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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

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 2,421 2,150 1,950

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 ％ 81.2 87 100

緊急事態に対して備えをしてい
る市民の割合

％ 33.8 38 50

危機管理マニュアルの更新率 ％ - 100 100

部局名 危機管理 部局長名 佐野 正樹

○やお防犯計画に基づき、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」を推進していく。
○八尾市地域防災計画に基づき、都市防災機能の強化及び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。
○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、危機管理対応マニュアルの更新に取り組む。また、八尾市国民保護計画についても更新を行う。
○誰もが安全で安心して住み続けられる八尾をめざして、緊急事態の発生時に被害が最小限となるよう危機管理体制を整備し、対応力をより一層強化していく。

施策実現のための部局の基本方針

4

・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並びに災害や犯罪などから市民の生命、身体及び財産を守るため、市民、地域、事業者、関係団体等と連携しながら、地域防災力の向
上を含め危機管理体制の整備充実を図るとともに、街頭犯罪の減少をめざした防犯の取組みを推進し、「誰もが安全で安心して住み続けられる八尾」のまちを実現する。

部局の使命

・街頭犯罪発生件数のさらなる減少に向け、「第2次 やお防犯計画」に基づき、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。

施策
No.

担当施策

・国・府の計画等との整合性を図るため、八尾市国民保護計画及び実施マニュアルの変更を行う。
・誰もが安全で安心して住み続けられる八尾をめざして、緊急事態の発生時に被害が最小限となるよ
う、危機管理体制を整備し、対応力をより一層強化していく。

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
（単位）指標名

緊急事態への対応力の強
化

● 主管

・八尾市地域防災計画の改訂及び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の習熟に取り組み、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。

・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、危機管理対応マニュアルの更新
に取り組む。
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

1

2

2

2

4

4

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

1

2

自主防災組織育成事業

6,701

防犯計画推進事業

全校区

防災訓練事業

関連地域

街頭犯罪の減少をめざし、校区まちづくり協議会による防犯カメラの設置とあわせ、市による防犯カメラの設置を実施する。

国の「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」（平成27年3月策定）を受けた「大阪府地域防災計画」の改定（平成28年度）に伴
い、救援物資対策の見直し（品目・数量）を行うとともに、熊本地震における課題と教訓を踏まえた「八尾市地域防災計画」の一部修正を行う。

597

防犯計画推進事業

予算額（千円）事業名・項目名 取り組み内容

全校区

国民保護計画策定等事業

警察と連携し、犯罪検挙につながる交差点や幹線道路へ、市による防犯カメラの設置を行う。

未結成地区に対し、積極的に結成促進を進めるとともに、既存の自主防災組織に対しては、組織（地域）にあった活動支援及び校区まちづくり協議会
との連携を強化し、地域の防災力・減災力の強化に努める。

3,740

自主防災組織育成事業 地域とともに歩む減災のまちづくりを進めるため、「避難所運営マニュアル」等の整備を進めるなど、地域防災力の向上に取り組む。

事業名・項目名 取り組み内容

・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、危機管理対応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、緊急事態の発生時に被害が最小限となるよう危機管理体制を整備し、対応力をより一層強化
していく。

2,412 ・国・府の計画等との整合性を図るため、八尾市国民保護計画及び実施マニュアルの変更を行う。

平成27年度に引き続き、南高安地区において土砂災害を想定した総合防災訓練を実施するとともに、災害情報システム及び被災者生活再建システ
ムの運用開始に伴う職員トレーニングを行い、組織としての災害対応能力の向上を図る。

地域防災計画推進事業

危機管理対策事業

7,294

8,173
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

38
魅力ある都市核などの充
実

● 関連 - - - - -

56 女性活躍の推進 ● 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

% 66.4 68 75

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 39 40 40

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

% 24.1 26 30

　中核市移行に向けて広域行政のあり方を検討するほか、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。
　大阪市、東大阪市、柏原市など近隣市との連携強化を図り、さまざまな行政分野における都市間連
携を進めるとともに、事務の共同処理をはじめとした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。とりわけ、八尾空港西側跡地については、まちづくりに資する処分方法となるよう、
大阪市とともに積極的に働きかけていく。さらに、東大阪市や柏原市との連携については、事務の共同
処理を含め、連携事業の具体化を図る。

　「みんなで取り組む行財政改革」をスローガンに、八尾市行財政改革指針に基づき、さらなる行財政
改革の推進を図り、将来世代に過度な負担を先送りすることが無いよう、「選択と集中」を徹底し、「仕
組みを変える」、「仕方を変える」視点で、これまでの行政の仕組みを見直し、持続可能な行財政運営を
行う。　また、厳しい財政状況のもと市政運営方針に定めた行財政運営方針に基づき、『事務事業の再
点検』、『人件費の総額抑制』、『歳入の確保』、『サービス内容と手法の見直し』、『地域拠点の機能強
化』を柱とした集中的な取り組みを行う。
　また、社会保障・税番号制度の本格的な運用開始及び平成29年度に開始される情報連携への的確
な対応をはじめ、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。

施策
No.

担当施策
（単位）指標名

重点
主管

 関連
部局における当該年度の施策展開の方針

　人口減少社会が進行する中、まちの活力を維持し、女性がその個性と能力を十分に発揮し活躍でき
る環境づくりを進めるべく、「生活者としての視点」を持って、女性が直面する様々な場面に対応した施
策を展開し、「すべての女性が輝くまち八尾」の実現をめざします。平成28年度（2016年度）は、女性の
活躍推進に向けた課題の抽出等に取り組むほか、これまでの庁内の取り組みを活かしつつ、総合的な
見地から施策を推進できる仕組みをつくります。

　後期基本計画期間の初年度として、将来都市像「元気をつなぐまち、新しい河内の八尾」の実現をめ
ざし、「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、基本方針に沿って「選択と集中」を図る観点で、戦略的に優先度づけをしながら推進す
る。また、まち・ひと・しごと創生法に基づき策定した「八尾市人口ビジョン・総合戦略」を進め、地方創生
の趣旨を踏まえた事業推進を行う。さらに、協働のまちづくりを進める上で、「八尾市市民参画と協働の
まちづくり基本条例」について、市民とともに、評価および見直しを行う。
　また、より質の高い市民サービスの提供をめざして、平成30年（2018年）4月の中核市移行に向け、市
保健所としての機能確保や廃棄物指導の迅速化、教職員の研修機能の充実など、引き続き、関係部
局と連携しながら検討を進める。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

　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。

部局名 政策企画部 部局長名 吉川　貴代

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、後期基本計画（目標別計画および地域別計画）に掲げるめざす暮らしの姿や成果指標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、「八尾市人口ビジョン・総合戦略」を推進し、地方創生の実現をめざす。
・市民にとって“住んでみたい、住み続けたいまち”と思える「中核市“やお”」の実現に向け、「市民の命と健康を守る」、「子どもや若い世代の未来を育む」、「住みよいまちの暮らしを実現する」という３つの基本方針の
もと、取り組みを進める。
・女性がその個性と能力を十分に発揮し活躍できる環境づくりを進めるべく、「生活者としての視点」を持って、女性が直面する様々な場面に対応した施策を、これまでの取り組みを活かしつつ、総合的な見地から推進
できる仕組みをつくる。
・八尾市行財政改革指針及び行財政運営方針に基づき、『事務事業の再点検』、『人件費の総額抑制』、『歳入の確保』、『サービス内容と手法の見直し』、『地域拠点の機能強化』を柱とした、全庁的な取り組みを進め
ていく。
・ＩＣＴの積極的な活用により、社会保障・税番号制度の普及に的確に対応するとともに、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。
・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。

施策実現のための部局の基本方針

・第５次総合計画「やお総合計画２０２０」に基づくまちづくりを戦略的かつ着実に推進するため、基本計画に掲げる各施策の実現に向け、市全体の施策調整や組織調整を行うとともに、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、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。

部局の使命
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

56

57

57

57

59

59

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

57

取り組み内容

　女性が、就職・結婚・出産・子育てなど、これまで培ってきた様々な経験や能力を活かしあらゆる場面で活躍ができるまちづくりをめざし、地域と向き
あいながらオール八尾市として「仕事で活躍」・「地域で活躍」・「生涯かがやく」の３つの視点から施策を推進し、八尾市に住むすべての女性が活躍で
きるまちの実現を図る。

0

総合計画の推進

569行政改革推進事務

中核市移行準備事業

行政情報システム基盤整備事業

　八尾市行財政改革指針及び行財政運営方針に基づき、具体的な取り組みを取りまとめるなど、さらなる行財政改革の推進を図るとともに、持続可能
な行財政運営を行う。

取り組み内容

120,469

事業名・項目名

「すべての女性が輝くまち八尾」実現事業

予算額（千円）

公共施設マネジメント事業 10,030 　平成27年度に改定した「八尾市公共施設マネジメント基本方針」を踏まえ、公共施設マネジメント実施計画の策定を行う。

事業名・項目名関連地域

全地域
　後期基本計画「地域別計画」については、市民意見提出制度の実施結果を踏まえ策定を行うとともに、その実現に向けた推進段階のしくみとして人
権文化ふれあい部と連携し、地域担当制度を活用した地域拠点による「地域」の視点と、部局の「施策」の視点で意見交換を行い、「部局マネジメント
戦略」へ反映する仕組みを導入することにより、「地域と向き合う施策展開」の活性化を図る。

総合計画の推進 5,242

　後期基本計画の実現に向け、部局間連携を高める取り組みとして「部局マネジメント戦略」を主体とする行政経営フローの改善を行い、庁内の政策
議論の活性化を図りつつ、実施計画及び平成29年度予算編成へとつなげる。
　また、「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例評価委員会」を開催し、関係団体とともに、平成23年度から５ヵ年の協働のまちづくりの状況を振
り返り、条例内容や今後の協働のまちづくりの進め方について、提言をいただく。
　さらに、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、庁内外の関係機関とともにオール八尾市で「八尾市人口ビジョン・総合戦略」を推進するほか、関係法令
である「地域再生法」の改正内容に対応し、本市の総合戦略実現に向け「地域再生計画」の策定検討を行う。

　社会保障・税番号制度における情報連携の開始に向け、情報システムセキュリティの更なる強化を実現するため、基幹システム端末への生体認証
の導入や公会計ネットワークの強靭化を図るなど、セキュリティ強化対策を実施する。また、社会保障・税番号制度において、平成29年１月から国の機
関との情報連携、平成29年7月（予定）からの地方公共団体等との情報連携の開始に向け、庁内関係部局と連携しながら、情報システム面での対応を
着実に進める。

　大阪府と協議のうえ移譲事務を確定させ、市民の意見を聞きながら「八尾市中核市移行計画（案）」の策定を行う。
　中核市移行に関する国（総務省・厚生労働省）ヒアリングを踏まえ、総務省に対する中核市指定にの申出に向けて準備を着実に進める。
　保健所業務をはじめとする中核市事務の円滑実施に向け、平成29年度からの職員派遣に向けた大阪府との調整を行うとともに、職員採用に向けた
庁内調整を行う。

611
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

2
安心を高める防災力の強
化

関連 － － － － －

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 12,869,488 13,100,000 13,600,000

63
健全かつ公正な行財政運
営

関連 一般競争入札実施率 ％ 96.5 85 85

平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

2

60

63

63

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

60
・「やお市政だより」やホームページをはじめ、FMちゃおでの「わがまちNOW」(市民ふれあい課)や「地域安全だより」(危機管理課)の放送など多様な媒
体を用いて、本市の地域分権に関する取り組みに関する情報発信を推進する。

入札制度の改革推進（電子入札システム
運用含む）

事業名・項目名

庁舎機能更新事業

予算額（千円）

市政情報の発信

・入札・契約制度の更なる改革推進を図るとともに公共施設の清掃業務などの管理業務において、総合評価入札制度の導入に向け検討を行う。4,919

文書事務
法規事務
契約事務

・関係各課と連携しながら、市政だよりの一覧性、ホームページの即時性、SNSの拡散性、ラジオの即応性、報道機関への情報提供の内外へのアピー
ル性などの各情報媒体の特性を活かして、有効な情報発信、情報提供を行う。

・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等を実施する。

・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等を実施する。

主管

    関連

87,266

関連地域

全地域

事業名・項目名

市政情報の発信

9,846

取り組み内容

604,125

施策
No.

担当施策
（単位）指標名

重点

・市政だよりをはじめホームページやSNS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、災害等緊急情報の提供
を行う。
・情報公開を推進し、市が保有する個人情報の保護を徹底する。

・文書事務、契約事務のより適正な執行に資するとともに、政策法務の更なる充実に向け、関係課と連
携をとりながら、研修の充実を図る。また、政策法務に関する業務の専門性の向上に向け、政策法務ア
ドバイザーの活用の充実を図る。
・適正な入札・契約事務の執行と効率化の課題に対し、関係各課の契約情報を収集・整理し、更なる入
札・契約事務の改善と情報の共有化に努める。

・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。
・法規事務、契約事務の適正な執行を進めることにより、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。

施策実現のための部局の基本方針

・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。
・法規事務、契約事務の適正な執行を進めることにより、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・提供を推進する。
・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。

部局の使命

部局名 総務部 部局長名 渡辺　孝司

取り組み内容

・文書事務、契約事務のより適正な執行に資するとともに、政策法務の更なる充実に向け、関係課と連携をとりながら、研修の充実を図る。また、政策
法務に関する業務の専門性の向上に向け、政策法務アドバイザーの活用の充実を図る。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

部局における当該年度の施策展開の方針
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

八尾市職員の管理監督職全体
に占める女性の割合

% 34.5                   36                   40

ラスパイレス指数 （指数） 98.7                 100                 100

職員定期健康診断の受診率 % 99.3                 100                 100

平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

61

61

61

61

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

61

61

-

全地域

                  61                   65

職員の人材育成
新規採用職員研修、新任主査研修、新任係長研修や教養研修、派遣研修等において地域分権についての研修を充実させ、地域課題を見つけ解決
する職員の人材育成に努める。

人事管理業務

取り組み内容

●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。
④福利厚生制度のより一層の周知に努めるとともに、メンタルヘルス対策の更なる充実を図る。

地域課題の解決、地域分権の推進等地域のまちづくりの一翼を担うことを目的として、コミュニティ推進スタッフ・保健師を配置し、地域における相談・
支援や健康づくりを進める人員体制の構築を進める。

事務服の定期貸与を廃止し、その財源については、平成２７年度から実施している「ストレスチェック制度」やメンタルヘルス相談外部委託等に充て、メ
ンタルヘルス対策のさらなる充実を図る。

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
組みについて、女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の策定を踏まえたワークライフバランス
を進める働き方の方針を検討、構築していく。

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。

全地域

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について、女性活躍推進法に基づく特定事
業主行動計画の策定を踏まえた人事管理の基礎となる方針を策定する。

%

事業名・項目名

54,907

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

0

部局名 総務部（人事担当部長） 部局長名 尾谷　祐司

0

施策実現のための部局の基本方針

人材の活用と組織の活性化

部局の使命

61
人材の活用と組織の活性
化

（単位）

関連地域

福利厚生業務・制服の見直しと職員の健康
管理の充実

労務管理業務

人事管理業務

施策
No.

