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平成27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

38
魅力ある都市核などの充
実

● 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

％ 60 69.3 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

件 31 42 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

％ 25 25.3 25

部局の使命

部局名

・計画行政の推進について、前期基本計画の成果と課題を踏まえた後期基本計画の策定を行っ
た。さらに、地方創生の趣旨に沿って、国・府と歩調を合わせつつ、八尾市版人口ビジョン及び総
合戦略策定を行った。
・八尾市行財政改革指針に基づき、庁内の調整を図るとともに、部局マネジメントや実施計画等の
策定にあたり、行財政改革の視点において、重点的に見直し提案を行った。また、次年度に向けて
行財政運営方針を定め、事務事業の再点検、人件費の総額抑制、歳入の確保などを柱とした取り
組みを推進していく。
・広域行政の推進については、大阪府や近隣自治体と連携を図りながら、まちの魅力を発信し、市
民どうしでの交流が図られるよう取り組みを行った。

施策実現のための部局の基本方針

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。
・計画行政を推進するため、総合計画実現に向け、基本計画に掲げるめざす値（Ｈ２７目標値）を達成するうえでの施策の進
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、前期基本計画の成果と課題を踏まえ、後期基本計画を策定す
る。また、八尾市版人口ビジョン及び八尾市版総合戦略策定を行い、地方創生の実現をめざす。
・八尾市行財政改革指針に基づき、『「選択と集中」を図る』、『「行政や財政の仕組み」を変える』、『「行政の仕事の仕方」を
変える』視点で、全庁的な取り組みとして推進していく。
・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。

・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、行財政改革に取り組み、持続可能な行政運営を確立しながら、第５次総合計画基本計画に掲げる各施策の実現に向けて、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。

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連

実績・課題等

大阪市、東大阪市、柏原市などの近隣市と連携強化を図り、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。

計画行政を推進するため、「部局マネジメント目標」や「公共施設
マネジメント」をはじめとする「行政経営」手法により、第５次総合計
画を優先度付けしながら推進するとともに、今後の市政運営の根
幹をなす後期基本計画を、全庁を挙げて策定する。

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。

H27 

限られた行政資源を最大に活用するために「選択と集中」を行うと
ともに、「行政や財政の仕組み」や「行政の仕事の仕方」を見直す
ことにより、持続可能な行財政運営を行うことを目標として、「八尾
市行財政改革指針」を策定し、全庁的な取り組みとして行財政改
革の一層の推進を図る。
また、具体的な取り組みについては、スケジュール化を行う。

指標名 （単位）
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

行財政改革指針の推進として、組織機構改革をはじめと
して、出張所機能の再編やマイナンバー制度の活用、指
定管理者制度導入施設における第三者モニタリングのモ
デル実施などを行うとともに、次年度から取り組む行財政
運営方針を定め、さらなる取り組みを推進する。
また、中核市移行準備事業については、庁内検討会議を
立上げ、府から示された移譲予定事務の精査及び中核
市としての施策展開の検討及び課題の共有を行った。

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

新都市核としての魅力ある都市環境が誘導できるよう協
議を進めるとともに、国による埋蔵文化財の試掘調査が
行われ、国有地売却後のスムーズな土地利用が図られ
るよう取り組みを行った。

平成26年度の「総合計画基本計画評価委員会」による前
期基本計画の評価を踏まえ、後期基本計画（目標別計
画）を策定するとともに、「地方創生」の趣旨に沿って総合
計画の実行計画として八尾市人口ビジョン・総合戦略を
策定した。
また、各地域の「わがまち推進計画」と整合のとれた後期
基本計画（地域別計画）の策定を進め、パブリックコメント
の実施までを行った。
今後は、パブリックコメント結果の反映の上、地域別計画
を策定し、「施策」と「地域」の両方の視点で、第５次総合
計画を推進していく。

近隣自治体との連携強化を図るため、まちの魅力情報の
発信やイベントなどを共同で実施し、市民どうしでの交流
が図られるよう取り組みを行った。

吉川　慎一郎部局長名政策企画部
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平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

1

2

3 公民協働手法の推進

新たな行財政改革の推進

項目名

「八尾市行財政改革指針」の策定及び進行管理をはじめ、行財政改革推進本部の運営や行政改
革推進員の活動、組織機構の見直し、外郭団体の見直し、全庁的業務改善運動の推進等におい
て、歳出の削減だけでなく、「選択と集中」を図り、「行政や財政の仕組み」や行政の「仕事の仕方」
を変えるといった観点から全庁的な取り組みを進める。

取り組み内容

公共施設マネジメント事業

公民協働手法の活用については、これまで導入をした指定管理者制度や委託事業等についての評価を
行い、今後、「公民協働による公共サービスの提供に関する基本指針」の具体的化指針等についても見
直しを行う。また、指定管理者制度導入施設における第三者モニタリングのモデル実施を終え、モニタリン
グマニュアルの改訂作業を進めている。

総務省より策定要請があった、「公共施設等総合管理計画」を「公共施設マネジメント基本方針」の改訂版
として作成するとともに、老朽化する公共施設の設備更新について、ＥＳＣＯ事業を導入し機能更新を行っ
た。

行財政改革指針の推進として、組織機構の見直しを実施するとともに、出張所機能の再編やマイナンバー
制度の活用などの部局横断的な仕組みの見直しや導入を行った。また、全庁的業務改善運動について
は、「仕方を変える」視点で取り組みを推進した。

実績・課題等

「公民協働による公共サービスの提供に関する基本指針」の具体的化指針等に基づき、各部局に
おける事務事業において提案型公共サービス実施制度等の公民協働手法の活用を促進する。ま
た、指定管理者制度におけるモニタリングの精度の向上を図るとともに、選定方法の研究を進め
るため、指定管理者及び行政によるモニタリングに加え、第三者によるモニタリングをモデル的に
実施する。

公共マネジメント基本方針に基づき、公共施設の長寿命化を図るための仕組みを導入し、効率
的・効果的な維持管理を進めるとともに、施設のライフサイクルに着目した再編や再配置等、計画
的な機能更新に取り組む。
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平成27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

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

％ 50 32.3 50

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 21.7 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 630,000 601,319 780,000

・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。
・情報公開を推進し、個人情報保護を徹底するとともに、マイナン
バー制度の運用開始に向け、的確な対応を図る。
・国勢調査について、市勢の基幹統計データとして活用するため、
正確かつ円滑な調査及び事務処理を行う。

総務部

・八尾市庁舎防災中枢拠点の整備について、災害対策本部を中
心とした情報収集・伝達機能を強化するとともに、災害発生時に確
実な電力供給等が行えるよう、自家発電設備の改修をはじめ太陽
光発電設備の設置等を平成２７年から平成２８年度の２か年で実
施する。

平成28年1月からのマイナンバー制度の運用開始に向け
て、各個人番号利用事務システムの改修等について調整
を行い、対応を進めるとともに、セキュリティポリシーの改
正や研修の実施等、更なるセキュリティの強化を推進し
た。

・市政だよりによる情報提供を中心に、市ホームページの
コンテンツ充実、ツイッターやＦＭちゃおの活用、新聞・テ
レビ番組への取材協力など、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。
・情報公開・個人情報保護に関する職員向け研修会を開
催し、番号法施行に伴う個人情報保護条例の一部改正
（H27.10.7改正）他関係規程の改正を行った。

・八尾市国民保護計画について、概要版チラシを作成し
市民等に対して周知を図った。
・平成28年4月の機構改革に向け、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、平成28年1月から防災中枢拠点整備工事に
着手した。
・八尾市国民保護計画について、概要版チラシを作成し市民等に対して周知を図った。
・各部局で想定される危機事象ごとの危機管理マニュアルについて、更新を行った。
・平成28年4月の機構改革に向け、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
制整備を行った。
・本市の政策法務に関し、その充実・強化を図ることを目的として、政策法務に関する学識経験者
（大学教授）に政策法務アドバイザーを依頼し、助言及び指導を受けるとともに、政策法務研修を
実施した。
・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新たなコンテンツの追加や新聞・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。
・情報公開・個人情報保護に関する職員向け研修を実施するとともに、八尾市情報公開条例及び
情報提供に関するガイドラインに基づく積極的な情報公開・情報提供を実施した。
・マイナンバー制度の運用開始に合わせて、各個人番号利用事務システムの改修を行った。また、
ＩＣＴの積極的な活用による行政経営の推進と行政サービスの向上を図るために、セキュリティポリ
シーの改正や研修の実施等、更なるセキュリティの強化を推進した。

・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市民及び関係機関
等に対し周知を図る。また、緊急事態への対応力の強化・向上を図るため、社会情勢に応じて、危機管理マニュアルの更新
に取り組む。
・誰もが安全で安心して住み続けられる八尾をめざして、平成27年度中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取り組むとともに、危機管理対応方針について、総合調整機能を踏まえた包括的な視点からの検証
を行う。
・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。
・各部局と連携して更なる情報発信力の向上を図り、多様な媒体の特性を活かした「戦略的な広報」を推進する。
・市が保有する個人情報の保護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。
・平成２８年１月からのマイナンバー制度の運用開始に向けた的確な導入対応をはじめ、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

太陽光発電設備を庁舎西館に設置するとともに、平成28
年1月から防災中枢拠点整備工事に着手した。

主管

    関連
H27

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
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

・マイナンバー制度の運用開始に向けた的確な導入対応をはじ
め、さらなる市民サービスの向上に向け、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。

部局名 部局長名 森　孝之

部局の使命

指標名

・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の緊急事態に際し、市民の生命、身体及び財産を保護する。
・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。
・誰もが日常生活に必要な行政情報を必要なときに手に入れることができるよう、効果的な市政情報の発信・公開を推進する。
・市民が安心して生活できるよう、個人情報の適切な保護を図る。
・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。

（単位）
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

・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市民及び関係機関等に対し
周知を図る。
・誰もが安全で安心して住み続けられる八尾をめざして、平成27
年度中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
めの体制整備に取り組むとともに、危機管理対応方針について、
総合調整機能を踏まえた包括的な視点からの検証を行う。
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H27

目標値 実績見込値 めざす値

63
健全かつ公正な行財政運
営

関連 一般競争入札の実施率 ％             85 95.3 85

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

1

2

3

4

5

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。指標名 （単位）

H27

積極的な情報公開の推進

駐車場管理運営業務の外部委託

取り組み内容

・『情報提供に関するガイドライン』に基づき、各課より提供される各種行政資料の配架を行い、配架資料
リストの整備及び配架方法の工夫を行うなど情報公開コーナーの配架資料等の充実に努めた。

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

・契約事務の効率化に向けて、庁内外を問わずあらゆる情報を収集し、入札・契約制度の改革を
するとともに、情報の共有化を継続して行う。

・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。

やおコミュニティ放送株式会社

・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。
・市、観光協会とともに、互いが持つ情報発信機能の特性を活かした連携を更に促進する。

実績・課題等項目名

契約事務の効率化

政策法務能力及び契約事務能力の向上

・文書事務の適正な遂行に資することを目的として、係長級職員を対象に政策法務課職員による文書事
務研修を実施するとともに、政策法務能力の向上に資することを目的として、政策法務主任及び係長級職
員を対象に政策法務アドバイザー（大学教授）等による政策法務研修を実施した。また、政策法務ニュー
スを年２回発行した。
・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。

・経営に関する黒字基調を継続できる見込みである。
・番組編成における効率化と内容充実を図った。
・市、観光協会との連携会議など情報共有・連携の促進に努めた。

・本館地下駐車場の管理運営業務を外部委託することにより、効率的な管理運営業務に取り組んだ。
・本館地下駐車場の管理運営業務の外部委託を開始し、市民にわかりやすく、より効率的な管理
運営業務に取り組む。

・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。

・文書事務、契約事務に係る研修及び政策法務研修の充実を図るとともに、政策法務ニュース（年
２回以上）を発行する。

・文書事務、契約事務のより適正な遂行に資するとともに、政策法
務の更なる充実に向け、政策法務アドバイザーを設置し、また、関
係課と連携をとりながら、研修の充実を図る。
・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、遅滞なく学校園施設耐震補強工事
の発注を実施する。

・文書事務の適正な遂行に資することを目的として、文書
事務研修を実施するとともに、政策法務の充実・強化を図
ることを目的として、政策法務に関する学識経験者（大学
教授）に政策法務アドバイザーを依頼し、助言及び指導を
受けたほか、政策法務研修を実施した。
・適正な入札・契約事務の執行を図るため、条件付一般
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、学校園施設耐震補強
工事の発注及び検査を実施し、平成27年度末までに耐震
化率100％を達成した。
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平成27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

八尾市職員の応対に満足して
いる市民の割合

％             50 50.3             55

管理職及び監督職職員の女
性職員の割合

％             35 32.2             40

ラスパイレス指数 指数           100 99.6           100

職員定期健康診断の受診率 ％           100 99.4           100

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

1

2

3

4

事務服については、定期貸与を廃止し職員に自己負担を求め、その財源については、平成２７年
１２月からの義務化が決定している「ストレスチェック制度」の実施の費用に充て、メンタルヘルス
対策のさらなる充実を図る。事務服の定期貸与は、一般的に民間企業では行っておらず、大阪府
下の市町村においてもほとんど行っておらず、時代に合わなくなってきていると考える。

適正な人員配置策定に向け、本市の特性をふまえつつ、他の類似団体等との職員数比較研究等を実施
した。次年度策定予定の「人事基本方針」において人事管理業務の体系的な整理を行っていく。

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

・福祉相談経験を有する職員や管理栄養士など、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。
・地方公務員法に基づく人事評価制度の次年度からの段階的な導入に向け、関係機関との協議等を実施した。
・行政改革課との共管により、女性職員による「働き方みなおし検討会議」を立ち上げ、新たな仕組みづくりに対
する意見をいただいた。
・人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じた給与改定を実施するとともに、ストレスチェック制度も実施
した。今後は地方公務員法に基づく人事評価制度の構築と合わせ昇給制度等の更なる検討を進めるとともに、
ストレスチェックも毎年１回継続して実施し、更なる健康増進に努める。

女性の活躍と働き方の見直し
これまでの仕事のやり方や働き方を見直し、職員の働き方に関する意識の変革を促すことができ
る仕組みを検討、構築していく。

事務服については、廃止に向けて組合交渉等、庁内での調整を進めているところであるが、平成２８年度
中には方向性を決定する予定である。事務服廃止後の被服の取扱いについて、ドレスコードを作成する
等、運用方法の検討が必要である。平成２７年度から義務化された「ストレスチェック制度」については、平
成２７年１２月～２８年３月の期間に実施をし、平成２８年度以降も年１回実施していく予定である。

人員配置

制服の見直しと職員の健康管理の充実

地方公務員法に基づく任用・給与などへの反映を考慮した人事評価制度を構築していく。

将来的な人口減少社会や少子高齢化の進展を見据えつつ、中核市移行に対応した適正な人員配
置に努めていく。

部局における当該年度の施策展開の方針

中核市移行を見据えた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。

重点
主管

    関連

項目名

人事評価制度等の見直し

取り組み内容

担当施策

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）
H27

職場環境の整備のため、職員の健康管理を充実する。

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。

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。

施策
No.

実績・課題等

地方公務員法に基づく人事評価制度の次年度からの段階的な導入に向け、関係機関との協議等を実施
した。

人材の活用と組織の活性化

部局名 部局長名 尾谷　祐司

61
人材の活用と組織の活性
化

主管

総務部（人事担当部長）

行政改革課との共管により、H27.11女性職員による「働き方みなおし検討会議」を立ち上げ、H28.2までの
間、職員ひとり1人からヒアリングを実施し、3月には、新たな働き方の仕組みづくりに対する意見をいただ
いた。また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく特定事業主行動計画を年度内
に策定し、それらを踏まえ、女性活躍推進の視点も含めた職員の働き方の見直しについて、次年度策定
予定の「人事基本方針」において、制度構築をしていく。

部局の使命

・適正な人員配置策定に向け、本市の特性をふまえつ
つ、他の類似団体等との職員数比較研究等を実施した。
・地方公務員法に基づく人事評価制度の次年度からの段
階的な導入に向け、関係機関との協議等を実施した。
・行政改革課との共管により、女性職員による「働き方み
なおし検討会議」を立ち上げ、新たな仕組みづくりに対す
る意見をいただいた。

平成27年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に
準じた職員の給与改定を実施した。地方公務員法に基づ
く人事評価制度の構築と合わせ昇給制度等の更なる検
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。平成２７年１２月から義務化された「スト
レスチェック制度」についても、２７年度に実施し、今後も
毎年１回継続して実施し、健康増進の充実を図りたい。

施策実現のための部局の基本方針

●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

5



平成27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

63
健全かつ公正な行財政運
営

主管 経常収支比率 ％ 94
出納閉鎖後
に算出予定

94

63
健全かつ公正な行財政運
営

主管 - - - - -

63
健全かつ公正な行財政運
営

主管 - - - - -

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

1

2

3

部局名 部局長名 小田　泰造

部局の使命

施策
No.

