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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

政策企画部

部局の使命

部局名 部局長名 吉川　慎一郎

施策実現のための部局の基本方針

・第５次総合計画「やお総合計画2020」に基づくまちづくりを戦略的かつ着実に推進するため、選択と集中を図り、スクラップがビルドを支えるストーリーを打ち出しながら、基本計画における各施策の実現及び行財政改革プロ
グラムの達成に向けて、市全体の施策調整や組織調整を行い、市の将来都市像である「元気をつなぐまち、新しい河内の八尾」を実現していく。

実績・課題等

H27

目標値 実績見込値 めざす値

2
安心を高める防災力の強

● 関連

・行財政改革の推進については、第２期行財政改革アクションプログラムの着実な実施を進め、
終年度ととしての実績の取りまとめを行うとともに、次期行財政改革プログラムの策定に向けた検
討を行った。
・広域行政の推進について、本市におけるごみの焼却処理における新たな共同処理手法として「大
阪市・八尾市・松原市環境施設組合」を設立し、ごみの処理における広域連携の体制整備を図っ
た。
・計画行政の推進について、総合計画の後期基本計画の策定に向け、各施策担当課における前期
基本計画の一次評価を行うとともに、学識経験者や市民で構成される評価委員会を設置し、外部
の目線での評価及び後期計画策定に対する提案を頂いた。

第５次総合計画の推進を図るため、次の項目を基本方針とする。
・行財政改革を推進するため、行財政改革プログラム及び同アクションプログラムの進行管理及び着実な実施をめざす。
・広域行政を推進するため、関係市間の連携強化を進め、広域の視点に立った市民サービスの向上をめざす。
・計画行政を推進するため、総合計画前期基本計画の各施策にかかるめざす値（平成27年度目標数値）を達成するため、
施策の進行管理並びに事業調整を戦略的かつ着実に行うとともに、後期基本計画の策定に向け、前期基本計画の成果や
課題の総括を行う。

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連 （単位）
H26

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

実績・課題等

現在整備が進められている今後の地域分権の拠点となる「大正コ
ミニティセンター・出張所」及び洪水時等における防災力の強化を

指標名
部局における当該年度の施策展開の方針

大正コミュニティセンター・出張所・水防センターの複合施
設について、関係課や関係機関との調整を進め、平成26
年11月に整備が完了した また 平成27年1月には開館2

安心を高 る防災力 強
化

● 関連 － － － － －

38
魅力ある都市核などの充
実

関連 － － － － －

54
地域のまちづくり・地域活
動への支援

● 関連 － － － － －

57 計画行政の推進 ● 主管
八尾市の取り組みに満足して
いる市民の割合 ％ 59 0 66 4 60

張 」 洪 防 強
図るための水防センターとの複合施設の開所・運用に向け、庁内
及び関係機関との調整を図る。

第５次総合計画の目標実現に向け、中長期の視点を持ち、優先度
づけをしながら着実な推進を図る。
また 後期基本計画の策定に向け 前期５ヵ年の内部評価 外部

地域拠点あり方検証委員会からの提言を踏まえ、出張所及びコ
ミュニティセンターを活用した今後の事業展開について、第５期実
施計画策定の中でも新しい展開が図られるよう行政経営マネジメ
ントを進める。

国有地である八尾空港西側跡地の売却に向けた国の動向を注視
しつつ、売却にあたっては地下鉄八尾南駅前という地域住民の利
便性向上に寄与する都市機能の実現など、新都市核にふさわしい
魅力ある都市環境の誘導を図る。

計画行政の推進を図るため、本市のマネジメントシステム
である部局マネジメント（当初ビジョン）及び（次年度ビジョ
ン）の着実な運用を行った。
後期基本計画の策定に向けては、庁内検討の場として経

年11月に整備が完了した。また、平成27年1月には開館
記念式典が執り行われ、多くの地域住民や関係者への周
知が図られた。

八尾空港西側跡地に関する具体的な進展は見られな
かったものの、将来のまちづくりを見据えた 適な売却手
法等について、関係機関と協議を重ねた。引き続き、魅力
ある都市環境の実現に向け、働きかけを行っていくことが
必要である。

地域拠点を活用した事業展開について、第５期実施計画
の策定方針の中で「地域と向き合う施策展開」を掲げ、各
部局における積極的な企画・立案を促すとともに、具体的
な施策展開に向けた検討を行った。

57 計画行政の推進 ● 主管 いる市民の割合
※施策測定指標

％          59.0 66.4             60

58 広域行政の推進 主管
近隣都市との事務の共同処理
件数
※施策測定指標

件             31 39             31

59 行財政改革の推進 ● 主管
八尾市の取り組みが改善され
ていると思う市民の割合
※施策測定指標

％ 24.5 24.1 25

第２期行財政改革アクションプログラムを着実に実行するととも
に、第３期行財政改革プログラムの策定に取り組む。また、番号法
（マイナンバー）制度に対応するため、庁内推進体制を構築し、計
画的に取り組んでいく

大阪市、東大阪市、柏原市など近隣市との連携強化を図り、広域
の視点に立った市民サービスの向上策について検討を進める。

また、後期基本計画の策定に向け、前期５ヵ年の内部評価・外部
評価を行うとともに、後期５ヵ年の施策展開方針を検討するための
庁内検討会議を立ち上げ、部局横断的な視点で検討を進める。

後期 本 策定 、 検討 場 経
営戦略会議を立上げ庁内議論を行うとともに、前期基本
計画の施策担当課おける一次評価及び外部評価委員に
おける二次評価を実施した。後期基本計画の見直しに向
け、これらの評価を活かす必要がある。

大阪市との連携においては、これまでのごみの共同処理
手法を見直し、松原市を含めた「大阪市・八尾市・松原市
環境施設組合」を設立し、広域連携での安定したごみ処
理体制の構築を図った。また、東大阪市や柏原市との連
携では、まちの魅力の発見・発信の分野において、名所
のＰＲや情報誌を発行するなど、関係部局間の連携を
図った。

行財政改革の推進については、第２期行財政改革アク
ションプログラムの着実な実施を進め、 終年度ととして
の実績の取りまとめを行うとともに、次期行財政改革プロ
グラムの策定に向けた検討を行った。また、番号法の庁
内推進体制として、「八尾市社会保障・税番号制度推進本※施策測定指標

画的に取り組んでいく。
推 体制 、 市社会保障 税番号制度推 本

部会議」を設置し、システム改修や個人情報保護評価、対
象業務の洗い出しなどに取り組んだ。

1



平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

57 公共施設マネジメント事業

58 広域行政の推進

予算額（千円）

大阪市、松原市と協議を進めていた新たなごみの共同処理について、平成２６年１１月２５日に「大阪市・八
尾市・松原市環境施設組合」を設立し、広域連携によるごみの安定処理に向けた体制整備を図った。
八尾空港西側跡地については、具体的な進展は見られなかったものの、将来のまちづくりを見据えた 適
な売却手法等について、関係機関と協議を重ねた。事業の具体的な進展に向け、継続的に働きかけを
行っていくことが必要である。
東大阪市や柏原市との連携については 事務の共同処理等に向けた具体的な協議 検討には至らなかっ

公共施設マネジメント実施計画の策定に向け、昨年度に引き続き、公共施設の劣化状況調査・機能性調
査を実施するとともに、各施設の情報の一元化に向けた保全マネジメントシステムの導入に取り組んだ。
また、平成２６年度に総務省で示された公共施設等総合管理計画の策定に向けた検討も必要となってお
り、公共施設マネジメント実施計画との整合をいかに図るかが課題である。

実績・課題等

1,405

42,811

取り組み内容

大阪八尾両市行政協力協議会については、新たなごみの共同処理に向け、今年度中の一部事務
組合設立をめざし、松原市を含む３市での共同処理体制の構築を目指す。また、八尾空港西側跡
地については、早期の売却をめざして協議が進められている中で、地域のまちづくりに資する処分
方法となるよう、大阪市とともに積極的に働きかけていく。
東大阪市や柏原市との連携については 事務の共同処理を含め 連携事業の具体化を図ってい

今後予測される人口構成などの社会情勢や財政環境の変化を見据え、公共施設の長寿命化や再
配置を視野に入れた将来の公共施設のマネジメントを行う。
平成26年度は、前年度に実施した公共施設の劣化状況調査や機能性調査を踏まえ、公共施設マ
ネジメント実施計画（（仮称）公共施設機能更新計画）の策定に向けた取り組みを進める。

59 公民協働手法の推進

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

57 全地域

実績・課題等

「やおマニフェスト2011実行計画」の着実な推進を図るとともに、平成２６年度は計画期間の 終年度とな
るため、これまでの取り組み状況の成果をもとに評価を行い、総括報告書として取りまとめを行った。
後期基本計画の策定に向けては、目標別計画においては施策担当課による一次評価を外部評価委員会
による二次評価を受け、後期目標別計画の策定に向けた検討を進めるとともに、地域別計画については、
平成２７年度に校区まちづくり協議会が改定する「わがまち推進計画」と連携を図りつつ後期地域別計画の
策定が図れるよう、庁内における策定スケジュールの確認など、準備作業を進めた。後期基本計画の見直

向け れら 評価を活かす必 がある

総合計画の推進

事業名・項目名 取り組み内容

部局マネジメント目標をはじめ、総合計画推進会議や地域分権推進会議といった仕組みを活用し、
総合計画、「やおマニフェスト2011実行計画」を着実に推進する。さらに、平成26年度は、外部評価
手法等を用いて前期基本計画の評価及び総括に着手するなど、平成27年度における後期基本計
画の策定に向け、八尾スタイルの地域分権を進める本市として、「校区まちづくり協議会」とも連携
し、取り組みを進める。

提案型公共サービス実施制度について、民間からの提案をより幅広く採り入れるため、制度の拡充を図
り、事業提案の募集を実施し、外部委託化を図った。今後は、実施状況を検証し、より効果的な制度の運
用ができるよう見直しを行いながら、制度の庁内周知と活用を進めていく必要がある。

東大阪市や柏原市との連携については、事務の共同処理等に向けた具体的な協議・検討には至らなかっ
たものの、魅力発見・発信の分野において、名所のＰＲや情報誌を発行するなど、関係部局間の連携を
図った。今後においても、周辺自治体との連携については、引き続き取り組んでいく必要である。

570
提案型公共サービス実施制度について、民間からの提案をより幅広く採り入れるための新たな制
度構築を行い、事業提案の募集を行う。

東大阪市や柏原市との連携については、事務の共同処理を含め、連携事業の具体化を図ってい
く。

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

601001

しに向け、これらの評価を活かす必要がある。

公民協働手法の活用に関する基本方針の推進

項目名

出張所及びコミュニティセンターのあり方の検証結果に基づき、今後の地域の拠点施設に向けて、本年４
月より出張所窓口における公金収納を廃止するとともに、諸証明の発行業務・届出受付業務の代替策等
について検討を行った。また 同時に出張所等を「行政拠点としての活用」と「市民や地域が活動する拠点

提案型公共サービス実施制度を活用し、「市民課及び総合案内室の窓口業務」及び「八尾市臨時福祉給
付金・子育て世帯臨時特例給付金事業に係る窓口受付・事務処理業務・コールセンター運営業務」の外部
委託化を行った。
また、同制度については、民間からの提案をより幅広く採り入れるため、制度の拡充を図り、事業提案の募
集を実施し、外部委託化を図った。今後は、実施状況を検証し、より効果的な制度の運用ができるよう見直
しを行いながら、制度の庁内周知と活用を進めていく必要がある。

実績・課題等

出張所及びコミュニティセンターのあり方の検証結果に基づき、今後の地域の拠点施設に向けて、
本年４月より出張所窓口における公金収納を廃止するとともに、諸証明の発行業務・届出受付業
務 代替策等に 検討を進める また 「行政拠点とし 活用 と「市民や地域が活動する

『「公民協働による公共サービスの提供に関する基本方針」の具体化について』に基づき、各種公
民協働手法の活用を進める。
　・提案型公共サービス実施制度について、民間からの提案をより幅広く採り入れるための新たな
制度構築を行い、事業提案の募集を行う。
　・外部委託の推進

取り組み内容

201001 市民窓口の充実

302001
303002

行政評価システムの運用
市民評価制度の構築

八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例に基づく行政評価のしくみとして、後期基本計画の策定に向
けた前期基本計画の総括・評価を行うにあたり、学識経験者を含む市民委員で構成される「八尾市基本計
画評価委員会」を設置し、行政が実施した一次評価に対して、外部の視点から二次評価を実施した。後期
基本計画の見直しに向け、これらの評価を活かす必要がある。

について検討を行った。また、同時に出張所等を「行政拠点としての活用」と「市民や地域が活動する拠点
としての活用」することを目指し、健康づくりの推進を担う保健師の配置を行うなど、地域と向き合う施策展
開の確立に向けて体制整備を行った。
今後は、地域と向き合う施策展開を推進するため、諸証明の発行業務・届出受付業務について検討を重
ね、さらなる出張所機能の再編に取り組んでいくことが必要である。

行政評価を活かした市民参画の仕組みとして、後期基本計画の策定に向け、市民参画型での外
部評価として、前期基本計画（目標別計画）の総括を実施する。

務の代替策等について検討を進める。また、「行政拠点としての活用」と「市民や地域が活動する
拠点としての活用」をめざし、「地域での防災・防犯」・「地域とともに育てる子ども」・「地域における
相談・支援」・「地域での支えあい」・「地域での学び・担い手づくり」・「地域の魅力・情報発信」の６つ
のテーマを設定し、地域と向き合う施策を展開する。

2



平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

・防災体制や都市基盤の整備、土砂災害に対する防災力の向上などにより、災害に対する備えがある暮らしを実現させる。
・国民保護計画が対象とする武力攻撃事態及び市内での事件など緊急事態に際し、市民の生命、身体及び財産を保護する。
・誰もが日常生活に必要な情報を必要なときに手に入れることができるような市政情報の発信、公開の推進、市民との協働のまちづくり意識の醸成を行う。
・市民が安心して生活できるような個人情報の保護等及び適切な運用、情報提供の充実等による、より開かれた行政の実現を図る。
・ＩＣＴの活用による、効率的・効果的な行政経営と豊かな市民生活の創造を実現する。
・法規事務、契約事務の適正な執行を進めることによる、健全かつ公正な行財政運営を行う。

部局名 総務部 部局長名 森　孝之

部局の使命

・災害に対する備えがある暮らしを実現するため、関係所属による八尾市庁舎防災中枢拠点整備
検討会議を開催し、八尾市庁舎防災中枢拠点整備等に伴う基本的な方向性の検討と設計業務を
行った。
・八尾市国民保護計画について、国民保護協議会委員等をはじめとする関係機関等に対し周知を
図った。
・各部局で想定される危機事象ごとのマニュアルについて、整備を行った。
・危機管理全般にわたる総合調整機能等のさらなる充実を図るための体制整備について、平成28
年4月の機構改革に向けた検討を行った。
・条例の適合性を図るため、検証の視点を示して各条例の所管課に検証依頼を行い、条例改正等
の必要性の検証を行うとともに、必要な条例改正を行った。
・市政だよりによる情報提供を基本に、市ホームページでの市民参加コンテンツの新設やテレビ番
組・各種情報誌への取材協力など、多様な広報媒体を活用し、積極的に市政情報等を発信した。
・八尾市情報公開条例に基づく積極的な情報公開及び個人情報保護に関する職員向け研修を実
施した。
・基幹システム再構築後の安定運用に努めるとともに、経費削減効果等を実現した。
・契約事務の適正な執行により健全かつ公正な行財政運営を行った。

・災害に対する備えがある暮らしを実現するために防災中枢拠点としての機能整備をはじめとした庁舎の機能更新を図ると
ともに、庁舎利用における安全性・利便性を向上させる。
・緊急事態発生時の被害軽減を図り、迅速かつ的確な対応がとれるよう、八尾市国民保護計画について関係機関等に対し
周知を図る。また、危機管理対策の強化を図るため、各部局で想定される危機事象を抽出し、危機事象ごとのマニュアルの
再整備を引き続き行う。
・危機管理室を中心に、危機管理全般にわたる総合調整機能等の充実を図るための体制整備について検討を進めていく。
・法規事務、契約事務の適正な執行を進めることによる、健全かつ公正な行財政運営を行う。
・様々な媒体を活用した情報提供を行うことにより、誰もが必要とする情報を得るための環境を整備する。
・市が保有する個人情報対策を徹底するとともに、市政等に関わる情報提供を推進する。
・ＩＣＴの積極的な活用による、効率的・効果的な行政経営の推進と行政サービスの向上を図る。

実績・課題等施策実現のための部局の基本方針

H27

目標値 実績見込値 めざす値

2
安心を高める防災力の強
化

● 関連 － － － － －

4
緊急事態への対応力の強
化

主管
緊急事態に対して備えをして
いる市民の割合

％ 48 34 50

推進
八尾市の主要情報システムに

・基幹システム再構築後の安定運用に努め、経費削減効
果等を実 するととも ネ ク 最適化 キ

・防災中枢拠点としての庁舎の機能更新に着手する。

H26

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標名 （単位）
部局における当該年度の施策展開の方針 実績・課題等

・関係所属による八尾市庁舎防災中枢拠点整備検討会
議を開催し、八尾市庁舎防災中枢拠点整備等に伴う基本
的な方向性の検討と設計業務を行った。

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連

・緊急事態発生時の被害軽減を図り、迅速かつ的確な対応がとれ
るよう、八尾市国民保護計画について関係機関等に対し周知を図
る。

・効率的・効果的なICTの導入・活用を進めるとともに 適正な調

・八尾市国民保護計画について、国民保護協議会委員等
をはじめとする関係機関等に対し周知を図った。

59 行財政改革の推進 ● 関連
八尾市の主要情報システムに
係る経費の削減割合

％ 20 17.6 20

60
行政情報の提供と個人情
報保護

● 主管
八尾市ホームページ
アクセス件数

件 754,400 593,706 780,000

改正の必要性を検証した条例
の本数

本  171(累計) 170(累計) 171

果等を実現するとともに、ネットワークの最適化、セキュリ
ティ強化を行った。

・市政だよりによる情報提供を基本に、市ホームページで
の市民参加コンテンツの新設やテレビ番組・各種情報誌
への取材協力など、多様な広報媒体を活用し、積極的に
市政情報等を発信した。
・八尾市情報公開条例に基づく積極的な情報公開及び個
人情報保護に関する職員向け研修を実施した。

・市政だよりをはじめホームページなど多様な広報媒体を活用し、
積極的な市政情報の発信を行う。
・やおコミュニティ放送株式会社（ＦＭちゃお）を活用し、市政情報、
地域情報、災害関連情報の提供を行う。
・条例に基づく情報公開及び個人情報の保護を行う。

・適正な入札・契約事務の執行を図るため条件付一般競

効率的 効果的なICTの導入 活用を進めるとともに、適正な調
達、資産管理、人材育成、セキュリティの向上等を推進する。

・条例の適合性を図るため、検証の視点を示して各条例
の所管課に検証依頼を行い、平成26年度においては、40
本の条例改正等の必要性の検証を行い、そのうち必要な
条例改正を行った。なお、検証の対象となる条例本数を
精査した結果、その総数を170本に改め、平成26年度を
もって当該対象となる条例の全ての検証を終えた。

・今日の地方分権時代において主体的な行政運営が求められる
中にあって、政策法務のさらなる充実に向けた取り組みを行う。
・制定10年以上経過した条例について、関係課と連携を図り、検
証を行い必要に応じて改正を行う。
・八尾市立学校園施設耐震化計画（平成27年度末100％耐震化）

健全かつ公正な行財政運
営

63 関連

一般競争入札の実施率 ％ 85 95 85

適正な入札 契約事務の執行を図るため条件付 般競
争入札（電子入札）の実施に努めた。また、八尾市立学校
園施設耐震化計画に基づき、平成27年度末までに耐震
化率100％を目標とし、学校園施設耐震補強工事の発注
を実施した。

尾市 学校園施設耐震化計画（平成 年度末 耐震化）
に基づき、遅滞なく学校園施設耐震補強工事の契約事務を行う。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

2 庁舎機能更新事業

4 危機管理対策事業

59 ＩＣＴ活用の推進

60 市政情報の発信

・基幹システム再構築後の安定運用、ネットワークの最適化、セキュリティ強化、共通番号制度への対応な
ど関係各課と連携・協力しながら実施した。

・市ホームページでの市民参加コンテンツ（「わたしの八尾ええとこ自慢！！」）の新設やテレビ番組・各種
情報誌への取材協力、ＦＭちゃおによる積極的な地域情報の発信など、多様な広報媒体を活用し、積極

・各部局で想定される危機事象ごとのマニュアルについて、整備を行った。また、危機管理全般にわたる
総合調整機能等のさらなる充実を図るための体制整備について、平成28年4月の機構改革に向けた検討
を進めた。

113,330

予算額（千円）

49,151

実績・課題等

・庁舎の機能更新事業として、再生水利用給水改修、トイレ改修、バルコニー天井漏水劣化改修、太陽光
発電設備等導入設計及び八尾市庁舎防災中枢拠点整備等に伴う基本的な方向性の検討と設計業務を
行った。

取り組み内容

・防災中枢拠点としての庁舎の機能更新に着手する。

・危機管理対策の強化を図るため、各部局で想定される危機事象を抽出し、危機事象ごとのマ
ニュアルの再整備を引き続き行う。また、危機管理室を中心に、危機管理全般にわたる総合調整
機能等の充実を図るための体制整備について検討を進めていく。

1,408

9,044
・本市における情報システムの適正な調達、資産管理を行い、ＩＴコストの抑制に継続して進めると
ともに、市民サービスの向上につながる新たなＩＣＴ活用推進方策の検討を進めるなど、ＩＴガバナ
ンスの確立に取り組む。

・毎月各世帯に配布される市政だよりをはじめ、ホームページやＦＭちゃお、ＳＮＳについても、即
時性等を意識し より 層の有効活用を図る

60 市政情報の発信

60 情報公開に関する事務

63 法規事務

63
入札制度の改革推進(電子
入札システム運用含む)

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

情報誌 の取材協力、ＦＭちゃおによる積極的な地域情報の発信など、多様な広報媒体を活用し、積極
的に市政情報等を発信した。

・八尾市情報公開条例に基づく積極的な情報公開及び個人情報保護に関する職員向け研修を実施した。

・さらなる政策法務能力の向上を図るため、政策法務主任を対象として、大学教授及び顧問弁護士による
政策法務研修を実施するとともに、政策法務ニュースを年2回発行した。
・制定10年以上経過した条例の検証についての取り組みとして、条例の適合性を図るため、検証の視点を
示して各条例の所管課に検証依頼を行い、平成26年度においては、40本の条例改正等の必要性の検証
を行い、そのうち必要な条例改正を行った。

・関係各課との連携及び発注方針等の見直しを図りながら適正な入札・契約事務の執行と効率化に向け
て契約事務研修会を実施した。また、新たな入札制度としては、地域貢献精通型指名競争入札を試行し
た。今後も引き続き、検証を行い、制度の充実を図る。

49,151

1,888

9,378

6,294

時性等を意識し、より一層の有効活用を図る。

・八尾市情報公開条例に基づき、情報提供及び情報公表の充実を図る。

・今日の地方分権時代において主体的な行政運営が求められる中にあって、政策法務のさらなる
充実に向けた取り組みを行う。
・制定10年以上経過した条例について、関係課と連携を図り、検証を行い必要に応じて改正を行
う。

・入札契約制度の透明性、公正性、競争性を向上させるため、入札・契約制度のさらなる改革推進
を図るとともに、地域貢献度・地域精通度等を考慮した入札制度の試行・検証を実施し、さらなる
検討を行う。

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

60 全地域

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

401003
・さらなる政策法務能力の向上を図るため、政策法務主任を対象として、大学教授及び顧問弁護士による
政策法務研修を実施するとともに、政策法務ニュースを年2回発行した。

実績・課題等

事業名・項目名 取り組み内容

・「やお市政だより」をはじめＦＭちゃおでの「わがまちＮＯＷ」（市民ふれあい課）や「地域安全だよ
り」（地域安全課）の放送など多様な媒体を用いて、本市の地域分権に資する取り組みに関する情
報発信を推進する。
・庁舎本館１階の地域活動情報コーナーに配架している内容の充実を図る。

実績・課題等

・市政だよりやＦＭちゃおによる取材等で地域活動等を積極的に取り上げるとともに、社会福祉協議会主
催の地区福祉委員会広報担当者向け研修会で市政情報課職員が講師となり、地域発の情報発信の支援
を行った。
・庁舎本館１階の地域活動情報コーナーについて、わがまち推進計画をはじめ、各種地域のイベント情報
等を配架した。

・政策法務研修の実施及び政策法務ニュース（年２回以上）を発行する。

市政情報の発信

項目名 取り組み内容

政策法務能力の向上

301001

807002

802002

・経営に関する黒字基調を継続した。
・番組編成における効率化と内容充実を継続した。

・契約事務マニュアル及び参考様式等を作成し、契約事務研修会を継続実施した。
・全庁の契約情報を収集し、グループウェアを通じて情報提供を行った。

・情報提供ガイドラインに基づく各課ヒアリングの実施等により、情報公開コーナーの配架資料等の充実に
努めた。

・市民への積極的な情報公開に向け、『情報提供に関するガイドライン』に基づく情報提供施策及
び情報公表制度の推進のための配架資料の充実等を図る。

契約事務の効率化

やおコミュニティ放送株式会社

積極的な情報公開の推進

・着実かつ適正な入札・契約事務の執行と効率化に向けて情報を収集し、検証を行う。

・経営に関する黒字基調を継続し、繰越損失の早期解消につながる安定した経営体質を確立す
る。
・平成22年度より試行的に実施してきた番組編成における効率化と内容の充実化の本格実施等
を行う。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

人材の活用と組織の活性化

部局の使命

部局名 総務部（人事担当部長） 部局長名 尾谷　祐司

①保健師や作業療法士など、専門的な資格を有するものを含め、幅広い人材の確保に努めた。
②地方公務員法に基づく人事評価制度構築に向けた検討とともに、昇任昇格内申との整理統合について引
き続き検討を進めた。
③人事院勧告で示された総合的見直しに準じ給与制度の改正を行うとともに、国の俸給表を上回っていた給
料表を改め、役職段階別加算の是正も行うなど職員の勤務条件の適正化に努めた。また、第2次特定事業
主行動計画を策定し、仕事と子育ての両立のための対策に取り組んだ。

施策
主管 施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

●組織の使命・目標を達成していくために、効率的・効果的な職員体制を築くとともに、良好な職場風土の醸成や職員の意
欲や能力の向上を図る。
①必要な人材確保と適正配置
②職員の意欲と能力及び組織力の向上
③職員の勤務条件の適正化及び福利厚生制度等の整備

実績・課題等施策実現のための部局の基本方針

H27

目標値 実績見込値 めざす値
指標名

            55

人事ヒアリング等を実施し、各所管の業務量の状況等を
踏まえ、任期付短時間勤務職員（事務職）の採用試験を
実施するなど可能な限り適正な職員配置に努めた。また、
任期付短時間勤務職員（指導員）、保健師、作業療法士
など、専門的な資格を有するものを含め、幅広い人材の
確保に努めた。八尾市職員の応対に満足して

いる市民の割合
％

主管

施策
No. （単位）

H26 実績・課題等重点
    関連

担当施策

49.9

部局における当該年度の施策展開の方針

            53

人材の活用と組織の活性
化

各所管の業務量などを踏まえ、効率的で効果的な行政経営のた
めに適正な職員配置を行うとともに必要な人材を確保する。

職員の意欲と能力が向上し、行き生きとした活力のある組織となる
よう公正かつ客観的な人事評価を実施する。

人事院勧告で示された総合的見直しに準じ給与制度の改
を行うととも 国 俸給表を上 た給料表を改

地方公務員法に基づく人事評価制度構築に向けた検討と
ともに、昇任昇格内申との整理統合について引き続き検
討を進めた。

61

ラスパイレス指数 指数           100 98.7           100

職員定期健康診断の受診率 ％           100 99           100職場環境の整備のため、職員の健康管理を充実する。

正を行うとともに、国の俸給表を上回っていた給料表を改
め、役職段階別加算の是正も行うなど職員の勤務条件の
適正化に努めた。地方公務員法に基づく人事評価制度の
構築に向けた更なる検討を進める。

定期健康診断実施日の周知徹底を行うとともに、定期健
康診断に替わり人間ドック等を受診した者への結果提出
の徹底に努めた。

国家公務員の給与制度等を基本とした職員の勤務条件の適正化
を行う。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

61 人事管理業務

61 労務管理業務

61 福利厚生業務
定期健康診断実施日の周知徹底を行うとともに、定期健康診断に替わり人間ドック等を受診した者への結

各所管の業務量などを踏まえて職員数を精査するとともに多様な職種・任用形態の人材の活用方
策を検討する。
 また、幅広い能力を有した職員の採用方策について検討する。

実績・課題等取り組み内容

国家公務員の給与制度等を基本として、職員の勤務条件について見直しを行い、ラスパイレス指
数を100以下とする。

人事ヒアリング等を実施し、各所管の業務量の状況等を踏まえ、任期付短時間勤務職員（事務職）の採用
試験を実施するなど可能な限り適正な職員配置に努めた。また、任期付短時間勤務職員（指導員）、保健
師、作業療法士など、専門的な資格を有するものを含め、幅広い人材の確保に努めた。

人事院勧告で示された総合的見直しに準じ給与制度の改正を行うとともに、国の俸給表を上回っていた給
料表を改め、役職段階別加算の是正も行うなど職員の勤務条件の適正化に努めた。地方公務員法に基づ
く人事評価制度の構築に向けた更なる検討を進める。

47 069
職員の健康管理の充実のため、定期健康診断の受診を促すとともに、人間ドック等の受診者に対

予算額（千円）

40,147

0

61 福利厚生業務

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

61 全地域

61 全地域

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

職員の人材育成

人事管理業務

地域分権に関して、新規採用職員・新任主査・新任係長の階層別研修と中堅職員から係長級までを対象と
した講演会を実施した。また派遣研修も6件実施した。今後も地域の課題を発見し、解決に向けて積極的に
行動できる職員を養成するための効果的な研修手法について継続した検討が必要である。

事業名・項目名

新規採用職員研修、新任主査研修、新任係長研修や教養研修、派遣研修等において地域分権に
ついての研修を充実させることで、職員の人材育成に努める。

地域課題の解決、地域分権の推進等地域のまちづくりの一翼を担うことを目的として、人事異動に
おいてコミュニティ推進スタッフを配置し、地域における相談・支援を進める人員体制の構築を進め
る。

果提出の徹底に努めた。

取り組み内容 実績・課題等

福祉部門等相談業務経験者を中心に監督職を各出張所に配置し、さらなる出張所機能の更新を見据え
た、人員体制を構築した。さらに、地域住民の健康増進を図っていくことを目的として、保健師を配置した。

47,069
して免除申請の提出を求めるなど、定期健康診断の受診率100%をめざす。

③

番　号

402001

403001

403002

職員の勤務条件の見直し
国家公務員の給与制度等を基本とした勤務条件とするため、職員の給料、諸手当、勤務時間や休
暇制度等の勤務条件の適正化を図る。

①メンタルヘルス研修については、引き続き研修内容の充実を図る。
②月間の超過勤務時間が100時間を超える職員をなくす。
③特定事業主行動計画（現行は平成17年～平成26年）については、次期計画の策定を平成26年
度中に行う。

メンタルヘルス対策として、ライン研修、セルフ研修、新規採用職員向けの研修会を実施し、述べ165人が
研修に参加した。また、仕事と子育ての両立のための、第2次特定事業主行動計画を策定した。ただ、超過
勤務時間は増え、月間100時間を超える職員をなくすことはできなかった。超過勤務縮減に向けて平成27
年度から超勤キャップ制度を試行導入するため、今後はその効果等を検討していく必要がある。

職員の勤務条件の見直し

職員の健康管理の充実

国の動向等を踏まえた昇任・昇格資料への人事評価の活用（現行使用している内申書との整理・
統合等）

地方公務員法に基づく人事評価制度構築に向けた検討とともに、昇任昇格内申との整理統合について引
き続き検討を進めた。

実績・課題等

人事院勧告で示された総合的見直しに準じ給与制度の改正を行うとともに、国の俸給表を上回っていた給
料表を改め、役職段階別加算の是正も行った。

項目名

人事評価制度等の見直し

取り組み内容
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

部局名 財政部 部局長名 小田　泰造

部局の使命

歳入確保と歳出の見直しを行うことにより、財政が健全に維持され、持続可能な財政運営を確保します。

実績・課題等施策実現のための部局の基本方針

　財政運営につきましては、既存事務事業も含めて1件査定を行い事業効果を重視した予算編成
を行いました。特に、財政部としては、歳入の確保を図るために、これまでに引き続き、適正かつ
公平な賦課及び徴収率の向上に努めるとともに、計画的に未利用地の売却を進めました。
　また、安定的な税収の確保については、口座振替の推進、コンビニ収納の活用等により収納方
法にかかる市民サービスを維持し、市税の自主納付の推進を図りつつ、市税の現年課税分にお
いて、高い徴収率を堅持しました。さらに、市税の未納額の更なる縮減をはかるため、地方税徴収
機構の設立にあたっての検討会及び準備会にて協議を重ね、本市も参加し、平成２７年４月より
業務を開始することになりました。
　地域分権の推進では、地域予算制度の実施による財政的な効果について、校区まちづくり協議
会で、校区まちづくり交付金を活用され、さまざまな取り組みが展開されているところであり、次の
ステップに向け引き続き検証を行います。
　また、希望される地域へ担当職員が出向き、本市の財政状況や税の仕組み・概要を説明する出
前講座については、結果、申し込みがありませんでしたが準備を進めました。

①歳入の確保
　　必要な行政サービスを提供するための歳入の確保を図るために、市税などの適正かつ公平な賦課及び徴収率の向上を図り、安定
的な税収などの確保に努めます。
②効率的な財政運営
　　持続可能な自治体運営を目指し、歳入の確保や歳出の削減に取り組み、財政の健全化を図るとともに、硬直した財政構造の弾力
化を図ります。
　　また、地域別計画に基づき、地域と向き合う予算編成に努めます。
③公有財産の適正管理
　　公有財産の適正な管理に努めるとともに、売却可能資産の把握に努め、計画的に未利用地の売却を推進します。
④滞納対策の推進
　　市税の自主納付の促進を図りながら現年課税分の徴収を重点課題とし、滞納者へは、早期着手による滞納整理事務を行い、滞納
繰越額の圧縮に努めます。
⑤地域分権の推進
　より活用しやすい地域予算制度に向けて、地域別予算の検証を行います。
　本市の財政状況や税の仕組みの概要等について、校区まちづくり協議会等で出前講座を実施します。

主管 施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

H27

目標値 実績見込値 めざす値

● 主管

● 主管

● 主管

施策
No.

担当施策 部局における当該年度の施策展開の方針

歳入確保と歳出の見直しを行うことにより、健全な財政運営の維
持に努めます。

実績・課題等

公共施設マネジメント推進会議の検討状況をみながら、庁内検討
推進体制のもと、未利用地・余剰地等の有効活用についての検
討を図るとともに、売却可能資産を抽出し、次年度の売却計画を
検討・策定するなど、売却実施に努めます。

個人市府民税・法人市民税の電子申告を推進します。

重点
主管

    関連

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標名 （単位）
H26

市税 自主納 推進を き続き市税 年

電子申告推進のパンフレット（eLTAXの利用案内）を作成し、事
業所への配布や、市ホームページに掲載するなど多様な広報
手段を活用して事業者の利用促進に向けた取り組みを進めた
ことにより、平成26年度は個人住民税・法人市民税全体で約
231,000件（見込み）の利用実績を上げました。

未利用地・余剰地等の今後の活用方針について検討しまし
た。今後は、検討内容を受けて、有効活用の方策について整
理します。

歳入では、未利用地の有効活用等について、検討を重ね、歳
入確保に努めるとともに、歳出では、対費用効果を重視し、恒
常化している事務事業についても一から見直し等を行い、選択
と集中により、健全な財政運営を維持するための予算化を行
いました。

● 主管

● 主管

● 主管

63

市税の現年課税分における徴収率について98％以上を堅持しま
す。

健全かつ公正な行財政運
営

給与所得者に対する個人市・府民税の特別徴収を推進します。

％ 94.0
出納閉鎖
後に算出予
定

経常収支比率

社会保障・税番号制度開始に向け、庁内関係課やシステム関
係業者と連携・調整しながら税システムの改修を進めました。
また、番号法第27条及び特定個人情報保護評価指針に基づ
き、「特定個人情報保護評価書」の素案作成を行うとともに、全

市ホームページ・市政だよりや公用車への啓発広告の貼付等
による広報活動のほか、啓発チラシを近畿税理士会八尾支部
の会員に対して送付するとともに、法人市民税申告書送付時
に同封するなど特別徴収制度の適正な実施に向けた取り組み
を進めました。
また、中河内府税事務所と連携し、税務署が実施する年末調
整説明会等に出席し、特別徴収の推進の呼びかけを行うとと
もに、平成26年度において特別徴収未実施であった約6,000事
業所に対して、勧奨文書を送付しました。

市税の自主納付の推進を図ることで、引き続き市税の現年課
税分における徴収率は９８％以上の高い徴収率を堅持できる
見込みです。

94.0

番号制度導入に向けた税システムの改修及び事務の整備を行い
ます。 き、 特定個人情報保護評価書」の素案作成を行うとともに、全

項目評価の対象となる「個人市・府民税の賦課事務」において
は、パブリックコメントに向けた準備を進めました。

ます。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

63 財政関連業務

63 債権管理事務

市有財産 関する と

債権管理条例に基づく、適正な債権管理の推進に関する指導・助言を行います。

保健センター公用車駐車場（萱振住宅跡地）および南久宝寺二丁目地内市有地の早期売却に向

歳入においては自主財源の充実を図り、歳出では予算編成において、行財政改革プログラムの
収支改善効果額を達成し、健全な財政状況の維持に努め、消費税率の引き上げの際の影響を
合わせて検証します。また、市民・議会・職員にとって、わかりやすい財政情報の公表に努めま
す。

－

実績・課題等

歳入においては、自主財源の充実を検討しつつ、積極的に国からの補助金等を活用し、歳出では予算編成におい
ては、既存事務事業も含めて1件査定を行い事業効果を重視した予算編成を行いました。消費税率の引き上げの
際の影響は、平成27年度の予算編成における歳出では税率の引き上げの時期の延期により影響はなく、歳入では
5％から8％への引き上げ時分が企業等による納付時期のずれにより、地方消費税交付金を平成26年度に比べ増
と見込んでいます。財政情報については、引き続き、市政だより等で、財政用語を日常的な平易な言葉に置き換え
るなどし、わかりやすい財政情報の公表に努めました。

債権管理研修の実施により、知識やノウハウの習得を図るとともに、各所管課における実務上の課題について研
究し、助言を行いました。

予定どおり 保健センター公用車駐車場（萱振住宅跡地）および南久宝寺二丁目地内市有地の売却処分を行いま

取り組み内容予算額（千円）

－

63 市有財産に関すること

63
個人市府民税・法人市民
税の電子申告推進

63
番号制度導入に向けた各
種整備

63
固定資産の評価及び賦
課に関する業務

出張所での公金収納廃止に伴い 口座振替について 当初納税通知の同封文書等による普及

平成27年度が固定資産税（土地・家屋）における３年に１度の評価替え基準年度となることから、
今年度は評価替え業務を円滑に進めます。

保健センタ 公用車駐車場（萱振住宅跡地）および南久宝寺二丁目地内市有地の早期売却に向
けての課題整理等を行うとともに、次年度以降の売却計画を検討します。

電子申告の更なる利用拡大を図り、納税者（事業者）の利便性の向上及び行政における税務事
務の効率化を進めます。

社会保障・税番号制度導入に向け、税システムの改修及び事務の整備並びに庁内関係課と連
携・調整を進めます。
また、市民税課においては、証明書発行業務について、市民サービスの向上と窓口業務の効率
化を図るため、庁内関係課と今後の自動交付機のあり方を検討するとともに、コンビニ交付等導
入に向けた研究を進めます。

－
予定どおり、保健センタ 公用車駐車場（萱振住宅跡地）および南久宝寺二丁目地内市有地の売却処分を行いま
した。

出張所 公金収納は廃止となりましたが 座振替 推進 ビ 収納 活用等により 収納方法にかかる市

8,510

40,000

57,446

電子申告推進のパンフレット（eLTAXの利用案内）を作成し、事業所への配布や、市ホームページに掲載するなど
多様な広報手段を活用して事業者の利用促進に向けた取り組みを進めた結果、平成26年度においては、個人住民
税に係る給与支払報告書のeLTAXによる提出は、30.7％（見込み、平成25年度27.5％）、法人市民税申告書におい
ては、約52.1％（見込み、平成25年度43.1%）となるなど、納税者の利便性の向上及び行政における税務事務の効率
化を進めました。

社会保障・税番号制度開始に向け、庁内関係課やシステム関係業者と連携・調整しながら税システムの改修を進
めました。
また、番号法第27条及び特定個人情報保護評価指針に基づき、「特定個人情報保護評価書」の素案作成を行うと
ともに、全項目評価の対象となる「個人市・府民税の賦課事務」においては、パブリックコメントに向けた準備を進め
ました。
さらに市民税課においては、証明書発行業務について、市民サービスの向上と窓口業務の効率化を図るため、庁
内関係課と今後の自動交付機のあり方を検討するとともに、コンビニ交付等導入に向けた研究を行いました。

評価替え基準年度に向け、土地は全路線価の付設及び全筆の評価見直しを、家屋は新増築家屋の評価を行うとと
もに既存家屋の価格見直しをそれぞれ行いました。

63
市税等の徴収及び滞納
整理に関する業務

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

全地域

生涯学習（出前講座）

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

出張所での公金収納廃止に伴い、口座振替について、当初納税通知の同封文書等による普及
促進、納税相談時でのペイジーを活用した口座分納の推進に努めます。
滞納の解消に向け、府内市町村での連携した取り組みを目指し、地方税徴収機構の設立にあ
たっての具体的方策等について検討します。

出張所での公金収納は廃止となりましたが、口座振替の推進、コンビニ収納の活用等により、収納方法にかかる市
民サービスを維持し、引き続き高い徴収率を堅持できる見込みです。
市税の未納額のさらなる縮減をはかるため、地方税徴収機構の設立にあたっての検討会及び準備会にて協議を重
ね、本市も参加し、平成２７年４月より業務を開始することになりました。

事業名・項目名 実績・課題等

271,958

地域予算制度・地
域分権に伴う財政
的影響の研究

財政・税のしくみ出
前講座

取り組み内容

地域予算制度の検証を行い、地域予算制度の実施や地域分権の推進による財政的な直接的・
間接的効果についての分析手法を研究します。

希望する地域へ担当職員が出向き、本市の財政状況や税のしくみ・概要を説明し、わかりやすい
財政状況等の情報発信に取り組みます。

八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例に基づき、地域のまちづくりを財政的に支援していく地域予算制度に
ついて、制度実施や地域分権の推進による財政的な効果については、校区まちづくり協議会で、このまちづくり交付
金を活用され、さまざまな取り組みが展開されているところであり、分析手法については引き続き研究してまいりま
す。

希望される地域へ担当職員が出向き、本市の財政状況や税の仕組み・概要を説明する出前講座については、結
果、申し込みがありませんでしたが準備を進めました。また、わかりやすい財政状況等の情報発信について、市政
だより及びホームページを用いて行ってきました。

番　号

801001

806006

806003

806001

実績・課題等

平成27年度予算編成作業において、コストの見直しを行い、578,684千円を他の事業の財源としました。

公有地（未利用地・余剰地）の有効活用

個人市府民税の特別徴収推進

課税客体の把握

項目名

コストの見直し

取り組み内容

平成27年度予算編成作業において、コストの見直しを行い、収支改善効果額として50,000千円を
めざします。

未利用地・余剰地などの有効活用を図るため、予定どおり、保健センター公用車駐車場（萱振住宅跡地）および南
久宝寺二丁目地内市有地の売却処分を行いました。

市ホームページ・市政だよりや公用車への啓発広告の貼付等による広報活動のほか、啓発チラシを近畿税理士会
八尾支部の会員に対して送付するとともに、法人市民税申告書送付時に同封するなど特別徴収制度の適正な実施
に向けた取り組みを進めました。
また、中河内府税事務所と連携し、税務署が実施する年末調整説明会等に出席し、特別徴収の推進の呼びかけを
行うとともに、平成26年度において特別徴収未実施であった約6,000事業所に対して、勧奨文書を送付しました。

関係機関の協力のもと償却資産申告の啓発ポスターを掲示し事業者等への周知に努めるとともに、償却資産にお
ける課税客体の捕捉として税務署等の協力による資料と課税状況との照合により、効果的な課税客体の把握を行
いました。

保健センター公用車駐車場（萱振住宅跡地）および南久宝寺二丁目地内市有地の早期売却に努
めます。

特別徴収推進のパンフレットを作成し、法人市民税申告書発送時に送付、税理士会八尾支部を
通じて事業所に配布するほか、市ホームページに掲載するなど多様な広報手段を活用して特別
徴収制度の適正な実施に向けた取り組みを引き続き進めます。また、入札参加資格や補助事業
の要件に特別徴収実施の有無を加えることとするなど全庁的な取り組みとして進めるとともに、特
別徴収の未実施事業主に対する働きかけには、広域的な取り組みが必要であるため、府税事務
所とも連携しながら特別徴収推進を図って行きます。
特別徴収未実施事業所の登録を行い勧奨文書の送付等の啓発活動を実施します。

税務署等の関係機関の協力を得て課税客体の効率的な把握を行います。

806003 市税徴収率の向上

出張所での公金収納は廃止となりましたが、口座振替の推進、コンビニ収納の活用等により、収納方法にかかる市
民サービスを維持し、引き続き高い徴収率を堅持できる見込みです。
市税の滞納状況に応じたランク分類を行うことで、効果的に徴収でき、高い徴収率を堅持できました。今後は、ラン
ク分類の効果検証を行い、さらなる改善に努めます。

拡大したコンビニ収納やクレジットカード納付などの公金収納方法について普及促進を図り、徴収
率の向上に努めます。
市税の滞納状況に応じたランク分類を行いながら効果的な徴収を図ります。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

H27

目標値 実績見込値 めざす値

29 国際交流と国内交流 主管
姉妹・友好都市交流および国
内交流の累積参加者数

人 1,925 1,848 2,000

30 芸術文化の振興 ● 主管 文化会館施設利用状況 ％ 84.8 87.01 85

50
一人ひとりの人権が尊重
される心豊かなまちづくり

主管
人権が尊重され、ともに認め合
い、幸せに暮らせる社会が実
現していると思う市民の割合

％ 43.4 28.8 48.0

人権尊重の社会づくり審議会において、「八尾市人権教
育・啓発プラン(改定版)」に基づく各取り組みの進捗状況
の確認及び各事業の指標に関する検討を行った。
また、人権教育・啓発プラン次期計画策定の基礎資料と
するほか、今後の人権施策へと反映するために、市民意
識調査を実施した。

部局における当該年度の施策展開の方針

実績・課題等

①八尾市人権啓発推進協議会や（一財）八尾市人権協会をはじめとする関係機関と連携した推進
体制を充実させるとともに、「八尾市人権教育・啓発プラン（改定版）」に基づく各種取り組みを推進
した。
②差別のない社会の実現に向けて、各種団体の協力のもと、地域に根ざした人権啓発を推進し
た。
③「第２次 やお女と男のはつらつプラン」に基づく各施策の取り組みを進め、男女共同参画意識の
醸成と各分野における男女共同参画の促進を図った。また、ＤＶ対策基本計画に基づく各施策の取
り組みを進め、関係各課・機関との連携のもと、ＤＶ被害者等の女性に対する相談・支援体制の充
実を図った。
④国際交流ｾﾝﾀｰや市民団体と連携しながら、国際交流事業を実施し、姉妹友好都市等との友好
親善に努めた。また、地域の多文化共生推進に向けた意見交換の場として外国人市民会議を開催
した。
⑤被爆体験講話・平和講演会・平和報告集の作成に加え、非核・平和都市宣言30周年記念誌を用
いて、市内戦跡をめぐる「八尾市戦争遺跡めぐり」を実施した。今後は関係課と連携して平和啓発の
取り組みを実施し、平和意識の高揚に努めていく。
⑥芸術文化の振興のなかでも、青少年を中心とした吹奏楽の普及・振興の取り組みを始めた。また
地域の魅力・情報発信の取り組みとして、「八尾市地域文化振興検討会議」を設置し、庁内横断的
な検討を行ったほか、大学等との連携による高安地域ゆかりの能に関する連続講座などを開催し、
地域文化の認知度の向上に寄与した。

姉妹・友好都市との人的交流を市民団体や（公財）国際交
流センターと連携して実施するとともに、青少年文化作品
交流事業も実施した。
国内交流都市へ本市の魅力発信を強化するために、八
尾市観光協会と連携した取り組みを行った。
今後も、関係団体と連携しながら、国内外の都市間交流
を市民に広く周知し、友好親善を広げていくことが必要で
ある。

第２次八尾市芸術文化振興プランに基づき、芸術文化振
興に関する各種事業を推進した。中でも、吹奏楽アートマ
ネージャーによる支援や、アウトリーチ事業により青少年
を中心とした吹奏楽の普及・振興を図る取り組みを始める
ことができたが、認知度の向上に課題が残った。また、八
尾市地域文化振興検討会議による地域文化掘り起しの
検討や、大学等との連携による高安地域ゆかりの能に関
する連続講座や能ワークショップ、和歌コンクール等を実
施した。今後は、内容や開催日を工夫するなど、世代を問
わない事業展開が必要である。

実績・課題等H26
施策
No.