担当施策

主管

人事管理業務

0 中核市移行を見据えた各所管の業務量などを踏まえて職員数を精査するとともに多様な職種・任用形態の人材の活用方策を検討する。

事業名・項目名

職員の意欲と能力が向上し、生き生きとした活力のある組織となるよう地方公務員法に基づき、人事評
価を実施する。

市役所の各窓口や電話での職
員の説明が分かりやすかったと
思う市民の割合

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

予算額（千円）

職場環境の整備のため、職員の健康管理を充実する。

取り組み内容

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。

指標名
重点

主管

    関連
部局における当該年度の施策展開の方針
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

63
健全かつ公正な行財政運
営

● 主管 経常収支比率 ％ 99.8 98 94

63
健全かつ公正な行財政運
営

● 主管 市税の現年度課税分の徴収率 ％ 99.04
 98.5％

以上を確保
100

施策
No.

担当施策
（単位）指標名

重点

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。

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

　市税の徴収について、重点課題である現年度課税分は、滞納者への早期着手による滞納整理事務
を行い、滞納繰越分は、大阪府域地方税徴収機構と連携し、税負担の公平性を確保するために滞納
整理を進めることで、高い徴収率を目指します。

●中期財政見通しの作成
　持続可能な財政運営をすすめるにあたっての目安となる中期の財政見通しの作成を行います。
●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、債権管理室・税三課の連携のもと市税などの課税捕捉に努めつつ、適正かつ公平で公正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目指し、歳入の確保や歳出の削減に取り組み、財政の健全化を図って行きます。
●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、税負担の公平性を確保するために滞納整理を進め、滞納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。

施策実現のための部局の基本方針

　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。

部局の使命

部局名 財政部 部局長名 松岡　浩之

部局における当該年度の施策展開の方針
主管

 関連
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

63

63

63

63

63

63

63

63

63

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

地方税電子申告に関する業務 8,648 　多様な広報活動を実施し、電子申告の更なる利用拡大を図り、納税者（事業者）の利便性の向上及び行政における税務事務の効率化を進めます。

市有財産管理業務

　歳入確保の取り組みとして、使用料の算定方法について、各施設の設置目的、性質、利用形態や公的関与の度合い及び収益性の観点から、建設
費用及び維持管理費用に対する公費負担・私費負担割合の検証を行い必要な使用料改定を実施し、また消費税引き上げにともない外税方式による
使用料設定をあわせて行います。

　旧龍華コミュニティセンター用地の売払処分を実施します。

　固定資産税（土地・家屋・償却資産）の課税客体の的確な把握に努め、適正かつ公平な賦課に向け取り組みます。

　歳入確保の取り組みとして、調査業務を充実・強化することにより、課税客体の的確な把握に努め、適切かつ公平な課税に努めます。具体的には、
これまでの調査手法を引き続き実施するとともに、財政課及び税担当課と協力し、庁内データの連携等による所得調査等を実施するほか、個人市民
税・法人市民税及び償却資産の実地調査を行うなど効率的かつ効果的に調査業務を実施していきます。
　また、個人市民税の特別徴収に係る平成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、特徴推進の取り組みを、大阪府と府内全市
町村が参加する「大阪府個人住民税特別徴収推進会議」と連携し、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。

　事業担当部局からの依頼により、久宝寺線整備事業、街区内道路整備事業、公立認定こども園推進事業、公園・緑地整備事業等の用地買収交渉
を実施します。

　市税の徴収について、重点課題である現年度課税分は、口座振替、コンビニ収納、クレジット収納等の納付方法の拡大を周知するとともに、滞納者
への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。また、滞納繰越分は、大阪府域地方税徴収機構において、徴収困難事案
を含む高額事案について集中的に滞納整理を行うとともに、徴収機構と連携して公売等の滞納処分を進め、税負担の公平性を確保します。

予算額（千円）

3,080

59,057

198,109

323,442

公共事業用地買収業務

事業名・項目名

市民税等の賦課に関する業務 35,964

証明書コンビニ交付事業

歳入確保事務

財政関連業務

固定資産の評価及び賦課に関する業務

6,970

　市民税・府民税証明書の発行業務において、市民サービスの向上と窓口業務の効率化を図るため、庁内関係課と連携しながら、平成28年10月から
の証明書コンビニ交付実施に向けシステム改修等の準備を進めるとともに、市民のコンビニ交付の利用促進を図るため、多様な広報媒体を活用し、
市民周知に努めていきます。
　また、コンビニ交付導入後、平成29年３月中に証明書自動交付機の稼働を停止します。

取り組み内容

0

7

取り組み内容事業名・項目名関連地域

市税等の徴収及び滞納整理に関する業務

　歳入において自主財源の確保を図るとともに、収支改善など健全な財政状況の維持に努めます。また、市民・議会・職員にとって、わかりやすい財政
状況等の情報発信に努め、地方公会計に適切に継続対応できるよう仕組み作りを行います。
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

29 国際交流と国内交流 主管
国際交流に興味のある市民の割
合

％ 51.6 61 65

30 芸術文化の振興 主管

日常生活において、音楽、映画、
演劇、美術などの芸術文化に親
しんで心の豊かさを感じる時が
ある市民の割合

％ 73.1 77.5 79

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
人権主担者研修の内容がよかっ
たと思う職員の割合

％ 68.0% 80.0% 100.0%

51
人権意識の高揚と差別の
ない社会の推進

主管
人権啓発事業の新規参加者の
割合

％ 34.4% 36.0% 40.0%

52 多文化共生の推進 主管 外国人市民相談事業件数 件 939 1,000 1,000

53 平和意識の向上 主管
平和な社会が大切だと感じてい
る市民の割合

％ － 98 100

男女共同参画が実現していると
思う市民の割合

％ 27.2 31 35

- - - - -

「八尾市はつらつプラン」に基づく各施策を推進する。とりわけ、女性が職場や家庭、地域など様々な
場面で能力を発揮し、活躍できる環境づくりに向けた取り組みを進める。

部局における当該年度の施策展開の方針

市民や地域、事業者などとの協働により、人権意識の向上に向けた啓発を継続するとともに、人権
相談の充実、当事者参画の仕組みづくりに取り組む。

（単位）指標名

中華人民共和国上海市嘉定区とは、友好都市締結30周年を迎え、さらなる友好を深めていく。大韓
民国大邱広域市中区とは、平成27年度の市長の訪問結果も踏まえて、青少年交流に関する協定の
締結を進めていく。
国内交流各都市とは、行事への相互参加等により交流を深める。

効果的な平和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。

「第２次八尾市人権教育・啓発プラン」に基づく、各施策を推進する。また、「八尾市いじめ防止基本
方針」に基づき、教育委員会と連携し、その取り組みを進める。

災害時における外国人市民への支援の充実に向けた災害時多言語支援センターの設置について
の準備を進めるとともに、多文化共生の推進に向けた災害時や日常生活における支援策を検討す
る。

八尾の地域文化の振興に向けて取り組みを進めている「高安能」の振興について、能楽曲「高安」の
復曲にあわせて披露公演を開催する。
八尾の芸術家・音楽家の支援および市民の芸術文化に触れる機会の拡大をめざして、市内の飲食
店や公共施設等における芸術文化の発表の場を拡げていく。

人口減少社会が進行する中、まちの活力を維持し、女性がその個性と能力を十分に発揮し活躍でき
る環境づくりを進めるべく、「生活者としての視点」を持って、女性が直面する様々な場面に対応した
施策を展開し、「すべての女性が輝くまち八尾」の実現をめざす。平成28年度（2016年度）は、女性の
活躍推進に向けた課題の抽出等に取り組むほか、これまでの庁内の取り組みを活かしつつ、総合
的な見地から施策を推進できる仕組みをつくる。

部局長名 村上　訓義

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
施策
No.

担当施策 重点

部局名 人権文化ふれあい部

・市民一人ひとりが人権を自分自身の課題としてとらえ、人権尊重の重要性を正しく認識し、すべての人権が尊重される社会を築くため、学校、職場、地域など、あらゆる場を通じた人権意識の普及啓発を、総合計画
最終年度（平成32年度）に向け、さらに進める。
・関係機関と連携した推進体制の充実及び効果的な啓発手法等による事業推進を図り、市民自らの気づき・課題認識に基づく、地域が主体となった人権啓発の取り組みを促進することによって、地域社会の中で、
市民自らが人権尊重の社会づくりの担い手として活動する気運の醸成を、総合計画最終年度（平成32年度）に向けて図る。
・「八尾市いじめ防止基本方針」に基づいて、いじめ防止等に向けた啓発の取り組みを市民ととも進め、相談対応等にも取り組む。
・男女共同参画意識の高揚を図り、様々な分野への男女共同参画を促進するとともに、女性が様々な場面で能力を発揮し、活躍できる環境づくりに向けた取り組みを進める。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。
・国際交流を通じて、国際感覚の豊かな人材の育成や多文化理解の広がりによる地域社会の形成を図り、国内交流での異なる気候風土、伝統、文化などを有するまちとの交流から、八尾の魅力を再発見し、郷土愛
を育む。
・「第2次八尾市芸術文化振興プラン（計画期間：H23～H32年度）」を推進するとともに、芸術文化振興を通じたまちづくりに向けた取り組みを進める。
・外国人市民が地域社会の一員として、市政やまちづくりに参加・参画し、多文化のつながりを地域の強み・地域の元気の源としていけるように、地域における多文化共生社会の実現を図る。
・平和な社会の実現に向け、日本非核宣言自治体協議会や平和首長会議の一員としての活動や、身近な地域に残る戦争遺跡や戦争体験談を効果的に伝え残していく取り組みを行い、平和に関する、市民の平和
意識の高揚を図る。

施策実現のための部局の基本方針

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。

部局の使命

主管

  関連

56 女性活躍の推進 ● 主管
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

29

30

50

50

51

51

52

56

56

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

51

51

姉妹友好都市交流事業 4,840
上海市嘉定区にて開催される友好都市締結30周年記念式典へ訪問団を派遣する。
大邱広域市中区より訪問団を迎え、青少年交流に関する協定を締結するとともに、各種交流行事を開催する。

芸術文化振興事業
八尾の地域文化の振興に向けて、文化庁による助成事業を活用しながら取り組みを進めている「高安能」の振興について、能楽曲「高安」の復曲を完
成させるとともに、これに合わせた披露公演を開催する。
市内の飲食店や公共施設等における芸術文化の発表の場を拡大に向けて、「やおみせアート」や「まちかどプリズム」の取り組みを進める。

女性の活躍推進事業

230

「八尾市はつらつプラン」に掲げる各事業の推進を図り、審議会や地域活動をはじめとする様々な分野への男女共同参画を促進する。とりわけ、女性
の活躍を推進するため、学習機会の提供や自己実現のための交流の機会の提供、「女性の活躍」に向けた機運の醸成を図るための講演会等を開催
するなど、女性活躍の推進に向けて取り組む。

2,646

あらゆる暴力の根絶に向けた取り組みとして、ＤＶ等の相談を専門とする相談員の配置やＤＶ専用ダイヤルの設置等により、ＤＶ等の被害者への相
談・支援体制の充実を図る。

地域・市民主体の人権研修等の取り組み支
援

いじめ防止の取り組み

1,774

「八尾市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ防止等に向けた市民啓発を実施するとともに、人権相談と並行して、こどもいじめ相談窓口（専用ダイ
ヤル）を設置し、市民への周知を行う。また、いじめ防止対策検討会議を開催し、庁内での検討を踏まえて、地域と連携した取り組みを進める。

32,731

予算額（千円）

12,732
災害時における外国人市民への支援の充実に向けた災害時多言語支援センターの設置について、平成27年度に作成したマニュアルに沿って設置の
シミュレーションを行い、必要な人材・設備等の検証を行う。
多文化共生施策の進め方の検討にあたり、校区まちづくり協議会や外国人コミュニティとも連携し、災害時や日常生活における支援策を検討する。

多文化共生推進事業

5,305

人権コミュニティセンター相談事業

関連地域

地域・市民主体の人権研修の取り組み推
進

「第2次八尾市人権教育・啓発プラン」に基づき、市民の参画を得ながら、協働でプランの推進を図る。

人権コミュニティセンター相談事業 15,739
地域の実態を踏まえた相談事業を充実させるとともに、関係機関と連携し、健康コミュニティづくりを実施する等地域の拠点施設としての機能を向上さ
せる。

全地域

桂小学校区
北山本小学校区
高美小学校区
高美南小学校区

女性相談事業

八尾市人権啓発推進協議会の協力のもと、各地区福祉委員会を活動単位として、地域自らの企画立案による地区人権研修を実施（32地区福祉委員
会）。行政は、研修講師の人選・派遣、テーマ選定等を側面支援。平成28年度からの2年計画で32地区福祉委員会すべてで実施予定。平成28年度
は、北山本、西郡、用和、上之島、山本、南山本、南高安、曙川東、刑部、高美、高美南、安中、亀井、大正北、大正南、亀井小東の16地区で実施予
定。

地域の実態を踏まえた相談事業を展開するとともに、人権コミュニティセンターに配置された保健師による地域の健康コミュニティづくりの取り組みを進
めるなど、引き続き地域拠点としての機能を向上させる。

取り組み内容

1,094

八尾市人権啓発推進協議会の協力のもと、各地区福祉委員会を活動単位として、地域自らの企画立案による地区人権研修を実施（32地区福祉委員
会）。行政は、研修講師の人選・派遣、テーマ選定等を側面支援。平成28年度からの2年計画で32地区福祉委員会すべてで実施予定。また、八尾市人
権啓発推進協議会設立50周年を記念して、設立目的である人権啓発の推進を図り、人権尊重のまちづくりに寄与する事業を実施する。

事業名・項目名

人権教育・啓発プラン推進事業

事業名・項目名

取り組み内容
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

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

354,300

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 259 260 280

62 窓口サービス機能の充実 ● 主管
市役所の各窓口や電話での職
員の説明が分かりやすかったと
思う市民の割合

％ 49.9 61 65

施策
No.