担当施策

公共施設等の事業用地取得に努めるとともに、普通財産の有効
活用に努めます。

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。

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。

市税の徴収にあたっては、税負担の公平性を確保するために、現
年課税分の徴収を重点課題とするとともに、滞納繰越額の圧縮に
努め、高い市税徴収率をめざします。

指標名

実績・課題等

財政運営につきましては、行財政運営指針に基づき、事務事業のスリム化などにより事業費の縮減を図
り、予算規模の縮小に努めました。
公共事業用地の取得を行うとともに、公有財産を適正に管理しました。
また、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まし
た。
また、滞納対策の推進としては、口座振替の推進、コンビニ収納の活用等により収納方法の利便性を拡大
して市民サービスを向上させることで、市税の自主納付の推進を図るとともに、滞納者への早期着手により
市税の現年課税分において高い徴収率を堅持できております。さらに、平成27年４月に設置された大阪府
域地方税徴収機構に参加し、徴収に関するノウハウを吸収するとともに公売等の滞納処分を行うことで徴
収困難事案を含む高額案件を数多く解決させ、市税未納額の更なる縮減を図ることができました。

施策実現のための部局の基本方針

●財政運営の指針の策定
　持続可能な財政運営を行っていくため、学識経験者の助言を得ながら、財政運営の指針を策定します。
●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、課税捕捉に努めつつ、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。
●効率的な財政運営
　持続可能な財政運営をめざし、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。
●公有財産の取得・適正管理
　公共事業用地の取得に努めるとともに、公有財産の適正な管理、効率的な運用を図ります。
●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。
●地方公会計への対応
　地方公会計に適切に継続対応できるよう、学識経験者の助言を得ながら、市全体での仕組み作りに取り組んで行きます。

重点
主管

    関連

コンビニ交付にかかる市民税・府民税証明書手数料の設定については、受益と負担の公平性の観点か
ら、コンビニ交付を行う各種証明書を一定年数を発行した場合のコスト計算等を行い、関係課と検討した
結果、個人番号カードを利用して多機能端末機から交付を受ける同証明書の手数料を250円（市役所等
の窓口交付分は300円）とし、これにかかる手数料条例の一部改正を行いました。

滞納整理の推進につきましては、平成27年４月に設置された大阪府域地方税徴収機構に参加し、徴収に
関するノウハウを吸収するとともに公売等の滞納処分を行うことで徴収困難事案を含む高額案件を数多く
解決させ、市税未納額の更なる縮減を図ることができました。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

（単位）
H27

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

市税の徴収につきましては、自主納付の推進を図るとともに、
滞納者への早期着手により市税の現年課税分において高い
徴収率を堅持できております。さらに、大阪府域地方税徴収機
構に参加し、公売等の滞納処分を行うことで徴収困難事案を
含む高額案件を数多く解決させ、市税未納額の更なる縮減を
図ることができました。

予定どおり、高安中学校区における施設一体型小・中学校通
学路整備事業、街区内道路整備事業の用地買収を行ったほ
か、事業担当部局からの依頼により、東部大阪都市計画道路
ＪＲ八尾駅前線事業、旧楠根川緑地事業の用地買収を行いま
した。

行財政改革指針に基づき、投資的経費において事業着手の
延期や事業費の縮減を図り、また、経常経費においては仕様
の見直しや実績ベースに査定するなど、事務事業のスリム化
を行い、第6期実施計画における重点事業等の予算化を図り
ました。

平成28年度中に予定している証明書のコンビニ交付の手数料について、コンビニ交付の利用促進
や受益と負担の公平性の観点から金額の設定を検討します。

財政部

平成27年4月に設置された大阪府域地方税徴収機構に参加し、参加市町の徴収困難事案を含む
高額案件について集中的に滞納整理を行い、徴収技術の向上と滞納整理の推進を図ります。

実績・課題等

今年度から設置された大阪府及び府内市町村で構成する「大阪府個人住民税特別徴収推進会議」に本
市も参画し、平成30年度からの特別徴収義務者の府内一斉指定実施に向けて、事務課題等の整理やそ
の対応方策の検討を行ったほか、一斉指定に向けた実施計画を策定するなどオール大阪としての特徴推
進の取り組みを進めました。
また、本市としても引き続き、事業所への特別徴収推進チラシの配布、市ホームページへの掲載、公用車
へ啓発ステッカーの貼付をはじめ、近畿税理士会八尾支部等関係団体を通じた広報啓発活動を行ったほ
か、特別徴収未実施事業所に対して勧奨文書を送付するなど特別徴収推進の取り組みを実施した結果、
平成27年度課税における特徴実施率は78.8％で前年度より1.1ポイント増加しました。

受益と負担の公平性の確保

滞納整理の推進

項目名

個人市府民税の特別徴収推進

取り組み内容

今年度から大阪府において「大阪府個人住民税特別徴収推進会議」が設置され、オール大阪とし
ての特徴推進の取り組みが展開されることから、本市も同会議に参画し、平成30年度からの特別
徴収義務者の府内一斉指定実施に向けて、府及び各市町村と連携しながら事務課題等の整理や
その対応方策の検討を進めていきます。
また、本市としても引き続き、特別徴収推進チラシの配布、市ホームページへの掲載、公用車へ啓
発ステッカーの貼付などの広報活動を行っていくとともに、特別徴収未実施事業所に対して勧奨文
書を送付するなど特別徴収推進の取り組みを実施します。
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平成27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 1,887 1,892 2,000

30 芸術文化の振興 主管 文化会館施設利用状況 ％ 87 86 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

％ 36.9 32.9 48.0

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 1,470 1,310 1,380

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 部局長名 松井　順平人権文化ふれあい部

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」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。今後も引き続き、相談・支援体制の充実が
求められるとともに、ＤＶ等により緊急を要する対応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必要がある。
④国際交流センターや市内中学校と連携しながら、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を行う外国人市民会議の開
催や、災害時の外国人市民支援の拠点となる災害時多言語支援センターの設置運営マニュアル
の作成等に取り組んだ。市民の多文化共生に向けた意識を高めるとともに、災害時に適切に機能
する支援の仕組みが必要である。
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、戦争体験者から直接お話
を聞くことが難しくなる中、戦争体験の継承や平和の啓発についての工夫が求められる。
⑥芸術文化振興プランに基づき、文化会館を拠点とした芸術文化事業を実施するとともに、高安能
をはじめとする地域文化の推進を行った。文化会館を中心としつつも、市内のさまざまな場所で誰
もが芸術文化に触れることができるようにする工夫が求められる。

部局における当該年度の施策展開の方針
実績・課題等

※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

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）
担当施策 重点

主管

    関連

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、
ＤＶ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。

施策
No.

桂人権コミュニティセンター及び安中人権コミュニティセンターにつ
いては、平成26年度に実施した住民意識調査結果を活用し、地域
の実態を踏まえた相談事業を展開するとともに、引き続き地域の
拠点施設としてのコミュニティセンター機能の向上を図る。
また、地域と向き合う施策展開に沿って、八尾市人権啓発推進協
議会の協力の下、市内各地区福祉委員会が実施する人権研修を
支援するなど、地域に根ざした人権啓発の取り組みを進める。

H27

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
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、
八尾の地域文化の認知度の向上や次世代への継承につなげて
いくための取り組みを進める。

人権教育・啓発プラン（改定版）は、平成27年度で計画期間終了と
なるため、現行計画による施策の達成状況を総括するとともに、
次期計画の策定に向けて取り組みを進める。
また、地域分権を推進するにあたり、地域の拠点施設としての桂
人権コミュニティセンター及び安中人権コミニュティセンターの施設
管理において、耐震工事等を実施する。

国際交流については、上海市嘉定区へは国際サマー
キャンプへ青少年を派遣し、大邱市中区へは訪問団の派
遣により今後の青少年交流の進め方を協議した。
国内交流については、市長による初めての五條市への訪
問や新宮市との他課との連携による交流を進め、訪問に
あたっては市民団体や八尾市観光協会との連携により、
効果的に本市のＰＲを行った。

文化会館が中心となり吹奏楽に関する取り組みを進め、
中学校の吹奏楽部への指導の充実や八尾をテーマとし
た楽曲の創作などを行った。
八尾の地域文化の認知度の向上や次世代への継承に向
けては、庁内での検討会議を行うとともに、市民団体や大
学との連携により「高安能」の魅力発信を行った。

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達成状況
を総括するとともに、人権教育・啓発プラン策定審議会に
おいて、「第２次八尾市人権教育・啓発プラン」の策定に
取り組んだ。
桂・安中両人権コミュニティセンターにおいて、耐震工事、
自動扉の設置、空調設備入れ替え等、地域の拠点施設と
しての機能を更新した。

人権啓発推進協議会の協力の下、地域での研修の実施
や人権啓発推進委員の養成、また、人権擁護委員八尾
地区委員会など各種団体の協力のもと街頭啓発を行うな
ど地域に根差した人権啓発を推進した。
桂・安中両人権コミュニティセンターにおいては、住民意
識調査や地域の実態を踏まえた相談事業を実施するとと
もに、高齢者に対する支援など地域の課題を抽出・検討
しセンター機能の向上を図った。
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H27

目標値 実績見込値 めざす値

52 多文化共生の推進 主管 外国人市民相談事業件数 件 1,000 1,000 700

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 22,000 25,088 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

％ 34.1 33.9 50

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。指標名 （単位）

H27
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

八尾市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達成状況を総
括するとともに、「八尾市はつらつプラン～第3次八尾市
男女共同参画基本計画～」の策定に取り組んだ。また、
「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」に基づき、政策・方針決定過程への女性の
参画拡大に向けて、審議会等への女性の登用促進など
の取り組みを実施した。

「第２次 やお女と男のはつらつプラン」が平成27年度で計画期間
終了となることから、その次期計画の策定に取り組む。また、政
策・方針決定過程への女性の参画拡大に向けた具体的で実効性
のある取り組みを進める。

項目名 取り組み内容 実績・課題等

災害時の外国人市民支援の拠点となる災害時多言語支
援センターの設置運営マニュアルの作成に取り組んだ。
また、外国人集住地域におけるモデル事業として、外国
人市民と地域住民がともに地域課題について話し合うと
ともに、地域での防災訓練を実施した。

市内小中学校を対象に被爆者本人による体験講話を引
き続き実施するとともに、身近なところでの戦争や平和を
感じてもらうため、「非核平和都市宣言30周年記念誌」の
活用による「八尾市戦争遺跡めぐり」を実施した。
また、「平和のつどい」では、「被爆体験伝承者」による講
話と二胡奏者による平和コンサートを行った。

「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、市民会議等にて外国人市民の意見を聴きな
がら、各地域において日本人市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。

戦後70年を迎えるにあたり、、「平和のつどい」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関係各課と連携し効果的な
啓発事業を行うとともに、平和事業の広報に努め、市民の平和意
識のさらなる向上を図る。
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平成27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

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         2,200 2,081         2,200

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 ％ 84 83.2 84

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。

実績・課題等

○防犯対策では、平成27年中の八尾市における街頭犯罪の認知件数は2,081件で、平成26年中と
比べ340件の減少が実現した。しかし、犯罪発生件数は減少傾向にあるものの、市民の間には、治
安が良くなったとの実感は広まっていない状況にあると認識しており、引き続き、地域、関係機関と
連携を強化しながら、取り組みを進める必要がある。
○防災対策では、災害情報システム及び被災者生活再建支援システムを構築するとともに、過去
の災害の教訓を踏まえた土砂災害を想定した防災訓練の実施、また、自主防災組織の結成促進
及び必要となる資機材、物資等の充実を図った。引き続き、南海トラフ巨大地震の発生等が懸念さ
れる中、その時々でできる最大限の取り組みを着実に進めていく。
○出張所機能再編として、健康コミュニティづくりや地域のまちづくり支援等を地域特性に応じて展
開できるように、出張所の体制整備（人員、事業、予算）を行った。また、地域のまちづくりについて
は、平成28～32年度を計画期間とする「わがまち推進計画」改定支援を行い、新たな計画にそって
地域のまちづくりの活動がさらに充実するように「校区まちづくり交付金（地域予算制度）」の見直し
を行った。
○町会加入促進については、自治振興委員会での話し合い、町会に関するＰＲ活動を行ったが、
加入率の向上にはつながらない現状であり、自治振興委員会と市関係課（各出張所及び市民ふれ
あい課等）と連携し、引き続き、加入促進の働きかけを行う。
○市民課窓口の委託については、証明事務に加え当初の予定通り9月より戸籍の届書の受付及
び住民基本台帳入力業務について民間委託を実施し、親切丁寧・より効率的な窓口サービスの提
供を行った。
○通知カード及びマイナンバーカードの交付事務体制を整え、マイナンバー制度の円滑な普及に
努めるとともに、証明書のコンビニ交付サービス導入に向けたシステム構築作業等の準備を継続
している。

部局名

重点

人権文化ふれあい部（市民ふれあい担当部長）

部局の使命

（単位）
H27

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

施策実現のための部局の基本方針

○地域の自主的な防犯活動を支援するとともに、関係団体、警察との連携を強化しながら、ハードとソフトの両面において
「犯罪が発生しにくいまちづくり」を推進する。
○災害被害を最小限にするために、修正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。
○出張所機能再編の取り組みとして、出張所に配置された保健師を含む全ての職員が、初期対応型総合相談機能を高め
る取り組みを行う。
○校区まちづくり協議会が策定したわがまち推進計画の進行管理や今年度予定されている改定の際に、コミュニティ推進ス
タッフや地域担当職員、地域拠点である出張所等の職員が、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。
○校区まちづくり協議会等の地域で活動を行っている団体と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。
○平成２７年１月より実施している市民課証明窓口の委託に引き続き、本年９月より戸籍の受付及び住民基本台帳入力事
務について、民間ノウハウを活かした親切丁寧・より効率的効果的な窓口サービス提供のために民間委託を拡大する。
○マイナンバーカードの事務体制を整えることで、マイナンバー制度の円滑な普及に努めるとともに、証明書のコンビニ交
付サービスの導入に向けシステム構築作業を行う。

部局における当該年度の施策展開の方針

・街頭犯罪発生件数のさらなる減少に向け、新たに地域防犯アド
バイザーを設置し、学識経験者等の見識も取り入れながら、「やお
防犯計画」の見直しを行う。併せて、増加傾向にある犯罪種別に
効果的な対策を講じる。
・地域と行政、警察をはじめとする関係機関が一体となった従前か
らの取り組みを継続するとともに、大阪市平野区や東大阪市等と
の合同の防犯活動を行うなど、広域的、連続的に発生する犯罪等
の抑止に向けた取り組みを推進する。

・八尾市地域防災計画修正に伴う八尾市災害対策本部各班マ
ニュアルの更新を行うとともに、各種防災訓練を実施し、更なる災
害対応能力の向上に取り組む。
・災害情報システム及び被災者生活再建支援システムを導入し、
災害発生時に迅速かつ的確に災害対応及び被災者支援が実施
できるよう災害対策本部機能の強化を図る。
・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
織に対する活動支援や校区まちづくり協議会との連携を強化し、
災害に強い地域づくりを進める。
・災害時における情報伝達体制の強化を行う。

担当施策
主管

    関連

施策
No.

平成26年中と比べ、340件減少となり、目標を達成でき
た。
街頭犯罪認知件数を押し上げている主な要因が、自転車
盗となっていることから、今後の重点課題として、自転車
盗難防止に向けた施錠の徹底・二重ロックの推進・駐輪
マナーの向上など、引き続き、警察や地域と連携しながら
効果的な取り組みを進めていく必要がある。

自主防災組織については、平成27年度、新たに15町会、
2,675世帯で結成され、結成率81.2％　→　83.2％となっ
た。
平成28年度においては、約30町会での結成、結成率にし
て87％を目標として取り組みを進める。
その他、施策展開の方針に沿って着実に取り組みを進め
ていく必要がある。

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。指標名

9



H27

目標値 実績見込値 めざす値

54
地域のまちづくり・地域活
動への支援

● 主管

「わがまち推進計画」を策定し
ている校区の割合

１年間のコミュニティセンター
利用者数

％

人

100

354,300

100

311,669
(見込）

100

354,300

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           177 260           177

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

％ 55 43.2 55

指標名 （単位）
H27重点

施策
No.

担当施策
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
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

・総合案内室においては、民間事業者への委託により、親切丁寧
な案内業務による効率的で効果的な窓口サービスの提供を行う。
また、今後の総合案内室の機能について検討する。
・市民が安心して相談を受けられるように、各種相談業務の連携・
強化を行う。特に、法律相談については、コミュニティセンターでの
開催を増やし、法律相談の充実を図る。
・市政に対する意見・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。
・市民課窓口業務について、更なる親切丁寧・効率的な市民サー
ビスを提供する為に、民間のノウハウを積極的に活用し、戸籍の
届出の受付及び住民基本台帳の異動処理について、平成２７年９
月より民間委託を拡大する。
・平成２８年１月から交付が始まるマイナンバーカード業務が円滑
に開始できるように準備を進め、通知カードやマイナンバーカード
に係る周知・PRを行うとともに、マイナンバーカードを利用したコン
ビニでの証明書交付サービスの導入に向けて、システム構築作業
やマイナンバーカードの普及促進活動を行う。

・全校区の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
した地域活動が展開されるように支援する一方、地域予算制度に
おける第２ステップ（平成２８～３２年度）の活動方針である「わが
まち推進計画」の改定に取り組むため、地域拠点である出張所等
の職員及び各部局の地域担当者等が改定支援をしていく。
・第５次総合計画の後期基本計画（地域別計画）の策定と「わがま
ち推進計画」の改定が同時に進むため、政策企画部と連携してそ
れぞれの計画の策定を進める。また、関係部局（政策企画部、財
政部等）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、第２ステップにおける地域予算制度を構築する。
・町会加入率が低下し続けており、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。
・出張所等が管轄する地域内の福祉施設や学校園等とのネット
ワークを築き、出張所等を市民に身近な初期対応型総合相談に
対応した地域拠点とするとともに、出張所へ予算を配分し、出張所
自らが地域と向き合う施策を展開できる地域拠点となるように移
行していく。また、各部局と連携してコミュニティセンターを活用した
様々な地域と向き合う施策を展開していく。
・地域のまちづくりの活動に対する支援として、活動拠点となるコ
ミュニティセンターのうち、志紀コミュニティセンターの耐震化・機能
更新、龍華複合施設の開館に向け着実に取り組みを進めるととも
に、竹渕コミュニティセンターの移転建替に向けた取り組みを進め
る。