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標名 （単位）

「八尾市人権教育・啓発プラン（改定版）」に基づく各施策の推進、
進捗状況の把握及び評価に向けた取り組みを進める。
人権教育・啓発プラン次期計画策定の基礎資料とするほか、今後
の人権施策へと反映するために、市民意識調査を実施する。

姉妹友好都市やその他の交流都市との国際相互理解を深めるた
め、青少年交流をはじめとした交流事業を国際交流センターや市
民団体との連携により、市民に広がりのある交流として進める。ま
た、市民レベルでの国内交流都市との交流の活性化に向けた取り
組みを進める。

第２次八尾市芸術文化振興プランに基づき、心豊かな暮らしが創
造されることをめざし、文化会館を拠点とした芸術文化に親しむ機
会を提供する。中でも、「吹奏楽のまち八尾」としてのイメージを高
めるため、青少年を対象とした吹奏楽の普及・振興を図る。また、
地域の魅力・情報発信の取り組みとして、地域文化の掘り起こしに
関する庁内検討会議の設置並びにパイロット事業として高安ゆか
りの能の魅力発信を進める。

施策実現のための部局の基本方針

①人権尊重社会の実現に向け、関係機関と連携した推進体制を充実させるとともに、八尾市人権教育・啓発プランの推進を
図る。
②差別のない社会の実現に向けて、人権啓発を推進するとともに、差別をなくすための取り組みを進める。
③男女共同参画意識の高揚を図るとともに、様々な社会活動分野への男女共同参画を促進する取り組みを進める。また、Ｄ
Ｖ被害者をはじめとする女性に対する相談・支援体制の充実を図る。
④姉妹友好都市との交流をはじめとした国際交流事業を充実させるため、国際交流センターの活用を図りながら事業を進め
ていく。また、こうした国際交流の推進を通じて、市民の国際理解を深め、外国人市民と共に暮らす豊かな多文化共生の地
域社会の構築に向けた取り組みを外国人市民の意見を取り入れながら進める。
⑤国際平和に貢献できる地域社会を創造するため、市民の平和意識の向上に向け、継続した平和啓発の取り組みを進める
とともに、これまでの取り組みを広くPRしていく。
⑥芸術文化振興プランに基づき、市民とともに芸術文化の振興を図るとともに、市民の芸術活動を支援する。

担当施策 重点
主管

    関連

部局の使命

①一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちの実現をめざす。
②人権意識の高揚と差別のない社会の実現をめざす。
③男女共同参画社会の実現をめざす。
④国際感覚豊かな特色ある地域社会づくりを進め、多文化共生社会の実現をめざす。
⑤平和意識の向上を図り、平和な社会の実現をめざす。
⑥芸術文化の振興を通じ、市民が心豊かに暮らせる文化的なまちの実現をめざす。

部局名 人権文化ふれあい部 部局長名 松井　順平
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H27

目標値 実績見込値 めざす値

51
人権意識の高揚と差別の
ない社会の推進

● 主管 人権啓発事業の参加者数 人 1,360 1,453 1,380

52 多文化共生の推進 主管 外国人市民相談事業件数 件 800 765 700

53 平和意識の向上 主管
非核平和啓発事業の参加者
の累積人数

人 19,250 22,048 22,000

56 男女共同参画の推進 主管
男女共同参画が実現している
と思う市民の割合

％ 50.0 27.2 50.0

平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

29 国内交流事業

50
人権教育・啓発プラン推進
事業

51
八尾市いじめ防止基本方
針策定事業

53 平和意識の啓発事業

56 男女共同参画推進事業

56 女性相談事業

「第２次　やお女と男のはつらつプラン」の次期計画の策定に向けた基礎資料とするほか、今後の男女共
同参画施策へと反映するため、地域の中での男女共同参画に対する意識変化の把握等を目的として、市
民意識調査を実施した。また、審議会等における女性委員の登用について、実効性を高めるとともに、そ
の目標達成を図るため、「審議会等への女性委員の登用に関するポジティブ・アクションプラン」を策定し
た。

相談枠の拡大により、相談・支援体制の充実を図った。また、ＤＶ等により緊急を要する場合には、関係各
課・機関と連携して支援を行った。

被爆体験講話・平和講演会・平和報告集の作成に加え、
非核・平和都市宣言30周年記念誌を用いて、平和の大切
さを理解してもらうため、市内戦跡をめぐる「八尾市戦争
遺跡めぐり」を新しく実施し、啓発を行った。
被爆体験講和について、高齢化が進み実施が難しくなる
ため、期間短縮や2世による実施など、方法を検討する必
要がある。

男女共同参画審議会において、「第２次　やお女と男のは
つらつプラン」に基づく各取り組みの進捗状況の確認及び
評価を行った。また、当該プランの次期計画策定の基礎
資料とするほか、今後の男女共同参画施策へと反映する
ために、市民意識調査を実施した。

外国人相談窓口や多言語情報誌の普及・拡大に努めた。
また、災害多言語支援センター設置等多文化共生のまち
づくりに向けた取り組みについて、市民会議や地域団体・
関係課にヒアリングを行い、次年度以降の展開につなげ
ていく。

「人権教育・啓発プラン（改定版）」の次期計画の策定に向けた基礎資料とするほか、今後の人権施策へと
反映するため、地域の中での人権に対する意識変化の把握等を目的として、市民意識調査を実施した。

人権擁護委員八尾地区委員会や地区福祉委員会など各
種団体の協力のもと、街頭啓発や地域での研修の実施な
ど、地域に根ざした人権啓発を推進した。
市長部局と教育委員会が連携して「いじめ防止対策検討
会議」を開催し、「八尾市いじめ防止基本方針」（平成27年
度施行予定）の策定作業に取り組んだ。
また、「人権コミュニティセンター（隣保館）に関する住民意
識調査」を桂・高美中学校区住民を対象に実施した。

市民や地域、事業者などとの協働により、人権意識の向上に向け
た啓発を継続するとともに、人権相談の充実、当事者参画のしくみ
づくりに取り組む。
　「いじめ防止対策推進法」が施行され、学校において、児童・生徒
への「いじめ問題」が課題となる中、法の趣旨を踏まえ、八尾市とし
てのいじめ防止基本方針づくりに取り組む。
人権問題を含めた相談事業を推進するため、地域住民等を対象
にした住民意識調査を実施し、人権教育・啓発プランの次期計画
策定へ、有効に活用を図る。

「第２次　やお女と男のはつらつプラン」に基づく各施策の推進、進
捗状況の把握及び評価に向けた取り組みを進める。当該プランの
次期計画策定の基礎資料とするほか、今後の男女共同参画施策
へと反映するために、市民意識調査を実施する。

施策
No.

担当施策

今年度より計画期間がスタートした「多文化共生推進計画」に沿っ
た多文化共生のまちづくりの取り組みを進めていくため、外国人市
民の意見を聴きながら、地域住民と外国人市民がともにまちづくり
の担い手となる取り組みを広げていく。

平和講演会をはじめとしたさまざまな平和啓発の取り組みにおい
て、テーマや対象者を明確にし、できる限り多くの市民に効果的に
啓発を行う。

複雑化、多様化している相談ニーズに対応するため、相談実施回数を増やすなどの相談・支援体
制の充実を図るとともに、ＤＶ等により緊急を要する対処が求められる場合は、関係各課･機関と連
携し、より一層迅速かつ的確な支援を行う。

1,267

1,991

実績・課題等

市長部局と教育委員会が連携して「いじめ防止対策検討会議」を開催し、「八尾市いじめ防止基本方針」
（平成27年度施行予定）の策定作業に取り組んだ。

市民に身近なところで戦争の悲惨さや平和の大切さについて感じてもらうため、「非核平和都市宣言30周
年記念誌」を活用し、「八尾市戦争遺跡めぐり」を実施した。
7月の被爆体験講話・8月「平和のつどい」においては、若い世代への平和啓発を意識した取り組みを行っ
た。

取り組み内容

八尾市民に国内交流都市の魅力を伝え、交流を活性化するために「国内交流都市写真展」を開催した。ま
た、交流事業について八尾市観光協会と連携して取り組んだ。
「平和のつどい」に宇佐市及び宇佐市平和資料館のメッセージをいただくなど、平和啓発事業に宇佐市と
連携した取り組みを行った。
今後は、毎年交流のある宇佐市や和気町以外の国内交流都市（新宮市、五條市）とも交流を進めていく必
要がある。

人権教育・啓発プラン（改定版）は、平成27年度（2015年度）を目標年次としており、次期計画の策
定に向けた基礎資料とするほか、今後の人権施策へと反映するため、地域の中での人権に対する
意識変化の把握等を目的として、市民意識調査を実施する。

国内交流各都市の魅力を感じてもらうとともに、より多くの市民にその魅力を伝えていき、各市との
交流をより活性化させていくために、国内交流都市の魅力を伝える写真を募集・展示する事業を行
う。また、新たに設立された観光協会との連携により、国内交流都市に向けて、これまで以上に八
尾のＰＲ、魅力発信を進める。

予算額（千円）

2,835

0
「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏まえ、八尾市いじめ防止基本方針を策定する。庁内関係各
課による検討会議を設置し、今年度中の基本方針策定をめざす。

827

3,522

平成25年度に作成した「非核平和都市宣言30周年記念誌」の活用による市内の戦跡をめぐる平和
ウォークの開催などにより、分かりやすい内容で、かつ多くの市民を対象に啓発の取り組みを進め
る。

「第２次　やお女と男のはつらつプラン」は、平成27年度（2015年度）を目標年次としており、次期計
画の策定に向けた基礎資料とするほか、今後の男女共同参画施策へと反映するため、地域の中
での男女共同参画に対する意識変化の把握等を目的として、市民意識調査を実施する。また、政
策・方針決定過程への女性の参画拡大を図るため、審議会等における女性委員の登用率向上に
ついて、目標達成に向けた具体的な取り組みとして、基本方針を策定する。

重点
主管

    関連
部局における当該年度の施策展開の方針

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

実績・課題等
指標名 （単位）

H26
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②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

30 市内全域

51

桂小学校区
北山本小学校区
高美南小学校区
高美小学校区

51 全地域

52
北山本小学校区
高美南小学校区
高美小学校区

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

実績・課題等

項目名

八尾市人権啓発推進協議会の協力のもと、各地区福祉委員会を活動単位として、地域自らの企画立案に
よる地区人権研修を実施（32地区福祉委員会）。行政は、研修講師の人選・派遣、テーマ選定等を側面支
援した。
平成26年度は、北山本、西郡、用和、上之島、山本、南山本、南高安、曙川東、刑部、高美、高美南、安
中、亀井、大正北、大正南、亀井小学校東の16地区で実施した。

地域分権を推進し、地域の拠点としてのコミュニティセンター機能を向上させるとともに、相談事業
をより効果的、効率的に推進するため、地域住民等を対象にした意識調査を実施し、昨年に引き続
き地域住民の実態把握を行う。また、本事業により収集する調査データについては、人権教育・啓
発プランの改定に向け、有効に活用を図る。

「吹奏楽のまち八尾」をまち全体に広げる取り組みとして、市立病院ロビーコンサートや、中学校吹奏楽部
が小学校へ出向いてコンサートを行うなど、公共施設を中心とした演奏会を行った。また、地域文化に関す
る庁内横断的な検討を進めるための「八尾市地域文化振興検討会議」を設置し、検討過程のなかで地域
文化に関する認知度のアンケートを行うとともに、高安地域ゆかりの能（高安能）を題材としたパイロット事
業では、連続講座や和歌コンクールに企画段階から大学や市民活動団体と連携することができた。今後
は、内容や開催日程を工夫するなど、世代を問わない事業展開が必要である。

「人権コミュニティセンター（隣保館）に関する住民意識調査」を桂・高美中学校区住民を対象に実施した。
今後、これらの結果を活用し、相談事業等隣保事業を推進するとともに、地域拠点としての機能を向上させ
る予定である。

人権啓発の取り組みは、行政側からの一方向型の研修だけでなく、市民自らの気づき・課題認識
に基づく、地域が主体となった取り組みを促進することによって、地域社会の中で、市民自らが人
権尊重の社会づくりの担い手として活動する気運の醸成が期待できる。このため、本市では、八尾
市人権啓発推進協議会の協力のもと、各地区福祉委員会を活動単位として、地域自らの企画立案
による地区人権研修を実施（32地区福祉委員会）。行政は、研修講師の人選・派遣、テーマ選定等
を側面支援。
平成26年度からの２年計画で32地区福祉委員会すべてで実施予定としており、平成26年度は、北
山本、西郡、用和、上之島、山本、南山本、南高安、曙川東、刑部、高美、高美南、安中、亀井、大
正北、大正南、亀井小学校東の16地区で実施予定。

事業名・項目名

地域・市民主体の人
権研修の取り組み
支援

取り組み内容

取り組み内容

市民会議での意見や関係団体等へのヒアリング等を踏まえ、外国人集住地域における今後の多文化共生
のまちづくりに向けた事業展開方策について検討した。検討内容に沿って、次年度以降アンケートや意見
交換会などの取り組みを進めていく必要がある。

多文化共生推進事
業

実績・課題等

人権コミュニティセンターが実施する意識調査の結果活用や地域団体等へのヒアリング等により、
特に言語や生活習慣の違いが認められる外国人集住地域における地域課題を整理し、課題内容
の地域住民との共有を図り、多文化共生のまちづくりに向けた取り組みにつなげていく。

人権コミュニティセン
ター相談事業

芸術文化振興事業

「吹奏楽のまち八尾」としてのイメージを高めていくため、文化会館で行う吹奏楽に関する事業の他
に、学校への技術指導者の派遣など、まち全体への取り組みを進める。また、八尾の地域文化の
魅力や認知度の向上に向け、主に関係課で構成する検討会議における具体策の検討を行うととも
に、パイロット事業として、高安地域ゆかりの能（高安能）を題材に、大学や市民活動団体との連携
による魅力発信事業を進め、連携・発信手法等について検証していく。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

人権文化ふれあい部（市民ふれあい担当部長）

部局の使命

部局長名 福田　一成　

　基本構想「元気をつなぐまち、新しい河内の八尾」のうち、とりわけ、「つなぐ」という部分について、当部局では重要な役割を担っている。人と人のつながり、さまざまな事業者や団体等のつながりなど、地域分権推進の根幹は
「つながり」であると考える。地域の想いをまちづくりに反映していくための諸制度・取り組み（例：校区まちづくり協議会、わがまち推進計画、校区まちづくり交付金、拠点整備、地域担当制等）は、その「つながり」を深め、みんな
が幸せに八尾で暮らし、活動できるように、これまでの取り組みを踏まえて、地域分権を推進し、親切丁寧な市役所づくりをすすめる。
　また、災害から市民の生命・財産を守るため、地域の防災力の向上を含め防災体制の整備充実を図るとともに、安全なまちをつくる防犯の取り組みを進めるために、市民、地域、関係団体、事業者等と連携しながら、「誰もが
安全で安心して住み続けられる八尾」のまちづくりを進めことが、当部局の使命である。

部局名

施策実現のための部局の基本方針

○出張所における市税等の収納業務廃止により、出張所機能再編の第一歩として、各出張所に保健師や福祉分野での経験
がある事務職員を配置し、初期対応型総合相談機能を高める取り組みを行う。
○市内の各校区で設立された校区まちづくり協議会における「わがまち推進計画」の進行管理などの場面を通じて、コミュニ
ティ推進スタッフや地域担当職員を中心に、校区を単位とした「地域のまちづくり」支援を行う。
○コミュニティ活性化を図るための取り組みとして「町会加入促進」を、市と地域の協働で取り組み、加入率の向上を図る。
○市民による活動は多様であり、市内でも多くのＮＰＯが活躍している。校区まちづくり協議会等を中心とする地域での活動と

が が 援 「 援組 高

実績・課題等

○出張所機能再編の取り組みとして、各出張所にて地域内の福祉施設や学校園と連携する地域
内施設連絡会を立ち上げた。今後、相談機能の充実や地域のまちづくり支援につながるように、連
絡会を継続、充実していく必要がある、。
○地域のまちづくりを支援し、全校区まちづくり協議会において校区まちづくり交付金を活用した事
業展開を実施した。より多くの市民の参画が実現し、各地域において、人と人がつながり、誰もが安
心して暮らせるまちの実現につながるように支援していく必要がある。
〇町会加入率向上のため、町会加入世帯を増やすべく、八尾市自治振興委員会と協働・連携し町
会活動のＰＲなど加入促進活動を実施した。しかし、町会加入世帯数の減少に歯止めがかからな
い状況であり、引き続き、町会の大切さを市民のみなさまにご理解いただくように働きかけを行う。
○市民活動支援ネットワークセンター「つどい」において、校区まちづくり協議会をはじめとする地域
活動団体等と市民活動団体との協力関係の構築等を行い、中間支援組織としての機能を高めた。
○防災対策については 地域における防災訓練 防災教育 防災啓発に継続して取り組み 地域

H27

テーマ型の活動がつながれるように、市民活動支援ネットワークセンター「つどい」における中間支援組織の機能を高める。
○災害被害を 小限にするために、改訂した地域防災計画に基づき、地域防災力の向上をはじめとする、自助・共助・公助が
連携した減災のまちづくりに取り組む。
○安全なまちを実現するために、防犯灯・防犯カメラの整備・促進というハード面の取り組みや地域での防犯活動への支援と
いうソフト面の取り組みを充実する。
○市民課及び総合案内室における親切丁寧な窓口の充実、効率的かつ迅速な窓口運営を確保するために、平成27年１月か
ら段階的に窓口業務等を民間事業者へ委託を行う。

○防災対策については、地域における防災訓練、防災教育、防災啓発に継続して取り組み、地域
防災力の向上を図るとともに、災害対策本部運営訓練などの新たな取り組み及び社会福祉施設連
絡会との災害時協力協定締結など、様々な角度から防災対策を推進した。一方、自主防災組織の
結成が停滞しているため、さらなる働きかけの強化が必要である。
○防犯対策については、「やお防犯計画」に基づき、地域、警察、関係団体等と連携しながら、犯罪
被害防止啓発といったソフト面と防犯灯・防犯カメラの整備・促進というハード面の両面から取り組
みを推進した。今後、犯罪情勢や市民の体感治安のさらなる改善に向け、八尾警察はもとより、学
識等の専門家との連携を図りながら、街頭犯罪認知件数を押し上げている犯罪の分析等を進め対
策を講じていく必要がある。
○市民課及び総合案内室の窓口業務については、平成27年１月19日より市民課の証明交付業務
や総合案内室の案内業務等を民間委託し、親切丁寧で効率的かつ迅速な窓口運営を行っており、
同年9月からは市民課の戸籍の届出受付、住所変更等の届出の受付及び入力業務の委託を開始
する予定である。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

H26 実績 課題等部局における当該年度の施策展開の方針重点
主管

施策
担当施策 H27

目標値 実績見込値 めざす値

1
安全なまちをつくる防犯の
取り組み

● 主管 街頭犯罪認知件数 件         2,300 2,421         2,200

・「やお防犯計画」に基づき、関係機関が互いに連携し協力体制の
強化を図るとともに、警察や学識者の力も積極的に借りながら市
内の犯罪発生件数をさらに減少させるための取り組みを推進す
る。
・地域や教育委員会と連携した「地域安全マップ」づくりなど、危険
箇所の把握や改善、また、子どもの犯罪被害防止への取り組みな
ど、犯罪に対してスキのない地域社会をめざした地域主体の自主
的な防犯活動を支援する。
・ＬＥＤ防犯灯の設置拡大を支援するとともに、市内各地域の犯罪
多発地域等への防犯カメラの設置を進め、安全なまちづくりを進め
る。

指標名 （単位）
H26 実績・課題等部局における当該年度の施策展開の方針重点

    関連

施策
No.

担当施策

・施策展開の方針に基づく、地域、警察、行政、関係機関
が連携した防犯の取り組みにより、街頭犯罪発生件数の
抑止を図った。
・現在の街頭犯罪認知件数を押し上げている要因が自転
車盗であり、原因分析等を進めるとともに対策を講じる必
要がある。
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H27

目標値 実績見込値 めざす値

2
安心を高める防災力の強
化

● 主管

自主防災組織の組織率(世帯
数）
（自主防災組織の組織率(町会
数））

％
75

（85.5）
55

(81.2)
80

（90.0）

・府による南海トラフ巨大地震の被害想定等を反映した地域防災
計画の修正を行う。
・地域防災力の向上をめざし、自主防災組織の結成促進に努める
とともに、既存の自主防災組織等に対して活動支援を行う。
・指定避難所サインや指定避難所へのルートサインの設置をはじ
めとした災害時における情報伝達体制の強化を行う。
・災害時要配慮者支援プランに基づく、災害時要配慮者支援体制
の構築に向けた取り組みを行う。
・災害対策本部各班マニュアルに基づく訓練等を実施するととも

・南海トラフ巨大地震の被害想定の反映、災害対策基本
法等の改正及び大阪府地域防災計画改訂等に伴い八尾
市地域防災計画の修正を行った。また、防災訓練をはじ
めとする地域の自主防災活動に対する支援を積極的に行
うとともに、災害時要配慮者支援体制の構築に向けた取
り組みや、指定避難所のサイン化をはじめとする情報伝
達体制の強化を図った。さらに、災害対策本部各班マニュ
アルのブラッシュアップと合わせ、災害対策本部訓練を実
施するなど災害対応能力の向上にも努めた。
・自主防災組織の結成が停滞しているため、さらなる働き

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連
部局における当該年度の施策展開の方針

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

実績・課題等
指標名 （単位）

H26

・平成26年度全校区まちづくり協議会で校区まちづくり交
付金が活用された。交付金については、引き続き、政策推
進課とともに既存基金や他の補助金等との整理など課題
を集約し、次年度中に第２ステップに向けた制度検討を行
う。
・町会加入促進については、地域イベントでの加入促進啓
発ブース設置、開発業者・宅建業者への町会加入呼びか
け依頼のほか、自治会設立を希望される市内 大規模の
マンションへの支援を行い、自治会の設立に至った。加入
促進により新たに加入される世帯がある一方、それを上
回るペースで町会から退会する世帯が後を絶たず、加入％

・災害対策本部各班マニュアルに基づく訓練等を実施するととも
に、マニュアル自体のブラッシュアップを実施する。

・平成25年度をもって市内の全校区で校区まちづくり協議会が発
足し、「わがまち推進計画」が全校区で策定された。協議会の運営
や校区まちづくり交付金の活用も含めた地域のまちづくりについ
て、コミュニティ推進スタッフ及び地域担当者が引き続き支援して
いく。また、策定された「わがまち推進計画」に基づき実施される平
成25～26年度の校区まちづくり交付金の活用状況を把握し、平成
28年度以降の第２ステップ（総合計画後期基本計画の始期）に向
けて政策推進課とともに課題(既存の基金や他の補助事業との整
理）などを集約して制度検討を行う。
町会加入促進に向けた取り組みを 八尾市自治振興委員会と協

54
地域のまちづくり・地域活
動 の支援

● 主管 100
「わがまち推進計画」を策定し
ている校区の割合

100 100

かけの強化が必要である。また、既存の自主防災組織の
活性化に向け、活動支援方策についての新たな検討が必
要である。

回る スで町会から退会する世帯が後を絶たず、加入
世帯数の減少に歯止めがかからない。出張所機能再編
に伴い、出張所が地域の拠点施設として地区自治振興委
員会と協働した取り組みを実施していく必要がある。
・志紀コミュニティセンターにあっては耐震化、ユニバーサ
ルデザイン化等に係る設計業務を、竹渕コミュニティセン
ターにあっては地域の方の参画を得てワークショップを開
催しそこで出た意見を取り入れながら基本設計を実施し
た。龍華コミュニティセンターについては平成27年夏の開
館をめざし整備を継続し、大正コミュニティセンターについ
ては整備を完了し平成27年１月25日に開所した。

・ＮＰＯ法人の設立認証等については、滞りなく遂行してお
り、各部局の事業実施における協働の積極性の向上や
「やお市民活動ハンドブック２０１４『つなぐ』」の発刊などに
より、市民活動団体との協働事業数は、順調に推移して

％

・ＮＰＯ法人の認証等事務を滞りなく遂行するとともに、ＮＰＯ法人
の設立や運営についての相談機能の充実を図る

・町会加入促進に向けた取り組みを、八尾市自治振興委員会と協
働して引き続き実施する。
・出張所においては市民に身近な地域拠点として、地域内の施設
や団体とのネットワークを築き、コミュニティセンターを活用した
様々な施策を展開する機能を高める。
・志紀コミュニティセンターの耐震化及びユニバーサルデザイン
化、竹渕コミュニティセンターの機能更新に向けた取り組みに着手
するとともに、龍華及び大正コミュニティセンターの開館に向け着
実に取り組みを進める。

54
動への支援

● 主管          100
ている校区の割合

100          100

55
市民の社会貢献活動の促
進

主管
市民活動団体と協働した事業
数

事業           167 222           177

り、市民活動団体 協働事業数 、順調 推移
いる。
・市民活動支援ネットワークセンター「つどい」では、校区
まちづくり協議会をはじめとする地域活動団体等と市民活
動団体との協力関係の構築や、ボランティアセンターとと
もにボランティアの募集広報を行うなど、様々な活動主体
との連携を行った。今後も、「つどい」による情報収集・発
信、コーディネートなど、中間支援機能の更なる充実を
図っていく。

の設立や運営についての相談機能の充実を図る。
・中間支援組織としての八尾市市民活動支援ネットワークセンター
「つどい」の機能の強化を図り、行政・地域・ＮＰＯ等さまざまな主体
による協働の取り組みが円滑に行われるようにする。また、情報の
受発信、相談機能の充実及び「つどい」と「ボランティアセンター（社
会福祉協議会）」との連携により新たな担い手づくり等を行う。
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H27
目標値 実績見込値 めざす値

実績・課題等

①来庁者がスムーズに用務を済ませることができるよう
に、市民課をはじめ各窓口と連携を図り、来庁者にとって
効率的で効果的な窓口サービスの提供を行った。本庁舎
１階市民課窓口等において、広告付き番号表示機への更
新を行い、来庁者に親切でわかりやすい番号案内を行っ
た。また、各種相談業務の連携を図り、市民が安心して相
談を受けられる体制を整えた。
②電子メールや市政への提案箱、窓口での受付等、さま
ざまな手段を用いて、広く市民から市政に対する意見や
提案を聴取し、行政サービスの改善・向上につなげた。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標名 （単位）
H26

①親切丁寧な案内業務により、来庁者がスムーズに用務を済ませ
ることができるように、市民にとって効率的・効果的な窓口サービス
の提供を行うとともに、市民が安心して相談を受けられるよう、各
種相談業務の連携・強化を行う。
②市政に対する意見や提案を広く市民から聴取し、行政サービス
の向上につなげる。
③市民課及び総合案内室の窓口業務について、八尾市公募型プ
ロポーザル方式により委託業者を決定し 平成27年１月より段階

担当施策 重点
主管

    関連
部局における当該年度の施策展開の方針

施策
No.

62 窓口サービス機能の充実 ● 主管
八尾市職員の応対に満足して
いる市民の割合

％ 53 49.9 55

平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針 実施計画ほか

③市民課及び総合案内室の窓口業務の一部を、平成27
年１月19日から民間委託を実施し、迅速化及び効率化、
親切丁寧な対応を行うことができている。同年９月には市
民課の届出業務等の委託を開始する予定である。
④証明書自動交付機の利用促進にあたり、多様な広報活
動とともに、自動交付機設置場所において、市民カードの
休日出前窓口を開催したり、地域の行事における啓発を
実施した。今後、番号法の施行にともない、コンビニエンス
ストアにおける証明書発行サービスを実現できるように具
体策を検討した。
⑤大阪府からの権限委譲に伴い、平成26年10月１日より
市民課窓口において旅券申請受付及び交付窓口を設置
し、窓口サービスの向上につとめた。

ロポーザル方式により委託業者を決定し、平成27年１月より段階
的に窓口業務の外部委託を行う。これにより、窓口業務の迅速
化、効率化を図るとともに、親切・丁寧な案内業務の推進を図る。
④証明書自動交付機の利用促進を行い、住民票の写し等の証明
書発行における市民サービスの向上に努める。また、いわゆる「番
号法」による個人番号カード（ＩＣカード）の交付開始後、速やかにコ
ンビニエンスストアにおける証明書発行を導入できるように、検討
を行う。
⑤大阪府からの権限委譲に伴い、平成26年10月１日より市民課窓
口において旅券発給事務（申請受付及び交付）を行い、窓口サー
ビスの向上につとめる。

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

1

①防犯灯整備推進事業
②防犯カメラ整備推進事
業
③防犯意識啓発事業

実績・課題等

①161,800
②24,482
③604

取り組み内容

①防犯灯整備推進事業
　・夜間照度を高め、環境負荷を低減するＬＥＤ防犯灯等への整備促進を図る。
②防犯カメラ推進事業
　・街頭犯罪の増加に鑑み、地域が主体となった効果的な防犯カメラの設置支援を進めることで、
街頭犯罪撲滅に向けた地域の自主的な防犯活動を支援する。
③防犯意識啓発事業
　・防犯イベント･キャンペーン等を全市的に展開し、市民の防犯意識高揚を図る。

①地域防災計画推進事業
　・地域防災計画の修正を行う。

・災害時要配慮者支援プランに基づき 関係部局と連携しながら災害時要配慮者支援体制の構

予算額（千円）

①防犯灯整備推進事業
　・新たに、2,226灯のＬＥＤ防犯灯への取替えが進み、ＬＥＤ化率69％となった。
　・計画的な整備を行うことのできない規模の小さい（財務力の低い）町会が整備に至っていない。
②防犯カメラ推進事業
　・28校区まちづくり協議会に対して計64台の防犯カメラ設置補助を実施した。
　・地域の防犯カメラの管理台数の増加により、維持管理に対する支援の在り方を検討する必要がある。
③防犯意識啓発事業
　・地域安全運動をはじめとする各種啓発活動を全市的に展開し、市民の防犯意識高揚を図った。
　・啓発活動内容がマンネリ化しないよう、様々な角度からの啓発手法を取り入れる必要がある。

①地域防災計画推進事業

2
①地域防災計画推進事業
②災害時情報伝達体制強
化推進事業

①13,585
②15,085

　 災害時要配慮者支援プランに基づき、関係部局と連携しながら災害時要配慮者支援体制の構
築に向けた取り組みを行う。
　・災害応急対策職員配備体制の強化及び避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直しを行う。
　・災害対策本部各班マニュアルに基づく訓練を実施する。
　・国内交流都市（新宮市、五条市）との災害時協力協定を締結するとともに、民間事業者との災害
時における事前協定の拡充を図る。
②災害時情報伝達体制強化推進事業
　・地域と連携を図りながら、指定避難所サインや指定避難所へのルートサインの設置を行う。

①地域防災計画推進事業
　・八尾市地域防災計画の修正をはじめとするすべての重点取り組み内容を実施した。
　・実際の災害を想定したさらなる訓練の充実が課題である。
②災害時情報伝達体制強化推進事業
　・指定避難所のサイン及び指定避難所へのルートサインの設置を行った。
　・被災者生活再建支援システム、災害情報システム等の導入及び連動した訓練の実施が必要。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

54

①地域分権推進事業
②コミュニティ活動支援事
業
③地域拠点移行事業

①校区まちづくり交付金の活用状況の把握を行い、課題の整理を行った。また、既存基金の活用方法や地
域担当制の見直し等、関係課と検討を進めている。この諸制度の第２ステップでのリニューアルと次期わ
がまち推進計画の策定支援などに今後も取り組み、地域のまちづくりの支援を継続していく。
②町会加入促進については、地域イベントでの加入促進啓発ブース設置による啓発のほか、自治会設立
を希望される市内 大規模のマンションに対し該当校区まちづくり協議会と役割分担をしながら支援を行
い、自治会の設立に至った。今後、出張所を拠点に地区自治振興委員会と協働し加入促進に取り組む等、
各地域内での取り組みへとシフトさせていく必要がある。
③地域と向き合い市民に身近な拠点として、出張所と本庁等は初期型相談機能の充実をめざし、地域内
の福祉施設や学校園等と連携する地域内施設連絡会を立ち上げ 地域内の情報や課題の共有化に着手

①64,868
②1,075
③1,392
④1,221,257
（＝

①校区まちづくり交付金の活用状況を把握し、第２ステップ（平成28年度～）に向けて検証を行う。
また、地域担当制の機能的な運用を検討し、わがまち推進計画にもとづき進める地域のまちづくり
の状況把握、必要な支援及び協働の取り組みを進める。
②町会加入促進に向けた取り組みを、八尾市自治振興委員会と協働して引き続き実施する。ま
た、町会加入促進を推進するために、町会行事等での啓発や校区まちづくり協議会との連携を図
るなどしていく。
③出張所の役割が行政手続きのできる場所から、地域と向き合う市民に身近な地域拠点として、
相談機能の充実、地域内の施設や団体等とのネットワーク構築をめざして、地域内の情報の共有

予算額（千円） 取り組み内容 実績・課題等

③
④市立コミュニティセン
ター機能更新事業

62 総合案内推進事業

の福祉施設や学校園等と連携する地域内施設連絡会を立ち上げ、地域内の情報や課題の共有化に着手
した。
④志紀コミュニティセンターにあっては耐震化、ユニバーサルデザイン化等に係る設計業務を、竹渕コミュ
ニティセンターにあっては地域の方の参画を得てワークショップを開催し、そこで出た意見を取り入れながら
基本設計を実施した。龍華コミュニティセンターについては平成27年夏の開館をめざし整備を継続し、大正
コミュニティセンターについては整備を完了し１月25日に開所した。また、街頭犯罪抑止の観点からコミュニ
ティセンターへの防犯カメラの設置を進めた。

（＝
13,884+7,619+8,013
+923,250+268,491）

5,059
市民課の窓口業務とともに総合案内室の案内業務を、平成27年１月19日から民間委託を実施し、親切丁
寧な案内業務の推進と市民サービスの向上に努めた。

や周知を目的に連絡会を開催する。また、今後の福祉分野での事業展開を見据えて健康福祉部
及び地域活動の担い手育成の視点でのこども未来部等の他部局との連携を進める。
④志紀コミュニティセンターの耐震化及びユニバーサルデザイン化、竹渕コミュニティセンターの機
能更新に向けた取り組みに着手するとともに、龍華及び大正コミュニティセンターの開館に向け着
実に取り組みを進めるとともに、街頭犯罪抑止の観点から各コミュニティセンターに防犯カメラを設
置する。

市民サービス向上のため、市民課及び総合案内室の窓口業務について、公募型プロポーザル方
式により委託業者の選定を行い、窓口業務の委託化を実施する。

①自動交付機の利用率向上のため、利用に必要な市民カードの交付及び暗証番号登録を促進す
る 平日に来庁困難な方を対象として アリオ八尾等の自動交付機設置場所において市民カード

①自動交付機の利用率向上及び業務の効率化に向け、利用に必要な市民カードの交付及び暗証番号登
録を促進するために、多様な広報活動による普及啓発を行い、市民サービスの向上を図った。また、自動

62

①自動交付機の更新・維
持管理
②戸籍・住民票・届出証明
業務（印鑑登録含
　む）
③旅券発給事務
④住基システム機器更
新・維持管理

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策N 関連地域

①14,907
②14,791
③673
④30,780

事業名 項目名 取り組み内容 実績 課題等

る。平日に来庁困難な方を対象として、 アリオ八尾等の自動交付機設置場所において市民カード
の休日臨時受付を行う。また、市政だより、ホームページ、チラシ、ポスター、のぼりなどを使っての
多様な広報活動による普及啓発を行い、自動交付機の利用による市民サービスの向上及び業務
の効率化を図る。なお、自動交付機の今後の取り扱いについては、いわゆる「番号法」の動向（詳
細運用等）をふまえ、コンビニエンスストアにおける証明書交付へとシフトする方向であり、その時
期については今後検討する。
②市民課及び総合案内室の窓口業務について、八尾市公募型プロポーザル方式により委託業者
を決定し、平成27年１月より段階的に窓口業務の外部委託を行う。これにより、窓口業務の迅速
化、効率化を図るとともに、親切・丁寧な案内業務の推進を図る。
③大阪府からの権限委譲に伴い、平成26年10月１日より市民課窓口において旅券発給事務（申請
受付及び交付）をおこない、窓口サービスの向上につとめる。
④個人番号制度への対応のため、住基システムの改修をおこなう。

交付機設置場所等において、市民カードの休日出前登録窓口を実施した。なお、番号法施行にともない、
証明書のコンビニエンスストアでの交付を導入を予定しており、その具体化を検討した。
②公募型プロポーザル方式より「市民課及び総合案内室の窓口業務」の委託業者を選定し、平成２７年１
月１９日より市民課の証明交付等、総合案内室の案内業務等の委託を実施した。さらに、平成27年9月か
らは市民課の戸籍の届出受付、住所変更等の届出の受付及び入力業務の委託を実施する予定である。
また、本館１階において来庁者が多い市民課及び健康保険課の窓口の番号表示機を更新し、来庁者にわ
かりやすい窓口を実現した。
③大阪府からの権限委譲に伴い、平成26年10月１日より市民課窓口において旅券申請受付及び交付窓
口を設置し、窓口サービスの向上につとめた。
④個人番号制度への対応のための住基システムの改修を行った。平成27年度は、番号法施行に伴う個人
番号通知、個人番号カードの申請・交付が始まるため、市民のみなさまに番号制度の趣旨をご理解いただ
き、円滑に実施できるように準備をしていく必要がある。

施策No. 関連地域

1 全地域

1 全地域

1 全地域

2 全地域

2 全地域

事業名・項目名 取り組み内容 実績・課題等

防犯意識啓発事業

地域防災計画推進
事業

地域や教育委員会と連携した「地域安全マップ」づくりなど、危険箇所の把握や改善、また、子ども
の犯罪被害防止への取り組みなど、犯罪に対してスキのない地域社会をめざした地域主体の防犯
活動を支援する。

街頭犯罪の増加に鑑み、地域が主体となった効果的な防犯カメラの設置支援を進めることで、街
頭犯罪撲滅に向けた地域の自主的な防犯活動を支援する。

防犯イベント･キャンペーン等を全市的に展開し、市民の防犯意識高揚を図る。

災害時要配慮者支援プランに基づく、災害時要配慮者支援体制の構築に向けた取り組みを行うと
ともに、平成24年度に地域と連携を図りながら作成した小学校区別「わがまち防災マップ」や平成
25年度に更新した全市版ハザードマップの活用を促進し、地域防災力の向上に取り組む。

地域安全マップ推進
事業

災害時情報伝達体
制強化推進事業

地域と連携を図りながら、指定避難所サインや指定避難所へのルートサインの設置を行う。

・28校区まちづくり協議会に対して計64台の防犯カメラ設置補助を実施。
・地域の防犯カメラの管理台数の増加により、維持管理に対する支援の在り方を検討する必要がある。

・地域安全運動をはじめとする各種啓発活動を全市的に展開し、市民の防犯意識高揚を図った。
・市民が防犯に関心を持っていただけるよう、様々な角度からの啓発手法を取り入れる必要がある。

・関係部局との連携により、災害時要配慮者支援体制の構築に向けた取り組みを進めた。
　また、ハザードマップを活用した災害リスクの周知・啓発・訓練など地域防災力の向上に取り組んだ。
・全地域での共助のしくみづくり、支援体制の構築が課題である。

・「地域安全マップ」については、平成26年度は2小学校で実施。
・教育委員会等とのさらなる連携及び実施校拡大が課題である。

・指定避難所のサイン化及び指定避難所へのルートサインの設置を行った。

防犯カメラ整備推進
事業
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②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

2 全地域
自主防災組織の育
成事業

・災害発生時に被害を 小限に抑制するため、「自主防災組織活動マニュアル」、「避難所管理運
営マニュアル」等を活用し、自主防災組織の結成促進に努めるとともに、既存の自主防災組織等に
対して各種防災訓練への支援を行い、地域における「減災」の視点に立った地域防災力の向上に
取り組む。
・小学校区別「わがまち防災マップ」等を活用した自主防災組織の活動を支援する。