担当施策
（単位）指標名

重点

・各校区まちづくり協議会については、確実に持続し、自立した運営ができるように組織基盤強化（人材
育成、マネジメント）に効果的な取り組みを行う。平成２８年度は各校区で改定された「わがまち推進計
画」に基づき、校区まちづくり交付金を有効に活用して地域活動を展開されるように支援する。
・出張所機能を再編し、出張所を地域の拠点としてくために、各出張所が地域特性・課題に応じて、事
業を主体的に展開する（健康分野、地域のまちづくり支援を重点として取り組む）。また、初期対応型総
合相談等に対応できるように出張所等が管轄する地域内の福祉施設や学校園等とネットワークを築
き、地域の情報や課題を共有し、一緒に考え合う地域内施設連絡会を立ち上げており、このネットワー
クを活かした取り組みにしていく。

・窓口委託事業者の契約満了を見据えた事業者の選定方法の決定や次期委託契約に向けた検討を
行い、更なる市民サービスの向上のため窓口サービスの充実に向けた取り組みを行う。
・マイナンバーカードの周知・啓発を積極的に行い申請件数を増加させるとともに、速やかな交付に向
け取り組みを進める。
・平成28年10月予定の証明書のコンビニ交付開始に向けて関係機関と調整を図りながら、サービスの
導入に向けてシステム構築作業を行い、平成29年３月中に証明書自動交付機の稼動を停止し、撤去す
る。

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

・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。
・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。
・市民活動支援基金事業助成金の制度変更を行い、テーマ型の市民活動団体の組織強化、継続が
図っていく。

○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。
○総合計画に掲げた「地域分権」の理念を実現するため、「校区まちづくり協議会」の第2期「わがまち推進計画」に基づき、出張所等の地域拠点の職員が中心となって、地域が取り組む自主的・主体的な活動をサ
ポートするとともに、各部局と地域拠点の連携により、地域と向き合う施策展開につなげていく。
○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。
○市民課窓口の民間委託について、これまでの実績評価を行い、次期委託契約に向けてより良い事業者選定につなげていきます。
○マイナンバーカードの普及促進を図るため、広報活動をより積極的に行うとともに、関係機関と協議・調整を実施し、円滑な証明書のコンビニ交付サービス導入に向け取り組みを進めます。

施策実現のための部局の基本方針

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。

部局の使命

部局名 人権文化ふれあい部（市民ふれあい担当部長） 部局長名 福田　一成　
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

54

54

54

62

62

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

54

安中まちづくり拠点事業
龍華まちづくり拠点事業
久宝寺まちづくり拠点事業
西郡まちづくり拠点事業
大正まちづくり拠点事業
山本まちづくり拠点事業
竹渕まちづくり拠点事業
南高安まちづくり拠点事業
高安まちづくり拠点事業
曙川まちづくり拠点事業
志紀まちづくり拠点事業

本庁周辺・緑ヶ丘まちづくり拠点事業

窓口業務及び庁舎案内業務の次期委託契約締結に向け、事業者の選定方法、委託する業務の範囲など仕様の内容を決定し、次期事業者を選定す
る。

①8,978
②6,037
③11,687
④127,847
⑤21,197

①127,847
②21,704

証明書のコンビニ交付開始に当たり、平成28年10月からの円滑な導入が図れるよう関係機関との調整・システム構築を実施するとともに、マイナン
バーカードの交付申請件数を増加させるため、大型ショッピングセンターに出向いての出前窓口を実施するなど周知・啓発に積極的に取り組む。また、
本庁舎に証明用写真機を設置する。

地域のまちづくり、安全安心、地域福祉、健康、子ども・子育て、相談、情報発信等中心に、出張所の機能の再編を行う。出張所の証明・届出業務の
廃止・本庁への集約化を図り、地域拠点としての機能の充実と市民への周知を行う。

①戸籍・住民票・届出証明・マイナンバー
カード交付業務
②総合案内推進事業

出張所機能再編の取り組みとして、各出張所において引き続き健康コミュニティづくりを進める。地域と向き合う施策を展開する拠点として、さまざまな
分野での取り組みへと今後拡充していくが、２８年度は健康コミュニティづくりと地域まちづくり支援（人材確保等）を重点的に行う。また、平成２６年度よ
り各出張所・本庁・緑ヶ丘コミュニティセンター等で地域内の社会福祉施設や学校園等との連絡会を開催しており、各施設とネットワークを維持・充実
し、初期対応型総合相談の充実を図る。

第2期「わがまち推進計画（平成２８～３２年度）」に基づく事業が今年度に各校区が展開されるにあたり、地域拠点である出張所等の職員やコミュニ
ティ推進スタッフを含めた地域担当制や各部局地域会議の仕組み並びに校区まちづくり交付金を活用して、地域のまちづくりに必要な支援及び協働
の取り組みを進める。

3166

竹渕コミュニティセンター整備事業

取り組み内容

84,485

関連地域

全地域

事業名・項目名

地域拠点機能再編事業

①住民基本台帳ネットワーク機器更新・維
持管理
②住基システム機器更新・維持管理
③国民年金資格管理窓口業務
④戸籍・住民票・届出証明・マイナンバー
カード交付業務
⑤証明書コンビニ交付事業

事業名・項目名

地域分権推進事業

予算額（千円）

取り組み内容

竹渕地区集会所を解体し、竹渕コミュニティセンター移転建替工事を実施（平成28～29年度）する。なお、現コミュニティセンター用地は移転後売却を
検討する。（平成30年度以降）

94,203
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

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

％ 31.3 41 50

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
河内音頭健康体操自主グルー
プの登録数

グルー
プ

6 13 29

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

％ 107.3 100 100

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 11,113 15,852 20,100

17 生活困窮者への支援 主管
自立支援を行った生活保護受給
者に対する効果のあった件数の
割合

％ 58 62 70

　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、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次地域福祉計画・地域福祉活動計画後期実施計画を着実に実行します。
  あわせて、地域福祉政策課の執務室を一部社会福祉会館内に移し、社会福祉協議会との連携をさら
に強化することで、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、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。

　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られるよう、認知症高齢者やその家族を支
える仕組みづくり、介護予防事業の推進等を通じて、高齢者の在宅生活の支援に取り組むなど、地域
包括ケアシステムを推進します。
　とりわけ地域包括支援センターによる総合相談体制の充実として、中学校区単位での設置となるよう
拡大を図ります。さらに生活支援コーディネーターを配置し、多様な日常生活上の支援体制の充実・強
化を図るため、生活支援の担い手の養成や関係者のネットワーク化などを進めます。
　また、引き続き地域ごとの実情を踏まえつつ、災害時要配慮者支援の取り組みを進めます。

　第6期計画期間において開始する総合事業について、現行相当のサービスについて利用者・事業者
に混乱をきたさないように進めていきます。また、高齢者が自身の能力を最大限に活かし、住み慣れた
地域でいつまでも元気で自立した生活を営むことが出来るよう、NPO・民間企業・ボランティアなどの多
様な地域資源を活用して、地域で高齢者を支える体制の整備を順次進めます。

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

　「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月に施行された障害者差別解消法を踏まえ、基幹相談支援センターの機能を活用し、
障がい者の権利擁護と相談体制の充実を図ります。

主管

  関連 （単位）指標名

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

部局の使命

  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等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。
  また、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
揮するよう取り組みます。

施策
No.

担当施策 重点

部局名 地域福祉部 部局長名 田辺　卓次

○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。
○国の制度改正の動向を注視しながら、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、相談体制のさらなる充実を図り、在宅生活支援や高齢者の権利擁護、認知症対策に取り組むとともに、見守りネットワークや災害時の要配
慮者支援体制を通じた高齢者の見守り体制の強化を、地域とともに進めます。
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、社会参加、介護予防につながる身近な地域での自主的な活動が継続できるよう支援するなど、生きがい、健康づくり、介護予防を推進します。
○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。
○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る。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。
○「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。

施策実現のための部局の基本方針
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

13

13

14

14

14

15

16

16

17

17

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

13

14

14

14

16

事業名・項目名

生活困窮者自立促進支援事業

予算額（千円）

臨時福祉給付金等給付事業

　高齢化がますます進行する中、要介護認定者及び介護サービス受給者が増加しており、今後も介護給付費が増大することが見込まれます。介護給
付費の増大は介護保険料に影響するため、適正な介護給付に努めていくことは持続可能な制度運営を行っていくために不可欠であるため、引き続き
８項目の介護給付適正化事業を進めていきます。

2,655災害時要配慮者支援事業

地域包括支援センター運営事業【特別会
計】

小地域ネットワーク活動の推進

社会福祉協議会との連携強化

取り組み内容

1,332,096
　昨年度に引き続き、本市が実施主体となり、臨時福祉給付金として消費税の引き上げに際し、低所得者への影響を緩和するための給付措置として、
申請があった対象者一人につき3千円を給付します。また、年金生活者等支援臨時福祉給付金として、アベノミクスの成果の均てんの観点から、賃金
引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者及び低年金受給者に対する給付措置として、申請があった対象者一人につき3万円を給付します。

取り組み内容

避難行動要支援者名簿を更新するとともに、平常時からの地域団体等関係機関との情報共有など、地域と連携した要配慮者支援体制の整備を図り
ます。

関連地域

災害時要配慮者（障がい者）支援事業

　生活困窮者自立支援法の施行に伴い設置した八尾市生活支援相談センターにおいて、必須事業である生活困窮者自立相談支援事業及び住居確
保給付金の支給を実施することで、相談者の抱える生活困窮を軸とした複合的な課題に対し、各関係機関と連携し、個別的、包括的、継続的な支援を
行います。

市内全域

市内全域 地域ケア会議推進事業

市内全域

災害時要配慮者（障がい者）支援事業 －
避難行動要支援者名簿を更新するとともに、平常時からの地域団体等関係機関との情報共有など、地域と連携した要配慮者支援体制の整備を図り
ます。

障がい者相談支援事業

39,490

事業名・項目名

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

市内全域 地域包括支援センター運営事業
　要援護高齢者等及びその家族に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、各種サービスが総合的に受けられるよう、関係機関との連絡調整
等を行うことによって福祉の向上を図ります。さらに、高齢者の増加や多発する困難事例に対応するとともに、地域における高齢者の身近な総合相談
窓口としての充実化を図るため、地域型地域包括支援センターを現行の10ヵ所から中学校区単位を基本とする15ヵ所体制に再編します。

災害時要配慮者支援事業
　「八尾市災害時要配慮者支援プラン」に基づく同意者リストの提供を契機とする、平常時の見守りや地域コミュニティの醸成等、それぞれの地域特性
を活かした取り組みの実施に向け、地域の実情を十分に踏まえつつ、引き続き関係各課と連携しながら地域の関係団体等とともに協議を進めます。

15,423
　八尾市社会福祉協議会と連携しながら、平成28年度からの第3次地域福祉計画及び地域福祉活動計画後期実施計画を着実に実行するとともに、各
地区福祉委員会が実施する小地域ネットワーク活動の充実を図り、もって福祉のまちづくりへの更なる市民参画を促進します。

113,509

　平成27年3月に策定した第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画後期実施計画に基づき、社会福祉協議会とともにさらなる地域福祉の推進に取り
組みます。今年度新たに実施する福祉人材確保・育成推進事業は、社会福祉施設及び地域の担い手の人材不足解消に向け、有資格者はもとより、
一般のボランティア等にも福祉への興味や関心度に応じた支援を行うことで人材を掘りおこし、福祉現場や地域のニーズとのマッチング等を行いま
す。

　「八尾市災害時要配慮者支援プラン」に基づく同意者リストの提供を契機とする、平常時の見守りや地域コミュニティの醸成等、それぞれの地域特性
を活かした取り組みの実施に向け、地域の実情を十分に踏まえつつ、引き続き関係各課と連携しながら地域の関係団体等とともに協議を進めます。

247,844

　今年度より、「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」を配置し、地域の実情に応じた高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制
の整備に向け、資源開発やネットワークの強化等を行うとともに、生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画する市全域（第１層）の「協議体」
を設置し、定期的な情報共有及び連携強化を図ります。

12,141

　要援護高齢者等及びその家族に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、各種サービスが総合的に受けられるよう、関係機関との連絡調整
等を行うことによって福祉の向上を図ります。さらに、高齢者の増加や多発する困難事例に対応するとともに、地域における高齢者の身近な総合相談
窓口としての充実化を図るため、地域型地域包括支援センターを現行の10ヵ所から中学校区単位を基本とする15ヵ所体制に再編します。

生活支援・介護予防サービスの体制整備
事業【特別会計】

8,000

市内全域 社会福祉協議会との連携強化

　平成27年3月に策定した第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画後期実施計画に基づき、社会福祉協議会とともにさらなる地域福祉の推進に取り
組みます。今年度新たに実施する福祉人材確保・育成推進事業は、社会福祉施設及び地域の担い手の人材不足解消に向け、有資格者はもとより、
一般のボランティア等にも福祉への興味や関心度に応じた支援を行うことで人材を掘りおこし、福祉現場や地域のニーズとのマッチング等を行いま
す。

55,227
　基幹相談支援センターの機能を活用し、自立支援協議会や市内の４つの委託相談支援事業所等とのネットワークを強化する中で、全市的な障がい
児者相談支援体制の充実を図ります。また、平成28年4月に施行された障害者差別解消法を踏まえ、障がい者相談員等も含めた相談対応の強化を
図るとともに、障がい者虐待防止センターとの連携を行い、障がい者の権利擁護を図ります。

介護給付費等費用適正化事業
【特別会計】
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

健康のために運動などを心がけ
る市民の割合

％ 47.4 53.8 65

国民健康保険加入者における特
定健診受診率

％ 27.62 52 60

健康相談利用者数 人 8,712 9,320 11,400

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 47 45 50

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

％ 73.7 85 100

4か月児健康診査受診率・把握
率

％

受診率
96.1

把握率
100

 受診率
98

把握率
100

 受診率
98

把握率
100

1歳6か月児健康診査受診率・把
握率

％

受診率
94.8

把握率
100

 受診率
98

把握率
100

 受診率
98

把握率
100

こんにちは赤ちゃん事業訪問率・
把握率

％

訪問率
92.4

把握率
100

 訪問率
93.5

把握率
100

 訪問率
97

把握率
100

部局名 健康まちづくり部 部局長名 西田　一明

○）健康日本２１八尾第３期計画及び八尾市第２期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
る。
○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）診受診率向上を図る。
○感染症疾病の発生及びまん延の予防により市民の健康保持に寄与するため、乳幼児及び学童、高齢者等に対して予防接種を実施する。
○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、病病連携を促進する。
○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る。
○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る。
○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・増進に努める。
○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・増進に努める。

施策実現のための部局の基本方針

「みんなの健康をみんなで守る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る。
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る。

部局の使命

施策
No.

