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私たちのまち「八尾市」は昭和23年（1948年）、八尾市歌の一節で「山
さ ん が あ か

河明るき河
か わ ち の

内野に」とあり
ますように、東は四季折々の装いを魅せる美しい高

たかやす

安山を仰ぎ、南は古くより悠然と流れる大和川を
眺める、大阪・河内平野の中央部に誕生いたしました。以来、八尾の歴史の深さと文化の豊かさを受
け継ぎ、愛

いと

しんできた先人たちの英知の結集と、たゆみない営為によって、大阪大都市圏の個性輝く
中核都市へと着実な発展を遂げてまいりました。

私たちは、今、社会経済環境の構造的な変革の過渡期にあり、なかでも、人口減少・高齢社会の急
速な進行や、世界金融危機以降の経済・雇用の厳しい局面は、ライフスタイルの多様化などと深く関
係し、地域や職場、家族などから、人と人のつながりが薄れていく「無縁社会」を日本社会の中に広
げつつあります。一方、本市においても、近年、自治会（町会）加入世帯数、同加入率が低下するなど、
今後、地域社会の活力や地域コミュニティ機能が弱体化することが懸念されています。

こうした中で、希望ある未来を拓
ひら

く、次代に継承できる持続的発展可能な八尾を実現するために、「八
尾の自治の確立と地域への分権の推進」などをはじめとする、これまでの総合計画の精神とともに、
まちづくりの成果や課題を踏まえ、ここに平成23年度（2011年度）から平成32年度（2020年度）まで
の10年間を展望した、まちづくりの羅針盤となる八尾市第5次総合計画「やお総合計画2020」を策
定いたしました。将来都市像には、市民の皆様をはじめ、「新しい公共」を担うまちづくりの多様な活
動主体と共有するビジョンとして、『元気をつなぐまち、新しい河内の八尾』を掲げました。

今後、この将来都市像の実現に向けて、河内の進取の気風を受け継ぎ、八尾の「市民力」、「地域力」
を支えるさまざまな活動主体や、多彩な地域資源の「元気」を引き出し、それらを新たな視点で「つなぎ」、
そして、「八尾の良さ」を最大限発揮することにより、住民自治の蓄積をより豊かに拡充し、地域の幸
せのために地域としっかり向きあえる八尾スタイルによる地域分権の推進や、定住人口の確保をめざ
すなど、より魅力ある八尾づくりに取り組んでまいります。そのことを通じて、「まち」の価値を高め、

「新しい河内の八尾」を力強くつくりあげてまいります。
最後になりましたが、この計画の策定にあたりまして、市民意識調査、「八尾市の未来を語るタウン

ミーティング」、学校区別「地域別計画意見交換会」や市民意見提出制度などで貴重なご意見・ご提言
を頂戴いたしました多くの市民の皆様、ならびに「元気で新しい八尾のまちづくりを考える市民懇談会」
委員の皆様、さらに、慎重かつ活発にご審議を賜りました総合計画審議会委員の皆様、市議会議員の
皆様に、心から厚くお礼を申し上げますとともに、今後、この計画の達成に向け、より一層のご理解
とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

『元気をつなぐまち、新しい河内の八尾』の
実現をめざして

さあ、「河内」という地に根ざす「八
や お じ ん

尾人」の元気のつながりを力に、

私たちの『元気をつなぐまち、新しい河内の八尾』へ力強い一歩を踏み出しましょう。

平成23年（2011年）2月

　　八尾市長 



八尾市民憲章

わたくしたちは、信貴・生駒のやまやまをあおぐ八尾の市民です。
わたくしたちの八尾市は、ゆたかな伝統と美しい自然にめぐまれ、近代都市へ発展

をつづけている希望のまちです。
わたくしたちは、このまちの市民であることに誇りをもち、みんなのしあわせを

ねがい、この市民憲章をさだめました。

　わたくしたち八尾市民は
　1．若い力をそだてましょう。
　1．あたたかい心でまじわりましょう。
　1．みどりのまちをつくりましょう。
　1．文化財をたいせつにしましょう。
　1．働くよろこびに生きましょう。