①地域担当者が地域活動の場で、個別に市の施策の説明を行ったが、各コミュニティセンター単位での取
り組みにはつながっていない。ＦＭちゃお・ブログの活用、まちづくりかわら版の発行、各種イベントの開催
など、コミュニティ推進スタッフを中心にまち協と連携して進めてきたが、出張所機能再編に伴い、今年度か
らはコミュニティ推進スタッフ以外の出張所職員も一緒に取り組んだ。

①地域のまちづくりを担う市民に対して、市の施策、事業に関する情報提供や意見交換による意思
疎通が重要であるため、各コミュニティセンター単位で、校区まちづくり協議会を対象に、各部局で
地域向けに展開している事業等を地域担当制職員が一同に会して説明や意見交換などを行う。ま
た、各校区まちづくり協議会の間で取り組み内容の情報を共有して各協議会の活動の活発化を図
り ＦＭちゃお・ホ ムペ ジの活用と「まちづくりかわら版」の発行 各種イベントの開催などを通じ①地域分権推進事

事業名・項目名 取り組み内容

・自主防災組織の未結成地域において説明会を開催し、結成促進に取り組んだが結成に至らなかった。ま
た、 既存の自主防災組織が実施する各種防災訓練への支援を行った。
・自主防災組織の未結成地域における結成促進強化、既存の自主防災組織の活性化に向けた新たな活
動支援方策についての検討が必要である。

実績・課題等

54 全地域

54 全地域
市立コミュニティセン
ター機能更新事業

志紀コミュニティセンターの耐震化及びユニバーサルデザイン化、竹渕コミュニティセンターの機能
更新に向けた取り組みに着手するとともに、龍華及び大正コミュニティセンターの開館に向け着実
に取り組みを進める。また、街頭犯罪抑止の観点からコミュニティセンターに防犯カメラを設置す
る。

②町会加入促進については、地域イベントでの加入促進啓発ブース設置、開発業者・宅建業者への町会
加入呼びかけ依頼のほか、自治会設立を希望される市内 大規模のマンションに対し、該当地区の自治
振興委員会との役割分担により支援を行い、自治会の設立に至った。加入促進により新たに加入される世
帯がある一方、それを上回るペースで町会から退会する世帯が後を絶たず加入世帯数の減少に歯止めが
かからない状況があり、八尾市自治振興委員会におけるスムーズな町会加入や退会予防について検討す
る支援を継続している。また、出張所を拠点に地区自治振興委員会と協働し加入促進に取り組む等、各地
域内での取り組みへとシフトさせていく必要がある。

志紀コミュニティセンターにあっては耐震化、ユニバーサルデザイン化等に係る設計業務を、竹渕コミュニ
ティセンターにあっては地域の方の参画を得て２回のワークショップを開催しそこで出た意見を取り入れな
がら基本設計を実施した。龍華コミュニティセンターについては平成27年夏の開館をめざし整備を継続し、
大正コミュニティセンターについては整備を完了し１月25日に開所した。また、街頭犯罪抑止の観点からコ
ミュニティセンターへの防犯カメラの設置を進めた。

り、ＦＭちゃお・ホームページの活用と「まちづくりかわら版」の発行、各種イベントの開催などを通じ
て、地域の取り組みについて広く市民に周知することで、地域でまちづくりを進めていこうとする気
運の醸成を図っていく。
②町会加入世帯の増加をめざし、町会の存在を知ってもらう取り組みを、八尾市自治振興委員会
と協働、開発協議等により引き続き実施する。また、住宅開発等の居住初期における働きかけや、
大規模マンションでの町会設立やマンション居住者の地元町会への加入についても引き続き働き
かけるとともに、地域においても町会加入希望者をスムーズに受け入れられるよう八尾市自治振
興委員会を通じて働きかけていく。

①地域分権推進事
業
②コミュニティ活動
支援事業

54 全地域

62 全地域

62 全地域

出張所の役割が行政手続きのできる場所から、地域と向き合う市民に身近な地域拠点として初期
対応型総合相談機能を高め、地域内の施設や団体等とのネットワーク構築をめざして、地域内の
情報の共有や周知を目的に連絡会を開催する。

各コミュニティセンター及び人権コミュニティセンターにて、年１回、弁護士による巡回型の無料法律
相談を実施する（従前の「春と秋の総合相談」を廃止）。

市民相談

自動交付機の更新・
維持管理

地域内施設連絡会は、既に同様の取り組みをしている人権コミュニティセンター管内を除いた９つの出張
所管内の殆どと本庁管内において立ち上げた。地域内の高齢者や障がい者に関連する福祉施設、乳幼児
に関わる子育て・保育施設、児童・生徒に係る学校園に呼びかけて、まずはお互いに顔の見える関係を構
築し、お互いに何を行っているのかを知ることから始め、地域の課題について話し合いを進めだしている。

各コミュニティセンター及び人権コミュニティセンターにおいて、年１回、弁護士による巡回型の無料法律相
談を実施し、地域拠点における相談体制の充実に努めた。高齢化の進展に伴い、身近なところで相談でき
る機会を拡充していく必要がある。

市内５ヶ所（本庁、山本コミュニティセンター、市立病院、アリオ八尾、イズミヤ八尾店）にて自動交
付機を設置しており、市民が住民票の写し等の証明書を必要とするときに身近なところで曜日を問
わずに取得できるように、自動交付機設置場所及びコミュニティセンター等地域に出向き、出前型
の登録受付の実施により利用促進を図る。

地域拠点移行事業

自動交付機の利用率向上及び業務の効率化に向け、利用に必要な市民カードの交付及び暗証番号登録
を促進するために、市政だより、ホームページ、チラシ、ポスター、のぼりなどを使っての多様な広報活動に
よる普及啓発を行い、市民サービスの向上を図った。また、休日出前登録窓口を、アリオ八尾等の自動交
付機設置場所や南高安コミセン等のコミセン祭りに合わせて行った。
いわゆる「番号法」の動向（詳細運用等）をふまえ、コンビニエンスストアにおける証明書交付の具体化を検
討した。
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平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

101001 地域のまちづくり・地域活動への支援

実績・課題等

・地域担当制において、各校区まちづくり協議会の事業や総会等への参加を行った。個別の事例での各部
局の対応は行われたが、今年度については、第１期「わがまち推進計画」の策定段階ほどの地域との関わ
りを、各部局からの地域担当者が持つまでにはいたらなかった。地域担当者の地域との関わり方、部局調
整担当者の部局内での地域担当者の活用が、今後の課題である。

取り組み内容項目名

・地域担当制を実施することにより、各校区まちづくり協議会が策定した「わがまち推進計画」に関
する取り組みの支援を担いながら、地域担当者が自身の担当する分野を超える施策であっても、
地域住民とともに地域のまちづくりを考えるとともに、そこで知りえた地域の情報について各部局の
施策へのフィードバックを行えるようにする。
・ 終的には、地域のまちづくりに関わることにより、職員が所管の業務だけでなく、多角的な視点
で政策形成ができることをめざす。

自主防災組織の結成促進と防災対策に関する啓発
○「災害に強いひとづくり」を進めるため、地域防災力の要である自主防災組織の結成促進に努め

202001

203001

601002

市民課及び総合案内室の窓口業務について、八尾市公募型プロポーザル方式により委託業者を選定し、
平成27年１月19日から市民課の証明発行業務及び総合案内室の案内業務等を民間委託を実施した。こ

外部委託の推進
市民課及び総合案内室の窓口業務について、八尾市公募型プロポーザル方式により委託業者を
決定し 平成27年１月より段階的に窓口業務の外部委託をおこなう これにより 窓口業務の迅速

災害に強いまちづくり方策の展開

総合案内等の充実
平成27年１月19日から、総合案内室の案内業務を、市民課の窓口業務と一体で民間委託し、来庁者への
案内業務等のサービス向上と効率的な業務の運営に努めた。広告付き番号案内については、来庁者が多
い本館１階において、市民課等の窓口にて導入し、来庁者にわかりやすい表示が実現した。

・自主防災組織の未結成地域において説明会を開催し、結成促進に取り組んだが結成に至らなかった。ま
た、既存の自主防災組織が実施する各種防災訓練への支援を行ったり、地域での防災講演会等を通じて
市民に対する防災啓発を実施した。
・自主防災組織の未結成地域における結成促進強化が課題であるとともに、既存の自主防災組織の活性
化に向けた新たな活動支援方策についての検討が必要である。なお、 「備えあれば憂いなし」が当たり前
となるよう継続した啓発が必要である。

るとともに、小学校区別「わがまち防災マップ」や更新した全市版ハザードマップ等を活用し市民自
らが日常生活の中で防災意識の高揚が図れるよう、市民や地域との協働で防災啓発活動を行う。

自主防災組織等への啓発
○自主防災組織等に対する正しい防災知識の普及と災害時に的確なリーダーシップを発揮してい
ただくため、「自主防災組織活動マニュアル」、「避難管理運営マニュアル」等を活用し、各地域の防
災士との連携を含め、自主防災組織等に対して有効な支援を行うとともに、防災意識高揚のため
の啓発事業を実施する。

総合案内室における案内業務等のサービス向上と効率的な運営を確保するために、市民課窓口
業務と一体で民間事業者への委託を実施する。また、市民課においては、証明書交付や届出等の
ための来庁者にとってわかりやすくするために、広告付き番号案内（番号発券機及びディスプレイ）
を導入する。

601002
れにより、窓口業務の迅速化・効率化を図るとともに、親切・丁寧な案内業務の推進と市民サービスの向上
に努めた。

外部委託の推進 決定し、平成27年１月より段階的に窓口業務の外部委託をおこなう。これにより、窓口業務の迅速
化、効率化を図るとともに、親切・丁寧な案内業務の推進を図る。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

松岡　浩之部局名 健康福祉部 部局長名

○地域における人間関係の希薄化や地域コミュニティ機能の弱体化が懸念される中で、行政、地域、市民やNPO、事業者などが連携協力し、地域における温もりのある支え合いと、質の高い福祉サービスの提供により、誰もが
住み慣れた地域でソーシャル・インクルージョン（社会的包容）の理念のもと、安心して暮らし続けることができるまちづくりを進めます。

部局の使命

施策実現のための部局の基本方針 実績・課題等

○第３次地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、「誰もが夢をもち、共に創る福祉のまち」の実
現をめざし、地域の実情に応じた施策を「共助」の充実を核としながら、自助、公助と連携しつつ更な
る地域福祉の推進を図りました。
○誰もが住みなれた地域で自立した生活が送れるよう、第３次地域福祉計画及び地域福祉活動計
画を着実に実行するとともに、市民、地域の担い手、社会福祉協議会、行政が連携し、地域福祉の
推進に努めました。
○改正された生活保護法に基づき、生活に困窮したときに、必要な支援を適切に受けることができ、
安定した生活を送ることができるように、生活保護制度の適正な実施に取り組みました。
○健康づくりや介護予防啓発として河内音頭健康体操教室をコミセン等市民に身近な場所で開催す
るとともに、地域における自主グループによる取り組み支援を行いました。
○高齢者の見守りネットワークの充実に向け、「高齢者見守りサポーターやお」の事業者登録を促進
するとともに、認知症講演会等への研修参加を呼びかけました。
○災害時要配慮者支援プランに基づく取り組みについては、先行２地区で開始しており、今後の進
め方について、地域と十分に協議を行い、名簿の提供等の取り組みを進めます。
○第５期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、介護保険給付適正化事業
の実施など、介護保険事業の適正な運営に努めました。また、地域包括ケアシステムの推進のた
め、地域包括支援センターの機能強化のための増設などを方向性とする第６期八尾市高齢者保健

○第３次地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、「誰もが夢を持ち、共に創る福祉のまち」の実現をめざし、地域の多様
性を尊重しながら、共助の充実を核とした八尾らしい地域福祉の仕組みづくりと展開を図ります。
○誰もが住みなれた地域で自立した生活が送れるよう、市民の福祉ニーズを的確に把握した施策を進めるとともに、市民、地
域、行政が互いに連携し、市全体の福祉力の向上を図ります。
○改正された生活保護法に基づき、生活保護制度の適正な実施に取り組みます。
○高齢者が住み慣れた地域で、いきいきと安心して暮らし続けることができるように、介護予防事業をはじめとする高齢者の
健康づくりや生きがいづくりの支援に取り組みます。
○高齢者とその家族が孤立せずに必要とする情報を得ることができるよう、地域における見守りネットワークや相談体制のさ
らなる充実を図るとともに、在宅生活支援や高齢者の権利擁護、認知症対策に取り組みます。
○第５期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、適正な介護保険事業の運営に努めます。また、平成
27年度の介護保険制度改正の動向を十分に注視し、引き続き「地域包括ケアシステムの構築」及び「持続可能な介護保険制
度の確立」に向けて、第６期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定します。

H27

目標値 実績見込値 めざす値
指標名 （単位）

H26 実績･課題等

　八尾市社会福祉協議会との連携により、第３次八尾市地
域福祉計画及び地域福祉活動計画を着実に実行するた
め、市民会議を２回開催し、進捗状況の報告や情報の共
有を行いました。
　また、八尾市社会福祉協議会の体制強化を支援するこ
とで、権利擁護推進事業を充実させるとともに、地域で共
に支えあい見守る仕組みのひとつとして市民後見人の養
成を始め 平成２６年度には９名の方がバンク登録をされ

め、地域包括支援センタ の機能強化のための増設などを方向性とする第６期八尾市高齢者保健
福祉計画及び介護保険事業計画を策定しました。

部局における当該年度の施策展開の方針
施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連

住み慣れた地域で住民どうしの支えあいが豊かになり、暮らし続け
ることができる地域をめざし、八尾市社会福祉協議会との連携によ
り 住民が地域の実情にあわせて主体的に行動できる第３次八尾

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

13
ともに支えあう地域福祉の
しくみづくり

● 主管
地域での福祉活動が活発と感じ
ている市民の割合

％           36.6 31.3             39

成を始め、平成２６年度には９名の方がバンク登録をされ
ました。さらに、共助の担い手である各地区福祉委員会に
よる小地域ネットワーク活動の更なる充実に向けて支援を
行い、地域でのつながりや見守りをはじめとした市民参画
による地域福祉の推進に努めました。
　指標のめざす値の達成には、市民に情報を提供し、周知
することが重要であり、上記計画においても、重点課題と
して「情報発信・情報提供の充実」をあげており、昨年７月
より八尾市社会福祉協議会が小地域ネットワーク活動の
紹介をはじめとしたブログを立ち上げ、広く情報発信してい
るところですが、今後とも、さまざまな手法や機会を通じ
て、情報を発信、共有していくことが必要であると考えてい
ます。

り、住民が地域の実情にあわせて主体的に行動できる第３次八尾
市地域福祉計画及び地域福祉活動計画を着実に実行します。
あわせて、八尾市社会福祉協議会の体制強化を支援することで、
小地域ネットワーク活動や法人後見の取り組み等を充実させるとと
もに、地域で支えあう仕組みのひとつとして市民後見人の養成を新
たに実施し、成年後見制度を利用しやすい環境整備を図るなど、
福祉のまちづくりへさらなる市民参画を促進するとともに、地域福
祉活動の充実に向けた取り組みを支援します。
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H27

目標値 実績見込値 めざす値

14
高齢者の生きがいづくりと
高齢者を支えるしくみづく
り

● 主管 介護予防普及啓発の回数 回 86 87 60

実績･課題等
指標名 （単位）

H26
施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連
部局における当該年度の施策展開の方針

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

第5期計画に基づく各種高齢者施策の取り組みを行いまし
た。
介護予防事業では、平成25年度に制作した「河内音頭健
康体操」の教室やリーダー養成講座、自主グループ育成
教室を実施し普及に努めました。また、介護支援ボラン
ティア制度を開始し、社会参加活動を通じた介護予防を推
進しました。
災害時要配慮者支援プランに基づく取り組みについて、先
行取り組みを実施する南高安小学校区と西山本小学校区
の２地区で関係団体と協議を行い、地域で避難行動要支
援者を把握する取り組みを開始しました

第５期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の 終
年度となることから、引き続き高齢者が住み慣れた地域でいきいき
と安心して暮らし続けることができるよう施策を推進します。とりわ
け、重点方針である「地域のみんなで支える高齢者」、「身近な地
域の視点による施策展開」、「在宅生活支援の充実」を進めるにあ
たり、高齢者を見守る体制として、地域ケア会議を基本としつつ「高
齢者見守りサポーター」への市内事業者登録の呼び掛けとともに
事業者に対する研修会を実施するなど体制の充実を図ります。ま
た、平成25年度に策定した八尾市災害時要配慮者支援プランに基
づき作成する避難行動要支援者名簿の平常時からの共有などに
ついて地域団体等関係機関、関係各課と調整を図りつつ進めま
す。地域包括支援センターについては、機能や役割を整理するとと

15 介護サービスの提供 主管
介護保険給付費の計画値に対
する実績値の割合

％           100 109.4           100

援者を把握する取り組みを開始しました。
高齢者のニーズや関係機関の意見を踏まえ、第６期八尾
市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定し
ました。

第５期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計
画に基づき事業を実施してきたところですが、高齢化の進
行に伴う認定者数の増加や給付の伸び率が大きく、実績
値が計画値を上回り、介護保険財政安定化基金の貸付を
受けることとなりました。
また、介護保険制度の改正に基づき、第６期八尾市高齢
者保健福祉計画及び介護保険事業計画を八尾市介護保
険運営協議会での審議を踏まえ、策定しました。

八尾市障がい福祉計画（第３期）に基づき、障がいのある
人が身近な地域で安心して暮らすために必要な基盤整

す。地域包括支援センタ については、機能や役割を整理するとと
もに、圏域が不一致である等の課題についても整理し、その改善
策を検討します。また、引き続き介護予防事業や認知症啓発事業
を推進するとともに、平成27年度からスタートする第６期八尾市高
齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を介護保険課及び保健
推進課と共に作成します。

第５期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の 終
年度であり、引き続き、地域包括ケアシステムの考え方に基づいた
施策展開を図ります。また、平成27年度から平成29年度までの第６
期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定にあ
たり、国の制度改正の動向を十分に注視しながら、本市の地域分
権の方向性も踏まえ、取り組みます。

障がい者（児）が活き活きと生活ができるよう在宅生活・就労支援

16
障がいのある人の自立支
援

主管
訪問系サービスの月平均利用
量

時間         9,678 11,077       10,000

17 生活困窮者への支援 ● 主管
自立支援の効果のあった生活
保護受給中の自立支援世帯の
割合

％ 48 51 48

国における生活保護の制度改正等に適切に対応し、生活
困窮者に対する生活保護制度の適正な運用により、適切
な支援や援助を実施しました。
また、平成27年度からの生活困窮者自立支援法の施行に
先立ち、生活困窮者自立相談モデル事業を実施し、相談
者の把握や支援などを実践するとともに、民生委員児童
委員協議会や地域包括支援センター等の各関係機関と意
見交換を行い、生活困窮者支援の理解を共有するなど、
生活困窮者の自立支援に係る環境の整備を行いました。
さらに 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時給付金給付事

備、及びに障がい福祉サービスの提供に努めました。
また、国・府の基本方針に基づき、障がい当事者のニーズ
や関係機関の意見を踏まえ、平成27年度から平成29年度
までを計画期間とする八尾市障がい福祉計画（第４期）を
策定しました。今後は、更なる相談支援体制の充実や、平
成28年４月に施行される障害者差別解消法への対応等
に、国・府の動向を踏まえ取り組み、障がいある人が地域
で安心して暮らせるよう支援してまいります。

障がい者（児）が活き活きと生活ができるよう在宅生活・就労支援
に取り組み、充実した社会参加・余暇活動ができるように日中活動
の場の充実や確保などに努め、ともに生きともに支えあえる社会づ
くりに向け障がい者理解を促進し、障がい者の権利擁護と相談体
制の充実を図ります。民生委員児童委員協議会等、地域における
障がい者・児に関わる機関とも連携し、障がい者・児が安定した地
域生活を送ることができるよう、支援します。

経済情勢が依然として厳しい状況が続く中、生活に困窮する市民
に対し、生活保護及び住宅支援給付等の制度を適正に運用するこ
とで、きめ細やかで適切な支援や援助を行い、社会のセーフティ
ネットの機能を十分に発揮するよう努めます。
また、国における生活保護や就労支援に関する制度改正等に適切
に対応し、適正な保護の実施に努めるとともに、生活困窮者自立
支援法の平成27年４月施行に先立ち、国の示す生活困窮者自立
促進支援モデル事業を活用し、生活困窮者の自立に向けた新たな
相談支援制度の整備に取り組みます

平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

13
小地域ネットワーク活動の
推進

さらに、臨時福祉給付金 子育て世帯臨時給付金給付事
業については、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給
付金給付事業実施プロジェクトチームを立ち上げることに
より、すべての給付対象者が給付金の支給を受けられる
よう、両給付金の支給に努めました。

実績・課題等

八尾市社会福祉協議会との連携により、第３次八尾市地域福祉計画及び地域福祉活動計画を着実に実行
するため、市民会議を２回開催し、進捗状況の報告や情報の共有を行いました。引き続き、八尾市社会福
祉協議会の発展強化の支援及び地域における活動を一層進め、各地区福祉委員会による小地域ネット
ワーク活動の更なる充実を図るとともに、その内容を八尾市社会福祉協議会のブログで広く情報発信を行う
ことで、福祉のまちづくりへの市民参画を促進してまいります。

八尾市社会福祉協議会の権利擁護推進事業の取り組みを充実させるとともに、地域で共に支えあい見守
る仕組みのひとつとして市民後見人の養成を始め 平成２６年度には９名の方がバンク登録をされました

予算額（千円）

15,423

相談支援制度の整備に取り組みます。
消費税率引上げに伴う措置である臨時福祉給付金・子育て世帯臨
時特例給付金給付事業について、国の基準に従い、迅速かつ正確
に執行します。

取り組み内容

八尾市社会福祉協議会と連携し第３次地域福祉計画及び地域福祉活動計画を着実に実行すると
ともに、引き続き八尾市社会福祉協議会の発展強化を支援することで、八尾市社会福祉協議会の
地域における活動を一層進め、各地区福祉委員会が実施する小地域ネットワーク活動の充実を図
り、もって福祉のまちづくりへの更なる市民参画を促進します。

認知症等で判断能力が不十分となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう 成年後見制度

13 権利擁護推進事業

る仕組みのひとつとして市民後見人の養成を始め、平成２６年度には９名の方がバンク登録をされました。
今後は成年後見制度をさらに利用しやすい環境整備を図り、八尾市社会福祉協議会の日常生活支援事業
からの移行や、市長申立ての件数を増やすなど、地域福祉活動の充実に向けた取り組みを支援します。さ
らに、成年後見制度の啓発をはじめ、八尾市社会福祉協議会による法人後見を支援するとともに、引き続き
市民後見人を養成し、地域で支えあう後見支援体制の構築を行います。

8,891

認知症等で判断能力が不十分となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度
の啓発を行うとともに、成年後見制度を利用しやすい環境づくりとして、八尾市社会福祉協議会によ
る法人後見を支援するとともに、市民後見人を養成し、地域で支えあう後見活動の取り組みの支援
体制の構築を行います。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

14
高齢者保健福祉計画推進
事業

14 災害時要配慮者支援事業

予算額（千円） 取り組み内容 実績・課題等

介護保険課及び保健推進課、福祉指導監査課と連携し、平成25年度に実施したアンケート調査を参考に第
５期計画の現状や課題分析を行い、介護保険運営協議会等の関係機関やパブリックコメントの意見もふま
えて第６期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定しました。

八尾市災害時要配慮者支援対策庁内推進会議を設置し、要配慮者の支援体制や仕組みづくりについて検
討を行うとともに、校区まちづくり協議会や自治振興委員会、民生委員児童委員協議会などの地域の関係
団体や社会福祉施設連絡会や介護保険事業者連絡協議会などの福祉関係者に対し、今後の取り組みに
ついての説明と協力依頼を行いました。

平成27年度から平成29年度までを事業期間とする第６期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保
険事業計画を策定します。平成25年度に実施したアンケート調査を参考に第５期計画の現状や課
題分析を行い、今後のサービスの方向性を定めます。特に基幹型地域包括支援センターの機能や
役割の整理及び圏域における課題の整理を行います。

1,944

八尾市災害時要配慮者支援プランに基づき、避難行動要支援者名簿を作成するとともに、平常時
からの地域団体等関係機関との情報共有など、地域と連携した要配慮者支援体制の整備を図りま
す。

14,254

16
災害時要配慮者（障がい
者）支援事業

14
見守りネットワーク推進事
業

避難行動要支援者管理システムの導入を行い、住民基本台帳や介護保険の要介護認定者、身体及び精
神障がい者手帳保有者等の情報とのデータ連携による、避難行動要支援者名簿の作成を行いました。
先行取り組み地域として南高安小学校区と西山本小学校区の地域の関係団体と協議を行い、地域で避難
行動要支援者を把握する取り組みを開始しました。

八尾市災害時要配慮者支援プランに基づき、災害発生時に自力避難が困難な在宅重度障がい者
等の安否確認を迅速に実施するため、事前登録制度の周知広報を進めます。

地域ケア会議等において、見守りネットワークのさらなる強化に向けた具体的な検討を行いました。
・「高齢者見守りサポーターやお」の事業者登録608件。
・登録事業者からの高齢者の異変についての報告16件。（ともに平成27年2月末現在）
地域における見守りネットワークを強化するため、住民が手に取る機会の多い回覧板のバインダーに啓発
を印刷し、町会に配布。地区での説明会を実施（計23地区）するとともに、回覧板の使用を通して地域にお
ける見守りネットワークの必要性を周知しました。
平成26年12月6日（土）に見守りネットワーク推進講演会を実施し、214名の方が講演会に参加しました。
地域の関係団体（自治振興委員会3回、地区福祉委員会1回、介護保険事業者連絡協議会1回）に対して
「高齢者の見守り」のテーマで講演会を開催（参加者313名）しました。

0

5,040
地域ケア会議を核とした高齢者の見守り体制において、その充実を図る取り組みを進めるため、引
き続き「高齢者見守りサポーター」における協力事業者の登録を促進するとともに、登録事業者に
対し研修等を実施し制度の充実を図ります。

14
地域包括支援センター運
営事業

15
介護保険事業計画推進事
業

15
介護給付費等費用適正化
事業

16 障がい者相談支援事業

介護保険制度の改正に基づき、第６期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を八尾市介護
保険運営協議会での審議を踏まえ、策定しました。

第２期大阪府介護給付適正化計画に基づき、主要８事業を実施しました。また、大阪府の交付金を活用し、
居宅介護支援事業者（６０事業者）に対し、ケアプラン研修を実施しました。

虐待防止センターと連携し、24時間電話相談窓口の受付を実施しました。また、シェルター機能として、虐待
発生時に１件の保護を行いました 「基幹相談支援センタ 」については 平成27年度の設置に向け取り組

229,763

5,431

地域包括支援センターの役割や機能を理解してもらうために、包括支援センター展および関係機関や高齢
者の集まる場やイベント時の啓発活動を実施して認知度の向上に努めました。
・相談件数　17,017件（平成27年1月末現在）
地域ケア会議などを通して関係機関に虐待相談窓口等（地域包括支援センター）の啓発を実施しました。
地域包括支援センター専門職会議や研修会を通じて、地域包括支援センター職員の知識・技術の向上を図
ることができました。

要援護高齢者等及びその家族に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、各種サービスが
総合的に受けられるよう関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、福祉の向上を図ります。また、
高齢者の自立した生活を支援し、要介護状態にならないよう介護予防マネジメントを実施することに
より、高齢者の要介護状態への進行を防止し、介護保険給付費の削減に寄与します。さらに、社会
福祉協議会と連携し、地域福祉の推進を図るため、地域包括支援センターの総合相談窓口機能な
どを同協議会に委託し、高齢者支援の取り組みを進めます。

39 373

国の制度改正の動向を十分に注視しながら、平成27年度から平成29年度までの第６期八尾市高齢
者保健福祉計画及び介護保険事業計画を八尾市介護保険運営協議会の審議を踏まえ、策定しま
す。

高齢化がますます進行する中、要介護認定者及び介護サービス受給者が増加しており、今後も介
護給付費の増大が懸念されており、大阪府が示す第２期介護給付適正化計画に基づく取り組みを
更に進めていきます。また、大阪府の交付金を活用し、居宅介護支援事業者を対象にケアマネジメ
ントの質の向上に努めます。

障がい者虐待防止センターを整備し、年間を通じ24時間体制の相談窓口の開設及び虐待発生時
の居室の確保、また障がい者虐待防止の啓発事業を行い虐待を未然に防ぎます。また４箇所の相
談支援センタ において虐待防止センタ 機能の 部を担うことにより 地域の相談事業の拠点と

13,968

16 障がい者相談支援事業

16 障害者基本計画推進事業

16
地域活動支援センター事
業

17
生活困窮者自立促進支援
モデル事業

精神障がい者の手帳取得者が年々増加傾向にある中、支援制度の整備が遅れている精神障がい
者に対する地域活動支援センターⅠ型事業の充実を図るため、現在市内に１箇所であるセンターを
もう１箇所増設し、市内の支援体制を分担できるよう、平成27年度実施に向け、その方法等の検討
を開始します。

生活困窮者自立支援法の平成27年４月施行に先立ち、国の示す生活困窮者自立促進支援モデル
事業を活用し、そのメニューの一つである生活困窮者自立相談支援モデル事業を実施することで、
生活困窮からの脱却をめざし、相談者の抱える複合的な課題に個別的・包括的・継続的に対応でき
る体制を構築するとともに、そうした仕組みを活用し、総合的な相談に取り組みます。

発生時に１件の保護を行いました。「基幹相談支援センター」については、平成27年度の設置に向け取り組
んでまいります。

八尾市障がい者施策推進協議会での議論や、市民アンケート及び事業所アンケート、並びにパブリックコメ
ントを踏まえ、八尾市障がい福祉計画（第４期）を策定しました。

設置に向けて検討を続けてまいりましたが、結論に至っておりません。平成27年度も引き続き、実施可能な
制度・体制の検討に努めてまいります。

平成２７年４月施行の生活困窮者自立支援法に先立ち、平成２６年６月３０日から国の示す生活困窮者自
立促進支援モデル事業のメニューの一つである生活困窮者自立相談支援モデル事業を実施しました。相談
者の把握やアウトリーチの方法、相談内容等、当モデル事業の実績を踏まえ、平成27年度からの体制の構
築や実施要綱を制定するなど、本格実施に向けた環境を整備しました。

39,373

6,347

談支援センターにおいて虐待防止センター機能の一部を担うことにより、地域の相談事業の拠点と
します。さらに、障害者総合支援法に規定のある「基幹相談支援センター」について、平成26年度末
の設置に向け、具体的内容・方法等の検討を行います。

障害者総合支援法に基づき、市町村に策定が義務付けられている八尾市障害福祉計画について、
平成26年度中に平成27年度から平成29年度までの３年間の第４期計画を策定します。

49,063

8,394
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

17 自立生活支援事業

17
臨時福祉給付金・子育て
世帯臨時特例給付金給付
事業

実績・課題等

稼動年齢層で就労可能と判断される生活保護受給者に対して、就労支援員やハローワークの就労支援ナ
ビゲーターによる巡回相談の実施により重点的な就労支援を行うとともに、必要に応じて就労意欲向上の
ためのカウンセリングを実施するなどの支援を行い、就労による経済的自立の促進に取り組みました。
今後、特に就労支援を行っていく中で、身体的や精神的に複合的な課題のある就労困難者に対して、生活
困窮者自立相談支援事業や関係機関等との連携を強化し、経済的自立だけでなく、日常生活自立や社会
的自立を促進する取り組みを着実に進めていきます。

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金事業実施プロジェクトチームを立ち上げ、平成２６年７月１日
から申請受付を開始し、平成２７年１月５日まで、６ヶ月間受付を行いました。市政だよりやホームページ等
による広報、市内の公共施設や福祉関係事業所等に対しまして、ポスター掲示のお願い、給付対象者に対
しまして複数回の勧奨を行い、臨時福祉給付金申請率約９２％、子育て世帯臨時特例給付金申請率約９

予算額（千円）

12,930

1,282,768

取り組み内容

好循環実現のための経済対策のひとつで、本市が実施主体となり、臨時福祉給付金として消費税
の引き上げに際し、低所得者への影響を緩和するための給付措置として、対象者に一人につき１万
円を給付（加算措置５千円）します。また、子育て世帯臨時特例給付金として、児童手当受給者に、
対象児童 人につき１万円を給付します

雇用・経済情勢の悪化に伴い増加した稼動年齢層で就労可能と判断される生活保護受給者に対
し、就労支援員の活用やハローワークとの連携強化を図ることで、就労支援を充実し、生活保護受
給世帯の自立を促進します。また、生活保護受給者の稼働能力や就労阻害要因など個々の世帯
の状況や抱えている課題に応じて、カウンセリングの実施や他部局等との連携により、きめ細やか
な支援を進めます。

事業

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

13 市内全域

14 市内全域

取り組み内容

八尾市社会福祉協議会と連携し第３次地域福祉計画及び地域福祉活動計画を着実に実行すると
ともに、引き続き八尾市社会福祉協議会の発展強化を支援することで、八尾市社会福祉協議会の
地域における活動を一層進め、各地区福祉委員会が実施する小地域ネットワーク活動の充実を図
り、もって福祉のまちづくりへの更なる市民参画を促進します。

地域ケア会議を核とした高齢者の見守り体制において、その充実を図る取り組みを進めるため、引
き続き「高齢者見守りサポーター」における協力事業者の登録を促進するとともに、登録事業者に
対し研修等を実施し制度の充実を図ります。

見守りネットワーク
推進事業

実績・課題等

八尾市社会福祉協議会との連携により、第３次八尾市地域福祉計画及び地域福祉活動計画を着実に実行
するため、市民会議を２回開催し、進捗状況の報告や情報の共有を行いました。引き続き八尾市社会福祉
協議会の発展強化を支援し、地域でのＰＲ活動や、社協ブログの立ち上げなど、八尾市社会福祉協議会の
地域における活動を一層進め、各地区福祉委員会が実施する小地域ネットワーク活動の充実を図ります。

地域ケア会議等において、見守りネットワークのさらなる強化に向けた具体的な検討を行いました。
・「高齢者見守りサポーターやお」の事業者登録608件。
・登録事業者からの高齢者の異変についての報告16件。（ともに平成27年2月末現在）
地域における見守りネットワークを強化するため、住民が手に取る機会の多い回覧板のバインダーに啓発
を印刷し、町会に配布。地区での説明会を実施（計23地区）するとともに、回覧板の使用を通して地域にお
ける見守りネットワークの必要性を周知しました。
平成26年12月6日（土）に見守りネットワーク推進講演会を実施し、214名の方が講演会に参加しました。
地域の関係団体（自治振興委員会3回、地区福祉委員会1回、介護保険事業者連絡協議会1回）に対して
「高齢者の見守り」のテーマで講演会を開催（参加者313名）しました。

９％の結果となりました。

事業名・項目名

対象児童一人につき１万円を給付します。

小地域ネットワーク
活動の推進

14 市内全域

14 市内全域

平成25年度に策定の災害時要配慮者支援プランに基づき、避難行動要支援者名簿を作成するとと
もに、平常時からの地域団体等関係機関との情報共有など、地域と連携した要配慮者支援体制の
整備を図ります。

保健・医療・福祉及び地域との円滑な連携と調整を図るために、関係機関の代表からなる連絡協議
会と実務担当者からなる地域ケアケース会議を行い、高齢者の見守り体制の推進や認知症高齢者
やその家族に対する支援等、地域包括ケアの推進に努めます。

高齢者の見守り」のテ マで講演会を開催（参加者313名）しました。

八尾市災害時要配慮者支援対策庁内推進会議を設置し、要配慮者の支援体制や仕組みづくりについて検
討を行うとともに、校区まちづくり協議会や自治振興委員会、民生委員児童委員協議会などの地域の関係
団体や社会福祉施設連絡会や介護保険事業者連絡協議会などの福祉関係者に対し、今後の取り組みに
ついての説明と協力依頼を行いました。
避難行動要支援者管理システムの導入を行い、住民基本台帳や介護保険の要介護認定者、身体及び精
神障がい者手帳保有者等の情報とのデータ連携による、避難行動要支援者名簿の作成を行いました。
先行取り組み地域として南高安小学校区と西山本小学校区の地域の関係団体と協議を行い、地域で避難
行動要支援者を把握する取り組みを開始しました。

地域ケア会議関係では、地域ケアケース会議20回/年、地域ケアケース会議合同定例会2回/年、随時会議
55件、71回/年（平成26 年11月末現在）、地域ケア連絡協議会2回/年それぞれ開催しました。
地域ケアケース会議では、事例を活用して地域課題について検討。上がってきた地域課題の解決策につい
て検討することができました。
地域で起こった事例を活用して地域課題を抽出することにより、具体的な解決策や関係機関で現在実施し
ていることの共有などができました。また、必要であるが、できていないことなどを検討することができまし
た。
事務局である地域包括支援センターが地域の関係機関・団体などが開催している会議などに参加し、地域

災害時要配慮者支
援事業

地域ケア会議推進
事業

14 市内全域

16 市内全域
「発達障がい」の早期発見、早期療育が、発達支援の観点から益々重要となります。その療育の場
としての支援センター事業を継続支援し、また福祉、保健、教育等の関係する部署・機関の連携体
制の整備・強化を行います。

発達障がい児支援
センター事業

やその家族に対する支援等、地域包括ケアの推進に努めます。

要援護高齢者等及びその家族に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、各種サービスが
総合的に受けられるよう関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、福祉の向上を図ります。また、
高齢者の自立した生活を支援し、要介護状態にならないよう介護予防マネジメントを実施することに
より、高齢者の要介護状態への進行を防止し、介護保険給付費の削減に寄与します。さらに、社会
福祉協議会と連携し、地域福祉の推進を図るため、地域包括支援センターの総合相談窓口機能な
どを同協議会に委託し、高齢者支援の取り組みを進めます。

事務局である地域包括支援センタ が地域の関係機関 団体などが開催している会議などに参加し、地域
の高齢者に関する実情や社会資源の情報収集を行うことができました。
保健・医療・福祉・介護の関係機関と地域・行政の連携により、高齢者に対する虐待防止および見守り体制
について検討ができました。
地域ケアケース合同会議時に講師を招き「多職種連携と地域との協働」について地域包括支援センター職
員、行政職員、関係機関・団体の委員に対して講演会を実施しました。

地域包括支援センターの役割や機能を理解してもらうために、八尾市地域包括支援センター展をはじめと
し、関係機関や高齢者の集まる場やイベント時に啓発活動を実施し、地域包括支援センターの認知度の向
上に努めました。
・相談件数　17,017件（平成27年1月末現在）
地域ケア会議などを通して関係機関に虐待相談窓口等（地域包括支援センター）の啓発を実施しました。
地域包括支援センター専門職会議や研修会を通じて、地域包括支援センター職員の知識・技術の向上を図
ることができました。

発達障がい児の早期発見・療育支援は、障がい児支援の重要な柱の一つと考えており、今年度も実施いた
しました。今後も引き続き、関係機関と連携し、センター委託事業を、継続していく予定です。

地域包括支援セン
ター運営事業

16 市内全域
　医療型センター・福祉型センター両市事業所とも、実施可能な事業所認可の取得手続きを終了しました。
平成27年度中の本格実施を目指し、対象保護者・対象施設に啓発、情報提供を行うとともに、実施体制の
整備に努めてまいります。

児童福祉法で平成26年度中の実施を求められているセンター事業の「保育所等訪問支援事業」、
及び「障がい児相談支援事業」を両児童発達支援センターで事業開始します。

医療型・福祉型児童
発達支援センター事
業
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平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

807006

項目名

八尾市社会福祉協議会の充実・強化支援

高齢者福祉施設及び設備整備事業

「第５期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づく広域型特別養護老人ホームは、平
成26年9月に開設となり、地域密着型特別養護老人ホームのうち１個所は平成27年3月に開設しました。ま
た 第 圏域「曙川中学校区 における地域密着型特別養護老人ホ ム 箇所に は 現在 整備事業

取り組み内容

八尾市社会福祉協議会が地域福祉推進の中核的存在として、市民活動のネットワーク形成への寄
与を盛り込んだ第３次地域福祉計画及び地域福祉活動計画を着実に実行し、市民との協働の取り
組みが可能となるよう、基幹型地域包括支援センターブランチや権利擁護推進事業などの新たな
事業委託を行うことなどにより、八尾市社会福祉協議会の充実強化に向けた支援を行います。

「第５期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づく広域型特別養護老人ホーム
及び地域密着型特別養護老人ホームの整備について、平成26年度中の開設をめざします。また、
第 圏域「曙川中学校区 における地域密着型特別養護老人ホ ム 箇所を整備する事業者を選

実績・課題等

八尾市社会福祉協議会が地域福祉推進の中核的存在として、第３次地域福祉計画及び地域福祉活動計
画を着実に実行し、市民との協働の取り組みが可能となるよう、基幹型地域包括支援センターブランチや権
利擁護センター等の開設を支援するとともに、平成２７年度から本格実施される生活困窮者自立相談支援
事業に先駆けてのモデル事業や成年後見制度の市民啓発、権利擁護推進事業等の事業委託を行い、地
域福祉の新たな事業展開に協力して取り組むなど、八尾市社会福祉協議会の充実強化に向けた支援を行
いました。

806003

801013

滞納発生時の早期納付勧奨のため、年３回の催告と、現年のみを対象とした特別催告を１２月に実施し、保
険料収納の取り組みを行いました。また、電話等による勧奨も行いました。

高齢者福祉施設及び設備整備事業

介護保険料収納率の向上

た、第４圏域「曙川中学校区」における地域密着型特別養護老人ホーム１箇所については、現在、整備事業
者の選考を行っており、平成27年度に整備事業者が決定する予定です。

障害者医療助成費の入院時食事療養費助成の
廃止

第４圏域「曙川中学校区」における地域密着型特別養護老人ホーム１箇所を整備する事業者を選
考します。

口座振替の推奨や滞納発生時の早期の納付勧奨及び納付相談に努める。また、保険料相談員に
よる生活状況の実態把握を行いながら、きめ細やかな対応を実施する。

重度障がい者に対する入院時食事代は市条例を制定し八尾市単費で助成していますが、個人給
付の見直しという観点から、障がい者施策全体のバランスを保った上、大阪府の福祉医療費助成
制度の見直しの動向を注視し、廃止を含めた時期等を検討します。

大阪府の福祉医療費助成制度の見直し検討が進まないため、現在も制度継続中です。個人給付廃止とい
う観点から、引き続き、廃止も含めた制度の見直しに向け、検討を続けてまいります。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

部局名 健康福祉部（健康推進担当部長） 部局長名 西田　一明

「みんなでともに支えあう、市民が主役の健康づくり」を基本理念とし、すべての人が生きがいと活力ある生活を送ることができるよう、医療や保健に関わるサービスの充実を図るとともに、日常生活の中で一人ひとりが自主的に
取り組む健康づくりへの関心を高めます。またそれらを促進するために家庭や学校、地域での学習機会の提供や啓発を進めます。
基本理念の実現のため、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の円滑な運用を行い、市民の健康保持及び健康増進に努めます。

部局の使命

施策実現のための部局の基本方針

○健康日本２１八尾第２期計画及び八尾市食育推進計画に基づき、市民が主体となった日々の健康づくりを促進する取り組
みを行うとともに、家庭・地域・職場などで健康づくりが実践できる環境づくりを進めます。
○健康増進法における保健事業（がん検診等）の体制及び実施方法の整備・検討を行い、健康保持増進を目的に各種健
（検）診受診率向上を図ります。
○感染症疾病等の発生及び蔓延の予防を図るため、乳幼児及び学童、高齢者に対して予防接種を実施します。
○市民がいつでも安心して適切な医療を受けることができるよう、情報提供を行うとともに、病診連携、病病連携を促進しま
す。
○母子ともに健やかな出産ができ、乳幼児の発育状況を見守ることのできる環境整備を進めます。
○国民皆保険制度を支える国民健康保険制度の安定的な運用に努めます。
○国民健康保険加入者の生活習慣病の予防をはじめ健康保持・増進を図ります。
○後期高齢者医療制度の円滑な運用を行い、市民の健康保持・増進を図ります。