・校区まちづくり協議会の活動支援を継続して実施し、特
に、平成27年度は、「わがまち推進計画」の改定におい
て、地域住民による話し合いや計画の取りまとめ等の支
援を行い、概ね平成27年度中に全校区で改定が進み、
今後の地域のまちづくりの方向性を明らかにすることがで
きた。
・平成28年度からの第２ステップの校区まちづくり交付金
（地域予算制度）については、これまでの活用状況を分析
するとともに、校区まちづくり協議会からの意見も把握し
て、既存の防犯カメラ補助金を統合して人口割適用（経過
措置廃止）、加算制度の創設（安全安心等）、運用見直し
を実施した。
・八尾市自治振興委員会との協働のもと、地域行事にお
いて町会加入促進に取り組んだ。
・出張所等で社会福祉施設や学校園等との地域内施設
連絡会議を開催するとともに、地域と向き合う施策を展開
できるよう出張所等へ予算を配分した。各部局が出張所・
コミュニティセンターを活用した様々な施策を展開していく
よう地域分権推進会等を通じ今後も庁内合意を図る。
・地域活動拠点のうち、志紀コミュニティセンターの耐震
化・機能更新、龍華複合施設の開館、竹渕コミュニティセ
ンターの移転建替に向けた取り組みを進めた。

・総合案内室の窓口業務を民間事業者に委託して、その
スキルとノウハウで質の高い窓口サービスを提供した。な
お、総合案内室のあり方については、引き続き検討する
こととした。
・市民ニーズが高い弁護士による無料法律相談を、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、巡回型法律相談として、年２～３回実施した。
・電子メールや市政への提案箱、窓口での相談等、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。
・マイナンバーカードの交付が始まり、コンビニ交付実施
に向けたシステム構築などを継続して行っている。コンビ
ニ交付への円滑な移行を進めるため、マイナンバーカー
ド及びコンビニ交付について広報・啓発活動を継続して実
施する必要がある。マイナンバーカードについては、申請
から交付までに数ヶ月を要する状況であり、ＪＬＩＳ（地方
公共団体情報システム機構）から八尾市にカードが到着
してから、市民理解を得ながら、円滑な交付事務をできる
ようにしていく必要がある。

・八尾市市民活動支援ネットワークセンター「つどい」につ
いては、プロポーザル方式により平成２８年度から５年間
の委託団体の選定を実施し、既受託団体の継続が決定
した。
・「つどい」においては、中間支援組織としての機能充実、
強化の側面から校区まちづくり協議会をはじめとする地
域活動団体と市民活動団体との協力関係による事業実
施の仲介など、様々な活動主体の連携が図られた。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、強化を図っていく。
・市民活動支援基金については、市民活動団体が継続か
つ安定して活動が可能な組織となるよう、これまでの基金
助成事業を見直し、新たに他の活動主体との協働による
事業実施についての助成金を新設するなど、要綱等の改
正を行った（平成28年度より実施）。
・「つどい」におけるＮＰＯ法人の設立認証等においては、
手続きの事前相談のみならず、人材や資金の確保など、
組織の運営についての相談機能を充実させた。

・八尾市市民活動支援ネットワークセンター「つどい」の中間支援
組織としての機能充実、強化を図ることで、公益的な活動を行う
様々な主体の連携、協力による取り組みが推進されるようコーディ
ネートするとともに、平成２８年度からの「つどい」の委託先をプロ
ポーザルにより選定を行う。
・市民活動支援基金の効果的な活用について、基金活用団体の
事業実施を通じての組織の強化、継続が図られるよう要綱改正等
について検討を行う。
・ＮＰＯ法人の認証等事務を円滑に遂行するとともに、八尾市市民
活動支援ネットワークセンター「つどい」におけるＮＰＯ法人の設立
や運営についての相談機能の充実を図る。
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平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

1

2

3

4

5

出張所機能再編

土日の市民サービス充実

外部委託の推進

取り組み内容

・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の「わがまち推進計画」策定支援を担
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、そこで知りえた地域の情報について各部局の施策や市が平成２７年度に策定す
る地域別計画（後期計画）へのフィードバックを行えるようにする。
・最終的には、地域のまちづくりに関わることにより、職員が所管する業務だけでなく多角的な視
点で政策形成ができるなど、人材育成に資する取り組みとなることをめざす。

・平成26年度から市税等の収納業務を廃止し、出張所機能再編に着手している。今後、証明書・
届出業務の廃止に向けて、証明書のコンビニ交付導入（平成28年度）、出張所の窓口で取扱って
いる事務を整理し本庁への集約化の範囲を決め、超高齢社会にふさわしい地域拠点へとシフトし
ていく。証明書・届出業務廃止の時期を決め、十分な周知期間を経て、廃止とするべく庁内検討を
十分に行う。
・また、証明書・届出業務廃止後、市民が出張所等へ気軽に立ち寄りやすく、その場で職員が市民
と話しがしやすい環境にする必要があり、ハイカウンターを減らし、ローカウンターに置き換えた
り、テーブルを設置するなどのレイアウト変更は必須。また、高齢者や乳幼児を連れた保護者等が
来庁しやすいように、現在、エレベータの設置のないコミュニティセンターについて、エレベーター
設置やトイレ等の改修などのバリアフリー化の検討を行う必要がある。

現在の開庁時間で来庁できない方へのサービス向上のため、関係課とも調整のうえ、土日開庁、
平日夜間開庁について検討を行う。また、出張所における証明書・届出業務の廃止に伴い、代替
手段がないもの（例：印鑑登録、転入届等のように郵送での申請が不可のもの）については、本庁
への来庁者が増加する。市民課等の窓口及び地下駐車場の混雑が予想される。出張所によって
は、届出が１日数件というところもあり、定期的な土日・平日夜間の対応のほうが、サービス面では
充実する可能性も高いため、出張所機能再編（証明書・届出廃止）とともに検討する。

市民課の窓口業務のうち、公権力の行使にあたる部分を除き、平成26年度に引き続き民間委託
を行い、平成２７年９月より届出の受付及び住基入力業務においても導入することにより、窓口業
務の迅速化、効率化を図る。また、番号法事務や戸籍入力迅速化等への人的資源の投入・再編
を行うなど、人材の有効活用を進める。

届書受付及び住基異動入力については、計画通りに９月より民間委託を導入した。委託により、番号法事
務や戸籍入力の迅速化等に市職員の人材有効活用を行うことができた。なお、現在の窓口委託の契約期
間は、平成29年９月までのため、委託の効果を検証し、同年10月以降委託業務内容等について今後検討
し、決定する必要がある。

実績・課題等

・校区まちづくり協議会における「わがまち推進計画」の策定支援等を通じて、地域の課題や地域のまちづ
くり活動状況等を地域別計画（後期計画）へ反映していくことができた。
・総合計画前期基本計画が平成27年度で終わり、出張所機能再編を進めていくなかで、地域担当制の見
直しを行った。また、職員が新規採用の段階から地域のまちづくりを実感できるしくみについても検討を行
い、平成28年度から実施する予定である。

・出張所機能再編に関して庁内検討を行い、健康や地域のまちづくり支援等の機能の充実、窓口業務の
廃止縮小（住民票等の証明・届出業務廃止）について、実施時期を含めて決定した。今後、市民に説明・
周知を行い、円滑に機能再編を進めていく必要がある。
・平成29年10月からは、証明・届出業務の廃止を予定しており、市民が出張所等に気軽に立ち寄れ、相談
への対応を行えるように、出張所執務スペース等の環境改善について、検討・具体化する必要がある。

受益と負担の公正性の確保

通知カードやマイナンバーカードの再発行手数料についての手数料条例の改正を行った。また、住民票の
写し等の証明書コンビニ交付については、平成28年10月導入に向けて、システム開発等を進めるととも
に、マイナンバーカードの普及が必要であり、今後積極的に展開していく必要がある。なお、コンビニ交付
による証明発行手数料については、適正な受益者負担と市民サービス向上の観点から、窓口交付よりも
50円低い手数料とし、手数料条例の改正を行った。今後、コンビニ交付利用促進を積極的に展開する必
要がある。

・定例的な・休日・夜間の窓口対応について、関係課とともに検討し、定例化の方針については決定した。
今後、導入に向けて具体的内容を決定していく必要がある。

項目名

地域の視点をもった職員の育成（地域担当制）

通知カードやマイナンバーカードの再交付手数料について、手数料条例を改正する。また平成２８
年度中に予定している証明書のコンビニ交付の手数料については、受益と負担の公正性の確保
の観点から、金額の設定を検討する。また、コンビニ交付利用促進を実現するために、対象となる
証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書等）の手数料減額を検討し、実施する。出張所機能再編
における証明書窓口業務の廃止と連動しており、本庁集約による混雑回避策という位置づけもあ
り、今後、マイナンバーカード普及のためのPRを積極的に展開し、証明書コンビニ交付を効果的に
導入する。
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平成27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

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

％             32 34             39

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 86 197 60

健康福祉部

重点

  災害時要配慮者支援については、先行取り組みの２校区に
おいて同意者リストを活用した取り組みについて協議を行い、
見守り活動や災害時の支援体制の構築等、地域で同意者リス
トを活用した活動に取り組みました。また、全小学校区におい
て登録申請書兼同意書を送付して実態を把握するとともに、地
域ぐるみの助け合いを進めるため、計１８小学校区において同
意者リストを活用した取り組みについて説明会を実施しまし
た。
　高齢者とりわけ認知症高齢者の見守り体制として認知症サ
ポーターを養成するとともに、認知症サポーターとなった人の
活動の活性化を図るため、徘徊高齢者模擬訓練を実施しまし
た。さらに、各種イベントでの啓発活動や認知症講演会等を通
じて認知症に対する理解を広める取り組みを行いました。
　地域包括支援センターについては、地域ケア会議を通じて総
合的な高齢者支援を行うとともに、機能強化を図るため、地域
包括支援センター増設に向けた検討を行いました。
　介護予防については、積極的な啓発及び教室の開催を行う
とともに、地域で自主的に介護予防や健康づくりに取り組むグ
ループを育成するため、健康づくり出前講座を実施しました。

　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。
　「八尾市災害時要配慮者支援プラン」に基づいて作成した避難行動要
支援者名簿について、平常時から出張所や地域の関係団体等と情報共
有を図るなど、地域と連携した要配慮者支援体制の整備を行います。
　高齢者とりわけ認知症高齢者の見守り体制として、認知症サポーター
を育成する一方、見守り活動への協力事業者や認知症サポーターが効
果的に活躍するための研修を行うことにより、それぞれが地域で活動で
きるように取り組みます。
　地域包括支援センターについては、地域ケア会議を基本として総合的
な高齢者支援を行います。
　介護予防については積極的な啓発を行うとともに、地域で自主的に介
護予防や健康づくりに取り組むグループを育成し、高齢者が福祉の担い
手となり、高齢者の介護予防、社会参加や生きがいにつなげる仕組み
づくりを図ります。

（単位）
H27

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

　社会福祉協議会と一体となって「第３次八尾市地域福祉計
画・地域福祉活動計画」の後期計画を策定しました。また、社
会福祉協議会とさらなる連携をすすめながら計画を着実に推
進するため、地域福祉政策課の業務の一部について、社会福
祉会館内に執務室を移転しました。
　あわせて、地域で支えあう仕組みのひとつとして、平成２６年
度から実施している市民後見人の養成に取り組み、さらに８名
のバンク登録を行いました（合計１７名）。また、成年後見市長
申立て案件の中から、市民後見人にふさわしい１件について、
初の受任を達成しました。

施策実現のための部局の基本方針

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。
〇生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業等の必須事業を適切に実施し、生活困窮者の自立支援の基盤整備
に取組みます。
○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。
〇医療・介護・地域と連携して、より身近な地域における高齢者への総合的な支援体制の整備を図ります。
〇要配慮者支援体制については平常時より地域と情報共有することで、地域での見守りや孤立化防止を推進するとともに、地域全体での
災害時の支援体制づくりを進めます。また、行政でなければ対応できない課題については行政関係機関との連携を充実させます。
〇高齢者がいつまでも自分らしく自立して生活できるよう、介護支援ボランティア等の社会資源を活用し、介護予防に向けた環境整備に
取り組みます。
○地域包括ケアシステムの構築に向けて第６期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。
○「第３期八尾市障がい者基本計画」及び「第４期八尾市障がい福祉計画」に基づき、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して自立
した生活が送ることができるよう障がい福祉サービスの充実や相談支援体制の整備を図り、障がいの有無によって分け隔てられることな
く、人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に努めます。

実績・課題等

指標名
施策
No.

担当施策
主管

    関連
部局における当該年度の施策展開の方針

　住み慣れた地域で住民どうしの支えあいやつながりが強くなり、安心し
て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、住民が地域の特性を活かした活動や実態を十分に反映し
た「第３次八尾市地域福祉計画及び地域福祉活動計画」の後期計画を
策定し、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更に充実させるととも
に、地域で支えあう仕組みのひとつとして、平成２６年度に実施した市民
後見人養成講座修了のバンク登録者に対し、後見人受任へ向けた環境
整備を図り、福祉のまちづくりへ更なる市民参画を促すなど、地域福祉
活動の充実に向けた取り組みを支援します。

　田辺　卓次部局名 部局長名

○「だれもが夢を持ち、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るため、社会福祉協議会と一体となって「第3次地
域福祉計画・地域福祉活動計画（後期計画）」を策定しました。
○誰もが住みなれた地域で自立した生活が送れるよう、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した。
〇生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業等の必須事業を適切に実施し、生活
困窮者の自立支援の基盤整備に取組みました。
〇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。
○高齢者の在宅生活支援や権利擁護の推進のため、地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実
を図りました。また、認知症サポーターを養成し、認知症高齢者の疾患や対応方法を理解していただくこと
により、地域の見守り体制の強化を図りました。認知症サポーターとなった人の活動の活性化を図るため、
ステップアップ研修の一環として、徘徊高齢者模擬訓練を実施しました。
○医療・介護の連携を図るために、多職種参加による研修会を実施しました。
○要配慮者支援体制については、先行取り組みの２校区において同意者リストを活用した取り組みについ
て協議を行い、見守り活動や災害時の支援体制の構築等、地域で同意者リストを活用した活動に取り組み
ました。また、実態把握のため全小学校区において登録申請書兼同意書を送付するとともに、地域ぐるみ
の助け合いを進めるため、同意者リストを活用した取り組みについて地域への説明会を開始しました。
○介護予防に係る自主グループの啓発や介護支援ボランティア制度の活用により、高齢者の社会参加を
通じた介護予防を実施しました。
○第6期介護保険事業計画に基づき、施設等の整備を進めるとともに、利用者負担金の見直し、補足給付
の見直し等制度改正事項への対応を行いました。
〇障がい者等の生活を地域全体で支えていく上で、相談支援体制の充実がより重要となることから、相談
支援体制のさらなる強化を図り、地域全体で各種相談に適切に対応することを目的として、平成28年4月よ
り障がい福祉課内に基幹相談支援センター係を設置しました。

○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
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H27

目標値 実績見込値 めざす値

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 集計中           100

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         9,968 12,928       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 61 48

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

1

2

項目名

八尾市社会福祉協議会の充実・強化支援

障害者医療助成費の入院時食事療養費助成
の廃止

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、小地域ネットワーク活動、ボランティアセンターの運営等に対する引き続いての支援はもとよ
り、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について事業委託を行い、地域福祉
の新たな展開に向けて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
す。

　重度障がい者に対する入院時食事代については、条例に基づき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ておりました。しかし本年５月、国において入院時食事
代の自己負担増額を含む医療保険制度改革関連法が成立したため、庁内関係課と調整のうえ、今後の方
針を確定いたします。

　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取り組
むとともに、国における生活保護に関する制度改正等に適切に対応し、
適正な保護を実施します。
　また、生活困窮者自立支援法の施行に伴い、同法に基づく生活困窮
者自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給といった必須事業に、
関係機関と連携し適切に取り組むことで、生活困窮者支援の基盤整備
を行ってまいります。
　消費税率引き上げに伴う措置である臨時福祉給付金給付事業につい
ては、国の基準に従い、迅速かつ正確に執行してまいります。

　平成28年2月に大阪府・大阪府市長会・大阪府町村長会で構成する「福祉医療費助成制度に関する研究会」が持
続可能な制度構築に向けた検討結果等についての報告書をとりまとめました。
　今後はこの報告書をもとに、大阪府において福祉医療費助成制度の再構築の検討が行われるところであり、その
見直し内容も踏まえながら、本来あるべき助成内容についての検討を行ってまいります。

実績・課題等

　制度改正に伴う利用者への周知および手続き等について、
事業者等の協力も得ながら予定どおり進めることができまし
た。また総合事業その他の地域支援事業の取り組みについて
は、円滑に総合事業へ移行出来るよう関係各課と検討を行い
ました。

　障がい者等の生活を地域全体で支えていく上で、相談支援
体制の充実がより重要となることから、相談支援体制のさらな
る強化を図り、地域全体で各種相談に適切に対応することを
目的として、平成28年4月より障がい福祉課内に基幹相談支
援センター係を設置しました。
　平成28年4月の障害者差別解消法の施行を踏まえ、全職員
を対象とする「八尾市における障がいを理由とする差別の解消
に関する対応要領」を策定しました。

　利用者負担金の見直し、補足給付の見直し等の制度改正事項につい
て、利用者に混乱を期たさないよう進めます。また、第６期計画期間にお
いて実施すべき総合事業その他の地域支援事業の取り組みについて、
円滑な推進をめざします。

　八尾市社会福祉協議会と一体となって、第３次地域福祉計画・地域福祉活動計画の後期計画を策定しました。こ
の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、小地域ネットワーク活動等に対する支援はも
とより、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について事業委託を行いました。また、地
域福祉の新たな展開に向けて協力して取り組むため、地域福祉政策課の業務の一部について、社会福祉会館内
に執務室を移転しました。今後は、平成２８年度から社会福祉協議会とともに取り組む新規事業について、地区福
祉委員会を始めとする地域の担い手との協働の仕組みを構築する必要があります。

　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。
　生活困窮者自立支援法の施行に伴い、同法に基づく生活困
窮者自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給といった
必須事業に、関係機関と連携し適切に取り組むことで、生活困
窮者支援の基盤整備を行いました。
　また、消費税率引き上げに伴う臨時福祉給付金給付事業に
ついては、国の基準に従い、迅速かつ正確に執行しました。