昭和39年（1964年）11月3日制定　

やお安全安心憲章

八尾市は、中世において自治都市「寺
じないちょう

内町」として栄えるなど、古来より歴史と文
化を大切に受け継いできました。

わたくしたちは、このまちの豊かな資源を自然災害や犯罪などがもたらす被害から
守り、自立と助け合いの精神のもと、だれもが安全に安心して暮らすことのできるま
ちづくりをめざし、ここに憲章を定めます。

1．市民一人ひとりが防災・防犯意識を高めましょう。
1．ひとを思いやるやさしさを持ち、共に助け合う地域をつくりましょう。
1．豊かな地域活動をはぐくみ、災害や犯罪に強いまちづくりを進めましょう。
1．未来を担

にな

う子どもたちを犯罪から守りましょう。
1．社会のルールを守り、地域の和を尊重しましょう。

平成17年（2005年）10月1日制定　



八尾市歌　

八尾市章 やおの木：いちょう　 やおの花：きく

市名“ＹＡＯ”のＹとＯで構成し、円は円満な市政
の遂行を、円より少し突き出たＹは市の将来の発展
を表現しています。Ｙによる円の3等分は、平和・
自由・平等を意味します。

昭和33年（1958年）7月4日制定 昭和43年（1968年）4月1日選定

昭和26年（1951年）制定
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（1） 総合計画策定の目的

総合計画は、八尾市がめざす将来都市像を明らかにし、その将来都市像を実現するための方向性を示すも
のです。

本市では、平成13年度（2001年度）に平成22年度（2010年度）を目標年次とする第4次総合計画を策定し、
その実現に努めてきました。この総合計画が目標年次を迎えたことから、社会経済環境の変化を踏まえ、八
尾市の現状と課題を洗い出し、本市の新しい将来都市像を探り、市民とともに、平成32年度（2020年度）
を目標年次とする新しい総合計画を策定するものです。

（2） 総合計画の構成と期間

本計画は、八尾市第5次総合計画として、名称を「やお総合計画2020」とし、「基本構想」と「基本計画」
からなります。「基本計画」に基づく「実施計画」とともに三層を構成しますが、計画期間はそれぞれ10年、
5年、3年としています。
①「基本構想」

平成23年度（2011年度）から32年度（2020年度）までの10年間でめざす八尾市の将来都市像と、その実
現に向けたまちづくりの目標を掲げ、まちづくりの目標の達成に向けた取り組み方向（政策）とその推進方
策を示します。
②「基本計画」

前期・後期の各5年間についての具体的な施策を体系的に示します。この基本計画は、「目標別計画」と「地
域別計画」で構成します。
●目標別計画：基本構想における将来都市像を実現するためのまちづくりの目標ごとに、めざす暮らしの姿

や役割分担、主な取り組み、指標などを示したものです。
●地域別計画：各小学校区（地域の活動の状況に応じて中学校区）を「地域」の基本単位とし、各地域の現

状と方向性を明らかにするとともに、上記の目標別計画を各地域別に編集し、取りまとめた
ものです。

③「実施計画」
「基本計画」に基づき実施する具体的な施策・事業については、各基本計画期間において、年度ごとに、

3年を見据えた「実施計画」を策定します。策定にあたっては、予算編成・行政評価と連動させます。

（3） 総合計画の役割

この総合計画では、基本計画においてまちづくりの目標ごとの計画である「目標別計画」を定めています。
従来の計画では行政の分野別の基本計画としていましたが、今回は、何をめざすのかというまちづくりの目
標を、市民をはじめまちづくりの多様な活動主体と共有するために明示し、その達成に向けて、まちづくり
の目標別にその道筋を明らかにするものです。

また、市役所の各部局の連携のもと、身近な地域のまちづくりを推進するため、地域に暮らす市民ととも
に地域ごとの現状と方向性を整理し、「目標別計画」を地域ごとに取りまとめた「地域別計画」を策定します。
地域が抱える課題はさまざまであり、地域特性に応じたまちづくりを進めるためには、地域と行政のパート
ナーシップ＊は必要不可欠となっており、この総合計画では、地域と行政の適切な役割分担、市行政内での
連携によって地域の課題に対応し、住民主体のまちづくりを進めていこうとしています。