実績・課題等

○「健康日本21八尾第２期計画及び八尾市食育推進計画」については、各種健康づくり事業や健康教育の場、広報紙等
を通じ、計画の推進・啓発に取り組みました。
○出張所等に保健師を配置するとともに、「あなたのまちの健康相談」を月２回に増加するなど、地域での健康づくりの支
援に努めました。
○健康増進法における各種健診（検診）についての周知や対象者への受診勧奨、実施体制の拡充など、普及啓発の強
化および健診（検診）受診率向上に取り組みました。
○予防接種事業は、水痘及び高齢者用肺炎球菌ワクチンが定期予防接種となったことなどの制度改正等に円滑に対応
するよう取り組むとともに、風しんの感染拡大を防ぐため、風しんの予防接種費用の助成を行いました。
○各医療機関と協力しながら、様々な場や機会を通じ、「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」「かかりつけ薬局」の普及啓
発に努めました。
○妊婦の経済的負担の軽減を図り、受診率の向上による安全・安心な母子の妊娠・出産環境を構築することができまし
た。
○国民健康保険加入者の生活習慣病予防のための特定健診・特定保健指導の実施や健康づくり事業を推進するととも
に、保険料収納率向上策に取り組み、制度の持続的で安定的な運用に努め、被保険者の健康保持・増進を図りました。
○後期高齢者医療制度の安定的な運用に努め、被保険者の健康保持・増進を図りました。

H27

目標値 実績見込値 めざす値

健康のために運動などを心が
ける市民の割合

％             59 47.4             60

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連

・地域での健康づくりの支援として、平成26年度から出張
所等に保健師を週２回配置し、あなたのまちの健康相談に
ついても月２回の実施を図ったほか、地域のイベント等で
の健康教育の積極的な実施など、地域における健康づくり
事業のさらなる展開に取り組みました。
・自殺対策については、連絡協議会や相談支援事業を実
施する中で、自殺の実態や課題等を把握し、より効果的な
支援に取り組みました。
・特定健診の検査項目を追加し、より効果的な健診内容と
するとともに、骨粗しょう症予防を進めるため、骨密度検査
の無料化を実施するなど、より一層の受診率、利用率の向
上を図り、医療費適正化を図る取り組みを進めました。
・食育については、ホームページの作成や食育推進講演
会などにおいて、教育委員会と連携した取り組みに着手し

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

部局における当該年度の施策展開の方針

・出張所への保健師の配置をはじめ、市民主体の健康コミュニティ
づくりを推進します。また、「あなたのまちの健康相談」等、各種健
康づくり事業に引き続き取り組み、身近な地域での健康教育や保
健指導へとつなげます。
・自殺対策については、連絡協議会や相談支援事業を実施する中
で、自殺の実態や課題等を把握し、より効果的な支援に取り組みま
す。
・疾病予防の観点から、特定健診の検査項目を追加し、より効果的
な健診内容とするとともに、骨粗しょう症予防を進めるため、骨密度
検査の無料化を実施するなど、より一層の受診率、利用率の向上
を図り、医療費適正化を図る取り組みを進めます。
・食育については、特に子どもを通して家族全体の食生活改善にも
つながることを視野に入れた取り組みの検討を行います。

実績・課題等
指標名 （単位）

H26

国民健康保険加入者における
特定健診受診率

％             65 27             65

疾病予防と健康づくりの推
進

●

会などにおいて、教育委員会と連携した取り組みに着手し
ました。
・予防接種事業は、水痘及び高齢者用肺炎球菌ワクチン
が定期予防接種となったことなどの制度改正等に円滑に
対応するよう取り組むとともに、風しんの感染拡大を防ぐた
め、風しんの予防接種費用の助成を行いました。
・国民健康保険料収納対策緊急プランに基づく各種取り組
みを実施し、目標収納率を達成する見込みです。
・「第６期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業
計画」の策定については、高齢福祉課及び介護保険課と
連携し、策定を行いました。
・健康都市宣言については、「健康日本２１八尾第２期計
画及び八尾市食育推進計画」の次期計画策定との整合性
も考えながら、引き続き検討を進めてまいります。
・国民健康保険加入者における特定健診受診率の実績見
込値については、「平成26年度　特別調整交付金　実績調
書」より転記しています。（平成27年2月末時点の実績に基
づく見込値）

10

つながることを視野に入れた取り組みの検討を行います。
・水痘及び高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種化について、
円滑に導入できるよう取り組みます。
・風しん抗体のない妊娠を予定している女性等に対する風しんの予
防接種助成につき、大阪府の補助制度を活用し、実施します。
・国民健康保険料収納対策緊急プランに基づく各種取り組みを実
施し、目標収納率　（現年度分）88.8％以上を確保します。
・平成27年度から平成29年度までを事業期間とする「第６期八尾市
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」の策定にあたり、第
５期計画における高齢者保健の現状や課題分析を行い今後の高
齢者保健サービスの方向性を定めます。
・健康都市宣言について、具体的な検討体制として、庁内での検討
会議をできるだけ早い段階で立ち上げ、平成27年度に計画期間満
了を迎える「健康日本２１八尾第２期計画及び八尾市食育推進計
画」の次期計画策定との整合性も考えながら、（平成28年度をめど
に）八尾にふさわしい「健康都市宣言」を行えるよう検討作業を進め
ます。

主管
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H27

目標値 実績見込値 めざす値

11 医療サービスの充実 主管

中河内医療圏の救急医療機関
において、24 時間365 日受け
入れ体制が整備されている診
療科目数

科目 40 47 40

12 地域医療体制の充実 主管
「かかりつけ医」を持っている市

％ 78 73 7 80

休日や夜間などの緊急時に適切な医療が受けられるよ
う、休日夜間診療体制を確保するとともに、二次および三
次医療体制が維持されるよう、国および大阪府に対し働き
かけを行い、広域運営事業による小児初期救急体制の確
保を図りました。
保健センター東側駐車場の整備については、府有地を取
得し、整備工事を実施し平成26年５月に整備を完了しまし
た。

外来診療や寝たきりの高齢者等に対する在宅医療体制の
充実を図るため、医師会等関係機関への協力要請を実施
する一方、身近な医療機関を「かかりつけ医」等として認

休日や夜間などの緊急時に適切な医療が受けられるよう、休日夜
間診療体制を確保するとともに、二次および三次医療体制が維持
されるよう、国および大阪府に対し働きかけるとともに、広域運営事
業により、小児初期救急体制を確保します。

市民がいつでも安心して適切な医療を受けることができるよう、各
医療機関がそれぞれの役割分担を果たしつつ、連携をとるように図
るとともに 身近な医療機関で医療を受けることができるよう「かか

実績・課題等
指標名 （単位）

H26
施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連
部局における当該年度の施策展開の方針

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

12 地域医療体制の充実 主管
民の割合

％            78 73.7            80

4か月児健康診査受診率・把握
率

％

 受診率
98

把握率
100

※

受診率
96.1

把握率
97.1

 受診率
97

把握率
100

1歳6か月児健康診査受診率・
把握率

％

 受診率
96.8

把握率
100

※

受診率
94.8

把握率
99.9

 受診率
97

把握率
100

こんにちは赤ちゃん事業訪問
率・把握率
（訪問員による訪問のみの集
計）

％

 訪問率
86

把握率
100

※

訪問率
84.0

把握率
99.9

 訪問率
79.5

把握率
100

母子保健の増進

識・活用できるように、市政だより・ホームページ等による
情報発信や、健康講座等あらゆる機会を活用して啓発を
行いました。

平成26年６月からは、妊婦歯科健康診査を本人負担無料
で実施し、より一層、安心して子どもを生み、育てて良かっ
たと実感できるまちをめざし、母子ともに健やかな出産が
でき、乳幼児の発育状況を見守る環境整備を進めました。
また、切れ目のない妊娠・出産・子育て支援を進めるた
め、大阪府立母子保健総合医療センター等と連携し、シン
ポジウムの開催等に取り組みました。
妊婦の仲間づくりの場については、引き続きママパパ教室
の対象者への個別通知を行うなど、妊婦の仲間づくりの場
の提供と活用をさらに進めてまいります。

るとともに、身近な医療機関で医療を受けることができるよう「かか
りつけ医」、「かかりつけ歯科医」、「かかりつけ薬局」の啓発を行い
ます。

主管

安心して子どもを生み、育てて良かったと実感できるまちをめざし、
母子ともに健やかな出産ができ、乳幼児の発育状況を見守る環境
整備を進めます。
とりわけ、妊婦に対する取り組みについては、妊婦と生まれてくる子
どもの健康を保ち、健やかな出産につなげるため、新たに利用者負
担無料の妊婦歯科健診を開始することにより、妊婦健診の充実を
図ります。

18

※　いずれも平成27年2月末時点での見込値

平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

10 地域健康づくり支援事業

10 自殺対策推進事業

10
健康増進事業（健康診査

予算額（千円）

3,607

11,427

実績・課題等

平成26年度から出張所等に保健師を週２回配置し、あなたのまちの健康相談についても月２回の実施を
図ったほか、地域のイベント等での健康教育の積極的な実施など、出張所等を拠点としながら、地域の特性
等に応じた健康づくり事業のさらなる展開に取り組みました。

自殺に対する相談窓口による電話や対面、電子メールでの相談支援事業を行うとともに、「ゲートキーパー」
養成講座による自殺対策の人材養成や、自殺予防に関する内容の講演会の実施など、自殺対策に取り組
みました。
市内関係機関等による自殺対策の連携を図るため、八尾市自殺対策連絡協議会を開催しました。
関係課や関係機関と連携して事例検討会を実施することで、職員のスキルアップを図りました。
自殺対策については、相談窓口等の実績を積み重ねるなかで、自殺の実態を把握し、課題解決に向けて引
き続き取り組む必要があります。

特定健診の検査項目を追加し、より効果的な健診内容とするとともに、骨粗しょう症予防を進めるための骨
密度検査の無料化や、レディース検診の実施などより一層の受診率、利用率の向上を図り、医療費適正化

取り組み内容

出張所への保健師の配置をはじめ、市民主体の健康コミュニティづくりを推進します。また、「あなた
のまちの健康相談」等、各種健康づくり事業に引き続き取り組み、身近な地域での健康教育や保健
指導へとつなげます。

八尾市自殺対策連絡協議会の開催による地域の連携・協力体制の強化・推進を図ります。また、相
談支援事業を実施する中で、自殺の実態や課題等を把握し、より効果的な支援に取り組みます。

特定健診の検査項目を追加し、より効果的な健診内容とするとともに、骨粗しょう症予防を進めるた
め 骨密度検査の無料化を実施するなど より 層の受診率 利用率の向上を図り 医療費適正化96 43210

健康増進事業（健康診査
等）

10
国民健康保険　保険賦課
収納業務
【特別会計】

10

保健事業（特定健康診査
事業）【特別会計】
保健事業（特定保健指導
事業）【特別会計】

100,655

151,415
6,891

医療費適正化の観点から、引き続きジェネリック差額通知の送付や柔道整復師の適正受診の啓

密度検査の無料化や、レディ ス検診の実施などより 層の受診率、利用率の向上を図り、医療費適正化
を図る取り組みを進めました。今後も引き続きニーズの把握等に努め、受診率の向上に努める必要がありま
す。

平成25年度に改訂した国民健康保険料収納対策緊急プランに基づき、きめ細かな納付相談や催告強化を
図るとともに、原則化による口座振替の推進やコンビニ収納導入による納付勧奨、推進員の業務拡大、納
付案内コールセンターによる早期の滞納対策、滞納状況に応じて財産調査等により滞納処分及び執行停止
等に取り組みました。

特定健康診査の受診項目の拡充を実施するとともに、未受診者の実態に応じ、勧奨はがきの内容を工夫す
るなど効果的・効率的な受診勧奨を行いました。特定保健指導については、施設及び訪問による保健指導
を実施するとともに、未利用者に電話勧奨を行いました。また、河内音頭まつりでの啓発活動をはじめ、各
種行事等において特定健康診査等の必要性等を広報しました。

ジ ネリック差額通知の送付対象者を見直して送付するほか 柔道整復師の適正受診の啓発 利用状況調

第２期国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき、引き続き、特定健康診査受診率、特定保
健指導利用率の向上策に取り組みます。
特定健康診査の受診項目の拡充を実施するとともに、未受診者の実態に応じ、効果的・効率的な受
診勧奨を行います。特定保健指導については、施設及び訪問による保健指導を実施するとともに、
利用を促進する手法を検討します。また、引き続き各種行事等において特定健康診査等の必要性
などの広報啓発活動を行います。

平成25年度に改訂した国民健康保険料収納対策緊急プランに基づき、目標収納率（現年度分）
88.8％以上の確保をめざし、引き続き取り組みを進めます。具体的には、納付相談、催告強化を図
るとともに、原則化に基づき、口座振替の一層の推進及びコンビニ収納導入による納付環境の充実
を利用した納付勧奨を行い、さらには、推進員の活用及び納付案内コールセンターを継続設置して
初期滞納の防止に努めます。滞納保険料については一層の分析を行い、財産調査の拡充と滞納処
分、執行停止等も含め、効率的な滞納対策に取り組みます。

め、骨密度検査の無料化を実施するなど、より一層の受診率、利用率の向上を図り、医療費適正化
を図る取り組みを進めます。

96,432

10
国民健康保険　保健事業
事務【特別会計】

88,574

医療費適 化の観点から、引き続きジ ネリック差額通知の送付や柔道整復師の適 受診の啓
発・利用状況調査等の取り組み、人間ドックや健康増進事業（フィットネス・プール利用助成）の利用
促進の取り組みを進めます。
また、次年度に向けて、レセプト分析や国保データベース（ＫＤＢ）システムの活用等による新たな事
業を展開すべく検討を行います。

ジェネリック差額通知の送付対象者を見直して送付するほか、柔道整復師の適正受診の啓発・利用状況調
査等の取り組み、人間ドックの医療機関を増やす等の取り組みを実施しました。
また、次年度に向けて、国保データベース（ＫＤＢ）システムについての研修会等に参加するなど活用方法の
検討を行いました。

24



②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

10 全地域

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号 実績・課題等項目名 取り組み内容

平成25年度に改訂した国民健康保険料収納対策緊急プランに基づき、目標収納率（現年度分）

実績・課題等

平成26年度から出張所等に保健師を週２回配置し、あなたのまちの健康相談についても月２回の実施を
図ったほか、地域のイベント等での健康教育の積極的な実施など、出張所等を拠点としながら、地域の特性
等に応じた健康づくり事業のさらなる展開に取り組みました。

事業名・項目名

地域健康づくり支援
事業

取り組み内容

出張所への保健師の配置をはじめ、市民主体の健康コミュニティづくりを推進します。また、「あなた
のまちの健康相談」等、各種健康づくり事業に引き続き取り組み、身近な地域での健康教育や保健
指導へとつなげます。

806003
市税等の収納率の向上
（国民健康保険料収納率の向上）

平成25年度に改訂した国民健康保険料収納対策緊急プランに基づき、目標収納率（現年度分）
88.8％以上の確保をめざし、引き続き取り組みを進めます。具体的には、納付相談、催告強化を図
るとともに、原則化に基づき、口座振替の一層の推進及びコンビニ収納導入による納付環境の充実
を利用した納付勧奨を行い、さらには、推進員の活用及び納付案内コールセンターを継続設置して
初期滞納の防止に努めます。滞納保険料については一層の分析を行い、財産調査の拡充と滞納処
分、執行停止等も含め、効率的な滞納対策に取り組みます。

平成25年度に改訂した国民健康保険料収納対策緊急プランに基づき、きめ細かな納付相談や催告強化を
図るとともに、原則化による口座振替の推進やコンビニ収納導入による納付勧奨、推進員の業務拡大、納
付案内コールセンターによる早期の滞納対策、滞納状況に応じて財産調査等により滞納処分及び執行停止
等に取り組みました。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

部局名 こども未来部 部局長名

実績・課題等

田辺　卓次

・安心して子育てができるような子育て支援・保健サービスの充実を図るとともに地域で子育てを支えるしくみづくりを進める。
・子どもに関する相談体制、児童虐待防止対策など、子どもにやさしいまちづくりを進める。
・次代を担う子ども達が健やかでたくましく育ち、生きる力を身につけられるための子育て環境の整備や多様な保育の提供などの実現を図る。
・本市の子どもたちへの幼児教育・保育の一体的な提供と幼児期の教育・保育の質の向上を図る。
・青少年の健全な育成と青少年に関する新たな施策検討や課題への対応を進める。

部局の使命

施策実現のための部局の基本方針

・待機児童の早期解消に向け、待機児童加速化プランを活用し、私立保育所における分園の創設・分園の本
園化、認定こども園への移行による定員拡大及び既存保育所の入所枠拡大を図った。
・次世代育成支援対策推進法の法期限の延長を受けて、第2期八尾市次世代育成支援行動計画として位置づ
ける「（仮称）やお子ども計画」の策定に取り組んだ。また、子ども・子育て支援新制度の円滑な実施に向け、子
ども・子育て会議で議論しながら、「（仮称）やお子ども計画」と一体的な計画として八尾市子ども・子育て支援
事業計画の策定に取り組んだ。なお、策定にあたっては、地域別ワークショップや中高生へのグループインタ
ビューを実施するなど、本市の実情に対応した計画づくりに努めた。
・みらいねっとやフェイスブックに定期的に情報掲載を行い発信すること等により、利用者の視点に立った保
育・子育て支援サービスの提供を進めることができた。また、子どもへの相談窓口に関する情報提供を行うとと
もに、子ども自身の様々な取り組みへの参加機会の提供と意見を取り入れる場の提供に向け、子供向けウェ
ブサイトの更新に取り組み、情報提供の充実に努めた。
・子育てや虐待等に関する相談体制については、臨床心理士の正規職員２名を新たに採用、配置し、充実を
図った。
・「幼保一体化の推進について」の基本的な考え方に基づき、全体像の作成に向け教育委員会との連携のも
と、現場の意見や学識経験者の助言を反映させながら庁内検討を行った。 また、幼保小合同研修会を年３回
実施し、研修でも「就学前教育・保育実践の手引き」の活用を図るなど、幼保連携事業に取り組んだ。
・放課後児童室の拡充やこども会活動の支援などを通して、放課後等の子どもの安全な居場所の確保に努め
た。なお、.放課後子ども総合プランへの対応を含め、引き続き、子どもの安全な居場所のあり方についての検
討を進める必要がある。

・喫緊の課題である保育所待機児童を解消（保留児童の解消も含む。）するため、民間の認可保育所の創設や既存保育所の
定員拡大等の取り組みを進める。
・次世代育成支援行動計画の計画期間満了に伴い、その後継計画として（仮称）子ども計画を策定し、子ども施策の総合的な
推進に努める。
・利用者の視点に立った保育・子育て支援サービスの提供を進めるため、サービス内容の見直しや多様な媒体を活用した情
報提供を行う。
・子ども・子育て支援法に基づくサービス提供を円滑に進めるため、子ども・子育て会議での意見を踏まえながら、子ども・子
育て支援事業計画を策定し計画的に給付・事業を実施する。
・子育てや虐待等に関する相談体制の充実を図るとともに、子育てを通じて親の育ちを支えるしくみづくりを検討する。
・質の高い教育・保育の一体的な提供を進めるとともに、就学前から就学へと切れ目のない支援の提供に向け、幼保連携事
業の充実に引き続き取り組むとともに、平成24年12月にまとめた「幼保一体化の推進について」に基づき、市域全体の幼保
一体化の方向性について引き続き検討を進める。
・放課後等の子どもの安全な居場所づくりや子ども会加入率の向上の取り組みのほか、子ども・若者育成支援推進法への対
応など府下自治体における動向や、近年の青少年施策の方向性等について調査・研究を進める。
・財源の確保、効率的・効果的な事業執行に取り組む。

H27
目標値 実績見込値 めざす値

18 母子保健の増進 関連 － － － － －

（単位）
H26

・親子de絵本推進事業の実施により、コミセンを活用し子育て中の
保護者の子育て力とコミュニケーション力の強化を図るとともに、子
どもの情緒の育成、親子の居場所づくりや子育てサークル活動の
活性化を進める。
・次世代育成支援行動計画の計画期間満了に伴い、その後継計
画となる（仮称）子ども計画を策定し、子ども施策の総合的な推進
をめざす。また、計画策定に当たっては、地域と子どもの成長を視
点とした計画とするため、中学校区を基本としたワークショップを実
施する。
・子育て・教育の相談機能の強化を図るため、（仮称）子どもセン

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績・課題等

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連

核家族化が進む中、孤立しがちな在宅子育て家庭の保護者が育
児不安を解消するため、相談指導や親子教室などの実施により、
安心して子育てができる環境整備を進める。

部局における当該年度の施策展開の方針
指標名

在宅の子育て家庭の保護者が安心して子育てができるよ
う相談指導や親子教室などを実施した。

・親子de絵本推進事業の実施により、コミセンを活用し子育て中
の保護者に対して、絵本の読み聞かせやおもちゃでの遊びを通
じて、子育てに関する相談やアドバイスを行うなど、保育士だけ
でなく保健師との連携を図りながら子育て家庭の支援を行っ
た。
・次世代育成支援対策推進法の法期限の延長を受けて、第2期
八尾市次世代育成支援行動計画として位置づける「（仮称）や
お子ども計画」の策定に取り組んだ。なお、策定にあたっては、
地域別ワークショップや中高生へのグループインタビューを実
施するなど、本市の実情に対応した計画づくりに努めた。
・（仮称）子どもセンターの整備に向けた基本構想の策定に向

19
地域での子育て支援と児
童虐待防止の取り組み

● 主管 児童虐待の相談件数 件 435 400 450

子育て 教育の相談機能の強化を図るため、（仮称）子どもセン
ターの整備に向けた基本構想の策定に取り組む。
・子ども夢基金を活用し、八尾っ子元気・やる気アップ提案事業を
実施により、地域・家庭の子育て力の強化と社会全体で子育てを
する意識の醸成、子どもの自主性・自立性を高める取り組みを推
進する。さらに、こども夢基金への寄附に協力いただける市民・企
業の拡大が図れるよう、取り組み実績等のPR等に引き続き取り組
む。
・児童虐待の未然防止や早期発見、早期対応を図るため、児童虐
待防止マニュアルを改訂し、関係機関との連携強化に取り組むとと
もに、主任児童委員を中心に地域の役員等向けの概要版をコミュ
ニティセンターに配架すること等により、児童虐待防止への関心を
高め、地域で子どもを見守る体制づくりにつなげる。
・初めて育児を経験する家庭や育児に不安を抱える家庭等が、安
心して子育てができるように、つどいの広場事業の子育て相談体
制の強化を行うとともに、子育てアドバイザーの研修の拡充を行
い、資質の向上に努め、地域で親と子を支える支援の充実に取り
組む。

・（仮称）子どもセンタ の整備に向けた基本構想の策定に向
け、子どもや子育てを総合的に支援する拠点として必要な機能
についての課題整理を行った。
・子ども夢基金を活用し、八尾っ子元気・やる気アップ提案事業
を実施し、地域・家庭の子育て力の強化と社会全体で子育てを
する意識の醸成、子どもの自主性・自立性を高める取り組みを
推進した。また、こども夢基金への寄附に協力いただけるよう市
民・企業への取り組み実績等のPR等に取り組んだ。
・ 児童虐待の未然防止や早期発見と対応、その後の相談支援
について、関係機関との連携において継続して取り組んだ。ま
た、地域において子どもを見守る体制を推進するため、児童虐
待防止マニュアルを改訂、その地域向け概要版を新たに作成
し、民生委員児童委員及び主任児童委員への配付や各コミュ
ニティセンターへの配架を行った。
・つどいの広場事業では、各広場に月１回栄養士等を派遣し、
相談体制の強化を行うとともに、子育てアドバイザーの研修を、
研修専門の事業者に委託して行うなど、拡充して実施したこと
により、資質の向上が図れ、地域で親と子を支える支援の充実
に取り組むことができた。
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目標値　 実績見込値 めざす値

20 保育サービスの充実 ● 主管 保育所待機児童数 人 0 48 0

（単位）
施策
No.

担当施策
指標名

重点
主管

    関連

・次世代育成支援後期計画に基づき、保育所定員拡大による待機
児童解消への取り組みを進める。
・「幼保一体化の推進について」の基本的な考え方に基づき、公立
の就学前施設のあり方について検討を進めつつ、質の高い幼児教
育・保育の一体的な提供に取り組む。
・子ども・子育て支援新制度の実施に向け、市民・事業者への説明
会の開催による周知、基準等の制定をはじめ準備事務に取り組む
とともに、子ども・子育て給付及び地域子ども・子育て支援事業に
係る整備事業量や整備方策に い 子ども子育 会議の意見を

部局における当該年度の施策展開の方針

・待機児童の解消に向け、平成26年度中に193人の既存
保育所の定員増と、267人の既存保育所の入所枠の拡大
をあわせて460人の拡大を行ったが、待機児童の解消に
は至らない見込みとなっている。
・「幼保一体化の推進について」の基本的な考え方に基づ
き、全体像の作成に向け教育委員会との連携のもと、現
場の意見や学識経験者の助言を反映させながら庁内検討
を行った。 また、幼保小合同研修会を年３回実施し、研修
でも「就学前教育・保育実践の手引き」の活用を図るなど、
幼保連携事業に取り組んだ。
・子ども・子育て支援新制度の円滑な実施に向け、市民へ
の説明会を開催するとともに、就学前児童のいるすべての

H26 実績・課題等

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

21 幼児教育の充実 ● 関連 － － － － －

・「幼保一体化の推進について」の基本的な考え方に基づ
き、全体像の作成に向け教育委員会との連携のもと、現
場の意見や学識経験者の助言を反映させながら庁内検討
を行った。 また、幼保小合同研修会を年３回実施し、研修
でも「就学前教育・保育実践の手引き」の活用を図るなど、
幼保連携事業に取り組んだ。
・子ども・子育て支援新制度の円滑な実施に向け、市民へ
の説明会を開催するとともに 就学前児童のいるすべての

係る整備事業量や整備方策について子ども子育て会議の意見を
聴取しながら子ども・子育て支援事業計画を策定する。
・多様化する保育ニーズに応えられるよう、一時預かり、特定保育
及び一時保育並びに簡易保育施設の紹介等、保育を希望する保
護者に対して各種保育サービスのコーディネートを行う。
・待機児童の柔軟な対応と育児休業明けの保育の対応として、簡
易保育施設の拡充を図る。

・「幼保一体化の推進について」の基本的な考え方に基づき、公立
の就学前施設のあり方について検討を進めつつ、質の高い幼児教
育・保育の一体的な提供に取り組む。
・小・幼・保合同研修の実施や教育・保育実践の手引きを活用した
活動内容の研究等により、幼保連携をより一層進め、子どもたちが
健やかに育つ幼児教育環境の充実を図る。
・子ども・子育て新制度の実施に向け 市民・私立幼稚園への説明

の説明会を開催するとともに、就学前児童のいるすべての
世帯に制度概要についてのパンフレットを送付するなどき
め細かな制度周知に努めた。また、子ども・子育て会議で
議論しながら、基準等の制定を行ったほか、子ども・子育
て給付及び地域子ども・子育て支援事業に係る整備事業
量や整備方策について検討し、「（仮称）やお子ども計画」
と一体となった計画として、子ども・子育て支援事業計画の
策定に取り組んだ。
・簡易保育施設については、子ども・子育て会議における
検討内容を踏まえ、原則、認可施設にて保育を提供するこ
ととするため拡充はしていない。

22
次代を担う青少年の健全
育成

● 主管 放課後児童室待機児童数 人 14 15 0

平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

の説明会を開催するとともに、就学前児童のいるすべての
世帯に制度概要についてのパンフレットを送付するなどき
め細かな制度周知に努めた。

・放課後児童室については曙川東地区･南高安地区にお
いてクラブの新設を図った。また、全地区において長期休
業中及び土曜日の開設時間を延長し、子どもの居場所づ
くりを推進した。
・地区住民懇談会の開催や「こども１１０番の家」への協力
の働きかけ等により、青少年の健全育成や子どもの安全
確保の取り組みが進んだ。
・こども会設置促進に向けて、青少年育成連絡協議会と連
携し、こども会のＰＲやこども会活動の支援を行った。

・子どもの安全安心な放課後の居場所づくりのために、曙川東地
区・南高安地区の放課後児童室の拡充を進める。また、放課後児
童室の開設時間の延長及び児童室における子どもたちの学習環
境の充実を図る。
・子どもにスポーツ・文化活動の機会を提供するとともに、青少年ボ
ランティアの養成や啓発活動を行うなど、青少年の健全育成や安
全確保の取り組みを進める。
・こども会の加入率向上に向け、青少年育成連絡協議会等と連携
しつつ、子ども会設置促進事業を実施するとともに、すくすく子ども
地域活動支援事業の見直しを行う。

子ども 子育て新制度の実施に向け、市民 私立幼稚園への説明
会の開催による周知等に取り組む。

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

19 八尾子ども計画策定事業

19
（仮称）子どもセンター基
本構想策定事業

19 児童虐待対策事業

19 親子de絵本推進事業

待機児童解消加速化プラ
国の「待機児童解消加速化プラン」に基づき安心こども基金を活用し、認可外保育施設の認可化に
向け、認可化移行可能性調査を実施するとともに、調査において認可化の可能性を有すると判断し

2,500

15,277

八尾市次世代育成支援行動計画（後期計画）の計画期間の終了に伴い、その後における子ども施
策を総合的かつ計画的に推進するため、子ども施策に係る計画を策定する。また、地域ワーク
ショップを開催し、子どもの育ちと地域ぐるみの子育てに着目した施策推進について検討する。

子育て・教育の相談機能等を強化し、子どもの育ちを総合的に支援するため、（仮称）子どもセン
ター整備にかかる基本構想を策定する。

児童虐待や虐待発生の恐れがある家庭の支援を行う。また、児童虐待の発生予防・早期発見・関
係機関職員の資質向上を図るために広報・啓発、研修等を実施する。

予算額（千円）

地域での子どもや子育て世代の居場所づくりや子育て支援の充実を図り、保護者の子育て力の強
化や子どもの成長を支えられるよう、コミュニティセンター（平成26年度は９ヶ所）に絵本を配架し、読
み聞かせや育児相談などの取り組みを実施する。

2,967

153 088

取り組み内容

5,299

実績・課題等

・次世代育成支援対策推進法の法期限の延長を受けて、第2期八尾市次世代育成支援行動計画として位置
づける「（仮称）やお子ども計画」の策定に取り組んだ。なお、策定にあたっては、地域別ワークショップや中高
生へのグループインタビューを実施するなど、本市の実情に対応した計画づくりに努めた。

・（仮称）子どもセンターの整備に向けた基本構想の策定に向け、子どもや子育てを総合的に支援する拠点と
して必要な機能についての課題整理を行った。

児童虐待の未然防止や早期発見と対応、その後の相談支援について、関係機関との連携において継続して
取り組んだ。また、児童虐待の発生予防・早期発見・関係機関職員の資質向上を図るための広報・啓発・研
修等を実施した。

・親子de絵本推進事業の実施により、コミセン10ヶ所を活用し子育て中の保護者に対して、絵本の読み聞か
せやおもちゃでの遊びを通じて、子育てに関する相談やアドバイスを行うなど、保育士だけでなく保健師との
連携を図りながら子育て家庭の支援を行った。

国の「待機児童解消加速化プラン」に基づき安心こども基金を活用し、認可外保育施設の認可化に向け、認
可化移行可能性調査を実施し、１ヶ所の移行促進を図った。
また 認可化可能対象とな た1施設に対し 運営補助の支援を平成28年4月の認可化に向け行う予定であ20

待機児童解消加速化プラ
ン推進事業

向け、認可化移行可能性調査を実施するとともに、調査において認可化の可能性を有すると判断し
た認可外保育施設に対して運営補助を行うなどの支援を行う。また、長時間預かり保育を実施する
私立幼稚園に対して運営補助を行うなどの支援を行うことにより、待機児童の解消に取り組む。

153,088 また、認可化可能対象となった1施設に対し、運営補助の支援を平成28年4月の認可化に向け行う予定であ
る。また、私立幼稚園については、認定こども園へ移行検討中であり、今年度は当プランに基づいた長時間
預かり保育を実施する対象施設はなかった。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

20 保育所整備計画推進事業

20
幼保連携・一体化の推進

待機児童解消のための保育所分園の本園化を図るとともに、新設・増築、または保育所老朽化に
伴う改築や大規模修繕等の促進を図る。

国の動向を注視しながら、就学前児童に質の高い幼児教育・保育の提供と待機児童の解消のため
に、市域全体の幼保一体化の方向性を検討するなど、「幼保一体化の推進について」に基づき取り
組みを進める また 幼稚園教員・保育所（園）保育士等の合同研修や「就学前教育・保育の実践3 040

予算額（千円） 取り組み内容 実績・課題等

176,904

・「幼保一体化の推進について」の基本的な考え方に基づき、全体像の作成に向け教育委員会との連携のも
と 現場の意見や学識経験者の助言を反映させながら庁内検討を行った また 幼保小合同研修会を年３回

保育所整備等による定員180名増【セシリア保育園分園の本園化（60人増）、さくら保育園（20人増）、マリア高
安保育園（10人増）、りぼん保育園（ふじ保育園分園）創設（20人増）、エブリ（キリン第二保育園分園）創設
（20人増）、とらの子保育園（龍華保育園分園）創設（30人増）、にじのこ保育園（ゆめの子保育園分園）創設
（20人増）】、認定こども園化による定員13名増【聖光幼稚園（18人増）、ゆう安中東保育園（5人増）、あい桂
保育園（10人減）】、保育環境改善に係る大規模修繕【あひる保育園、あけぼの保育園、志紀保育園、若竹保
育園】

20
（保育）

22 放課後児童室事業

22 こども会設置促進事業

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

19 全地域

組みを進める。また、幼稚園教員 保育所（園）保育士等の合同研修や「就学前教育 保育の実践
の手引き」「接続期における教育・保育実践の手引き」に基づく取り組みの推進など幼保連携事業
の充実に取り組む。

3,040

こども会活動のＰＲとして、市の広報に特集記事を掲載するとともに、ポスターやチラシを作成して全児童に配
布した。また、こども会活動の支援として、こども会ハンドブックの作成･配布配付や施設使用料の助成事業を
開始した。

・親子de絵本推進事業の実施により、コミセン10ヶ所を活用し子育て中の保護者に対して、絵本の読み聞か
せやおもちゃでの遊びを通じて 子育てに関する相談やアドバイスを行うなど 保育士だけでなく保健師との

実績・課題等

曙川東地区・南高安地区において余裕教室を改修し、クラブを新設した。また、平成２６年度の夏期休業時よ
り、全日保育日は土曜日も含め時間延長を実施した。

事業名・項目名

親子de絵本推進事

取り組み内容

地域での子どもや子育て世代の居場所づくりや子育て支援の充実を図り、保護者の子育て力の強
化や子どもの成長を支えられるよう ミ ニテ センタ （平成26年度は９ヶ所）に絵本を配架し 読

保護者が就労、疾病等のため不在となる児童を対象とする放課後児童室の待機児童の解消に向
け、曙川東地区・南高安地区においてクラブを新設するほか、保護者のニーズに応じ、小学校の長
期休業期間及び土曜日の時間延長を実施する。

こども会の加入率促進のために、こども会のない地域に対し、こども会を設立をしてもらうよう働きか
け、こども会の新設やエリア拡大を行うこども会に対して助成を行うとともに、青少年育成連絡協議
会等の地域の団体と連携しながら市域全体の加入率の向上を図る。また、こども会の指導者育成
の支援を行う。

486,260

3,862

と、現場の意見や学識経験者の助言を反映させながら庁内検討を行った。 また、幼保小合同研修会を年３回
実施し、研修でも「就学前教育・保育実践の手引き」の活用を図るなど、幼保連携事業に取り組んだ。

19 全地域

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

801015

せやおもちゃでの遊びを通じて、子育てに関する相談やアドバイスを行うなど、保育士だけでなく保健師との
連携を図りながら子育て家庭の支援を行った。

平成26年11月の医療証更新時から食事療養費を廃止した。なお、子どもを守る視点から中学校卒業までの
子どもに係る食事療養費については、子ども医療費助成制度の対象として引き続き助成している。

実績・課題等項目名

ひとり親家庭医療費助成費の入院時食事療養
費助成の廃止

取り組み内容

平成26年３月議会において条例改正が可決されたことを受け、平成26年11月の医療証更新時から
食事療養費を廃止する。なお、子どもを守る視点から中学校卒業までの子どもに係る食事療養費
については、子ども医療費助成制度の対象として引き続き助成する。

親子de絵本推進事
業

化や子どもの成長を支えられるよう、コミュニティセンター（平成26年度は９ヶ所）に絵本を配架し、読
み聞かせや育児相談などの取り組みを実施する。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

部局長名 村上　訓義

部局の使命
●市民に消費生活問題に関する知識を身につけてもらい、安心して暮らせるまちにする。
●八尾の魅力を八尾ブランドとして分かりやすく発信し、広く市内外の人々に知ってもらうことで来訪者が増え、にぎわいのあるまちにするとともに、市民が八尾の魅力を愛し、自分のまちに対する誇りや愛着を持てると感じられ
るまちにする。
●産業がまちづくりに果たす役割を広く市民に理解していただき、事業者、市民、行政などの協働により産業の発展とまちの活性化を図る。
●優れた技術を有する市内の中小企業を増やし、世界に誇る高付加価値型ものづくりの集積地としてグローバルに強みを発揮できるようにする。また、「ものづくりのまち」として市民、事業者がともに誇りを持ち、住工共存を実
現する。
●個店が魅力を活かしながら地域に根ざした商いができるとともに、地域商業が地域住民の交流の空間としてにぎわい、日々の暮らしに不可欠な買い物が身近でできるようにする。
●特産物が継続して生産できるようにするとともに、安全安心な農産物が市民の食卓給食に供されるようにする。市民に農空間の保全など、農の持つ多面的機能を理解していただくとともに、農にふれる機会・場所をつくる。ま
た、農道・農業用排水路・財産区ため池の整備を行う。
●就業者が、働きがいを感じながら、安心して働き、安定した暮らしを送ることができるよう、労働施策を展開する。
●貴重な生き物が、八尾の自然の中で生息し、市民に大切にされるまちにする。
●環境を意識した暮らしや保全活動が個人の行動や地域活動、事業者活動に取り込まれ、河川や空気をきれいな状態に保つ。
●まちを美しく清潔に保つため、美化をテーマにした市民活動や地域でのネットワークの強化が図られるとともに、生活ルールやマナーが守られ、住民や事業者が自分の住む（働く）地域の美化活動に自主的に取り組むよう促
進する。

施策実現のための部局の基本方針 実績・課題等

部局名 経済環境部

●消費者教育講座や街頭啓発、出張講座、市政だよりへの広報などを通じて消費者教育・啓発活
動を実施し消費者の自立促進を図った。また、消費生活相談事業により、被害にあった消費者の
保護及び救済を進めた。さらに商品の適正表示・適正計量を確保するため、事業者への立入検査
を行った。
●八尾市観光協会を中心に、グラフ誌『Yaomania』を発行し、Facebook等も活用した情報発信を行
い、積極的にイベント事業と連携し、観光施策を推進した。また、市内事業者を巻き込みながら、
「八尾市観光振興プラン」を策定した。また、「大坂の陣400年天下一祭」の枠組みで中河内の広域
的なウォーキングイベントを実施するなど、施策の展開方針に沿った取り組みを進めることができ
た。
◎平成26・27年度の2ヵ年で「小売業・飲食業・サービス業の状況調査」、「製造業実態調査」から見
えてきた課題である後継者問題や人材育成等について、議論を深めるとともに、次世代経営者の
人材育成に関する事業「環山楼塾」を実施した。
●「八尾ものづくりネット」の更なる充実を図るとともに、東京で開催された大規模展示商談会に出
展するなど、高い技術力をもった中小企業が集積する「ものづくりのまち」であることを広く国内外
に発信する取り組みを行い、工業集積地としての認知度と魅力を高め、工業集積の維持・発展に
資するよう努めた。また、中小企業サポートセンターの各専門分野のコーディネーターを活用し、中
小企業者のニーズに応じた各種支援を行い、企業の技術・経営の高度化を図った。
●意欲のある商業団体に対し集中支援することで、体制強化や地域の構成員としての役割の認
識の向上などを図った。また「あきんどOn-Doネット」を商業者、消費者にとって有効なものとなるよ
う機能を強化するとともに、新規に八尾市内で店舗を開業しようとする人と対象とした講座を実施
し、既存店舗とのネットワーク形成を図った。
●八尾若ごぼうをはじめ本市の特色ある農産物のＰＲ（各種イベント、農家への支援、マスコミ等へ
の情報提供）を実施し、本市産品の知名度の向上に努め、商品価値を高めるとともに、意欲ある農
業者に対する支援策強化と販路拡大に努めた。また、本市の農地バンク制度等を活用し、遊休農
地の解消を図った。さらに、有害鳥獣による農作物被害が原因で農家が耕作意欲を喪失させるこ
とのないよう、イノシシ、アライグマ等の有害鳥獣の駆除を行った。
●「第２次八尾市地域就労支援基本計画」に基づき、「八尾市無料職業紹介所」を中心に、市内事
業者の求人活動に対してきめ細かく対応し、就職面接会等を開催するなど就業支援や雇用創出
の取り組みを進めた。ハローワークの求人情報システムのオンライン提供を活用することで、就労
困難者を含む求職者に対し、より多くの情報提供を行った。
●環境行動計画に基づく施策の推進や公害発生源への監視・指導、自動車公害対策の推進等を
実施し、生活環境の保全に努めた。
●八尾をきれいにする運動推進本部による活動を通じて、地域清掃活動を支援するとともに、今
年度は新規事業として、地域の美化活動への関心を高めることを目的に、同推進本部企業連絡会
会員企業による一斉清掃キャンペーンを実施した。
●自治振興委員会を通じて路上喫煙マナー向上推進員の募集依頼を実施した。路上喫煙マナー
向上推進エリアの設置については、校区まちづくり協議会連絡会等を通じて働きかけを行い、現在
はマナー向上推進員の活動が活発な地域に対し個別で働きかけを実施している。
●市民、事業者、行政のパートナーシップのもと、市域の温室効果ガス削減のための取り組みを
進めた。市役所では、市の公共施設への太陽光発電設備の設置方針に基づき、再生可能エネル
ギーの導入促進と活用を進め、大阪府のグリーンニューディール基金の活用等により太陽光発電
設備の設置を行うとともに、屋根貸し方式を活用して設備設置事業者を決定した。また、省エネル
ギー・省資源化についても率先した取り組みを進めている。地球温暖化対策の推進については、
行政だけの取り組みでは限界があることから、今後より一層多くの市民や事業者とともに取り組み
を進めていくことが必要である。
●新たな共同処理体制として、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合を設立し、平成27年度から
の事業開始に向けて準備を進めている。今後は焼却工場に搬入されるごみの量に応じて負担金
の額が変わるため、更なるごみの減量・資源化に取り組む必要がある。また、八尾市廃棄物減量
等推進審議会からの答申を受けたことにより、地域との連携を確保しつつも新たな八尾市独自の
仕組みの構築に向けて検討を進めていく必要がある。