　「第３期八尾市障がい者基本計画」及び「第４期八尾市障がい福祉計
画」に基づき、障がい者(児)が生き生きと生活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日中活動の
場の確保を図ります。
　また、平成28年４月に施行される障害者差別解消法を踏まえ、「ともに
生きる支え合える社会づくり」に向けた障がい者理解と啓発活動を促進
し、さらに障がい者の権利擁護と相談体制の充実を図るため、基幹相談
支援センターを設置します。

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。指標名 （単位）

H27
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
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平成27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 西田　一明

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、健康相談や健康教育等各種健康
づくり事業の場、広報紙等を通じ、計画の推進・啓発に取り組むとともに、次期計画である「健康日本21八
尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」の策定に取り組みました。
○平成27年4月から各出張所等に１人ずつ保健師を配置し、引き続き地区組織や関係機関等と連携した健
康コミュニティづくりを通じて、市民全体の健康増進を図りました。
○大阪大学大学院医学系研究科と「健康づくり事業の推進に関する協定」を締結し、「健康日本21八尾第３
期計画及び八尾市食育推進第２期計画」の策定に関する助言を受けるとともに、国保や介護のデータ分析
など、地域の健康課題の抽出についての手法等について共同で研究を行いました。
○中核市移行に伴う保健所設置に向け、大阪府との協議や、保健所機能活用に向けた検討に取り組みま
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）受診率の向上に取り組みました。
○予防接種事業については、法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ったとともに、現在、柏原市との間で実施している子どもの予
防接種（Ａ類疾病）の相互乗り入れについて、東大阪市を加えた中河内医療圏の３市間での平成２８年度か
らの実施に向け関係機関等と協議を進めました。
○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。
○妊婦健康診査の助成額を拡充し、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・出産環境の構築に取り組むとともに、「切れ目のない妊娠・出産・子育て支援」の取り組みとし
て、妊娠・出産という子どもを生み育てる場面で感じる不安を解消するため、全ての妊産婦に専門職がより
積極的に係わり、出産後も誰もが気軽に相談や訪問できる「母子保健相談支援事業」を実施しました。
○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、制度の持続と安定的な運営に努め、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。

部局名

「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、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。
また、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

○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・増進に努めます。
○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・増進に努めます。

施策実現のための部局の基本方針

健康福祉部（健康推進担当部長）
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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

％             51 46.4             60

国民健康保険加入者における
特定健診受診率

％             44 29             60

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 45 46 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
市民の割合

％             80 74.9             80

4か月児健康診査受診率・把
握率

％

 受診率
97

把握率
100

 受診率
97.9

把握率
99.7

 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
97

把握率
100

 受診率
96.0

把握率
98.3

 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

％

 訪問率
84

把握率
100

 訪問率
97.3

把握率
99.7

 訪問率
79.5

把握率
100

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

部局における当該年度の施策展開の方針

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。

実績・課題等項目名

○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。

主管

　八尾市で子どもを生み育てて良かったと実感できるまちづくりを
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
守る環境を整えるべく、引き続き取り組みます。
　とりわけ、「切れ目のない妊娠・出産・子育て支援」のしくみを導
入し、妊娠・出産という子どもを生み育てる場面で感じる不安を解
消するため、　全ての妊産婦に専門職がより積極的に係わり、誰
もが気軽に相談できる「寄り添い型の相談環境」を充実し、身近な
場で、必要な方に必要な支援を切れ目なくつなげていきます。

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

    関連 （単位）
H27

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

取り組み内容

母子保健の増進

●

・地域の実情に合わせながら、保健師の地域を拠点とした健康づ
くりの支援につながる施策展開により一層取り組みます。
・平成２８年度からの「健康日本21八尾第２期計画及び八尾市食
育推進計画」の次期計画につき、平成28年３月議会での報告を行
います。また、健康都市宣言については、平成２７年度は宣言に
向けた環境整備等に取り組みます。
・大学等と連携し、生活習慣病予防と介護予防対策の推進、健康
に関する新たな課題への対応等を進めます。
・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。
・国民健康保険の保健事業においては、効率的かつ効果的に進
めるべく、「データヘルス計画」を策定し、医療費適正化の観点で
は新たに頻回重複受診の訪問指導を行うとともに特定健診の受
診勧奨にも積極的に取り組みます。
・保険料徴収においては、国民健康保険料収納対策緊急プランに
基づき、様々な収納対策を実践し保険料収納率のさらなる向上に
努めます。

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

主管

18

施策
No.

担当施策 重点

○平成27年4月から各出張所等に１人ずつ保健師を配置
し、引き続き地区組織や関係機関等と連携した健康コミュ
ニティづくりを通じて、市民全体の健康増進を図りました。
○「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、次期計画である「健康日本21八尾第３期
計画及び八尾市食育推進第２期計画」の策定に取り組
み、平成28年３月議会において、策定の報告を行いまし
た。
○健康都市宣言については、宣言に向けた環境整備等
として、出張所等への保健師の配置の拡充など、地域で
の健康づくり支援や健康コミュニティの構築への支援に取
り組むほか、「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食
育推進第２期計画」の策定により、今後の健康づくり施策
の方向性を定めました。
○大阪大学大学院医学系研究科と「健康づくり事業の推
進に関する協定」を締結し、「健康日本21八尾第３期計画
及び八尾市食育推進第２期計画」の策定に関する助言を
受けるとともに、国保や介護のデータ分析など、地域の健
康課題の抽出についての手法等について共同で研究を
行い、生活習慣病予防と介護予防対策の推進、健康に
関する新たな課題への対応等を進めました。
○自殺対策については、連絡協議会や相談支援事業を
実施し、自殺の実態や課題等を把握に努めました。
○国民健康保険において、効率的かつ効果的な保健事
業を進めるべく「データヘルス計画」を３月に策定いたしま
した。
○医療費適正化では、計画どおり今年度より重複頻回受
診者への訪問指導を実施しました。また、特定健診の受
診勧奨では、チラシの配布やポスター掲示、勧奨ハガキ
を送付するとともに、協会健保等の関係機関との連携を
図り、イベントでの啓発及び自治振興委員会に協力いた
だく等、積極的に勧奨に取り組みました。
○保険料徴収では、国民健康保険料収納対策緊急プラ
ンに基づく取り組みを計画的に進め、収納率の向上に努
めました。

10
疾病予防と健康づくりの
推進

○妊婦健康診査の助成額を拡充し、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・出産環境の構築に取り組むとともに、「切れ目のな
い妊娠・出産・子育て支援」の取り組みとして、妊娠・出産
という子どもを生み育てる場面で感じる不安を解消するた
め、全ての妊産婦に専門職がより積極的に係わり、出産
後も誰もが気軽に相談や訪問できる「母子保健相談支援
事業」を実施しました。

●

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。
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平成27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

18 母子保健の増進 ● 関連 － － － － －

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。
・関係部局と連携を図りながら、妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の実現に
向け取り組みを進める。

・結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の充実を図る中で
「次代の親の育成」を目的とし、家族や仕事、出産・育児など自身
のライフプランを考えるきっかけとして啓発冊子を作成した。
・妊娠が判明した人や子育て家庭などを対象に、相談支援や子
育て支援サービスについての必要な情報を必要な時に提供する
ツールとして、スマートフォンを利用して赤ちゃんの駅（おむつ替
え、授乳スペースを備えた施設）等の関連施設の検索や、会員登
録者には子どもの年齢に応じた健康診査、予防接種時期等の情
報発信等を行うアプリを構築した。
今後は、子育てに関する悩みが多様化するなか、子育てにおけ
る悩みや不安が大きくなる前に気軽に相談できる体制が求めら
れること、また、相談のために市窓口へ来庁することが困難な保
護者への対応が求められているため、メールによる相談ツール
機能をもたせることで、保健師、保育士、助産師等専門職の関わ
りによる相談・支援の提供につなげる仕組みづくりを進めていく必
要がある。

施策実現のための部局の基本方針

・八尾市こどもいきいき未来計画に基づき、平成31年度までの計画期間において、関係部局との連携を図るなど子ども施策の総合的な推
進に努める。
・「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画～公立の認定こども園の整備～」に基づき、子どもたちが健やかに育つことのできる
質の高い教育・保育と子育て支援を充実するため、認定こども園の設置、促進を図る。
・低年齢に集中す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、保育枠の拡大を進める。
・利用者の視点に立ち、結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目のない相談・支援サービス等の提供を進めるための仕組みや拠点について検
討を行う。
・子どもを視点とした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。
・子育てや虐待等に関する相談体制の充実を図り、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。
・全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごすとともに、自主性や社会性を培うことができる居場所作りをはじめとして、地域におい
て多様な体験・活動を行うことができるよう放課後子ども総合プランに基づき、放課後の子どものあり方について検討を行い、放課後子ど
も教室の充実、放課後児童室の整備、子ども会加入率の向上等の推進に努める。
・地域社会の変化に対応した施策を進めるため、大阪府及び府内自治体における動向や、非行防止をはじめとする近年の青少年施策の
方向性等について検討を進める。

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

部局名

（単位）

山原　義則部局長名

実績・課題等

・子ども・子育て会議や子ども・子育てフォーラムの開催などにより、八尾市こどもいきいき未来計画の周
知や事業の実施を関係部局と協力して行うことで、子ども施策を総合的に推進した。
・当該計画について、市民説明会を実施し市民への周知を図った。
・教育・保育内容について、保育所保育士、幼稚園教員の参画のもと、八尾市立幼保連携型認定こども
園教育保育課程の作成に取り組むとともに、新規整備用地につい て、候補地の確定を行った。
・今後は、教育・保育内容や運営等の具体的な検討を行い、保護者や市民の不安解消に向け、認定こ
ども園に関する情報提供を丁寧に行う必要がある。
・低年齢児の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、認可外保育施設の認可化
及び既存保育所の分園の新設、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。
・本市における結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目のない相談・支援サービス等を提供するため、八尾
市切れ目のない支援のあり方検討会議を設置するとともに八尾市子ども・子育ての総合的な支援拠点
となる（仮称）八尾子どもセンターの基本的な考え方をまとめた。
・八尾子育てアプリの構築をした。子育て支援サ－ビスに関する情報提供をさらに充実させていく必要が
ある。
・子育てに関する相談体制の強化として、平成27年度中に市窓口に利用者支援員1名を配置した。今
後、地域に根付いた親と子を支える更なる支援の充実が必要である。
・児童虐待相談件数が増加傾向にあり、更なる相談体制の充実や関係機関との連携強化を図る必要が
ある。
・放課後子ども教室の充実に向けた働きかけ、放課後児童室の整備拡充、こども会加入率の向上に向
けたＰＲや活動支援などを通して、多様な体験・活動が行える、放課後等の子どもの安全・安心な居場
所づくりに努めた。また、放課後の子どものあり方に関するアンケート調査を実施し、状況の把握や分析
を行ったが、今後も引き続き、放課後子ども総合プランへの対応を含め、検討及び取り組みを進めるとと
もに、今後実施していくべき、青少年施策の方向性等についても検討を進める。

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重点
的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

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

こども未来部

・子どもがいきいきと育つための支援の充実に向け、子どもの権利の尊重と子どもの主体性の向上などを図る。
・みんなで支える、地域が主体の子育ち、親育ちのしくみの充実に向け、地域の人やしくみによる支え合い、子どもの地域への参加、地域のネットワーク強化を通じた子育て力の向上、身近な地域での子どもの安全確保を図る。
・子どもの育ちに応じた切れ目のない支援の充実に向け、子どもの成長に応じた保健サービス・子育て支援・教育の総合的な提供、次代の親を育む取り組みの充実、子どもの安全・安心な放課後の居場所づくり、すべての子どもが健やかに育
つための支援の充実を図る。
・幼児教育・保育、地域子育て支援の確保と充実に向け、子ども・子育て支援新制度の円滑な推進を図る。

部局の使命

指標名

16



H27
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 19 0

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重点
的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。指標名 （単位）

H27

450

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

・八尾市こどもいきいき未来計画に基づき、子ども施策の総合的な推進ができる
よう、子ども・子育て会議の意見を聴きながら取組みを進める。また、子ども・子
育てシンポジウムを開催し、様々な主体の連携・協力による計画推進が図れるよ
う、計画の周知・啓発を行う。
・平成26年度に実施した子どもや子育て家庭を取り巻く課題整理の内容を踏まえ
つつ、教育など関係部局と連携しながら相談機能の強化を図り結婚・妊娠・出
産・育児の切れ目のない支援を実現するため、引き続き、（仮称）子どもセンター
基本構想の策定に取り組む。
・プレママ・親子相談・交流事業（旧：親子de絵本推進事業）をコミセンを活用し実
施することにより、様々な専門職に気軽に相談できる機会を提供するとともに、子
育て中の保護者の子育て力の強化、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などを進める。
・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・自立性を高める取組みを推進する。さらに、子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、要保護児童対策地域
協議会を中心とした関係機関や地域との連携を図るとともに、市民への虐待防
止の意識啓発を推進し、地域で子どもを見守る体制強化に取り組む。
・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充実や市窓口への利用者支援員の設置を
行い、親と子を支える支援の充実に取り組む。
・つどいの広場をはじめ、子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て
支援事業について、見込み量の確保が図れるよう、事業者等との調整・協議を行
う。
・未婚のひとり親家庭の子どもへの支援など、全ての子どもが等しく健やかに育
つ環境づくり努める。

・八尾市こどもいきいき未来計画に基づき、計画的かつ円滑にサービス提供がで
きるよう取組みを進める。
・待機児童の解消に向け、低年齢児を中心とした保育枠拡大を進めるとともに、
育児休業明けの保育の対応を図る。
・「就学前施設における教育・保育と子育て支援～公立の認定こども園の整備
～」について市民理解に努める。また、公立の認定こども園化に向けて、幼稚
園、保育所の職員も含め、具体的な検討を行うとともに、認定こども園での教育・
保育につながるよう、研究、実践に取り組む。
・多様化する保育ニーズに応えられるよう、一時預かり及び延長保育並びに簡易
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。

・八尾市こどもいきいき未来計画に基づき、平成27年4月より開始
した子ども・子育て支援新制度によるサービス提供を円滑に開始
することができたが、教育・保育の利用希望や教育・保育施設の
状況により、計画の見直しを行う必要がある。
・待機児童の早期解消に向け、平成27年度においても認可外保
育施設の認可化及び既存保育所の分園の新設、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行った
が、新制度による保育所入所要件の緩和もあり待機児童の解消
には至らない見込みとなっている。
・コミセン10カ所にて月1回、プレママ・親子相談・交流事業を実施
し、子育て中の保護者の子育て力の強化、子どもの情緒の育
成、親子の居場所づくりや参加者の交流の場として事業を推進し
た。コミセンでの実施のため、市の中心部における開催場所がな
いことから、今後は市役所の近隣においても事業を推進してい
く。
平成27年度は、多様化する保育ニーズに応えられるよう、子育て
支援コーディネーター及び利用者支援員等が各種保育サービス
のコーディネートを行った。今後、保育所入所案内等も含めること
により、更にきめ細やかに各種保育サービスのコーディネートを
行う必要がある。

件

・平成27年度を計画期間の初年度とする八尾市こどもいきいき未
来計画を市民・企業・行政のパートナーシップにより、推進するた
めに、子ども・子育て会議を開催し、計画の進捗について意見を
聴きながら、子ども・子育て支援の取り組みを進めた。また、計画
を周知し、さまざまな人々がつながることで、子育てしやすいまち
づくりを進めるために、子ども・子育てフォーラムを開催した。
・安心して生み育てる環境づくりと「子どもの育ちを総合的に支援
するしくみ」を構築するため、子ども・子育ての関係各課へヒアリ
ングを実施した結果、複雑なサ－ビス内容と窓口の改善、相談体
制の強化、地域活動の充実のための整備や交流活動の推進を
図るなどの課題を抽出した。課題に対応するため、有識者をアド
バイザ－に「切れ目のない支援のあり方検討会議」を設置し、（仮
称）子どもセンタ－に求められる役割としてサ－ビスの拠点・相談
の拠点・地域活動の充実の拠点、交流に拠点が必要であるとの
基本的な考え方をまとめた。このような中、国において児童相談
所を中核市に必置とする児童福祉法の改正が検討されており、
必置となれば施設規模や機能を含め、（仮称）子どもセンタ－の
基本的な考え方の見直しも考えていく必要なある。
・コミセン10カ所にて月1回、プレママ・親子相談・交流事業を実施
し、子育て中の保護者の子育て力の強化、子どもの情緒の育
成、親子の居場所づくりや参加者の交流の場として事業を推進し
た。コミセンでの実施のため、市の中心部における開催場所がな
いことから、今後は市役所の近隣においても事業を推進してい
く。
・子ども夢基金を活用した「八尾っ子元気・やる気アップ提案事
業」を実施し、子育て支援の取り組みについての団体への助成
や子どもたちの提案実現など、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
高める取組みを推進した。さらに、子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、取組み実績等のPR
等に引き続き取り組んだ。
・児童虐待の未然防止や早期発見、早期対応を図るため、要保
護児童対策地域協議会を中心とした関係機関や地域との連携を
図るとともに、市民への虐待防止の意識啓発を推進するため、児
童虐待防止推進月間の１１月に、啓発物品の全戸配布を行い、
地域で子どもを見守る体制強化に取り組んだ。
・平成27年度中に当初の予定通り、市窓口に利用者支援員1名を
配置し、つどいの広場とも連携を図った。今後、利用者支援員の
更なる資質向上が必要である。
・平成27年度中に当初の予定通り、つどいの広場を3か所増設し
た。新たに開設した3か所を含め、全15か所の延べ利用組数の増
加が課題である。
・未婚のひとり親家庭を支援するため、婚姻歴の有無によるひと
り親家庭の負担額の差額を解消し、すべての子どもに支援を行う
ことを目的として、保育所・認定こども園利用者負担金等につい
て、寡婦（夫）控除のみなし適用を実施した。

