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令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

危機管理課

部局長名

石田 隆春

部局の使命

・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り組みを推進し、「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。

主管
施策

施策名

重点
関連

2

1

4

安心を高める防災力の強
化

安全なまちをつくる防犯の
取り組み

緊急事態への対応力の強
化

●

主管

主管

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

「地域とともに歩む減災」をテーマとして、行政と市民・地域、「公助」と「自助」・「共助」のそれ
ぞれの力を合わせながら、「災害に強いまちづくり(ハード)」と「災害に強いひとづくり(ソフト)」 自主防災組
織の組織率
に取り組み、地域の防災力、・減災力を高める。

第２次やお防犯計画に基づき、地域、関係団体、警察、大阪府等と連携を強化しながら、
ハード面での防犯に配慮した環境づくりの推進と、防犯意識を高める啓発活動や地域防犯 街頭犯罪認
知件数
活動の推進といったソフト面での取り組みを両面から推進する。

緊急事態に
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、市民及び職員の危 対して備え
機意識の向上を図る。
をしている
市民の割合

1

％

件

％

86.4

1,618

34.5

96

2,000

47

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

87

地域に対して結成を促し、小学校区単位での再結成
が１団体あったが、目標値の達成に至らなかった。次
年度以降も今年度更新した「やお防災マップ」の啓発
100
も含め、小学校区単位での「地区防災計画」策定に
取り組み、組織の結成・拡大化を含めた事業展開を
進め、防災力・減災力の向上を図る。

1,050

防犯カメラ8台の設置やひったくり防止カバーの取付
け等の各種啓発を実施し、令和元年度の目標値、令
和2年度のめざす値ともに達成できた。
1,950 依然として多発する特殊詐欺や、子ども・女性に対す
る犯罪等による被害を未然に防ぐため、地域等ととも
に防犯カメラの設置や防犯啓発を行っていく。

37.3

八尾市の体制強化のため、各課にて危機管理対応
マニュアルの整備を実施し、市民に対してはイベント
時に啓発チラシを配布し、危機意識の向上を図った
結果、平成29年度実績値は上回ったが、目標値を達
成することは出来なかった。今後も、緊急事態発生時
に被害が最小限となるよう、引き続き各課にてマニュ
50 アルの整備を実施するとともに、市民に対しての啓発
を高められるようにチラシ配布の機会を増やしてい
く。また、大規模災害時に市の行政機能だけでは対
応できない事態に対して、他の自治体や機関など多
方面からの支援を最大限活かすために、支援を要す
る業務や受入れ体制などを事前にかつ具体的に定
めるため、八尾市災害受援・応援計画を策定した。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

政策企画部

部局長名

吉川 貴代

部局の使命

・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。

主管
施策

施策名

重点
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
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。
部局マネジメント戦略及び経営戦略会議等を活用し
た行政経営手法により、部局横断的な庁内議論を展
開し、平成31年４月の統一地方選挙後に、「第９実施
計画」を確定させ、また、令和２年度内容を取りまとめ
た「第10期実施計画書」を令和元年度３月に策定し
た。
第６次総合計画の策定については、総合計画審議
会において３部会制を取り、各部会において各種新
施策の検討等の議論を縷々展開し、令和２年２月～
３月にかけて市民意見提出制度（パブリックコメント）
を実施した。

57 計画行政の推進

59 行財政改革の推進

●

●

主管

主管

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、「選択と集中」を図り
ながら「八尾市第５次総合計画」を推進し、また、「八尾市人口ビジョン・総合戦略」に沿っ
て、住み続けたい、住んでみたいまちにつなげる取り組みを進める。
とりわけ、第６次総合計画の令和３年度（2021年度）のスタートに向け、八尾市総合計画審
議会での議論を踏まえ、市民とともに新計画の策定を進めるとともに、新たな地方版総合戦
略の策定に向け国及び府の動きと歩調を合わせながら取り組みを進める。
また、本市の定住魅力の更なる向上を進めるため、若い世代を中心とした市民等との連
携・協力による取り組みや仕組みづくりに取り組むことで、企業や大学等との連携をより一
層強化し、若い世代に選ばれるまちづくりに向けた官学民連携の取り組みを進める。
さらに、今後予測される人口構成などの社会情勢や財政環境の変化を見据え、持続可能
な行政運営を進めるために公共施設マネジメントを着実に推進していく。

市民サービスの向上に資する新たな事業の推進と持続可能な行財政運営の両立を実現す
るため、市民の目線と感覚から行財政改革を進める新たな計画を策定し、更なる事業の選
択と集中及び財源の確保の取り組みを推進していく。また、限られた人員で高まる行政需要
に対応するため、RPA導入に向けた実証実験を行う。
また、市民サービスの向上に効率的・効果的なICTの導入及び活用を進めるとともに、適正
な調達、情報資産管理、人材育成、セキュリティの向上等を推進する。さらにマイナンバー
の利活用等については国の動向を注視し方向が示され次第、システム対応等、適切かつ着
実に対応する。

2

八尾市の取
り組みに満
足している
市民の割合

本市の取り
組みが改善
されていると
思う市民の
割合

%

%

53

24.1

72

29

56.2

23.5

八尾市総合戦略の推進については、八尾市総合計
画審議会総合戦略部会において、総合戦略に位置
付けられた各種取り組みについての意見をいただく
75
などし、地方創生の趣旨を踏まえた事業推進を行うと
ともに、次期総合戦略については年度後半に公表さ
れる国・府の第２期戦略を勘案しつつ策定する必要
がある為、目標値等の年限を１年間延長し、令和２年
度末までの延長を行うこととし、新たな数値を設定し
た。また、次年度の第２期戦略の本格策定に向け、
若年世代を対象とするアンケート調査を史上初めて
WEBリサーチを活用した手法に実施した。
また、公共施設マネジメントについては、施設を長
期的に維持保全していくために各施設担当職員向け
の研修や施設訪問を実施し、日常点検の方法と重要
性を啓発した。また、国から要請されている「個別施
設計画」を策定するため、施設の保全に関する基本
的な考え方を改めて整理し、「八尾市公共施設マネジ
メント実施計画」の改訂をするためにパブリックコメン
トを実施した。
令和元年11月に「改革と成長の好循環」の実現をめ
ざし、新たな行財政改革にかかる計画として、「新や
お改革プラン」を策定した。同時に、同プランに基づく
具体的な取り組み内容をまとめた「新やお改革プラン
実行計画」を策定し、さらなる行財政改革に向けた取
り組みを進めることとし、プランに掲げている職員の
マンパワーの創出の一環として、新たな技術である
RPAの導入に向けた実証実験を行った。
30
また、平成29年11月より本格運用が開始されたマイ
ナンバー制度における情報連携について、システム
面での継続的な対応を着実に行うとともに、業務シス
テムについて更新時にクラウド移行を進めた。今後も
さらなる市民サービスの向上に向け、効率的・効果的
なICTの導入及び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。

主管
施策

施策名

重点
関連

56 女性活躍の推進

58 広域行政の推進

魅力ある都市核などの充
38 実

●

●

関連

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
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

男女共同参
「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」に基づき、女性も男性も、
画が実現し
すべての人が輝きながら暮らせるまちの実現をめざし、各施策を推進する。
ていると思
とりわけ、女性が生涯に渡り活躍できるよう支援していく。次年度ははつらつプランの見直し
う市民の割
に向けた取り組みを進める。
合

基礎自治体と広域自治体の役割分担を含め、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の連携強化を図り、広域の視点に立った市民サービ
スの向上策についての検討を進める。さらに、様々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 近隣都市と
の事務の共
ついて検討を進める。
とりわけ、近隣自治体との連携については、中河内３市の枠組みでの新たな連携強化の 同処理件数
可能性検討を進めるほか、大阪府や大阪市とのインバウンドを含む観光分野、ICTの分野
での連携の具体化等、広域の視点に立った市民サービスの向上策に繋げる。

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、新都市核である地下鉄八尾南
駅周辺にふさわしい魅力ある都市環境の誘導を図る。

3

-

％

33.7

件

-

34

42

-

40

-

-

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

38.1

「仕事で輝く・地域で輝く・生涯輝く」の視点で女性活
躍を推進する取り組みを実施した。
仕事で輝く女性を応援するため、起業・出店に必要
な知識や心構えを学び、交流する事業を実施すると
ともに、既に起業している女性とこれから起業したい
女性をマッチングし、インターンシップを実施すること
で、想いを具体化し、実現につなげる契機とした。
地域で活躍する女性を中心とした交流会において、
前年度の「みんなにやさしい避難所運営」の取り組み
を拡大実施することで、男女共同参画の視点を取り
入れた防災・復興体制の確立につなげるとともに、女
35
性リーダーの育成を図った。
さらに、誰もが生涯かがやくことのできる社会の実
現に向けた取り組みとして、中学生・高校生を対象と
した、男女共同参画の視点から将来を思い描くワー
クショップを実施するとともに、取り組みの成果をまと
めたリーフレットを作成した。
あわせて、男女共同参画センター「すみれ」におい
て、各種講座の実施や情報発信、参加者のネット
ワーク形成を促進する取り組みを行った。
また、次年度のはつらつプランの見直しに向けて、
男女共同参画についての市民意識調査を実施した。

42

大阪府下の中・南河内ブロック会議に出席し、AI・
RPAの導入、地方版総合戦略の改定といった自治体
共通の課題のほか、物品等の共同調達について可
能性のある物品分類等についての各市の見解につ
いての意見交換を行った。
また、中核市市長会において、デジタルガバメント
40 実現に向けた検討プロジェクトへの参加、国への提
言・要望といった活動を同規模の自治体とともに実施
した。
その他、大阪府下の中核市間による大阪府・中核
市連絡会議に参加し、府と中核市の協力関係を強化
するとともに、中核市に係る諸課題等について意見・
情報交換を行った。

-

まちづくりに資する活用がなされるよう、基盤整備
の担保手法や、都市計画的な観点も踏まえ、国と意
見の統一的な見解がなされるよう、都市政策課連携
のもと国等との協議をすすめた。
次年度も引き続き、国をはじめとする関係者間に
て、協議を行っていく。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

総務部

部局長名

小田 泰造

部局の使命
・庁舎の機能更新を計画的に進め、庁舎利用における安全性・利便性を向上させる。
・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、効果的な市政情報等の発信・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。
・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。

主管
施策

施策名

重点
関連

行政情報の提供と個人情
60 報保護

2

安心を高める防災力の強
化

●

●

健全かつ公正な行財政運
63
営

55

市民の社会貢献活動の促
進

●

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
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

・本市への関心・好感度をより一層高めるため、市内外に向けて、各部局と連携して市の施
策や魅力ある資源情報を積極的に発信し、市のＰＲに取り組むとともに、庁内の情報発信
力強化を図っていく。市のPRイメージコンセプト等を決定し、多様な広報媒体を活用したPR
を行う。

・庁舎の機能更新を計画的に進め、庁舎利用における安全性・利便性を向上させる。

市ホーム
ページの公
開コンテン
ツ数

―

件

―

関連

・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、
一般競争
研修の充実等を図る。
入札の実施
・適正な入札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
率
なる入札・契約事務の改善と情報の共有化に努める。

％

関連

・地方自治振興に寄与するなど、市政の発展に功績のあった市民等に対し文化の日に表彰
を行う。

―

4

―

7,344

―

6,300

―

92.6

―

8,550

―

88

―

・「ちょうどええやん八尾」をコンセプトとするPRポス
ターや地域資源を紹介する小冊子について、個人や
事業者などの協力のもと、市内外に掲示・配架した。
市内各所に掲示したPRポスターの活用として、市外
居住者も参加できるスタンプラリーを実施した。さら
に、八尾の知名度が向上するよう、魅力大使の協力
6,500 を受けたＰＲ動画を制作し、市内商業施設で上映する
とともにYouTubeで公開した。また、庁内の情報発信
力強化として、広報アドバイザーによる研修を実施し
た。
・今後についても、アドバイザーの助言を得ながら、こ
れまで制作した動画等を活用した効果的なＰＲ活動
を進める。

―

・中長期修繕計画に基づき、老朽化に伴う雨漏り等
の対応として、本館屋上の防水改修工事を実施する
とともに、故障や不具合のある個別空調の更新を行
い、本庁舎の安全性・利便性の向上を図った。
・職員の法務能力の向上に資する研修として、政策
法務主任及び係長級職員を対象に政策法務研修及
び個別法研修（民法研修）を実施した。また、職員全
体の法務能力の向上をめざして政策法務ニュースを
発行し、その中で研修受講者がその所属において研
85 修内容の共有化を図るよう周知を行った。
・適正な入札・契約事務の執行と効率化を図るため、
条件付一般競争入札（電子入札）を実施した。また、
契約事務研修会を継続して開催するとともに、契約
事務マニュアル等を共通ライブラリへ公開し入札・契
約事務の改善と情報共有をすすめた。

93.3

―

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

―

・市政の発展に功績のあった市民等に対し、文化の
日に表彰を行った。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

総務部（人事担当部長）

部局長名

太尾 利治

部局の使命

職員がやりがいややる気を感じながら、市民のために全力で業務にあたることのできる仕組みづくりを進めるとともに、必要な人材の確保に努め、市民に信頼され行動する職員を育成する。また、民間の給与ベースに準拠した国家公務員の給与制度等を基本とした職員の勤務条
件の適正化を行うことにより、組織活力の向上並びに労使関係の安定を通じて行政の効率的、安定的な運営を図る。

主管
施策

施策名

重点
関連

61

人材の活用と組織の活性
化

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

市役所の各
窓口や電話
・スリムで効率的な行政経営のために、適正な職員配置を行い、働き方改革を進める仕組 での職員の
みづくりに取り組む。
説明が分か
・市民の目線・感覚からの新たな行政課題に対して解決できる力を備えた人材を確保する りやすかっ
ため職員採用及び職員研修の中で取り組みを進める。
たと思う市
・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 民の割合
づき、人事評価を実施するとともに、やりがいとやる気を感じることのできる制度へと見直し
を行う。
・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。また、令和２年
度から施行される会計年度任用職員に係る制度を構築する。
八尾市職員
・職場環境の整備のため、職員の健康管理を充実する。
・女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく八尾市特定事業主行動計画の の管理監督
推進をはかり、男女ともに職業生活において一人ひとりのパフォーマンスを高めることので 職全体に占
める女性の
きる環境づくりに努める。
割合

5

％

52.1

64.0

52.2

％

35.4

39.0

35.7

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

・働き方改革の一環として、年休５日以上取得の促進
及び超勤縮減の取り組みを進めた。
・人物重視による人材確保を進めていくため、採用試
験において、全員面接を実施し多様な人材の確保に
65.0 努めた。また、管理職のマネジメント能力の強化を図
り、職員がやりがいとやる気を感じることができる風
通しのよい組織をめざすため、新たな管理職研修を
実施した。
・見直しを進めてきた人事評価については、さらにや
りがいややる気を感じることのできる制度へと見直し
をはかるため、人事給与制度調査審議会において検
証を行う。
・国家公務員の給与改定に準じた職員の給与改定を
40.0 実施し、勤務労働条件の適正化を行った。今後は、
職員の人事給与制度のあり方について検討を行う。
・会計年度任用職員制度については、関係課や労働
組合等と協議し、制度を構築した。今後は、適正な制
度運用に努める。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

財政部

部局長名

松岡 浩之

部局の使命

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

主管
施策

施策名

重点
関連

63

健全かつ公正な行財政運
営

主管

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

指標名

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）
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
R1
H29
R2