●消費者教育講座や街頭啓発、出張講座、市政だよりへの広報などを通じて消費者教育・啓発活動を積極的に推進して消費
者の自立促進を図る。また、消費生活相談事業により、被害にあった消費者の保護及び救済を推し進める。さらに商品の適正
表示・適正計量を確保するため、事業者への立入検査を進める。
●八尾の地域資源を「八尾の魅力」として捉え、観光情報の発信を進めていくため、八尾の魅力を満載した『Wao！Yao！八尾
の入り口』で得た成果を新たな展開につなげるとともに、一般社団法人八尾観光協会を積極的に支援・活用しながら観光施策
を推進する。また、総合的に観光施策を展開するための観光振興プランを作成するとともに、大阪府と大阪市による大阪観光
局や、近隣市町村とも積極的に連携し、広域的な取り組みを進める。
●長期的な視点に立ち、戦略性を考慮した産業政策を進めるため、産業振興会議での議論の深化を図るとともに、「小売業・
飲食業・サービス業の状況調査」、「製造業実態調査」の結果を踏まえながら、検討を進める。また、八尾商工会議所と連携
し、本市の未来の産業を担う次世代経営者の人材育成のため、「環山楼塾」を連続講座として開催する。
●高度な技術力と製品開発力を誇る企業が集積した「ものづくりのまち」の振興と発信のために、「八尾ものづくりネット」の充
実を図るとともに、首都圏など大都市で開催される展示会に出展し、工業集積地としての知名度の向上を図り、市内企業の取
引拡大を促進する。　また、引き続き、中小企業サポートセンターの各専門分野のコーディネーターを活用し、中小企業者の技
術・経営の高度化をはじめ、関係機関への紹介や情報提供、人材育成、公的支援制度の活用等の支援に取り組む。　さらに、
企業向けセミナーの実施を中心として、企業、大学、支援機関等が集まる機会を定期的に設け、産学連携及び異業種間交流
の促進に取り組み、技術・経営の高度化を図るための人材を育成する。
●意欲のある商業団体を集中支援し、地域商業の活性化を図るとともに、商業団体の体制強化につなげる。また、商業団体
自らが具体的かつ戦略的に活性化事業を展開すると共に地域の構成員としての役割を認識し、地域活動への積極的な参画
を促進する。さらに、消費者にわかりやすい情報を提供することで地域商業を活性化することを目的に設立した「あきんどOn-
Doネット」を商業者、消費者にとって有効なものとなるよう機能を強化する。
●本市の特色ある農産物のＰＲを一層強化し、本市産品の知名度を上げ、商品価値を高めるとともに、意欲ある農業者に対
する支援策強化と販路拡大に努める。また、本市の農地バンク制度や府の新規就農者支援事業を活用することで、新規就農
者の確保・育成を行い、遊休農地の解消を図る。さらに、有害鳥獣による農作物被害が原因で農家が耕作意欲を喪失させるこ
とのないよう、有害鳥獣の駆除対策を強化する。
●地域社会の活力維持のためには就労の実現が不可欠であるため、「第２次八尾市地域就労支援基本計画」に基づき、就業
支援や雇用創出の取り組みを進める。とりわけ、「八尾市無料職業紹介所」を中心に、市内事業者の求人活動に対して適宜、
就職面接会等を開催することで、よりきめ細かく企業ニーズに対応して行くとともに、ハローワークの求人情報システムのオン
ライン提供を活用しながら、就労困難者を含む求職者の志向に合わせた就労の実現を図る。
●「八尾市環境総合計画」に基づく施策について、「八尾市環境行動計画」に沿って、引き続き実行する。また、公害などの未
然防止を図るため、生活環境の状況を監視し、工場･事業場などの公害発生源に対して、規制･啓発活動などを実施する。
●環境美化活動を活発化させるとともに、環境美化に関する理解を深めるため、自主的な地域清掃活動を支援し、企業との
連携を深めることにより、市域全体での美化活動につながる活動を強化する。とりわけ、路上喫煙対策については、条例で禁
止行為としている市内全域での歩きたばこや自転車等に乗りながらの喫煙者をなくすことを目標に、すべての小学校区におい
て路上喫煙マナー向上推進員の活動を展開できるようにするため、各種団体への働きかけを強化する。また、「校区まちづくり
協議会」を実施主体に、モデル的な「路上喫煙マナー向上推進エリア」の設置を進める。
●市民、事業者、行政のパートナーシップのもと、市域の温室効果ガス削減のための取り組みを進める。また、再生可能エネ
ルギーの導入促進と活用を図り、より多くの市民が再生可能エネルギーの効果を身近に感じられるよう、市の公共施設への太
陽光発電設備の設置を進める。あわせて、公共施設を中心に省エネ設備の導入などの省エネルギー・省資源化への取り組み
についても率先して実行する。
●本市の廃棄物行政の根幹となるごみの焼却処理について、新たな共同処理体制として一部事務組合（大阪市・八尾市・松
原市環境施設組合）を設立し、将来にわたる安定的・効率的な焼却処理体制を構築するとともに、先進的な環境施策の取り組
みを広域的に推進する。また、引き続き、さらなるごみの減量・資源化を進めるための方策について検討を進めるとともに、公
衆衛生の観点と利用者の視点から、環境施設の維持・
向上に取り組む。
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めざす値

目標値 実績見込値 H27

7
消費者の保護と自立を支
援する取り組み

主管
事業所への立入検査実施件
数

件 25 27              6

25 八尾の魅力発見と発信 ● 主管
八尾市ホームページアクセス
件数

件 749,000 593,706 780,000

26 自然的資源の保全 主管
市内に自然環境が多く残って
いると思う市民の割合

％ 47 51.3          47.5

32
産業政策を活かした「まち
づくり」の推進

● 主管
まちづくりにおいて産業振興が
重要と考える市民の割合

％            58 47            60

33
世界に誇るものづくりの振
興と発信

主管
中小企業サポートセンター利
用事業者数

事業者           250 200           270

34
地域に根ざし、貢献する
商業の育成と振興

主管
活性化ビジョン・プランを策定
している商業団体数

団体              4 2              5

35
味力をうみだす農業の振
興

主管
農地バンク制度による農地貸借
斡旋事業への登録件数

件              5 5              5

36 就業支援と雇用創出 ● 主管
地域就労支援センターにおけ
る相談者の雇用達成の割合

％            33 30            35

43 快適な生活環境づくり 主管
環境保全行動を実施している
市民の割合

％            38 19.1            40

平成26年度目標値には達成していないものの、昨年度実
績値より5％程度改善している。今後、産業振興会議での
提言内容について、適時施策実現を行うとともに、顕彰企
業に関する情報発信を含めた広報機会を活用し、市民理
解の促進を図っていく。

主管

    関連
H26

半数の人が何らかの行動をおこしていることを目標とする。

自然環境に対する市民意識の向上をめざす。

緩やかな雇用環境の改善により、相談者全体の中で就
労困難者の占める割合が高くなり、雇用達成の割合は減
少傾向となっている。そのため、地域就労支援センターに
おいて、相談者に対し、さらにきめ細かい就労支援を実
施していく。

遊休農地を解消することにより、農地及び環境の保全をめざす。

計画的に活性化事業に取り組む商業団体数が増加している状態
をめざす。

八尾市（中小企業サポートセンター）が市内中小企業の技術・経
営の高度化を支援している状況をめざす。

市民の７割がまちづくりにおける産業振興の重要性を理解してい
ることをめざす。

農地バンク制度を活用し、農地の貸し手と借り手のマッチ
ングを図り、遊休農地の解消に努めた。

商業まちづくり推進事業において、意欲ある商業団体の
掘り起こしを行い、商業団体自らが活性化事業を計画的
に、また戦略的に事業推進していけるよう、八尾市地域
商業化活性化アドバイザー活用するなど、人的支援を
行った。今年度も意欲ある商業団体の掘り起こしを行った
が、商業団体内部の課題整理で留まったこともあり、目標
を達成することができなかった。
今後も商業団体が自らの力で活動を推進していけるよ
う、きめ細かい支援を行っていく。

中小企業サポートセンターの各専門分野のコーディネー
ターを活用し、中小企業者のニーズに応じた各種支援を
行った。今年度は国の緊急経済対策に関する補助金の
申請支援に力を入れており、企業と面談を重ねて申請内
容のブラッシュアップを行ったため、１つの企業に対応す
る回数が増えた分、支援した全体の事業者数が伸びな
かった。

センターにおける就労相談が効果的に雇用につながっていること
をめざす。

・環境行動計画に基づく施策の推進や公害発生源への
監視・指導等を実施し、生活環境の保全に努めた。
・指標の市民意識調査の目標値を実績評価が下回って
いるのは、東日本大震災以前まではマスコミ等で地球温
暖化の問題等、地球環境問題が大きく取り上げられてい
たが、震災を契機にエネルギー問題や防災の問題がピッ
クアップされていることが低下の大きな要因と考えてい
る。しかし、地球環境問題は今後、世界全体に深刻な影
響を及ぼす問題であり、自治体としても後退することなく
施策を進めていく必要がある。このため、市民、NPO、事
業者、教育機関等との連携により、市民啓発活動等を一
層進めていく必要がある。

環境アニメイティッドやおが中心となって里山保全活動を
実施した。今後も新規の参加者を募りながら、継続した活
動を展開していく。

八尾の地域資源を「八尾の魅力」として捉え、観光情報の発信を
進めていくため、八尾の魅力を満載した『Wao!Yao!八尾の入り口』
で得た成果を新たな展開につなげるとともに、一般社団法人八尾
市観光協会を積極的に支援・活用しながら観光施策を推進してい
く。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

実績・課題等
施策
No.

立入検査実施件数が増加している状況をめざす。

部局における当該年度の施策展開の方針
(施策展開の基本方針は基本的に中期と同様であるため、当該項

目では指標に沿った目標・方針を記載)

事業所への立入検査について、目標を上回る件数の立
入検査を実施した。

　一般社団法人八尾市観光協会におけるホームページ
が充実することにより、同ホームページへのアクセスが増
え、本市ホームページへのアクセスが分散、減少傾向に
あることから、次年度は「八尾市観光振興プラン」に基づ
き、指標を検討する必要がある。

指標名 （単位）
担当施策 重点
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めざす値

目標値 実績見込値 H27

44 きれいなまち八尾の実現 ● 主管

居住する地区をより住みやす
い環境にするためにどうしたら
いいか考えたことがある市民
の割合

％            46 32.4            48

45 地球温暖化対策の推進 主管 市域の温室効果ガス排出量
万t-
CO2

          126
146

（H23）
          123

46 資源循環への取り組み ● 主管 １人１日当たりのごみ排出量 （g/日） 780 793 760

平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

7
自立する消費者の育成事
業

7
製品表示及び商品量目等
に関する立入検査

25 観光活動支援育成事業

25 八尾の魅力発信事業

32 産業政策検討事業

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連

部局における当該年度の施策展開の方針
(施策展開の基本方針は基本的に中期と同様であるため、当該項
目では指標に沿った目標・方針を記載)

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

実績・課題等
指標名 （単位）

H26

八尾の魅力を伝えるために、観光グラフ誌『Yaomania』の発行を始め、工夫した情報発信を行うと
ともに、一般社団法人八尾市観光協会を積極的に支援・活用しながら、観光施策を推進する。併
せて総合的に観光施策を展開するための観光振興プランを策定するとともに、大阪府と大阪市に
よる大阪観光局や、近隣市町村とも積極的に連携し、広域的な取り組みを進める。
また、八尾の魅力ボランティア養成講座を実施し、関連団体と連携を深める。

７月及び12月に商品量目試買調査を実施する。
10月にJAS法による店舗巡回点検を実施する。
３月に家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油
ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査を実施する。

予算額（千円）

4,597

4,755

41,792

50

761

発生抑制（リデュース）の観点より、ごみの排出量が減っている状
況をめざす。

温室効果ガス排出量を減らす。

産業振興会議において、工業振興部会と商業振興部会の検討部会を設置し、各調査結果を踏まえながら
今後の産業振興について計６回の部会を開き、検討を行っている。また、八尾商工会議所との連携事業と
して「環山楼塾」を開催し、２１名の参加者のうち１９名の受講修了者を創出した。

６割以上の人が環境を意識するようになることをめざす。

・八尾をきれいにする運動推進本部による活動を通じて、
地域清掃活動を支援するとともに、今年度は新規事業と
して、地域の美化活動への関心を高めることを目的に、
同推進本部企業連絡会会員企業による一斉清掃キャン
ペーンを実施した。
・自治振興委員会を通じて路上喫煙マナー向上推進員の
募集依頼を実施した。路上喫煙マナー向上推進エリアの
設置については、校区まちづくり協議会連絡会等を通じ
て働きかけを行い、現在はマナー向上推進員の活動が
活発な地域に対し個別で働きかけを実施している。
・指標については、きれいなまち八尾の実現に向けた施
策の指標として設定しているが、住みやすい環境という言
葉のとらえ方が多様なため、実績に傾向が反映されにく
い状況となっている。八尾に暮らす人たちが住みやすい
「きれいなまち八尾」を実現するためには、市民一人ひと
りが居住する地域に関心を持って考えることが大切であ
ることから、市民や地域団体、事業者と連携しながら、施
策の推進を図っていきたい。

前年度より減量したものの目標値には到達していない。
今後もごみの減量・資源化への啓発を行っていく必要が
ある。

・市役所では、市の公共施設への太陽光発電設備の設
置方針に基づき、再生可能エネルギーの導入促進と活用
を進め、大阪府のグリーンニューディール基金の活用等
により太陽光発電設備の設置を行うとともに、屋根貸し方
式を活用して設備設置事業者を決定した。また、省エネ
ルギー・省資源化についても率先した取り組みを進めて
いる。地球温暖化対策の推進については、行政だけの取
り組みでは限界があることから、今後より一層多くの市民
や事業者とともに取り組みを進めていくことが必要であ
る。
・指標の実績では温室効果ガス排出量は目標値をこえる
ことが予想されるが、市域全体としてのエネルギー消費
量は年々低下していることから、省エネ、節電等の意識
は広がっており、温室効果ガスの排出の多い火力発電の
割合が高くなっていることが、大きな要因であると考えて
いる。

取り組み内容

５月、７月、９月の消費者教育講座及び８月の消費者大会の実施する。
また、市政だよりへの事例記事の掲載や出張講座の開催、街頭啓発活動、コミュニティＦＭ放送な
どの手法を活用し、消費者教育の推進を図る。

実績・課題等

５月、７月、９月に消費者教育講座及び８月に消費者大会を実施した。
また、市政だよりへの事例記事の掲載や出張講座の開催、街頭啓発活動、コミュニティＦＭ放送などの手
法を活用し、消費者教育の推進を図った。

「八尾市中小企業地域経済振興基本条例」の理念実現のため、産業振興会議からの提言を踏ま
えた産業振興施策の展開を図る。
八尾商工会議所と連携し、次世代人材育成事業（若手経営者・後継者の育成）として連続講座「環
山楼塾」を実施する。

河内音頭等の地域資源を活用し、観光協会や商工会議所とも連携を深め、新たな八尾の魅力を
引き出すとともに、公共交通機関など民間企業や業者を巻き込んだ魅力あるまち歩きを企画する
など取り組みを進める。

　（一社）八尾市観光協会を中心に、グラフ誌『Yaomania』の発行や、Facebook等を活用した情報発信等、
積極的な観光施策を推進した。
　また、大坂の陣400年天下一祭に関連した広域的なウォーキングイベント（2/15、2/22）では、両日で
3,000人近い参加者を集め、大きな成果を得た。
　「八尾市観光振興プラン」の策定にあたっては、（一社）八尾市観光協会を中心に、ボランティアガイドや
市内事業者、施設関係者等多様な人材と協働して行った。

７月及び12月に商品量目試買調査を実施した。
７月・10月・３月にJAS法による店舗巡回点検を実施した。
３月に家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの
保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査を実施した。

　八尾市魅力創造戦略アドバイザーや公共交通機関も含めて意見を伺い「八尾市観光振興プラン」を策
定し、新たに八尾の魅力を引き出す環境作りを行った。その中で、まち歩きを中心として、八尾のまちを楽
しむプログラムを「八尾探（やおたん）」と名付け、（一社）八尾市観光協会を中心に、市民、事業者、NPO
等と行政がより一層連携し、まちの活性化につなげる取り組みを検討した。平成27年3月末にはモニター
ツアーを実施する。
　今後、この「八尾探（やおたん）」がより多くの人に楽しんで頂けるプログラムに育つよう、（一社）八尾市
観光協会を支援しながら取り組みを進める必要がある。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

33
中小企業サポートセン
ター事業

34
商業団体活性化促進事
業

34 商業まちづくり推進事業

35
食育を考える農業体験事
業

35
遊休農地の解消対策事
業

36 無料職業紹介事業

43
環境の監視及び発生源の
監視・指導啓発

44 路上喫煙対策事業

45
 チャレンジ８０（やお）市域
推進事業

45
 チャレンジ８０（やお）率先
取組事業

46
一般廃棄物の処理に係る
広域連携事業

46
一般廃棄物処理基本計
画（ごみ編）推進事業
（家庭ごみの有料化）

46
リサイクルセンター管理運
営事業

46 斎場の管理運営

予算額（千円） 取り組み内容 実績・課題等

八尾市無料職業紹介所において、市内事業者の求人活動に対して、就職面接会等を開催するこ
とで企業ニーズによりきめ細かく対応するとともに、ハローワーク求人情報のオンライン提供等を
積極的に活用し、就労困難者を含む求職者の志向に合わせた職業紹介を行い、就労の実現を促
進していく。

環境悪化の防止を図るため、公害関係法令に基づき、市域の大気・水質環境、騒音状況を継続して測定・
監視を行った。ＰＭ２．５対策については、対応方針に基づき、測定・監視を行った。
また、公害の未然防止を図るため、工場・事業場に対して発生源の規制・監視・指導・実態調査・啓発活動
等を実施した。

八尾市無料職業紹介所において、大阪府や柏原市、他機関とも連携し、年間6回の就職面接会や会社説
明会を開催し、市内事業者の求人ニーズに対して、きめ細かく対応した。また、ハローワーク求人情報の
オンライン提供を活用することで、就労困難者を含む求職者に対し、より多くの情報提供を行った。

貸借可能な農地を登録し、必要とする農家等に斡旋・貸し付けを行う農地バンク制度を実施する。
市民農園を自主的に開設する農業者に対し、開設方法や運営方法の指導や参加者募集の支援
など、開設支援体制を整備する。
コスモス畑を創出し市民に鑑賞してもらうことを目的としたフラワーファーム整備事業を行う。

41,303

7,265

376

400

地域商業活性化アドバイザー制度を有効に活用し、活性化ビジョンやプランの策定を希望する商
業団体に対する支援を行い、商業団体が自ら策定した活性化ビジョン、プランに基づき行う事業等
を支援する。
また、国や府の制度活用に対する支援を行う。

中小企業者の様々なニーズに応えるため、専門分野のコーディネーターを配置し、「現場第一主
義」で中小企業の課題解決や、国や府の制度活用に対する支援を行う。また、インキュベーション
施設を起業予定者や新分野への展開をめざす事業者等に貸し出すことにより、創業支援を行う。

八尾市地域商業活性化事業補助金制度や八尾市商業共同施設設置補助金制度の活用、併せて、国の
「地域商店街活性化事業」や「地域商業自立促進事業」を活用し、８団体において、まちゼミなどの事業の
実施や住民の交流スペースの整備など、活性化活動の支援を行った。

中小企業者のさまざまなニーズに応えるため、専門分野のコーディネーターを配置し、技術課題等に関す
る相談・助言や公的支援機関への橋渡し、人材確保・育成支援、販路開拓支援、産学官の連携、国の緊
急経済対策に関する補助金申請のサポート、インキュベートルーム入居者に対する創業支援などを行っ
た。
平成26年度の相談等対応件数延べ1,051件(平成27年2月末現在実績)。

市内の児童、園児を対象に、ＪＡ等の関係機関・農業者と協力して野菜の販売・収穫の機会を設
け、参加者に農業への親しみを持ってもらうとともに、収穫の喜びや地産地消の理念に基づく食の
大切さを感じてもらうことを目的として、農業体験事業を実施する。

農地バンク制度を活用し、農地の貸し手と借り手のマッチングを図り、遊休農地の解消に努めた。
市内の４か所の農地で遊休農地にコスモスを植えてもらうフラワーファーム整備事業を行い、市民に農に
触れる機会を提供した。

市内の一小学校、一幼稚園の児童、園児を対象に、ＪＡ等の関係機関・農業者と協力して八尾若ごぼう、
えだまめ、さつまいも、だいこん、ミニトマトなどの野菜の栽培・収穫の機会を設け、子ども達に農業への親
しみを持ってもらうとともに、収穫の喜びや地産地消の理念に基づく食の大切さを感じてもらうことを目的と
して、農業体験事業を実施した。

ごみ焼却処理について、大阪府ごみ処理広域化計画における大阪ブロックである大阪市、八尾
市、松原市の３市で一部事務組合を設立し、広域処理体制を構築する。

一事業者として平成22年度に策定した八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の推進を
行うとともに、市の公共施設における太陽光発電設備の設置を進めるなど、再生可能エネルギー
の導入促進と活用を図り、地球温暖化対策に率先して取り組む。また、エネルギーの使用の合理
化に関する法律の中長期計画および大阪府温暖化の防止等に関する条例の削減計画に基づ
き、省エネ改修を含めた活動を推進するとともに省エネ対策を推進する。

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合を設立し、平成27年度からの事業開始に向けて準備を進めてい
る。今後は、ごみの搬入量に応じて負担金の額が変わるため、更なるごみの減量・資源化が必要になる。

八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の推進を行うとともに、エネルギーの使用の合理化に関
する法律の中長期計画および大阪府温暖化の防止等に関する条例の削減計画に基づき、省エネ改修を
含めた活動を推進するとともに省エネ対策を推進した。
特に公共施設の太陽光発電設備の設置については、公共施設への太陽光発電設備の設置方針に基づ
き、再生可能エネルギーの導入促進と活用を進め、大阪府のグリーンニューディール基金の活用等により
太陽光発電設備の設置を行うとともに、屋根貸し方式を活用して設備設置事業者を決定した。
今後も、市役所として率先して地球温暖化対策を進めるとともに省エネルギー活動の取り組みを進めてい
く必要がある。

「地球温暖化対策実行計画チャレンジ８０（やお）」にもとづき、これまで実施をしてきたリーディング
プロジェクトの取組成果を検証し、さらに発展させることで、中期目標の達成に向け、市民、事業
者、行政のパートナーシップにより推進していく。特に、「チャレンジ８０（やお）中期目標計画」に位
置づける５つの方策に沿った具体的な取組として、方策１「人づくり、場づくり」について継続的に
取り組むとともに、方策４「にぎわいのあるエコまちづくり」や方策５「あらたしい仕事づくり」など、八
尾市の地域特性を生かした事業を重点的に推進していく。

条例で禁止行為としている市内全域での歩きたばこや自転車等に乗りながらの喫煙者をなくすこ
とを目標に、すべての小学校区において路上喫煙マナー向上推進員の活動を展開できるようにす
るため、各種団体への働きかけを強化していく。また、校区まちづくり協議会を実施主体に、モデ
ル的な「路上喫煙マナー向上推進エリア」の設置を進める。

八尾市地球温暖化対策実行計画（チャレンジ８０）やチャレンジ８０中期目標達成計画に基づき、様々な啓
発活動を実施するとともに、地球温暖化対策推進運営会議の開催など、市民・事業者・行政のパートナー
シップによる取り組みを進めた。
今後も、国におけるエネルギー政策の方向性や社会的環境の変化を踏まえ、地球温暖化対策を進めてい
く必要がある。

自治振興委員会を通じて路上喫煙マナー向上推進員の募集依頼を実施した。路上喫煙マナー向上推進
エリアの設置については、校区まちづくり協議会連絡会等を通じて働きかけを行い、現在はマナー向上推
進員の活動が活発な地域に対し個別で働きかけを実施している。また、主要駅等での路上喫煙啓発指導
員の指導啓発時間を喫煙者の多い早朝からに変更した。

2,890

7,498

34,480

商業まちづくりに対する理解を促進し、商業以外の分野や各地域コミュニティとの連携による「まち
づくり活動」の展開や、庁内連携による「商業まちづくり」の推進を図る。また商業者、市民に積極
的な活動の展開を働きかけていく。
市が取り組み課題（テーマ）を設定し、商業まちづくり推進事業（委託事業）を実施する。

平成25年度に採択した１団体と平成26年度に新規に採択した１団体において、「産学連携事業」、「消費
者体験型イベント」を実施した。また各団体における企画や実施計画の作成にかかり、八尾市地域商業活
性化アドバイザーを派遣し、商業団体の体力強化などの支援を行った。平成26年度の派遣回数５回（平成
27年2月末現在）

4584

10724

斎場周辺３交差点付近の計５ヶ所に案内標識として設置予定であったが、詳細調査の過程で支障が判明
したことから結果的に内１ヶ所のみ設置可能となり設置完了した。他の箇所については代替策として電柱
等計９カ所に巻付け看板もしくは突出し看板を設置した。

通常のリサイクルセンター管理運営の他、施設の安全確保に関する環境向上を図るため、防火設
備の増設や車両通路の改善等の対策を講じる。

更なるごみの発生・排出抑制に向け、指定袋のあり方について本市におけるこれまでの取り組み
等を踏まえながら、八尾市廃棄物減量等推進審議会において引き続き慎重に議論を行う。

複雑ごみピットの小火の監視機能及び消火機能を備える設備を設置し防火対策の強化を行った。また、
搬出入車両の場内事故防止対策として一部車路の拡幅を行った。

ごみの減量・資源化の観点と併せて、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合の設立の状況も踏まえなが
ら、慎重に議論を行っていただき、答申を受けた。今後は、地域との連携を確保しつつも新たな八尾市独
自の仕組みの構築に向けて慎重に検討を進めていく必要がある。

環境悪化の防止を図るため、公害関係法令に基づき、市域の大気・水質環境、騒音状況を継続し
て測定・監視を行い、公害の未然防止を図るため工場・事業場に対して発生源の規制・監視・指
導・実態調査・啓発活動等を実施する。特にＰＭ２．５対策については、継続して測定・監視体制を
実施していくとともに、高濃度時については、速やかに注意喚起を周知していく。

853,960

847

341,395

10,154

通常の斎場管理運営の他、施設利用者の利便性向上のため、付近主要道路上に施設案内看板
を設置する。

130,595
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

46
合特法の趣旨に基づく合
理化の検討

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

33 全地域

34
用和小学校区・安中小学
校区

44 全地域

44 全地域

46 全地域

46 全地域

46 全地域

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

806004

807010

101002

101003

予算額（千円） 取り組み内容 実績・課題等

市内全域の小中学校でのペットボトルの収集は実施している。教育委員会との連携会議以外にも、校長
会での土曜スクールも含めた環境教育のメニューの説明を実施した。地域でのイベントにも６ヶ所に参加
した。
今後は、環境教育を実施した各学校の先生に対するニーズ把握を強化し、環境啓発教育事業の改革にも
取り組み必要がある。

八尾市介護保険事業者連絡協議会居宅介護支援事業者部会との連携、及び、民生委員児童委員協議
会の各地区委員会での制度説明と連携協力の依頼を実施した。今後は、要配慮者支援制度の取り組み
に対して、連携方法に関する協議を進める必要がある。

公社組織の縮小と市直営化に向けた取り組みとして、平成27年4月より公共下水道整備区域におけるし
尿汲取り困難世帯への汲取り業務を市の直営実施とした上で下水道への切替普及促進を行うこととし、
併せて必要人員確保のため公社職員を対象に市職員採用試験を実施した。
放置自転車撤収業務については、上記調整が優先となったことから平成26年度中の廃止とはならなかっ
たが、平成27年度中の廃止に向けて引き続き取り組みを進める。

家庭ごみの有料制の導入について、八尾市廃棄物減量等推進審議会において慎重に議論を行っていた
だき、答申を受けた。今後は地域との連携を確保しつつも新たな八尾市独自の仕組みの構築に向けて、
慎重に検討を進めていく必要がある。

自治振興委員会を通じて路上喫煙マナー向上推進員の募集依頼を実施した。路上喫煙マナー向上推進
エリアの設置については、校区まちづくり協議会連絡会等を通じて働きかけを行い、現在はマナー向上推
進員の活動が活発な地域に対し個別で働きかけを実施している。

用和小学校区において、「出来ることから取り組む」を念頭に、商業団体がのイベントや取り組み地域へ配
信した。また地域商業者として災害時に出来ることを学ぶため、八尾市地域安全課の協力のもと、防災講
習会を実施した。
山本南、刑部小学校区において、地域住民を対象としたイベントを通して、地域住民や小学校と連携し、
効果的な事業を推進した。
また安中小学校区において、商業団体の資金の不足より、平成25年度実施したイベントが実施できなかっ
たことから、地域とのつながり構築を進めることが出来なかった。
今後も意欲ある商業団体の掘り起こしを進めていく必要がある。

各地区において、ごみ減量推進員との意見交換会を開催し、地域におけるごみの問題や家庭における指
定袋に対する考えを共有することができた。今後は行政と地域の協働により、ごみに対する問題に取り組
み、連携の強化に努めていく必要がある。また、メールマガジン等、情報提供の手段については他市の事
例を参考にしながら、引き続き検討を進めていく。また、八尾市廃棄物減量等推進審議会からの答申を受
けたことにより、地域との連携を確保しつつ新たな八尾市独自の仕組みの構築に向けて検討を進めていく
必要がある。

環境教育の充実

ふれあい収集の拡大

公益財団法人八尾市清協公社

受益と負担の公平性の確保
（家庭ごみの市民負担のあり方についての検討）

環境教育の更なる推進の一環として、ペットボトル拠点回収校の増加を図る。また、教育委員会と
の連携により、より教育現場のニーズにあったプログラムとなる様、内容の充実に取り組む。ま
た、校区まちづくり協議会が主催する地域でのイベントに積極的に参加し、地域への環境啓発に
取り組む。

高齢者施策等との連携により、小学校区ごとにおける高齢者独居世帯及びそのごみ排出状況の
把握を行い、見守りネットワークの充実に寄与する。介護保険事業者連絡協議会の居宅介護支
援事業者部会（ケアマネ部会）等との連携により、実態に応じて地域における要支援者へのふれ
あい収集の拡大を図っていくとともに、要援護者支援制度との連携を検討する。

将来的なし尿汲み取り件数の減少かつ収集困難区域の点在化を踏まえ、効率的なし尿収集体制
の構築を図るべく段階的な委託業務の縮小化と公社組織の終息に向けた取り組みを進める。
平成25年度中に廃止予定であったが引き続き実施している放置自転車撤収業務について平成26
年度中に廃止を行う。

家庭ごみの有料化のあり方について、引き続き八尾市廃棄物減量等推進審議会において引き続
いて慎重に議論を行う。

庁内関係部署との協議等を継続的に実施した。合特法の趣旨に基づく代替業務について平成27年度中
に一部実施できるよう引き続き調整を図る必要がある。

項目名 取り組み内容 実績・課題等

ごみ減量推進員との連携強化を図るため、減量、資源化等の取り組みについての情報発信、また
緊急時における情報提供の手段として、メールマガジン等の活用について検討を進める。

散乱ごみや不法屋外広告物のない快適で美しいまちづくりを推進するため、「八尾をきれいにする
運動推進本部」を中心に、市民や事業者と協力し、啓発・実践活動を行う。

一般廃棄物処理基本
計画（ごみ編）推進事
業
（ごみ減量推進員との
連携）

環境美化活動推進
事業

条例で禁止行為としている市内全域での歩きたばこや自転車等に乗りながらの喫煙者をなくすこ
とを目標に、すべての小学校区において路上喫煙マナー向上推進員の活動を展開できるようにす
るため、各種団体への働きかけを強化する。また、校区まちづくり協議会を実施主体に、モデル的
な「路上喫煙マナー向上推進エリア」の設置を進める。

・用和小学校区において、商業まちづくり推進事業における地域商業活性化アドバイザーの有効
活用により、商業振興とまちづくり活動を一体的に推進することができるよう、商業団体の理解と
認識の深化に努める。
・安中小学校区において、商業団体活性化促進事業を活用し、商業団体が自ら企画・実施する事
業等への支援を行う中で、地域とのつながり構築の推進を図る。
・さらに、他地域においても、地域商業団体が地域とのつながりを目指した取り組みを支援するた
め、勉強会や情報交換会を開催する。

環境教育(啓発)の
充実

不法投棄対策事業

路上喫煙対策事業

商業まちづくり推進
事業
商業団体活性化促
進事業

実績・課題等

地域と地元企業を結びつけ、10月に開催された企業見学会の実施を支援した。今後も校区まちづくり協議
会と連携しながら地域と地元企業とのつながりの構築に努めていく。

クリーンキャンペーンの開催を始め、八尾をきれいにする運動推進本部の構成団体と連携した実践活動
の実施と地域環境美化活動を活発化させるため、必要な支援を行った。

校区まちづくり協議会が主催する地域でのイベントに積極的に参加し、地域への環境啓発に取り
組む。

巡回パトロール、防犯カメラの設置などによる不法投棄対策を実施する。
不法投棄の防止に向け、不法投棄対策連絡会議における関係各部署の情報共有と連携強化を
図るとともに、地域における監視体制の構築と、不法行為であることの市民意識の醸成を図る。平
成25年度に設定したモデル地区との連携により、設置効果の検証と地域への情報提供や市民意
識の向上に向けた取り組み方法についての協議を行い、地域全体での不法投棄対策に取り組
む。

６ヶ所の地域イベントへ参加し、延1,000名を超える市民の方への環境啓発活動を実施した。
今後に関しては、より啓発効果が期待できる地域でのイベントに積極的に参加するとともに、イベント企画
の情報収集等にも取り組む必要がある。

不法投棄の防止に向けた取り組みとして、監視カメラと啓発用看板を設置し、その効果の検証を行い、モ
デル地区の地区委員会に対して、検証結果の報告と合わせて意見交換を実施した。
地域の要望としては、監視カメラの増設であるが、教育委員会や地域安全課、まちづくり協議会等で設置
されている防犯カメラとの重複を避けるため、不法投棄の今後の状況等を見極めるとともに、設置基準の
策定を行っていく必要がある。

ものづくり人材育成
支援事業

事業名・項目名

住工共存のまちづくりに向け、地域での取り組みに対して連携を行うとともに、支援を行う。竹渕小
学校区において、『「工場と住まいが良好な関係である」ふれあいのあるまち』をまちづくりの目標
とされており、具体的な取り組みとして企業見学会などが検討されており、企業紹介など地域と企
業のつながりの構築に努める。

取り組み内容

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法（合特法）の趣旨に基
づく支援制度（代替業務）の実施に向けて必要な調整を継続的に実施する。

0
（当該事業項目自体で

は合理化事業経費を計
上しないため）
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

部局長名 松本　吉朗

・管理不良な状態にある空き家等に対し、地域、関係団体、関連部局等と連携を取りながら、適切な措置を行うことにより、市民の健康で快適な生活環境の保全と安全で安心な生活の実現に努めます。
・既存民間建築物の耐震化を促進し、地震時の被害を軽減することにより、安心して暮らせる住まいづくりを進めます。
・地域の実情に応じた土地利用がされ、機能的な都市基盤が形成された暮らしやすいまちづくりをめざします。
・交通事故のない安全で安心な社会をめざすとともに、来訪者を含めて誰もが移動しやすいまちをめざします。
・市内の各都市核の整備と連携を推進し、八尾市の都市機能を充実させることで、市民の生活圏における安全性、利便性及びまちの賑わいの向上を図ります。
・都市計画道路については、体系的かつ総合的な道路ネットワーク網の形成及び防災性・交通結節点機能の向上に向けて整備を進めます。

部局の使命

部局名 建築都市部

・管理不良な状態にある空き家等に対し、所有者等への働きかけを行うと共に、関係団体や関連部局と連携を取りながら、問
題の解消に努めます。
・「八尾市耐震改修促進計画」を踏まえ、積極的な啓発活動を行うとともに、関係機関との連携の強化を図り、耐震化を促進し
ます。
・「保留区域」については、市街化区域への編入に向けた取り組みを進めます。
・交通事故防止に向けた啓発活動や交通安全に関する教育活動を実施するとともに交通安全の確保に向けた取り組みを進
めます。
・都市核の充実と機能強化に向け、バリアフリーや環境に配慮した施設を取り入れながら総合的な施設整備を図るとともに、
整備にあたっては、地域と連携し、まちづくりを推進します。
・安全で安心な市民生活を支えるため、都市計画道路の整備にあたっては、防災性・利便性の向上をめざして、より一層、計
画的、効果的に進めます。
・市内の交通環境の向上を図るため、地域とともに取り組む交通まちづくりを進めます。

放 自転車 抑制を き続き移動保管 動 啓 動 組 ます

施策実現のための部局の基本方針

・管理不良な状態にある空き家等の所有者等に対し、文書送付や訪問などにより適正管理を促すと
ともに、関係団体や関連部局と連携し、問題の解消に努めた。
・関係機関と連携し、説明会や相談会を実施するとともに、ＪＲ八尾駅や各種イベント、ＦＭちゃおなど
で積極的な啓発に努めた。
・「保留区域」のうち、曙川南地区（25.7ha）を市街化区域に編入した。
・交通事故防止、交通安全に関する多様な教育啓発活動を実施した。
・市民との意見交換や情報共有の場として、交通まちづくり懇話会や交通まちづくりセミナーを開催
するとともに、地域と連携し公共交通に関する協議を行った。
・ＪＲ八尾駅周辺整備事業において、都市機能を充実し、市民生活の安全性及び利便性、バリアフ
リー化を図るため、駅前広場や周辺道路整備、ＪＲ八尾駅北交差点の信号設置を行った。また環境
に配慮し太陽光発電パネルやＬＥＤ照明灯を採用し、都市核としての機能強化を図った。
・都市における安全で快適な生活を営むため、都市計画道路久宝寺線等の整備を進めた。また、平
成25年度に都市計画道路の見直しを行い、存続と判断した路線について平成26年度に防災性・利
便性 観点 整備路線 定を

実績・課題等

都市計画道路については、体系的かつ総合的な道路ネットワ ク網の形成及び防災性 交通結節点機能の向上に向けて整備を進めます。

めざす値

目標値 実績見込値 H27

8
安心して暮らせる良質な
住まいづくり

● 主管 管理不良な空き家等改善件数 件 5 16 5

・駅周辺の放置自転車の抑制を図るため、引き続き移動保管活動や啓発活動に取り組みます。 便性の観点から整備路線の選定を行った。
・放置自転車の移動保管や街頭指導するとともに啓発活動を実施した。

施策
No.

担当施策 部局における当該年度の施策展開の方針重点

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

H26
（単位）指標名

実績・課題等
主管

    関連

大阪府との共催で実施した空き家フォーラムにおいて、大
阪府宅地建物取引業協会 東大阪八尾支部と連携し、相
談会を行うなど空き家是正についての啓発に取り組むとと
もに、「八尾市空き家等の適正管理に関する条例」に基づ
き、管理不良空き家の所有者等に対して文書送付や訪問
など積極的に働きかけ、管理不良空き家の是正に努め
た。
また今後、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」
の施行を受けて、条例改正や体制整備などの検討が必要
である。

「八尾市空き家等の適正管理に関する条例」の円滑な運用のた
め、地域、関係団体、関連部局等と連携を取りながら、管理不良な
状態の空き家等の問題の解消に努めます。

8
安心して暮らせる良質な
住まいづくり

● 主管 既存民間建築物の耐震化率 ％ 84 75 90

30.6 3227.4
住工混在の拡大が抑制され、暮
らしやすいまちになったと感じる市
民の割合

曙川南地区（25.7ha）において、地元地権者や地域役員と
ともにまちの将来像について勉強会を重ね、地域地区等
の都市計画を決定し、市街化区域に編入した。
その他の地区については、引き続き地元地権者と土地活
用に関する勉強会を行った。

産業政策課や近畿大学建築学部と連携し、地域の実情を
把握するために建物用途別現況調査を行い、地区計画等
の手法の研究を行った。

％主管

保留区域において、曙川南地区では、校区まちづくり協議会と連携
し、市街化区域への編入の取り組みを行います。
その他の地区については、地元地権者と土地活用に関する勉強会
を継続します。

37
土地の有効利用と都市景
観の保全

まちづくりの視点から事業者と相互理解を深め、地域・関係各課・
近畿大学建築学部と連携するとともに実情の把握を行い、まちづく
りの手法について検討を進めます。

安心して暮らせる住環境の確保が図られるよう、既存民間建築物
の耐震化を進めるため、補助制度を拡充すると共に啓発活動に努
めます。

耐震改修並びに除却の補助額を増額するとともに、八尾
市で耐震診断技術者派遣業務の契約を締結している、ＮＰ
Ｏ法人 八尾すまいまちづくり研究会及びＮＰＯ法人 人・
家・街安全支援機構と協力し、説明会・相談会を実施した。
また、ＪＲ八尾駅や各種イベント、ＦＭちゃおなどで積極的
な啓発に努め、約22,000枚の啓発チラシの配布を行った。

である。
【平成26年度相談件数　66件（見込値）】

八尾の地域資源の一つである久宝寺寺内町において、地
域と連携して建築物やまち割り等の景観の保全について
の住民意識調査を行った。

八尾の地域資源について、地域・関係各課と連携し、検討を深め景
観形成が図られるような取り組みを進めていきます。
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めざす値

目標値 実績見込値 H27

5
交通事故をなくすための安
全意識の高揚

主管 交通事故件数 件 1,260 1,112 1,200

38
魅力ある都市核などの充
実

主管
住んでいるまちが機能的だと
思う市民の割合

％ 39.4 42.5 40

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連
部局における当該年度の施策展開の方針 実績・課題等

指標名

ＪＲ八尾駅周辺整備事業においては、障がい者や高齢者
の移動の円滑化、鉄道利用の安全性とアクセス性の向上
を図るため、駅前広場や周辺道路整備、ＪＲ八尾駅北交差
点の信号設置を行った。
また、八尾駅東側の第二安中踏切改良工事については、
整備に向けて関係機関と協議を行った。

（単位）
H26

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

関係団体と連携し、スタントマンによる交通安全教室を開
催するなど、様々な交通安全教室や啓発活動を行った。

警察、交通安全協会、地域等の関係団体と連携し「交通事故をなく
す運動」八尾市推進本部を中心として交通事故防止に向けた啓発
活動や交通安全教育を実施します。

ＪＲ八尾駅周辺整備事業においては、誰もが安全で便利に利用で
きることを最優先に、地域住民、障がい者団体、ＪＲ西日本、施設管
理者等の関係機関と連携を図りながら総合的な調整を行い、施設
整備を行います。

39 都市計画道路などの整備 主管 都市計画道路の整備率 ％
46.7

（54.5）
54.5

46.8
（54.6）

42 公共交通網の充実 ● 主管
公共交通が便利だと感じる市
民の割合

％ 59.4 63.3 60

6
市民一人ひとりの適切な
自転車利用の促進

主管 自転車駐車場利用率 ％ 84.4 83.4 85

放置自転車の減少に向けて、放置自転車の移動保管、街頭指導
の実施とともにマナー向上に関する啓発活動等を実施します。
また、市営自転車駐車場の利便性の向上と長寿命化を図るため、

放置自転車の減少に向けて、放置自転車の移動保管、街
頭指導の実施とともにマナー向上に関する啓発活動等を
実施した。

都市計画道路久宝寺線について、本市西部の南北幹線及びＪＲ久
宝寺駅へのアクセス道路として、快適な歩行空間や駅利用者の利
便性及び緊急交通の確保による防災性の向上等を目的とし、地域
住民、道路管理者、各施設管理者等の関係機関と連携を図りなが
ら総合的な調整を行い、整備を行います。
未整備の都市計画道路について、計画的、効果的な事業推進を図
るため、八尾市全体のまちづくりの視点をもった事業の選択と集中
により整備の重点路線を選定します。
また、防災性・交通結節点機能の向上に寄与する路線の調査、検
討を進めます。

地域の交通問題を解決するため、市民と行政が交通について考え
るための場を継続的に開催するとともに、地域が主体となった交通
問題の解決に向けた取り組みを支援し、対応策の検討を進めま
す。

市民との意見交換や情報共有の場として、交通まちづくり
懇話会や交通まちづくりセミナーを開催した。また、地域が
主体の公共交通に関する取り組みを支援した。

都市計画道路久宝寺線等において、計画的、継続的に事
業推進を行い、用地取得については61.5％に至った。
また、平成25年度に都市計画道路の見直しを行い、優先
整備路線として河内山本駅前線及びＪＲ八尾駅前線の選
定を行った。
今後は、国等の補助制度を活用しながら、計画的・効果的
に事業化を図る必要がある。

自転車利用 促進

平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

8
空き家等適正管理促進事
業

8
既存民間建築物の耐震化
推進事業

耐震改修並びに除却の補助額を増額するとともに、八尾市で耐震診断技術者派遣業務の契約を締結して
いる、ＮＰＯ法人 八尾すまいまちづくり研究会及びＮＰＯ法人 人・家・街安全支援機構と協力し、説明会・相
談会を実施した。
また、ＪＲ八尾駅や各種イベント、ＦＭちゃおなどで積極的な啓発に努め、約22,000枚の啓発チラシを配布し、
耐震診断85件、耐震改修設計14件、耐震改修16件、除却５件の補助を行った。

、 場 長 命 、
経年劣化が見られる施設について改修を実施します。

関係部局と連携しながら、管理不良な状態にある空き家の所有者等に適正管理を促す文書を36件に対し送
付するとともに訪問などを行うことにより、管理不良状態の解消に努め、市民の快適な生活環境の保全を
図った。
また、モルタル落下の危険性があるなど、緊急を要する空き家５件に対して、ガードフェンスの設置など、応
急的な措置を講じた。

実績・課題等

2,079

予算額（千円） 取り組み内容

空き家等の適正な維持管理を強く促し、事故や犯罪、放火等を誘発する要因を除去し、市民の快適
な生活環境の保全を図ります。

曙川南地区 は市街化区域 編入に向け 都市計画手続きを進めます 校区まちづくり協議会と

52,245
既存民間建築物の耐震化においては、平成27年度末での耐震化率90％を達成するため、引き続
き、官民の連携強化による積極的な普及啓発活動を実施します。

実
また、市営自転車駐車場の施設の改修を実施した。

曙川南地区（ ）にお 地元地権者や地域役員とともにまち 将来像に 勉強会を重ね 地域
37

都市計画推進事業（区域
区分変更）

5 交通安全教育推進事業

38 ＪＲ八尾駅周辺整備事業

39 都市計画道路整備事業
都市計画道路久宝寺線について、本市西部の南北幹線及びJR久宝寺駅へのアクセス道路として、
快適な歩行空間や駅利用者の利便性及び緊急交通の確保による防災性の向上等を図るため、関
係機関との協議・調整を行いつつ、計画的に事業用地の買収を実施します。