19
地域での子育て支援と児
童虐待防止の取り組み

● 児童虐待の相談件数 451 534主管
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H27
目標値 実績見込値 めざす値

21 幼児教育の充実 ● 関連 － － － － －

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 0 6 0

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

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）
H27

・保育士、教員による１週間の派遣研修、並びに、認定こども園
に関する研修会を実施した。今後は、派遣研修を人事交流に発
展させることや、教育・保育内容の研修について、既存研修と関
連付け、効果的・効率的に実施する必要がある。
・幼保小合同研修会を年３回実施した。今後は「教育・保育実践
の手引き」の活用をすすめるとともに、公立、民間ともに幼児教育
と小学校教育の円滑な接続を図る必要がある。

・「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
の認定こども園化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。
・幼・小・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。

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重点
的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

取り組み内容 実績・課題等項目名

・放課後児童室事業において、対象児童の入室ニーズに応えるとともに、保育環
境の向上のため、放課後児童室の計画的な整備を進める。また、すべての就学
児童が安全・安心に過ごせるよう放課後子ども総合プランに基づく取り組みの推
進に向け検討を行う。
・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。
・地域において多様な体験活動を行える子どもの居場所づくりを更に進めるた
め、関係する事業の見直しを実施するとともに、青少年育成連絡協議会等と連携
しつつ、こども会の加入率の向上を図る。

・放課後児童室事業において、対象児童の入室ニーズに応える
ために、放課後児童室の整備及び指導員の配置を行い、保育の
質の向上に努めるとともに、定員の拡充に努めた。
・全ての就学児童が放課後を安全・安心に過ごせる取り組みを進
めるために、放課後の子どものあり方に関するアンケート調査を
実施し、状況の把握や分析を行った。
・「少年を守る日・家庭の日」の街頭啓発や地区住民懇談会の開
催に係る働きかけ等により、青少年の健全育成や安全確保に向
けて取り組んだ。
・スポーツや文化活動、また地域における多様な体験活動を行え
る子どもの居場所づくりを進めるために、放課後子ども教室の充
実に向けた働きかけや、青少年育成連絡協議会と連携し、こども
会のＰＲ及び活動支援を行った。
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平成27年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

◇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。
●八尾の地域資源を「八尾の魅力」として捉え、八尾市民だけではなく市外の方にも積極的に情報発信を進めていくため、（一社）八尾市観光協会ととも
に、季刊誌「Yaomania」を発行することに加え、まちを楽しむプログラム「八尾探」についても、随時実施できるよう体制整備を行うなど、取り組みを進め
た。さらに、紙媒体による魅力発信だけでなく、本市の魅力を伝える観光PR動画を作成し、YouTube等に公開することで、本市への来訪意欲を喚起する
取り組みを行うなど、積極的なプロモーション活動を行った。また、大阪の陣ウォーキングをはじめ、大阪府や大阪観光局、近隣市町村と連携した広域的
な取り組みを積極的に行った。
●八尾市観光振興プランに基き、自然環境を地域資源として、いかに魅力発信するか検討を進めるとともに、東大阪市や柏原市との連携に向け、各市
間の情報共有を行った。
●八尾市で実施した調査結果を踏まえ産業振興会議にて議論を行い、その結果を提言書として市長へ提出した。今後、戦略性を考慮した産業政策を進
めるため、産業振興会議の運営方法等を検討する必要がある。
●八尾商工会議所との共催で課題となっている後継者問題や人材育成等に対応すべく、次世代経営者の人材育成に関する連続講座「環山楼塾」を実
施した。また、創業支援については新たに近畿大阪銀行を支援事業者に加え、創業スクールを実施した。
●新たな価値の創造やイノベーションを起こす中小企業の支援として「八尾市製品・サービス開発型クリエイティブ産業創出事業（STADI）において、市内
中小企業を対象としたキックオフセミナーを開催し、商品開発をめざす市内事業者を選定し、担当プロデューサーによる伴走支援を実施した。当該事業を
通じて、効果的な経営戦略の考え方や手法等を市内事業者へ波及させていくための手法等の検討を行う必要がある。
●「八尾ものづくりネット」において市内トップシェア・オンリーワン企業の魅力を発信するなど、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し、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・発展に資するよう取り組んだ。市内企業の取引拡大に向けて、アクセス数を増加させていくことやトップシェア・オンリーワン企
業の掘り起しが課題である。
●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。また、「医療・介護機器分野参入支援事業」においては、医療分野のコーディネーターを配置したうえで、キックオフセミナーの開催や企業訪問に
より、技術力や製造ノウハウを有し、新たな事業展開にチャレンジしようとする企業の発掘を行ないながら、各種相談対応や、医療機器メーカー等との交
流会や展示会への共同出展など、企業の取り組み段階に応じて支援を実施した。今後は、各企業が具体的な事業化検討を図るための医療・介護現場
のニーズ情報の把握が課題である。
●人材育成、クラウドファンディング活用などのセミナーを実施した。また、セミナー後の交流会において、市内企業の異業種間交流の機会を設けた。
◇商業団体が戦略的に活性化事業を展開するためにアドバイザーを派遣した。商店街をはじめとした商業団体の課題となっている空き店舗の解消や商
店街や小売市場内での創業促進を目的に、あきんど起業塾入門編、実践編、応用編といった創業前から創業直後までの支援を行うとともに、新たに開
業者に「あきんどOn-Doネット」への登録を促した。今後は、地域に根ざした開業を促進するための土壌づくりが課題である。
●農協、大阪府と連携し、各種イベント等を通じて、本市の特産農産物のＰＲを行い、ブランド化に努めた。また、農地バンク制度等を通じて遊休農地の
解消を図るとともに、有害鳥獣の駆除対策に取り組んだ。
●また、「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、就職面接会等を開催することで、より細かく企業ニーズに対応していくと
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の活用しながら就労困難者等を含む求職者の志向に合わせた就労の実現を図った。また、
「第2次八尾市地域就労支援計画」に基づき、求職者の志向に合わせた就労支援や雇用創出、労働環境の向上に向けた取り組みを進めた。生活困窮者
自立支援法などの新たな制度と密接に連携し、就労施策を実施した。さらに、女性の職業生活における活躍推進会議を開催し、結婚、妊娠、出産等で離
職した女性の再就職をはじめ、女性の職場での活躍等について、意見交換を実施するとともに、シンポジウムを開催し、啓発につなげた。
●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。また、「八尾市環境
行動計画」については、関係課への照会、環境施策推進会議等に諮り、策定した。
●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、昨年度に続き、地域の美化活動への関心を高めることを目
的として、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するとともに、路上喫煙マナー向上推進エリアの設置については、平成27年
9月より久宝寺小学校区まちづくり協議会において開始されており、啓発物品の提供や活動内容の広報等により、支援を実施した。今後も引き続き地域と
連携しながら、路上喫煙マナー向上のための活動を推進していく。
●「八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」については、関係課との調整、環境施策推進会議等に諮り、策定した。また、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及び屋根貸し方式の活用等により太陽光発電設備の設置を行うとと
もに、新築・建替え等の施設については順次設置を進めた。また、省エネルギー・省資源化についても率先した取組みを進めている。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組みを進めていくことが必要である。
●「八尾市生活排水処理基本計画」については、関係課会議、市民意見提出制度（パブリックコメント）の実施の他、環境施策推進会議等に諮り、策定し
た。
●平成２７年度においては従前からの取り組みである有価物集団回収の推進、生ごみ処理機等の購入助成などを行うとともに、家庭用指定ごみ袋制度
の課題を洗い出し、八尾市廃棄物減量等推進審議会答申の趣旨に沿った指定袋制度の見直し素案を作成しごみ減量推進員へ説明を行い、意見を頂い
たところである。平成２８年度においては、頂いた意見を加味しながら制度設計を行い市民説明会をはじめとした啓発を行うとともに市民・事業者と連携し
ごみの減量・資源化に取り組んでいく予定である。

施策実現のための部局の基本方針 実績・課題等

部局長名部局名 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。
●八尾市観光振興プランに基づき、観光施策を積極的に推し進める。とりわけ、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として捉え、八尾市民だけではなく市外の
方にも積極的に情報発信を進めていくため、（一社）八尾市観光協会とともに、季刊誌「Yaomania」を発行することに加え、まちを楽しむプログラム「八尾探」
についても、随時実施できるよう取り組みを進める。さらに、紙媒体による魅力発信だけでなく、本市の魅力を伝えるPR動画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、観光施策の広域的な取り組みを進める。
●八尾市観光振興プランに基き、自然環境を地域資源として、いかに魅力発信するか検討を進めるとともに、東大阪市や柏原市との連携に向け、各市間の
情報共有を行う。
●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。
●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の連続講座の開催や、地元金融機関とも連携して行う創業支援を
充実する。
●新たな価値の創造やイノベーションを起こす中小企業の支援により、クリエイティブ産業の創出を図る。
●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、市内企業の取引の拡大を促進する。
●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とともに、新たに医療機器・介護機器分野への参入支援のために専門分野のコーディネーターを配置
し、更なる市内企業の取引拡大を促進する。
●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、市内企
業の技術・経営の高度化を図る。
◇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とともに今後の地域商業の活性化に必要となる若
手商業者の育成のための人材育成の支援や創業支援に取り組む。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」の運営を引き続き行う。
◇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、「第2次八尾市地域就労支援計画」に基づき、就労支援や雇用創出及び労働環境の向上に向けた取り組みを進める。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、より細かく企業ニーズに対応していくとと
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、就労困難者等を含む求職者の志向に合わせた就労の実現を図る。また、生活困
窮者自立支援法などの新たな制度と密接に連携しつつ、就労支援施策を実施する。 さらに、女性の職業生活における活躍を推進するための施策等につい
て、女性委員による意見交換会などを通じて検討を進める。
●「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、引き続き実行するとともに、平成27年度で環境行動計画の短期目標期
間が終了することから、今年度中に見直し作業を行い、中期目標計画（平成32年度）に向けた次期環境行動計画の策定を進める。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
を強化するとともに、「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。また、路上喫煙対策事業でのこ
れまでの成果と課題を整理し、今後の進め方について、方向性を決定していく。
●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とともに、「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」
の計画年度が平成27年度で終了することから、今年度中に見直し作業を行い、次期計画の策定を行う。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。
●「八尾市生活排水処理基本計画」について、計画の目標年度が平成27年度で終了することから、今年度中に関係課会議を開催し、関係部局で策定され
ている計画と整合性を図りながら、次期計画の策定を行う。
●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。また、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合が設立されたことにより、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、効率的、効果的な事
業運営が行えるよう連携を深める。
◎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。

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。
●環境を意識した暮らしや事業活動を促進することにより、温室効果ガスの排出量の削減に取り組む。
●ごみの排出量を削減し、資源が循環して利用されている社会の構築をめざすため、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を推進する。
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目標値 実績見込値 めざす値

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 9 9               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 780,000 601,320      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

％           47.5 54.8 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

％             60 50.4             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           230 194           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 11               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

％             35 16.1           34.5

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

％             22 86.7             40

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。

大阪府下の有効求人倍率が１倍を超える雇用情勢のなかで、相談におよ
ぶ就労困難者等が抱える就労阻害要因は複合化しており、就労に結びつ
くまでには、長期的な支援を要する場合が多く、雇用達成の割合が目標を
下回った。今後は、第2次八尾市地域就労支援基本計画に基づき、よりき
め細かな就労支援や雇用創出に努め、雇用達成を図っていく。

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重点的な取り組み内

容」を含めた内容を記載してください。

施策
No.

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。

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。

農地バンク制度による農地貸借斡旋事業への登録件数は目標値を達成し
ているが、農地バンク制度を知らない農業者も多く、制度のＰＲが課題であ
る。市民農園の開設支援の実績はなく、今後も農協等の関係機関と連携し
て取り組んでいく。フラワーファーム整備事業は３か所の遊休農地で実施し
た。

平成27年度の実績として、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やプラ
ンに基づく事業等を支援するとともに、専門家によるアドバイザー派遣を
行った。しかし、新たに活性化ビジョンプランの作成を行う団体の創出まで
には至らなかった。今後の課題として、国や府の制度活用に対する情報発
信を行い、モデル団体による活動の普及・拡大を図る事業を行い、新たに
活性化ビジョンやプランの策定を希望する商業団体を創出する。

  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、技
術・製品開発や販路開拓に関する相談や補助金の申請支援、インキュ
ベートルームによる創業支援など、企業の段階に応じたきめ細かい支援を
行った。「医療・介護機器分野参入支援事業」においては、医療分野のコー
ディネーターを配置したうえで、キックオフセミナーの開催や企業訪問によ
り、技術力や製造ノウハウを有し、新たな事業展開にチャレンジしようとす
る企業の発掘を行ないながら、各種相談対応や、医療機器メーカー等との
交流会や展示会への共同出展など企業の段階に応じたきめ細かい支援を
実施した。
　目標値については、昨年度に引き続き、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結果、全体の利用事業者数が昨年度実績と同程度と
なった。
  今後は、中小企業サポートセンターを広く利用いただくよう、支援策を掲
載した「やお産業なび」やホームページ等で周知していくとともに、引き続き
企業の段階に応じたきめ細かい支援を行っていく。

平成２７年度の実績として、学識経験者や市民、商工業者等からなる産業
振興会議を引き続き活用し、課題に対応した施策展開を検討した。平成２
７年度は、市政だよりやホームページ等を活用し、中小企業の取組活動等
を情報発信するものの、八尾市中小企業地域経済振興基本条例の趣旨の
周知活動は不十分であり、市民意識調査において産業振興が重要な割合
が目標値に達していない。今後の課題として、当該条例の主旨について、
広く市民理解が促進される取り組みをしていく必要がある。

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。

主管

    関連

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。

立入検査実施件数が増加している状況をめざす。

担当施策
指標名 （単位）

事業所への立入検査について、目標値どおりの件数の立入検査を実施し
た。

八尾の地域資源を「八尾の魅力」として捉え、さらに積極的に情報発信を行うことで、本市への来訪
者数の増大を図るとともに、市民の八尾のまちへの愛着や誇りを高めることにつなげるとともに、平
成26年度に策定した「観光振興プラン」に沿って、（一社）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。

部局における当該年度の施策展開の方針

・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項目に具体的な例示を追記することで、目標値を
大幅に上回る結果を得た。今後も継続して、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。

自然環境に対する市民意識の向上をめざす。

　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・高安山清掃ハイキング等を実施し、自然に親しむ活動・啓発を行っ
た。
　また、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。

H27

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。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

　（一社）八尾市観光協会をはじめ市内事業者等と連携し、八尾の魅力を
市内外に積極的に発信するため、地域資源の発掘や再発見を進めた。
　具体的には、外国人旅行者に対し、本市への来訪意欲を喚起するため、
動画、WEB、紙媒体などの多様な媒体を活用したプロモーションを実施し
た。
　また、（一社）八尾市観光協会を中心に、まちを楽しむプログラム「八尾
探」をはじめとする、事業者等との協働による観光施策を実施するととも
に、観光ボランティアガイド養成講座を通じ、将来の観光事業を担える人材
や組織の育成、支援を進めた。
　平成28年度に向けては、（一社）八尾市観光協会がより積極的に観光振
興に向けた取り組みを進めていけるよう、引き続き支援していく。

重点

20



H27

目標値 実績見込値 めざす値

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

％             36 35.8             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

          146 154           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） 780 792 760

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

1

2

3

4

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
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重点的な取り組み内

容」を含めた内容を記載してください。指標名

現在実施している集積場所への排出が困難な要介護者の世帯に対して玄関先まで作業員が収集に赴くサービスも進めていくが、
ごみの排出状況を確認することにより、高齢者の見守りの視点にも配慮したふれあい収集のあり方を検討し、検討結果による新た
な取り組みの周知を図るとともに、実施を行っていく。

家庭ごみの有料化のあり方について、八尾市廃棄物減量等推進審議会答申を受け、地域コミュニティとの連携を図りながら引き続
き検討を行う。

ふれあい収集の拡大

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。

実績・課題等項目名 取り組み内容

公益財団法人八尾市清協公社
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月より汲取り困難世帯への汲取り業務等の一部の業務を
直営として実施した。
放置自転車撤収業務については、委託先を変更することに伴い平成27年12月末に廃止した。

リサイクルセンターや学校等に出向いて現場職員によるごみ収集に関する紙芝居や塵芥車を使用したごみ収集疑似体験
等の出前講座を実施しており、紙芝居において寸劇をあわせるなどプログラム内容の充実を図っている。また、昨年度に引
き続き今年度も土曜スクールにて出前講座を行った。
パッケージツアーについては、3日間（3校）の実施に対し8校からの申込みがあった。見学者の反応も良かったため、平成28
年度も引き続き実施予定。

現行のふれあい収集については、平成28年2月末現在で109世帯（内、2世帯は訪問あり）で実施している。高齢者の見守り
の視点に配慮したあり方の検討において、対象者の拡大に伴う人員体制や対象者の条件整理において災害時要配慮者リ
ストの活用が困難であることなどの課題があり、新たな取り組みの実施には至っていない。

平成２７年度においては家庭用指定ごみ袋制度の課題を洗い出し、八尾市廃棄物減量等推進審議会答申の趣旨に沿っ
て、負担のあり方も視野に入れつつ、まずはごみ減量と地域コミュニティの連携強化を図るため、指定袋制度の見直し素案
を作成し、ごみ減量推進員へ説明を行い、意見を頂いたところである。
平成２８年度においては、頂いた意見を加味しながら制度設計を行い市民説明会をはじめとした啓発活動を行っていく予定
である。

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）

環境教育の充実

し尿汲取りの現場を取り巻く環境や公社組織の現状を踏まえ、将来的に効果的なし尿汲取り業務を展開するため、平成27年4月よ
り公社組織の縮小と市直営化に向けた取り組みとして、し尿汲取り業務を順次、市の直営業務として進めていく。
平成26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27年度中に廃止を行う。