経常収支比
率

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る。

6

％

100.8

95

100.4

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

多様化する行政需要に対応し、持続可能な行財政運営を
進めるため、新やお改革プランに基づくさらなる行財政改
革を推進することにより、未来への投資を可能とする「改
革と成長の好循環」の実現をめざし、令和2年度予算編成
では、事務事業のスリム化、選択と集中を行うなど、事業
94 費の縮減を行った。
また、歳入確保の取り組みとして、市税の課税客体の把
握、適正かつ公平な賦課・徴収に引き続き取り組み、さら
に、ふるさと納税制度を活用した寄附金の確保として、ガ
バメントクラウドファンディングを実施した。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

人権文化ふれあい部

部局長名

村上 訓義

部局の使命
①芸術文化との関わりの中で、心豊かな暮らしが創造されているまちの実現をめざす。
②国内外の都市との交流を通じて、文化や歴史などを学ぶとともに、人と人がつながり、相互に理解することで広がりある豊かな地域社会が形成されているまちをめざす。
③人権が尊重され、ともに認めあい、幸せに暮らしているまちの実現をめざす。
④誰もが一人ひとりの人権を大切にし、差別されることなく暮らしているまちをめざす。
⑤さまざまな国籍の人たちが個々の文化を尊重し、学びあいながら共生しているまちをめざす。
⑥一人ひとりの市民が、戦争のない、核兵器のない、平和な社会の大切さを認識し、平和な社会の実現に貢献しているまちをめざす。
⑦男女が一人ひとりの人権を尊重しながら、豊かで活力ある社会を築くために協力し、責任を分かちあうとともに、男女が対等な立場であらゆる分野に参画し、ともに個性と能力を発揮しながら自分らしく活躍しているまちの実現をめざす。

主管
施策

施策名

重点
関連

30 芸術文化の振興

29 国際交流と国内交流

一人ひとりの人権が尊重さ
50
れる心豊かなまちづくり

●

主管

主管

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

日常生活に
おいて、音
楽、映画、
平成30年度に開館30周年を迎える文化会館が、本市における芸術文化振興の拠点施設 演劇、美術
などの芸術
として、今後も市民に愛され、市民が誇りに感じる施設であり続けるために、安全面や機能
文化に親し
面に関する改修を進めるとともに、管理運営手法のあり方について見直しを進める。
んで心の豊
かさを感じ
る時がある
市民の割合

2019年にアメリカ合衆国ワシントン州ベルビュー市との姉妹都市提携が50周年を迎えるこ 国際交流に
興味のある
とから、さらなる友好の絆を深めていく取り組みを進める。
市民の割合

人権主担者
「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と共に、「八尾市いじめ防
研修の内容
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。
がよかった
また、令和元年度は５年周期の「人権についての市民意識調査」を実施することから、効果
と思う職員
的に調査を行えるよう、市民等との協働活動を進める。
の割合

7

％

％

％

71.7

50.4

89.5

79.0

64.0

95

69.1

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

「第２次八尾市芸術文化振興プラン」の推進に向け
て、文化会館を拠点とした事業を中心に各種の芸術
文化振興事業を展開した。また、令和３年度の文化
79.0
会館の大規模改修に係る基本設計書を作成するた
め、設計事業者を選定し、安全面や機能面に関する
改修内容の検討を行った。

52.3

国際交流においては、アメリカ合衆国ワシントン州ベ
ルビュー市との姉妹都市提携50周年事業として、親
善訪問団を派遣し、さらなる友好の絆を深めることが
できた。国内交流については、まつりへの相互参加
等を通じて、各都市の魅力発信を推進することができ
65 た。
課題として、国際交流では、行政、国際交流セン
ター、市民団体等の各特性を活かし、効果的に事業
を実施する必要がある。国内交流では、観光協会等
との連携により、八尾の魅力を発信し、交流事業の
効果を高める必要がある。

88.6

人権尊重の社会づくり審議会において、「第２次八尾
市人権教育・啓発プラン」に基づく各取り組みの達成
状況の確認及び目標値設定等について検討を行っ
た。
人権についての市民意識調査を実施し、市民の意識
の変化や現状の課題等の把握に努めた。
次年度は、プランの中間見直し年度であり、各取り組
100 み項目の検討や意識調査から見えた課題の解決に
向けた取り組みを検討し、プランの中間見直しに反映
する必要がある。
いじめ防止の取り組みとして、こどもいじめ相談窓口
（専用ダイヤル）を設置し、いじめ防止啓発カードを作
成・配布した。また、今年度はいじめ事象にかかるい
じめ再調査委員会が計31回開催された。

主管
施策

施策名

重点
関連

51

人権意識の高揚と差別の
ない社会の推進

52 多文化共生の推進

●

●

53 平和意識の向上

56 女性活躍の推進

●

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

主管

障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法が施行される等、個別
人権課題への意識が高まっている中、人権意識の高揚と差別のない社会を推進するため、
市民や地域、事業者などと協働し、人権意識の向上に向けた啓発事業等を進める。
桂・安中両人権コミュニティセンターにおいては、地域共生社会実現の担い手として、生活 人権啓発事
課題を解決するための相談事業等の充実を図り、あわせて地域の拠点施設としてのコミュ 業の新規参
ニティセンター機能の向上を図る中で差別のない社会づくりの推進に努める。
加者の割合
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。

主管

平成25年度（2013年度）に策定した、「多文化共生推進計画」に基づき、外国人市民を含
めた地域の住民が力を合わせて”多文化共生社会”の構築をめざすことで、活力あるまちづ 市役所の通
くりにつなげていく。
訳配置延べ
とりわけ、国の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を受けて外国人相談窓 日数
口を整備し、多文化共生社会の実現に向けた環境づくりを進める。

主管

平和な社会の実現に向け、引き続き、日本非核宣言自治体協議会及び平和首長会議の
一員として、非核・平和に関する啓発に取り組む。
また、終戦から70年以上が経ち、平和の尊さを継承していくことが難しくなる中、市内小中
学校を対象とした長崎原爆被爆者による体験講話をできる限り続けるとともに、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、市民の平和意識
の高揚を図る。

平和な社会
が大切だと
感じている
市民の割合

%

96.7

関連

「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」に基づき、女性も男性も、
すべての人が輝きながら暮らせるまちの実現をめざし、各施策を推進する。
とりわけ、女性が生涯に渡り活躍できるよう支援していく。次年度のはつらつプランの見直し
に向けた取り組みを進める。

男女共同参
画が実現し
ていると思
う市民の割
合

％

33.7

8

％

日

28.2

488

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

27.5

隣保館機能を有する地域拠点として、個々の相談者
の抱える問題点や課題に応じた相談事業を行い、地
域共生社会実現の一翼を担うべく、その充実を図っ
た。また、今後は更に地域住民が抱える生活課題の
把握を行うとともに、人権コミュニティセンターとしてそ
れらの解決に向けて適切に対応していくことが課題で
ある。
40
また、人権啓発推進協議会の協力のもと、地区人権
研修や人権啓発推進委員養成研修の実施、差別解
消３法に係る啓発物品の作成、さらに人権擁護委員
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。
引き続き、差別解消３法の周知・啓発に取り組む必要
がある。

480

国の「外国人受入環境整備交付金」を活用し、令和
元年12月より、外国人相談事業の拡充を行った。
今後、外国人が本市で生活しやすさを感じられるよ
470
う、生活・就労等に関する適切な情報に速やかに到
達できるための情報提供や相談体制の充実を図って
いく。

99.5

97.9

市内小中学校を対象とした長崎原爆被爆者による体
験講話を行い、子どもたちに核兵器の恐ろしさや戦
争の悲惨さを伝えることができた。
100 課題として、長崎原爆被爆者の高齢化により、本人
による講話が難しくなっており、啓発効果は確保しつ
つ、別の形態で事業実施を検討する必要がある。

34

38.1

人権文化ふれあい部においては、ＤＶ相談ダイヤル
35 の運用や、相談員の配置等により、ＤＶ被害者等へ
の相談・支援を実施した。

39

470

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

人権文化ふれあい部（市民ふれあい担当）

部局長名

山原 義則

部局の使命

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、つながりの豊かなコミュニティがあるまちをめざし、地域分権を推進し、
親切丁寧な市役所づくりをすすめる。

主管
施策

施策名

重点
関連

54

地域のまちづくり支援・地
域拠点の充実

市民の社会貢献活動の促
55 進

62 窓口サービス機能の充実

●

●

●

主管

主管

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

校区まちづ
くり協議会
が情報をＷ
ＥＢ発信し
・各校区で策定された「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 ている割合
た地域活動の取り組みを支援する。
・校区まちづくり協議会のあり方検討会議の内容を踏まえ、地域拠点のあり方を含めた現行
制度の見直しに着手する等、市民目線を意識し、地域のまちづくりを進める。
・公立幼稚園・保育所跡地を活用し、未整備校区を中心とした「小学校区集会所」の設置に 第２期「わ
ついて庁内連携を図りながら検討する。
がまち推進
計画」を策
定している
校区の割合

・中間支援を行う八尾市市民活動支援ネットワークセンター「つどい」のコーディネート機能
の充実、強化した中で、市民の社会貢献活動である公益目的の市民活動を促進していくと
ともに、校区まちづくり協議会をはじめとする地域活動団体とテーマ型の市民活動団体とが
連携・協力していくことができるようコーディネートし、具体的な活動の実績づくりに勤める。
市民活動団
・ＮＰＯ法人の認証等事務について円滑な遂行に資するため、八尾市市民活動支援ネット
体と協働し
ワークセンター「つどい」におけるＮＰＯ法人の設立や運営などについての相談機能の充
た事業数
実、強化を継続する。
・市民活動支援基金事業助成金の制度設計の目的に即して、段階的に自立した団体に組
織強化が図れるよう促進していくとともに、地域活動団体をはじめとする多様な主体との連
携を強化していくことができるよう支援する。

・多様な市民生活に幅広く対応するとともに、行政窓口の利便性を一層高めるため、出張所
における証明発行等の業務を速やかに再開し、市民サービスのさらなる向上を図る。
・住民票の写しなどの証明書交付について、窓口交付よりも利便性に優れたマイナンバー
カードを利用した証明書コンビニ交付の更なる利用促進を図るため、マイナンバーカードの
交付申請と併せて、周知・啓発に取り組む。

9

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

％

39.2

60

39.2

％

100

100

100

事業

％

264

52.1

271

64.5

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

60 ・各校区で策定された「わがまち推進計画」に基づく
校区まちづくり交付金を活用した地域活動の取り組
みへの支援を行った。また、平成30年度の「校区まち
づくり協議会のあり方について」の報告書内容を踏ま
え、「校区まちづくり協議会の支援に関する検討会
議」を開催し、まち協のめざす姿の実現に向けた、支
援のあり方について検討を行った。
・小学校区集会所において、未整備校区を中心に、
100 整備に向けた関係課協議、並びに地域との協議を
行った。

271

・八尾市市民活動支援ネットワークセンター「つどい」
の中間支援の一つとして、各出張所と連携を図り、各
校区まちづくり協議会と公益性のある市民活動団体
との連携を推進するべく、出張所の所長及びコミュニ
ティ推進スタッフへのヒアリングを実施した。その中で
280 の提案として、山本校区のまちづくりラウンドテーブル
に参加させてもらい地域で求められているまちづくり
のあり方や、課題の収集を行うことができた。今後は
他の複数の校区で地域の会議や意見交換会に参加
できるよう、校区まちづくり協議会をはじめとする地域
活動団体と関係性を深めていく必要がある。

52.2

・行政窓口の利便性を一層高めるため、令和２年２月
20日より、出張所での証明発行・届出業務を再開し、
市民サービスの向上を図った。
・マイナンバーカードの普及啓発については、他部署
65 とも連携の上、様々な機会を通じて啓発を行った。来
年度についても引き続き、マイナンバーカードを利用
した証明書のコンビニ交付の更なる利用促進を図る
ため、マイナンバーカードの交付申請と併せて、周
知・啓発に取り組む。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

地域福祉部

部局長名

浅原 利信

部局の使命
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、お互いに助けたり、助けられたりする関係や仕組みづくりを行う
ことで、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを進める。

主管
施策

施策名

重点
関連

ともに支え合う地域福祉の
13
しくみづくり

障がいのある人の自立支
16 援

●

●

主管

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

福祉の各分野における関係機関が参画し、地域住民とともに創る 地域共生社会の実現
に向け、福祉分野の上位計画としての「第４次八尾市地域福祉計画」を策定するため、市民
アンケートなどを実施するとともに、庁内関係課による協議を行う。
また、福祉現場等での人材不足に関しては、関係機関等と連携しながら新たな人材の掘
りおこしに取り組むとともに、福祉人材の育成を図り、福祉現場や地域での活躍へとつなげ
ていく。
さらに、地域内の様々な施設等のネットワークを活かし、日頃から地域での関係づくりを進
め、災害時に対応できるよう支援を必要とする人の把握や地域での見守り活動の促進に取
り組む。

地域での福
祉活動が活
発と感じて
いる市民の
割合

「第５期八尾市障がい福祉計画及び第１期八尾市障がい児福祉計画」に基づき、障がい
者等が、地域・行政・関係機関のネットワークの中で必要なサービスや支援を受けながら、
自立して、安心した生活が送れるよう支援する。
特に、障がい者等の高齢化・重度化等を見据えた地域生活支援拠点等の整備や障がい
児支援体制を強化するため、八尾市立障害者総合福祉センターの機能拡充をはじめ、両児
童発達支援センターにおいては、障がい児支援利用計画の策定によりサービス提供体制を
強化し、関係機関との連携により、地域の障がい児支援やその家族への相談支援の充実 訪問系サー
を図る。とりわけ、福祉型児童発達支援センターでは、受入れ枠の拡大、医療型児童発達 ビスの利用
支援センターでは、言語聴覚療法の拡充を図るとともに、必要な改修を行う。
時間
また、障害者差別解消法が施行され３年が経過するなかで、合理的配慮となる多様な意
思疎通手段の確保や権利擁護を図る仕組みづくりの検討等、障がいや障がい者等に対す
るさらなる理解を深める取り組みを進める。
なお、「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
の同意者リストについては、平常時から地域拠点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構築に取り組む。

10

％

時間

31.0

16,258

47.0

19,543

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

29.9

次年度の「第４次八尾市地域福祉計画」の策定に
向け、地域福祉に関する市民アンケート調査を実施
するとともに、全ての職員が共通の認識をもって主体
的に地域福祉を実践していくことを目的として、福祉
部局に留まらず、他の部局職員も対象とする地域福
祉計画研修会を開催した。
また、福祉人材養成事業では、関係機関と連携し
50.0 「福祉のお仕事入門講座」や介護施設の見学を通じ
て、福祉のやりがいや魅力を発信し福祉職場のイ
メージアップを図るなど、福祉人材の掘り起こしに向
けた取り組みを行った。
さらに、災害時要配慮者の避難行動を促進し、避難
行動支援の取り組みの実効性を高めるため、現行の
プランを見直し、改めて「災害時要配慮者支援指針」
として策定した。

19,665

障がい者等の自立支援においては、施策指標であ
る訪問系サービスの利用時間に関して、実績見込値
が目標値を超えており、障がい者等の地域移行を進
めるうえで在宅支援の充実が図られた。
また、本市の地域生活支援拠点等の機能整備や障
がい児支援体制の強化にあたり、八尾市立障害者総
合福祉センターの日中の看護師配置体制を強化し
た。さらに、両児童発達支援センターにて障がい児相
談支援の指定を受け、地域での相談支援体制の強
化を図るとともに、福祉型児童発達支援センターでは
定員増を行い、医療型児童発達支援センターでは言
20,100 語聴覚士の常勤化をはじめ、屋上防水工事の実施
や次年度実施予定の空調改修工事等の設計業務を
実施した。
また、聴覚障がい者等に対するコミュニケーション
支援員の派遣制度を創設し、意思疎通支援の充実を
図るとともに、障がいや障がい者等への理解を深め
るため、広く市民を対象としたシンポジウムを実施し
た。
さらに、災害時要配慮者の避難行動を促進し、避難
行動支援の取り組みの実効性を高めるため、現行の
プランを見直し、改めて「災害時要配慮者支援指針」
として策定した。