障がい者や高齢者の移動の円滑化、鉄道利用の安全性とアクセス性の向上を図るため、鉄道施設
及び周辺道路等のバリアフリー化・南側鉄道利用のアクセス性と防災性向上のための駅前広場及
びアクセス道路整備等の事業を実施します。八尾駅東側の第二安中踏切の改良について、ＪＲ西日
本や関係機関との協議を進め事業の具体化に努めます。

幼児から高齢者等を対象にした交通安全教室の実施、スタントマンの交通事故再現によるスケアー
ドストレート方式の交通安全教育、校区まちづくり協議会主催による交通安全教室への支援、交通
安全キャンペーンや街頭指導等交通事故防止に向けた啓発活動を行います。また、関係機関とも
連携し、各イベントでの自転車の安全点検やマナーアップに向けた取り組みを進めます。

曙川南地区では市街化区域への編入に向け、都市計画手続きを進めます。校区まちづくり協議会と
連携し、取り組みを行います。
その他の地区では地元地権者と土地活用に関する勉強会を継続します。

169,794

10,080

56,914

265,395 都市計画道路久宝寺線等において、計画的、継続的に事業用地（用地取得率61.5％）の買収を進めた。

ＪＲ八尾駅周辺整備事業については、障がい者や高齢者の移動の円滑化、鉄道利用の安全性とアクセス性
の向上を図るため、駅前広場や周辺道路の整備、ＪＲ八尾駅北交差点の信号設置を行った。また八尾駅東
側の第二安中踏切改良工事については、平成27年度の整備に向けて関係機関と協議を行った。

交通安全教室を保育所・幼稚園の53所園で、小学校の21校で、また、高齢者を対象として７ヶ所で実施する
とともに、スタントマンの交通事故再現によるスケアードストレ-ト方式による交通安全教室を中学校５校で実
施した。また、地域主催の交通安全教室のほか様々な交通イベントを開催し交通安全啓発に努めた。

曙川南地区（25.7ha）において、地元地権者や地域役員とともにまちの将来像について勉強会を重ね、地域
地区等の都市計画を決定し、市街化区域に編入した。
その他の地区については、引き続き地元地権者と土地活用に関する勉強会を行った。

39
都市計画道路の見直し及
び整備プログラムの策定

1,500
平成25年度に都市計画道路の見直しを実施しました。今後、存続させた路線について選択と集中の
観点から重点整備路線を選定します。
また、防災性・交通結節点機能の向上に寄与する路線の調査、検討を進めます。

平成25年度に都市計画道路の見直しを行い、防災性・利便性の観点から優先整備路線として、河内山本駅
前線及びＪＲ八尾駅前線の選定を行った。
平成27年度には選定した路線の事業化に向けて関係機関と協議・調整を進める必要がある。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

42 交通まちづくり推進事業

6 放置自転車対策事業

自転車駐車場整備事業

予算額（千円） 取り組み内容 実績・課題等

81,304

2,065

市営自転車駐車場の利用促進を進める中で 利便性の向上と長寿命化を図るため 施設の改修等

年間を通しての放置自転車の移動保管、街頭指導の実施の他、高校生等自転車利用者へ啓発チ
ラシの配布等を実施します。また、関係団体とも連携し、各イベントでの自転車の安全点検やマナー
アップに向けた取り組みを進めます。

市民が参加する交通まちづくり懇話会やセミナーを開催する他、地域の交通問題を解決するため、
移動手段の具現化に向けた取り組みを進めている校区まちづくり協議会等に対し、具体的な手法を
調査、取りまとめを行い提示することで対応策の検討を支援していきます。

利便性の向上と長寿命化を図るため ＬＥＤ照明への交換など設備修繕の実施や指定管理者との協議を

放置自転車の減少に向けて、放置自転車の移動保管、街頭指導の実施とともにマナー向上に関する啓発
活動等を実施した。

市民との意見交換や情報共有の場として、交通まちづくり懇話会や交通まちづくりセミナーを開催した。地域
に対して、公共交通の事例等を提示し協議を行った。
今後も移動手段の具現化に向けて協議を継続していく。

6 自転車駐車場整備事業

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

8 全地域

8 全地域

37
曙川小学校区
曙川東小学校区

24,494
市営自転車駐車場の利用促進を進める中で、利便性の向上と長寿命化を図るため、施設の改修等
を実施します。

既存民間建築物の
耐震化推進事業

空き家等適正管理
促進事業

事業名・項目名

都市計画推進事業
（区域区分変更）

平成23年度の「八尾市耐震改修促進計画」の中間見直しに基づき、関係機関との連携強化を図り
ながら、拡充した補助制度についての周知を含め、市民への啓発や情報提供を行い、事業を推進し
ます。

関係団体や関連部局と連携を取りながら、地域住民や地域の組織からの情報提供等の協力も得る
ことにより、管理不良な状態の空き家等の問題の解消に努めます。

曙川南地区では市街化区域への編入に向け、都市計画手続きを進めます。校区まちづくり協議会と
連携し、取り組みを行います。
その他の地区では地元地権者と土地活用に関する勉強会を継続します

利便性の向上と長寿命化を図るため、ＬＥＤ照明への交換など設備修繕の実施や指定管理者との協議を
行った。

取り組み内容

曙川南地区(25.7ha)において、まちの将来像についての勉強会に地元地権者や曙川東、南高安小学校区ま
ちづくり協議会会長等にも参加いただくとともに、曙川東小学校区まちづくり協議会では、会長を通じ、勉強
会の内容報告を重ねながら、地域地区等の都市計画を決定し、市街化区域に編入した。

八尾市で耐震診断技術者派遣業務の契約を締結している、ＮＰＯ法人 八尾すまいまちづくり研究会及びＮＰ
Ｏ法人 人・家・街安全支援機構と協力し、説明会・相談会を実施するとともに、地域での全戸回覧やＪＲ八尾
駅、各種イベント、ＦＭちゃおなどで積極的な啓発や情報提供に努めた。

大阪府との共催で実施した空き家フォーラムにおいて、大阪府宅地建物取引業協会 東大阪八尾支部と連
携し、相談業務を行った。また、地域から要望のあった空き家に対し、所有者等に積極的に働きかけること
により、問題の解消に努めた。

実績・課題等

37 竹渕小学校区

42 竹渕小学校区

6
用和小学校区
八尾小学校区

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

竹渕地域の交通問題を解決するため、校区まちづくり協議会とともに市民が参加する地域版交通ま
ちづくり懇話会を開催し、地域に相応しい移動手段の具現化に向けた取り組みを推進します。

市内の鉄道駅で一番利用者が多い近鉄八尾駅周辺における自転車利用者のマナーアップを図る
ため、放置自転車に関する啓発活動等を実施します。

放置自転車対策事
業

交通まちづくり推進
事業

都市計画推進事業
工業系地域における、住工混在の進展による弊害を防ぐため、産業政策課や近畿大学建築学部と
も連携し、わがまち推進計画の『「工場と住まいが良好な関係である」ふれあいのあるまち』に取り組
まれる、竹渕小学校区まちづくり協議会とともに検討を進めていきます。

その他の地区では地元地権者と土地活用に関する勉強会を継続します。

年間を通して放置自転車の移動保管を実施した他、近鉄八尾駅周辺で自転車利用者のマナーアップを図る
ため、放置自転車に関する啓発物品・チラシの配布を行った。

竹渕小学校区まちづくり協議会に対して、地域から要望のあった事例紹介の資料を作成し、意見交換を行
い今後の取り組みについて協議を行った。

産業政策課や近畿大学建築学部と連携し、地域の実情を把握するために建物用途別現況調査を行い、地
区計画等の手法の研究を行った。

その他の地区については、引き続き地元地権者と土地活用に関する勉強会を行った。

項目名 実績・課題等取り組み内容

806011

807011

801021
平成25年度に都市計画道路の見直しを実施しました。今後、存続させた路線について選択と集中の
観点から重点整備路線を選定します。
また、防災性・交通結節点機能の向上に寄与する路線の調査、検討を進めます。

財務体質・執行体制の充実として、施設の更新を行い、効率性の高い施設の整備を図ります。

都市計画道路の見直し及び整備プログラムの策
定

八尾シティネット株式会社

引き取りのない放置自転車の売却

平成25年度に都市計画道路の見直しを行い、存続と判断した路線について平成26年度に防災性・利便性
の観点から優先整備路線として、河内山本駅前線及びＪＲ八尾駅前線の選定を行った。

指定管理者として、志紀駅前自転車駐車場及びJR久宝寺駅南自転車駐車場の業務を行うとともに、ＪＲ八
尾駅南側に電磁ロック式の自転車駐車場を新規に設置し運営を開始した。

移動保管した放置自転車のうち、引き取りのない自転車（1,824台）について業者への売却を実施した。今後
も継続して実施する。

引き続き、移動保管した放置自転車で引き取りのないものについて、売却処分を実施します。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

部局名
建築都市部

（公共施設建設担当部長）
部局長名 新田　俊明

○八尾市耐震改修促進計画に基づき市有建築物の耐震化を推進する。また、総合的な長期営繕計画も視野に入れた取り組みを進める。
○市営住宅の建替え・改善・維持補修等を進め、安全で安心して暮らせる住環境づくりを推進する。
○生活困窮世帯に対するセーフティネットとして、住宅に困窮する世帯に対して、安心して暮らせる住宅を提供し支援する。

部局の使命

めざす値
主管

施策
担当施策 重点

○小・中学校、幼稚園の「学校園施設耐震化計画」に基づく耐震化及び公共施設の耐震診断結果に基づき、耐震化計画を提案すると
共に、建替・改修工事などにおける耐震化への取り組みを確実に行なう。また、総合的な長期営繕計画も視野に入れた取り組みを行
なう。
○市営住宅機能更新事業計画（市営住宅長寿命化計画）に基づき市営住宅の改善・維持補修等を進める。
○市営住宅の空家を活用して、入居募集を定期的に行うなど住宅に困窮する世帯を支援する。

施策実現のための部局の基本方針

○「学校園施設耐震化計画」「耐震改修促進計画」に基づいて、市有建築物の耐震化の取り組みを実施し、
当該年度の目標を達成した。
○市営住宅機能更新事業計画に基づき、西郡住宅29、30号館耐震実施設計に係る業務及び住替え用住
戸改修工事を完了した。
○例年同様に６月、１２月に空家、店舗付住宅について、24戸と６戸の募集を実施した。
○市営住宅の福祉住替えについても９件実施をした。
○市営住宅機能更新事業計画に基づき、西郡住宅３４号館の給排水改修工事を行った。

実績・課題等

部局における当該年度の施策展開の方針 実績 課題等

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

H26 めざす値

目標値 実績見込値 H27

9
公共施設・設備の効率的
な機能更新

主管 市有公共建築物の耐震化率 ％ 98.0 85.9 90

9
公共施設・設備の効率的
な機能更新

主管 － － － － －

24 教育機会の均等 ● 関連 学校園施設の耐震化率 ％ 83.0 85.0 100

    関連

施策
No.

担当施策 重点 部局における当該年度の施策展開の方針 実績・課題等

学校園施設耐震化計画に即した計画的な耐震化を進める。

市有公共建築物の施設台帳作成の取り組みを進める。

市有公共建築物の耐震化を進める。

指標名 （単位）
H26

平成26年度に予定されていた耐震化、整備事業につい
ては、予定どおり実施した。

学校園施設耐震化計画に基づき耐震化事業を行った結
果、平成27年度には耐震化率100％を達成できる見込み
となった。

公共施設マネジメント事業と共管して、統一的な施設の
基礎情報の収集に努めた。

8
安心して暮らせる良質な
住まいづくり

● 主管 市営住宅のバリアフリー化率 ％ 32 33.8 32

8
安心して暮らせる良質な
住まいづくり

● 主管 改修棟数 棟 7 23 23
市営住宅入居者が安全に暮らせるため、既存住宅の維持管理に
努めるとともに、空いている店舗付住宅等の活用など検討する。

市営住宅機能更新事業計画に基づき計画的に事業を実施する。

　屋上防水工事や駐車場の整備工事などを計画的に進
めるとともに、日常の営繕業務などを実施した。また、店
舗付住宅については、引き続き募集を行うとともに、今後
の活用に向けて地域と協議を行った。

市営住宅機能更新事業計画に基づく取り組みを行い、当
該年度の目標を達成した。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

9
公共建築物耐震改修事
業

9 公共建築物営繕業務

24

小学校施設耐震化事業
中学校施設耐震化事業
幼稚園施設耐震化事業
小・中学校施設規模適正化推
進事業

5,299,953

-

-

予算額（千円）

「学校園施設耐震化計画」に基づき事業を進めるなか、可能な限り前倒しを検討すると共に早期
の耐震化率100％を目指し、教育委員会、各学校園との連携を強化し、計画的な取り組みを進め
る。
小中学校施設の耐震化事業に伴い、補強困難な建物について校舎等の改築を計画的に進め

計画的な公共施設整備を図るため、公共施設マネジメント事業と連携し、市有公共建築物の施設
台帳作成の取り組みを進める。

平成27年度末までに主要な市有公共建築物の耐震化率100％を目指し、関係課との連携を強化
し計画的な取り組みを進める。

取り組み内容 実績・課題等

学校園施設耐震化計画に基づき耐震化事業を行った結果、平成27年度には耐震化率100％を達成でき
る見込みとなった。

公共施設マネジメント事業と共管して、統一的な施設の基礎情報の収集に努めた。

平成26年度に予定されていた耐震化、整備事業については、予定どおり実施し、耐震化率の向上に寄与
した。

進事業

24

小学校施設整備事業・中学校
施設整備事業
幼稚園施設整備事業・特別支
援学校施設整備事業
施設営繕業務(幼、小、中)

8 市営住宅機能更新事業

8 市営住宅管理事務

8
既存市営住宅等改修事
業

老朽化した施設・設備の機能更新や営繕業務を実施し、教育環境の向上に寄与した。

69,084

133,058

176,548

300,553

計画営繕にかかる工事等及び空家募集を行なうため、空家改修を実施する。また、加齢や障が
いにより階段昇降に支障をきたす入居者が増加していることから、安全・安心して快適に居住して
いただくために、低階層やエレベーター付住棟空家への住み替えを推進するとともに、機能更新

市営住宅入居者の生活を安定させ、環境を維持するため、公正、公平な管理事務の充実を図る
とともに、日常的な修理、維持管理を行なう。特に駐車場の不法、不適正な使用及び住宅敷地内
への迷惑駐車などについては、地域の協力を得ながら是正に取り組んでいく。

○市営西郡住宅29、30号館耐震実施設計
○市営安中住宅3、4号館解体工事
○市営西郡住宅1～3号館解体工事
○住替え用住戸改修

老朽化した施設・設備の改善に取り組む。

る。

　空家募集、福祉住替えに伴う住宅改修工事として、21戸と９戸の工事を実施した。また、市営住宅機能
更新事業計画に伴う工事として、西郡住宅34号館の給排水設備の改修工事を実施した。

　敷地内の迷惑駐車については、入居者総会やチラシなどで啓発するとともに駐車できるスペースがあ
れば、コーンを立てたりする等の是正措置を取った。また、西郡住宅や安中住宅では、地域と協力して夜
間実態調査等を実施して是正に取り組んだ。

市営住宅機能更新事業計画に基づき、市営西郡住宅29、30号館耐震実施設計業務を完了した。また、
市営安中住宅3、4号館解体工事、市営西郡住宅1～3号館解体工事及び住替え用住戸改修工事を完了
した。

業

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

202001

いただくために、低階層や レ タ 付住棟空家 の住み替えを推進するとともに、機能更新
事業計画にもとづき西郡住宅34号館給排水設備の改修工事を行なう。

実績・課題等

更新事業計画に伴う工事として、西郡住宅34号館の給排水設備の改修工事を実施した。

市有公共建築物の耐震化

取り組み内容

事業名・項目名 取り組み内容

「耐震改修促進計画」に基づき、公共建築物の耐震化の取り組みを行い、当初の目標値である85％を達
成した。

実績・課題等

災害に強いまちづくり方策の展開

項目名

806003

601004
　平成29年度からの指定管理者制度の導入に向けて、既に制度を導入している府内の先進市への視察
を行うとともに、地域と指定管理者の導入に向けての勉強会を実施した。

　92％の収納率（現年）を確保するとともに、今年度から、市営住宅の退去滞納者の家賃等の徴収業務
について、外部委託を実施した。

指定管理者制度の導入

市営住宅使用料収納率の向上

指定管理者制度の導入に向けて、先進事例の情報収集を実施するとともに、地域とともに勉強会
などを実施しながら、制度の導入に向けて検討を行なう。

口座振替による納付促進を強化する（利用できる金融機関の増加やペイジーなどの新しい手法
の導入）とともに滞納者の早期指導により、市営住宅使用料（現年分）の収納率92％を確保する。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

部局名 土木部 部局長名 松本　肇

○市民の生命・身体と財産を守ることを 大のテーマとし、誰もが安全で安心に暮らせるための基盤整備、維持管理を実施します。
○人、自然にやさしいまちづくりとして、福祉や環境の視点を持って、「まちに出やすくなる」「まちに出たくなる」という意識が湧くような社会資本をつくり、地域活性化に努めます。
○豊かで潤いのあるまちづくりとみんなで守っていく機運の醸成を実現できる快適な空間づくりを進め、「愛着のあるわがまち」「自慢できるまち」をめざします。

部局の使命

○地域と向き合う施策展開へ
　　一緒につくる（校区まちづくり協議会など）⇒みせる（情報発信）⇒感じる（地域みんなのものとして）⇒一緒に守る（きれい
に使う、清掃活動などへ）

　　　・地域担当者を中心に地域に施策情報を発信するとともに、地域の情報を受け取ることで、よりニーズにあった施策展
開を図ります。
　　　・「土木から八尾の夢を発信する」をキャッチフレーズに、市民に事業をわかりやすく、施設を身近に感じてもらえるような
情報発信に取り組み、事業推進に努めます。

○重点施策を「未来につなげる『あかり』」をキーワードとして、『あ』安全への取り組み、『か』　快適な空間づくり、『り』　利便
性を高めるの３本柱による地域への施策展開を推進します。
　　　・『あ』安全への取り組みとして、暮らしの安心につながる生活基盤整備と未来に向けて、既存の土木施設を持続させる
ため「長寿命化計画」に基づく改築・更新など、「予防保全」に取り組みます。
　　　・『か』快適な空間づくりとして、土木施設の有効活用など、わがまちの自慢、八尾のシンボルづくりを推進します。

・『り』 利便性の向上を図り、誰もが「まちに出たくなる」「出やすくなる」人と環境にやさしい整備に努めます。

施策実現のための部局の基本方針

○地域と向き合う施策展開
「通学路安全点検」の様子など当該地域で実施している事業紹介や、「さくら基金」「法定外公共物
の払下げ」の市民への周知、土木を身近に感じてもらうために「土木部が維持管理する施設に設置
している、番号看板の紹介」を掲載した「土木ニュース」を配布し、地域と向き合う土木行政の実現
に向けて、積極的に情報発信に努めた。

○「未来につなげる『あかり』」
　・『あ』安全への取り組みとして、土木施設（橋りょう、公園、下水道）の「長寿命化計画」に基づき
「予防保全」に取り組みを行った。
　・『か』快適な空間づくりとして、まちの魅力を繋げていくための玉串川の桜再生については、地域
と連携し桜の再生に取り組みました。また、地域と意見交換し玉串川の景観に配慮した護岸整備を
実施した。
　・『り』利便性の向上を図ることについては、駅周辺の道路及び公園において、段差解消等のバリ
アフリー化を行った。

実績・課題等

めざす値

目標値 実績見込値 H27

26 自然的資源の保全 関連 － － － - －

35
味力をうみだす農業の振
興

関連 － － － －
農業活動の効率化のため農道・農業用排水路の整備を
実施した。また、ため池については堤体改修、並びに大阪
府と連携し、ため池耐震性調査診断を実施した。

農業振興を図るため、農道・農業用排水路の整備に努めます。ま
た、ため池の老朽化対策を実施するとともに、耐震化の推進に取
り組みます。

高安山をはじめとする自然に親しめる貴重な空間を整備するととも
に、市民・地域・企業・その他山林所有者と連携を図り、里山の再
生・整備、周辺の生態系や植生などの保全を推進します。

指標名
実績・課題等

自然散策の場の確保と市民が山に関心をもち、身近に感
じるためにハイキング道の再整備等の支援を行った。ま
た、里山の再生・保全のために、ハイキング道を活用し
た、山地美化キャンペーン等を実施し、自然に親しむ活
動・啓発を行った。

　　　 『り』　利便性の向上を図り、誰もが まちに出たくなる」 出やすくなる」人と環境にやさしい整備に努めます。
○未来へ『あかり』を灯し続けるために、
　　　効果的、効率的な事業の手法の検討、財源の確保、経営基盤の強化に努めることで、未来のライフラインを守ります。

○未来へ『あかり』を灯し続けるため、維持管理の効率化、迅速化を図るためのエリア単位の発注
や道路照明灯のリース化による維持管理の平準化を図った。

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

部局における当該年度の施策展開の方針 H26
（単位）

40 生活道路の整備と維持 ● 主管
道路が安全に利用できると思
う市民の割合

％           24.3 22.8           25.0

41
公園とまちの緑化による
緑のある暮らし

● 主管 １人当たり都市公園面積 ㎡ 2.69 2.69 2.70

中田第２公園、南木の本公園の全面再整備、沼公園のバ
リアフリー化整備、ハイキング道（恩智道）の整備を行っ
た。
緑化条例に基づき、公共施設や民有地の緑化を推進し
た。
春、秋の緑化啓発行事等を通して、緑化啓発活動に取り
組んだ。また、地域と協働で桜の植替え等の再生・保全事
業を行った。

通学路については、各学校等と連携して行った「緊急合同
点検」および小学校区毎に策定した「通学路安全対策計
画」に基づき、安全対策を前倒し実施した。今後も一般市
民の方により感じて頂けるよう生活道路についても地域の
実情を踏まえた安全対策に取り組んでいきたい。また、道
路照明灯のLED化を図るとともに「橋梁長寿命化修繕計
画」に基づき、橋梁の予防保全的な修繕工事を実施した。

八尾市緑の基本計画に基づき、都市公園の整備や樹林地の保
全、公共施設や民間施設を対象とした緑化推進および緑化活動へ
の市民・事業者などの参加など、緑を守り、つくり、増やし、育てる
という観点から公民協働による取り組みを進めます。また、玉串川
等の桜再生事業については、玉串川桜再生実施計画に基づき地
域と協働で保全事業に取り組みます。

市民が身近な生活道路を安全・快適に通行できるよう、安全かつ
円滑な交通の確保と効率的な維持管理に取り組みます。とりわ
け、通学路については、各学校等と連携して行った「緊急合同点
検」および小学校区毎に策定した「通学路安全対策計画」に基づ
き、児童の安全を確保するため、取組みの充実を図ります。さら
に、道路照明灯のLED化を図るとともに「橋梁長寿命化修繕計画」
に基づき、橋梁の予防保全的な修繕工事を実施します。
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めざす値

目標値 実績見込値 H27

47
治水対策と環境を意識し
た水環境の形成

主管
寝屋川流域水害対策計画の
貯留量達成率

％           72.3 71.1           74.0

H26

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連

浸水被害の防止を図るため、公共下水道整備の推進、河川・水路
の適正な維持管理や機能保持のための改修工事を実施するとと
もに、雨水流出抑制施設として小・中学校の校庭貯留施設整備や
民間開発における貯留施設の設置･透水性舗装の整備を実施して
いきます。
また、環境を意識した水環境の形成を図るため、平野川の散策道
整備や玉串川の護岸改修を引続き進めていきます。

公共下水道整備の推進、河川・水路の適正な維持管理や
機能保持のための改修工事を実施した。また、雨水流出
抑制施設として東中学校の校庭貯留施設整備や民間開
発時における貯留量確保のための指導を行った。
一方、環境を意識した水環境の形成を図るため、玉串川
の護岸改修を実施した。目標達成に向け事業を実施した
が、民間開発の実績が予想を下回ったことにより、目標達
成には至らなかった。

部局における当該年度の施策展開の方針 実績・課題等
指標名 （単位）

49 下水道事業の推進 主管
公共下水道（汚水）整備人口
普及率

％ 91.5 91.5 92

平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

26 自然保護事業

取り組み内容

里山の再生・保全のために、ハイキング道を活用した、山地美化キャンペーン・巣箱付けクリーンハイキン
グ等を実施し、自然に親しむ活動・啓発を行った。

実績・課題等

ハイキング道を活用した山地美化キャンペーンや里山保全を実施し、自然環境の保全に取り組
む。

0

予算額（千円）

成 。

整備人口普及率の目標値91.5％を達成することが出来
た。
目指す値（H27）を達成すべく社会資本整備総合交付金等
の安定確保と効率的な事業運営が必要である。

大雨による浸水被害を防除し「防災・減災のまちづくり」を目指すと
共に、公共用水域の水質保全、生活環境の改善により、「快適な
まちづくり」に向け現総合計画期間内での公共下水道の概成を目
指します。
膨大な施設（資産）の維持管理の強化を図ります。
持続可能な安定的事業運営を行うため、公営企業として経営の健
全化への体制を強化します。

35  農道の整備

35  農業用排水路整備事業

35  ため池保全整備事業

40
 道路橋りょう新設改良事
業

40
 交通安全施設等整備事
業

水路暗渠化等による道路拡幅や、道路の新設改良工事を実施した。（26箇所：1,097m）
また、道路橋りょうの安全性・信頼性を確保し、予防的な修繕及び計画的な補強等を実施するための橋梁
長寿命化修繕工事に基づき、計画的に橋梁修繕工事を実施した。（7橋）

災害を未然に防ぐため重頭池において老朽化した堤体の改修を実施した。また、立原池の耐震化調査・診
断事業の実施を大阪府に要望し、事業実施された。

生活道路を通行する歩行者や自転車の通行の安全性や快適性を高めるため、水路の暗渠化等に
よる道路拡幅や新設・改良工事を実施し、生活の基盤となる住環境の改善を図る。また、橋梁の長
寿命化修繕計画に基づき、適正な維持管理、長寿命化に努める。

老朽化したため池について防災機能及び環境に配慮した整備を行い、農業用水の確保を行う。ま
た、ため池の耐震対策について、大阪府と連携し、検討する。

農業用水の安定した供給のため、山本第２２３号水路等において改修を行った。

農作業の効率化を図るため、神宮寺４丁目地内における農道整備等を実施した。

通学路を中心とした生活道路の事故防止対策として策定した通学路安全対策計画に基づき、計画的に安
全対策工事を進める（11校）とともに、緊急合同点検（H24）にて、対策が必要とされた箇所（通学路）につい
て安全対策工事を実施した。（193箇所：H24～H26）
また 水路暗渠化等による歩行空間 確保や段差解消等 交通安全施設 整備を実施した （ 箇所

229,242

8,500

7,497

21,700

通学路を中心とした生活道路の事故防止対策として策定した、通学路安全対策計画に基づき、交
差点のカラー化や、路側帯のカラー化等の安全対策工事を計画的に進める。また、歩行者が安全
に通行できる様 水路暗渠化による歩行空間の確保や 歩道の段差解消等 交通安全施設等の

農業用水の安定供給のために主として市街化調整区域における用排水路の改修・整備を行い、耕
作地の湛水防除と農業生産の向上を図る。

営農の機械化や農村の生活環境の改善を図るため、主として市街化調整区域における各農道の
拡幅整備・路側整備・舗装整備等を行う。

179,350
業

40
交通安全施設等整備事業
（維持）

40
 交通バリアフリー整備構
想推進事業

40 道路橋りょう維持管理

40 道路舗装整備事業
市管理道路について、良好な都市景観を創造するため舗装整備を行う。また、平成２５年度に幹線
道路を中心に実施した路面性状調査の結果に基づき舗装状態の悪い箇所から順次補修工事を実
施して行く。

昨年度幹線道路を中心に実施した路面性状調査の結果や道路パトロール等により舗装状態の悪い箇所
の補修工事（21,000㎡）を実施した。今後も道路を良好な状態を保つため安定した予算の確保が必要であ
る。

道路パトロールや施設点検等を実施し不良個所においては迅速に修繕を行う等、土木施設の安全・安心
の確保を図った。また、道路照明灯のリース方式によるLED化を実施した。

近鉄八尾駅周辺、近鉄河内山本駅周辺において、段差解消等、歩道のバリアフリー化工事を実施した。
（2箇所：460m）

環境にやさしいＬＥＤ道路照明灯（10基）の設置を行った。また、交通安全の観点から道路反射鏡（20基）や
防止柵（３４０ｍ）、区画線等の設置を行った。

また、水路暗渠化等による歩行空間の確保や段差解消等、交通安全施設の整備を実施した。（17箇所：
2,242m）

道路及び道路施設の安全確保と快適な環境を保全するため、適正な維持管理、長寿命化に努め
るとともに環境にやさしい道路照明灯のＬＥＤ化を行う。

交通バリアフリー構想を策定した鉄道駅を中心に概ね５００ｍ以内に立地する公共施設･集客施設
等の周辺並びにそれらを連絡する道路において、バリアフリー化を図る.

道路照明灯・道路反射鏡等交通安全施設の整備を行う。

に通行できる様、水路暗渠化による歩行空間の確保や、歩道の段差解消等、交通安全施設等の
整備を進める。

128,061

208,435

45,200

17,972
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

41 公園・緑地整備事業

41 緑化推進事業

既存の公園について、バリアフリー化整備を行う。また、公園再整備のためにワークショップの手法
を取り入れた設計業務を行う。
東部山麓においては、自然散策の場の確保と市民が山に関心をもち、身近に感じるためにハイキ
ング道の再整備を行う。

緑化条例に基づき、公共施設や民有地の緑化を推進した。さらに、春、秋の緑化啓発行事等を通して、緑
化啓発活動に取り組んだ。

実績・課題等

中田第２公園、南木の本公園の全面再整備、沼公園のバリアフリー化整備及び公園の遊具点検の実施、
遊具の補修及び維持管理を行うとともにアドプト団体及びボランティアにより公園管理を行った。次年度に
中田第１公園の全面再整備を行うためのワークショップ方式による地域の意見を取り入れた整備計画も策
定した。また、ハイキング道（恩智道）の整備を行った。

八尾市緑の基本計画に基づき、公共施設の緑化を計画的に実施するとともに民有地の緑化を促
進する。緑化推進事業として市民団体等への花苗配布業務等を実施するとともに、市民協働によ
る緑化啓発活動や緑の管理を進める。

取り組み内容

88,236

予算額（千円）

22,433

41 玉串川等の桜再生事業

平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

47
国及び大阪府事業の整備促
進

47
 準用・普通河川等整備事
業

47  流域貯留浸透事業

実績・課題等

寝屋川流域水害対策計画に基づき、東中学校において雨水流出抑制施設（Ｖ＝789㎥）の整備を行った。

山手１３河川の一つである一里松川等において改修を行った。

「防ぐ」施策として大阪府総合土砂災害対策推進連絡会、東部大阪治水対策促進協議会等を通じ、事業主体のある
大阪府に土砂災害による被害軽減のための砂防事業や恩智川（法善寺）多目的遊水地整備事業等の治水対策事
業の整備促進や「凌ぐ」施策として、急傾斜地崩壊対策事業における受益者負担や土砂災害特別区域内の助成制
度の構築等についても大阪府に対して積極的に働きかけた。

地域と協働で桜の植替え等の再生・保全事業を行った。

大阪府による恩智川改修の進捗に合わせ、これに流入する山手１３河川の改修を下水道担当部
署と調整のうえ実施する。

大阪府総合土砂災害対策推進連絡会等において、砂防堰堤や流路工等の整備等砂防事業を大阪府に働
きかける。

玉串川等の桜並木の良好な景観を市民の財産として永続的に保つように、地域と協働で保全事業
に取り組む。

取り組み内容

3,100

予算額（千円）

69,000

49,100

0

寝屋川流域水害対策計画に基づき、浸水被害の防止を図るため、雨水流出抑制施設の整備を行
う。

47
 平野川管理用通路整備
促進事業

平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

47  水路整備事業

47 水路整備事業(維持)

47 市街地水路整備事業

61,000

予算額（千円）

13 500

16,467

南木の本地区（Ｌ＝250ｍ）において、照明施設の設置やカラー舗装化など、大阪府と連携し、散策道の整
備を行った。

12,000
一級河川平野川の管理用通路を散策道として整備し、平野川を軸とした周辺史跡の散策路ネット
ワークを形成し、誰もが出歩きたくなるまちづくりを大阪府・八尾市が連携して推進していく。

う。

取り組み内容 実績・課題等

流水機能が低下した市街地の水路について 景観整備を行うなどの活用を図る

浸水被害の防止及び生活環境の改善を図るため、排水路の整備及び排水管渠の築造と維持管理

景観施設の老朽化対策として 久宝寺地区の長瀬川においてウッドデッキの更新を実施した

維持管理面では、水の滞留を防ぐべく流速を上げるための複断面化や、草等が繁茂しないよう堤体コンク
リート打設等の整備を行った。
浸水被害の防止及び生活環境の改善を図るため、竜華第45号水路の護岸整備等を行った。

47  市街地水路整備事業

47  玉串川沿道整備事業

47 河川水路等維持管理

49

公共下水道事業(計画)
【特別会計】
公共下水道事業(建設)
【特別会計】

49
地方公営企業法適用移行
事業

水路の清掃、除草、剪定、浚渫及び地域で実施した清掃に伴う泥土回収等を実施した。また浸水ポンプの
点検(35箇所)を行った。

平成26年度末の整備人口普及率としては、目標値の91.5％を達成した。今後、条件的に難施工箇所も想
定されるが、平成32年度の概成に向け、事業執行を行う。

地方公営企業法の適用に向けたシステム構築・例規の整備等を行い、公営企業会計方式による八尾市公
共下水道事業会計予算を定めた。

曙川東地区において、地域・府・市・関連団体からなる玉串川整備推進会議を開催し、意見交換を行った。
その内容を踏まえ、景観に配慮した護岸整備（Ｌ＝359ｍ）を行うとともに、護岸改修に合わせた歩道整備
等を実施した。

平成27年4月からの地方公営企業法の適用に向けた資産の調査・評価の実施、会計システム等の
構築、例規等の整備を行う。

市街化調整区域も含め、計画的に公共下水道の整備を進める。整備人口普及率の91.5％(年度
末）を目標とする。

河川水路等が正しく機能するために、水路の小規模な補修や雑草・木の除去や堆積した土砂の浚
渫を行う。また浸水ポンプの施設調査点検取替を実施し、通水確保に努める。

大阪府が事業主体である玉串川護岸改修工事の施工に際し、桜、護岸、沿道歩行空間などにつ
いて、市民意見の調整を図りながら、大阪府と連携して整備を実施する。

38,425

113,819
4,201,837

142,763

50,267

13,500 流水機能が低下した市街地の水路について、景観整備を行うなどの活用を図る。 景観施設の老朽化対策として、久宝寺地区の長瀬川においてウッドデッキの更新を実施した。

41



②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

26
北高安小学校区、中高安小
学校区

35
北高安小学校区・南高安
小学校区

用和小学校区・竹渕小学
校区・亀井小学校区・八尾
小学校区 志紀小学校区

老朽化した更池及び重頭池において、堤体の改修により防災機能の向上を図り、農業用水の確保
を行う。また、大阪府事業のため池耐震性調査・診断事業を大阪府と連携し、立原池において実施
する。

防災面から水防ため池である重頭池において老朽化した堤体の改修を実施した。
また立原池について耐震性調査診断事業の実施した。

里山の再生・保全のために、広く市民に広報し、ハイキング道を活用した、山地美化キャンペーン巣箱付けク
リーンハイキングや、市民の森において、清掃や除草のボランティア活動を行い、自然に親しむ活動・啓発を
行う。

自然保護事業
里山の再生・保全のために、ハイキング道を活用した、山地美化キャンペーン・巣箱付けクリーンハイキン
グや、市民の森において、清掃や除草のボランティア活動を通して、自然に親しむ活動・啓発を行った。

実績・課題等取り組み内容

ため池保全整備事
業

事業名・項目名

40
小学校区・志紀小学校区・
高安西小学校区・北高安
小学校区・中高安小学校
区・南高安小学校区・上之
島小学校区

40

北高安小学校区・中高安
小学校区・南高安小学校
区・曙川東小学校区・竹渕
小学校区・亀井小学校区・
龍華小学校区・永畑小学
校区・大正北小学校区・志
紀小学校区・大正小学校
区

41 大正小学校区

41
長池小学校区、大正北小学校
区 刑部小学校区

地域の方々を中心に、広く市民に広報し、大和川河川敷公園の清掃や除草の美化活動（大和川クリーン
デー）を行い、みどり豊かな良好な環境を維持する。

通学路を中心とした生活道路の事故防止対策として策定した通学路安全対策計画に基づき、交差点のカ
ラー化や、路側帯のカラー化等の安全対策工事を計画的に進めた。また、水路の暗渠化等による道路拡
幅や新設・改良工事を実施することにより、生活道路を通行する歩行者や自転車の通行の安全性や快適
性を高め、生活の基盤となる住環境の改善を図った。

公園の清掃・除草等の日常的な管理について、市民団体等とアドプト環境美化活動の覚書を締結し、清
掃 緑化 ボラ テ 活動を支援した

地域の方々を中心に、大和川河川敷公園の清掃や除草の美化活動（大和川クリーンデー）を行い、みどり
豊かな良好な環境を維持する活動に取り組んだ。

通学路を中心とした生活道路の事故防止対策として策定した、通学路安全対策計画に基づき、交
差点のカラー化や、路側帯のカラー化等の安全対策工事を計画的に進める。また、歩行者が安全
に通行できる様、水路暗渠化による歩行空間の確保や、歩道の段差解消、事故防止や交通の円
滑化のための交差点改良や交通安全施設等の整備を行う。

水路の暗渠化等による道路拡幅や新設・改良工事を実施することにより、生活道路を通行する歩行者や
自転車の通行の安全性や快適性を高め、生活の基盤となる住環境の改善を図った。

市民の共有財産である身近な公園の清掃・除草等の日常的な管理について、地域の方々を中心
にボランティア団体を結成し その団体と公園愛護の覚書（YAOアドプト・パーク）を締結し実施す

愛護団体による公
園・緑地等の管理推

緑化推進事業

交通安全施設等整
備事業

道路橋りょう新設改
良工事

生活道路を通行する歩行者や自転車の通行の安全性や快適性を高めるため、水路の暗渠化等に
よる道路拡幅や新設・改良工事を実施し、生活の基盤となる住環境の改善を図る。

41 区、刑部小学校区

41
北山本小学校区・山本小学
校区・西山本小学校区・南山
本小学校・刑部小学校

47 大正北小学校区

47 曙川東小学校区

49

南高安小学校区、高安中
学校区、高安西小学校
区、上之島小学校区、曙
川東小学校区、東山本小
学校区

南木の本地区（Ｌ＝250ｍ）において、照明施設の設置やカラー舗装化など、大阪府と連携し、散策道の整
備を行った。

地域と協働で桜の植替え等の再生・保全事業を行った。

掃、緑化のボランティア活動を支援した。

曙川東小学校区、上之島小学校区、東山本小学校区、高安西小学校区における市街化区域の未整備地
区においては、計画的に事業実施に取り組んだ。また、南高安小学校区、高安中学校区においても、引き
続き整備を図る。

曙川東地区において、地域・府・市・関連団体からなる玉串川整備推進会議を開催し、意見交換を行った。
その内容を踏まえ、景観に配慮した護岸整備（Ｌ＝359ｍ）を行うとともに、護岸改修に合わせた歩道整備
等を実施した。

曙川東地区において、地域・府・市・関連団体からなる玉串川整備推進会議を開催し、意見交換を
行う。その内容を踏まえ、景観に配慮した護岸整備を行う。

南木の本地区において、大阪府と調整し、照明施設やカラー舗装など、散策道の整備を行う。

玉串川等の桜並木の良好な景観を市民の財産として永続的に保つように、地域と協働で保全事業
に取り組む。

にボランティア団体を結成し、その団体と公園愛護の覚書（YAOアドプト パ ク）を締結し実施す
る。

玉串川等の桜再生
事業

園 緑地等の管理推
進事業

平野川管理用通路
整備促進事業

地域の理解や協力を得ながら公共下水道の整備促進を図る。

公共下水道事業(計
画）【特別会計】
公共下水道事業(建
設）【特別会計】

玉串川沿道整備事
業
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平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

　

101004

取り組み内容

道路、河川、公園において「YAOアドプト環境美化活動」の覚書の締結を行い、各団体に認定書の交付・サ
インボードの設置・清掃活動時の道具や緑化資材の支援を行うとともに、活動を活性化するため、ホーム
ページ等で啓発活動を行った。

実績・課題等項目名

道路･河川等の公共施設において、市民による自主的なアドプト活動(緑化・維持管理活動)が行わ
れるよう、土木施設の新規整備時と既存施設での両面から、さらなる市民との協働によるアドプト
活動の活性化に取り組む。
土木施設の新規整備時には、アドプト団体の立ち上げを行い、既存施設については、地域に投げ

道路・河川等における市民協働によるアドプト
活動(緑化・維持管理活動）

　

806009

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

808001

実績・課題等

新たに道路で1団体、河川で2団体、公園で6団体と「YAOアドプト環境美化活動」の覚書を締結した。
今後、さらに活性化するため、既存団体との連携を図るとともに、市政だより等でＰＲしていく。

下水道管の長寿命化

法定外公共物の売却促進

下水道長寿命化計画の初年度は、ほぼ計画どおりに事業実施することができた。

市政だよりに広報を行い、市内公共施設内及び駅構内にポスター掲示を行った。また、地域催事時にチラシの配布
等を行った。(売却件数　13件　売却価格　16,417千円　売却面積　430.65㎡）

【下水道所管】長寿命化計画に基づき、計画的に事業を実施すると共に、施設の適正且つ継続的

法定外公共物（里道・水路）の適正な使用や売却についての広報に努める。
並行して整理のできたものから順次処理していく。

取り組み内容

かけ、アドプトの掘起しをする。また、緑化施策・管理業務の一元化を図るべく、その集約とコント
ロールを行う。

項目名

808001

809001

809002 下水道整備計画の見直し

上下水道事業の一本化

下水道管の長寿命化

私道承諾書等に関する問題点を整理し、新たな整備手法に関する新制度について検証した。

上下水道事業の連携強化を実行するための八尾市上下水道事業連携推進会議を設置した。また、提案型
公共サ－ビス事業に係る事業者選定等を共同実施した。
地方公営企業法の適用に向けたシステム構築、例規の整備等を行い、公営企業会計方式による八尾市
公共下水道事業会計予算を定めた。

今後、事業箇所が増加していく傾向にあり、計画的に事業実施していく必要がある。な維持管理等に取り組む。

私道承諾の新取得方法の実施を行い検証する。また、新たな下水道の効率的な整備手法を研究
する。

（仮称）八尾市上下水道事業連絡調整会議を設置し、上下水道事業の連携強化を図る。
平成27年４月からの地方公営企業法の適用に向けた資産の調査・評価の実施、会計システム等
の構築、例規等の整備を行う。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

部局名 消防本部 部局長名 藤原　正彦

災害から市民の生命・身体及び財産を守り、被害を軽減するとともに消防団や自主防災組織などの地域防災力を向上させる。

部局の使命

めざす値

目標値 実績見込値 H27

実績・課題等

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

実績・課題等

部局における当該年度の施策展開の方針
主管

    関連

予防・救急・救助の充実強化や消防施設等の機能更新などの総合的な消防体制の確立と消防団や自主防災組織等の地域
防災力の向上を図り、「誰もが安全で安心して住み続けられる八尾」の実現をめざす。

施策実現のための部局の基本方針

　総合的な消防体制の確立に向けて、予防・救急・救助の充実強化を図り、また、消防団機械器具
置場の更新などをはじめとする消防団の活性化や、自主防災組織の活動支援などを実施して、地
域防災力の向上に努めた。
　なお、消防庁舎の機能更新については、「八尾市消防施設に関する基本構想」の実現に向けて、
計画的に推進していく必要がある。

指標名 （単位）
H26

施策
No.

