発生した際にも迅速かつ適正に対応できる
よう地域におけるネットワーク構築などの取り組みを進めます。

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、的確な状況把握のもと、予防、原因調査、拡大防止及び医療体制の
確保など、市内医療機関等を含めた各種関係機関と連携しながら適切な健康危機事象対策を進めるとともに、各種訓練の実施や災害備蓄物品の整備等に取り組
みます。

政策医療の充実
○引き続き、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。

消防庁舎機能更新事業
○令和３年度（2021年度）に策定した八尾市消防庁舎建設基本構想に基づき、消防本部庁舎の移転建替えによる機能更新に向けた基本計画を策定するとともに、
市域全域を網羅したバランスの取れた消防体制の構築をめざします。

事務事業名

■令和４年度（2022年度）の主な取り組み一覧
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事業概要

◇安全・安心

地区防災推進事業
○南高安・大正・大正北地区をはじめ、新たに地区防災計画を策定する地区に対しても策定を支援し、地域防災計画への位置づけをめざします。また、策定された
地区防災計画の見直しや計画に沿った防災訓練を実施し、実効性のある地域防災活動の取り組みを進めます。

災害時要配慮者支援事業
○地区防災計画の策定と併せた避難行動支援の取り組みの充実等を図るとともに、土砂災害警戒区域のある高安・南高安地区を重点取組地区とし、「個別避難計
画」を活用し、必要に応じて福祉事業者等と連携し、避難時の移送支援や福祉避難所へ直接避難ができるよう体制を構築します。

健康づくり推進事業
○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、大阪大学大学院や大阪がん循環器病予防センター等との連携による
健診・医療等のデータ分析に基づく「糖尿病等生活習慣病」の予防および健康課題の明確化による地域での健康づくり活動を進めます。

多機関連携ネットワーク推進事業
○市民の相談が、必要な支援につながり、複合化・複雑化した課題にも関係機関が連携して対応できる「断らない相談支援」の体制強化を図るとともに、課題を抱え
た方が、地域社会に参加しながら生活を継続できるよう、支援機関と関係団体等が連携して支援したり、地域住民相互の交流を行う拠点の創出に取り組みます。ま
た、それら取り組みの実施体制を、重層的支援体制整備事業計画として策定します。

地域生活支援体制推進事業
○地域生活支援拠点等の機能整備として、訪問看護ステーションによる市内グループホームへの健康管理体制の充実支援を図るとともに、保護者等が「親なきあ
と」の支援を考える契機となる研修会等を実施し、地域における障がい者を支える環境づくりを進めます。

男女共同参画推進事業
○八尾市男女共同参画センター「すみれ」の機能を強化し、孤独や不安を抱える女性が社会との絆・つながりを回復することをめざすとともに、女性が夢や希望を実
現し自分らしく活躍できるよう寄り添い、支援を行います。

救急高度化事業
○令和３年度（2021年度）に運用を開始したデイタイム救急隊の継続運用による救急体制の強化を図るとともに、新型コロナウイルス感染症やその他新たな感染症
の発生に対応する資機材の充実を図ります。

地域介護予防活動支援事業【特別会計】
○高齢者の健康寿命の延伸及び自立支援・重度化防止をめざし、デジタル技術を活用した介護予防の取り組みに繋げる為、地域におけるスマホ教室の開催などに
より、ＩＣＴを活用した高齢者への情報提供や介護予防の取り組みを推進します。

◇魅力・活力

やおプロモーション推進事業
○2025年大阪・関西万博で八尾ブランドをPRし、万博の波及効果を八尾の成長に活かせるよう、大阪府や博覧会協会等と連携した機運醸成と参画の取り組みを進
めるとともに、多様な主体との連携、広域的な視点により、魅力資源の戦略的プロモーションを推進します。

観光魅力創造事業
○八尾のまちのにぎわいの創出と八尾の魅力を再発見し、市民の郷土愛の醸成を図るため、新たに創設した「八尾市魅力ある観光創造基金」を活用し、八尾市フィ
ルムコミッションとして本市をロケ地とする映像制作等の誘致を積極的に行うことにより市民・民間団体・企業等とともに、「映画のまち・やお」の推進を図ります。

事務事業名

■令和４年度（2022年度）の主な取り組み一覧
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事業概要

◇魅力・活力

オープンイノベーション推進事業
○卓越した技術と魅力的な素材を持つ八尾市内の中小企業が新たな価値を生み出すため、共創可能な各業界の企業やクリエイターとのマッチングを行い、商品・
サービスの開発及び販路開拓強化への支援を進めます。

文化会館改修事業 ○令和４年（2022年）８月のリニューアルオープンに向け、文化会館の改修工事及び付帯の備品購入等を行います。

芸術文化振興事業
○文化会館のリニューアルオープンに併せて、誰もが芸術文化につながるまちづくりの実現をめざすため、様々な芸術文化活動の有機的なネットワークを形成し、そ
の広がりをめざす取り組みを進めます。

ゼロカーボンシティやお推進事業 ○市民、事業者、行政などの多様な主体との協働により、子どもたちの未来に向けた脱炭素社会の実現をめざし、啓発活動や環境教育を推進します。

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ため、竹渕地域における乗合タクシーによる実証運行の分析を踏まえ、他の交通不便地における新たな公共交通ネット
ワークの構築に向けた取り組みを進めます。

八尾空港西側跡地活性化促進事業 ○八尾空港西側に位置する国有地の有効活用に向け、早期売却に向けた国・大阪府・大阪市等との協議を進めます。

国有地等有効活用検討事業
○八尾空港西側に位置する国有地の有効活用に向け、マーケットサウンディング調査を実施し、都市計画手法（地区計画等）の検討を進めるとともに、早期売却に
向けた国・大阪府・大阪市等との協議を進めます。

無料職業紹介事業
○引き続き、国や大阪府、八尾商工会議所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。

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等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。

事務事業名

■令和４年度（2022年度）の主な取り組み一覧
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