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、プログラム内容の充実改定に取り組むとともに、
児童生徒がより興味をもち家庭への広がりともなるような環境教育の充実を図る。
従来より実施しているリサイクルセンター学習プラザ社会見学に関し、ごみの発生からリサイクルや最終処分までの流れを系統立
てて理解してもらうため、リサイクルセンターに加え、同日に焼却工場及び一般廃棄物最終処分場の見学も併せて行うパッケージ
ツアー（小学４年生対象）を実施する。

・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、昨年度に続き、地域の美化活動への関心を高めること
を目的として、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
施するとともに、路上喫煙マナー向上推進エリアの設置については、平成
27年9月より久宝寺小学校区まちづくり協議会において開始されており、啓
発物品の提供や活動内容の広報等により、支援を実施した。今後も引き続
き地域と連携しながら、路上喫煙マナー向上のための活動を推進してい
く。
・指標については、より住みやすい環境を意識する人が増加するように、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く必要があ
る。

平成２７年度においては従前からの取り組みである有価物集団回収の推
進、生ごみ処理機等の購入助成などを行うとともに、家庭用指定ごみ袋制
度の課題を洗い出し、八尾市廃棄物減量等推進審議会答申の趣旨に沿っ
た指定袋制度の見直し素案を作成しごみ減量推進員へ説明を行い、意見
を頂いたところである。
平成２８年度においては、あらたな指定袋制度の啓発を行うとともに市民・
事業者と連携しごみの減量・資源化に取り組んでいく予定である。

・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
ディール基金及び屋根貸し方式の活用等により太陽光発電設備の設置を
行うとともに、新築・建替え等の施設については順次設置を進めた。また、
省エネルギー・省資源化についても率先した取組みを進めている。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低下傾向にあることから、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。

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。

（単位）
H27
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平成27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

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

％ 60 59.9 60

指標名

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重点
的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

・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。
・平成27年度の空き家の相談件数は、２月５日現在で６５件ありその内、１５件について相談内容
の是正が確認できた、また、平成２８年度以降のデータベース整備に向け、水道局の閉栓データ利
用のための取組を行った。
・平成２８年度から平成３７年度までの１０年間を計画期間とする「八尾市耐震改修促進計画（改定
版）」を作成し、民間住宅については、平成３７年度末９０％を耐震化率の目標とした。
・曙川南地区では、平成27年7月12日（日）に八尾市曙川南土地区画整理組合が設立され、平成27
年度については、実施設計及び文化財発掘調査に係る費用について、補助金交付等の支援を実
施した。また、服部川・郡川地区では、土地利用構想（案）を基に、事業化検討パートナーの募集・
選定を行い、平成27年11月1日に開催された総会において、大和情報サービス株式会社が事業化
検討パートナーとして決定した。
・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。また、次年度以降のスタント
マン交通安全教室の実施や効果的な事業実施に向けた取り組みを行った。
・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、近鉄河内山本駅
周辺整備については、駅周辺整備の方向性について、関係機関と協議を進めた。
・ＪＲ八尾駅周辺整備事業においては、これまで自由通路整備、橋上駅舎化、踏切改良、周辺道路
の歩道拡幅、駅前広場・アクセス道路整備等のメニューを複合的に実施し、駅南北の市街地の一
体化、駅周辺の交通動線の明確化によるの安全性・アクセス性の向上、さらには鉄道施設と駅周
辺道路等の機能更新、高齢者や障がい者への対応、バリアフリー化等が図られた。
・防災性・利便性の向上をめざして、都市計画道路JR八尾駅前線の事業認可に向けて警察や国
道など関係機関と協議を進めるとともに、公有地拡大推進法に基づく土地買取希望申出に対応し
て用地を取得した。
・安全で安心な市民生活を支えるため、都市計画道路久宝寺線の事業を進めた。
・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。また、歳出の削減に努め
るとともに歳入確保についても実施に向けた取り組みを行った。

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。また、新たなバス
事業者に対し新規路線の運行について協議を行うとともに、
民間事業者の送迎バスを利用した高齢者の移動手段につ
いて、関係機関と協議を行い検討を行った。
自転車の利用環境整備方針及び自転車ネットワーク計画の
策定に向け、他市の事例調査や関係機関との協議を行うと
ともに、予算確保の取り組みを行った。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

H27
（単位）

施策
No.

・市内の交通環境の向上を図るため、交通まちづく懇話会やセミナーを通じ広く交通課題について市民の方々と慎重に意見
交換し、地域とともに取り組む交通まちづくりを進める。
・「空家等対策の推進に関する特別措置法」ならびに「八尾市空き家等の適正管理に関する条例」の円滑な運用により、地
域、関係団体、関連部局等と連携を取りながら、空き家対策に取り組む。
　また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「空家等対策計画」の作成に向け、「空家等に関するデータベー
ス」の整備に向けた取り組みを行う。
・「八尾市耐震改修促進計画」を踏まえ、平成26年度、27年度で増額した補助制度の積極的な啓発を行うとともに、関係機
関との連携の強化を図り、耐震化を促進する。また、「八尾市耐震改修促進計画」の見直しに向けた取り組みを行う。
・大阪外環状線沿道において市街化区域に編入した曙川南地区では、土地区画整理組合への事業支援を行っていく。ま
た、保留区域のうち、服部川・郡川地区では、市街化区域編入に向けた取り組みを行っていく。
・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
進める。特に市内中学校で行うスタントマンによる自転車交通安全教室については、平成27年度で全中学校を一巡すること
から、平成28年度より第２期目を行うとともに、効果的な事業についても引き続き検討を行う。
・都市核の機能強化に向け、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、まちづくりを推進する。ま
た駅周辺は地域の重要な生活拠点であり、交通結節点であることから駅前広場の整備を進める。
・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、効果的に進める。平成26年度において検討した都市計画道路の整備重点路線に基づき、地域課題を抱える路線
について整備を進める。
・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む。

重点

部局名

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
めるとともに、八尾市にふさわしい公共交通ネットワークの早期具
現化に向け交通事業者等と協議を進める。
自転車の利用環境整備方針及び自転車ネットワーク計画の策定
に向けた取り組みを行う。

建築都市部 部局長名 宮田　哲志　

・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す。
・地域、関係団体、関連部局等と連携を取りながら、適切な空き家対策を行うことにより、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る。
・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る。
・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す。
・都市核の都市機能の充実・強化を促進することで、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る。
・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る。
・まちづくりの方向性として、歩行空間や自転車利用環境の充実等、健康づくりの視点に立った施策展開に努める。

部局の使命

主管

    関連
担当施策 部局における当該年度の施策展開の方針

実績・課題等施策実現のための部局の基本方針
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H27

目標値 実績見込値 めざす値

管理不良な空き家等改善件数 件 5 15              5

既存民間建築物の耐震化率 ％ 80 76             90

37
土地の有効利用と都市景
観の保全

● 主管
暮らしやすいまちになったと感
じる割合

％ 32 34.5 32

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 1,200 1,095         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

％ 40.0 49.6 40.0

39 都市計画道路などの整備 主管 都市計画道路の整備率 ％ 54.63 54.63 54.63

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 ％ 85 82.9 85

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号 項目名

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。
また、市営自転車駐車場の施設について緊急性等の判断
を行い、優先順位を決め改修を実施した。
近鉄八尾駅周辺の路上自転車駐車場の整備に向け、現地
調査等を行い大阪府警察本部と協議を行った。

都市計画道路ＪＲ八尾駅前線においては、本路線のみなら
ず接続する国道25号の渋滞及び安全対策も含めた協議を
国土交通省大阪国道事務所と行うとともに、ＪＲ八尾駅前線
の事業認可に向けて手続きを進めている。
また、都市計画道路久宝寺線については61.5％の用地買収
を行っており、計画的に事業を進めている。
今後は、国等の補助制度等を活用しながら、計画的・効果
的に事業化を図る必要がある。

曙川南地区では、地元地権者による土地区画整理組合が設立さ
れる見込みであり、事業実施にあたっては平成31年度の事業完
了をめざして支援を行っていく。
また、保留区域のうち、服部川・郡川地区では、事業化検討パート
ナーを募集し、市街化区域への編入をめざした取り組みを行って
いく。

曙川南地区については、平成27年7月12日（日）に八尾市曙
川南土地区画整理組合が設立され、平成27年度について
は、実施設計及び文化財発掘調査に係る費用について、補
助金交付等の支援を実施した。引き続き平成31年度の事業
完了をめざして支援を行っていく。
また、服部川・郡川地区では、土地利用構想（案）を基に、
事業化検討パートナーの募集・選定を行い、平成27年11月1
日に開催された総会において、大和情報サービス株式会社
が事業化検討パートナーとして決定した。引き続き、事業化
検討パートナーとともに、事業化について採算性・実現性な
どを考慮しながら市街化区域編入をめざした取り組みを進
めていく。

取り組み内容 実績・課題等

都市計画道路JR八尾駅前線においては、副次核であるJR八尾駅
と国道25号のアクセス道路として、交通機能の利便性及び防災性
の向上、さらに公共交通の利用環境を高め、まち歩きの促進効果
等を目的とし、各関係機関等と総合的な協議調整を行い、事業推
進を図る。
また、都市計画道路久宝寺線においては、快適な歩行空間、駅利
用者の利便性及び防災性の向上等を目的とし、地域住民、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し、整
備を行う。

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する。また、自転車保険の加入促
進に向けた取り組みを行う。

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する。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、経年劣化
が見られる施設について改修を実施する。また、近鉄八尾駅周辺
の放置自転車対策として、路上自転車駐車場の整備に向けた取
り組みを行う。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」ならびに「八尾市空き
家等の適正管理に関する条例」の円滑な運用により、地域、関係
団体、関連部局等と連携を取りながら、空き家対策に取り組む。ま
た、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「空家等対
策計画」の作成に向け、「空家等に関するデータベース」の整備に
向けた取り組みを行う。

近鉄河内山本駅周辺整備においては、駅周辺整備の方向
性について、庁内関係課をはじめ、大阪府、鉄道事業者等
の関係機関と交通結節点機能の向上を図るため、引き続き
協議を進める。また、安全安心な駅周辺となるよう地域と連
携を図ることが必要である。
ＪＲ八尾駅周辺整備においては、障がい者や高齢者の移動
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、八尾駅東側の第二安中踏切改良工事を実施し、また景
観に配慮した周辺道路の改良工事や、環境に配慮した道路
照明灯のＬＥＤ化工事を行った。

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。また、
自転車保険の加入促進については、交通安全イベント等に
おいてチラシ等により広報活動に努めた。

・平成27年度の空き家の相談件数は、２月５日現在で６５件
ありその内、１５件について相談内容の是正が確認できた、
また、平成２８年度以降のデータベース整備に向け、水道局
の閉栓データ利用のための取組を行った。
また、相談会を兼ねた空き家セミナーを実施し、空き家の適
正管理について啓発を行い、管理不良空家の是正の推進
のための取組を行った。
・平成２８年度から平成３７年度までの１０年間を計画期間と
する「八尾市耐震改修促進計画（改定版）」を作成し、民間
住宅については、平成３７年度末９０％を耐震化率の目標と
した。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標 実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重点
的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。指標名 （単位）

玉串川や桜並木等、地域資源が豊かな近鉄河内山本駅周辺は、
地域生活拠点となる副次核であり、関係機関と連携し、駅周辺を
核とした交通結節点機能等の充実を図ることで、市民生活の安全
性・利便性の向上、健康意識への促進効果も高め、魅力あるまち
づくりを進める。
また、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、施設管理者等の関係機関と連携を図
り、施設整備を行う。

8
安心して暮らせる良質な
住まいづくり

部局における当該年度の施策展開の方針

安心して暮らせる住環境の確保が図られるよう、「八尾市耐震改
修促進計画」を踏まえ、平成26年度、27年度で増額した補助制度
の積極的な啓発に努める。また、「八尾市耐震改修促進計画」の
見直しに向けた取り組みを行う。

主管

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連
H27

23



平成27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

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 ％ 97 97.3           100

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 ％ 100 100 100

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 ％ 33.8 34.1             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 16              7

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

1

2

建築都市部（公共施設建設担当部長）

指定管理者制度の導入

災害に強いまちづくり方策の展開

項目名

　平成29年４月からの指定管理者制度の導入に向けて、地域とともに勉強会を開催しながら、今
年度中に八尾市営住宅条例の改正を行う。また、次年度の指定管理者の公募に向けて、制度の
設計を行う。

市有公共建築物の耐震化

取り組み内容

市営住宅の入居者が安全安心に暮らせるように、維持管理、運営
に努めるとともに、地域活性化の視点も考慮しながら既存住宅等
の活用を図る。

八尾市営住宅機能更新事業計画（八尾市営住宅長寿命化計画）
に基づき、計画的に事業を実施する。

学校園施設耐震化計画に即し学校園の耐震化事業を計画的に実
施する。

　耐震性能の劣る建築物の解体や施設の整備事業を
行った結果、水道局所管の施設を除いて常時使用する施
設については耐震化事業が完了した。

　Ｈ23～27年度の継続事業として取り組んできた学校園
施設耐震化事業が完了し、児童・生徒が利用する校舎等
の耐震化率を100％とした。

　公共施設マネジメントの実効性を確保するため、Ｈ28年
度機構改革において、公共建築課内に施設保全係を設
け、公共施設の点検等を行い計画的な保全を進めていく
こととした。

　空き家募集、福祉住替えに伴う住宅改修工事を進める
とともに、日常の営繕業務などを実施した。また、地域と
協議を行いながら、店舗付住宅１戸について用途廃止を
行い、地域の子育て支援のための施設とした。

　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。

 平成29年４月からの指定管理者制度の導入に向けて、地域との勉強会を実施しながら、八尾市営住宅
条例の一部改正を行った。

　耐震性能の劣る建築物の解体や施設の整備事業を行った結果、水道局所管の施設を除いて常時使用
する施設については耐震化事業が完了した。次年度以降は、供用を廃止した施設の解体等を行っていく
こととになる。

実績・課題等

政策推進課と公共施設マネジメント計画の実施に向けた協議を行
う。

市有公共建築物の耐震化を進める。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標名 （単位）
H27

○今年度は、Ｈ23～27年度の５ケ年の継続事業として進めてきた学校園の耐震化事業の最終年度であり、目標としてきた耐震化率
100％を確実に達成できるよう事業の進行管理に努める。また、公共施設の耐震診断結果に基づき、建替・改修工事などにおける耐
震化の取り組みを行う。
○既存の公共施設の修繕や更新に係る将来の費用負担の把握・コントロールのため、施設管理者や政策担当課と協働し施設の長寿
命化や安全性の確保をめざした機能更新計画を策定するなど計画的な取組を行う。
○公共施設の更新時において、本市の人口動向や時代の変化を見据えて、可変性があり予防保全がしやすい建築工法について検
討を行う。
〇八尾市営住宅機能更新事業計画（八尾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。
○市営住宅の入居者が安全安心に生活ができるように、既存住宅の管理運営に努めるとともにストックの活用を進める。

施策実現のための部局の基本方針

〇各学校園の耐震化事業について、当初の予定どおり５ヶ年で耐震化率100％の目標を達成した。また市
有建築物についても、一部の所管外施設を除いて耐震化事業を完了した。
○公共施設マネジメントの実効性を確保するため、Ｈ28年度機構改革において、公共建築課内に施設保全
係を設け、公共施設の点検等を行い計画的な保全を進めていくこととした。
○市営住宅機能更新事業計画に基づき、西郡住宅29号館耐震補強工事及び住替え用住戸改修工事を完
了した。
〇６月、12月の市営住宅の募集に、合計23戸の募集を行い、またそれに合わせて店舗付住宅についても、
6月３戸、12月２戸の募集を行った。
〇市営住宅のストック活用として、店舗付住宅１戸について、用途廃止を行い地域の子育て支援のための
施設として活用を図った。
〇市営住宅機能更新事業計画に伴う工事として、安中住宅14号館の給排水設備の改修工事を実施した。

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

※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

部局名 部局長名 新田　俊明

主管

    関連

○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

施策
No.