担当施策 重点

住宅火災の発生件数 件 0 22 0
■複雑多様化する消防救急需要や大規模災害に対応するため、
総合的かつ広域的な取り組みを視野に入れた災害に強い消防体
制を確立する。
・消防施設などの機能更新や人員の充実強化
・予防体制の強化
・救急救助体制の充実
■地域全体での自助・共助の充実を図り、行政・市民との協働によ
る総合的な地域防災力の向上をめざす。
・自主防災組織の活動支援の推進及び防災リーダーの育成
・消防団への女性団員を含めた青年層の入団促進や施設の整
備、消防団と自主防災組織などとの連携強化
・市民への応急手当の普及啓発
「防災協力事業所（地域において初期消火等の支援を行う事業

災害に強い消防体制づく
り

3

【実績】
・庁舎の大規模改修について検討を進め、また、人員体
制の充実強化を計画的に進めるとともに、研修派遣及び
教養訓練を実施し、職員の資質向上に努めた。
・市民に対して住宅用火災警報器などの設置啓発を行っ
た。
・救急救命士及び救助隊員の各種訓練や研修派遣など
により専門知識及び技術等を習得し、救急救助体制の充
実を図った。
・消防団と連携し自主防災組織への活動支援及び防災
リーダー育成研修会を開催するとともに、市民に防災訓練
や土曜スクールなどを通じて、災害時に必要な知識及び
技術の普及を行い、地域防災力向上に努めた。
・女性消防団員の増員など計画的に消防団の活性化を図
るとともに、消防団機械器具置場の更新などをはじめとす
る消防団の充実強化に努めた。
・AEDを含めた心肺蘇生法の救命講習を開催し、応急手
当の普及啓発に努めた。

主管

住宅火災による死者数 人 0 1 0

・「防災協力事業所（地域において初期消火等の支援を行う事業
所）」の充実強化

普及啓発 努 。
・事業所と地域の連携を図り、防災協力事業所の充実強
化に努めた。
【課題】
・「八尾市消防施設に関する基本構想」に基づく消防庁舎
の機能更新を計画的に進める。
・地域・防災協力事業所・消防団の連携強化を図り、更な
る地域防災力の向上を図る。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

 消防体制充実・強化対策
事業

 高機能消防指令センター
運用事業

【実績】大阪府防災行政無線の再整備と給油取扱所の保守を行った。
【課題】八尾市公共施設マネジメントの進捗を考慮しながら、「八尾市消防施設に関する基本構想」に基づく
庁舎（栄町出張所・山本分署）の機能更新について、関係部局と調整を図りつつ計画的に進める。あわせ
て既存庁舎の機能維持・長寿命化に向けた改修も実施していく必要がある。

実績・課題等

　消防救急デジタル無線を含めた高機能消防指令センターに係る各設備の運用管理を行う。

【実績】各種災害に対応できる体制維持のため高機能消防指令センターのシステム保守体制の充実、及び
日々進化する情報通信技術に対応できるよう情報力の強化（大阪市消防局映像伝送システムの更新）を
図った。
【課題】安全安心のまちづくりを推進するために24時間365日の万全な消防体制を維持し、システム保守の
万全及び情報力の強化を継続して努める必要がある。

取り組み内容

16,309

18,449

予算額（千円）

　大阪府防災行政無線の再整備と庁舎の機能維持対策に係る修繕工事（給油取扱所）を行うとと
もに、 「八尾市消防施設に関する基本構想」の実現に向けて、災害活動拠点となる消防庁舎の整
備（署所の移転・建て替え及び署所追加を含む適正配置）について、関係部局と協議しながら計画
的に推進する。

消防資機材整備事業

消防水利整備事業

予防広報推進事業

【実績】自主防災組織に対して 消火活動用資機材(ポンプセット)の取扱い方法など 災害時に必要な知識

【実績】各種消防行事における火災予防広報活動やリーフレット配布などによる放火防止啓発を行った。ま
た、事業所に対して地域との防災協力に関する指導を行うとともに、防災協力事業所認定に係る推薦を
行った。
【課題】放火に対する意識を向上させるため、より一層、地域との連携を図り、放火されない環境づくりなど
について啓発する必要がある。

【実績】計画に基づき、消火活動用資機材（ポンプセット）を公設防火水槽が設置されている公園１０箇所に
設置した。
【課題】公設防火水槽が設置されている公園内に消火活動用資機材（ポンプセット）を設置するスペースを
確保することと、市域のバランスを考慮した配置を行うことが必要である。

【実績】車両更新計画に基づき、救助工作車、調査車、高規格救急自動車（２台）、小型ポンプ付積載車（２
台）の計６台の車両更新及び各種災害対応資器材（NBC災害、水難事故など）の整備を行った。
【課題】車両更新する際、費用対効果を十分研究し、使用目的に合わせた車両購入を計画的に進める必要
がある。

大規模災害時に「自助・共助・公助」が三位一体となり被害の軽減を目標として 自主防災組織の

　放火防止と住宅防火を主眼として火災による被害の軽減を図るとともに、消防音楽隊などを活用
した効果的な火災予防の啓発を行う。
　また、「防災協力事業所（地域において初期消火などの支援を行う事業所）」の充実強化を図る。

　大規模災害時の初期消火体制の充実を図るため、公設防火水槽が設置されている公園内に自
主防災組織などが活用できる消火活動用資機材（ポンプセット）の設置を行う。
　また、老朽化した防火水槽の調査を行い、補修などの設計を行う。

　大規模災害及び多種多様化する災害などに備え、救助工作車、調査車、高規格救急自動車など
の消防車両及びNBC災害対応資機材、救助、救急資機材などの整備を行う。

2,652

20,278

268,725

3

自主防災組織活動支援事

救急高度化事業

 救助高度化事業

【実績】女性団員５名を含む新団員や幹部団員に対する各種教育訓練を実施した。また、全団員対象に警
防訓練を行い、消防技術・知識の向上を図った。

【実績】解体予定建物を利用し、各種救助想定訓練、警防訓練を実施するとともに、他市消防本部と合同で
の水難救助訓練を実施し、救助技術の向上と連携強化に努めた。
【課題】救助技術などの専門的な知識及び技術を習得するための各種訓練、研修などを積極的に実施し、
救助隊の専従化、高度化に努める必要がある。

【実績】救急救命士及び気管挿管などの高度救命処置が可能である認定救急救命士を計画的に養成し増
員を図った。また、新規に指導救急救命士を養成し、教養研修を実施し救急救命士の技術と知識の向上を
図った。
庁舎内などのAED（５台）を更新整備した。
【課題】救命処置拡大により、新たに長期の教育研修が必要で、派遣期間中は救急救命士の確保が必要
となるため、各種研修派遣などを計画的に行う必要がある。

【実績】自主防災組織に対して、消火活動用資機材(ポンプセット)の取扱い方法など、災害時に必要な知識
及び技術習得のため、実効性のある訓練指導を実施した。
【課題】継続的な訓練の実施に向けて啓発する必要があり、特に、訓練未実施の組織に対しては、実情に
応じたアドバイスを行うなどの働きかけが必要である。

　複雑多様化する災害に対応するために、従来の救助技術に加え、震災時に発生する狭隘空間に
おける救助技術などの専門的な知識及び技術を習得する各種訓練研修などを積極的に実施し、
救助隊の高度化を図る。

　救急救命士を計画的に養成し増員を図るとともに、救急隊員の応急処置技術向上のため、指導
救急救命士の養成及び教育研修、事後検証などのメディカルコントロール体制の充実を図る。
　また、救命処置拡大などに対応するため、気管挿管などの高度救命処置が可能である認定救急
救命士を養成し高度化を推進する。

　大規模災害時に「自助・共助・公助」が三位一体となり被害の軽減を目標として、自主防災組織の
実情に応じたアドバイスを行い、訓練実施率100％達成をめざす。
　また、地域住民の先頭となり行動できる防災リーダーの育成及び関係機関などと連携を図りなが
ら訓練指導などの活動支援を行い、地域防災力向上と地域コミュニティの醸成を図る。

1,880

13,655

2,067

消防団活性化事業

消防職員研修推進事業

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

― 全地域

全地域
「土曜スクール」事

災害時要配慮者支
援事業

事業名・項目名

地域と連携した安全・安心な学校づくりの取り組みを進めるため 関係部局とともに市内小中学

　「八尾市災害時要配慮者支援プラン」に基づき、関係部局と避難行動要支援者情報を共有し、高
機能消防指令センターへ反映させ、災害時における活動の支援情報として活用を図る。

取り組み内容

【実績】市内小中学校の児童及び地域住民に対して初期消火訓練、煙中体験、避難訓練、応急手当訓練
などを実施して、災害時に必要な知識及び技術の普及を行った。
【課題】消防本部 対応には限界があるため 学校職員などが主体となり地域防災教育を行う必要があ

【実績】消防関係教育機関などへ職員を計画的に派遣し、人材育成の更なる充実を図った。
【課題】限りある人員の中で研修に参加させるために、過去の受講履歴などを参考にしつつ、職員が幅広く
研修を受講できるよう工夫する必要がある。

防訓練を行い、消防技術 知識の向上を図った。
また、整備計画に基づき、消防団消防機械器具置場の建て替えを実施した。
【課題】消防団消防機械器具置場の整備を計画的に行うためには建て替え地の確保が必要である。
また、計画的に現場装備を充実させるとともに、処遇改善に努める必要がある。

【実績】関係部局から要配慮者となる、ひとり暮らしの高齢者世帯及び本市の緊急通報システム利用者
データの情報提供を受け消防指令システムに入力し、災害時における活動支援情報として活用した。
【課題】避難行動要支援者情報については、現在、関係部局で当該名簿の作成に向け協議中であるため、
早期作成に向けた取り組みが必要である。

実績・課題等

　消防団機械器具置場の建て替えを行うとともに、現場装備や各種消防訓練の充実を図る。

2,616

95,753

　各種教育機関などへの研修派遣及び資格、免許などの取得について計画的に推進する。

― 全地域
「土曜スク ル」事
業

　地域と連携した安全 安心な学校づくりの取り組みを進めるため、関係部局とともに市内小中学
校に対して防火防災教育の支援を実施する。

【課題】消防本部での対応には限界があるため、学校職員などが主体となり地域防災教育を行う必要があ
る。また、一部の小中学校に偏ることなく、関係部局と調整し均衡化を図り、全小中学校に実施していく必
要がある。

45



平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

202001

202001 災害に強いまちづくり方策の展開

災害に強いまちづくり方策の展開

項目名

　大規模災害時の初期消火体制の充実を図るため、公設防火水槽が設置されている公園内に自
主防災組織などが活用できる消火活動用資機材（ポンプセ ト）の設置を行う

　大規模災害時に「自助・共助・公助」が三位一体となり被害の軽減を目標として、自主防災組織の
実情に応じたアドバイスを行い、訓練実施率100％達成をめざす。
　また、地域住民の先頭となり行動できる防災リーダーの育成及び関係機関などと連携を図りなが
ら訓練指導などの活動支援を行い、地域防災力向上と地域コミュニティの醸成を図る。

取り組み内容

【実績】自主防災組織に対して、消火活動用資機材(ポンプセット)の取扱い方法など、災害時に必要な知識
及び技術習得のため、実効性のある訓練指導を実施した。
【課題】継続的な訓練の実施に向けて啓発する必要があり、特に、訓練未実施の組織に対しては、実情に
応じたアドバイスを行うなどの働きかけが必要である。

実績・課題等

【実績】計画に基づき消火活動用資機材（ポンプセット）を公設防火水槽が設置されている公園１０箇所に
設置した。また、整備計画に基づき、消防団消防機械器具置場の建て替えを実施した。
【課題】消防団消防機械器具置場の整備を計画的に行うためには建て替え地の確保が必要である202001 災害に強いまちづくり方策の展開 主防災組織などが活用できる消火活動用資機材（ポンプセット）の設置を行う。

　また、地域の防災拠点となる消防団機械器具置場及び装備の充実を図る。
【課題】消防団消防機械器具置場の整備を計画的に行うためには建て替え地の確保が必要である。
公設防火水槽が設置されている公園内に、消火活動用資機材（ポンプセット）を設置するスペースの確保と
自主防災組織などへの訓練指導と啓発が必要である。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

部局名 市立病院事務局 部局長名 植野　茂明

《市立病院の使命》
市民の生命と健康を守るため、地域の中核病院として、市内の医療機関（かかりつけ医）や中河内医療圏の病院との適切な役割分担に基づく連携により、市民が必要とする医療を提供する。

《病院事務局の使命》
「医療の質の向上」と「経営の健全化」は病院経営における車の両輪であり、ＰＦＩ事業の効果を最大限発揮して、黒字基調にある健全経営の維持と経営基盤の安定化を図り、市立病院の使命の達成に向けた、持続可能な病

部局の使命

施策実現のための部局の基本方針 実績・課題等

（平成２６年度実績）
  左記に掲げている施策実現のための基本方針は、平成２４年２月に策定された、八尾市立病院経
営計画（めざします医療の充実と地域への貢献）に準拠している。この経営計画に示された目標と
取り組みを平成２６年度においても、着実に実施することで、市立病院としての使命を果たした。
（平成２７年度に向けた課題）
　上記の経営計画は計画期間が平成２４年度から２６年度となっているため、その後継計画として、
平成２６年度に八尾市立病院経営計画（Ver.Ⅱ）を策定した。その中でも、左記に掲げた基本方針を
市立病院が果たす役割として再設定しており、平成２７年度においては、経営計画（Ver.Ⅱ）に基づ
き着実に取り組む。

院経営を実現する。

① 地域医療支援病院として、市保健推進課並びに市内の各医療機関や中河内医療圏の病院と連携を深めながら、八尾市
全体の医療水準の向上に貢献する。
② 健全な病院経営を維持しつつ、救急医療、周産期医療、小児医療など、不採算医療分野を政策医療として担う。
③ がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病など、高齢者を中心に医療ニーズが今後益々高まると予想される疾病について、
より多くの市民が身近なところで治療を受ける機会を提供することにより、地域医療の充実に貢献する。
④ 地域の中核病院としての診療機能を維持発展させるために、施設設備の拡充や高度医療機器の導入・更新が必要とな
ることから、費用対効果も見極めながら診療機能の拡充に向けた施設整備を行なう。
⑤ 災害発生時においては、医療救護活動の拠点となる市災害医療センターとして、市内の災害医療協力病院などと連携し
ながら医療活動を行なう。
⑥ 地域に開かれた病院として、積極的に市民や地域の医療機関（かかりつけ医）に対して、必要とされる医療情報や健康情
報の発信を行なう。

めざす値

目標値 実績見込値 H27

11 医療サービスの充実 関連
市立病院におけるがん患者の
診療実績

人 2,000 2,130 2,170

　市立病院は、地域の中核病院として、急性期医療・救急医療の
充実を図るとともに、小児救急を含む、小児医療、周産期医療等
の不採算医療分野を確保することで、市民が、「身近で受けられる
医療サービス」の充実をめざす。

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連
部局における当該年度の施策展開の方針

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標名 （単位）
H26 実績・課題等

（平成２６年度実績）
・国指定のがん診療連携拠点病院の条件整備を完了し、
国の指定を受けた。
・放射線治療の常勤医を副院長として招聘するなど、さら
なるがん診療の充実を図った。
・食物アレルギー負荷試験を精力的に継続するとともに、
学校を含む地域への啓発活動を継続した。
（平成２７年度に向けた課題）
・医療機器（放射線治療装置）の更新を進めるなどによ
り がん診療の充実を図る。

12 地域医療体制の充実 関連
市立病院における紹介率・逆
紹介率

％

紹介率50%
以上

逆紹介率
60%以上

紹介率
53.0%

逆紹介率
71.0%

紹介率50%
以上

逆紹介率
70%以上

（平成２６年度実績）
・地域医療支援病院の承認要件の見直しに対応し、紹介
率と逆紹介率の向上の取り組みを進め、承認を更新し
た。
（平成２７年度に向けた課題）
・紹介と逆紹介を活性化することで、地域医療連携をさら
に進めるとともに、「八尾市立病院病診薬連携システム」
の活用拡大をめざす。

　市立病院は、急性期病院として、適切な医療が提供できるよう
「八尾市立病院経営計画」を推進し、医療の質の向上と健全経営
の維持に努める。
　さらに、市保健推進課及び八尾市医師会などとの連携を図りな
がら、地域医療支援病院として「八尾市立病院病診薬連携システ
ム」を基盤とした、病病・病診･病薬連携を強化するなど、地域全体
の医療水準の向上を図る。

り、がん診療の充実を図る。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

11 診療体制の充実

取り組み内容 実績・課題等

-

予算額（千円）

　著名な放射線治療医を成人病センターから副院長として招聘したことにより、がん治療の柱であ
る手術・化学療法・放射線治療・緩和ケアのさらなる充実が見込まれることから、国指定のがん診
療連携拠点病院が視野に入ってきたことを受け、その要件整備に努めるとともに、大阪府に国へ

推薦を働きかける

　引き続き不足する診療分野の医師の確保に努めるとともに、看護師及び医療技術員の計画的な
採用を行う。また、公益財団法人日本医療機能評価機構の実施する病院機能評価の更新審査を
受審することで、病院機能の向上をめざす。
　さらに、今期の診療報酬改定や地域包括ケアシステムの中で、病院機能を明確化することを求め
られているが、市立病院は地域の中核病院として、一般急性期病院としての位置づけでの診療を
担うことになることを前提に、医療のさらなる高度化に向けた取り組みを進める。

（平成２６年度実績）
国指定 がん診療連携拠点病院 条件整備を完 国 指定を受けた

（平成２６年度実績）
・看護師の採用とともに、今後充実を求められる薬剤師・MSWを増員した。
・病院機能評価を更新した。
（平成２７年度に向けた課題）
・一般急性期を担う地域の中核病院として、さらなる医療の高度化をめざす。
・放射線治療装置や血管撮影装置等の高額医療機器の更新を進める。

11 がん診療・小児医療関連

11
機能拡充に向けた施設整
備

673,358

-

の推薦を働きかける。
　また、これまでのがん診療実績を全国に発信するとともに、当院の医師の学びを支援する姿勢を
明確に示すことを目的に、平成26年６月にプリズムホールを会場に、当院院長が当番世話人として
主催する学会（第36回日本癌局所療法研究会）を開催する。なお、全国からがん診療に従事する
医師が集まる場であり、経済環境部の協力により、河内音頭や八尾市の魅力発信につながるよう
努める。
　小児医療については、こども未来部や教育委員会との連携とともに、八尾市医師会との連携強
化を図る中で、食物アレルギーをお持ちの小児に対する検査等を引き続き実施するとともに、保健
センターや八尾保健所等の保健師との連携によりレスパイト入院の受け入れを進める。

（平成２６年度実績）
・診療機能の拡充に向けた施設整備事業の着手。
・外来対応の手術室を全身麻酔対応手術室に整備したことにより、手術件数が大幅な増加（4,442件の手
術件数を見込み、対前年度から291件増を見込む）。
・北館の完成による院内保育等の拡充に向けた調整。
（平成２７年度に向けた課題）
・外来化学療法室の拡充、ＩＣＵ（１床）の増床などの本館改修の早期完成。

・国指定のがん診療連携拠点病院の条件整備を完了し、国の指定を受けた。
・放射線治療の常勤医を副院長として招聘するなど、さらなるがん診療の充実を図った。
・第36回日本癌局所療法研究会開催による八尾市と市立病院の魅力を発信した。
・食物アレルギー負荷試験を精力的に継続するとともに、学校を含む地域への啓発活動を継続した。
（平成２７年度に向けた課題）
・国指定のがん診療連携拠点病院として、がん治療の充実。
・小児周産期医療の継続。

　医療体制の充実や医療の質の向上を図るために、手狭になっている現病院施設（本館）の一部
診療機能の拡充・整備と、新たに別館を建設し、必要な施設を配置する。整備にあたっては、現在
所属する医師と将来獲得を想定する医師の専門分野を考慮し、「がん診療機能及び救急診療機能
の充実」（外来化学療法室の拡充、ＩＣＵ（１床）の増床、手術室の整備等）及び「医師・看護師確保
等による診療体制の充実」（院内保育所の拡充、医局・仮眠室等の整備）に資する施設整備を進め
る。（平成25年度からの３ヵ年継続事業）

11 災害時医療体制の充実

12 地域医療連携推進事業

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策N 関連地域 取り組み内容 実績 課題等事業名 項目名

（平成２６年度実績）
・地域医療支援病院の承認要件の見直しに対応し、紹介率と逆紹介率の向上の取り組みを進め、承認を
更新した。
（平成２７年度に向けた課題）
・紹介と逆紹介を活性化することで、地域医療連携をさらに進めるとともに、「八尾市立病院病診薬連携シ
ステム」の活用拡大をめざす。
・介護や在宅医療との連携のあり方の模索。

-

2,000

　地域医療支援病院の承認要件が引き上げられたことを受け、紹介率・逆紹介率の向上に向けた
さらなる取り組みが求められることから、SPCの支援を受けながら、地域連携の強化をめざす。ま
た、引き続き、地域医療支援病院として病診薬連携システムのネットワークを活用した、病診連携
の強化に取り組み、地域完結型の医療体制を充実させる。
　なお、地域包括ケアシステムの中で、一般急性期病院の役割としては、地域の中核病院として高
度医療の提供が求められていることから、その充実を図るとともに、病病・病診・病薬連携に加え、
介護や在宅との連携の推進を検討する。

（平成２６年度実績）
・大規模災害を想定した患者受け入れ訓練の実施。
・新型インフルエンザ等の強毒性の感染症の発生を想定した八尾保健所との共催による搬送訓練の実
施。
・災害用資器材の購入。
（平成２７年度に向けた課題）
・大規模災害を想定した訓練の継続と、北館防災備蓄倉庫の有効活用による災害用資器材の充実。

　災害発生時において、市災害医療センターとして医療活動を行うため、引き続き、ＳＰＣとの協働
のもとに、即応能力向上を図る訓練を進めるとともに、医療器材などの整備を行う。また、新たに建
設する予定の別棟において防災倉庫を設置し災害時の資器材等の集約を図ることで、市災害医
療センターとしての役割の強化を図る。

施策No. 関連地域

１１・１
２

市内全域

取り組み内容

（平成２６年度実績）
・ＳＰＣの全面的な支援のもとに、ＰＦＩ事業のメリットである公民協働できめ細かく実施することができた。実
績としては、市立病院公開講座を７回実施し、内４回は院外施設（市役所２回、プリズムホール１回、コミュ
ニティセンターでの初開催となる大正コミュニティセンター１回）で実施した。地域医療者向けの研修会２
回、市政だよりの増ページによる情報発信２回など。
・市立病院公開講座と同時実施の看護師による健康相談７回と薬剤師のお薬相談を５回実施。
・平成２６年度から地域の団体等が主催する研修会等に医療者を講師として派遣する出前講座を制度化
し、延２１名の医療者を派遣した。
（平成２７年度に向けた課題）
・市立病院公開講座と出前講座の継続、市立病院だよりの発行の継続等により、病院情報・医療情報の発
信を継続する。

実績・課題等

地域に向けた医療・
健康情報の発信

事業名・項目名

　市民の健康への関心を高めるきっかけづくりのひとつとして、引き続き「市立病院公開講座」を開
催する（年６回予定）が、当該講座の一部をプリズムホールや本庁舎の院外施設で開催するなど、
市立病院の医療従事者が、地域に出向き現在の医療動向や治療方法、疾病予防についての情報
を積極的に発信する。また、平成25年度から市立病院公開講座にあわせ実施を始めた「看護師に
よる健康相談」も引き続き実施する。さらに、その補完として、地域団体等が主催する研修会等に
市立病院が講師を派遣する出前講座を、院内に講座テーマを募集し制度化し、平成26年度から申
し込みの受付を始めた。
　また、地域医療支援病院として、地域の医療水準の向上に寄与するため、八尾市医師会をはじ
め他団体等との共催により、医療者向けの研修会（年２回の地域医療合同研究会等）を実施する
ほか、市政だよりの増ページによる情報発信（市立病院だより）も引き続き行なう。これらについて
は、ＳＰＣの支援のもと公民協働で実施する。
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平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

809007 経営健全化の推進

項目名

　「八尾市立病院経営計画」（平成24年度～26年度）に基づき、医療の質の向上、地域医療の推進
と不採算医療の充実等、公立病院としての役割を果たすために、引き続き黒字基調の健全経営を
維持するとともに、次の経営計画（平成27年度～29年度の3年計画）の策定に向けて、院内での議
論を進める。なお、次の経営計画においては、基本理念を制定してから10年以上が経過しているこ
とから、基本理念を公立病院としての使命を明確化することを視野に改正の議論を進めていること
も取り込みながら、引き続き、公立病院としての役割を果たす方向を鮮明にしたものとして策定を進
めたい。
　また、健全化の取り組みにＰＦＩ事業者の経営ノウハウを最大限活用し、患者数や手術件数の増
加に比例して増大している薬品費や診療材料費、さらにはエネルギー使用量の縮減に努めるな
ど、経費の節減を図るとともに、ＳＰＣの的確な経営支援のもと、新たな診療報酬の加算取得による

取り組み内容

（平成２６年度実績）
・八尾市立病院経営計画の推進による、収益確保と費用削減の取り組み。
・新たな八尾市立病院基本理念と基本方針の策定。
・八尾市立病院経営計画（Ver.Ⅱ）の策定。
（平成２６年度にできなかったこと）
・地方公営企業会計基準の見直しによる一時的な費用計上のため、平成２６年度の病院事業会計の決算
見込は、損益収支において単年度純損失を見込んでいる。
・看護師・医療技術員の収益に応じた手当の未導入。

実績・課題等

収益の増をめざすこととし、これらの成果については、ＰＦＩ事業におけるモニタリングの仕組みの中
で確認し、適切に評価する。さらに、地方公営企業法の全部適用のメリットを最大限発揮して、将来
の人事給与制度のあり方の研究を進めるとともに、職員の労働環境や勤務条件の改善（特に、看
護師・医療技術員の収益に応じた手当の導入等）を図り、職員のモチベーションアップを図りなが
ら、ＴＱＭ活動を積極的に活用した患者サービスの向上とコスト削減に努める。

（平成２７年度に向けた課題）
・健全経営維持のための単年度純利益の達成。
・PFI事業の効果検証。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

　「八尾市水道ビジョン」（平成20年度～平成32年度）の基本理念である「安全と安心が　未来を拓く　信頼の水道」の着実な実現に向け、健全経営を保ちながら「災害や危機管理に強い水道施設」を構築
し、水の安定供給を維持していくことにより、市民生活の向上及び地域産業の振興に寄与します。
　当該使命達成を具体化するため、
①災害や危機管理に強い安全な水道
②信頼性の高い安心な水道
③健全経営を保ち続ける水道

部局の使命

部局名 水道局 部局長名 植島　康文

③健全経営を保ち続ける水道
④多彩な人材と柔軟な組織が支える水道
⑤地球環境にやさしい水道
⑥お客さまとともに歩む水道
の６つの基本方針のもと事業を推進します。

●重要基幹施設である高安受水場及び幹線管路の耐震化、耐震性緊急貯水槽の設置を計画に基づき実施し、災害に
強く信頼性の高い水道事業をめざします。また、水道事業の危機管理の要となる庁舎の機能更新（耐震化）につい
ては、まず（旧）第二別館跡地への仮設駐車場等の整備と庁舎付属施設改修工事を発注し建設に着手します。
●事業経営の根幹である水道料金の体系や水準について、財政計画の 終年度（平成29年度）を目標に検討すると

施策実現のための部局の基本方針

●高安受水場送水ポンプ棟更新については、平成26年度からの実施に向けて進めてきたところであ
るが、入札不調が続いたことにより着手が遅れ、平成29年度完了にずれ込む見通しとなった。今後
は、平成29年度以降の施設耐震化事業に大きな影響が生じることがないよう、早期着手に努めてい
く。また、管路の耐震化を始めとした他の事業については、ほぼ計画どおりに執行しており、特に
庁舎建設工事については、平成26年9月に仮設駐車場整備完了後、11月より本体工事に着手している
ところである。
●平成22年度に水道料金の改定を行ったが、料金算定期間内（平成26年3月まで）において、供給単
価が給水原価を上回り、改定以降は単年度黒字を達成できており、平成26年4月以降について、水道

実績・課題等

めざす値

目標値 実績見込値 H27

これまで 老朽管の更新及び管路の耐震化については 配水

●事業経営 根幹 ある水道料 体系や水準 、財政計画 終年度（平成 年度）を目標 検討する
共に、建設改良事業に際しては、補助金や出資金の積極的な確保と自己財源の適正な活用による健全経営の維持に
努めます。
●大阪広域水道企業団については、経営参画に伴う重要事項の決定や経営の効率化面で参画している各市町村が利
益を享受できるように制度・組織運営を図っていきます。また、経営基盤・施設基盤強化に繋がる将来の企業団を
核とした「府域一水道」（広域化）を念頭に近隣事業体との事務の共同化等に向けた取組みを進めます。
●職員の世代交代に備え、将来にわたり事業を担える体制整備と人材活用に取り組みます。
●上下水道の連携強化の更なる充実により、お客さまサービスの向上と事務の効率化に努めます。

重点
施策
No.

担当施策
指標名 （単位）

価が給水原価を上回り、改定以降は単年度黒字を達成できており、平成26年4月以降について、水道
料金の見直しについて検討することとした。また単年度黒字については、内部留保を行い将来の起
債額を抑制し健全経営の維持に努めていく。
●大阪広域水道企業団については、重要事項決定や経営の効率化面で各市町村に利点が得られるよ
うに制度・組織運営に努めてきた。また将来の企業団を核とした「府域一水道」（広域化）を推進
すべく、近隣自治体と広域化を検討する小ＷＧを開催し事務の共同化を進めてきた。
●職員の世代交代に備え、将来にわたり事業を担える体制整備と人材活用に取り組むべく、人事配
置を行った。
●八尾市上下水道事業連携推進会議および同会議の下に上下水道事業連絡調整会議を設置し上下水
道事業の連携強化について検討を進めた。その中で、料金システムの再構築のための意見交換等、
適宜上下水道の担当所管において、情報・意見交換を実施し、適正な事務執行やお客さまサービス
の向上、事務の効率化に努めた。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

部局における当該年度の施策展開の方針 H26 実績・課題等
主管

    関連

48 上水道の安定供給 ● 主管 管路の耐震化率 ％           19.8 19.2           18.7

ポンプ所施設耐震化率 ％           49.8 49.8           49.8

配水池耐震施設率 ％           46.5 46.5           33.2

これまで、老朽管の更新及び管路の耐震化については、配水
管整備事業により継続的に進めてきたところであり、平成26年
度では、口径75ミリから700ミリまで、約6,967ｍの更新を見込ん
でいる。今後とも管路の耐震化率の向上に向けて、計画的に取
り組んでいく。

高安受水場送水ポンプ棟更新工事における入札不調が続き、
平成26年度着工ができず、平成27年度以降にずれ込むことと
なった。本工事については、今後の施設耐震化事業の起点とな
るものであることから、平成27年度早期に着手できるよう努めて
いく。

「水道施設規模の見直し及び更新耐震化事業計画」に基づき、
配水池等の耐震化を進め、高安受水場送水ポンプ棟更新工事
完了後、平成29年度から北部低区配水池の耐震工事に着手す
る予定としている。

災害時においても安全な水を安定的に供給できるよう水道施設な
どの耐震化を進めつつ、水道事業の健全経営を維持しながら、安
心して利用できる水道をめざします。

配水池やポンプ棟等の耐震性能を高め、早期の応急給水及び復
旧が実現可能な状況をめざします。

48 上水道の安定供給 ● 主管
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

48 水道施設耐震化事業

48 水道局庁舎建設事業

48 配水管整備事業

取り組み内容

水道事業の健全な経営を維持しつつ、地震等の災害時において安全な水を安定して供給で
きるよう、水道施設の耐震化に取り組みます。
・高安受水場送水ポンプ棟更新工事（平成25年度～平成28年度：４ヵ年継続事業）

995 000

143,000

640,000

予算額（千円）

老朽管の更新及び鉛製給水管の解消、管路の耐震化を目途に７次配水管整備事業（平成23

災害時においても安全な水を安定的に供給できるように、水道庁舎の機能更新（耐震化）
や中央監視室の更新も併せて事業を推進し、健全な経営を維持しながら安定的な水道事業
に取り組みます。
・庁舎機能更新（耐震化等）事業（平成25年度～平成30年度：６ヵ年継続事業）

平成26年度末時における進捗率は約70％に止まるものと見込んでいるが、平成25年度末時進捗率が
約43％であることから 約27％の事業が執行できたものであり 終年度となる平成27年度につい

平成26年9月に、(旧)第二別館跡地整備や庁舎付属施設改修工事を終え、庁舎建設本体工事及び附
随する電気設備、機械設備各工事の施工業者が決定し、既に、本体工事については11月から着手し
ており、全体工事の約7.8％の進捗を見込んでいる。

高安受水場送水ポンプ棟更新工事については、相次ぐ入札不調により、着手が平成27年度以降にず
れ込むことが確実となる見込みであるため、年度割事業費を見直し、計画期間を平成29年度まで延
長のうえ実施していく。

実績・課題等

48 配水管整備事業

48 緊急時給水拠点確保事業

48 漏水防止対策事業

48 広聴・広報制度

995,000

水道事業の円滑な運営とお客さまサービス向上に資するため、広聴・広報委員会により事
業の充実を行います。
・下水道担当部局とも連携し八尾市としての統一性を確保しながら①水道モニター制度及
びアンケートの継続実施　②上下水道共同による広報活動の充実　③浄水場施設等の見学
④小学校や地域への水道出前講座等各種広聴広報活動を行います。

有収率向上及び漏水事故による二次災害を防止するため、引続き市内全域を対象に漏水調
査を実施するとともに、調査対象を精査し、漏水発生率の高い鉛製給水管を対象とした戸
別音調調査等の充実を図ります。
・配水管×474ｋｍ及び鉛製給水管×24,740戸等の漏水調査の実施。

「災害や危機管理に強い安全な水道」の基本方針に基づき、災害時における飲用水の確保
を目的に、避難所となる小中学校等に耐震性緊急貯水槽を設置します。
・緊急貯水槽４箇所設置（平成26年度～平成28年度：３ヵ年継続事業）

更新 製給 解 、 路 震 備
年度～平成27年度：５ヵ年継続事業）を年次計画に基づき、実施します。

広報・広聴活動を充実させるため、水道モニター、施設見学会、小学校への出前講座、地域イベン
トへの参加、上下水道共同による広報活動を通じてお客さまにＰＲを実施してきた。

平成26年度実績として、配水管では市内の老朽管を474㎞調査し、給水管は市内すべての鉛製給水
管を1～2回（調査対象件数24,953戸）調査し、地下漏水を早期に発見し無効水量の削減と漏水によ
る二次災害を未然に防いだ。このことにより、有収率の高水準値（有収率94％以上）の維持に努め
た。

本市で４ヵ所目となる太田第一公園への設置を完了するとともに、平成28年度に設置予定としてい
る２ヵ所（市立総合体育館、志紀小学校）の調査及び設計を行い、平成27年度については、上之島
小学校への設置を予定している。

約43％であることから、約27％の事業が執行できたものであり、 終年度となる平成27年度につい
ても、同様の執行に向けて取り組んでいく。

2,826

31,900

78,000

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

48 全地域

48 全地域

48 全地域

防災訓練事業

事業名・項目名

・水道事業の効率的な運営に資するため、市民から水道に対する率直な意見、提案及び要
望を積極的に求め、事業政策に反映させることを目的に行っている水道モニター制度（30
名に委嘱）を活用し 懇談会 アンケート調査 施設見学会等を引き続き実施していきま

・学童期から水道について学び、理解し、関心を高めていただくことを目的として小学校への出前
講座を実施します。総合学習における水道についての学習に合わせ、５月中旬～７月末の期間に市
内14校程度の小学４年生約 1,100名を対象に行います。
・また、広くお客さまに水道事業について理解を深めていただくため、希望を募り一般の方（自治
会・高齢クラブ・子ども会・ＰＴＡなど）を対象とした水道出前講座を実施します。

・南木の本防災公園をはじめ、市内小学校区に設置した耐震性緊急貯水槽を中心に、他部
局とも連携しながら災害時における給水活動を実地に体験をすることでより充実した訓練
を進めていきます。

取り組み内容

水道出前講座事業

実績・課題等

市内在住の28名を水道モニターに委嘱し、４回の懇談会、２回のアンケート調査と1回の施設見学
会（村野浄水場）を行った。水道モニター事業で頂戴した水道モニターの意見や提案を参考とし

限りある水資源を大切にしてもらうことを伝えるため、申し込みのあった市内小学校９校の４年生
775名を対象に出前講座（パワーポイントを使用した講義及び実験）を行った。平成27年度から平
成29年度まで、児童がより楽しく水・水道について学んでもらうため、民間の手法を取り入れた提
案型公共サービス制度を活用した出前講座を実施する予定である。

水道モニター制度事
業

耐震性緊急貯水槽を設置した３ヵ所（亀井小学校・美園小学校・南木の本防災公園）では、地域イ
ベントに参加し、耐震性緊急貯水槽についての広報活動を行った。その他、要請があった地域イベ
ントにも参加し、水道事業に関する広聴広報活動を行った。

48 全地域

48 全地域
・南木の本防災体育館・公園施設を活用して防災意識の向上を目的に見学会を実施すると
ともに、八尾河内音頭まつりや地域フェスタＩＮ亀井小学校区といったイベント等に出向
いて水道ＰＲ、応急給水訓練等を積極的に実施していきます。

・水の循環学習の一環として下水道担当部局と共催で講義、利き水、ろ過実験、みず丸く
ん＆ヤッタくんとの記念撮影会等を実施していきます。
・また、上下水道施設の学習を目的として夏休み親子上下水道バスツアー（７月予定）を
実施し、水の科学博物館やインテックス大阪（予定）の見学を通じて水の大切さを学習し
ます。

名に委嘱）を活用し、懇談会、アンケ ト調査、施設見学会等を引き続き実施していきま
す。

八尾河内音頭まつりや地域フェスタＩＮ亀井小学校区等、各種イベントに参加し、水道事業に関す
る広聴広報活動を行った。

7月に夏休み親子上下水道バスツアーと商業施設において上下水道事業に関する講座やクイズ大会
等を実施した。

て、平成27年度も引き続き水道モニター制度事業を実施する。

夏休み上下水道共
同事業

業

各種イベント参加事
業
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平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

809001

項目名

上下水道事業の一本化
(仮称）上下水道事業連絡調整会議を設置し、上下水道事業の連携強化の具体化を図り、市
民サービスの向上と無駄の排除をめざす。

取り組み内容

　八尾市上下水道事業連携推進会議および同会議の下に上下水道事業連絡調整会議を設置し上下水道事業
の連携強化について検討を進めた。
・下水道事業に上水道と同一の企業会計システムを採用。導入コスト削減と操作方式の統一を図った。
・上下水道料金使用料の債権管理の充実を図るため更新予定の料金システムのあり方について意見交換を
行った。
・平成27年度に向け、広報事業において提案型公共サービス制度を利用した共同発注を行った。
・上下水道両会計間での資金融通に向け調整を進めた。
・下水道布設に伴う水道管移設工事の下水道事業による原因者施工については、上水道管工事への業者対
応能力等技術的課題により未実施であるが、下水道工事促進のため引続き課題を解決し実施をめざす。

実績・課題等

809010

809011

現行料金設定の算定期間に続く財政計画の 終年度（平成29年度）までに、収支見込状況
を分析し検討します。
・逓増度や料金負担の適正化、資金ベースによる考え方等々検討し、持続可能な経営に資
する料金体系となるよう見直しを行います。

使用者ニーズに対応した水道サービスを次世代に承継すべく、以下の観点からも効率化の
研究･検討を進め実現可能なものから着手します。
・地域性を活かした、更なる市民の参画と協働
・下水道担当課をはじめとする本庁部局との連携強化
・東部９市等他事業体との事務統合、広域化
なお、既に実施している取り組みの効果については常に検証しながら、引き続き改善を図
ります。

水道料金の見直し

経営効率化の推進

口座振替利用割引制度・クレジットカード決済導入の検討については 引き続きお客さまからのお

・料金見直しの前提となる長期にわたる収支見通しを把握するため、国が主導しているアセットマ
ネジメントの手法を使用した取組に着手した。
・水道事業における投資は30年～60年にわたる減価償却費や企業債利息といった資本費の発生を伴
い，将来の資金状態や損益に不可逆的な影響を及ぼすため，財政とのバランスにおいで事業の優先
順位や事業量の上限等を検討した上で水道事業の持続が可能な水準の料金見直しを行うこととな
る。このため，財政、施設両部門の連携継続が課題である。

・公の守備範囲の適正化によるサービスの持続可能性向上を目指し、災害時における自助・共助・公助の
役割分担推進に寄与する地域連携の取組みとして、引続き各地域の防災訓練等に積極的に参加した。
・東部９市の取組みとして職員研修の共同化を試行。入局者を対象に「水道概論」及び「公営企業会計」
の２テーマで研修を実施した。次年度以降も継続が決定している。また、広報事業についても共同化の可
能性についての検討を開始した。
・経費的な要素を除き、各取組みの効果測定が容易でなく、また、効果発生に時間を要するものもあり、
各取組みの継続の適否についての判断が課題である。

口座振替利用割引制度・クレジットカード決済導入の検討については 平成23年度におい
809013

809014 お客さま窓口の整備

効率的な料金徴収

新庁舎建設の設計段階において、業務や人員配置の状況に基づき、より良いお客さま窓口の配置に
努めた。

口座振替利用割引制度 クレジットカ ド決済導入の検討については、引き続きお客さまからのお
問い合わせや府内市町村の状況等の推移を見ながら料金システムの再構築の際の導入について検討
を行った。

新庁舎建設の中で、業務や人員配置の検証を行ないながらより良いお客さま窓口の実現に
向け検討を行います。

口座振替利用割引制度 クレジットカ ド決済導入の検討については、平成23年度におい
て費用対効果及び経営に与える影響を考慮し見送ったが、引き続き府内市町村の状況やお
客さまの意識や経費の推移を見ながら検討を続けます。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

伊藤　均

部局の使命

・八尾市教育振興計画で規定した基本理念とめざす子ども像に基づき、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るとともに、教育行政の効率的運営を図る。
・地域とともに、幼児・児童・生徒にとって安全で良好な教育環境（施設、設備、周辺環境等）を提供する。
・八尾市生涯学習・スポーツ振興計画の目標（めざす将来像）に基づき、市民と行政の協働による循環型の生涯学習・スポーツ振興に取り組む。
・市民が求める資料や情報を得ることができ、読書意欲を充たすことができる場づくりを進めるため、図書館サービスの充実に努める。
・地域の文化財や史跡が次世代に受け継がれ、誰もが身近に郷土の歴史に親しみ、学べるような環境を醸成する。

施策実現のための部局の基本方針 実績・課題等

部局名 生涯学習部 部局長名

めざす値

目標値 実績見込値 H27

重点
主管

    関連

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標名
実績・課題等

・質の高い教育・保育の一体的な提供を進めるとともに、就学前から就学へと切れ目のない支援の提供に向け、幼保連携事業の充実
に引き続き取り組むとともに、平成24年12月にまとめた「幼保一体化の推進について」に基づき、市域全体の幼保一体化の方向性に
ついて引き続き検討を進める。
・八尾市生涯学習・スポーツ振興計画に基づいて、誰もが、豊かな人生を送ることができるよう、いつでもどこでもいつまでも、生涯にわ
たって生涯学習やスポーツに親しむことができ、その成果を社会に還元できるまちをめざす。
・高安山麓の豊かな歴史資産を次世代に継承するため、全国でも有数の群集墳である高安千塚古墳群の保存と活用を進め、八尾の
魅力を発信する。

施策実現のための部局の基本方針

・「幼保一体化の推進について」の基本的な考え方に基づき、全体像の作成に向け庁内検討を行った。今
後、幼保一体化の推進について、全体像を示しながら、認定こども園の良さを市民に伝えていく必要があ
る。
・幼保小合同研修会を年３回実施し、「教育・保育実践の手引き」を活用した研修を行った。
・生涯学習社会の実現に向け、新たに、社会の要請の高い現代的課題に関する学習の場を提供するととも
に、より効率的・効果的な施設運営をめざし、平成27年度から平成30年度における南木の本防災体育館の
指定管理者の選定を行った。
・高安山麓の豊かな歴史資産を次世代に継承するため、全国でも有数の群集墳である高安千塚古墳群の
保存の第一歩として、国史跡の指定を受けた。今後、古墳群の活用計画の策定を行い、八尾の魅力として
発信していく必要がある。

実績 課題等

部局における当該年度の施策展開の方針

・「幼保一体化の推進について」の基本的な考え方に基づき公立
の就学前施設のあり方について検討を進めつつ、質の高い幼児
教育・保育の一体的な提供に取り組む

施策
No.