担当施策
（単位）指標名

重点

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」の啓発を行う。

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する。

・地域の特性や実情に合わせながら、保健師等による地域を拠点とした健康づくりを推進する。
・「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」に基づき「みんなの健康をみんなで守
る」をキーワードに、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る。また、健康都市宣言については、宣言に向
けた環境整備等に取り組む。
・大阪大学大学院等と連携し、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
対応等を進める。
・中核市移行に伴う保健所権限を活用した保健・福祉・医療施策の円滑な連携による市民サービスの
向上に向け、検討・準備を進める。
・国民健康保険の保健事業においては、「データヘルス計画」に基づき、効率的かつ効果的に事業を進
めるとともに、特定健診の受診率の向上を図るべく、より積極的に健診の重要性を啓発し、受診勧奨に
努める。
・国民健康保険料徴収においては、27年度に３ヵ年の計画期間で再改訂した「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る。

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

18 母子保健の増進 ● 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、引き続き取り組む。
　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
げていく。

10
疾病予防と健康づくりの

推進
● 主管
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

10

10

18

10

10

10

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

10

事業名・項目名

国民健康保険　保健事業
（特定健康診査事業）【特別会計】

国民健康保険　保健事業事務
【特別会計】

取り組み内容

660

27年度に策定した「データヘルス計画」に基づき、各種保健事業を効果的かつ効率的に実施するとともに、計画の進捗管理を行う。

中核市移行に伴う保健所権限を活用した保健・福祉・医療施策の円滑な連携による市民サービスの向上に向け、大阪府等の関係機関との協議など、
検討・準備を進める。

「八尾市国民健康保険料収納対策緊急プラン」に沿って、引き続き、目標収納率の確保に向けた各種対策に取り組む。

特定健康診査受診率のさらなる向上をめざし、引き続き、未受診者への電話やはがきによる受診勧奨及び特定健康診査等の必要性等を周知するた
め、広報活動等を実施する。

出張所等への保健師の配置をはじめ、身近な地域（出張所等）を拠点としながら、地区組織や関係機関と連携・協働し、地域の特性に応じた地域住民
主体の健康コミュニティづくりを推進する。また、「あなたのまちの健康相談」「健康教育」等、各種健康づくり事業に引き続き取り組み、地域住民全体の
健康意識の向上を図る。

取り組み内容

6,587
大阪大学大学院等と連携し、地域ごとの健康に関するアンケートを実施し、結果分析を実施することで、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る。また、健康都市宣言に向けた環境整備等に取り組む。

100,604
国民健康保険　保険賦課収納事務

【特別会計】

事業名・項目名

健康づくり推進事業

予算額（千円）

保健所機能活用事業

母子保健相談支援事業
「切れ目のない妊娠・出産・子育て支援」の仕組みの一つとして、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、これまでの保
健師等による相談対応に加え、助産師による相談等の実施により、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、必要な市民に必要な支援を切れ目なくつなげていく。

28,472

地域健康づくり支援事業
各地域健康づくり支援事業

関連地域

168,339

98,384

全地域
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

18 母子保健の増進 ● 関連 － － － － －

19
地域での子育て支援と児
童虐待防止の取り組み

● 主管 児童虐待の相談件数 件 399 460 500

部局名 こども未来部 部局長名 山原　義則

・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りながら、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～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、保育枠の拡大を図る。
・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。
・地域における子育て支援について、幼児教育・保育の充実と切れ目のない支援の実現を見据えつつ、様々な実施主体による取り組みが適切な役割分担のもとで実施できる体制整備を図る。
・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と子どもの貧困への対応として、地域と連携した子育ち、親育ちの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を把握し、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。

施策実現のための部局の基本方針

・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

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

 関連
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
（単位）指標名

重点

・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子ども･子育て支援の取り組みを進める。
・子どもや子育て家庭を取り巻く課題への対応としてまとめた（仮称）八尾子どもセンターの基本的な考
え方を踏まえ、子どもの育ちを総合的に支援する（仮称）子どもセンターの整備に向けた検討をはじめ、
結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の実現に向け、「切れ目のない支援のありかた検討会議」
にて、保健・福祉・教育の連携し検討を進める。
・地域における子育て支援について、幼児教育・保育の充実と切れ目のない支援の実現を見据えつ
つ、地域子育て支援センターや保育所、認定こども園、つどいの広場などにおける取り組みを適切な役
割分担のもとで効果的に実施するとともに、子育てに関する情報をやお子育てアプリをはじめ、さまざま
な媒体を通じ提供する。
・プレママ・親子相談・交流事業を地域の拠点施設等を活用し引き続き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。
・子どもの貧困への対応として、実態調査を行うとともに、施策展開の方向性を検討する。
・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関心を高め、地域で子どもを見守る環境
づくりに取り組む。とりわけ、要保護児童対策地域協議会においては、保護者の養育を支援することが
特に必要と認められる「要支援児童」について、情報共有と支援の取り組みをこれまで以上に進めてい
くよう検討を行う。
・初めて出産や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、
産前･産後の家事・育児支援を引き続き実施し、妊娠期からの切れ目のない支援の充実に取り組む。

・安心して子どもを生み、育ててよかったと実感できるまちをめざし、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。
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20 保育サービスの充実 ● 主管 保育所待機児童数 人 48 0 0

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 地域事業への子どもの参加数 人 101,401 104,267 110,000

平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

19

19

19

19

20

20

20

22

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

19

19

取り組み内容

妊娠・出産・育児の切れ目のない総合的な相談・支援を実現に向けた検討会議を開催する。また、次代の親となる子どもおよび妊娠・出産を希望する
若者に対して、妊娠・出産・育児に関する情報の提供を行うとともに、やお子育てアプリを活用した情報提供を行う。

1,342

取り組み内容

つどいの広場事業

プレママ・親子相談・交流事業

関連地域

全地域

全地域

事業名・項目名

・「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、公立の認
定こども園の整備を進め、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。

540,788

692

・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～」に基づき、公立の認
定こども園の整備を進める。また、教育委員会との連携により、幼稚園、保育所の職員も含め、運営や
教育・保育内容等の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。あわせて、多様な機会を通じ、市民への広報を実施する。
・多様化する保育ニーズによりきめ細やかに対応できるよう、保育コンシェルジュを配置し、教育・保育
施設への入所をはじめとする各種保育サービスのコーディネートを行う。
・保育所および認定こども園の保育時間中に児童が体調不良となった場合において、より安全な体制
を確保するため、看護師等を配置する施設を増加する。

・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とともに、保育環境の向上のため、放
課後児童室の整備を進める。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を進める。
・より多くの子どもに体験活動の機会を提供できるように、青少年会館との連携を深め、青少年センター
講座を活発化させる取り組みを進めるとともに、青少年の健全育成や安全確保の取り組みを進めるた
めに、青少年ボランティアの養成や啓発活動を継続する。
・子どもたちが地域において多様なスポーツ・文化・体験活動を行える居場所づくりを進めるため、放課
後子ども教室の充実や、こども会への支援の充実や加入率の向上に向けて引き続き取り組む。

ママ・サポート事業

放課後児童室事業

事業名・項目名

プレママ・親子相談・交流事業

予算額（千円）

（仮称）八尾子どもセンター整備事業

出産前後、親族などの応援が得られない家庭に対して、ヘルパーが訪問して家事や育児の援助などを行い、家庭において安心して育児を行える環境
を目指す。委託事業にて実施しているが、市民のニーズに的確に応えられるよう派遣体制の強化に取組む。

0

妊娠・出産・育児の切れ目のない支援推進
事業

妊娠、出産、子どもの成長に応じた切れ目のない総合的な相談・支援を実現するため、（仮称）八尾子どもセンターの整備に向けた検討を行う。

身近な場所での相談体制の強化が図れるよう、地域のコミュニティセンター等11か所にて、妊婦や子育て世代への専門職による相談、親子の遊び、
親同士の交流の場を提供する。

認定こども園等整備計画推進事業 141,662
待機児童解消のため引き続き、分園の新設、既存施設の増築等の整備計画の検討を行うとともに、保育環境の改善のための改築や老朽化に伴う大
規模修繕等を行う。また、すべての就学前児童の施設の充実のため、法人立施設の認定こども園化に伴う整備等の促進を図る。

546

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き、放課後子ども教室との連携も含め取り組みを進める。

地域の身近な子育て支援拠点として、乳幼児及びその保護者が気軽につどい、互いに交流できる場であり、子育てに関する相談・援助や地域におけ
る子育て関連情報の提供のほか、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施する。

地域における子育て支援の充実が図れるよう、地域拠点のコミュニティセンター等11か所にて、妊婦や子育て世代への専門職による相談、親子の遊
び、親同士の交流の場を提供する。

公立認定こども園推進事業 1,821,542 子ども・子育て支援新制度のもと、就学前児童への質の高い幼児教育・保育と子育て支援の充実を図るために、公立認定こども園整備に取り組む。

病児・病後児保育事業 110,175
保育中に体調不良となった児童への緊急対応などにより、保護者が安心して就労できる環境を目指す。 専任看護師等の配置のみで実施できるよう
要件が緩和されたことから、引続き実施施設数の増加に取組む。

18



平成28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・啓発活動を積極的に推進して消費者の自立促進を図る。
また、消費生活相談事業により、被害にあった消費者の保護及び救済を推し進める。さらに商品の適正表示・適正計量を確保するため、事業者への立入検査を進める。
●八尾の地域資源を「八尾の魅力」として捉え、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。また、総合的に観光施策を
展開するため「八尾市観光振興プラン」に沿って、一般社団法人八尾市観光協会を積極的に支援・活用しながら観光施策を推進する。併せて、大阪府と大阪市による大阪観光局や近隣市町村とも積極的に連携し、広
域的な取り組みを進める。
●自然や緑にふれあう機会が増え、自然環境保全への関心が高まるよう、市民、事業者、行政が協働し、里山保全に向けた取り組みを進めます。
●「八尾市中小企業地域経済振興基本条例」の理念実現のため、産業がまちづくりに果たす役割について、市民および事業者に対して一層の理解促進を図るとともに、より効果的な産業振興施策を実現していくため
に、産業振興会議において議論の深化を図る。
●新たな価値の創造、イノベーションを起こす中小企業を創出すべく、下請け、価格競争からの脱却に向け、変革と挑戦に取り組む中小企業のブランド戦略を進め、新たに製品・商品・サービスの高付加価値化をめざす
中小企業を支援する事業を実施する。
◇工場集積の維持・発展を図り、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」の振興と発信に取り組む。また、中小企業サポートセンターの各専門分野のコーディネーター活用し、中小企業者
の技術・経営の高度化をはじめ、企業間連携等のネットワーク化、情報提供や関係機関への紹介、人材育成、公的支援制度の活用等の支援に取り組む。
◇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、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、女性の職業生活における活躍を推進するため、女性の労働事情調査の結果を基に、女性の職業生活
における活躍推進会議において検討を進めるとともに、女性の就職や再就職に向けた支援を実施する。
●「八尾市環境総合計画」に基づく施策について、「八尾市環境行動計画」に沿って、引き続き実行する。また、公害などの未然防止を図るため、生活環境の状況を監視し、工場･事業場などの公害発生源に対して、
規制･啓発活動などを実施する。
●環境美化活動を活発化させるとともに、環境美化に関する理解を深めるため、自主的な地域清掃活動を支援し、企業との連携を深めることにより、市域全体での美化活動につながる活動を強化する。とりわけ、
路上喫煙対策については、条例で禁止行為としている市内全域での歩きたばこや自転車等に乗りながらの喫煙者をなくすことを目標に、すべての小学校区において路上喫煙マナー向上推進員の活動を展開できる
ようにするため、各種団体への働きかけを行う。また、「校区まちづくり協議会」を実施主体として、「路上喫煙マナー向上推進エリア」を位置付けた上でのモデル的な地域活動を促進する。環境美化活動・路上喫煙
対策ともに、地域住民と企業の連携した取り組みを推進することにより、より啓発効果の高い取り組みを実施していく。
●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。公共施設を中心に省エネ設備の導入などの省エネルギー・省資源化への取り組みについても率先して実行
する。
●本市の廃棄物行政の根幹となるごみの焼却処理について、新たな共同処理体制として一部事務組合（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合）の円滑な運営を図り、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。
●廃棄物減量等推進協議会の答申を踏まえ、さらなるごみの減量・資源化と排出量に応じた負担の公平性の確保とともに、地域コミュニティの協力につながる手法を盛り込んだ新たな指定袋制度の構築に向けた
検討を進める。併せて、ごみの分別、収集等にかかる啓発活動を積極的に行うとともに、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。

施策実現のための部局の基本方針

●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。
●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。
●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、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や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。
●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。
●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目指すため、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を推進する。

部局の使命

部局名 経済環境部 部局長名 植島　康文
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現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

7
消費者の保護と自立を支
援する取り組み

主管 啓発活動実施回数 回 50 50 50

25 八尾の魅力発見と発信 ● 主管 八尾探プログラムの提供数 回 0 20 80

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

％ 51.3 51.3 51.3

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

％ 47 60 60

● 主管 八尾市立中小企業サポートセンターにより市内中小企業の技術・経営の高度化を支援する。
中小企業サポートセンター相談
等対応件数

件 1,182 1,310 1,320

● 主管 工場立地制度の活用により市内での工場立地の維持・促進をめざす。
立地制度活用による工場立地件
数

件 9 10 10

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 2 5 10

35
味力をうみだす農業の振
興

主管
農用地利用集積計画の作成件
数

件 5 6 10

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

％ 26.5 36 40

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

％ 19.1 88 92

44 きれいなまち八尾の実現 主管
公共の場所でごみやたばこのポ
イ捨てなどをしないように心がけ
ている市民の割合

％ 32.4 76 80

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 151 138 105

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） 778.7 769.4 680

（単位）指標名

消費者教育・啓発を受けている人が現状値を維持している状況をめざす。

発生抑制（リデュース）の観点より、ごみの排出量の減少をめざす。

市域の温室効果ガス排出量を減らします。

重点

自然や緑にふれあう機会が増え、自然環境保全への関心が高まるよう、クリーンハイキングを実施する
とともに、市民、事業者、行政が協働し、里山保全に向けた取り組みを進めます。

八尾の魅力を積極的に発信することで、八尾にか関わる人々の愛情と誇りを高め、まちのにぎわいづく
りを進めていき、市全体の魅力を高め、転入・定住の促進を図る。

本市の特色ある農産物のPRを積極的に進め、本市産品の知名度および商品価値の向上に取り組む。
また、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。

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。

何らかの環境保全行動をおこしている市民の増加をめざす。

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

環境美化を意識する市民の増加をめざす。

地域就労支援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

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

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、地方版まち・ひと・しごと創生総合戦
略を受け、八尾の地域資源を活用した経済の活性化に向けての基盤づくりについて、産業振興会議に
おいて議論をするとともに、産業政策アドバイザーの助言のもと、今後の事業展開に向けての検討を行
う。

33
世界に誇るものづくりの振
興と発信
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

25

25

32

33

33

33

33

34

36

44

45

46

46

46

46

46

1,500

新たに製品・商品・サービスの高付加価値化をめざす中小企業に対して、マーケティング・商品企画・販売促進に重点を置き、製品企画に対して経験豊
富なプロデューサーや知的財産に関する専門家等による支援を行うとともに、「ものづくりのまち・八尾」というブランドを戦略的に発信する。

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、新たな課題に対応した施策展開を検討する。
また、今後の産業政策の市政への反映などについて産業政策アドバイザーの助言等を踏まえ、産業集積の維持・発展の施策を検討していく。
○産業振興会議による産業振興方策の検討
○産業政策アドバイザーからの意見聴取
○次世代経営者人材育成講座の実施
○創業支援事業の充実

八尾市立中小企業サポートセンターにおいて、平成27年度より取り組んでいる医療機器・介護機器分野への参入支援に引き続き、製造販売メーカーや
商社などとのシーズ・ニーズのマッチング会の実施を検討するとともに、医療機器・介護機器参入企業の情報発信等を行う。また、八尾市立病院との連
携の仕組みを構築する。

一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）に基づく取り組みを推進することにより、ごみの発生抑制、再使用、再生利用を進めるとともに、基本計画に掲げる目
標達成をめざす。
○一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）に基づく各種施策の展開
○一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の進捗状況と事業効果の検証

感染症媒介蚊等の衛生害虫の発生源対策として、公共水路における防除薬剤散布の継続実施の他、市民が憩う場所でかつ衛生害虫等の発生可能性
の高い公園内雨水枡において新たに実施することとし、加えて使用薬剤を安全性の高い成虫制御剤に変更して効果的な実施を図る。

【地方創生加速化交付金事業】
製造業現場改善支援事業

6,853
【地方創生加速化交付金事業】
中小企業サポートセンター事業
(医療・介護機器分野参入支援事業)

産業政策検討事業

43,986

【地方創生加速化交付金事業】
女性の職業生活における活躍推進事業

【地方創生加速化交付金事業】
商業団体活性化促進事業
(創業支援事業　八尾あきんど起業塾)

7,687
八尾市内において商売を始めたいと考えている人を対象に、地域に新たなビジネスや雇用を作り出し域内経済の活性化につなげる創業支援事業を展開
し、市域の商業集積地区における地域に根ざした店舗の開業を促進する。

工場立地促進事業

予算額（千円）

八尾の魅力を市内外に発信するために、多様な広報媒体を通じて積極的に提供するとともに、市民向けの啓発活動などを実施する。

観光活動支援育成事業

産業集積の維持・発展ために、「ものづくり集積促進奨励金制度」について、産業振興会議での意見や産業政策アドバイザー、また外部有識者の意見も
視野にいれて、用途地域、操業環境、まちづくり協議会との連携、土地の空き情報の収集方法など、様々な角度から制度の見直しを実施する。