主管
施策

施策名

重点
関連

高齢者の生きがいづくりと
14
高齢者を支えるしくみづくり

17 生活困窮者への支援

15 介護サービスの提供

●

●

主管

主管

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

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ことを目標に、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、高齢者の在宅支援
に取り組むなど、地域包括ケアシステムのさらなる充実に取り組む。
「第７期高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画」に基づき、在宅生活を送る高齢者
やその家族に対する支援を行うため、関係者のネットワーク化を進め、日常生活上の支援
体制の充実・強化を図る。
また、「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の
同意者リストについては、平常時から地域拠点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構築に取り組む。

河内音頭健
康体操自主
グループの
登録数

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
生活保護受給世帯の自立を促進するため、生活習慣病の重症化予防等、生活保護受給者 件数の割合
の健康管理に努めるとともに、適切で丁寧な支援や援助を実施しハローワーク等の関係機
関と連携した就労支援に取り組む。
また、生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者に対して、自立相談支援事業等の支援を
関係機関と連携して適切に対応するとともに、貧困の連鎖を防止するため、子どもの学習支
生活困窮者
援事業および就労準備支援の取り組みを進める。
自立支援プ
ラン作成件
数

介護保険給
「第７期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、介護給付適正化や 付費の計画
介護サービスの質の向上に係る取り組みを進め、介護保険事業の安定的な運営ができる 値に対する
よう収支均衡を図る。
実績値の割
合

11

グループ

23

25

31

％

54.1

68

55.6

件

79

117

194

％

95.7

100

100

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

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、高齢者を地域で支えていく仕組
みについては、生活支援コーディネーターが中心とな
り、高齢者自身が地域活動などに参加できる場の創
出に向けた支援を行った。
認知症高齢者やその家族への支援については、認
知症地域支援推進員が中心となり、認知症初期集中
支援チームや医療と介護などの多職種が連携し、関
係者のネットワーク化を進めることにより、支援体制
の充実・強化に努めた。
介護予防の取り組みについては、イベントの開催や
28
運動・認知症予防等をテーマとした教室を開催するほ
か、身近な地域で自主的に介護予防活動を行うグ
ループの立ち上げを支援した。こうした取り組みの成
果として、指標である河内音頭健康体操自主グルー
プの登録数について、既にめざす値を達成したところ
である。
また、災害時要配慮者の避難行動を促進し、避難
行動支援の取り組みの実効性を高めるため、現行の
プランを見直し、改めて「災害時要配慮者支援指針」
として策定した。

生活保護受給世帯の自立を促進するため、適切で丁
70 寧な支援や援助を実施しハローワーク等の関係機関
と連携した就労支援に取り組んだ。令和３年１月から
本格実施する健康管理支援事業にむけて、生活習
慣病の重症化予防等の手法について検討を行った。
生活困窮者が抱えるさまざまな課題の解決に向け
て、自立相談支援事業等の支援を関係機関と連携し
適切に実施した。また、貧困の連鎖を防止するため、
子どもの学習・生活支援事業を実施した。今後も引き
続き支援を必要としている方が相談につながるよう
91 に、関係機関等との連携強化をするとともに、令和3
年度からの効果的な家計改善支援事業実施に向け
た検討を行う。

第７期八尾市介護保険事業計画に基づき、ケアプ
ラン点検等の介護給付適正化の取組や介護保険事
業者に対する介護サービスの質の向上に係る取組を
進め、介護保険給付費は概ね計画に沿った実績値と
100 なった。また、持続可能な介護保険制度の運営を目
指し、第８期八尾市介護保険事業計画の策定の基礎
とするため、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査や
在宅介護実態調査等の各種実態把握調査を実施し
た。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

健康まちづくり部

部局長名

西田 一明

部局の使命
「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、本市が運営する保健所の権限を活かし、保健・福祉・医療の一体的な取り組みによる保健
衛生施策を展開します。さらに、「八尾市健康まちづくり宣言」の意義を踏まえ、地域の健康課題を解決すべく、生活習慣改善による疾病予防・子どもの健やかな発育の支援・感染症発生予防等の観点から、日常生活の中で、市民一人ひとりが自主的に取り組む健康づくりへの関心
をより一層高め、それらを促進するために家庭や学校、職域、地域等、すべての市民に対して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。

主管
施策

施策名

重点
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
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

健康のため
に運動など
を心がける
市民の割合

疾病予防と健康づくりの推
進

10

●

主管

・各出張所等に配置した保健師をはじめ、管理栄養士や薬剤師等、様々な職種の職員と連
携し、地域の特性に応じ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。
・「八尾市健康まちづくり宣言」の意義を踏まえ、誰もがいつまでも元気に生きがいを持ちな
がら暮らせる健康コミュニティが構築された地域を市民とともにめざし、健康づくりを八尾市
独自の文化にまで高めていく。
・大阪大学大学院、大阪がん循環器病予防センター等と連携し、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。
・国民健康保険の保健事業においては、「第2期データヘルス計画」及び「特定健康診査等
実施計画(第3期)」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。 また、糖尿
病性腎症重症化を予防するため、健診結果をもとに、初期の糖尿病が疑われる受診者に対
し、医師会等と連携しながら、医療機関への診療勧奨とその把握に努める。さらに、がん検
診（肺・胃・大腸・乳がん・子宮がん）とのセット健診の実施や住民健診（集団健診）のネット
予約・コールセンター設置など受けやすい、また魅力ある健診になるよう検討していく。
・国民健康保険料徴収においては、国保の都道府県化に伴い示された標準保険料率を踏
まえ、「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。
・国保の都道府県化に伴い、大阪府国保運営方針に基づく事業運営に努めるとともに、経 国民健康保
険加入者に
過措置が必要な制度変更がある場合、市民周知と円滑な移行への取り組みを進める。
おける特定
健診受診率
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％

49.5

62.2

48.9

％

32.00

60.0

33.0

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

○各出張所等の保健師等を中心に、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に取り組んだ。また、
65.0 「あなたのまちの健康相談」「健康教育」等、各種健康
づくり事業に取り組み、地域住民全体の健康意識の
向上を図った。
○健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進
第２期計画の取組内容をもとに、各健康分野におい
て市民の健康づくりを支援するための事務事業を関
係課と連携して実施した。また、次期計画の策定に向
けて、審議会委員の意見を踏まえたアンケート調査
を実施し、調査結果報告書をとりまとめ、これまでの
進捗状況を把握するとともに課題整理を行った。
○「健康都市やお」の実現に向けて、保健事業や各
地域における様々な取り組みの中で八尾市健康まち
づくり宣言を普及・啓発し、健康文化の醸成と健康コ
ミュニティ構築の重要性について発信した。
○大阪大学大学院、大阪がん循環器病予防センター
との「健康づくりの推進に関する協定」に基づく連携
のもと、共同研究事業を推進した。その中で、地域別
健康課題に関する調査研究では、「地域における健
康づくりの推進」に係る会議を開催し、各出張所等の
職員とともに、健康づくりに関する市民アンケート調
査報告書の内容の理解を深めるとともに、各中学校
区別分析結果を踏まえ、健康コミュニティの構築に向
けて議論を行い、より効果的な健康づくりの取り組み
の推進を図った。
○大阪府における大阪・関西万博のテーマに基づく
「いのち輝く未来社会をめざすビジョン」に基づく、10
60.0 歳若返りモデル事業について、大阪大学と連携し、本
市においても、笑いと運動による健康への影響と認
知機能向上の分析、並びに日本老年学的評価研究
機構による「健康とくらしの調査」を活用したソーシャ
ルキャピタルのデータ分析に参画した。
○保健センターで実施する健康診査では、胃・肺・大
腸・乳の４種類のがん検診とのセット化を図るととも
に、地区健診とがんドックをセットにした出張健診が
んプラスを実施した。また、各地域で実施するがん検
診の充実に取り組むとともに、ネット予約や一時保育
付きの子宮がん検診の集団検診を実施した。さらに、
国の指針に合わせ、胃がん検診に胃内視鏡検査を
追加した。

主管
施策

施策名

重点
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
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

健康相談利
用者数

4か月児健
康診査受診
率・把握率

18 母子保健の増進

12 地域医療体制の充実

11 医療サービスの充実

●

主管

・八尾市で子どもを産み育てて良かったと実感できるまちづくりをめざし、母子が健やかな出
産及び成長ができ、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」を進めるにあたり、妊娠・出産という子どもを
産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
るとともに、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。

１歳6か月
児健康診査
受診率・把
握率
こんにちは
赤ちゃん事
業訪問率・
把握率

主管

「かかりつ
・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 け医」を持っ
ている市民
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。
の割合

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

・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。
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人

16,738

10,880

8,692

％

受診率
98.5
把握率
99.9

受診率
98
把握率
100

受診率
98
把握率
100

％

受診率
96.4
把握率
99.8

受診率
98
把握率
100

受診率
98
把握率
100

％

訪問率
94.6
把握率
100

訪問率
96.5
把握率
100

訪問率
97
把握率
100

％

科目

76.3

44

98

49

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

○国民健康保険の保健事業においては、特定健康
診査の受診率を向上させるため、未受診者への受診
勧奨通知の送付、電話による受診勧奨及び出張所
等市内各所での行事における受診促進啓発などを
行った。また、特定健康診査の受診結果から、糖尿
病が疑われる未治療者に対し、医療機関への受療と
保健指導への参加を勧奨し、医師会の協力のもと、
対象者の受診時に医療機関より伝達されることで、
受診状況の把握と保健指導の実施に努めた。
○国民健康保険料の徴収においては、現年度分及
び滞納繰越分の優先的に取り組むべき対象を抽出し
11,400 た。現年度分については、文書、電話及び訪問によ
る納付勧奨等を段階的に講じることで、未納保険料
の解消に努め、滞納繰越分については、財産調査を
実施し、早期に滞納処分や執行停止の判断を行うよ
う努めた。また、計画的に催告書等を送付すること
で、未納者・滞納者との接触機会の拡大を図った。
○大阪府国民健康保険運営方針に基づく事業運営
においては、大阪府統一保険料率への移行に向け、
本市の保険料に係る所得割、被保険者均等割及び
世帯別平等割の賦課割合を段階的に改定するべく、
八尾市国民健康保険条例を改正した。

受診率
98
把握率
100 ○「妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援」を進め
受診率 るべく、引き続き「母子保健相談支援事業」に取り組
98 むとともに、医学的な診査や産婦及び乳児の心身へ
把握率 の支援を目的とした産婦健診や産後ケア事業を実施
100 し、産後の相談支援体制の充実を図った。今後も、切
れ目のない子育て支援を進めるため、子育て支援課
等の関係部局や各出張所等と連携を図り、環境整備
訪問率 を進める。
97
把握率
100

73.8

○医師会関係機関へ協力要請を行いながら、外来診
療や寝たきり高齢者等に対する在宅医療体制の充
実を図るとともに、身近な医療機関を「かかりつけ医」
100 として認識・活用できるように、八尾市が実施する保
健衛生関連事業を掲載した冊子（保健事業案内）や
市政だより・ホームページ等による情報発信、健康講
座等あらゆる機会を活用して啓発を行った。

45

○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、保健センターにおいて休日夜間診療体制を
50
確保するため、「八尾市休日急病診療所」を適切に運
営した。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

健康まちづくり部（保健所長）

部局長名

髙山 佳洋

部局の使命
「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、保健所の権限を活かし、保健・福祉・医療の一体的な取り組みによる保健衛生施策の展
開に努めます。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より一層高め、それらを促進するために家庭や学校、職域、地域等、すべての市民に対しての学習機会の提供や啓発を進めます。
特に、保健所においては、感染症や大規模災害に対応する健康危機管理や生活衛生、精神保健や難病対策など、専門的な保健衛生活動に取り組みながら、公衆衛生における関係機関等とのハブとなる「見る・つなぐ・動かす」機能を発揮し、公衆衛生の専門機関・拠点としての
役割を果たす中で、市民の各種健康課題の克服に貢献します。

主管
施策

施策名

重点
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
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

―

・新型コロナウイルス感染症の発生に際し、感染拡大
をできる限り抑制するべく、医療機関や危機管理課、
消防本部等の関係部署と連携しながら、適切に対応
を行った。
・大規模災害の発生に備え、市や大阪府が行う初動
体制等の訓練に参加した。
・感染症流行に伴い、国・府より感染症発生動向をタ
イムリーに把握するとともに、医師会への初期対応の
協力依頼及び市内の各施設に対し注意喚起を行っ
た。
・食中毒の発生に対し、より迅速かつ主体的に被害
の拡大防止を図り、市民の安全・安心を高めた。
・自殺対策相談支援事業の継続実施のほか、人材養
成、普及啓発の取り組みを実施し、自殺対策計画審
議会、自殺対策推進会議による関係機関の相互の
連携や情報の共有を図りつつ、総合的かつ効果的な
自殺対策を推進した。
・動物愛護の取り組みとして、犬・猫などに関する相
談に対し、丁寧な対応を行った。また、「不幸な命を
増やさない」ための取り組みとして飼い主のいない猫
の不妊・去勢手術費用の助成制度を実施する等、市
民、地域、関係機関と連携しながら進めた。
・医療機関や薬局、飲食店、理美容等、公衆衛生環
境に密接に関係する各種施設への監視・指導を実施
し、衛生上の危害の発生の防止や公衆衛生の向上
につなげ、市民の健康に係る環境面からの安全・安
心の確保を進めた。

―

二次及び三次医療体制が維持されるよう、国及び大
阪府に対し働きかけや連携を行うとともに、中河内医
療圏内の二市との連携による広域運営事業により、
小児初期救急体制・二次救急体制の確保に努めた。

―

平成30年度新規事業としての不妊・不育症治療費助
成事業を開始した。医師会、市外の不妊・不育症治
療実施医療機関と連携し事業の周知に努め、引き続
き妊娠・出産への切れ目ない経済的支援を行う。

公衆衛生の拠点である保健所において、医師・保健師・薬剤師等の職員を配置し、保健セ
ンター等と連携しながら、専門的な視点が加わったより高い健康サービス向上につながる取
り組みや健康に関わる環境整備を行う。それにより、市民の健康に関する安全・安心の確
保に寄与する。

疾病予防と健康づくりの推
10 進

●

11 医療サービスの充実

18 母子保健の増進

●

関連

①感染症や食中毒といった健康危機事象が発生した際、より迅速かつ主体的に被害の拡
大防止を図るとともに、健康危機事象の発生等を未然に防止するため、市内医療機関及び
関係機関との連携や監視指導や食品衛生に関する啓発等を実施し、市民の安全・安心をよ
り一層高める。
②大規模災害時の健康危機管理を強化するため、市の公衆衛生の拠点としての情報収
集、評価、統合指揮の機能構築、訓練、人材育成を進める。
③自殺対策推進計画に基づき、自殺防止や遺族支援といった狭義の自殺対策だけでなく、
市長をトップとした庁内推進会議を活用して、「生きる支援」に関する地域のあらゆる取り組
みを総動員するとともに、「生きることの包括的な支援」として対策を推進し、誰も自殺に追
い込まれることのない社会の実現を目指す。
④愛護動物の適正な飼養等の啓発を行うとともに、人と動物が共生できる社会を目指すた
めの取り組みについても、市民、地域、関係機関と連携のうえ進める。
⑤2025年問題に備えての地域の医療機能の再編のため、中河内医療圏の病床機能の協
議について取り組む。

関連

二次及び三次医療体制が維持されるよう、国及び大阪府に対し働きかけや連携を行うとと
もに、中河内医療圏内の二市との連携による広域運営事業により、小児初期救急体制・二
次救急体制を確保する。