担当施策
（単位）

H26

・「幼保一体化の推進について」の基本的な考え方に基
づき、全体像の作成に向け庁内検討を行った。今後、幼
保一体化の推進について 全体像を示しながら 認定こ

21 幼児教育の充実 ● 関連 － － － － －

24 教育機会の均等 ● 関連 － － － － －

27
歴史資産などの保全と活
用

● 主管 文化財施設の利用者数 人       37,400 42,600       37,000

・地区生涯学習推進事業において、今年度からの新たな
取り組みとして市内全10館のコミュニティセンターにおい

現代的課題 関する講座を実施 た

 ・高安千塚古墳群の国史跡指定のための意見具申を７
月に行い、11月の文化審議会の答申を経て、平成27年３
月に指定史跡となった。
・市史の刊行に向けて調査を行うとともに、『やさしい八尾
市史』の刊行を行った。

・安全で良好な教育環境の整備を最優先に、平成27年度
までに学校園施設の耐震化率100％を実現するため、
「八尾市立学校園施設耐震化計画」に基づく取リ組みを
進めるとともに、学校規模等の適正化に向け、大規模校
や小規模校における具体的な対策に取り組んだ。

本市の魅力の一つである歴史資産を子ども達に伝えていくため、
高安千塚古墳群の国史跡指定の申請を文化庁に行い、早期の
指定をめざす。
本市の風土、文化を記録し、将来のまちづくりに活かすため、文
書、美術、民俗等の調査を進めるとともに、読む人にやさしい『や
さしい八尾市史』の刊行を行う。

安全で良好な教育環境の整備を最優先に、平成27年度（2015年
度）までに学校園施設の耐震化率100％を実現するため、「八尾
市立学校園施設耐震化計画」に基づく取リ組みを進めるととも
に、学校規模等の適正化に向け、大規模校や小規模校における
具体的な対策に取り組む。

教育・保育の一体的な提供に取り組む。
・幼保小合同研修会の実施や教育・保育実践の手引きを活用し
た活動内容の研究等により、幼保連携をより一層進め、子どもた
ちが健やかに育つ幼児教育環境の充実を図る。

保一体化の推進について、全体像を示しながら、認定こ
ども園の良さを市民に伝えていく必要がある。
・幼保小合同研修会を年３回実施し、「教育・保育実践の
手引き」を活用した研修を行った。

28 生涯学習の取り組み ● 主管 市民一人あたり貸出点数 点 9.1 7.4 9.4

31
スポーツ・レクリエーションの

主管
運動・スポーツをしている市民の

％ 39 31 40

・平成27年度～30年度における南木の本防災体育館の
管理運営を委ねる指定管理者の公募を行い、学識経験
者等からなる選定委員会を設置のうえ 選定を行 た

て、現代的課題に関する講座を実施した。
・また、指定管理施設については、平成27年度の事業計
画策定に向け、現代的課題に関する取り組みが一層積
極的なものになるよう協議を行った。今後は、より幅広い
内容の講座実施が図れるよう情報提供等に努める。
・平成26年4月30日に新しく八尾図書館を開館し、地域資
料等のデジタル配信を進めることや、子どもたちの読書
意欲の向上を図るための読書通帳を導入した。
・また、龍華図書館の開館に向けた整備事業を進めると
ともに、管理運営主体となる指定管理者の選定を行っ
た。今後、図書館４館を官民連携による図書館サービス
の提供を進める。
・一方で、既存図書館の利用者の動向を検証し、図書館
利用者の増加に向けた取り組みを実施する。

「八尾市生涯学習・スポーツ振興計画」の推進に向け環境整備を
行うとともに、平成27年度～30年度における南木の本防災体育

「八尾市生涯学習・スポーツ振興計画」を推進する中で、地区生
涯学習として実施する講座等において、社会的要請の高い現代
的課題に関する取り組みや、地域における生涯学習活動が一層
活発となるよう、事業展開を図る。   「八尾市生涯学習・スポーツ
振興計画」を推進する中で、市民が求める図書資料や情報が得
やすく、読書意欲をさらに醸成する場づくりにつなげるため、市南
西部地域の生涯学習の拠点施設として龍華図書館の整備に引き
続き取り組むとともに、龍華図書館の管理運営主体の選定を進め
る。また、中央図書館的機能を持つ八尾図書館を中心としてサー
ビスの向上に取り組む。

31
スポ ツ レクリ ションの
取り組み

主管
運動 スポ ツをしている市民の
割合

％            39 31            40 者等からなる選定委員会を設置のうえ、選定を行った。
今後は提案された内容が着実に実施されるよう協議等に
取り組んでいく。

行う も 、平成 年度 年度 おける南木 本防災体育
館の効率的・効果的な運営をめざし、その管理運営を委ねる指定
管理者の選定を行う。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

21
幼保連携・一体化の推進
（教育）

24
小・中学校適正規模等推
進事業

565,700

764

八尾市立学校園施設耐震化計画の進行管理を行い 良好な教育環境を整備するため 学校園現場 関

実績・課題等

国の動向を注視しながら、就学前児童に質の高い幼児教育・保育の提供と待機児童の解消のた
めに、市域全体の幼保一体化の方向性を検討するなど、「幼保一体化の推進について」に基づき
取組みを進める。また、幼稚園教員・保育所（園）保育士等の合同研修や「就学前教育・保育の実
践の手引き」「接続期における教育・保育実践の手引き」に基づく取組みの推進など幼保連携事
業の充実に取り組む。

取り組み内容

学校規模等の適正化に向け、フロンティア校としての高安地区における施設一体型小・中学校設
置に関して、開校準備会等において、具体的な内容についての検討を行う。
また、大規模校への対策として、志紀小学校の改築工事を行う。

八尾市立学校園施設耐震化計画の進行管理を行うほか 良好な教育環境を整備するため 学校

予算額（千円）

・フロンティア校としての高安地区における施設一体型小・中学校設置に関して開校準備会等において、
具体的な内容についての検討を行った。
・また、大規模校への対策として、志紀小学校の改築工事に着工した。

・「幼保一体化の推進について」の基本的な考え方に基づき、全体像の作成に向け庁内検討を行った。今
後、幼保一体化の推進について、全体像を示しながら、認定こども園の良さを市民に伝えていく必要があ
る。
・幼保小合同研修会を年３回実施し、「教育・保育実践の手引き」を活用した研修を行った。

24
学校園整備計画推進事
業

24
学校施設管理運営業務
（特別支援・幼・小・中）

24
学校園安全対策推進事
業

87,240

144,997

0

・体育館の非構造部材の改修は、小・中学校24校で実施した。残りの小・中学校18校については、平成27
年度に改修を行う。
・学校予算については、全小中学校にクラブ活動予算（各校10万円増）等の増額を継続して、充実等を
図った。
・全小・中学校の普通教室等への空調設置に向けた検討を継続して実施した。
・亀井小学校の増築に向けた設計を実施した。増築工事等については、平成27・28年度に行う。

・八尾市立学校園施設耐震化計画の進行管理を行い、良好な教育環境を整備するため、学校園現場・関
係部局と調整を図った。
・また、総合的、計画的に学校園施設整備に取り組むため、国の学校施設の老朽化対策に関する方策や
市の公共施設マネジメントシステムを踏まえつつ、学校園施設整備指針を策定する準備を進めた。

学校園の安全対策として、小学校及び幼稚園の正門付近に安全対策推進員の配置を継続して
行う。
また、全小・中学校への防犯カメラの増設設置を行う。

非構造部材の点検結果に基づき、小・中学校22校の体育館の非構造部材の改修を行う。
学校予算の充実を進める中で、クラブ活動予算（各校10万円増）等の増額を継続して、その効果
的な執行を図る。
全小・中学校の普通教室及び未設置の特別教室への空調設置に向けた検討を継続して実施す
る。
児童増への対策として、亀井小学校の増築に向けた設計を行う。
※なお、予算額には、亀井小学校の増築分20,248千円（公共建築課予算）を含む。

八尾市立学校園施設耐震化計画の進行管理を行うほか、良好な教育環境を整備するため、学校
園現場・関係部局と調整する。
また、総合的、計画的に学校園施設整備に取り組むため、国の学校施設の老朽化対策に関する
方策や市の公共施設マネジメントシステム を踏まえつつ、学校園施設整備指針を策定する。

・学校園の安全対策として、小学校及び幼稚園の正門付近に安全対策推進員を継続して配置した。
・また、全小・中学校への防犯カメラ増設設置分と合わせて、４台を設置した。

27
高安千塚古墳群保存活
用事業

27 市史編纂事業

28 生涯学習推進事業

38,383

2,106

17,640

書館 ビ 充実 格差 改善を 南 部 生 学 拠点施

各コミュニティセンター運営協議会に委託している地区生涯学習推進事業において、社会的要請
の高い現代的課題に関する講座が実施されるよう働きかけるとともに、事業実施に当たっては市
政だより等で情報発信を行う。また、地域における生涯学習活動が一層活発となるよう、出前講
座情報等の提供を行う。

市民の協力のもと、地域に残る歴史・文化・風習・行事等の調査研究を進め、市史の編纂に努め
るとともに、小学校高学年から大人までが郷土の歴史に関心を高めることができるように『やさし
い八尾市史』の刊行を行う。

高安千塚古墳群の国史跡指定のための地権者同意を取りまとめ、大阪府・文化庁との協議を行
い、史跡指定のための申請を行うとともに、将来の古墳群の管理・活用についての基本計画の策
定とボランティアの組織化を進める。

・平成26年４月30日に新しく八尾図書館を開館するとともに 龍華図書館を龍華コミュニティセンター等と

・高安千塚古墳群の国史跡指定のための意見具申を国に行い、平成27年３月に指定史跡となった。
・史跡保全ボランティアの検討と調整を行った。今後、組織化を図るとともに、将来の古墳群の活用に向
けた保存管理計画の策定を進める。

・各コミュニティセンター運営協議会への委託により実施している地区生涯学習推進事業において、社会
的要請の高い現代的課題に関する講座が実施されるよう働きかけを行った結果、全10館のコミュニティセ
ンターにおいて実施することができた。なお、実施にあたっては市政だより等で情報発信を行い、広く市民
に周知するとともに、各コミセンや校区まちづくり協議会等に対し、市の各部局等が実施できる出前講座
情報等の提供を行った。
今後はより充実した講座が実施されるよう働きかけをしていく。

・市民の協力のもと、地域に残る歴史・文化・風習・行事等の調査研究を進め、市史の編纂に努めるととも
に、『やさしい八尾市史』の刊行を行った。引き続き、市史の刊行に向けた計画的な調査の実施が必要で
ある。

28 図書館整備事業

28 図書館サービス充実事業

25 今東光資料館運営事業

55,000

3,493

11,687

本市の魅力発信に寄与するため、今東光氏に関わる資料の収集、保存、展示を行い、その魅力
を後世に伝えるため、定期的に企画展を開催する。

昨年度更新の図書館情報システムを基本にデジタル資料の館内閲覧環境を整えるとともに、祝
日開館の実施、夜間開館についてはこれまでの水・木・金に加えて、土曜日も実施しサービスの
充実に努める。さらに市民活動団体との連携、活用を進める。また、龍華図書館の開館に伴う移
動図書館サービスの見直しを行う。

図書館サービスの充実や地域格差の改善を図るため、市南西部の生涯学習の拠点施設として
龍華図書館を龍華コミュニティセンター等との複合施設として建設工事を進める。

・八尾図書館の開館と同時に今東光資料館をオープンし、年に３回の企画展示の開催や他市の文学館と
の交流イベント等を開催することで、今氏の文学や当時の八尾市の生活文化の一部の情報を発信した。
今後、他文学館との交流をはじめとし様々な企画イベントを展開するとともに市民へのＰＲに努めていく。

・地域情報資料等のデジタル配信を進めるとともに、延長開館曜日を土曜日実施や祝日開館により開館
日時の増加を図った。また、図書館業務へのボランティアの協力の仕組みを構築した。
・龍華図書館の平成27年夏にオープンに伴い、移動図書館のステーションの見直し案を取りまとめた。

平成26年４月30日に新しく八尾図書館を開館するとともに、龍華図書館を龍華コミュニティセンタ 等と
の複合施設として、建築工事及び開館準備を進めてきた。
今後、平成27年夏の開館に向けた運営団体との調整や４館体制の構築を進めることが必要となる。
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②地域分権推進に向けた取り組み

施策No. 関連地域

24 高安地域

28

南高安・高安・曙川南・志
紀・大正・龍華・
久宝寺・東・亀井・八尾中
学校区

旧市立病院跡地にお 市南西部地域住民 生涯学習を支援する拠点施設とし 役割を果

各コミュニティセンターで実施されている地区生涯学習推進事業において、社会的要請の高い現
代的課題に関する講座が実施されるよう働きかけるとともに、地域における生涯学習活動が一層
活発となるよう、出前講座情報等の提供を行う。

フロンティア校設置に関して、開校準備会等において具体的な内容について検討を行う。

取り組み内容

市立コミュニティセ

生涯学習推進事業

小・中学校適正規
模等推進事業

事業名・項目名

・フロンティア校としての高安地区における施設一体型小・中学校設置に関して開校準備会等において、
具体的な内容についての検討を行った。

実績・課題等

・各コミュニティセンター運営協議会への委託により実施している地区生涯学習推進事業において、社会
的要請の高い現代的課題に関する講座が実施されるよう働きかけを行った結果、全10館のコミュニ
ティーセンターにおいて実施することができた。
・また、地域における生涯学習活動が一層活発となるよう、各コミセンや校区まちづくり協議会等に対し、
市の各部局等が実施できる出前講座情報等の提供を行った。

28 龍華小学校区

28 全小学校区

27 高安中学校区

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

旧市立病院跡地において市南西部地域住民の生涯学習を支援する拠点施設としての役割を果
たす龍華図書館をコミュニティセンター等との複合施設として、引き続き建設工事を進める。また、
地域の図書館ボランティアとの連携を図りながら、地域に根ざした図書館づくりを進める。

高安千塚古墳群保
存活用事業

地域団体貸出拡充
（移動図書館の巡
回ルート見直し含
む）

市立コミュニティセ
ンター機能更新事
業
（図書館整備事業）

・龍華図書館で活動する図書館ボランティア団体と数回にわたる意見交換の中で、各団体が主体となっ
て龍華図書館での活動する仕組みの考え方を取りまとめてきた。

・国史跡指定にかかる地域との調整を進め、地権者の同意を取りまとめ、史跡指定のための意見具申を
国に行い、国史跡化を図った。

・移動図書館のステーションの見直し案を取りまとめ、地域や学校園との協議を進めながら、夏以降の運
行ルートの素案を取りまとめてきた。
・また、地域のまちづくり団体との協議に至らないが、各学校園に対する支援策として、ネット予約や団体
貸出の基準緩和等を進めてきた。

高安山麓の豊かな歴史資産のひとつである高安千塚古墳群を郷土の歴史や生涯学習の場とし
て活用するため、国史跡化の取り組みを進める。

地域のまちづくりに関する学習活動の支援を図るため、地域のまちづくり活動を展開している団
体に対する団体貸出の実施を進める。また、移動図書館の巡回ステーションの見直しを地域との
協議を踏まえて行うことで、よりニーズに即した移動図書館サービスを実施する。

③行財政改革アクションプログラム

番　号

601003

808003

101006

平成26年度末で指定管理者による管理運営期間が満了となる、南木の本防災体育館について、
平成27年度から管理運営を委ねる指定管理者の選定に取り組み、その指定議案を12月市議会
に提出する。

取り組み内容

・ボランティアによる古墳群の維持管理等について各地の事例調査を行い、組織化に向けた検討を行っ
た。今後、ボランティアの組織化を図る。

・平成27年夏にオープンする龍華図書館の運営主体となる指定管理者の選定を平成26年夏頃から開始
し、選定委員会において候補者の選定を進め、平成27年３月定例会で指定管理者の議決を得た。
引き続き、開館に向けた準備業務を進めるととに、龍華図書館を含めた図書館４館を官民連携により運
営を効率的・効果的に実施するよう努めていく。

・平成27年度～30年度における南木の本防災体育館の管理運営を委ねる指定管理者の公募を行い、学
識経験者等からなる選定委員会を設置のうえ、選定に取り組み、その指定議案を12月市議会に提案し議
決された。

実績・課題等

高安千塚古墳群の市民協働による保全・活用

図書館管理運営体制の確立

指定管理者制度の運用

項目名

高安千塚古墳群を保存し、生涯学習の場として活用をするため、市民との協働による古墳群の維
持管理等を行うボランティアの組織化を図る。

龍華図書館においては、指定管理者による図書館サービスが効率的・効果的に提供ができるよう
に、事業者の選定を進めるとともに、導入効果の検証方法について、他市のモニタリング制度な
どを研究する。
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平成26年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

部局名 学校教育部 部局長名 柿並　祥之

部局の使命

・八尾市教育振興計画の基本理念である「人権と共生の21世紀を担う人材の育成」のもとに、「～未来を切り拓く　チャレンジする『八尾っ子』～」の実現に向け、８つのめざす子ども像である①知識を活用する子ども、②学習意
欲あふれる子ども、③ねばり強い子ども、④健やかで心豊かな子ども、⑤人とのつながりを大切にする子ども、⑥マナーやルールを守る子ども、⑦生命を大切にする子ども、⑧わが国と郷土を愛する子どもを育むための施策
を推進する。

施策実現のための部局の基本方針 実績・課題等

学校ＩＣＴを活用し、校務の効率化を進める中で、幼児教育の充実、知徳体のバランスのとれた小中学生の育
成、教育機会の均等の実現のため以下の内容を部局の基本方針とし、各事業に取り組む。
○教職員としての専門的な知識、技能の習得と今日的な教育課題への対応などの研修を実施すると共に、幼
稚園、保育所、小学校、中学校及び特別支援学校間における教育コミュニティを構築し、各学校園の連携によ
り教職員間の相互理解と指導の一貫性を図る。
○地域の共有財産である学校園を核として、家庭や地域とあいさつ運動や清掃活動などの日常的な活動を含
めた、多岐にわたる連携を進めることで教育内容の充実を図る。
○道徳教育、人権教育と併せ、学校園や地域の特色に応じた安全教育、防災教育を充実させることで、規範
意識やマナーの育成と自他の人権を尊重し 自他の命を大切にする意識と態度の向上を図る また いじめ

学校ＩＣＴを活用し、校務の効率化を進める中で、幼児教育の充実、知徳体のバランスのとれた小中学生の育成、
教育機会の均等の実現のため各事業に取り組んだ。
○今日的な教育課題への対応などを考慮し、効果的に研修を実施し教職員の資質の向上に努めた。また、研究
指定による幼小連携の取り組みや中学校区連携の強化により、保育所、学校園間における教育コミュニティを構
築し、教職員間の相互理解と指導の一貫性を図った。
○中学校区を単位とした地域であいさつ運動などの日常的な活動を含めた、多岐にわたる連携を進めることで教
育内容の充実を図った。
○道徳教育、人権教育の取り組みを充実させるとともに、土曜スクール等で学校園や地域の特色に応じた安全
教育、防災教育を実施し、規範意識やマナーの育成と自他の人権を尊重し、自他の命を大切にする意識と態度
の向上を図った。また、いじめ、不登校については、未然防止を 優先に取り組みを進めた。

めざす値

目標値 実績見込値 H27

21 幼児教育の充実 ● 主管
市立幼稚園の教育活動や管
理・運営などについて満足して ％ 98 98 98

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連 指標名 （単位）
部局における当該年度の施策展開の方針

幼稚園の教育課程や保育に関わる指導助言を行い、幼・保・小・
中 連携充実と う視点に立 た幼児教育 充実を図る

研究指定園において幼小連携の取り組みを進め、研究発
表大会を開催し、幼小連携の取り組みの研究成果を共有
した また 園内保育 指導 助言を行う等により幼児

意識やマナーの育成と自他の人権を尊重し、自他の命を大切にする意識と態度の向上を図る。また、いじめ、
不登校については、未然防止を 優先に一層取り組みを進める。
○特別支援教育や在日外国人教育の充実を図るとともに、教育相談やスクールソーシャルワーカーの活用や
就学援助制度の検証等を通した教育支援体制の構築を図ることで、教育の機会均等の一層の進展に努める。
○学校園における健康、衛生の向上と安全、安心な学校給食を提供する中、様々な教育の場面で食育の一層
の向上に努める。

○専門家チームや日本語指導支援員等を派遣し、特別支援教育や在日外国人教育を充実させるとともに、教育
相談やスクールソーシャルワーカーの活用や就学援助など教育支援体制の構築を図り、教育の機会均等の一
層の進展に努めた。
○学校園における健康、衛生の向上と安全、安心な学校給食を提供し、様々な教育の場面で食育の一層の向上
に努めた。
教育の様々な取り組みの充実や課題解決のためには、地域との連携や保護者を含め地域住民の協力を得るこ
とが不可欠である。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

H26 実績・課題等

21 幼児教育の充実 ● 主管 理 運営などについて満足して
いる保護者の割合

％            98 98            98
中の連携充実という視点に立った幼児教育の充実を図る。 した。また、園内保育での指導・助言を行う等により幼児

教育の充実を図った。
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めざす値

目標値 実績見込値 H27

①地域の歴史や自然に関心
① ① ①

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連
部局における当該年度の施策展開の方針

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

実績・課題等

「八尾市教育振興計画」に基づき、特色ある学校づくりを推進し、
学力向上のみならず、知徳体のバランスのとれた小中学生を育成
するため、以下の施策を実施する。
・特色ある学校園づくりをもとに、中学校区単位での授業改善や校
種間連携を進め、児童・生徒一人ひとりの実態に応じた指導の充
実を図り、確かな学力を育成する。
・道徳教育や人権教育についての実践研究や研修等の充実を通
して、児童・生徒の社会性、協調性を高め、豊かな心の育成と人権
意識の醸成を図る。
・支援学級の適正配置等の環境整備など 障がいのある幼児・児

・魅力（特色）ある学校園づくりを推進するため、中学校区
を単位とした生徒指導や学力向上の研究を進め、児童・
生徒の実態に応じたきめ細やかな指導を充実させた。
・全国学力・学習状況調査の結果分析から、学力と学習
環境等の相関関係を示し、教育フォーラム等で情報を共
有し、教職員の資質の向上とともに、子どもたちの学力向
上を図った。今後、更なる学力の向上にむけて、放課後を
活用した学習支援等の取り組みを進める必要がある。
・小学校での専科指導制をモデル校で実施し、学力向上
の視点から研究を進めた また 学習や生活面も含め い

指標名 （単位）
H26

23
知徳体のバランスのとれ
た小中学生の育成

● 主管

①地域の歴史や自然に関心
がある児童・生徒の割合

②学校の決まりや規則を守っ
ている児童・生徒の割合

％

①47

②84.5

①47

②85.3

①50

②82.5

支援学級の適正配置等の環境整備など、障がいのある幼児 児
童・生徒に対する教育の充実を図る。
・教職員の実践的指導力の向上を図るとともに、自らの指導力の
向上に意欲的に取り組もうとする教職員を育成するため、教職経
験に応じた継続的な研修を実施する。
・教員のＩＣＴ活用指導力の一層の向上をめざすとともに、教職員の
学校ＩＣＴの幅広い利活用を推進する。
・地域や保護者への公開を前提とした、「道徳教育」「防災教育」
「総合的な学習」等の学習を土曜日に行い、「開かれた学校づくり」
を一層進める。
・校務の効率化も視野に入れ、学習効果の高いＩＣＴ活用を一層充
実させ、セキュリティに強いネットワーク環境の構築を進める。
・市長部局との連携のもと、八尾市いじめ防止基本方針を策定し、
いじめの未然防止と解決に向けた取組を進めていく。

の視点から研究を進めた。また、学習や生活面も含め、い
じめや不登校など、小中での連携をさらに進めるなど、一
貫した指導が行われるよう研究を進めることも必要であ
る。
・人権教育研修講座や人権教育実践交流会等を通して、
教職員に対する人権教育を推進し、学校園の取り組みの
充実を図り、児童生徒の人権意識の醸成に努めた。今後
も、人権意識の向上を図れるよう研修内容を充実させると
ともに、新たな人権課題への取り組みも進めていきたい。
・市長部局や学校、保護者、地域住民と関係機関の協力
を得ながら「八尾市いじめ防止基本方針」（素案）の策定を
進めてきた。今後、「八尾市いじめ防止基本方針」に基づ
き、いじめ防止に向けた取り組みを総合的かつ効果的に
進めていくことが課題である。

・入園入学後の心身の発達・教育上のさまざまな課題や保護者の
悩み等に関する教育相談体制を充実する。

・昨今の児童生徒を取り巻く環境は、社会的な情勢の変
化もあり、複雑な要因のもと様々な課題を抱えている。そ
のような環境にある児童生徒の諸課題をSSWを学校園に

築

24 教育機会の均等 ● 主管

①スクールソーシャルワーカー
の派遣学校園数

②日本語指導などの派遣時間
数

①校

②時間

 ①45

②3,500

①48

②10,850

 ①45

②3,500

・スクールソーシャルワーカーの学校園派遣をはじめとする子ども
が抱える諸課題への早期対応を推進し、学校園における教育支援
体制を充実する。
・特別な教育的支援が必要な幼児・児童・生徒や保護者の教育的
ニーズ等を踏まえた就園就学相談を実施する。
・外国人児童・生徒が在籍する学校へ日本語指導補助員を派遣す
る。
・就学援助の実施及び状況等を検証する。
・小学校給食調理場の更新や維持、選択制中学校給食の実施に
向け配膳室の設計を含め、準備を進める。

派遣しケース会議を通して支援体制を構築し早期解決を
図ることができた。
・日本語指導を必要とする児童生徒に対して、言語介助
員や日本語指導補助員の派遣を行い、生活面の適応指
導や日本語指導の支援を行ってきた。今後も、増加する
少数在籍校への支援と直接編入児童生徒の受入に対す
る支援の更なる充実を図る必要がある。
・就学援助を適切に実施しつつ、見直しの状況等を把握し
た。
・小学校給食調理場の更新や維持、選択制中学校給食
の実施に向け配膳室の設計を含め、準備を進めた。
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平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

21  幼稚園教育の指導事務

23

 
「チャレンジする中学校
区」推進事業

3,000

小学校・中学校の学校長が互いに協力し、リーダーシップを発揮する中で、学校や地域の実態や
実情を踏まえた上で、中学校区の小中の「育ちと学びの一貫性」を意識した事業としてチャレンジす
る中学校区推進事業を実施する。事業内容は、「安全・安心（防災教育）」「連携強化」「学力向上」
「道徳教育の推進」「集団づくりの推進」の重点事項の中から選択し、中学校区を意識した事業展

学校や地域の実情を踏まえたうえで、中学校区の「学びと育ちの一貫性を意識し、「安全安心（防災教
育）」、「連携強化」、「学力向上」、「道徳教育の推進」、「集団づくり」の重点項目を意識し、各中学校区にお
いて取り組みを行った。

予算額（千円） 取り組み内容 実績・課題等

923
八尾市立幼稚園の教育課程や保育にかかる指導助言全般を行う。
研究指定園委嘱により、小学校との連携について研究を進め、幼児教育実践の充実を図る。

 曙川幼稚園を研究指定園に指定し、「つながる　幼・小・中・地域の輪～遊びから学習へ～」を研究テーマ
に、幼小連携の取り組みの研究を進め、研究発表大会を行った。また、園内保育での指導・助言を指定園
については年間12回、幼稚園全体では54回実施する等により幼児教育の充実を図った。次年度は新たに
研究指定園を指定し研究を進める予定である。

23 教育研究・研修事業

23 いじめ問題対策事業

23 学力向上推進事業

732
学校園におけるいじめの未然防止の取り組みの充実、いじめ事象発生時の早期発見と適切で迅
速な対応が組織的に行える体制づくりについて支援、指導助言を行う。また、市長部局との連携の
もと、八尾市いじめ防止基本方針の策定をめざす。

市長部局との連携のもと、「八尾市いじめ防止対策検討会議」を設置し、現在取り組んでいるいじめ防止対
策を踏まえ、地域や専門家の意見、八尾市立小・中学校児童会・生徒会役員へのアンケート調査を参考
に、「八尾市いじめ防止基本方針」（素案）の策定に取り組んだ。

14,436

児童・生徒一人ひとりの実態に応じたきめ細やかな指導の充実と「確かな学力」の向上を図るた
め、「八尾市小・中学校パートナーシップ推進事業」等のこれまでの成果を踏まえ、専科指導推進
教員を配置して小学校における専科指導についての研究を更に進め、各中学校区単位での授業
改善や校種間連携を推進する また 現在生涯学習センタ で実施している市民向けの「教育

 平成26年度全国学力・学習状況調査の分析を進め、各学校が課題に正対した取組の推進が出来るよう
支援した。また、本市の状況や各学校の取り組みにおける成果を、市民や保護者と共に共有する場とし
て、教育フォーラムを開催し、第一部を市民向け全体会、第二部を教職員向け教科別分科会とし、８月２９
日に実施した また 小学校における専科指導をモデル校にて実施し 研究を進めた 今後 更なる学力

道徳教育の推進」 集団づくりの推進」の重点事項の中から選択し、中学校区を意識した事業展
開へと結びつける。

いて取り組みを行った。

2,109
新たな教育課題に機敏に対応するとともに、常に向上心を持ち続けながら自らの指導力の向上に
意欲的に取り組んでいく教職員を育成するため、経験年数に応じた継続的な研修を実施するととも
に、それぞれの資質や能力を向上させる専門性の高い研修の充実を図る。

教職員の資質向上のための研修を実施した。とりわけ初任者研修において産業政策課と連携した「八尾を
学ぶ」研修や3年経験者を対象にした特別支援教育研修、情報モラル研修等を実施し、若手教員の資質向
上を目的に理論的実践的な学びを深めることができた。また、5年経験者研修において「防災教育」研修を
実施し、地域に根差した防災教育のあり方について気づきの多い研修となり、教職員の専門性を高めるこ
とに結びつけることができた。

23 学力向上推進事業

23
 子どもが輝く学校園づくり
総合支援事業

23  特別支援教育振興事業

23  英語教育推進事業 105,615

中学校での英語教育の充実のためにネイティブスピーカーを配置するとともに、市内全小学校にお
いても、児童が外国語に触れたり、外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど、国際社会を
生きる基礎となる英語活動を推進する。また、言語活動の充実に向け、英語を活用した発表の機
会として 英語スピーチコンテスト等の取り組みを推進する

 通年事業として、４月からネイティブスピーカーを中学校では、全クラスに週1時間、小学校に対しては、5・
6年生の全クラスに週1時間を派遣した。また、子どもたちがＮＥＴと係わることでコミュニケーションへの積極
的な態度の育成や、英語の音声や表現に慣れ親しむことにつながった。また、更なる意欲向上のため12月
13日に全中学校よりの代表生徒が参加する「英語暗誦大会」を開催した

22,115

学習指導要領の趣旨を踏まえ、学校園長がリーダー性を一層発揮し特色ある学校園づくりととも
に、保護者や地域から信頼される学校となるよう、今日的な教育課題の解決と学校の活性化をめ
ざし、児童・生徒や地域の実態に応じた取り組みを推進する。更に、より踏み込んだ事業展開が図
れるよう、各学校園との情報共有を進めていく。

 本事業が実質４年目を迎え、各学校においてより事業趣旨を生かし、学力向上や生徒指導をはじめ、地
域連携など学校園長が特色ある学校園づくりが推進できてきている。

50,174
支援学級や八尾市立特別支援学校の適正配置及び環境整備を行うとともに、生活や学習に支援
を必要とする子どもたちへの特別支援教育支援員や介助員等の人的支援を行い、特別支援教育
の充実を図る。

支援学級や八尾市立特別支援学校の適正配置及び環境整備を行うとともに、生活や学習に支援を必要と
する子どもたちへの特別支援教育支援員や介助員等の人的支援を行い、特別支援教育の充実を図った。

14,436
改善や校種間連携を推進する。また、現在生涯学習センターで実施している市民向けの「教育
フォーラム」をプリズムホールの小ホールで拡大実施し、保護者・市民の教育への関心をさらに高
める。

日に実施した。また、小学校における専科指導をモデル校にて実施し、研究を進めた。今後、更なる学力
の向上にむけて、放課後を活用した学習支援等の取り組みを進めたり、小中で一貫した指導や教育を行う
ための研究を進めたりする必要がある。

23
 学校図書館活用推進事
業

23
 小・中学校教育の指導事
務

23 学校ＩＣＴ推進事業

0 八尾市立小学校・中学校・特別支援学校の教育課程にかかる指導助言全般を行う。
 校内授業研究会における指導助言を年間９１回実施し、授業づくりや学力向上に関する指導助言を行っ
た。また、自転車の乗り方等、交通安全教室を実施した学校の児童に対して「交通安全教室受講修了証」
の配付を行うなど、交通安全に対する意識の向上を図った。

57,141
教育の情報化の一層の推進を図り、ＩＣＴ機器を利用した「わかる授業」づくりの研究・実践の充実
に努める。また、学校図書館システムの更新、教育用ＰＣのアップデートを計画的に行うとともに、
中学校への校務支援システム導入を進めたりするなど、校務情報のＩＣＴ環境整備の充実を図る。

教職員に対する情報モラルやＩＣＴ機器活用のための研修を実施し、学校図書館システムの更新・教育用
パソコンの入れ替え・教室用パソコンOS等のアップグレードを行い、校務の情報化及び情報セキュリティの
強化を一層推進するためのシンクライアントシステムの導入を進めた。次年度は残り5校へ導入し全中学
校で運用を図りながらより一層「わかる授業づくり」のためのＩＣＴ活用の充実に努める。

会として、英語スピ チコンテスト等の取り組みを推進する。 13日に全中学校よりの代表生徒が参加する「英語暗誦大会」を開催した。

17,697
言語活動の充実をめざし、児童・生徒の学校図書館利用を促進するため、全小中学校に学校図書
館サポーターを配置し、学校図書館の効果的な活用を図るとともに、図書環境の充実と図書館機
能の充実を図り、魅力ある学校図書館づくりを進める。

 学校図書館活用推進事業については、図書館サポーターの活用により、児童生徒が図書に親し
み、意欲的に読書する姿が報告されるとともに、学習状況調査においても読書習慣の定着がみられるな
ど、効果が現われている。また、八尾市立図書館と連携した図書館サポーターの研修も開催した。
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施策No. 事業名・項目名 予算額（千円） 取り組み内容 実績・課題等

平成26年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No. 事業名・項目名

23

学校園に対する指導助言
業務
(虐待・DV対応への助言・
連携調整）

23 命を育む教育推進事業

予算額（千円） 取り組み内容 実績・課題等

-

市立学校園が推進する人権教育、人権尊重の学校園づくりに対する指導・助言を充実させる。ま
た、　昨今の課題である児童虐待やDVに関して、学校園と関係諸機関との連絡・調整を行なうとと
もに、学校園における対応等に関する支援・指導助言を行なうことにより早期発見・早期対応・被害
の拡大防止に努める。

各学校園の人権学習の研修会や人権的な視点での授業への講師派遣並びに指導助言、各学校園におけ
る人権学習実施のための教材の紹介や講師紹介を行った。また、児童虐待やＤＶに関して、関係機関との
調整をおこない、学校園における対応の支援を行った。今後も児童虐待等、学校園からの相談に対して
新の情報収集に努め、必要に応じ関係機関との連携をスムーズに図っていく必要がある。

4,770

虐待・ＤＶ・自殺・命が奪われる事件など、命に直結する事象が頻発する現代の社会の中で、「自他
の命を大切にし、自らの命を守り、他人の命も守ることのできる幼児・児童・生徒の育成」を図るた
めの特色ある取り組みを実施する研究学校園を委嘱し その支援を行う また その取り組みを広

本年度は25校園を委嘱し、喫緊の課題である「命」に直結する課題に取り組んだ。そして、その成果を人権
教育実践交流会や「人権教育推進のための手引」の作成等を通して全学校園に発信することができた。次
年度以降も新たな委嘱校園での取り組みを支援し すべての学校園で自他の命を大切にする子どもを育

23
自他の人権を大切にする
子どもを育てる研究校支
援事業

24
家庭の教育力レベルアッ
プ事業

24 就園・就学相談事業 1,857
特別な教育的支援が必要な幼児・児童本人や保護者の教育的ニーズや意向を踏まえ、関係機関・
部局と連携しながら、より良い進路を選択するために就園就学相談を行う。また、入園・入学後も、
状況を把握し、必要な支援を行うための就園就学フォローを実施する。

教育相談をベースとしたていねいな就園就学相談をさらに推進することができた。今後は、引き続き保護者
のニーズや意向を大切にしながら子どもにとってより良い入園入学につながるよう子どもの状況把握、保
護者への情報提供に努め、入園入学後のフォローも充実させていく。

460

「人権教育の指導方法等のあり方について〔第三次とりまとめ〕」（文部科学省）に示された「人権教
育の目標」の実現をめざし、知的理解を深めるとともに人権感覚を高め、自他の人権を守ろうとす
る意識・意欲・態度・行動力を身につけた児童・生徒の育成を図る取り組みを展開する研究校を委
嘱し、その研究成果を市内学校園に発信する。

昨年度より小学校2校を研究校として指定し、第三次とりまとめに示された「人権教育の目標」の実現をめ
ざす研究を行った。その成果は人権教育実践交流会や「人権教育推進のための手引」の作成を通して、八
尾市内の学校園に発信することができた。

1,092
子どもが抱える諸課題に対し、福祉的な視点や関係諸機関との連携も取り入れながら、学校園の
要請に応じてＳＳＷを派遣してケース会議を開催し、課題解決に向けた早期対応、支援体制づくり
とともに要支援家庭を支えていく。

要請のある学校園へＳＳＷを派遣し、教職員研修及びケース会議を開催し、福祉的な視点からの支援体制
づくりを進めることができた。今後は、複雑化する子どもを取り巻く諸課題に早期対応するためのＳＳＷの
活用をさらに図っていく。

めの特色ある取り組みを実施する研究学校園を委嘱し、その支援を行う。また、その取り組みを広
めることにより、市内全学校園の命を育む教育の充実を図る。

年度以降も新たな委嘱校園での取り組みを支援し、すべての学校園で自他の命を大切にする子どもを育
てる取り組みを充実させる必要がある。

24 給食施設整備事業

24
スクールサポーター派遣
事業

24 特別支援教育推進事業

24 教育相談事業 1,922
幼児・児童・生徒が家庭や学校園で生活する中、心身や発達、また、教育上のさまざまな課題や保
護者の悩みについて、来所または電話による相談を実施することで、学校園や家庭への支援を行
う。

不登校、発達の課題、いじめ等保護者の学校園での多種多様な悩みについて、心理職によるカウンセリン
グをベースに学校園および関係機関と連携しながら、丁寧な対応ができた。今後は、複雑化する社会情勢
に伴い教育相談の内容も様々な角度からの対応も検討していく。

3,239
教育系・心理系大学の学生や社会人等地域人材を活用し、学校園の状況や要請にに応じながら
スクールサポーター派遣し、学校園現場での様々な教育活動における子ども支援の補助を行う。

各学校園の要請に応じ、スクールサポーターの派遣を行い、様々な課題を抱える子どもへの学校園での直
接支援を実施した。また、教職・心理職をめざす学生の育成にもつなぐことができた。
大学生の確保が課題である。

715
特別支援教育の推進にかかり、専門家チームを設置し巡回相談・通級指導教室の充実、教職員研
修、スクールサポーターの派遣等の学校園への支援を行い、障がいの有無にかかわらず、すべて
の人が生き生きと活躍できる「共生社会」の形成をめざす特別支援教育の充実を図る。

専門家チームを通級指導教室の巡回相談にも活用した。また、巡回相談を通級指導教室指導教員および
研究協力員特別支援教育部会の研修として実施することにより、通常学級における特別支援教育を推進
することができた。

225,128
選択制中学校給食の導入に向け、配膳室の設計を行う。また、校舎の耐震補強事業に関連して、
高美小学校、志紀小学校の給食調理場の改築等を行う。

選択制中学校給食の導入に向け、配膳室の設計を行った。
高美小学校の給食調理場改築事業については、完了し給食調理を行った。志紀小学校の給食調理場改
築事業については、概ね予定通り工事が進行している。

24 さわやかルーム運営事業

24
帰国・外国人児童生徒受
入支援事業

24 学校給食調理・管理業務

24
幼児・児童・生徒及び教職
員の保健管理、環境衛生
業務

108,090
幼児、児童、生徒及び教職員の健康診断等並びに飲料水、教室の採光及び空気等の環境衛生業
務を行うことにより、幼児、児童、生徒及び教職員の健康の保持増進を図る。

幼児、児童、生徒及び教職員の健康診断等並びに飲料水、教室の採光及び空気等の環境衛生業務を行
うことにより、幼児、児童、生徒及び教職員の健康の保持増進を図ることができた。

16,723

日本語指導を必要とする幼児・児童・生徒の学習支援や適応指導の充実、保護者とのコミュニケー
ションの円滑化を図るために日本語指導補助員を派遣する。特に、少数在籍校における受け入れ
体制の充実、中学校における進路指導を視野に入れた日本語指導の充実に努める。また、在日外
国人幼児・児童・生徒のアイデンティティの確立をめざした取り組みや集団の中で子どもたちが互
いの立場を認め高め合える取り組みの充実を図る。

本年度は32校園に日本語指導補助員・支援員を派遣し、日本語指導を必要とする児童生徒への学習指導
等の補助や日本語によるコミュニケーションの困難な保護者への通訳・翻訳などの支援を行った。また、民
族クラブ等への支援を行うことで在日外国人児童・生徒のアイデンティティの確立をめざした取り組みを行
い、ウリカラゲモイムなどの全市的な取り組みの中で発信することができた。直接編入児童生徒に対する
支援の充実や少数在籍校の増加に伴い、日本語指導補助員・支援員の更なる増員が課題である。

674,974 選択制中学校給食の実施に向け、提供内容、方法、システム等を検討し、具体化を図る。 選択制中学校給食の実施に向け、基本的指針となる実施方針を策定し、具体化を図った。

813
心理的・情緒的な原因等さまざまな要因により、不登校の状況にある児童生徒に対して、家庭と学
校との中間点としての場を提供し、学校復帰をめざした集団生活への適応指導、学習指導、基本
的生活習慣の改善等を行う。

小集団づくりに工夫を凝らし、一人ひとりの入室生に小集団での適応指導を行い、学校復帰を促すことが
できた。また、中学3年生については、中学校、保護者との綿密な連携のもと、入室生の進路を全員決定す
ることができた。次年度以降も、様々な要因を抱える入室生の小集団への適応指導をさらに進めていく。
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施策No. 事業名・項目名 予算額（千円） 取り組み内容 実績・課題等

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No. 関連地域

23 全市域の小中学校区

23 全市域の小中学校区
地域と連携した防
災・安全教育の充実

児童・生徒が、災害が発生した際、自らが的確な危機回避行動が取れるよう指導するとともに、高
学年の児童・生徒が災害時の非難困難者への手助けができるよう、地域とともに避難・防災訓練
等を実施するなど、大震災の教訓を生かし、校区の地域特性に応じた総合的な視点に立った防災
教育を進める。また、交通安全指導について研究を深め、児童生徒の交通安全の意識向上をめざ
すとともに、地域、関係機関と連携して交通安全教育に取り組む。

 防災教育の充実については、各学校園では「学校園安全計画」を作成し、計画的な避難･防災訓練を実施
した。また、曙川東小学校では、府事業を活用する中で、防災マニュアルの見直し等を行い、より実践的な
避難訓練を実施することができた。さらに、土曜スクールにおいて、家庭や地域と協働した防災訓練を行う
学校もあった。

事業名・項目名 取り組み内容 実績・課題等

「土曜スクール(地域
に開かれた学校づく
り）」事業

学校・保護者・地域が一層連携して取り組みが進むよう、地域や保護者への公開を前提とした、
「開かれた学校づくり」「特色ある学校づくり」「総合的な教育力の向上」等の学習を土曜日に行い、
「開かれた学校づくり」を一層進める。

「開かれた学校づくり」の一層の推進のために、市内全小中学校及び特別支援学校において、年間3回程
度の土曜スクールを教育課程内で実施した。地域と協働で行った防災訓練や地域清掃、講演会等の実施
により、開かれた学校づくりがより推進された。

23 全市域の中学校区

24 全市域の小中学校区

平成26年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

③行財政改革アクションプログラム

番　号

地域食育ＰＲ事業
家庭や地域と連携した食育の取り組みとして、ホームページを作成するとともに、展示会等を開催
する。

やお河内おんどまつり（久宝寺緑地）において食育に関する展示ブースの設置し、講演会の開催やホーム
ページの構築を行い、食育にかかる啓発を実施した。

項目名 取り組み内容 実績・課題等

豊かな心を育む教
育推進事業

道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて道徳性や道徳的実践力を養うとともに、あいさ
つ運動など日常の生活における取り組みの充実や専門家や地域の人たちを外部指導者として活
用するなど、児童・生徒の心を豊かに育む取り組みを推進する。さらに、児童会や生徒会の交流を
通し各学校の取り組みを全市的な取り組みに拡大していく。また、学校や家庭の中だけではなく、Ｔ
ＰＯに応じたあいさつのできる子どもの育成をめざし、広く地域の人たちともあいさつを交し合えるよ
うな「あいさつ運動」を展開する。

市内全中学校区で道徳の合同授業研修会を開催した。また、授業づくりについて外部講師による指導助
言をいただき、その後の授業に活かすことができた。
また、全小中学校であいさつ運動が行われており、引き続き、ＴＰＯに応じたあいさつができる児童・生徒の
育成をめざしている。
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