【地方創生加速化交付金事業】
「ものづくりのまち・八尾」ブランド化推進事
業
(中小企業ブランド戦略推進事業)

29,074

「地球温暖化対策実行計画チャレンジ８０（やお）」にもとづき、中期目標の達成に向け、市民、事業者、行政のパートナーシップにより施策の推進を図っ
ていく。特に「チャレンジ80（やお）中期目標計画」に位置づける５つの方策に沿った具体的な取組として、方策１「人づくり、場づくり」について継続的に取
り組むとともに、方策4「にぎわいのあるエコまちづくり」や方策5「あたらしい仕事づくり」など、八尾市の地域特性を生かした事業を重点的に推進していく。
　また、前年度の提案型公共サービス実施制度による事業展開を踏まえ、2年目としての事業展開を事業者のノウハウを活かしながら進めていく。

取り組み内容

5,130

2,995

事業名・項目名

【地方創生加速化交付金事業】
八尾の魅力発信事業
(にぎわい魅力発信事業)

（一社）八尾市観光協会を活用し、市民や事業者との協働による観光施策を実施するとともに、将来の観光事業を担える人材や組織の育成、支援を進め
る。また、八尾市全体のPR強化を目指し、地域資源にかかわる市民、事業者、関係団体との連携を図る。

一般廃棄物の処理に係る広域連携事業

製造業者の生産現場改善能力の向上や改善を推進する人材を育成するため、５Ｓによる改善手法やコストと現場の関係等を論理的に学ぶ座学セミ
ナー、実習、先進的取組みをしている工場見学などを行なう。

一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）推進事
業

環境啓発（教育）事業

教育委員会との連携により、環境教育の内容について学校現場の要望を取り入れたものに随時改良を図るとともに、必要に応じて新たな取り組みも進
める。また、地域におけるイベント等に積極的に参加し、ごみの３Ｒ啓発キャラクターの活用用途の拡大も図りつつ、子どもだけでなく、親世代に対する分
別排出への啓発活動に取り組む。特に、新たな指定袋の変更に即した啓発（教育）内容とするために、制度開始時には新たな内容での啓発が実施でき
るよう内容改定を進める。

路上喫煙対策事業

合特法の趣旨に基づく合理化の検討

10,361

平成２７年度の検討結果に基づき、女性の就労実態や就労に対する意識・ニーズを把握するため、女性の労働事情調査を実施するとともに、女性の職
業生活における活躍推進会議を開催し、実態調査の結果を基に女性の職業生活における活躍を推進するための取り組みについて検討する。また、無料
職業紹介所の機能を拡充し、女性の働きやすい求人を開拓しながら、求人情報検索サイトを開設・運用することで、市内女性の就職や再就職の支援と、
市内事業所の人材確保支援に取り組む。

899,979
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合が効率的、効果的な焼却処理を行うよう連携を深める。
○構成市の連携による広域的なごみ処理システムの運用
○構成市としてごみ焼却処理事業に参画（運営協議会への参加など）

6,161

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

478

0
（当該事業項目自体では合理化事業経費を

計上しないため）

18,673

4,952

7,925
条例の実効性を高めていくため、路上喫煙啓発指導員による直接指導を行うとともに、市民公募の路上喫煙マナー向上推進員と連携した形で地域ととも
に啓発活動に取り組む。校区まちづくり協議会を実施主体とする、「路上喫煙マナー向上推進エリア」を位置付けた上での地域活動への支援を引き続
き行う。また、主要駅周辺での喫煙場所の設置等、分煙を基調とする啓発手法を取り入れ、路上喫煙マナーの向上を図る。

環境衛生防疫業務 2,619

チャレンジ８０（やお）市域推進事業
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②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

45

46 市内全域

46

今般の家庭用指定ごみ袋制の見直しに係る周知啓発を通じて、今後も行政と市民が連携してともにごみの減量・資源化を進め、ごみの排出量の多少に
応じた公平な負担を求めていく機運が高まるよう取り組みを進めていくとともに、家庭系廃棄物の適正な排出に向け周知啓発を行う。また、事業系一般
廃棄物の排出について実態把握を行うとともに適正な排出に向け指導強化、特に集合住宅にかかる事業系一般廃棄物と家庭系廃棄物の混入や介護
事業者へのアプローチを積極的に取り組んでいく。

平成２７年度の公共施設マネジメント基本方針改訂に伴い、現行の環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）を活用していきながら、公民連携した省エネル
ギー、省資源化の取り組みを進めていく。

関連地域 事業名・項目名 取り組み内容

受益と負担の公平性の確保
（市民とともに歩む新たな取り組み）

公共施設マネジメントと連携した環境マネジメ
ントシステムの推進

分別排出指導の強化
組成分析やリサイクルセンターでの異物選別状況から見ても、更なる分別排出の指導啓発が必要であることから、日々のごみ収集時において指導啓発
活動を付加し、家庭系ごみの多量排出箇所や事業系ごみの排出箇所の把握を行い、指導啓発担当と連携を図りながら、不適正排出ゼロに向けた取り
組みを強化する。
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

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 1,112 1,160 1,000

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 ％ 82.8 86 90

26 自然的資源の保全 関連 － － － － －

部局における当該年度の施策展開の方針

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

警察、交通安全協会、地域等の関係団体と連携し「交通事故をなくす運動」八尾市推進本部を中心とし
て交通事故防止に向けた啓発活動や交通安全教育を実施します。また、自転車保険の加入促進に向
けた取り組みを行います。

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

指標名

施策実現のための部局の基本方針

○都市基盤施設について、計画から設計・施工、維持管理まで一元的に担い、防災・健康などの視点を取り入れ、安全安心なまちづくりへの取り組みを進めます。
○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とともに、多極型都市構造における持続可能なまちづくりを進めます。
○都市基盤施設の事業実施にあたっては、地域と向き合い、誰もが安全で安心に暮らせるための整備、維持管理を実施します。
○誰もが安全で安心に暮らせるための都市基盤施設の整備・維持管理にあたって、人材育成の観点からOJTなどによる技術職員のスキルアップと技術の継承に取り組みます。
○平成30年4月の中核市移行に向け、都市計画・建設部会として景観行政団体への手続きを進めます。

部局の使命

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

（単位）

○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）
　　　・地域拠点施設と連携し、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、ニーズにあった施策展開を図ります。
　　　・「都市整備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、事業推進に努めます。

○重点施策を「未来につなげる『あかり』」をキーワードとして、『あ』安全への取り組み、『か』　快適な空間づくり、『り』　利便性を高めるの３本柱による地域への施策展開を推進します。
　　　・『あ』安全への取り組みとして、暮らしの安心につながる都市基盤整備と未来にわたって都市基盤施設を持続させるため「長寿命化計画」等に基づく点検・修繕・改築更新など、計画的な維持管理に取り組みま
す。
　　　・『か』　快適な空間づくりとして、健康づくりにつながる都市基盤施設の有効活用や玉串川の桜並木など地域資源の活用に努めます。
　　　・『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ます。

○未来へ『あかり』を灯し続け、『さくら』など地域資源を活用するために、
　　　・都市基盤施設を末長く使えるように効果的、効率的な事業の手法の検討、財源の確保、技術の継承に努めます。
　　　・都市基盤施設（橋梁・公園）の長寿命化計画に基づき、計画的な維持管理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都市基盤施設の減量を図りま
す。

○都市基盤施設の事業実施にあたっては、「にぎわい」にあふれ、「いつまでも住みつづけたい魅力あるまち」を基本目標に都市機能や居住機能を適切に誘導するなど持続可能なまちづくりを産業部局等と連携し、推
進します。

○官学連携（近畿大学建築学部・理工学部）による取り組みを進めます。
　　・地域活性化の取り組みとして、公共施設（用地）等の有効活用などによるまちづくりを推進します。
　　・計画的な維持管理、事業費の平準化とライフサイクルコストの縮減を図るため都市基盤施設の長寿命化への取り組みを進めます。

○平成30年4月の中核市移行に向け、八尾市景観計画の策定などに取り組みます。

部局名 都市整備部 部局長名 宮田　哲志
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35
味力をうみだす農業の振
興

関連 － － － － －

37
土地の有効利用と都市景
観の保全

主管
適切な土地利用が図られ、暮ら
しやすいまちになったと感じる市
民の割合

％ 27.4 33.6 40

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

％ 42.5 40.6 43

39 都市計画道路などの整備 主管 都市計画道路の整備率 ％ 54.59 54.7 55.4

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

％ 22.8 25.2 26

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 2.72 2.79

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

％ 63.3 61 65

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

％ 71.3 73 76.4

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ます。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ます。

都市計画道路JR八尾駅前線においては、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、まち歩きによる健康促進効果等を目的とし、事業推進を図ります。
また、都市計画道路久宝寺線においては、早期着手に努めます。

地域の交通問題を解決するため、市民と行政が交通について考えるための場を継続的に開催するとと
もに、地域が主体となった交通問題の解決に向けた取り組みを支援し、対応策の検討を進めます。ま
た、新たなバス事業者に対し新規路線の協議を進めるとともに、民間事業者の送迎バスを活用した高
齢者の移動手段について、関係機関と協議を行い具現化に向けた取り組みを行います。

曙川南地区では、組合施行による土地区画整理事業が進められており、平成28年5月には仮換地処分
がなされ、埋蔵文化財発掘調査や道路等公共施設整備への補助を行います。
保留区域の服部川・郡川地区では、まちづくり勉強会と事業化検討パートナーとともに、市街化区域へ
の編入をめざした取り組みを行っていきます。
西郡地域については、西郡住宅１～３号館跡地及び桂町２丁目公園において、子育て世帯・若年世帯
等をはじめとする多様な民間住宅供給および生活利便施設の整備事業の誘致を校区まちづくり協議
会、連携協定を締結している近畿大学建築学部と協働し、相互に連携することにより地域の活性化を
目指し進めていきます。
平成30年の中核市移行に伴い景観行政団体となることから、今年度に景観法に基づく八尾市景観計
画を策定するとともに、八尾市景観計画策定後、平成２９年度に八尾市景観条例、八尾市屋外広告物
条例の制定を行います。

玉串川の桜並木等、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、健康意識の向上を図り、魅力あるまちづくりを進めます。
また、八尾・大阪両市にまたがる八尾空港西側跡地について、国有地の売却に際し、駅前の新都市核
としてふさわしいまちのにぎわいの創出、利便性、安全安心のまちづくりなどに配慮した売却方法となる
よう、大阪航空局・近畿財務局・大阪市と連携して検討を行います。

市民が身近な生活道路を安全・快適に通行できるよう、歩道改良等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化事業を重点的に進め
ていきます。また、踏切対策については、事業化に向け鉄道事業者と協議を進めます。安全対策につ
いては、平成27年度に策定した八尾市通学路交通安全対策ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに基づき、通学路の安全確保に
向けた取組みを進めていきます。また、橋梁長寿命化計画等、都市基盤施設の効率的な維持管理に
取り組みます。

農業振興を図るため、農道・農業用排水路の整備に努めます。また、ため池の老朽化対策を実施する
とともに、災害発生時に備え耐震化の推進に取り組みます。

浸水被害の防止を図るため、公共下水道事業と連携し河川・水路の適正な維持管理や機能保持のた
めの改修工事を実施するとともに、雨水流出抑制施設として小・中学校の校庭貯留施設整備や民間開
発における貯留施設の設置･透水性舗装の整備を実施していきます。
また、環境を意識した水環境の形成を図るため、玉串川の護岸改修を引続き進めていきます。
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

5

6

6

26

35

35

35

37

37

37

38

38

39

40

40

40

老朽化した財産区財産のため池について、堤体の改修を行う。また、破堤した際下流への影響が大きいため池について、大阪府と連携し耐震性の調
査・診断を行います。

市街地整備関連事業
（近鉄河内山本駅周辺整備事業）

交通バリアフリー基本構想を策定した「近鉄八尾駅周辺地区」、「近鉄高安駅周辺地区」において、構想に基づき公共施設･集客施設等の周辺並びに
それらを連絡する道路のバリアフリー化を図ります。

 ため池保全整備事業 12,000

 農道の整備

道路改良、踏切改良等を行う大阪府や鉄道事業者、交通管理者である警察などの関係機関及び庁内関係課と協議を行います。また、地域と連携して
継続的に協議を行い、より詳細な検討、協議を進めるために、現地測量を行います。

26,000 農業の機械化や営農環境の近代化を図るため、主として市街化調整区域における各農道の拡幅整備・路側整備・舗装整備等を行います。

自然保護事業 0 ハイキング道を活用した山地美化キャンペーンや里山保全をボランティアや大阪府農林部局と連携のうえ実施し、自然環境の保全に取り組みます。

都市計画推進事業 408,000
曙川南地区では、組合施行による土地区画整理事業が進められており、平成28年5月には仮換地処分がなされ、埋蔵文化財発掘調査、道路等公共
施設整備への補助を行います。

 農業用排水路整備事業

 道路橋りょう新設改良事業 168,125

生活道路を通行する歩行者や自転車の通行の安全性や快適性を高めるため、水路の暗渠化等による道路拡幅や新設・改良工事を実施します。ま
た、橋梁の長寿命化修繕計画に基づき、適正な維持管理、長寿命化に努めるとともに、連携協定を締結している近畿大学理工学部と官学連携し、都
市基盤施設の維持管理・更新を効率的・効果的に進める仕組みを構築します。また、踏切対策については、事業化に向け鉄道事業者と協議を進めま
す。

1,000

事業名・項目名

都市計画推進事業

 交通安全施設等整備事業 200,850

 交通バリアフリー整備構想推進事業 29,000

都市計画道路整備事業 232,555

放置自転車対策事業 61,895
年間を通しての放置自転車の移動保管、街頭指導の実施の他、自転車利用者へ啓発チラシの配布等を実施します。また、関係団体とも連携し、各イ
ベントでの自転車の安全点検やマナーアップに向けた取り組みを進めます。

都市計画道路JR八尾駅前線における、都市計画変更手続きを実施し、引き続いて事業認可を取得します。また、都市計画道路久宝寺線における、用
地取得や支障物件調査業務、埋蔵文化財調査を実施します。

平成30年4月の中核市移行に伴い景観行政団体となることから、八尾市景観計画を策定します。2,897都市景観形成基本計画推進事業

6,715

予算額（千円）

子どもや高齢者等を対象にした交通安全教室の実施、スタントマンの交通事故再現によるスケアードストレート方式の交通安全教育、校区まちづくり
協議会主催による交通安全教室（自転車実技教室）への支援、交通安全キャンペーンや自転車街頭指導等交通事故防止に向けた啓発活動を行いま
す。また、関係機関とも連携し、各イベントでの自転車の安全点検やマナーアップの他自転車保険加入促進に向けた取り組みを行います。

4,496

取り組み内容

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

保留区域の服部川・郡川地区では、まちづくり勉強会と事業化検討パートナーとともに、市街化区域への編入をめざした取り組みを行っていきます。ま
た、西郡住宅１～３号館跡地及び桂町２丁目公園において、子育て世帯・若年世帯等をはじめとする多様な民間住宅供給および生活利便施設の誘致
を校区まちづくり協議会、連携協定を締結している近畿大学建築学部と協働し、相互に連携することにより地域の活性化を目指し進めていきます。