担当施策 重点

24



平成27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

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 － － － － －

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

％          25.0 23.8             25

部局名

○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
開を図る。
　　　・「土木部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、事業推進に努める。

○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する。
　　　・『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わたって、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」に取り組む。
　　　・『か』　快適な空間づくりとして、健康づくりにつながる土木施設の有効活用や玉串川や桜並木など地域資源の活用に
努める。
　　　・『り』　利便性の向上を図り、誰もが「まちに出やすくなる」、「まちに出たくなる」人と環境にやさしい整備に努める。
○未来へ『あかり』を灯し続けるために、
　　　・土木施設を末長く供用（使用）できるように効果的、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る。
　　　・土木施設（橋梁・公園・公共下水道）の長寿命化計画に基づき、予防保全の取組で事業を実施し、事業費の平準化と
ライフサイクルコストの縮減を図るとともに機能の無くなった土木施設の減量を図る。

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など」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。
また、道路・河川・公園の公共施設において、市民による自主的なアドプト環境美化活動（緑化・維
持管理活動）の拡大に取り組んだ。

○「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」に基づく
「予防保全」の取り組みを行うとともに道路反射鏡や道路照明灯等の交通安全施設等設置を行っ
た。また年一回の遊具点検を実施し、当該点検による公園施設の修繕を行った。

　・『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んだ。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
アフリー化を行うとともに、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(LED)のリース化による維持管理の平準化を図った。

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

限られた道路空間のなか、現状の枠組みの中で即効性
のある交差点のｶﾗｰ舗装化等、市民の暮らしに密着した
生活道路の整備と改良を計画的に進めるとともに、設置
基準に基づき、道路反射鏡や道路照明灯等の設置を
行った。今後も地域の実情を踏まえた生活道路の安全対
策に取り組む。
また、厳しい財政状況ではあるが、未来へ『あかり』を灯し
つづけるために、市直営での事業実施など効率的・効果
的に事業を進め、土木施設の効率的・効果的な維持管理
に取り組む。

農業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、ため池については大阪府と連携し、ため池耐
震性調査診断を実施した。

部局の使命

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。

（単位）

部局長名 松本　肇

農業振興を図るため、農道・農業用排水路の整備に努める。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
り組む。

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する。

指標名

○市民の生命・身体と財産を守ることを最大のテーマとし、誰もが安全で安心に暮らせるための基盤整備、維持管理を実施する。
○人、自然にやさしいまちづくりとして、福祉や環境、健康の視点を持って、「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、地域活性化に努める。
○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」をめざす。

市民が身近な生活道路を安全・快適に通行できるよう、歩道改良
等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化等の事業を重点的に進める。安全対策について
は、「通学路の安全対策計画」と「通学路の合同点検」の二本柱に
より計画的な安全対策工事を引き続き進める。また、橋梁長寿命
化計画等、土木施設の効率的な維持管理に取り組む。

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 H27

土木部

実績・課題等
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H27

目標値 実績見込値 めざす値

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 ㎡ 2.70 2.74          2.70

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

％          72.9 72.4 74

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

％ 92.5 92.2 92

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

1

2

4 生活道路の整備と維持

5

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。指標名 （単位）

H27

誰もが安全で安心に暮らせるための維持管理を行うため、年一回の遊具点検を実施し、当該点検による
公園施設の修繕を行った。今後も、厳しい財政状況ではあるが、未来へ『あかり』を灯し続けるために、地
域等とも連携して、効率的・効果的な維持管理に努める。

取り組み内容

道路橋りょう、公園・下水道施設について、長寿命化計画に基づき、計画的な修繕工事を実施した。
また、維持管理・更新（メンテナンス）を効率的・効果的に進める仕組みづくりを構築していくため、近畿大
学と連携協定の締結を行った。今後は、本協定に基づき人的・知的交流を通じた予算や人員、技術的な
課題解決に向けた取り組みを進めていく。

実績・課題等

公園の適正管理

土木施設の長寿命化計画の策定
　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業実施）

法定外公共物の売却促進

道路・河川・公園における市民協働によるアド
プト環境美化活動(緑化・維持管理活動）

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
出抑制施設として南高安小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。

中田第１公園の全面再整備、竹渕第１公園のバリアフ
リー化の整備を行った。
緑化条例に基づき、公共施設や民有地の緑化を推進し
た。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。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。
また、年一回の遊具点検を実施し、当該点検による公園
施設の修繕を行うとともに、今後も、地域と協働で効率
的・効果的な維持管理に取り組む。

項目名

・道路ストックについて、点検マニュアルに基づき、パトロールの頻度・体制の検討を行い、効率的
な点検修繕を行う。

下水道施設の安全性・信頼性を確保し、予防的な修繕及び計画的な補強や更新等を実施するた
めの長寿命化計画に基づき、事業申請、調整を行い、事業を実施する。

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す
る。
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く。

3

・年に１回遊具点検を行い、この点検を基に公園施設の修繕を行う。
・現状より効果的な修繕を行うために、公園に携わっている組織等（アドプト・シルバー・業者等）を
含めた情報収集及び点検手法の検討を行う。

整備人口普及率の目標値92.5％に対して92.2％と0.3％
下回った。これは財源である社会資本整備総合交付金の
交付額が低かったことが、最も大きな原因である。今後
は、目まぐるしく変化する社会経済情勢や、国の動向等を
これまで以上に注視していく。また、施設の適切な機能管
理を行うと共に、長寿命化計画に基づく事業を実施するこ
とにより、予防保全型の管理に努めた。

市政だよりに広報を行った。また、公用車に広告を掲示し市内全域に向けて広報を行った。(売却件数10
件　売却価格9,310千円　売却面積380.97㎡）

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った。また、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。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に努める。

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。
また、市内にある法定外公共物について用途のない路線を整理し積極的に売却を進めていく。

道路･河川・公園の公共施設において、市民による自主的なアドプト環境美化活動(緑化・維持管
理活動)の拡大に取り組む。
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
かけ、アドプト団体の掘起しをする。

大雨による浸水を防除し「防災・減災のまちづくり」をめざすと共
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、コスト縮減・工期短縮を図りながら公共下水道の
整備を進める。
施設の適切な維持管理を行うと共に、長寿命化計画に基づき予防
保全に取り組む。
持続可能な安定した下水道サービスの提供と効果的な事業執行
との両立をめざす。

誰もが安全で安心に暮らせるための維持管理を行うため、道路ストックについて、点検マニュアルに基づ
き、パトロールを実施し、効率的・効果的な点検修繕を行った。今後も、厳しい財政状況ではあるが、未来
へ『あかり』を灯し続けるために、市直営で修繕等を行うなど、効率的・効果的な維持管理に努める。

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
梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的な修繕工事を実施する。

公園施設の安全性・信頼性を確保し、計画的に予防的な維持補修及び改築・更新等をするための
公園施設長寿命化計画に基づき、事業を実施する。

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連

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・企業等の参加など、緑をまもり、つくり、増やし、育てる
という観点からワークショップ方式により地域の意見を取り入れる
など、公民協働による取り組みを進める。また、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、「さくら基
金」への寄付を広く募り、地域との協働により、再生・保全に向け
た取り組みを進める。生実施計画に基づき地域と協働で保全事業
に取り組む。

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
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平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

6

7

長寿命化計画に基づき、改築・修繕事業を実施し予防保全型の維持管理を行うと共に、日常管理を行い、
施設の機能管理に努めた。

公共下水道事業に係る「経営戦略」の策定
学識者等から構成される「八尾市公共下水道事業経営審議会」を設置し、経営状況や将来等につ
いて諮問等を行う。次年度以降には、答申を得て、経営戦略の策定をめざす。

下水道施設の維持管理

9月に第1回八尾市公共下水道事業経営審議会を開催し、集中的に慎重な審議が行われ、世代間の負担
の公平性の視点から経営基盤の強化に係る緊急提言が、経営戦略の策定に先立ち提出された。その緊
急提言を踏まえ将来に向かって持続可能な下水道サービスを市民に提供するために、下水道使用料の
改定を行った。

長寿命化計画に基づき予防保全に取り組むとともに、施設の適正かつ継続的な維持管理に努め
る。

実績・課題等項目名 取り組み内容
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平成27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

住宅火災の発生件数 件 0 17 0

住宅火災による死者数 人 0 2 0

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

1

2

消防本部 部局長名 藤原　正彦

【実績】耐震性貯水槽設置公園及び自然水利（ため池）に消火活動用資機材（ポンプセット）の整備を行う
とともに、消防団機械器具置場の建替えを実施した。
【課題】消火活動用資機材（ポンプセット）の計画的な整備と、自主防災組織等への取扱い方法の更なる
啓発を行うとともに、消防団機械器具置場の整備及び建替え用地の確保が引き続き必要である。

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

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・救助の充実強化及び消防施設等の機能更新を
実施した。
　また、消防団機械器具置場の更新等をはじめとする消防団の充実強化、自主防災組織の活動
支援等を実施した。

実績・課題等

部局名

災害に強い消防体制づく
り

3

部局における当該年度の施策展開の方針

■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、
総合的な取り組みを図り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
・放火防止対策の推進（放火されない環境づくり）
・救急救助体制の充実
■消防団、自主防災組織、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）が連携し、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
・女性団員を含めた青年層の入団促進、処遇改善、施設装備を強
化し消防団の活性化を図る。
・市民への応急手当の普及啓発（AEDの設置促進）
・「防災協力事業所」の充実強化を図る。

主管

施策
No.

担当施策
実績・課題等

※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

【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）の取扱い方法等、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

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）
重点

主管

    関連

・消防施設の一部改修工事を完了した。また、消防出張
所等の改修工事に係る実施設計などを完了した。
・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。
・市民に対し住宅用火災警報器の設置促進・維持管理及
び、放火防止についての啓発活動を行った。
・救急救命士及び救助隊員の各種訓練や研修派遣等に
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。
・自主防災組織に対し、防災訓練等の活動支援及び防災
リーダー育成研修会を開催し、地域防災力向上に努め
た。
・計画的に消防団の活性化を図るとともに、消防団機械
器具置場の更新等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が、学生など若年層への普及に
ついて、具体的に取り組む必要がある。
・事業所に対して、消防ポンプ等取り扱い訓練指導を実
施し、地域防災力の向上に努めた。

H27

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。

　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と連携を図りながら
自主防災組織への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

28



平成27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

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 2,170 2,080 2,000

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
70%以上

紹介率
52.5%

逆紹介率
70.9％

紹介率
50%以上

逆紹介率
70%以上

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

1

実績・課題等

（単位）

部局名 部局長名 植野　茂明

　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第
2期経営計画を推進し、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。

施策実現のための部局の基本方針

市立病院事務局

　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。
　また、高度医療機器の更新時期を迎えており、平成27年度には
血管造影装置（アンギオ）と放射線治療装置（リニアック）の更新を
進める。

担当施策

部局の使命

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 市内唯一の公立病院として、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。
⑦ 公民協働手法であるPFI事業による病院の維持管理運営について、平成30年度末で契約が終了するPFI契約後の病院
の維持管理運営のあり方を公民協働の姿勢を重視しつつ検討を進める。

（平成２７年度実績）
・「八尾市立病院病診薬連携システム」の利用拡大等を通じ紹
介率と逆紹介率の向上に取り組み、地域医療支援病院の承
認を更新した。また、感染防止対策など地域の医療関係者を
対象とした研修会や講演会、住民を対象とした公開講座、出
前講座にも力を入れ、疾病に対する知識の普及、情報提供に
努めた。
（平成２８年度に向けた課題）
・「八尾市立病院病診薬連携システム」の更なる活用等により
紹介・逆紹介を活性化させることで、地域医療支援病院の承
認継続をめざす。

指標名

《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、公民協働手法である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、持続可能な病院経営を実現する。

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

主管

    関連
H27

施策
No.

部局における当該年度の施策展開の方針

（平成２７年度実績）
平成27年2月に策定した八尾市立病院経営計画（Ver.Ⅱ）（平成27年度～平成29年度）において、
左記①～⑥を含め、八尾市立病院の果たすべき役割と具体的な取組み内容を定めその達成に努
めた結果、①②③について、紹介率・逆紹介率をはじめ手術件数、救急搬送患者の受け入れ件数
等において目標数値を上回る見込みとなったほか、④については、放射線治療装置等の更新と機
能拡充工事を実施し、⑤については、応急救護訓練や備品の整備を行い、また⑥については、地
域の医療関係者を対象とした研修会や講演会、地域住民を対象とした市立病院公開講座、出前講
座による情報提供の充実等、地域の医療水準の向上に貢献した。また ⑦については、平成31年
度以降の病院維持管理運営のあり方の検討に向け、八尾市立病院ＰＦＩ事業検証業務を実施し
た。
（平成２８年度に向けた課題）
　診療報酬改定により病院の機能分化が一層強化される中で、現状の診療収入を維持することは
厳しくなっていくものと思われるが、経営計画に基づき、公立病院の役割を果たしながら医療の質
の向上と健全経営の確保に着実に取り組む。

重点

（平成２７年度実績）
・国指定のがん診療連携拠点病院として、放射線治療装置の
更新による診療機能充実を図るとともに、血管撮影装置など
高度医療機器の更新を行った。また、救急医療の活性化に取
り組み、救急搬送患者の受け入れ数は前年度を上回る見込み
である。
（平成２８年度に向けた課題）
・病院の機能分化の強化、繰入金の減少により医業収益が大
きく伸びない中で、不採算医療を維持しながら医業収益を確保
する必要がある。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

実績・課題等

経営健全化の推進

項目名

　新たに制定した基本理念・基本方針と第2期八尾市立病院経営計画（平成２７年度～２９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
すとともに、引き続き黒字基調の健全経営を維持していく。　PFI事業については、平成27年度に
PFI事業の効果検証を行い、今後のPFI事業の充実に資するものとする。

取り組み内容

八尾市立病院経営計画（Ver.Ⅱ）に基づき、医療の質の向上と健全経営に努めた結果、平成27年度にお
いても黒字経営を維持できる見込みである。平成28年度は給与費、材料費、減価償却費の伸びにより、
経営環境はこれまで以上に厳しくなると見込まれるが、公立病院としての役割を果たすとともに、引き続き
黒字継続をめざしていく。また、PFI事業については、平成27年度に実施したＰＦＩ事業の検証に続き、ＰＦＩ
事業契約満了後の病院維持管理運営手法の検討を行う。

29



平成27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

48 上水道の安定供給 主管 管路の耐震化率 ％ 21.5 19.2 21.5

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 46.5

48 上水道の安定供給 主管 － － － －  －

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

1

2

3

指標名 （単位）

施策実現のための部局の基本方針

●健全経営が持続できるよう水道事業の経営戦略、中長期的な経営計画の策定をめざして、長期的な将来予測、
課題、課題解決の方策を明確にし、計画に基づいた経営を進めるしくみを強化する。
●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、２８年秋の新庁舎完成、業務開始に向けて、業務の効率化、わかりやすい窓口の運用等の検討を進める。
●広域化については、大阪広域水道企業団と３市町村の統合協議の進捗に注視するとともに、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
けた取組みを進める。
●水道局の課題の検討や解決のために、水道局職員が一丸となって行動できる組織体制を強化するとともに、業
務の効率化、情報共有などを支えるＩＣＴ活用を進める。
●災害時の給水確保のために、耐震性緊急貯水槽を地域に身近なものとする取組や市民に対して「飲料水の備
蓄」の啓発に取り組むなどを通じて、本市の地域分権の取り組みの一翼を担う。

●今後10年間の財政試算を示し、「八尾市水道事業経営審議会」にて出された答申に基づ
き、中期経営計画（平成28～32年度）を策定した。今後ＰＤＣＡサイクルの進行管理によ
り計画に沿った経営を行うことが課題である。
●庁舎機能更新（耐震化）は、平成28年夏に新庁舎が完成する見込みである。防災倉庫等
附属建物についても引続き計画に従い建替えを行っていく。高安受水場ポンプ棟耐震化に
ついては、入札不調等により着手が遅れたが計画期間内での竣工をめざし引続き取り組
む。耐震性緊急貯水槽は設置条件の適合状況により１か所の設置を見送っている。今後の
設置については、他の応急給水手法や市民による飲料水備蓄の普及啓発を前提に精査して
いく。
●大阪広域水道企業団と３市町村の統合は協議が整い平成29年４月の事業統合が確定し
た。本市としては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
る。
●新庁舎建設を契機に業務の効率化と情報共有化を実現するため「新庁舎での仕事のあり
かた実現行動計画書」を策定、ＩＣＴ活用を含めた新しい仕事のあり方の方針を決定し
た。
●耐震性緊急貯水槽の設置地域では防災訓練等を通じ災害時の取扱方法等の普及啓発を
行った。「飲料水の備蓄」の啓発については市民協力等新たな手法による取組みが必要で
ある。

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

部局における当該年度の施策展開の方針 H27
主管

    関連

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

　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す。

　水道施設のダウンサウジングを進める方向に向けて、配水施設
や配水池等の耐震性能を高め、早期の応急給水及び復旧が実現
可能な状況をめざす。

平成26年度の口座振替普及率は79.4％となったが口座振替普及率を80％への回復をめざす
とともに、水道料金の徴収に努力する。水道料金の収納率(現年度分)98％を確保する。
（平成26年度は98.8％）

関係課と連携して債権の適正な管理に努めるとともに時効の期限を迎えた徴収不能な債権
については、債権管理条例に基づき債権放棄の手続きを行い効率的な債権管理に努める。

部局名 部局長名 植島　康文

施策
No.

担当施策

八尾市上下水道事業連絡調整会議を通じて、両事業の連携を強化し、事業の効率化とサー
ビス向上に努める。

　水道ビジョンを推進し、健全経営を持続しながら、水道管路の老
朽化対策、耐震化などの災害に強い水道サービスを提供していく
ための経営戦略を明確にし、中長期の視点での経営を行う行動
計画を策定する。
　また、市民からの問い合わせ対応の迅速化、業務の効率化、お
客さまの需要の的確な把握などのため、全局的な視点での業務
の見直し、ＩＣＴの更なる利活用に向けた取組みを進める。

取り組み内容

口座振替普及率の向上を図るべく平成27年６月の督促発送時に「口座振替依頼書」を同封すると
ともに、水道料金債権の適正管理・徴収に努めた。

通常期の督促活動の外、債権滞納整理特別強化月間等による徴収努力を行った上、倒産や無届転
出による徴収不能債権については八尾市債権管理条例により債権放棄の手続きを行っている。

オープン化に向け開発中の次期水道料金等調定システムでは、双方の事務の効率化とサービス向
上に資するシステムとするため、水道料金、下水道使用料毎によりきめ細かな債権管理が可能な
仕様となるよう開発を進めている。

実績・課題等
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重点

項目名

水道料金収納率の向上

水道料金債権の適正管理

上下水道事業の連携強化

水道局

　安全でおいしい水が安定的に供給され、安心して水道水を使用できるよう、「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「自然災害や危機事象に強い水道」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するなど、魅力ある地域づくりに
貢献する。

部局の使命

上水道の安定供給 主管

平成２６年度については目標値に達していないが、水道
ビジョン完了年の３２年度には計画当初の目標である２
６．８％を上回るペースとなるよう耐震化を進めている。

高安受水場ポンプ棟耐震化については、入札不調等によ
り着手が遅れたが、平成27年度中に業者が確定した。事
業の年次割り等見直しを行った上で、計画期間内での竣
工をめざし引続き取り組む。配水池については運用中の
耐震化工事となるため、工事中に使用する融通管の整備
を完了させた上で北部低区配水池の耐震化工事に着手
る予定である。

アセットマネジメント手法を活用、今後10年間の財政試算
の結果より管路更新事業の平準化などの見直しを行い中
期経営計画（平成28～32年度）を策定した。策定に際して
は、「八尾市水道事業経営審議会」に諮問し、その答申を
反映した。また、業務の効率化と情報共有化のため「新
庁舎での仕事のありかた実現行動計画書」を策定、ファイ
リングシステム導入やＩＣＴ活用等、新しい仕事のあり方の
方針を決定した。
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平成27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

21 幼児教育の充実 ● 関連 － － － － －

23
知徳体のバランスのとれ
た小中学生の育成

● 関連 － － － － －

24 教育機会の均等 ● 関連 － － － － －

25 八尾の魅力発見と発信 ● 関連
企画展およびイベントの実施
回数

回 2 4 3

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。
また、八尾市教育振興計画の前期計画が平成２７年度までとなっ
ていることから、八尾市総合計画後期基本計画の策定や総合教
育会議の設置、大綱の策定を含めた教育委員会制度改革等の社
会情勢の変化などを踏まえ、平成28年度からの八尾市教育振興
計画後期計画を策定する。

部局名

適材適所な人事異動や幼稚園教員採用による計画的な人事配
置、学校訪問や校長からのヒアリング等による状況把握、研修や
教職員の評価・育成システム等による教職員の資質向上により学
校の指導力向上を図るとともに、クラブ活動の指導を支援すること
により、知徳体のバランスのとれた小中学生の育成に寄与する。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標名
施策
No.