関連

不妊治療に要する費用の経済的負担の軽減を図るため、国の制度に基づき、特定不妊
治療費の助成を行うとともに、市独自事業として、流産、死産などを繰り返して結果的に妊
娠が継続されない不育症の治療に要した費用の一部を助成する。
保健所においては継続実施事業として上記内容を実施することで、妊娠出産への切れ目
のない支援を行う。

14

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

こども未来部

部局長名

新堂 剛

部局の使命

主管
施策

施策名

重点
関連

20 保育サービスの充実

19

地域での子育て支援と児
童虐待防止の取り組み

●

●

主管

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

子どもや家庭の状況に応じた保育サービスを充実し、安心して保育を受けられる環境を整
える。
幼児教育・保育無償化によるニーズの高まりが見込まれる中でも、待機児童ゼロをめざし
た取り組みを民間事業者と連携して進めるとともに、公立の廃園施設の有効活用に取り組
む。また、「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画」に基づき、公立認定こども園
５園を軸とした研究・研修等の充実のために公立と民間が一体となって、保育者の教育・保
育における実践力の向上、地域との連携を図るとともに、関係施設等への情報発信を行う。 保育所待機
令和元年10月より開始となる幼児教育・保育の無償化については、対応事務を着実に進
児童数
めていくとともに、本市独自の制度拡充に向けた検討を行う。認可外を含めた対象施設へ
の積極的な実地指導を行うなど、教育・保育の質の向上に取り組んでいく。
さらに、民間施設の保育士確保を支援するため、引き続き、補助事業の実施や就職支援
セミナーの開催により更なる保育の質の向上を図る。
また、 障がい児保育においては、八尾市障害児保育審議会における提言書をふまえた、
保育環境の充実に取り組む。

「八尾市こどもいきいき未来計画」に基づき、すべての子どもが健やかに育ち、安心して子
育てできるよう、寄り添い型の相談・支援体制の充実を図る。
とりわけ、子ども家庭総合支援拠点の体制充実や子育て世代包括支援センターとの緊密
連携により、子どもと家庭及び妊産婦等に係る実情把握や相談、情報提供、関係機関等と
の調整を図り、適切な支援につなげる。加えて、八尾市要保護児童対策地域協議会での連
携を強化し、児童虐待への対応や子育て家庭の抱える不安や悩みに応え、未然防止の視
点から子どもを守る環境づくりを進める。
児童虐待の
さらに、在宅子育て支援では、公立認定こども園併設の地域子育て支援センターによるき 相談件数
め細やかな事業を展開し、相談・交流の場に地域人材の参画を加え、公民で手を携え、地
域全体で子どもを見守り育み合う環境づくりを進める。
また、子ども医療費助成制度の対象年齢を満15歳から満18歳までに拡充することにより、
子育て世帯の経済的な負担軽減を図るほか、ひとり親世帯等の中学生を対象とした学習支
援の実施箇所数の拡大、ひとり親家庭向け相談会の実施、児童扶養手当の年間支給回数
の増加等、ひとり親世帯への包括的な支援に取り組む。

15

人

件

63

649

0

490

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

0

・子どもや家庭の状況に応じた保育サービスを充実
し、安心して保育を受けられる環境を整えるため、平
成31年４月より公立認定こども園５園の運営を開始し
た。公立園が軸となって公立と民間の連携や保育者
の教育・保育における実践力の向上、地域連携等に
取り組んだ。
・平成31年4月1日に待機児童0を達成し、引き続き、
公民連携により保育枠の拡大を図りつつ、待機児童
対策に取り組んだ。
・民間施設の保育士確保の支援のため、補助事業実
施や就職支援セミナーを開催するとともに、市内在住
の潜在保育士への情報発信など、更なる保育の質の
0 向上に取り組んだ。
・幼児教育・保育の無償化については、部内外の連
携による体制づくり等の準備を進め、無事に10月から
国制度を開始し、対応事務を着実に進めた。また、12
月に、認可外保育施設を利用する本市児童の安全で
安心な保育環境の確保と基準を満たす施設への利
用促進を図る観点から無償化の対象となる認可外保
育施設の基準を定める条例を制定した。さらに、令和
２年９月から実施する本市独自の制度拡充による２
歳児保育料無償化の開始に向けて取り組んだ。
・今後、市独自分も含めた幼児教育・保育の無償化
による保育ニーズの増に応えていけるよう、積極的な
保育枠の確保に取り組むことが課題である。

737

・子育て総合支援ネットワークセンターみらいの専門
職を増員し、市区町村子ども家庭総合支援拠点とし
ての体制整備を図った。最低配置人員の6名は配置
済みだが、上乗せ人員が配置基準に満たないため、
引き続き人員体制の整備に努める。
・平成31年4月に地域子育て支援センターを５カ所体
制に拡大し、在宅子育て世帯への事業展開を図っ
た。また、身近な地区集会所等で、妊婦や子育て世
帯の相談・交流の場である「おはなしひろば」を通年
開催し、地域全体で子どもを見守り育み合う環境づく
りを進めた。
500
・令和２年１月から子ども医療費助成制度の対象年
齢を18歳まで拡充した。
・ひとり親世帯等の中学生に対する学習支援の実施
箇所を５か所から６か所に増やして実施した他、長期
欠席者世帯への訪問等、個々の悩みに応じた支援を
図った。また、近畿大学との連携により、学習支援事
業に参加している子どもが自身の将来について考え
る機会とするため、子どもと保護者を対象に近畿大
学見学ツアーを実施した。
・寄り添い型の相談・支援体制の充実に向け、ひとり
親家庭向け相談会を実施した。

主管
施策

施策名

重点
関連

22

次代を担う青少年の健全
育成

18 母子保健の増進

21 幼児教育の充実

●

●

●

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

主管

次代を担う青少年が健全に育成されるようすべての子どもが多様な体験・活動を行う機会
を創出し、安全・安心な居場所を確保できる環境整備を進めるとともに、放課後子ども総合
プランの推進を含め、子どもの主体的な地域活動の活性化や子どもの安全確保など地域の 地域事業へ
多様な活動への支援の取り組みを進める。とりわけ、国の示す基準に沿った放課後児童室 の子どもの
の運用をめざし、亀井地区等をはじめ、学校施設等の活用により、整備を進めるとともに、
参加数
保護者の就労時間に応じた多様な対応を行う社会福祉法人との連携も図る。
さらに、子ども・若者育成支援推進法に基づいた、支援のあり方についても検討を進める。

関連

子どもを生み育てて良かったと実感できるまちをめざし、母子ともに健やかな出産ができ、
乳幼児の発育状況を見守る環境を整えるべく取り組む。
とりわけ、核家族化が進む中で孤立しがちな在宅子育て家庭の保護者が育児不安の解消
等により、安心して子育てできる環境とするため、公立認定こども園併設の地域子育て支援
センターの新体制により、各地域できめ細やかなセンター事業を展開し、「地域全体で子ど
もを見守り育むまち」の実現につなげる。また、保健センター事業への参加や各コミュニティ
センターに出向いて子育て支援の場を提供する中で、各関係機関・部局と連携・協力し、い
ろいろな機会を通じて、母子の心の安定を図るとともに、親の子育て力の向上をめざし、必
要な方に必要な支援を行う「切れ目のない妊娠・出産・子育て支援」に取り組む。

関連

就学前施設に通う子どもたちが健やかに育つことのできる幼児教育に関する支援の充実
を図るとともに、より質の高い教育・保育の提供をめざす。
とりわけ、就学前教育の充実と効率的・効果的な運営、幼稚園教育を実施するための園
児募集、保育料等の市立幼稚園にかかる事務を行う。
さらに、私立幼稚園に就園する園児の保護者の経済的負担を軽減するため就園奨励費
補助金等の事務を行うことで私立幼稚園教育の振興充実を図る。

16

-

-

人

-

-

100,872

-

-

108,566

-

-

94,347

-

-

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

・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、放課後子ども総合プランにもとづく総合的な放課
後対策に取り組んだ。
・「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、講演会の開催等を通
じて青少年の健全育成や安全確保に向けて取り組ん
だ。
・放課後児童室事業において、対象児童の入室ニー
110,000
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。ただし、児童の急増地区におけ
る児童室スペースの確保及び指導員の確保、また整
備拡充に伴い増大する育成室業務に対する対応等
が今後の課題である。
・子ども・若者の育成支援のため、相談機関の集約を
行うとともに、相談支援事業等の実施に向け、関係課
による庁内連絡会を開催した。

-

・公立認定こども園併設の地域子育て支援センター５
カ所での新体制により、各地域できめ細やかなセン
ター事業を展開した。
・保健センターの健診や教室に参加することで、支援
を必要とする児童の情報を共有したほか、プレママ・
親子相談・交流会では、早期就園に伴い年間の参加
人数が減る中で、きめ細やかな対応により相談件数
は維持することができた。いろいろな機会を通じ、母
子の心の安定を図るとともに、親の子育て力の向上
をめざし、必要な支援に取り組めた。

-

・就学前施設に通う子どもたちが健やかに育つことの
できる幼児教育に関する支援の充実を図った。とりわ
け、市立幼稚園3園の5歳児募集を実施したほか、保
育料については、10月の幼児教育・保育無償化に取
り組むなど、市立幼稚園にかかる事務を行った。
・幼児教育・保育の無償化に伴い、就園奨励費補助
金等は今年度末にて終了となるが、引き続き質の高
い教育・保育の提供していけるよう、施策担当となる
教育委員会事務局と連携を図っていく。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

経済環境部

部局長名

浅川 昌孝

部局の使命
●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、稼ぐ力を高める。
●「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ため、地域において、事業者と地域住民がお互いの立場を理解できる。。
●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。
●市民が消費生活に関する知識を持ち、被害がなく、安心して暮らせるまちにする。
●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、八尾市外の人も訪れてみたい魅力ある八尾のまちにする。
●特産物が継続して生産でき、安全安心な農産物が市民の食卓等に供されることで、農への関心を高め、農と触れる機会を創出し、農が持つ多面的機能の理解を深める。
●八尾の誇れる農産物をはじめ加工品を含めて戦略的な発信を行うとともに、都市農業振興に関する調査・検討を進める。
●市民が、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にする。
●八尾の企業に働く人たちが、それぞれの能力を高め、企業の成長を担っていけるようにする。

主管
施策

施策名

重点
関連

産業政策を活かした「まち
32 づくり」の推進

世界に誇るものづくりの振
33 興と発展

25 八尾の魅力発見と発信

34

地域に根ざし、貢献する商
業の育成と振興

●

●

●

●

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

主管

「地域経済分析システム（リーサス）」のビックデータを活用し、自治体間比較や時系列的な
推移等のデータを基に、地域特性を把握し、産業振興会議にて議論の深化をはかるととも
に、イノベーション推進拠点である「みせるばやお」において産業集積を活かした事業者間
の協力・連携を促進するネットワーク化および市内外の事業者による新規事業展開に向け
たオープンイノベーションを推進する。

主管

府内有数の工業集積を誇る「ものづくりのまち」として、その維持・発展を図ることにより、税
収・雇用の確保など地域経済の好循環を実現する。また、「みせるばやお」の活用による市
内企業の技術力の発信、市内企業の工場見学や異業種グループとの連携や小中学生の
社会見学の場として「みせるばやお」を活用することを通じて、未来を担う子どもたちや市民
が「ものづくり」に関心を持つことのできる機会を創出し、市民、事業者が共に「ものづくりの
まち八尾」に対する誇りとを持つことにより、住工共存の実現につなげる。
また、都市政策課・都市基盤整備課等と連携し、工業集積の維持発展について検討を進め
る。

主管

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

中小企業サ
ポートセン
ター相談対
応件数

八尾市に知
大阪・関西万博の開催や百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を控え、おおさか東線の新大
人に紹介で
阪～久宝寺間の開通や「みせるばやお」という新たなコンテンツを活用し、公共交通機関や
大阪観光局、八尾市観光協会、他の自治体と連携した市内外への魅力発信と新たな地域 きる魅力が
あると思う
資源の創出を図り、交流人口の増加とまちの活性化につなげる。
人の割合

商店街や地
商店街がまちの元気を生み出すため、また、商店街の次世代の担い手づくりを目的とすると
元の個人商
ともに、まちの賑わいをもたらす魅力ある個店出店に繋がる支援を行う。
店で買い物
さらに、「みせるばやお」を活用し、個店の魅力ある商品、サービスの高付加価値化を実現
をする市民
するためのチャレンジを後押しする。
の割合

17

％

件

％

％

47.7

1,530

61.6

29.3

60

1,320

77

27

46

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

みせるばやおにおいて、ものづくり体験を通じて、市
内企業の認知度アップを図るとともに、アイディアソン
等を実施することで、市民・事業者との官民協働を推
進した。また地域外企業やクリエイターとのマッチン
グを推進することで新事業開発の促進を図った。
60 【課題】
みせるばやおの組織機能の強化を図ることで、持
続可能な活動につなげ、さらには、コミュニケーターと
なる中核支援人材を育成することでさらなるコミュニ
ティ機能の強化、コラボレーションの促進のために
マッチング精度を高めていきたい。

1,220

・中小企業サポートセンターを活用し、市内企業の競
争力や付加価値の向上に努めた。また、小さなロボッ
ト博やロボットフェアの開催、小学生の工場見学など
を実施し、ものづくりに関心を持つ機会を創出した。
1,320 ・中小企業サポートセンターの活用に加え、「みせる
ばやお」を積極的に活用することにより、市内企業の
発信や連携の促進、また市民がものづくりの楽しさや
大切さを知る機会をより一層創出することにより住工
共存に繋げていく。

62.3

・子供たちが八尾のものづくりや歴史の現場を実際に
体験できる「みせるばやお探検隊」を実施し、八尾の
魅力を発信した。
・大阪観光局、八尾市観光協会、他自治体等と連携
80 し八尾の魅力や様々なものづくり体験ができる広域
連携イベントを企画し、市内外への魅力発信と関係
人口の創出を図るべく、３月開催に向けて準備を進
めていたが、新型コロナウイルスの影響により中止と
なった。

27.2

・商店街実施事業において、商店街組合員以外の方
の参画や学生との連携など、商店街がまちの元気を
生み出す動きがうまれてきている。
・八尾あきんど起業塾において、「みせるばやお」に
27
おけるチャレンジカフェ出店支援など創業希望者の
支援を行った。今後も、八尾あきんど起業塾などの創
業者支援事業を実施し、魅力ある個店づくり、商店街
の新しい担い手づくりをサポートできるよう努める。

主管
施策

施策名

重点
関連

7

消費者の保護と自立を支
援する取り組み

味力をうみだす農業の振
35
興

36 就業支援と雇用創出

26 自然的資源の保全

●

主管

主管

主管

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

市民が消費生活に関するトラブルを未然に回避できる知識や判断力を習得するために、自 啓発活動実
立した消費者の育成を目的とした消費者教育・啓発活動等を実施する。
施回数

少子高齢化により、農業の担い手が減少している現状から、「農」が「人」を育み、豊かさを
得る重要なツールとして認知されることを念頭に、施策を展開する。基本的には啓発関連事
業による積極的な特産物PRを大阪府、JAとともに進めながら、若手農業者の掘り起こしに
際しては、大阪府が行う認定農業者向けプログラム、研修等の活用、又、JAからは直売所
出荷を望む帰農者の情報を共有していく。大学等との連携においては作物や加工、販路開
拓に加え、近郊農業の魅力や可能性を土台とし研究を進める。また、都市部における農地
規制の緩和が行われるなど、国の方針として、都市農地の持つ「多様な機能」が重要視され
てきていることから、新たな都市農業振興のあり方について関係機関と情報共有を行い、調
査検討を進める。