農業用水の安定供給のために主として市街化調整区域における農業用排水路の改修・整備を行います。

八尾・大阪両市にまたがる八尾空港西側跡地について、国有地の売却に際し、駅前の新都市核としてふさわしいまちのにぎわいの創出、利便性、安
全安心のまちづくりなどに配慮した売却方法となるよう、大阪航空局・近畿財務局・大阪市と連携して検討を行います。

交通安全教育推進事業

自転車駐車場整備事業 25,902 市営自転車駐車場の利用促進を進める中で、利便性の向上と長寿命化を図るため、施設の改修等を実施します。

市街地整備関連事業

5,191

8,776
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40

40

40

40

41

41

41

41

42

47

47

47

47

47

47

47

 平野川管理用通路整備促進事業 8,000

道路舗装整備事業

緑化推進事業 19,553

公園・緑地整備事業

 市街地水路整備事業 10,000 流水機能が低下した市街地の水路について、景観整備を行い、憩いの空間を創出します。

交通安全施設等設置事業

 準用・普通河川等整備事業 19,600

614,039

近畿財務局合同宿舎跡地の一部に、魅力溢れる憩いの場、地域コミュニティの醸成の場として公園を整備するために用地取得を進めます。また、長
寿命化計画に基づき、公園再整備やバリアフリー化整備を行います。また、公園整備に際しては、地域の意見を取り入れるなど、公民協働による取り
組みを進めます。
また、東部山麓を身近に感じてもらうために、自然散策の場の確保と市民が山に関心を抱くようにハイキング道の維持・保全に努めます。

八尾市緑の基本計画に基づき、公共施設の緑化を推進するとともに民有地の緑化を促進します。また、緑化推進事業として市民団体等への花苗配布
業務等を実施するとともに、公民協働による緑化啓発活動を進め、身近な緑を「まもり」、「つくり」、「増やし」、「育て」ます。

4,000
市民が参加する交通まちづくり懇話会やセミナーを開催する他、地域の交通問題を解決するため、移動手段の具現化に向けた取り組みを進める竹渕
小学校区まちづくり協議会等に対し、新規路線バスの利用促進に向けた取り組みを推進します。また、新たなバス事業者に対し新規路線の協議を進
めるとともに、民間事業者の送迎バスを活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具現化に向けた取り組みを行います。

玉串川等の桜再生事業 4,279

52,780

交通まちづくり推進事業

道路照明灯・防止柵等の交通安全施設の設置を行います。また、効率的・効果的な維持管理のため、引き続き灯具のリース化やＬＥＤ化の検討などを
行います。

143,155

16,560

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

332国及び大阪府事業の整備促進

 玉串川沿道整備事業

 流域貯留浸透事業

143,491

 水路整備事業 41,200

河川水路等維持管理

水路等が正しく機能するために水路等の改修及び整備を行います。

浸水防止を図るため、寝屋川流域水害対策計画に基づき、上之島中学校において雨水流出抑制施設の整備を行います。

利用者の安全を第一に点検を実施し、委託業務の見直しと併せて直営業務の機動力を高め、効率的・効果的な維持管理を推進します。また、公園清
掃・除草等日常的な維持管理については、アドプト活動など、公民協働による市民参画の取り組みを進めます。

大阪府総合土砂災害対策推進連絡会や東部大阪治水対策促進協議会等の機会を通じ、土砂災害対策事業や治水対策事業の整備促進を国及び大
阪府に働きかけます。また、土砂災害特別警戒区域内家屋の移転・補強における助成制度の導入について、大阪府や府下市町村と共に検討を行な
います。

浸水被害を防止するため、東部地域13河川を含む準用・普通河川、水路等の改修及び整備を行います。

玉串川等の桜並木の良好な景観を市民の財産として永続的に保つように、さくら基金を活用して、地域と協働で再生・保全に取り組みます。

河川水路等の浚渫を行うとともに、浸水ポンプ施設調査点検を実施し通水確保に努めます。また、河川水路等の効率的・効果的な維持管理のため、
委託業務の見直しと併せて機動力を高めた直営業務を推進します。

111,509 過去実施した路面性状調査業務の結果や道路パトロール等により、老朽化・安全度等を検討し、舗装補修等を行います。

道路橋りょう維持管理 221,263
道路及び道路施設の安全確保と快適な環境を保全するため、適正な維持管理に努めます。また、都市基盤施設の効率的・効果的な維持管理のた
め、委託業務の見直しと併せて、機動力を高めさらに直営業務を推進します。

公園・緑地等の管理（自主管理）

70,000

護岸の老朽化が進む玉串川において、事業主体である大阪府と連携し、護岸改修を行うとともに地域の貴重な水辺空間として修景整備を行います。
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②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

6

26

35

37

37

38

39

40

40

40
41
47

41

41

41

42

47

曙川小学校区
曙川東小学校区

都市計画推進事業 曙川南地区では組合施行による土地区画整理事業の実施について、地域とも連携しながら、取り組みを行います。

全地域 愛護団体による公園・緑地等の管理推進事業
市民の共有財産である身近な公園の清掃・除草等の日常的な管理について、地域の方々を中心にボランティア団体を結成し、その団体とアドプト・
パーク（公園愛護）の覚書を締結し実施します。

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

都市計画道路整備事業

大正、大正北、志紀地区において、(都)八尾富田林線の事業着手をめざして、事業者である大阪府と連携して事業推進に取り組みます。
また、永畑地区においては、(都)JR八尾駅前線の事業化をめざして、都市計画変更にかかる説明会等の地域に対する細やかな説明を行うとともに、
事業認可を取得し、南久宝寺地区においては、(都)久宝寺線の事業進捗や周辺地区のまちづくりの進行に関して報告会を開催し、地域と連携して事
業を推進します。

交通安全施設等設置事業、道路舗装整備事
業、道路橋りょう維持管理、公園緑地等の管
理（自主管理）、河川水路等維持管理

当該各事業は全校区にわたっており、都市基盤施設の安全確保と快適な環境を保全するため、適正な維持管理に努めます。

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

玉串川等の桜再生事業 玉串川等の桜並木の良好な景観を市民の財産として永続的に保つように、さくら基金を活用して、地域と協働で再生・保全に取り組みます。

高安小学校区
南高安小学校区

自然保護事業
里山の再生・保全のために、広く市民に広報し、ハイキング道を活用した、山地美化キャンペーン、高安山花屏風ハイキングや、市民の森において、
清掃や除草のボランティア活動を行い、自然に親しむ活動・啓発を行います。

大正小学校区

玉串川沿道整備事業
曙川東小学校区において、地域・府・市・関連団体からなる玉串川整備推進会議を開催し、景観に配慮した護岸整備を行います。
刑部小学校区、南山本小学校区において、各校区まちづくり協議会と護岸及び周辺整備に向けた地域との意見交換を行い整備方針を決定し、景観
に配慮した護岸整備を行います。

西山本小学校区
南山本小学校区

市街地整備関連事業
（近鉄河内山本駅周辺整備事業）

近鉄河内山本駅周辺におけるまちづくりについて、地域とも連携しながら、取り組みを行います。

用和小学校区
八尾小学校区

大正小学校区
大正北小学校区
志紀小学校区
永畑小学校区
久宝寺小学校区

全地域 道路橋りょう新設改良事業 生活道路を通行する歩行者や自転車の通行の安全性や快適性を高めるため、水路の暗渠化等による道路拡幅や新設・改良工事を実施します。

全地域 交通安全施設等整備事業

高安小学校区
南高安小学校区

ため池保全整備事業
老朽化した更池において、堤体の改修により防災機能の向上を図り、農業用水の確保を行う。また、服部川惣池、寺池、更池について大阪府と連携し
耐震性の調査・診断を行います。

関連地域 事業名・項目名 取り組み内容

桂小学校区 都市計画推進事業

曙川東小学校区
刑部小学校区
南山本小学校区

竹渕小学校区 竹渕地域の交通問題を解決するため、校区まちづくり協議会と協議を継続し、新規路線バスの利用促進に向けた取り組みを推進します。交通まちづくり推進事業

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

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

西郡住宅１～３号館跡地及び桂町２丁目公園において、子育て世帯・若年世帯等をはじめとする多様な民間住宅供給および生活利便施設の誘致を
校区まちづくり協議会、連携協定を締結している近畿大学建築学部と協働し、相互に連携することにより地域の活性化を目指し進めていきます。

全地域
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

49 下水道事業の推進 主管
公共下水道（汚水）整備人口普
及率

％ 91.3                93.8                 100

49 下水道事業の推進 主管
八尾市公共下水道長寿命化計
画（八尾・久宝園・久宝寺（第2分
区））の事業進捗（累計）

％ 8 45 100

49 下水道事業の推進 主管 水洗化率 ％ 89.7 90.3 92

49 下水道事業の推進 主管 - - - - -

平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

49

49

49

49

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

49 南高安小学校区、高安中学校区 公共下水道整備事業 地域の理解や協力を得ながら公共下水道の整備を進める。

関連地域 事業名・項目名 取り組み内容

水洗化促進事業 － 　融資あっ旋制度の利用促進を図るため償還回数の検討を行う。

「経営戦略」の策定 1,104 　平成29年度策定を目指し「経営戦略」の策定作業に着手する。

下水道整備事業
（建設改良）

4,016,305 　H28年度末整備人口普及率93.8％を目標とし、計画的に公共下水道の整備を進める。

下水道施設の維持管理業務
（八尾市公共下水道長寿命化計画に伴う
事業）

204,650 　八尾市公共下水道長寿命化計画に基づき事業を実施する。

事業名・項目名 予算額（千円） 取り組み内容

指標名 （単位）

　大雨による浸水を防除し「防災・減災のまちづくり」を目指すと共に、公共用水域の水質保全、生活環
境の改善により、「快適なまちづくり」に向け、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
まで以上に注視すると共に、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。

　施設の老朽化に伴う陥没事故や機能不全を予防保全するため、八尾市公共下水道長寿命化計画に
基づき事業を実施する。

　水洗化率を向上するため、個別の勧奨活動の強化及び水洗便所改造資金助成制度（補助金、融資
あっ旋）の利用を促進する。

　施設、財務、組織、人材等の経営基盤強化のため、平成29年度策定を目指し「経営戦略」の策定作
業に着手する。

部局の使命

・公共下水道を整備することにより、浸水の防除、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図り市民の生命・財産と水環境を守る。
・下水道資源の有効活用により、地球環境を意識した「ゆとり」と「うるおい」のある環境を提供する。
・限られた経営資源を効率的かつ効果的に活用しながら、将来にわたり安定した下水道サービスの提供を行う。

施策実現のための部局の基本方針

・市民の快適な生活環境と浸水のない安全で安心なまちづくりを実現するため、公共下水道の整備を計画的に推進するとともに、適切な下水道施設の維持管理と長寿命化計画に基づき事業を実施する。
・安定的な下水道サービスを提供するために、中長期的な経営の指標となる「経営戦略」の策定に取り組み効率的かつ効果的な事業運営を行う。

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

部局名 都市整備部（下水道担当部長） 部局長名 赤鹿　義訓
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

8
安心して暮らせる良質な
住まいづくり

主管 管理不良空き家等改善件数 件 16                     5                   20

8
安心して暮らせる良質な
住まいづくり

主管 既存民間建築物の耐震化率 ％ 75                   78                   85

8
安心して暮らせる良質な
住まいづくり

主管 ― ― ―  ―  ―

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 ％ 36.4                 36.7                   41

9
公共施設・設備の効率的
な機能更新

主管
公共施設が利用しやすいと感じ
る市民の割合

％ 48.9 52 60

24 教育機会の均等 ● 関連 ― ― ―  ―  ―

37
土地の有効利用と都市景
観の保全

関連 ― ― ―  ―  ―

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

部局名 建築部 部局長名 比留間　浩之

空家の実態調査（机上調査）を行うと共に、「空家等対策計画」の策定に向けた取り組みとして、関連団
体とのヒアリングを行う。

耐震関連補助や住まいの耐震化などについての啓発を行うと共に、住宅相談や講習会などの実施を
通して、市民に有用な住まいに関する情報の提供に努める。

市民や民間事業者等への負担軽減と、安全で良好な建築物等の供給を促進するため、建築指導行政
に係る要綱・基準等の調査・点検・検証を行い、審査事務の効率化と期間短縮等を図る。

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。

部局の使命

○誰もが安全で安心して住み続けられる八尾の実現のため、安心して暮らせる良質な住まいづくりに繋がるよう、都市計画法・建築基準法などによる適切な規制誘導を行うと共に、空家対策や既存民間住宅の耐震
化促進などに取り組む。
○学校園及び公共施設について、市民が長期間、安全で快適に利用できるように、適切な施設整備、機能更新を計画的に行う。
○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。
○生活困窮世帯の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に暮らすことができる住宅を提供し支援する。

施策実現のための部局の基本方針

○「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき空家の実態調査（机上調査）や関係団体へのヒアリングなど、「空家等対策計画」の策定に向けた取り組みを行う事により、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。
○都市計画法・建築基準法などによる適切な規制誘導を行うと共に、補助制度をはじめ、住まいの耐震化に関する情報提供や住宅に関する相談などの取組を行い、安心して暮らせる住環境の確保が図れるよう努め
る。
○政策推進課と連携して公共施設の長寿命化等を目的とした「公共施設マネジメント実施計画」の策定に取組み、計画的、効率的な施設整備を行う。
○小中学校の施設整備について、教育委員会と積極的に協議を行い、施設整備計画の策定に取組む。
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管理運営に努めるとともに、既存ストックの活用を進める。

施策
No.

担当施策
指標名 （単位）

市有建築物のバリアフリー化、省エネルギー化などの機能更新を行い、施設の長寿命化と安全性の確
保を進める。

老朽化した学校園の施設・設備の更新を行う。

市民や民間事業者等への負担軽減と、土地の有効利用を促進するため、開発指導要綱等の調査・点
検・検証を行い、審査事務の効率化と期間短縮等を図る。
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

8

8

8

9

24

9

8

8

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

空き家等適正管理促進事業

事業名・項目名 予算額（千円） 取り組み内容

市営住宅管理事務 129,526 市営住宅入居者の居住の安定と福祉の増進に努め、円滑かつ的確な管理運営を行うとともに、指定管理者制度の導入に向け取り組む。

市営西郡住宅30号館耐震補強工事、市営西郡住宅第4集会所改修工事及び住替え用住戸改善工事を実施する。

既存市営住宅等改修事業 59,203 日常的な営繕業務のほか、空家募集や住替え用住戸等の改修を実施する。

公共建築物整備・改修事業 1,234,283

本庁舎の防災中枢拠点としての機能更新を進める。
認定こども園の設計・整備を進める。
学校施設を利用した放課後児童室の整備を進める。
竹渕コミュニティセンターの移設建替工事を進める。

小学校施設整備事業
中学校施設整備事業
小・中学校施設規模適正化推進事業

既存民間建築物耐震化推進事業

関連地域 事業名・項目名 取り組み内容

市有建築物長寿命化計画推進事業
公共施設の効果的効率的な管理を行うため、市有建築物の長寿命化や複合施設化等を実施することを目的とした「公共施設マネジメント実施計画」
の策定について、政策推進課と連携して取組む。

市営住宅機能更新事業 126,228

-

「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、管理不良な状態にある空き家等の問題の解消に努める。

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、啓発パンフレットを自治会で全戸回覧するとともに、地域のイ
ベント等でも積極的な啓発活動を行う事により、既存民間住宅の耐震化を促進する。

1,325,838
小中学校の規模適正化、校舎解体、渡り廊下の新設等の工事について、教育委員会、各学校園との連携を図り、計画期間内に工事を完了させる。
公立中学校の普通教室へのエアコン設置に向けた実施設計を進める。

3,790

47,220
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

八尾市の出火率 件 1.7 1.5 1.3

八尾市の救命率 ％ 9.1 10.7 13.8

施策
No.