序
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（4） 総合計画の推進

基本構想は市の総合的なめざすまちの姿を表現したもので、行政の各分野においても、その理念に沿って
計画を定め、政策を推進します。基本計画は、時代の変化に対応するために、前期基本計画（平成23年度（2011
年度）～ 27年度（2015年度））と後期基本計画（平成28年度（2016年度）～ 32年度（2020年度））に区分し、
政策、施策を推進します。

後期基本計画は、社会経済情勢や財政見通しなどを踏まえて、平成27年度（2015年度）までに前期基本
計画を評価し、策定します。

図表1　総合計画の構成と期間

・めざす暮らしの姿
・めざす暮らしの姿実現
　の主な取り組み

・地域力
・まちづくりの方向性

・将来都市像
・まちづくりの目標

目標別計画 地域別計画 （仮称）
わがまち推進計画＊

各学校区で地域住民どうしの
話し合いにより作成する計画
（平成23年度（2011年度）
以降順次作成）

政策分野別での
個別計画

「地域福祉計画」、「都市
計画マスタープラン」など

基本構想基本構想

後期基本計画後期基本計画前期基本計画前期基本計画

総
合
計
画

基本構想

基本計画
目標別計画
地域別計画

実施計画
・予算
・行政評価

（仮称）
「わがまち推進計画」 （地域ごとに順次作成・実施）

3 年計画を毎年度見直し

平成23年度
（2011年度）

平成24年度
（2012年度）

平成25年度
（2013年度）

平成26年度
（2014年度）

平成27年度
（2015年度）

平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

基本構想
［10年］

基本計画
［5年］

実施計画
［3年］
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1. 総合計画策定の背景

（1）八尾市のまちづくりのあゆみ

本市は、昭和23年（1948年）の市制施行以来、町村合併促進立法化の動きと並行して、周辺町村との合
併や編入が進められ、昭和39年（1964年）に松原市の一部を編入し、市域が定まり、現在に至っています。
合併に伴う新市建設計画に基づいて基礎的な都市施設の整備が行われてきました。また、「八尾市民憲章」
を制定し、「世界連邦平和都市宣言」、「交通安全都市宣言」を行いました。その後も、時代に応じたさまざ
まな課題に対処するため、４次にわたって総合計画を策定し、各総合計画に基づきまちづくりを進めてきま
した。その間に、みどりの多い田園都市から、大阪市の近接の住宅都市として、あるいは国内有数の中小企
業のまちとして発展してきました。

●第１次総合計画（昭和41年度（1966年度）～ 50年度（1975年度））
経済の高度成長に伴う人口のめざましい増加や工場の著しい進出に対応するため、社会福祉会館を整備

するとともに、大阪市清掃局（現・大阪市環境局）八尾工場、大阪中央環状線、府営久宝寺緑地が整備さ
れるなど、生活や産業の基盤となる施設の整備を進めてきました。また、人口増加に対応するため、学校
園や保育所の建設などを行いました。

●第２次総合計画（昭和51年度（1976年度）～平成２年度（1990年度））
第１次石油危機以降の急激な社会・経済情勢の変化の中で、まちづくりにおいても「開発志向型」から「人

間と自然との調和型」への転換が求められるようになり、図書館や青少年運動広場、文化会館「プリズム
ホール」、歴史民俗資料館などの教育・文化施設の整備を進めるとともに、八尾の玄関口である近鉄八尾
駅前広場がオープンしました。また、「非核・平和都市宣言」を行い、市制施行30周年を記念して第１回
八尾まつり（現・八尾河内音頭まつり）が開催されました。

●第３次総合計画（平成３年度（1991年度）～ 12年度（2000年度））
社会経済情勢が安定成長に移行していく中で、本市においても人口が安定期を迎え、便利で豊かな市民

生活が実現できる「定住魅力のあるまち」の創出が求められるようになり、地域福祉計画や高齢者保健福
祉計画などの策定や、図書館（山本、志紀）、生涯学習センター「かがやき」、総合体育館「ウイング」、
屋内プール「しぶき」などの施設整備や、久宝寺寺

じないちょう

内町＊のまちなみ整備を進めました。また、ホームペー
ジの開設や、やおコミュニティ放送「ＦＭちゃお」開局など、市政に関わる情報提供の手段の多様化が進
みました。

●第４次総合計画（平成13年度（2001年度）～ 22年度（2010年度））
戦後の我が国を支えていた社会経済システム全体が、バブル経済の崩壊後大きな転換期を迎え、厳しい