地域における魅力ある多様な就業機会の創出の重要性に鑑み、引き続き、就業支援や市
内事業所の人材確保支援のための取り組みを積極的に進める。
とりわけ、中小企業の人材確保は大きな課題となっており、企業による女性やシニア層、さ
らには外国人の活用といったダイバーシティの取り組みと働き方改革を支援する。
また、就労困難者等に対し、一人ひとりの悩みに応じたきめこまかい支援を実施する。

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、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
る。

18

農業経営改
善計画認定
農業者数
（国版）

八尾市ワー
クサポート
センターに
おける職業
紹介件数に
対する就職
率

高安山の自
然環境保全
活動の参加
人数

回

人

％

人

52

32

21.8

387

55

35

19

605

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

55

消費者教育講座や出前講座、街頭啓発等を実施
し、消費者教育・啓発を図った。
また、特殊詐欺被害防止として、迷惑電話対策機器
の貸与事業を実施した。
50 【課題】
消費者教育・啓発活動のうち、出前講座の実施回
数が少なかったため、市政だよりやホームページなど
の広報媒体の活用、また、各団体の会合などの機会
を捉えて、積極的にPRを実施していく。

30

【積極的な特産物PRの新たな取組】
（花き・花木）H30年度に市本庁正面玄関で花桃の展
示を行ったが、R1年度はそれに加え、3月にJR八尾
駅で桜の展示を実施。
（えだまめ・若ごぼう）大阪メトロ八尾南駅での啓発販
売に新たにJR八尾駅を加え、調理法に工夫の必要
な八尾若ごぼうの市外での普及啓発のため大阪市
内のクッキングスクールとのコラボを企画。
36 【新たな都市農業振興について】
「八尾市都市農業振興基本計画」の策定に向けて審
議会を設置し、農業体験農園の助成の予算化等、新
たな都市農業の振興を図るための作業を進めた。
【課題】
特産物のブランド化推進を中心として様々な取組を
することにより、大消費地を控えた高収益型農業の
下支えになっていると考えられるが、高齢化による認
定農業者の減が、新規認定者よりも多い状況。

24.1

【人材確保】
・会社説明会・面接会等を実施するとともに、女性活
躍推進や外国人材受け入れに関するセミナー等を実
施。
【就労支援】
・地域就労支援事業及びパーソナル・サポート事業に
より、就労困難者に対する就労支援を積極的に実
施。
20 【課題等】
大阪労働局発表（令和2年2月27日）によると、有効求
人倍率は1.65倍を記録しており、企業が必要とする労
働力の総数が不足している状況にあり、面接会等に
参加する求職者数も減少傾向にある。
生産年齢人口が急速に減少していく中、女性やシニ
ア層の労働参加、外国人材の活用へ向けた取り組み
を進めるとともに、魅力ある職場環境づくりにつなが
る「働き方改革」に関する取り組みを推進する。

361

・令和元年度も引き続き「高安の森 自然楽校」を実
施した。
・野外での活動となるため、天候に左右されることが
多く、参加者数は伸び悩んだ。
605 ・八尾の自然に興味を持ってもらえるような広報を行
う等、効果的な手法を主催者と検討する。
・自然環境保全への市民意識の高揚および市民の
健康増進を図るため、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。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

経済環境部（環境担当部長）

部局長名

鶴田 洋介

部局の使命
●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ことや、温室効果ガスの排出量の削減を目指す。
●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。
●ごみの排出量を削減し、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を推進することで、資源が循環して利用されるとともに、廃棄物が適正に管理処理されている地域社会の構築を目指す。

主管
施策

施策名

重点
関連

43 快適な生活環境づくり

44 きれいなまち八尾の実現

45 地球温暖化対策の推進

主管

主管

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

「八尾市環境総合計画」は、令和2年度が中期目標年度となっており、国や府の動向を注視
するとともに、関係部局とも議論を深めながら、計画の見直しに着手する。
また、同計画の基本方針に沿って環境施策を実施し、市民・事業者とのパートナーシップに
より具体的に取組を進める。また、公害の未然防止及び環境への負荷の低減を図るため、
環境の監視を継続して行うとともに、平成30年に制定した「八尾市生活環境の保全と創造に
関する条例」に基づき、工場・事業場への規制・啓発活動等を行う。さらに、同条例において
新たな枠組みを設けた協定制度や、エコドライブなどの自動車公害対策等により、事業者
や市民の自主的な環境保全活動を推進していく。
また、産業廃棄物関連の権限を活かし、産業廃棄物適正処理の徹底を図るとともに、産業
廃棄物処理業許可事業者の適地への立地を図り、より良い住環境の創造を目指す。

市民、事業者及び行政機関等が連携し、環境美化に関する意識高揚とまちの美化の実現
のため、市が支援できる事項等について検討を行う。路上喫煙対策については、今後の国
や府の受動喫煙防止対策の動向や、「八尾市健康まちづくり宣言」に基づく成果を踏まえ、
歩きたばこなどの条例違反者の減少や吸い殻などのポイ捨ての抑止を推進するため、より
積極的な路上喫煙対策の検討を行う。また、地域での啓発の担い手である「路上喫煙マ
ナー向上推進員」について、全ての小学校区に配置できるよう様々な機会を通じて加入を
働きかける。

環境総合計
画に基づく
行動計画に
おける事業
の目標達成
率

公共の場所でご
みやたばこのポ
イ捨てなどをし
ないようにこころ
がけている市民
の割合

％

％

市域の温室効果ガスの低減を目的とした計画「八尾市地球温暖化対策実行計画（チャレン
ジ８０）」と、国が推進している地球温暖化対策のため国民運動「COOL CHOICE」を掛け合 市域の温室
わせることにより、効果的かつ相乗的に情報発信を行う。
効果ガス排 万ｔ－CO2
また、公共施設における太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入及び省エネ機器への
出量
入替等について関係部局とともに連携し、推進していく。

19

37.9

76.6

141
(H27)

61

79.0

114

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

37.9

・令和２年度が「八尾市環境総合計画」の中期目標年
度となるため、本年度から計画改定に着手している。
・「八尾市環境総合計画」の基本方針に沿って各環境
施策を展開した。
・公害の未然防止を図るため、「八尾市生活環境の
保全と創造に関する条例」に基づき、一定規模以上
の工場・事業場に対する規制、啓発活動のほか、「環
境の保全と創造に関する協定」の締結勧奨を行っ
た。また、エコドライブやエコカーの導入促進に係る
啓発により、自動車公害対策を推進した。今後も協定
67
の締結及び周知等により自主的な環境保全活動を
推進する。
・ 産業廃棄物規制業務については、大阪府警と連携
し、不適正処理事案への迅速な対応を行った。また
立入調査や出張所との連携などの監視強化の取り
組みを積極的に行い、未然防止に努めた。
・八尾市産業廃棄物事前協議取扱指針を改正し、用
途地域の制限を設けたことにより、産業廃棄物処理
業新規許可申請者に対して、工業系地域への立地を
図った。

74.0

・環境美化意識を若い世代から醸成するため新たな
取り組みとして、小学生を対象とした清掃活動イベン
トを開催した。今後も市内各所で、あらゆる世代に対
して市全体の環境美化の推進と意識の向上に努め
る。
・路上喫煙対策については、駅前街頭啓発や広報誌
の発行を通じた「路上喫煙マナー向上推進員」の活
80.0 動を周知及び推進するとともに、推進員不在の小学
校区解消に向け加入を働きかける取り組みを進め
た。
また、受動喫煙対策については、各種情報の収集及
び関係課との情報共有に努め、受動喫煙対策が本
格的に始まる令和２年４月１日以降、状況に応じて適
切な対応が取れるよう、引き続き調整、準備を進め
る。

145
(Ｈ29)

・昨年度に引き続き、国の間接補助金を活用し、国が
推進する国民運動「COOL CHOICE」と八尾市地球温
暖化対策実行計画「チャレンジ８０（やお）」を掛け合
わせ、市民、事業者に対してウォームビズの啓発や
エコカーの試乗等、地球温暖化対策の取り組みを推
進した。
105 ・地域のコミュニティセンターへ赴き、各家庭で実践で
きる具体的な省エネ方法等について講座を実施し
た。
・地球温暖化対策の推進については、行政だけの取
組では限界があることから、今後より一層多くの市民
や事業者とともに取り組みを進めていくことが必要で
ある。

主管
施策

施策名

重点
関連

46 資源循環への取り組み

●

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

ごみ減量・資源化を着実に進めていくため、地域のさまざまな場に出向き、日々の暮らしの １人１日当
中でより生活者に近い視点から、ごみ減量・資源化のアイデアを聞き、今後のごみ減量施策 たりのごみ
に反映させる。
排出量

20

g/日

721.3

687

770

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

・令和元年６月に行った「やおプラスチックごみゼロ宣
言」に基づき、マイクロプラスチック等による海洋汚染
の防止を図り、プラスチックごみ全般を無くすことを目
標に、マイバッグやマイボトルの活用や、河川及び市
680
街地の清掃活動への参加を促すなど、啓発活動に取
り組んでいくとともに、有価物集団回収を活用したリ
サイクルの啓発などを行うことで、更なるごみの減
量・資源化を目指す。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

都市整備部

部局長名

宮田 哲志

部局の使命
※今後の人口減少を見据えつつ、利便性、安全性、災害に強いまちづくりを主眼に計画的かつ効果的な都市基盤施設の整備を進めるとともに、各施設の特性に合った持続継続的、計画的な維持管理に努め、整備と管理を両輪として取り組み、安全で安心して暮らせ、暮らし続けた
いまち、選ばれるまちとして、未来につなぐ新しい八尾づくりを推進する。
◎公共交通の拡充や交通不便地における新たな交通手段の確保の実現に向けて取り組み、交通弱者対策などすべての市民の移動の円滑化を図る。
◎大阪外環状線沿道の服部川・郡川地区について、産業集積・雇用の創出を図りながら、東部エリアにおける防災の視点を取り入れた基盤整備を行うことにより、将来のまちの発展につながる取り組みを進める。また、曙川南土地区画整理組合が実施する事業において、組合への
技術支援を行い、令和元年度末の完成をめざす。
◎長期的な将来のまちの発展を実現する都市計画について、安全で安心な市民生活を支えるため、副次核の発展に寄与する近鉄河内山本駅周辺及びJR八尾駅前線の整備や、府県間交通路である大阪柏原線の整備促進に取り組む。また、八尾空港西側跡地について、駅直結
のにぎわいのあるまちづくりとなるよう取り組みを進める。
◎官学連携について、近畿大学との包括協定に基づき理工学部の専門的な知見を取り入れデータベース化を進めることにより効率的な都市基盤施設の維持管理に取り組む。
○都市基盤施設について、計画から設計・施工、維持管理、許認可まで一元的に担い、防災の視点を取り入れ、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は、大規模災害に備え、水害・土砂災害の防止及び被害の軽減を図るべく治山・治水に取り組
む。また、歩行空間や自転車利用環境の充実や潤いのある憩いの空間整備、特色ある公園づくり等、健康づくりの視点に立った施策展開に努めるとともに、八尾市都市計画マスタープランに示した多極型都市構造における持続可能なまちづくりを進める。
○都市基盤施設の事業実施にあたっては、大阪府や大阪市との強い結びつきを活かした広域連携や近隣自治体との連携による取り組みを進め、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。
○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、人材の育成の観点から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む。

主管
施策

施策名

重点
関連

42 公共交通網の充実

●

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

高齢化の進展や路線バスの廃止・縮小などによる住民の移動の確保と地域の交通利便
性の向上に向けて取り組む。
とりわけ、今後の八尾市における公共交通の充実のために、八尾市公共交通事業者会議
において示された検討すべき公共交通の方向性をもとに、持続可能な移動手段の制度設
計を行うため、需要ニーズの把握に努めるとともに地域公共交通会議を設置し、実証運行 公共交通が
に向けて取り組む。さらに、民間の路線バス事業者と連携し、新規路線の運行への協力や 便利だと感
維持存続のための利用促進等をはじめとした、既存路線の充実に向けた取り組みを進める じる市民の
割合
とともに、おでかけ支援事業を継続して実施する。また、継続的に交通まちづくり懇話会・セ
ミナーを開催し、交通に関する様々な課題の解決に向けて、市民とともに取り組む。
そのほか、JRおおさか東線の利用促進について関係団体と取り組むほか、大阪中央環状
モノレールの南伸協議について関係機関等と連携して協議を進める。

21

％

57.5

64

59.9

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

市域全域で「移動に関する実態調査」を実施し、地域
の特性に応じた持続可能な公共交通の制度設計を
行なうための基礎データとするため分析・整理を行
なった。竹渕地域においては、地域公共交通会議や
ワークショップ等を開催し、デマンド型タクシーによる
運行計画（案）を作成した。
市民との意見交換や情報共有の場として、交通まち
65 づくり懇話会を開催した。また、民間バス事業者の新
規路線の運行開始に向けた協力を行った。民間事業
者の送迎バスを活用した高齢者のおでかけ支援事
業を継続実施した。そのほか、JRおおさか東線の利
用促進について「河内音頭まつり」で関係団体と啓発
活動を行なったほか、大阪中央環状モノレールの南
伸協議について関係機関等と連携して協議を行なっ
た。

主管
施策

施策名

重点
関連

37

38

土地の有効利用と都市景
観の保全

魅力ある都市核などの充
実

●

●

主管

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

服部川・郡川地区では、市街化区域編入・地区計画等の都市計画手法の活用により大阪
外環状線沿道の産業集積・雇用の創出、防災力の強化を図るとともに、八尾市郡川土地区
画整理組合設立に向けた支援を行う。
また、土砂災害警戒区域が近接しているため、土地区画整理事業と連携し、避難地・避難
路整備の財源確保に向けて、国や府と協議を進め、都市防災総合推進事業の補助採択の
取り組みを行う。

服部川・郡川地区では地域の合意のもと、市街化区
域編入や地区計画等の都市計画決定を行い、八尾
市郡川土地区画整理組合の設立認可を行った。ま
た、土地区画整理事業と連携し、避難地・避難路整
備の財源確保に向け、大阪府と都市防災総合推進
事業の補助採択協議を行った。

曙川南地区では、組合施行による土地区画整理事業において、道路、公園・緑地、雨水貯
留施設、公共下水道等の都市基盤施設の整備や、事業地区内のみならず、周辺部の都市
基盤施設の改良も進み、順次まちびらきがされている。
土地区画整理事業の実施により、乱開発によるスプロール化を未然に防止するとともに、住
宅、商業・業務施設および農業ゾーンを合わせもった計画的なまちづくりが進められ、人口
増と雇用の創出が図られる。
この地区に新たに住む若い世代をはじめ、全ての世代において選ばれるまち、暮らし続け
たいまちの創造に向けて技術支援を行い、令和元年度末の完成をめざす。

曙川南土地区画整理事業について、組合に対して技
術支援を行うとともに、道路、公園等都市基盤施設整
備、埋蔵文化財発掘調査、換地処分計画への補助を
行った。今年度の春には商業施設が開店し新たな賑
わいが創出され、全ての土地において使用収益の開
始に至った。また、全ての都市基盤施設においても
供用開始され、区画整理事業が完了した。

都市計画道路八尾富田林線の府による整備促進や、八尾空港西側跡地の土地活用及び
八尾空港北側における新規都市計画道路の計画に伴い、経済環境部等と連携し、空港周
辺の防災面の向上だけでなく、工業集積の維持・発展について検討を進める。
また、令和４年度からの生産緑地地区解除に伴う住工混在を未然に防ぐ手法として、地区
計画の策定など都市計画手法の活用により、工場の操業環境や生産性の向上など計画
的・効果的な取り組みを行う。