担当施策
（単位）指標名

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

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など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

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

■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
消防体制を充実強化する。
・消防施設などの機能更新及び人員確保
・救助体制の高度化
■火災の少ない八尾市をめざし予防行政を充実強化する。
・放火防止対策
・高齢者防火診断
・住宅防火対策（住宅用火災警報器の設置と適切な維持管理の促進）
・予防査察・違反是正
・住宅防火診断
・火災予防に関する広報
■救命率の向上をめざし救急体制を充実強化する。
・救急技術訓練
・救急車適正利用の推進
・町内会や地域の事業所など地域と密着した応急手当指導の推進
・応急手当てに関する広報
■地域防災力の向上をめざし消防団、市民、事業所との連携を充実強化する。
・自主防災組織の訓練
・消防本部（消防団）と地域(自主防災組織、まちづくり協議会等)、企業（防災協力事業所等）の連携
・地域防災力向上に関する広報

部局における当該年度の施策展開の方針

部局名 消防本部 部局長名 藤原　正彦

災害に強い消防体制づく
り

3 主管
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

3

3

18,600

　各種教育機関などへの研修派遣及び資格、免許取得などについて、優先度を精査し計画的に推進する。

　「八尾市消防施設に関する基本構想」の実現に向けて、災害活動拠点となる消防庁舎の整備（移転・建て替えを含む機能更新）と庁舎の機能維持対
策に係る修繕工事及び救助訓練施設整備について、関係部局と協議しながら計画的に推進する。

予算額（千円）

 消防職員研修推進事業

関連地域

 消防水利整備事業

事業名・項目名

 消防体制充実・強化対策事業

取り組み内容

2,385

取り組み内容事業名・項目名

災害に強いまちづくり方策の展開

　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、訓練未実施地区へ
積極的に訓練実施を働きかけ、訓練実施率100％達成をめざす。
　また、まちづくり協議会などの既存団体に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に対して消火活動用資機材（ポンプ
セット）などを活用した訓練指導の活動支援を行い、地域防災力向上と地域コミュニティの醸成を図る。

災害に強いまちづくり方策の展開
　 大規模災害時の初期消火体制の充実を図るため、市内全小学校のプール28か所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。

全地域

全地域

 自主防災組織活動支援事業

 消防資機材整備事業

  高機能消防指令センター運用事業

 予防広報推進事業

 消防団活性化事業

3

  救助高度化事業

 救急高度化事業

27,131

57,868

1,810
　　複雑多様化する災害などに対応するため、救助隊員の資質向上を主眼に置き高度救助訓練の実施及び専門教育を積極的に受講し、救助体制の
充実を図る。
　また、既に高度救助隊を設置している先例都市の調査・研究を積み重ねて救助の高度化を推進する。

11,097

　救急救命士を計画的に養成し増員を図りながら、高度な救命処置の拡大に即応できる研修派遣を積極的に実施するとともに、メディカルコントロー
ル体制の充実を図る。
　また、救急隊の高度化・専門化を確立させるために、隊員の救急技術訓練を実施するとともに、特異な救急活動困難事例を検証して、救急活動のリ
スク軽減化を図る。

1,802

9,743

 　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、訓練未実施地区
へ積極的に訓練実施を働きかけ、訓練実施率100％達成をめざす。
　　また、まちづくり協議会などの既存団体に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に対して、消火活動用資機材（ポン
プセット）などを活用した訓練指導の活動支援を行い、地域防災力向上と地域コミュニティの醸成を図る。

　大規模災害及び複雑多様化する災害などに備え、消防ポンプ自動車及び消防タンク自動車などの消防車両並びに現場活動用資機材、救助、救急
資機材などの整備を行う。

　 大規模災害時の初期消火体制の充実を図るため、市内全小学校のプール28か所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。

　消防救急デジタル無線を含めた高機能消防指令センターに係る各設備の運用管理及び長期計画的な保守管理を行う。
　また、様々な指令業務に関する講習や研修などに指令課員を派遣して能力向上を図るとともに、指令センター勤務者の専従化をめざし、指令業務の
充実強化を図る。

  火災による被害の軽減を図るため出火原因の上位である放火（疑い含む）防止対策として、放火防止看板などを活用し、広く市民に「放火されない環
境づくり」を推進する。
   また、防災協力事業所へ地域が実施する訓練などへの参加を促進し、地域連携体制を構築する。

　消防団員の安全確保のための現場用装備及び各種資機材を計画的に整備し、消防団の更なる災害対応能力の向上を図る。
　また、各種消防訓練の充実を図るとともに、地域の防災拠点となる消防団機械器具置場の建替えについて関係部局と協議を行う。

924

106,858
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

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 2,254               2,210               2,300

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52.6%
逆紹介率73.5%

紹介率50.0%以
上
逆紹介率70.0%
以上

紹介率50.0%以
上
逆紹介率70.0%
以上

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

　市立病院は、地域医療構想への対応を視野に入れつつ、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、国指定の地域がん診療連携
拠点病院としての役割を果たしつつ、機能拡充した施設や更新した高度医療機器の有効活用を進める
とともに、更新（導入）が必要な高度医療機器について必要性等を精査する中で進める。
　さらに、PFI契約終了後の維持管理・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。

　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。
　また、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。
　さらに、多様な実施内容での市立病院公開講座の実施や出前講座の継続により、市民等に分かりや
すく医療情報や市立病院の医療機能の発信に努める。

施策
No.

担当施策
（単位）指標名

重点
主管

    関連

医療の質を向上させつつ、急性期医療を提供することが結果として健全経営に資するものであり、その姿勢での以下の取り組みを継続・発展させる。
① 地域医療支援病院として、市健康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、高度医療機器の導入・更新や医療機能に応じた施設設備の更新等が必要となることから、費用対効果も見極めながら進める。
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ため、契約終了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。

施策実現のための部局の基本方針

《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。

部局の使命

部局名 市立病院事務局 部局長名 植野　茂明
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

11

11

11

11

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

12

12

12

-

国指定の地域がん診療連携拠点病院として、がん治療の柱である手術・化学療法・放射線治療・緩和ケアのさらなる充実をめざすとともに、中河内医
療圏のがん診療の連携に注力する。また、市内の小児周産期医療の要として小児医療の充実をめざす。（公立病院として地域貢献の一環として取り
組みを強化している食物アレルギーの入院検査、在宅介護を行う子どもを抱える家庭への子育て支援策の一環としてレスパイト入院（市健康推進課
や八尾保健所の保健師との連携により、家族介護の負担軽減のための一時的な入院）患者の受け入れの継続、ＮＩＣＵの対象児の拡充など）

平成28年度については、引き続き、紹介率・逆紹介率の向上に取り組むとともに、特に病診薬連携システムのネットワークの利用促進に努めること等
により、病診薬連携の強化を図り、地域完結型の医療体制を充実させる。
また、公立病院として、平成30年度の中核市移行による保健所設置にあたり、どのような貢献ができるかを模索する。（地域医療支援病院・がん診療
連携拠点に求められる医療・機能等の役割を果たすことが結果として、保健所業務への貢献につながる。）

予算額（千円）

職員の労働環境や勤務条件の改善を図ること等により、引き続き不足する診療分野の医師の確保に努めるとともに、看護師及び医療技術員の計画
的な採用を行う。また、医療サービスのさらなる充実を進めるため、公民協働手法であるPFI契約終了後の維持管理・運営手法を決定する。

地域医療構想等により、病院機能を明確化しつつ、医療圏での医療提供体制の再構築の議論が進む中、市立病院は地域の中核病院として、一般急
性期病院としての位置づけでの診療を担うことになることを前提に、将来を見据えた病床機能のあり方について院内で検討を進める。

-

取り組み内容

27,000（収益的支出）

市内全域

市内全域（中河内医療圏）

市内全域

高度医療機器の更新

病床機能のあり方の検討

関連地域

がん診療・小児医療の推進

事業名・項目名

診療体制の充実

97,200（資本的支出）

取り組み内容

地域医療連携推進

事業名・項目名

新病院移転時に整備した高度医療機器の更新（平成28年度の主なもの：血管撮影装置の増設）を進めるとともに、平成２７年度に更新した血管撮影
装置・放射線治療機器等の有効活用を進める。

がん患者サロンの推進
当院のがん患者が交流を通じて、「治療」と「生活」を一体化させ、自分らしく快適な闘病生活を送ることができるよう、支援を行うことを目的とする八尾
市立病院がん患者サロン「きらきら『若ごぼうの会』」を試行的に立ち上げ、患者間・患者と医療者間の交流を進める。

市立病院公開講座・健康相談・出前講座

地域と向き合う施策展開の一環として、公民協働によるＰＦＩ事業者のノウハウを活用しながら実施している市立病院公開講座とともに、看護師・薬剤
師等が気軽に相談に応じる健康相談を継続実施する。また、院内の医療職員やＰＦＩ事業者の協力により、地域団体・医療介護団体・学校保育を含む
行政機関等が主催する講座に講師を派遣する出前講座について継続して実施する。（特に、地域包括ケアセンター等の機関との関係を強化しながら
実施する。）
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

管路耐震化率 ％ 19.2 22.6 26.8

ポンプ所施設耐震化率 ％ 49.8 74.9 74.9

配水池耐震施設率 ％ 46.5 46.5                 70.2

48

水道ビジョンを推進し、健全経営を持続しながら、水道施設・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としての中長期経営計画に基づき、改善改革が進ん
でいる状況をめざします。
　また、お客さまの問い合わせへの迅速化、業務の効率化、お客さまの需要の的確な把握、事務処理
の効率化、水道情報の発信などの取り組みが進んでいる状況をめざします。

　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目指します。

部局における当該年度の施策展開の方針

（１）災害や危機管理に強い安全な水道（強靭）、
　　①水道施設のダウンサイジングを図りながら施設耐震化事業を計画的に進めます。
　　②中期経営計画を踏まえ、配水管整備事業に基づき、老朽化した水道管の更新や耐震化に計画的に取り組みます。
　　③災害時においても生命維持に必要な水を絶やさないよう、市民との協働により、多様な方策で飲料水確保に取り組みます。
（２）信頼性の高い安心な水道（安全）
　　①施設の管理や更新を適切に実施するとともに、外部検査機関などとも連携し充実した水質管理態勢を維持し、水質基準を満足する水道水の供給に努めます。
　　②水道水の安全性について、市民の理解と信頼を得るために、地域に向けて,積極的に情報発信を行います。
（３）健全経営を保ち続ける水道（持続）
　　①水需要に見合った適正な施設規模と水道料金の設定により、安定した事業経営が継続できるように、アセットマネジメント等を活用し、経営計画の進行管理を定期的に行い、ＰＤＣＡサイクルを徹底します。
　　②市民への水道供給が将来に向けても安定的に実施できるよう、府域一水道（広域化）をめざし、大阪広域水道企業団の運営に参画するとともに、東部地域の水道事業体との連携強化に努めます。
　　③下水道との連携により、お客さまサービスの充実、事務事業の効率化を進めます。
（４）多様な人材と柔軟な組織が支える水道（持続）
　　①「挑戦する意識・姿勢」を持った人材の育成・確保により、すべての職員の英知を結集し、厳しい事業環境の下で、危機管理や健全経営を担える、組織体制を構築します。
（５）地球環境に優しい水道（持続）
　　①環境に配慮し、効率的効果的な視点も持った、省エネ対策の一層の推進と再生可能エネルギー活用の取り組みを進めます。
（６）お客さまとともに歩む水道（持続）
　　①全ての取組みにおいて、お客さまとの「協働」を通した、ニーズの把握に努めます。
　　②協働の前提となる「情報発信」を積極的に行い、水道事業に関する様々な情報をわかりやすく伝えます。

施策実現のための部局の基本方針

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、健全経営を持続しつつ、「自然災害や危機事象に強い水道」を確保し、水の安定供給を維持していくことにより、市民生活の安定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こと。

部局の使命

担当施策
指標名

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
施策
No. （単位）

主管上水道の安定供給

部局名 水道局 部局長名 松井　順平
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

48

48

48

48

48

48

48

48

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

48

48

48

取り組み内容

1,013,000
水道事業の健全な経営を維持しつつ、地震等の災害時においても安全な水を安定して供給できるよう、水道施設の耐震化に取り組む。
・高安受水場送水ポンプ棟更新工事

事業名・項目名 予算額（千円）

水道ビジョンを推進し、健全経営を持続しながら、水道施設・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
略としての中期経営計画に基づき、改善改革が進んでる状況をめざします。

将来にわたり安全安心な水道サービスを行うため、水道事業の経営情報について公開を進め、持続可能な水道事業経営について市民の理解を得る
よう努める。このため公営企業会計の仕組みといった専門的な内容についても分かりやすくお知らせする工夫を行う。
　また、防災訓練や啓発行事、地域単位を対象とした取組みにも市民等の参加協力を求めるなど協働による取組みを図る。

取り組み内容

災害時においても安全な水を安定的に供給できるように、水道庁舎の機能更新（耐震化）や中央監視室の更新も併せて事業を推進し、健全な経営を
維持しながら安定的な水道事業に取り組む。
・庁舎機能更新（耐震化等）事業

これまで汎用機で行ってきた水道料金システムについて、債権管理の適正化を図るとともに効率的な業務処理をめざしたオープン化によるシステム開
発を引き続き行う。特に業務処理の自動化やデータの利活用を促進できるシステムの構築をめざす。

全地域

全地域

広聴・広報事業

関連地域

－

2,174

水道施設耐震化事業

水道局庁舎建設事業 1,032,000

配水管整備事業 662,000

水道ビジョン推進事業

水道出前講座事業

緊急時給水拠点確保事業

給水工事審査及び料金収納等総合業務

「災害や危機管理に強い安全な水道」の基本方針に基づき、災害時における飲用水の確保を目的に、避難所となる小中学校等に耐震性緊急貯水槽
を設置する。
・耐震性緊急貯水槽1箇所設置（志紀小学校）

・南木の本防災公園をはじめ、亀井・美園小学校、太田第一公園、上之島小学校に設置した耐震性緊急貯水槽（平成28年度当初で５箇所）を中心に、
他部局とも連携しながら災害時における給水活動を実地体験をすることでより充実した防災訓練を進めていく。

・南木の本防災体育館・公園施設を活用して防災意識の向上を目的に見学会を実施するとともに、八尾河内音頭まつりや地域フェスタＩＮ亀井小学校
区等のイベントに出向いて水道ＰＲ、応急給水訓練等を積極的に実施していく。

老朽管の更新及び鉛製給水管の解消、管路の耐震化を図るため、第７次配水管整備事業を実施する。またその継続事業として第８次配水管整備事
業を年次計画に基づき実施する。

全地域

有収率向上及び漏水事故による二次災害を防止するため、引き続き市内全域を対象に漏水調査を実施する。
・調査対象は八尾市給水区域全域の漏水発生率の高い老朽管並びに老朽給水管を対象に実施する。