担当施策
（単位）

H27部局における当該年度の施策展開の方針重点
主管

    関連

松岡　浩之

部局の使命

・「就学前施設における教育・保育と子育て支援～公立の認定こども園の整備～」に基づき、子どもたちが健やかに育つことのできる
質の高い教育・保育の実現に向けた取り組みをすすめる。
・小中学校適正規模審議会答申に基づく学校規模の適正化等子どもの育ちにとってより良い教育環境を実現する。
・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。
・八尾市第２次図書館サービス計画に基づき、八尾図書館を中心に、平成27年８月に新たに開館する龍華図書館を含めて図書館４館
体制の中で図書館サービスの向上に向けて図書館ボランティアとの連携の中で取り組む。また、学校図書館のさらなる充実に向けっ
た支援の強化を図る。
・高安山麓の豊かな歴史資産を次世代に継承し、八尾の魅力を発信するため、全国でも有数の群集墳である高安千塚古墳群の保存
と活用を進めるための計画を策定する。

・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。
・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。
・八尾市第２次図書館サービス計画に基づき、市民が求める図書館資料や情報が得やすく、市民の読書意欲が更に向上する場をつくる。
・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

・当該計画について、市民説明会を実施し市民への周知を図った。
・教育・保育内容について、保育所保育士、幼稚園教員の参画のもと、八尾市立幼保連携型認定こども園
教育保育課程の作成に取り組んだ。
・今後は、教育・保育内容や運営等の具体的な検討を行うとともに、認定こども園に向けた公立幼稚園の再
編や休園等にかかわる保護者や市民の不安解消に向け、丁寧に情報提供を行う必要がある。
併せて、公立、民間ともに幼児教育と小学校教育の円滑な接続をすすめていく。
・平成27年度（2015年度）までに学校園施設の耐震化率100％を実現した。また、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。
・生涯学習及びスポーツ振興にかかる平成２８年度から５カ年にわたる指針となる第２次生涯学習・スポー
ツ振興計画を策定した。
・平成２７年８月に指定管理者制度を導入した龍華図書館が開館し、市内４館体制での図書館運営を開始
するとともに図書館ボランティアとの共催行事なども開催した。また、学校貸出や司書派遣などにおいて学
校図書館との連携強化に努めている。
・高安千塚古墳群の保存活用計画策定のため、学識経験者等で構成される審議会を設置した。平成29年
度の計画策定に向けて、引き続き意見聴取及び検討を行う。

実績・課題等

部局長名生涯学習部

本市にゆかりの深い文学者の作品をとおして、郷土や生活文化の
魅力を再発見し、全国へ発信を進めるとともに後世に自分のまち
へ誇りを伝えていく。

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

今東光資料館では、平成２７年度秋期・春期の企画展、５
月には「今東光と大阪の文学-河内八尾の発見-」という
テーマのもと講演会を実施した。また、郷土や生活文化を
再発見してもらうため、特別展として「河内八尾　1950s‐
1960s」と題し、東光の小説にも取り上げられている、当時
の八尾の写真を中心に展示を行った。また、合わせて他
の文学館との連携も進めている。

  平成27年度（2015年度）までに学校園施設の耐震化率
100％を実現した。また、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。

学校訪問や校長からのヒアリング等により、各学校園や
教職員の状況把握をし、適材適所な人事異動等による計
画的な人事配置を行った。また、研修や教職員の評価・
育成システム等による教職員の資質向上により学校の指
導力向上を図った。さらに、クラブ活動の指導を支援し
た。これらにより、知徳体のバランスのとれた小中学生の
育成に寄与した。

・保育士・教員による１週間の派遣研修並びに認定こども
園に関する研修会を実施した。今後は、派遣研修を人事
交流に発展させることや、教育・保育内容の研修につい
て、効果的・効率的に実施する必要がある。
・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」の活用をすすめるとともに、公立、民間ともに幼
児教育と小学校教育の円滑な接続を図る必要がある。
・認定こども園の整備に向けた公立幼稚園の再編や休園
に係る保護者等の不安解消にむけて丁寧に情報提供を
行う必要がある。

「就学前施設における教育・保育と子育て支援～公立の認定こど
も園の整備～」に基づき、こども未来部と連携し、整備にむけた具
体的な取り組みを進める。
また、幼保連携・一体化の推進を図るため、幼稚園・保育所・小学
校による合同研修会を実施するとともに、ソフト面においては、こ
れまで平成２４年度及び２５年度に作成してきた「教育・保育実践
の手引き」の教育現場における一層の活用に向けた取り組みを進
める。
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H27

目標値 実績見込値 めざす値

27
歴史資産などの保全と活
用

主管 指定文化財の件数 件           111           113           111

28 生涯学習の取り組み ● 主管
市民1人当たりの年間の図書
の貸出点数

点 9.0 8.2 9.4

31
スポーツ・レクリエーション
の取り組み

主管
運動・スポーツをしている市民
の割合

％ 33 29.1 40

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号 実績・課題等

本市の生涯学習・スポーツ振興のよりどころとなる「八尾市生涯学
習・スポーツ振興計画」の計画期間が平成27年度をもって満了す
ることから、平成28年度から平成３２年度における同計画の策定
を進めるとともに、市民の学習機会の充実に向け、生涯学習セン
ターの指定管理者が同センターにおいて実施している講座を「出
前講座」として各コミュニティセンターで開催できるよう取り組みを
進める。
また、昨年にオープンした新八尾図書館を中心として、本年８月に
民間ノウハウの導入により新しく開館する龍華図書館を含めた図
書館４館体制の中で、市民の生涯学習活動の支援を強化するとと
もに、学校図書館との連携及び支援の強化を図る。

　「八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画」について
は八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会に諮問、同
審議会からの答申をもとに策定を行った。次年度から庁
内はもとより市民や関係団体との連携のもとと取り組みを
進めるとともに、計画の目標を実現する各取り組みにつ
いては、毎年度、進捗状況を把握していく。
　また、生涯学習センターの出前講座については、前年
度の３館に引き続き今年度は４館で実施した。身近な場
所における生涯学習の機会充実として全１０館での実施
をめざし、次年度は残りの３館で実施予定である。
　一方、図書館サービスについては、平成２７年８月２日
に指定管理者制度による龍華図書館の開館に伴い、八
尾図書館を中心とした市内図書館４館体制の構築を図る
とともに、市民の生涯学習活動を支援するため利用者ア
ンケート等を実施するなど利用者動向の把握を行い、そ
の結果を踏まえてサービスの充実に反映した。
　学校図書館の支援に関しては、学校園のニーズに即し
た学校への図書貸出制度の改正を行うなど連携強化を
図った。
　また、指定管理者を導入したことによる効果検証を含め
て、市直営図書館との相乗効果の検証、さらに今後の方
策についても検討を進める必要がある。

スポーツ機会・活動の充実に向け、各種大会・教室などを実施す
るとともに、施設整備については、恩智川治水緑地（２期工区）へ
のスポーツ施設の整備をめざし、庁内関係課との連携のもと大阪
府と協議を進める。

　市民の健康とスポーツ機会の提供を図るため社会体育
団体や指定管理者との連携・協力のもと各種大会や教室
の実施に取り組んだ。中でも、屋内プールの指定管理者
の事業として実施している、小学校への水泳指導につい
ては１２校で実施し学校現場より高い評価を受けている。
　一方、恩智川治水緑地（２期工区）へのスポーツ施設の
整備については、大阪府との協議を経て整備概要をまと
めることができた。
　なお、社会体育団体に委託している各種大会及びス
ポーツ教室について、事業内容の見直し等について協議
していきたいと考えている。
　また、恩智川治水緑地（２期工区）へのスポーツ施設の
整備については、大阪府から引き渡しを受けた後、市とし
て整備する内容について市の財政状況を勘案しながら検
討する必要があるものと考えている。

項目名 取り組み内容

本市の魅力の一つである歴史資産を子ども達に伝えるため、高安
千塚古墳群の保存活用計画を策定し、今後の活用の方向性を定
める。
本市の風土や文化を記録し、将来のまちづくりに活かすため、『新
版八尾市史』を刊行すべく、文書、美術、民俗等の調査を進める。

市史編纂の調査を進めることによって、新たな指定文化
財の発見に結びつき、文化財の保護を進めることにつな
がった。また、高安千塚古墳群については、レーザ測量
や植生調査の成果を盛り込み、『保存活用計画』の作成
に努めた。
いずれの事業もきめ細やかに文化財の保存や調査を進
めるために、市民との一層の連携が必要であり、市民が
参加しやすい方策が求められる。

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。指標名 （単位）

H27
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
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平成27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

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
いる保護者の割合

％ 98 97.2 98

部局名 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。

学校教育部

施策実現のための部局の基本方針 実績・課題等

特色ある学校園づくりをすすめる中で、教育振興計画に基づいた学力向上、健康･体力向上、道徳教育及び防災教育を始
めとした安全教育の取り組みを総合計画実現に向けた部局の施策展開の核とする。
○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について、新たな研修手法を導入すると共
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連携と相互理解を「チャレンジする中学校区推進事業」
等の事業を通して進めることで、幼・小・中の学びの連続性のある教育を行う。
○地域の共有財産である学校園を核とし、土曜スクール、あいさつ運動、清掃活動等の多様な取組みを通して、学校、家
庭、地域ぐるみで子どもを育てる教育コミュニティを構築する。
○道徳教育、人権教育を通して、規範意識やマナーだけでなく、自他の人権を尊重する意識と態度を育み、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、自他の命を大切にする児童・生徒の育成に努める。
○いじめについては、「八尾市いじめ防止基本方針」の策定の過程を踏まえ、未然防止の取組みを最優先に早期発見や迅
速な対応ができる体制づくりを進めることで、児童・生徒が安心して学ぶことのできる教育環境を構築する。
○特別支援教育や在日外国人教育の充実を図るとともに、さまざまな支援が必要な児童・生徒の教育を充実させるため、
スクールソーシャルワーカー等の専門性の高い人材を活用することで、教育の機会均等を進展させる。
○幼児、児童、生徒及び教職員の健康、衛生の向上に努めるとともに、安全、安心な学校給食を提供する中、学校のすべ
ての教育活動を通した食育を進める。

・幼児教育の充実に取り組む
○研究指定園における幼小連携の取り組みを通じ研究成果を共有するとともに、園内保育での指
導・助言を行うなど幼児教育の充実を図った。
・学校教育の充実に取り組む
○全国学力・学習状況調査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、教職員の資質等の向上とともに、子どもたちの学力向上を図った。特色ある学校園づくり
や中学校区連携の強化をもとに、小学校では「放課後学習推進事業」を、中学校では「トライスクー
ル」に取り組んだ。
○市長部局や学校、保護者、地域住民と関係機関と連携し、「八尾市いじめ防止基本方針」を策定
し、周知・啓発に努めるとともに、いじめの未然防止・早期発見・早期対応につながる教職員研修を
実施した。
○各学校園における、人権教育の取組みを深化・充実させ、併せて、人権が尊重された学校園づく
りを支援することで、自他の人権を尊重し、自他の命を大切にする意識の向上を図った。
○日本語指導補助員・支援員の派遣や民族クラブへの支援を通して、帰国・外国人児童生徒に対
する生活面・学習面での支援の充実を図った。
○特別支援教育や在日外国人教育の充実を図るとともに、スクールソーシャルワーカー等の専門
性の高い人材を活用し、さまざまな支援が必要な児童・生徒の教育の充実を図り、教育の機会均
等の一層の進展に努めた。
○幼児、児童、生徒及び教職員の健康、衛生の向上に努め、また、安全・安心な学校給食を提供
する中、学校のすべての教育活動を通した食育を進めた。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

H27
指標名 （単位）

施策
No.

担当施策 重点
主管

    関連

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。

部局における当該年度の施策展開の方針

認定こども園化を踏まえ、幼稚園の教育課程や保育に関わる指
導助言を行い、総合的な視点に立った幼児教育の充実を図る。

 八尾市立幼稚園の教育課程や保育に係る指導助言を行
うとともに、研究指定園において認定子ども園化に向けた
研究を進め、継続的な指導や支援を行うことで、幼児教
育の充実に努めた。
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H27

目標値 実績見込値 めざす値

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校

②3,500時間

①５２校

②8,750時間

①４５校

②3,500時間

平成27年度における重点的な行財政改革の取り組み内容

行財政改革の取り組み

番　号

実績・課題等
※当初ビジョンシートの「平成27年度における部局の重
点的な取り組み内容」を含めた内容を記載してください。指標名 （単位）

H27
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

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

・教育上のさまざまな課題、心身や発達面等、特別な教育的支援
が必要な子どもとその保護者のニーズを踏まえ、専門性の高い教
育相談・就園就学相談を実施する。
・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。
・日本語指導を必要とする児童・生徒が在籍する学校へ日本語指
導補助員を派遣する。
・就学援助については、内容の検討を行い、必要に応じて見直し
を実施する。
・小学校給食調理場の改築や設備等の更新、選択制中学校給食
を実施する。
・学校における食育の取組みを中心にして、地域、関係部局と連
携して市民全体の食育を推進する。

・教育上のさまざまな課題、心身や発達面等、特別な教
育的支援が必要な子どもとその保護者のニーズを踏ま
え、専門性の高い丁寧な教育相談・就園就学相談の実施
に努めた。
・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に努めた。今後は
更にスクールソーシャルワーカーの拡充が必要である。
・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等の派遣を行い、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、直接編
入児童生徒の受入に対する支援の更なる充実や少数在
籍校への支援の充実を図る必要がある。
・就学援助については改正後の検証を行い、適切に支援
が行われていることを確認した。
・小学校給食においては、調理場の改築や設備等を更新
や維持し安全・安心な給食を実施し、中学校給食におい
ても平成27年1月より実施した。
・学校における食育の取組みを中心に情報発信するな
ど、地域、関係部局と連携して市民全体の食育を推進し
た。

項目名 取り組み内容 実績・課題等

23
知徳体のバランスのとれ
た小中学生の育成

●

①％

②％

①50

②88.0

①49.0

②87.3

①50

②88.0

・各学校ごとの授業改善、指導力の向上を図ると共に、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
実態に応じた継続した指導の充実を図り、確かな学力を育成す
る。また、小、中で一貫した教育の研究を進めるために、小学校に
おける専科指導の研究と成果を踏まえ拡充に努める。
・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
童・生徒に対する教育の充実を図る。
・道徳教育や人権教育については、「豊かな心を育む教育推進事
業」や「命を育む教育推進事業」を継続する。
・本市独自の「道徳教材」の研究をすすめるなど、豊かな心の育成
と人権意識の醸成を図る。
・自らの安全は自ら守るという意識を備えた、小中学生を育成する
ため、地域の特性に応じた防災教育の充実や通学路を中心とした
安全対策に取組み、安全な環境を整えると共に、児童・生徒自身
の安全意識を醸成する。
・本市の子どもたちの「生きる力」を育むため、健やかな体の更な
る育成をめざし、健康・体力向上の環境整備を図り、子どもの健
康・体力づくり推進事業に取組む。
・八尾市いじめ防止基本方針に則り、市長部局との連携のもと、い
じめの防止等のための対策を、総合的かつ効果的に推進してい
く。
・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。
・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。

・小中学校９年間の「学びと育ち」の連続性を重視し学力
向上を図っていくとともに、基礎学力の定着にむけて、学
習意欲の向上や基礎学力の定着に向けて放課後を利用
した補充学習の取組みの推進を図った。さらに、保護者
や市民の教育への関心を一層高めるため、児童・生徒が
参加できる「教育フォーラム」を拡大実施することができ
た。
・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、言語活動の充実に向け、中学生だけでなく小
学生も参加する「英語暗誦大会」の実施、中学生向けに
英語能力判定テストを実施するなど、英語教育の充実に
努めた。
・緊急合同点検後の通学路の安全対策については、関係
機関各課と連携し、八尾市通学路交通安全プログラムを
策定することで、ＰＤＣＡサイクルの確立をめざした。
・全児童に歯ブラシを配付し、給食後の歯みがき指導をお
こなった。継続的・効果的な取組みになるよう工夫する必
要がある。
・道徳が特別な教科となることを踏まえ、指導方法等の研
修・研究を進める必要がある。
・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・実践の充実に努めた。今後
は活用促進を図る必要がある。
・教職経験に応じた継続的な研修を実施し、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の育成に努めた。
・自他の命を大切にし、自他の命を守ることのできる幼
児・児童・生徒を育成する教育を充実させるために推進
学校園を支援し、取組みの充実を図るとともに、教職員の
資質の向上と人権意識の醸成を図れるよう人権教育研
修講座や人権教育実践交流会等を実施した。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、また、新たな人権課題への取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」を策定し、いじ
めへの取組みに対する周知・啓発、及び研修に取り組ん
だ。今後も、いじめの未然防止、早期発見、早期対応がで
きるように、取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。
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