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

％

35.2

38.4

35.7

八尾空港周辺の工業集積の維持・発展について経
済環境部と情報共有を行いながら検討を進めた。引
き続き部局間連携による工業集積の維持・発展の取
り組みを着実に進める。また、市街化調整区域であ
る服部川・郡川地区について、市街化区域に編入し、
40 新たな住宅を排除する地区計画を定めたことで、幹
線道路沿道の産業利用にかかる土地活用を促進し、
将来の操業環境の保全を計画的に行った。

国は都市農地を「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと転換をはかり、生産緑
地地区の一斉解除による、土地価格の下落を防ぐため、生産緑地の買取り申し出可能時期
を１０年先送りする特定生産緑地制度を創設された。この制度を活用し、都市農地を保全す
るため、関係する地権者に対して、制度説明と意向確認を行い、特定生産緑地指定事務を
進める。

都市農地を保全するため平成３０年度には生産緑地
地区の指定面積を300㎡へ引き下げ、ＪＡや農業委員
会と連携を図り、新たに創設された特定生産緑地制
度に関する関係地権者への説明会を行った。

都市計画マスタープランの、令和２年度における全面改定については、人口減少などの社
会情勢の変化や、立地適正化計画、上位計画である第６次総合計画などの整合性を図り、
キーワードとして安全・安心、防災面の向上及び中心市街地の活性化などを取り入れ、未
来につながる新しい八尾をめざした計画作成に取り組む。

都市計画マスタープラン改定に向け、庁内説明会と
改定検討部会を行った。また、上位計画である総合
計画の検討動向を見据え、産業や農業、土地利用状
況などの現状分析を行い、都市の課題を抽出し、整
理した。

都市景観形成基本計画に基づく、基本方針に沿って歴史と生活文化を活用した景観づくり
を進めるため、久宝寺寺内町の重点地区指定を行う。また、重点地区における公共施設等
についての修景整備に向け国費採択を含めた事業検討を行い定住魅力の向上と来訪者の
拡大を図る。また、地域と共に行う修景公共施設の保全に向けた仕組みづくりを行う事によ
り、市民参画を促がす。更に、景観の軸としている水と緑のうるおい景観区域における景観
形成を進める。

久宝寺寺内町の重点地区指定に向け地域と景観セミ
ナーを共催し、区域、方針、基準等について意見交
換を行い変更案を作成しパブリックコメントを行った。
また、景観整備や民間家屋助成に対して街なみ環境
整備事業の補助採択を行った。

玉串川や桜並木等、地域資源が豊かな副次核である近鉄河内山本駅周辺において市民生
活の安全性・利便性を向上させ魅力あるまちづくりを進めるため、駅前広場をはじめ、踏切
改良、玉串川沿道での歩行空間整備や府道八尾茨木線の歩道拡幅整備、五月橋交差点
の改良など、より多くの人に賑わいと活気にあふれる選ばれるまち、暮らし続けたいまちを
感じられるような一体的な整備を行う。
まずは、大きな地域課題となっている狭小な踏切歩道部について、安全で快適な通行を確
保するため、取り組みを進める。
住んでいる
まちが機能
的だと思う
国有地である八尾空港西側跡地については、大阪府や隣接する大阪市と連携し、安心・安 市民の割合
全なまちづくりや地域のにぎわい創出、そして防災面の向上を図るため、大阪中央環状線
（広域緊急交通路）と大阪府中部防災拠点を結ぶ東西１６ｍ道路を民間による整備となるよ
う、国と協議を進める。
また、本国有地の事業者ニーズ確認のため、国や大阪市などと協力し、マーケット・サウン
ディング調査の実施に向けて取り組みを進める。
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地域課題の一つとなっている山本第１号踏切につい
て、近畿日本鉄道㈱と連携して歩道拡幅の詳細設計
を行うとともに、踏切前後の歩行者や自転車の通行
の安全性を確保する道路改良工事を行った。

％

47.1

42.4

51.6

43.0

大阪航空局、近畿財務局、八尾・大阪両市の４者に
おいて、市場性の有無など、事業者ニーズの確認
（マーケットサウンディング調査）のため、必要な都市
基盤である東西道路などの条件について、一定の方
向性を確認した。また、国有地に隣接する「大阪府有
地」「大阪メトロ用地」を含めた一体的な取り組みが必
要なため、国と府を中心に個別協議を行った。

主管
施策

施策名

重点
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
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

市民が身近な生活道路を安全・快適に通行できるよう、窓口業務を中心に民間開発等での
協議、指導等により市道の整備を進める。また、八尾市都市基盤施設維持管理基本方針に
基づく効率的な維持管理を進めるため基盤施設のデーターベース化を進めるとともに台帳
システムの統合を図る。

40 生活道路の整備と維持

主管

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実
施する。通学路については、八尾市通学路交通安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに基づき、安全確保に向けた
取り組みを引き続き進める。また、事故多発交差点及び渋滞常襲路線については、事故
道路が安全
データを活用し、国・府・警察と情報共有をして、事業計画を策定し、対策を進めていく。さら に利用でき
に近畿大学理工学部との官学連携を通じ、八尾市都市基盤施設維持管理基本方針に基づ ると思う市
き、橋梁や横断歩道橋等、個別施設計画を策定し、効率的・効果的なマネジメント体制の確 民の割合
立を図る。

民間開発等での協議、指導等により市道の整備を進
めた。また、台帳システムについては機能充実を図る
ため認定路線図のホームページ公開や各種フォー
マットの変更等データベース化を進めた。

％

23.3

25.8

23.1

市民に身近な生活道路の安全・安心を確保するために、日常の道路パトロール及び平成
３１年２月に導入した複合アプリ「やおっぷ」等の活用により、道路損傷の早期発見、迅速な
対応を着実に実施する。通学路については、関係機関と連携し効率的・効果的な交通安全
対策を実施し安全確保に努める。
さらに近畿大学理工学部との官学連携を通じ、道路及び道路付属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、八尾市都市基盤施設維持管理基本方針
に基づき、舗装や道路付属施設等の個別施設計画を策定し、各施設の効率的・効果的な維
持管理に取り組む。

公園とまちの緑化による緑
41 のある暮らし

39

都市計画道路などの整備

●

主管

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・企業等の参加を促進し、身近に潤いと憩いの空間を広げ、定住魅力の高
い都市づくりを進める。
今後は、その地域に合った特色や魅力ある公園づくりを更に進める。また、八尾空港周辺
地域・災害に強い まちづくり構想の実現に向け、防災力の向上を図るべく西弓削公園整備
の準備を進める。さらには、「災害に強いすまいとまちづくり促進区域」に指定されているＪＲ
八尾駅前周辺南地区の防災力の向上を目指すため、(仮称）永畑町二丁目第２公園の整備 １人当たり
に向けた準備を進める。また、長寿命化計画に基づき遊具等の更新を行い、利用者の安全 都市公園面
と安心を図る。
積
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後世につないでいくため
に、「さくら基金」への寄付を広く募り、地域との協働で再生・保全に向けた取り組みを進め
る。また、「さくら基金」が桜再生事業に活用されていることを周知するため、情報発信に努
める。
令和2年度末に予定している緑の基本計画の改定に向け、情報収集・基礎調査・関係機
関との協議等を進める。

主管

マグニチュード8～9クラスの規模の地震が今後30年以内に、70～80％程度の確率で発生
する可能性のある南海トラフ地震や、台風や暴風雨等風水害による災害時対応も教訓とし
た防災を軸とした災害に強いまちづくりを進める。
都市計画道路八尾富田林線の整備については、中部防災拠点へのアクセスだけでなく、産
業道路の性格もあることから、引き続き大阪府に対して早期の工事着手の働きかけを行うと
ともに、八尾空港周辺地域の産業集積の維持・発展と中部防災拠点に直結する（仮称）都
市計画道路八尾空港線の都市計画決定に向けた取り組みを進める。
都市計画道
また、「災害に強いすまいとまちづくり促進区域」に指定されている地区を貫く都市計画道路
路の整備率
JR八尾駅前線及び広域避難地である久宝寺緑地にアクセスする都市計画道路久宝寺線に
おいては、交通機能の利便性及び生産性、防災性の向上や公共交通の利用環境を高め、
まちづくりの基礎となる基盤整備を着実に進める。
さらに、都市計画道路大阪柏原線については、更なる防災力の向上と国道25号の渋滞緩和
による安全性、利便性、生産性の向上を図る広域的な府県間交通を担う重要物流道路とし
て位置付けるため、国土交通省、大阪府、奈良県、大阪市、柏原市、香芝市、王寺町など関
係自治体と連携を進める。
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実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

㎡

％

2.77

54.8

2.78

55.2

交通バリアフリー道路特定事業計画に基づき、駅周
辺道路のバリアフリー化工事を実施した。市民が身
近な生活道路を安全・快適に通行できるよう、安全対
策については、八尾市通学路交通安全対策プログラ
ムに基づき、交差点のｶﾗｰ舗装化等を実施するな
ど、市民の暮らしに密着した生活道路の整備と改良
を計画的に進めた。また、事故多発交差点及び渋滞
26.0 常襲路線については、計画的な対策事業実施に向け
て、検討を行った。
都市基盤施設の維持管理については、近畿大学理
工学部との官学連携、及び都市整備部の庁内推進
体制により、都市基盤施設維持管理基本方針（行動
計画）に基づき、橋梁・横断歩道橋の個別施設計画
を策定した。
日常的なパトロールや複合アプリ「やおっぷ」を活用
し、道路損傷の早期発見、迅速な対応を着実に実施
した。
通学路及び未就学児が集団で移動する経路につい
ては、関係課と連携し効率的・効果的な交通安全対
策を実施し、安全確保に取り組んだ。
八尾市都市基盤施設維持管理基本方針に基づき、
舗装については個別施設計画（素案）を作成し、ま
た、その他の施設についても効率的・効果的な維持
管理に取り組んだ。

2.84

公園施設長寿命化計画に基づき遊具の更新を実施
するにあたり、愛護団体や町会よりご意見をいただ
き、地域ニーズを把握し、従前より魅力があり、安全
でかつ安心して利用できる公園の整備をすることが
できた。さらに、「災害に強いすまいとまちづくり促進
区域」に指定されているＪＲ八尾駅前周辺南地区の
防災力の向上を目指すため、（仮称）永畑町二丁目
2.79 第2公園の整備に向け、用地買収を行った。
緑化条例に基づき、公共施設や民有地の緑化を推
進した。そして春、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、地域と協働で玉串
川等の桜の再生・保全事業を行った。さらに、令和2
年度に予定している緑の基本計画の改定に向け、現
況把握や課題整理等を行った。

55.2

都市計画道路八尾富田林線については、沿線４市に
よる促進協議会から、事業主体である大阪府に対し
早期事業促進を働きかけるとともに、必要な財源措
置について国に要望した。
（仮称）都市計画道路八尾空港線については、都市
計画決定に向け、関係機関との協議を進めた。
都市計画道路JR八尾駅前線及び都市計画道路久宝
55.4
寺線については、支障物件調査業務を実施し、用地
の取得に努めた。
さらに、都市計画道路大阪柏原線については、国、大
阪府、大阪市、柏原市と共に勉強会を開催し、また柏
原市とともに国に対して事業を進めるための要望活
動を行った。今後は、大阪柏原線に関する期成同盟
会の設立に向けた取り組みを進めていく。

主管
施策

施策名

重点
関連

5

交通事故をなくすための安
全意識の高揚

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

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。
引き続き、保育所・保育園・こども園・幼稚園・小学校への安全教室の実施や、継続的にス
ケアードストレート方式によるスタントマン安全教室を高齢者の自転車事故防止も視野に入
交通事故件
れ実施するほか、地域の方の参画を積極的に促し、地域主催の交通安全イベントを支援
数
し、これらの拡充を図っていく。
また、春・秋の全国交通安全運動期間に合わせて、市内の大型商業施設等との協働によ
る啓発事業を行うことで、子どもから高齢者までの幅広い年齢層に対して、交通安全意識の
高揚を図る。

件

1,078

1,040

712

「交通事故をなくす運動」八尾市推進本部の取り組み
を中心として交通事故防止に向けた啓発活動や交通
1,000 安全教育を実施した。また、保育所・保育園・こども
園・幼稚園・小学校等への交通安全教室の実施や、
地域主催の交通安全イベントを支援した。

水害・土砂災害の防止及び被害の軽減を図るため、民間開発に伴う、雨水流出抑制施設の
協議により特定都市河川寝屋川流域における総合治水対策を進める。また、土砂災害特別
警戒区域内の住宅に対し、住民自らが実施する移転等に対し、その費用の一部について助
成することで移転等を促進する。

47

治水対策と環境を意識し
た水環境の形成

主管

・継続的に民間開発に伴う雨水流出抑制に関する協
議を行い、治水対策に努めた。
・土砂災害特別警戒区域内の住宅に対し住宅移転等
に対する補助制度のＤＭを送付した。

水害・土砂災害の防止及び被害の軽減を図るとともに、良好な水環境の創造を図るため、
八尾市都市基盤施設維持管理基本方針に基づき、治水関連施設の個別施設計画を検討
し、河川・水路等の適正な維持管理に取り組み、機能保持のための改修工事を実施する。
特に、恩智川へ流入する山手地区の河川については、流下能力の検討を進めるとともに、
寝屋川流域
治水安全度の向上をめざし、計画的に実施していく。また、寝屋川流域水害対策計画に基
水害対策計
づき、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ため池の治水活用のほ
画の貯留量
か、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とともに、大阪府と
達成率
連携し、砂防堰堤や恩智川（法善寺）多目的遊水地の整備を促進することにより、治山・治
水に取り組む。さらに、八尾市景観計画において、「水と緑のうるおい景観区域」に指定され
た玉串川では、景観に配慮した護岸改修を引き続き進める。

％

73.6

75.6

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
の改修工事を実施した。また、雨水流出抑制施設とし
て高美小学校の校庭貯留施設整備（666㎥）やため
池の治水活用として恩智惣池の整備（2,100㎥）民間
開発時等における貯留量確保（1,295㎥）のための指
76.4 導を行った。
また、景観に配慮した水環境の形成を図るため、大
阪府と連携し、玉串川の護岸改修を実施した。
砂防堰堤や恩智川（法善寺）多目的遊水地について
は、事業主体である大阪府へ事業の推進を要望し
た。

75.4

水害・土砂災害の防止及び被害の軽減と良好な水環境の創造を図るため、排水ポンプ施設
の調査点検や補修及び河川水路の清掃・浚渫等を行い通水確保に努める。また、地域と協
働で一斉清掃等を行い河川・水路の適正な維持管理を行っていくとともに、八尾市都市基
盤施設維持管理基本方針に基づき、治水関連施設の個別施設計画の策定に向けて点検を
実施し、各施設の効率的・効果的な維持管理に取り組む。

6

市民一人ひとりの適切な
自転車利用の促進

26 自然的資源の保全

35

味力をうみだす農業の振
興

排水ポンプ施設の点検・補修や、雨水貯留施設の点
検・清掃、河川水路の清掃・補修など、治水施設及び
水環境施設の適切な維持管理に努めた。

主管

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用促進を進める中で、利便性の向上と長寿命化を図り、経年劣化
が見られる施設について改修等を実施する。
また、ＪＲ久宝寺駅周辺の放置自転車対策として、歩道空間を利用した路上自転車駐車場
の整備に関する検討やＪＲ久宝寺駅南自転車駐車場の設備更新を行う。

自転車駐車
場利用率

％

関連

自然環境保全への市民意識の高揚および市民の健康増進を図るため、清掃ハイキングを
実施し、自然に親しむ活動・啓発を行う。また、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。また、森林環境譲
与税の使途について、本市の実情を踏まえつつ庁内連携を図る。

－

－

関連

農業振興を図るため、農道・農業用排水路の整備を実施する。また、ため池については、老
朽化対策として堤体改修を実施するとともに、被災時に下流への影響が大きいため池につ
いては、耐震性診断を大阪府と連携し計画的に取り組む。