・学童期から水道について学び、理解し、関心を高めていただくことを目的として小学校への出前講座を実施する。総合学習における水道についての
学習に合わせ、５月中旬～７月末の期間に小学４年生を対象に行う。
・また、広くお客さまに水道事業について理解を深めていただくため、希望を募り一般の方（自治会・高齢クラブ・子ども会・ＰＴＡなど）を対象とした水道
出前講座を実施する。

各種イベント参加事業

事業名・項目名

0
(平成27年度～34年度債務負担230,748)

防災訓練事業

111,000

漏水防止対策事業 22,950
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

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 － － － － －

平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

21

24

24

24

24

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

24

事業名・項目名

　学校規模等の適正化に向け、フロンティア校としての高安中学校区における施設一体型小・中学校整備事業(第二期)を進めます。また、桂小学校の小
規模対策についても、地域の理解を深めつつ、具体的な教育内容や施設整備を含む環境整備についての構想づくりを進めていきます。
　一方、亀井小学校における、大規模校への対策としては、増築事業を進めるとともに、校区についても地域と連携して解決に向けた検討を進めます。

小・中学校適正規模等推進事業

部局名 教育総務部 部局長名 吉川　慎一郎

　公立中学校11校の普通教室のエアコン設置に向けた実施設計を行います。
　亀井小学校の児童増への対応として、校舎増築を行います。

564

44,574

取り組み内容

　すべての児童・生徒が安全に、安心して等しく学ぶことができる教育環境の実現のため、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みます。
　また、学校園運営における安全対策の向上に向けた検討を行うとともに、公立中学校の普通教室エアコ
ン設置に向けた実施設計を行います。

　適材適所な人事配置、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します。

576,744

取り組み内容

・「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できるよう、望ましい集団活動が日常的に実践でき、質の高い教育・保育環境の確保を図るた
め、認定こども園の整備に向けた市立幼稚園の再編を進めます。
・教育機会の均等と教育水準の維持向上を図る観点から、学校規模の適正化を推進するとともに、安全で良好な教育環境を計画的に提供するため、学校園内外での安全対策と施設・設備の維持・充実を計画的に進め
るとともに、公共施設マネジメントと連携しつつ学校園施設整備計画の策定を目指します。

施策実現のための部局の基本方針

・「八尾市教育大綱」の８つの方針、及び「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ります。

部局の使命

事業名・項目名

・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た取組みを行います。
・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ます。
・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」の活用を進めるとともに、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りま
す。

　学校園安全対策のあり方について、安全に学校を運営していくための各校の実情を踏まえた検討を行い、ハード面とソフト面の両面を踏まえた対策を行
います。

予算額（千円）

 良好な教育環境を整備するため、学校現場・関係部局と調整しつつ、総合的、計画的に学校園施設整備に取り組むため、公共施設マネジメントと連携し
つつ学校園施設整備計画の検討を進めます。

　学校規模等適正化に関し、小規模校対策として、フロンティア校としての高安中学校区における施設一体型小・中学校整備事業(第二期)を進めます。
また、桂小学校の小規模対策についても、地域の理解を深めつつ、具体的な教育内容や施設整備を含む環境整備についての構想づくりの検討を進めて
いきます。

学校施設管理運営業務（特別支援・幼・
小・中）

高安中学校区
桂小学校区
亀井小学校区

学校園安全対策推進事業

幼保連携・一体化の推進（教育）

小・中学校適正規模等推進事業

学校園整備計画推進事業

1,463,906

0

関連地域

施策
No.

担当施策
（単位）指標名

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

　「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、整備に向けた具体的な取り組みを進めるとともに、移行にあたって様々な課題解決に向けて取
り組み、保護者不安の解消に最大限取り組みます。
　また、幼保連携・一体化の推進を図るため、就学前施設と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ます。
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

25 八尾の魅力発見と発信 ● 関連 － － － － －

27
歴史資産などの保全と活
用

主管
文化財の保全・活用に関する市
民ボランティアの登録者数

人 16 21 33

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 7.3 9.9 11.6

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

％ 30.9 35.5 45

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するとともに、後世に
自分たちのまちの誇りを伝えていく。

部局名 教育総務部（生涯学習担当部長） 部局長名 田中　淳二

・多くの市民が生涯にわたって学習活動ができる環境整備を進めるべく、現代的課題に関する講座の充実など市民ニーズ・時代のニーズに即した生涯学習の施策を展開するとともに、多くの市民がスポーツ活動に参
加できるよう環境整備を進める。

・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山本、志紀、龍華図書館の４館体制で図書館サービスの向上に向け、図書館ボランティアとの協働を図りながら取り組む。また、学校図書館のさら
なる充実に向けた支援の強化を図る。

・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したうえで、高安山麓の豊かな歴史資産を次世代に継承するとともに、八尾の魅力として発信する。

施策実現のための部局の基本方針

・市民の誰もが生涯にわたって学ぶことができ、その成果が社会に還元できる仕組みづくりを進めるとともに、身近な地域で「いつでも」「どこでも」「いつまでも」気軽にスポーツやレクリエーションに親しむことができる
環境づくりを進める。

・市立図書館については、情報拠点（知の拠点）をめざし、市民の学びたい意欲を充たし、心豊かに生活できるよう、また、すべての市民が利用しやすい施設となるよう充実を図る。

・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。

部局の使命

施策
No.

担当施策
（単位）指標名

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

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の『新版八尾市史』の刊行にむけ、文書、
美術、民俗等の調査を進める。

市民の学習機会の確保のため、生涯学習振興施策推進の拠点施設である生涯学習センターの改修に
取り組むとともに、健康増進等に関する機能について近隣同様施設の実態や市民ニーズを踏まえて新
たな事業展開を進める。
また、地域が主体となり取り組む学習活動の支援の充実を図る。
さらに、市内図書館４館体制において、民間ノウハウを活かした図書館サービスとこれまでの直営図書
館との相乗効果を維持発展させながら、さらなる生涯学習活動の支援の強化を進めるとともに、学校図
書館との連携、支援の強化を図る。

市民のスポーツ機会・活動の充実に向けて、各種大会・教室などを実施する。
市民のスポーツを楽しめる施設の充実を図るため、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。
また、地域おけるスポーツ活動を支援するため、「まちのなかの達人」の講師紹介の手法を見直す。
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平成28年度における部局の重点的な取り組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

27

27

28

28

28

②地域と向き合う施策展開に係る取り組み

施策No.

27

28

28

事業名・項目名

国史跡となった高安千塚古墳群の適切な管理を図るために地域と情報交換を進めるとともに、古墳群への地域の理解を深めるため、古墳群の現地
見学会やボランティアによる保全活動等を行う。

地区市民スポーツ祭 各地区において自主運営・創意工夫のもとで、世代・性別・年齢に関わらず参加できるスポーツ祭の開催を支援する。

生涯学習推進事業

全中学校区 生涯学習の推進

各地域で行われている生涯学習活動を引き続き支援するとともに、特に、地域が主体となって行う「地域の人材育成」に資する活動への支援が図られ
るよう、地区生涯学習推進事業をはじめ家庭教育学級事業等の既存事業の再構築を図る。

1,007

0

取り組み内容

21,140

34,081

高安千塚古墳群保存活用事業

各地域において、社会的要請の高い現代的課題や地域課題に関する講座を実施する。

民間ノウハウ（利用サービス向上の工夫、本により親しみを持っていただくためのイベント開催、本が苦手な人にも読む楽しみを伝える講演開催など）
を活かすとともに、直営図書館がこれまで積み重ねた様々な事業実績のノウハウを相互に共有・支援・連携し、相乗効果を維持発展することで、市民
の読書意欲の向上を進める。

恩智川治水緑地（２期工区）については、本年度において本市と大阪府との間で、維持管理に係る協定を着実に締結する。今後、平常時利用としての
スポーツ施設の整備に着手するべく、庁内関係課との連携のもと大阪府と協議を進める。

高安千塚古墳群保存活用事業

市史編纂事業
市民と協働で本市の文化、歴史、風俗、慣習等の記録作成や調査研究を進め、『新版八尾市史　資料編』の刊行準備を進める。また、調査成果を市
民に還元するため、現地報告会等を開催する。

高安千塚古墳群の適切な管理と活用を図るため、保存活用計画の策定を進めるとともに、郷土の歴史や文化財への愛着を高めることができるよう、
古墳群の現地見学会やボランティアの育成を行う。

高安中学校区

全中学校区

体育施設整備事業

図書館管理運営事業

関連地域

3,655

事業名・項目名 取り組み内容予算額（千円）
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平成28年度 部局マネジメント目標シート　【当初ビジョン】

現状値 計画値 めざす値

H26 H28 H32

21 幼児教育の充実 ● 主管
幼児教育の実践について満足し
ている保護者の割合

％ 97.3 98 100

23
知徳体のバランスのとれ
た小中学生の育成

● 主管

①今住んでる地域の行事に参加
している児童・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

①％

②％

①43.8

②82.25

①48

②85

①60

②90

24 教育機会の均等 ● 主管

①スクールソーシャルワーカー
の活動件数

②日本語指導などの派遣時間
数

①件

②時間

①48

②9,421

 ①50

②10,300

 ①64

②12,000

靍原　隆司　部局名 学校教育部 部局長名

・「学力向上プラン」をもとに中学校区単位で授業改善や校種間連携を進め、確かな学力を育成する。
・郷土を愛する心を育てる道徳教材の研究など、豊かな心の育成とともに、命を育む教育推進事業を中
心とした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。
・健やかな体の育成をめざし、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
取組むとともに、食育について関係部局と連携した取組みを推進する。
・「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。
・学校を取り巻く課題に対応するために、自ら学び自らを律する教職員の育成をめざし、研修の充実を図
る。

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。すべての幼児の健やかな育ちを保障するため、中学校区を単位とした幼児教
育と小学校教育の円滑な接続を強化する。

・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、支援学級の適正配置等の環境整
備とともに、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。
・外国人児童・生徒が在籍する学校へ日本語指導補助員を派遣する。

教育振興計画に基づき幼児教育の充実、学校教育の充実、教育機会の保障の実現のため、学力向上や道徳教育、安全教育の充実等を部局の基本方針とする。
○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、研修を充実させ、小中一貫教育を中心に就学前から義務教育終了までの連携を強化する。
○教育コミュニティを構築するため、学校・家庭・地域の連携を強化するため、あいさつ運動や清掃活動等の特色ある学校づくりを支援する。
○道徳教育や人権教育を通して、規範意識やマナーをはじめ、自他の人権を尊重する意識と態度を育成するとともに、安全教育や防災教育を充実させ自他の命を大切にする児童・生徒の育成に努める。
○「八尾市いじめ防止基本方針」を踏まえ、未然防止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、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り、支援が必要な児童・生徒の教育充実のため、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し、教育を充実させる。
○安全で安心な学校給食を提供する中、学校の教育活動の中で食育を進める。
○中核市移行に向けて、教職員研修の準備体制を構築する。
○就学援助や奨学金制度等を継続して実施し、教育機会の保障を図る。

施策実現のための部局の基本方針

八尾市教育振興計画の基本理念である「人権と共生の２１世紀を担う人間の育成」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。

部局の使命

（単位）
部局における当該年度の施策展開の方針

指標名
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
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平成28年度における部局の重点的な取組み内容

①市政運営方針、実施計画ほか

施策No.

21

23

23

23

23

24

23

23

24

23

②地域と向き合う施策展開に係る取組み

施策No.

23

23

子どもが輝く学校園づくり総合支援事業等

学校園における教育活動

関連地域

市内全学校園

今年度から全中学校において実施した選択制による中学校給食の検証を行う。また、中学校給食がこれまでの家庭弁当の良さを生かしながらも、成長
期の生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を身につける機会となるよう研究を進める。

特色ある学校園づくりの一環として、防災教育をはじめとした安全教育や道徳教育など、保護者や地域関係者とともに教育力向上に向けた取組みを積
極的に推進する。とりわけ、あいさつ運動を学校園から地域に広げるよう啓発活動等を推進する。

2,195

取組み内容事業名・項目名

98,909

子どもが抱える諸課題に対し、小学校へＳＳＷを配置するとともに学校園の要請に応じてＳＳＷを活用してケース会議および教職員研修を開催し、福祉
的な視点や関係諸機関との連携を取り入れながら、課題解決に向けた支援体制づくりの充実をめざす。

道徳教育や人権教育をはじめとした心の教育において、各学校園が中心となり人生経験が豊かな地域関係者や保護者を積極的に学校に招聘し、子
どもたちとの出会いの機会を設け、地域と学校、また地域の人と子どもの関係づくりを進める。

2,145
「自他の命を大切にし、自らの命を守り、他人の命も守ることのできる幼児・児童・生徒の育成」を図るため研究学校園を委嘱し、その支援を行う。また、
その取組みを広めることにより、市内全学校園の命を育む教育の充実を図る。

本市の子どもたちの「生きる力」のもととなる、健やかな体の育成をめざすため、「体力向上プラン」の作成を試行的に実施する。また、児童の基本的生
活習慣の確立を図るため、歯磨き指導を全校で実施するなど、家庭への健康教育の啓発に努める。

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、認定こども園化を踏まえて保幼小の合同研修会等の継続的な指導や支援を行い、
すべての幼児の健やかな育ちを保障するため、中学校区を単位とした幼児教育と小学校教育の円滑な接続を強化する。

事業名・項目名

 幼稚園教育の指導事務

英語教育推進事業 101,297
中学校での英語教育の充実のためにネイティブスピーカーを配置するとともに、小学校において児童が外国語に触れたり、外国の生活や文化などに
慣れ親しんだりするなど、国際社会を生きる基礎となる英語教育を推進する。また、児童・生徒にアンケートを実施することで事業効果を測定し、より効
果的な運用となるよう事業を再構築する。

高安小・中学校（フロンティアスクール）の取組みをもとに、中学校区単位での授業改善や校種間連携を進め、小中学校９年間の「学びと育ち」の連続
性を重視した教育の研究を進める。また、中学校における学力向上推進の取組みとしてトライスクールの事業成果を市内の学校に発信する。

12,228

市内全学校園

中学校給食管理運営業務

帰国・外国人児童生徒受入支援事業 21,228
日本語指導を必要とする幼児・児童・生徒の学習支援や適応指導の充実、保護者とのコミュニケーションの円滑化を図るために日本語指導補助員を派
遣する。特に、少数在籍校における受け入れ体制の充実、中学校における進路指導を視野に入れた日本語指導の充実に努める。また、在日外国人幼
児・児童・生徒のアイデンティティの確立をめざした取組みや集団の中で子どもたちが互いの立場を認め高め合える取組みの充実を図る。

ＳＳＷ活用事業

いじめ問題対策事業

予算額（千円）

学力向上推進事業

取組み内容

2,337

683
八尾市いじめ防止基本方針に則り、学校園におけるいじめの未然防止の取組みの充実、いじめ事象発生時の早期発見と適切で迅速な対応が組織的
に行える体制づくりについて支援、指導助言を行う。また、市長部局との連携のもと、市民への啓発をはじめ、効果的な取組みの推進を図る。

命を育む教育推進事業

子どもの健康・体力づくり推進事業

22,880
学習指導要領の趣旨を踏まえ、学校園長がリーダー性を一層発揮し、保護者や地域から信頼される学校となるよう、今日的な教育課題の解決と学校
の活性化をめざし、児童・生徒や地域の実態に応じ安全・安心を柱とした特色ある学校づくりの取組みを推進する。

750

 子どもが輝く学校園づくり総合支援事業
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