24

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

－

－

85.7

－

－

89

－

－

87

－

－

－

－

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、市営自転車駐車場施設について経年劣化がみ
90 られる施設の改修について優先順位を決めて実施し
た。
ＪＲ久宝寺駅南自転車駐車場の設備更新も行なっ
た。
自然環境保全への市民意識の高揚および市民の健
康増進を図るため、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、森林環
境譲与税を有効に活用するため、庁内連絡会議を開
催した。
農業の効率化を図るため、農道・農業用排水路の整
備を実施した。また、財産区財産水防ため池につい
ては、老朽化した堤体改修を実施するとともに、大阪
府と連携し、耐震性調査診断の解析を4カ所、調査及
び解析を3箇所実施した。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

都市整備部（下水道担当部長）

部局長名

赤鹿 義訓

部局の使命
「八尾市公共下水道事業経営戦略」の基本理念である「大切な下水道 大切にいつまでも」を将来にわたって実現していく。
・公共下水道を整備、維持管理することにより、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、持続可能な下水道サービスの提供を行う。

主管
施策

施策名

重点
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
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

・平成30年度が初年度となる経営戦略に基づく投資
財政計画に沿った事業展開を行った。
公共下水道
（汚水）
整備人口普
及率

49 下水道事業の推進

主管

％

93.6

98.3

94.6

・持続可能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」
に基づき、効率的かつ効果的な事業運営を行う。
・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
道の整備を推進する。
・下水道施設全体を一体的に捉えた「八尾市公共下水道ストックマネジメント計画」に基づ
き、計画的な点検、調査、修繕・改築を実施する。

・公共下水道接続率の令和元年度実績見込値は、平
成30年度実績値と比べ0.2ポイント増の91.0％であり、
目標値91.5％に対して0.5ポイント下回っている。単年
度の進捗で大きく向上する見込みとなったのは、水洗
化促進の効果的な取組みとして、地域と期間の集中
的な勧奨活動を部内職員との連携により実施したこ
とによるものである。今後も、接続率の向上に向け、
引き続き部内連携に取り組むとともに、さまざまな手
法を検討し、さらなる効果的な勧奨活動に取り組む。
公共下水道
接続率

25

公共下水道整備人口普及率の令和元年度実績見込
値は、平成30年度実績値と比べ0.5ポイント増の
100
94.6％であり、目標値98.3％に対して3.7ポイント下
回っている。現在事業箇所の多数を占めている東部
エリアについては狭隘な道路が多い等施工条件が厳
しいことから、目標達成は相当困難な状況である。今
後も地域特性に合った事業執行に取り組む。

％

90.2

91.5

91.0

・老朽化対策については、これまでの長寿命化計画
92 から、下水道施設全体を一体的に捉えた、計画的な
点検、調査、修繕・改築を行うための「下水道ストック
マネジメント計画」への転換を図り、平成30年度より
点検、調査を実施している。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

建築部

部局長名

比留間 浩之

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ともに、空家対策や既存民間住宅の耐震化促進などに取り組む。
〇住宅確保要配慮者の住宅のセーフティネットとして、公的賃貸住宅に加え既存民間住宅のストックを活用するなど、多様な手法を用いて安心して暮らすことができる住宅を提供し支援する。
○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。
〇市営住宅の建替え・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。

主管
施策

施策名

重点
関連

8

安心して暮らせる良質な住
まいづくり

9

公共施設・設備の効率的
な機能更新

24 教育機会の均等

土地の有効利用と都市景
37 観の保全

●

●

●

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

主管

・既存民間住宅のストックを活用するなど、住宅確保要配慮者に対して、新たな住宅セーフ
ティネットの構築に向けた調査・検討を行う。
・安心して暮らせる住環境の確保が図られるよう、既存民間住宅等については、耐震化率
の向上や危険なブロック塀等の解消につなげるため情報提供や啓発に取り組み、市営住宅
については、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、耐
震補強工事や大規模改修などの施設整備を計画的に実施する。
既存民間建
・若い世代の定住促進の観点から、新婚、子育て世代等が安心して住み続けることができ
築物の耐震
るよう、八尾市住宅マスタープランや八尾市空家等対策計画等の住宅関連計画に基づく施
化率
策展開を図るととともに、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適切な管理を行う。
・とりわけ、これまでの管理不良空家に対する取り組みに加え、八尾市空家等対策計画に
定める基本的な方針を踏まえ、若い世代が無理のない負担でニーズに合った住まいを確保
できるような取り組みなど、空家の予防、管理、活用の取り組みなどを行うことにより空家の
増加抑制につなげる。

主管

公共施設が
市有建築物のバリアフリー化、省エネルギー化等の機能更新事業を実施し、施設の長寿命 利用しやす
化と安全性の確保を進める。
いと感じる
市民の割合

関連

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よう、学校園施設の整備・補
修・修繕等に取り組む。

関連

都市計画法に基づく開発許可等において、公共施設の整備等により、一定水準以上の都
市環境の形成を誘導する。
また、市街化調整区域の適切な保全のため、開発事業を規制し、無秩序な市街化の抑制に
努める。
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－

－

％

78

％

－

－

83.5

49.4

－

－

58

－

－

－

－

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

80.0

・osakaあんしん住まい推進協議会との共催で、高齢
者や障がい者などの住宅確保要配慮者を対象とした
「住まい探し相談会」を実施した。
・耐震化率の向上や危険なブロック塀等の解消につ
なげるための啓発等については、全戸回覧や防災訓
練等のイベントへの参加により実施した。
・「八尾市空家等対策計画」に基づき、空家等の『予
防』、『活用・流通』の取組みとして、セミナーや講座の
85 開催、空家バンク制度の運用などを行った。
・安心して暮らせる住環境の確保が図られるよう、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、耐震補強工事や大規模改修な
どの施設整備を計画的に実施した。また、若い世代
の定住促進の観点から、新婚、子育て世代等が安心
して住み続けることができるよう、同計画に基づき市
営住宅の適切な管理を行った。引き続き同計画に基
づき計画的に事業を実施する。

50.7

市有建築物の整備、改修時において、バリアフリー
化・省エネルギー化を考慮した設計を行い、市民が
60 長期的にわたり利用しやすい公共施設の整備に努め
た。

－

・学校園からの修繕依頼に基づき、施設・設備の修理
営繕業務を行い、良好な教育環境の確保に努めた。
・市立小中学校における通学路のCB塀の改修工事、
市立小学校３校のトイレ洋式化工事を行った。

－

令和元年度の開発許可等の件数は、市街化区域で
52件、市街化調整区域で8件であった。令和２年度以
降も法令等に適合した開発行為を確実に誘導するこ
とで、安心して暮らせる良質な住まいづくりに繋げる。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

消防本部

部局長名

藤原 正彦

部局の使命

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。

主管
施策

施策名

重点
関連

3

災害に強い消防体制づくり

●

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

■住民サービス向上と消防体制基盤を強化する。
・高機能消防指令センター次期更新に併せた他都市消防との連携・協力
■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維持及び人員確保
・高度救助体制の充実強化
■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
・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・重大違反対象物の公表
・ひとり暮らし高齢者世帯への防火診断
・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。
・救急救命技術の向上
・救急車の適正利用促進
・応急手当の普及啓発
■地域防災力の向上をめざし消防団、市民、事業所、地域拠点との連携を充実強化する。
・自主防災組織の訓練
・消防団、地域(自主防災組織、まちづくり協議会等)、事業所（防災協力事業所等）、地域拠
点(出張所等)との連携
・地域防災力向上に関する広報

八尾市の
出火率
※１

件

1.2

1.4

1.8

八尾市の
救命率
※２

％

12.9

13.3

7.6

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

・高安出張所外壁改修工事を完了した。
・研修派遣等を実施して消防業務に必要な資格を取得さ
せ、職員の職務遂行能力の向上に努めた。
・各種訓練及び研修派遣等を実施して救助隊員に専門知
識及び技術等を習得させ、救助体制の充実強化に努め
た。
・各種イベント会場において住宅防火対策リーフレットを配
1.3 布し、放火防止対策及び住宅用火災警報器の設置促進・
維持管理の啓発活動を行った。
・市ホームページにおいて重大違反対象物を公表し、防火
安全に関する予防行政の充実強化に努めた。
・ひとり暮らし高齢者世帯の防火診断を行い、高齢者の防
火意識の高揚と火災の未然防止に努めた。
・消防法改正に関するリーフレットを配布し、小規模飲食
店に対する消火器具設置義務化の広報活動を行った。
・各種訓練及び研修派遣等を実施して救急隊員の活動技
術を向上させ、救急体制の充実強化に努めた。
・市政だより等広報媒体への掲載、及び八尾市医師会等
の関係団体へ協力依頼を行い、救急車の適正利用促進
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。
・消防団施設を整備するとともに現場装備を更新し、消防
団の充実強化に努めた。
・自主防災訓練、防災リーダー養成講習、学生消防支援
ボランティア（ＳＡＦＥＴＹ）育成訓練等へ消防団が参加し、
13.8 訓練内容を指導することにより、地域防災力の向上と地
域連携の強化に努めた。
・ため池及び防火水槽設置公園に消火活動用資機材（ポ
ンプセット）を追加（５か所）配置し、大規模災害時におけ
る地域防災力の向上に努めた。
・防災協力事業所に対する消防ポンプ取扱い訓練を実施
し、地域防災力の向上に努めた。

※１) 人口１万人あたりの出火件数
※２) 心肺停止患者が、救命措置を施され病院へ搬送後、１カ月以上生存した割合
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令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

市立病院事務局

部局長名

植野 茂明

部局の使命
《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」は病院運営における車の両輪であり、安定経営に必要となる資金を確保しつつ、公民協働手法であるＰＦＩ事業の効果を最大限発揮して、市立病院の使命の達成に向けた、持続可能な病院運営を実現する。

主管
施策

施策名

重点
関連

11 医療サービスの充実

12 地域医療体制の充実

関連

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
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

市立病院は、地域医療から見た中核病院としてふさわしい医療機能の向上を図るととも
に、中核市八尾唯一の公立病院として、市保健所等との一層の連携強化を進めること等に
より公衆衛生に貢献することが求められている。
そのため、急性期医療・救急医療（災害医療を含む）の充実を図るとともに、小児救急を含
む、小児医療、周産期医療等の政策医療分野を確保することで、市民が、「身近で受けられ 市立病院に
る医療サービス」の充実をめざす。また、地域がん診療連携拠点病院として、これまで充実 おけるがん
を図ってきた手術・化学療法・放射線治療・緩和ケアなどの診療を継続するとともに、市保健 患者の診療
所等との連携により地域のがん対策の一層の充実をめざす。さらに、生活習慣病である循
実績
環器疾患や糖尿病等の診療に対して積極的に取り組む。これらの地域で求められる医療
提供により、公立病院としての存在意義を高めるよう努める。
また、病院の維持管理・運営について、新たなPFI契約に基づき、公民協働の姿勢を重視
しつつ進める。

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、新たに策定した第3期経
営計画を推進することにより、医療の質の向上と健全経営の維持に努める。
市立病院に
また、市保健所・市健康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 おける紹介
率･逆紹介
化するなど、地域全体の医療水準の向上を図る。
率
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。
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人

％

2,243

紹介率
58.6
逆紹介率
85.2

2,240

紹介率
50.0以上
逆紹介率
70.0以上

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

2,529

（令和元年度実績）
・診療面においては、腫瘍内科医・緩和ケア担当医の確
保を進めた上、令和2年1月からは精神症状を専門とする
医師を確保し、これまで課題であった診療体制の充実を
図った。
・市保健所とは新型コロナウイルスに対応するにあたって
迅速に情報を共有するとともに、適切な指導を受けなが
ら緊密な連携が図れた。
・第2期PFI事業への移行を円滑に進め、大規模修繕によ
り病院機能を維持するなど引き続き公民協働での病院運
営に取り組んだ。
（令和2年度に向けた課題）
2,300 ・第4期経営計画の策定を進め、厳しい医療環境の中、運
転資金を確保することにより、健全経営を維持する。
・引き続き、市の唯一の公立病院として、市保健所との連
携に努め、政策医療に取り組むとともに、国指定の地域
がん診療連携拠点病院としてがん診療の充実に努める。
・「臨床の現場」という立場から、市保健所との連携を
様々な場面（ジェネリック医薬品の使用推進や糖尿病重
症化対策など）で進めていく必要がある。
・働き方改革が進む中、急性期医療に医療資源を集中
（紹介状の持参のない外来の縮小や健診業務の縮小・停
止、医師事務作業補助者やナースエイドの活用など）さ
せるなどにより、医師等の働き方改革を実現する検討を
進める。

紹介率
54.6
逆紹介率
70.7

（令和元年度実績）
・医療機能の分化と役割分担による連携の一層の推進
が求められる中、紹介・逆紹介に努めた。
・地域連携のツールである「八尾市立病院病診薬連携シ
ステム」の更新を行った。
（令和2年度に向けた課題）
・一層の逆紹介の推進により、地域医療支援病院として、
病病連携・病診連携の活性化に寄与する必要がある。
・手術室の1室増室や手術支援ロボットの設置などの投
資を進め、医療の質の向上をめざすとともに、一層の急
性期医療の充実に努めることで、機能分化と役割分担が
進む医療において、地域の中核病院としての役割を果た
す必要がある。
・地域医療構想の調整に向け、大阪府・市保健所が開催
する会議等に参画し、当院が中河内医療圏において、急
性期医療を提供することで、近隣の医療機関と連携し、
貢献していくという方針により、対応する必要がある。

紹介率
50.0以上
逆紹介率
70.0以上

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

水道局

部局長名

井出 信夫

部局の使命

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～令和２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、「選ばれるまち、暮らし続けたいまち八尾」のまちづくりに貢献すること。

主管
施策

施策名

重点
関連

48 上水道の安定供給

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

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策定した中期経営計
画に基づき、業務の改善や意識改革に取り組む。
また、中期経営計画の定期的な進行管理のためアセットマネジメント等を活用し、ＰＤＣＡ 管路の耐震
サイクルを徹底するとともに、積極的に広報・広聴活動を行い、顧客満足度が向上するよう
化率
努める。
一方で、現行の水道ビジョンと中期経営計画の計画期間が令和２年度までとなっており、
大阪広域水道企業団との統合も検討しながら新ビジョン等の策定に向け取り組む。
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％

23

25.7

25.8

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

水道施設の耐震化を進めるため、令和元年度に南部
低区配水池耐震化等設計業務の発注を行った。
また、管路の耐震化については、令和元年度の布
設替予定延長は6,683mで、元年度の目標値を達成
する見込みである。今後、令和２年度の目標値であ
る26.8％を目指し管路の耐震化を進める。なお、令和
２年度には基幹管路である高安導水管の布設替工
26.8 事と龍華導水管の布設替のための詳細設計を発注
予定である。
一方、令和元年8月に「八尾市水道事業経営審議
会」に「八尾市水道事業ビジョン(仮称)と「八尾市水道
事業経営戦略(仮称)の策定について諮問し、ご審議
賜るとともに、12月末日現在において、中期経営計画
の各事業の振り返りを行い、次年度以降の事業への
反映を行った。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

教育総務部

部局長名

尾谷 祐司

部局の使命
・「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る。

主管
施策

施策名

重点
関連

23

知徳体のバランスのとれた
小中学生の育成

24 教育機会の均等

21 幼児教育の充実

●

●

●

関連

関連

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
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

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
寄与する。
また、「学校における働き方改革」を進めるため、学校における業務改善、勤務時間管理
の徹底及び適正な勤務時間の設定、教職員全体の働き方に関する意識改革など必要な環
境整備に取り組む。

小中一貫教育の推進について、「八尾市小中一貫教育基本方針」に基づき、段階的な取
り組みを進め、魅力ある学校づくり、特色を生かした学校づくりを行うなかで特認校制度実
施に向けた具体的な検討を進める。
学校施設の老朽化に対しては、課題ごとに部位ごとの集中整備を進め、小学校普通教室
等空調設備整備事業、小学校トイレ洋式化等改修事業、ブロック塀改修事業等を実施す
る。
また、学校及び家庭が抱える様々な課題に対して、学校、地域等が連携して課題を共有
する仕組みを活用し、事業の充実を図る。

幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図るための取り組みを、こども未来部・学校教育部
と連携して進める。
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－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

－

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
システム等により、各学校園や教職員の状況把握を
し、計画的な人事配置を実施しました。また、クラブ活
動の指導を支援しました。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ました。ま
た、「学校における働き方改革」を進めるための環境
整備については、一斉退庁日や夏季休業中の学校
閉校日を設定し、部活動ガイドライン等に基づく適正
な勤務時間の設定や、教職員全体の働き方に関する
意識改革などに取り組みました。今後も、出退勤シス
テムやスクールサポートスタッフ、応答メッセージつき
電話の導入等を検討し、更なる取り組みを進める必
要があります。

－

「八尾市小中一貫教育基本方針」に基づき、段階的
な取組みを進め、小規模化解消に資する特認校制度
の導入に向けて、義務教育学校や教育課程特例校と
して、特色ある、魅力ある学校づくりを進めた。
学校施設については、全ての小学校の普通教室に
エアコンを整備するとともに、計画に基づいて小学校
のトイレ洋式化等改修、ブロック塀改修等を進めた。
また、学校、地域、行政等の連携によって、地域社
会全体で子どもの成長を見守る環境づくりを進める
ため、研修会等に参加するなどして、他市との情報交
換や先進事例等を研究した。

－

こども未来部・学校教育部と連携し、市内小学校（義
務教育学校含む）入学予定者を対象とした小学校一
斉授業見学（体験）の実施等により、幼児教育と小学
校教育の円滑な接続を図る取組みを進め、幼児教育
の充実につなげた。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

教育総務部（生涯学習担当）

部局長名

田中 淳二

部局の使命
・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。
・地域の文化財が次世代に受け継がれるよう、市民・地域とともに歴史資産を活用したまちづくりをすすめ、誰もが身近に郷土の歴史に親しみ、楽しみ、かつ学べるような環境を醸成するとともに、歴史資産を八尾の魅力のひとつとして発信する。

主管
施策

施策名

重点
関連

27

歴史資産などの保全と
活用

●

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

地域に受け継がれてきた歴史的風土や文化財を次の世代につなぎ、歴史資産を活かした
まちづくりや、歴史学習の場としての活用等を進めるため、市民や地域とともに調査・保全
活動、情報・魅力発信の取り組みを進める。とりわけ、国史跡である由義寺跡については、
文化財保護法に基づいて『保存活用計画』を策定するとともに、普及啓発や魅力発信の取
り組みを進める。
高安千塚古墳群については、一層の保全を図るために学識の指導のもと、郡川西塚古墳
の調査を進めるとともに、山ろくの文化財の保存活用を進める。
また、市民ボランティアとの協働を推進し、歴史資産の保全に向けて市民が関わる機会の
充実を図るとともに、大阪府・市や、庁内の他の分野との連携を含めて、本市の歴史資産の
効果的な活用や発信方法を検討する。

市民が生涯にわたって自己の人格を磨き、豊かな人生を送るため、平成27（2015）年度に
策定した「八尾市第2次生涯学習・スポーツ振興計画」に基づき、「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まち」の実現に向けた各種生涯学習の取組み
を進める。
とりわけ、市民が自らの特技を活かして、地域で活躍できる場づくりを進めるとともに、自
主的に学習できる機会の充実を進める。また、若者が自らの強みを活かして、地域で活躍
する環境づくりを進める。
さらに、家庭における教育力の向上を図るため、八尾市の特性を活かした家庭教育力の
向上を図るための体制などについて検討を進める。

28 生涯学習の取り組み

●

文化財の保
全・活用に
関するボラ
ンティアの
登録人数

文化・ス
ポーツボラ
ンティアバ
ンク「まちの
なかの達
人」の登録
者数

人

人

32

175

30

286

25

「史跡由義寺跡保存活用計画」を策定するため、史
跡保存活用審議会に諮問し、答申を受けました。ま
た、高安千塚古墳群と関係する郡川西塚古墳につい
て、学識経験者の指導のもと発掘調査を実施し、大
阪府及び文化庁と国史跡の追加指定について協議
を進めました。
歴史資産の効果的な情報発信のあり方について調
査研究を行いましたが、普及啓発事業については、
33 新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、実施
できないものもありました。
次年度は、郡川西塚古墳の国史跡の追加指定を進
めるほか、「史跡由義寺保存活用計画」に基づいて、
由義寺跡の管理や効果的な情報発信を行います。
また、歴史資産について市民協働による調査や保
全を図るとともに、地域社会全体で歴史資産の総合
的な保存活用を進めるために「文化財保存活用地域
計画」の策定に取り組みます。

167

若者が自らの強みを活かして、八尾の子ども達が
様々な体験できる場の創出を図るため、当初予定数
を上回る多種多様な６グループの参画が得られ、ダ
ンスやボール遊び、空手板割り、さらに八尾の街並み
の学習等を子ども達が楽しんだ。
また、家庭教育力の向上に向け、親学習の機会の
提供をはじめ、八尾市版の家庭教育の仕組みづくり
300 に向けた体制づくりの検討を始める方向性の整理を
行ってきた。今後は、八尾市版の家庭教育の仕組み
づくりを進めていくことが求められる。
まちの中の達人については、普及啓発イベントを複
数回開催してきたが、依然、登録者増に至らず、今後
は、今までと異なる多種多様な方法で普及と登録者
増に努める必要がある。

主管

子どもの読書活動を推進するとともに市民の調査研究、こころの豊かさの醸成など様々な
ニーズに応えるため、各分野（子育て、学習支援、まちづくり、ボランティア、健康づくり、女
性活躍関係（就労、地域活動）、郷土資料、文化・芸術など）のバランスのとれた選書、司書
相談の充実化を進め、あわせて学校図書館や就学前施設、図書館ボランティアとの連携を
図ることにより、知の拠点としての図書館サービスの充実を図る。

31

市民一人当
りの年間の
図書の貸出
点数

点

7.7

11.1

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

7.0

市立図書館4館をはじめ、市内就学前施設等に出
向いて、乳幼児や親子を対象に読み聞かせを行うと
ともに、小中学校と連携し、図書の団体貸出や職業
体験の受入、図書館サポーターへの研修を実施し
た。さらに、中学生以上を対象としたビブリオバトルを
開催するなど、子どもの読書活動の推進に努めた。
また、図書館ボランティアや地域活動団体等と連携
11.6
した館行事を開催するとともに、社会情勢や市民ニー
ズを踏まえた図書の選書、及び司書相談に努めてい
るが、来館者数が減少傾向にあり、より多くの市民に
親しまれる図書館をめざし、図書資料の充実、及びさ
らなるレファレンス機能の充実に努める必要がある。

主管
施策

施策名

重点
関連

スポーツ・レクリエー
31
ションの取り組み

八尾の魅力発見と発
25 信

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
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

子どもの体力向上や健全育成、市民の生きがいづくり、そして健康づくりのため「八尾市第
2次生涯学習・スポーツ振興計画」に基づき、「誰もが、いつでも、いつまでもスポーツ・レクリ
エーションに親しむことができるまち」の実現に向け、各種スポーツ・レクリエーション活動の
ための環境づくりの充実を図る。
とりわけ、恩智川治水緑地2期工区へのスポーツ施設整備に向けて、一部供用している多
目的運動広場の充実化を図るとともに、市民が習得したスポーツの技術や成果を活かして
地域で活躍できる環境を充実していく。
また、市民の健康増進に向けて、日常生活の中で気軽に出来る運動の普及に努めるとと
もに、スポーツの普及に取組んでいる各種団体との連携した教室事業などの充実化に努め
る。

今東光資料館の公開資料及び企画展示などを通して、八尾に住み創作した今東光の作
品や活動の足跡を明らかにし、八尾の魅力を発信するとともに、生まれ育ったまちに対する
愛着や誇りにつながる取り組みを進める。

32

運動・ス
ポーツをし
ている人の
割合

―

％

―

32.4

―

43

―

市民が、スポーツ・レクリエーション活動を楽しめる
環境の充実に向けて、各種スポーツ団体等との協働
により、様々なスポーツに出場するとともに、気軽に
楽しめる体操等の体験が行えた。
また、福万寺町市民運動広場南面グラウンドにお
いては、ガバメントクラウドファンでイングを活用し、市
民参画による施設の充実を図った。
45.0
さらに、プロスポーツ選手やクラブチームとの連携
により、八尾の子ども達がバスケットボールやサッ
カーなど一流の技を体得できる場の創出等を行っ
た。今後は、オリンピック・パラリンピックなどを契機と
して、様々なスポーツ種目において、子ども達が感動
し・楽しめる環境づくりを進めていく。

32

―

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

―

今東光氏を通して郷土の歴史・文化を紹介するた
め、春季と秋季に企画展示を開催するとともに、瀬戸
内寂聴氏へのインタビュー映像の上映や講演会等を
実施し、八尾の魅力発信や郷土愛の醸成に努めた。
今後においても、市内市外の人に来館してもらえる
よう、企画展や講演会等の充実に努める必要があ
る。

令和元年度 部局マネジメント戦略シート
部局名

学校教育部

部局長名

今岡 誠司

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。

主管
施策

施策名

重点
関連

23

知徳体のバランスのとれた
小中学生の育成

24 教育機会の均等

21 幼児教育の充実

●

●

●

主管

主管

主管

施策のめざす暮らしの姿の実現を測定するための指標
実績値
目標値 実績見込値 めざす値
指標名
（単位）
R1
H29
R2

部局における令和元年度の重点的な
施策展開の基本方針

今住んでる
地域の行事
に参加して
「八尾市の教職員を八尾で育てる」という方針のもと、地域に愛着と誇りをもつ子どもの育 いる児童・
成をめざし、教職員研修の内容充実をはじめ、研究拠点校においては「八尾市小・中学校 生徒の割合
連続性のあるカリキュラム」を活用した研究を進め、その成果を市内すべての学校に共有す
る。また、「八尾市小中一貫教育基本方針」に基づき、すべての中学校区でキャリア教育の 学校のきま
視点を活かした小中一貫教育をスタートさせ、実態に応じ段階的に取り組みを進めるととも りや規則を
守っている
に、より効果的に取り組みを推進するために学校の一層のＩＣＴ化を進める。
「若い世代を育てる未来の八尾づくり」においては、学習指導要領改訂への対応とともに、 児童・生徒
自ら行動を起こし、他者と協力しながら考え解決を図る、挑戦する姿勢を持った子どもや、 の割合
地域と共に育ち郷土を愛し、八尾の未来を支える子どもを育成するための取組みを展開す
る。また、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早期発見と未然防 全国体力・
運動能力、
止、また適切で迅速な対応への指導助言を行う。
体力・健康安全面では、小学校からの「体つくり」を意識した授業を充実させ、中学校卒業 運動習慣等
調査の平均
後も楽しく運動に親しむ習慣が続き、体力の向上に繋がるよう取組む。
小学校給食が安全かつ確実に提供されるよう、食物アレルギーについて国の指針に基づ 値の全国比
く対応を基本とし、誤配や誤食による健康被害を予防する。また、健康診断や環境衛生業
全国学力・
務を適切に実施し、学校園における児童生徒等及び教職員の健康の保持増進を図る。
学習状況調
査の平均正
答率の全国
比

子どもの貧困対策と関連して、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は
生徒の保護者に対し、適切に就学援助を行うとともに、持続可能な制度とするため社会・経
済状況に適応した必要な見直しを検討する。また、法の主旨にある合理的配慮を踏まえ、
特別支援教育を一層充実するため、就学相談や個に応じた対応等をより丁寧に実施すると
ともに、子ども・保護者が抱える課題解決に向けＳＳＷを積極的に活用し、教職員の資質向
上と保護者対応等への支援を図る。
激しい社会環境の変化に対応でき自立した社会人となるよう、キャリア教育の充実を図
り、将来の進路や生き方について考える機会を通して、「未来を切り拓くチャレンジする『八
尾っ子』」の育成をめざす。
日本語指導を必要とする幼児・児童・生徒の学習支援などのため、日本語指導補助員を
派遣する。また、直接編入の児童生徒のため、緊急的な通訳派遣などの支援を行う。

「若い世代を育てる未来の八尾づくり」において、就学前から切れ目のない支援が求めら
れている中、開園した公立認定こども園を中心に、より質の高い幼児教育を提供できるよ
う、支援体制の充実を図る。
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％

57

61.5

％

89.25

88.5

91.9

-

0.97

1.00

0.96

-

0.95

1.00

0.96

ＳＳＷの活
動件数

件

日本語指導
等の派遣時
間数

時間

幼児教育の
実践につい
て満足して
いる保護者
の割合

39.15

％

654

1,100

1,350

9,871

11,500

10,702

95

99.00

95.60

実績・課題等
※「令和元年度における部局の重点的な取り組み内
容」も踏まえ、内容を記載してください。

60
規範意識やマナー、「確かな学力・豊かな心・健や
かな体」の育成、家庭・地域との連携等、効果的な施
策展開を図った。特に、小学校において放課後学習
の実施と中学校の定期考査前や長期休業中の補充
学習への学習サポーター活用も継続し、学習習慣の
90 定着と学習意欲の向上を図った。
次に、体力・健康面については、各学校において体
力づくり推進計画を作成し、課題に正対した取り組み
を推進するとともに、子どもたちが主体的に運動する
授業を展開する等、児童・生徒の体力向上を図った。
小学校給食については、安全かつ確実に提供でき
1.00 るよう、食物アレルギーについて国の指針に基づく対
応で実施した。人為ミスによる誤配・誤食が起こらな
いように注意喚起を行っている。また、児童生徒等及
び教職員の健康増進を図るため、健康診断や環境
衛生業務を実施した。
1.00

就学援助制度については、公平・公正かつ持続可
能な制度とするため、認定基準のあり方について検
討を行っている。課題のある子どもや保護者にかか
64 わる課題の早期解決に向けては、学校へのＳＳＷ配
置や派遣を通じて教職員の資質向上と保護者対応
等への支援を図った。ＳＳＷのニーズが高まり人材確
保が難しくなってきている中、本市の教育環境に対す
る理解が深くスキルの高い人材を配置できるよう必
要な条件整備を行う必要がある。日本語指導が必要
な幼児・児童・生徒が在籍する幼稚園や学校へは、
日本語指導補助員等を派遣し、学習指導の充実を
図った。また、外国から編入してきた児童・生徒の受
け入れ校へ緊急的に日本語指導補助員等を派遣す
12,000 ることにより、日本の学校への適応指導を行った。さ
らに、懇談会や家庭訪問等へ通訳者を派遣し、保護
者が安心して日本の学校へ子どもを通わせることが
できる体制を構築した。
開園した公立認定こども園にて幼児教育研究を実
施し、豊かな環境の中で主体的に活動する姿を捉え
ながら、教育内容の充実や指導方法の工夫・改善に
ついて研究を推進した。また、保育者の経験年数や
幼児教育課題に沿った研修や、特別教育・保育巡回
指導を実施し、保育者の資質向上を図った。
100.00
さらに、幼児期の学びや育ちを小学校へ円滑に接
続することをめざし、幼児教育研究にて“幼児期の終
わりまでに育ってほしい姿”の事例集を作成したり、
幼保こ小合同研修会を実施し中学校区にて接続期
の実践計画を作成するほか、小学校一斉授業見学
（体験）を実施した。