財政状況のもとで、市民、企業、ＮＰＯ1、行政などの多様な活動主体が参画、協働する、地域経営の理
念に基づきまちづくりを進めてきました。平成12年（2000年）に地方分権一括法が施行されるとともに、
平成13年（2001年）に特例市に移行する中、さらなる施策展開として、中小企業サポートセンターやワー
クサポートセンター、市民活動支援ネットワークセンターの設置や包括外部監査制度の導入などの取り組
みを進めました。また、「やお安全安心憲章」を制定しました。

このように、本市のまちづくりは、行政主導による基盤整備や都市機能の整備を主体とする成長期のまち
づくりから、市民や地域などと行政との協働＊による成熟期のまちづくりへと、徐々に変わってきつつあり
ます。

これまでのまちづくりの取り組みを礎
いしずえ

とし、「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例」（平成18年
（2006年）制定）のもと、市民をはじめまちづくりの多様な活動主体の参画と協働をさらに拡げていくこと、
そして深めていくことが必要となっています。

1 “NPO”とは、“Non-profit Organization”の略で、民間非営利組織と訳されます。政府や私企業と並び、独立した存在として、民間公益活動を行う組織・
団体です。
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（2）八尾市を取り巻く社会経済環境の変化

本市を取り巻く社会経済環境は、急速に変化しています。また、その先行きは非常に不透明なものとなっ
ています。このような状況において、社会経済環境の見通しと影響について常に認識をもち、的確に対応し
ていくことが必要です。

①少子高齢化の進行と人口減少
我が国では、平成16年（2004年）をピークとして人口が減少に転じています。平成21年（2009年）の

高齢化率は22.5％であり、平成32年（2020年）には29.2％に達すると見込まれています。また、合計特
殊出生率は、平成17年（2005年）に1.26と過去最低となりましたが、その後、上昇傾向に転じているも
のの、人口維持に必要な水準（2.07 ～ 2.10程度）からは、依然として低い水準にあります。

高齢化の進展により、医療、介護などの福祉サービスの需要が増加するとともに、労働力の不足が懸念
されます。誰もが生涯を通じて安心して生きがいをもって暮らせるようになることや、安心して子どもを
生み育てられる環境の整備が必要です。また、障がいのある人たちが自立した生活を送ることができると
ともに、誰もが個々のニーズに応じて活躍できる機会づくりとして、雇用の創出と就労支援を軸とした自
立支援が必要となります。

②安全・安心意識の高まり
少子高齢化の進行もあり、福祉、医療、年金など社会保障に対する関心、ニーズが高まっています。ま

た、新しい感染症、自然災害、犯罪など暮らしを取り巻くさまざまな不安要素に対して、積極的な対応を
とることが求められている中で、市民の安全・安心意識の高まりとともに、セーフコミュニティ2のよう
な活発な取り組みを進める地域が全国各地でみられるようになってきています。

③地球環境問題の深刻化
地球温暖化が進むと、異常気象の発生の増加や食糧問題の深刻化につながり、わたしたちの暮らしや経

済にさまざまな影響を及ぼすと考えられています。温暖化の進行を止めるべく、温室効果ガス3の発生を
抑制していくためには、日常生活やビジネスをはじめ、社会・経済のあらゆる事柄について、環境の視点
から再度見直し、環境との調和と日常生活や経済活動が持続的に営めるような新たな取り組みが必要と
なっています。

④産業のグローバル化と雇用の流動化
世界経済のグローバル化が進み、世界経済の動向と我が国の経済動向が密接に関係するようになってき

ています。生産拠点の流動的な再配置が世界規模で行われるなど、我が国のものづくり産業が、今後、ど
のように発展していくのかを見通すのは非常に難しい状況にあります。

また、雇用の流動化が進みつつあり、就業者の多様な働き方でさまざまな能力を発揮する機会が増大す
る一方で、雇用環境は極めて不安定なものとなっており、世界経済の情勢に対応しながら、安定した労働
環境整備が求められています。

2 「セーフコミュニティ」とは、ＷＨＯ（世界保健機関）を中心に推進されている取り組みで、事故やけがは偶然の結果ではなく予防できるという考え
のもと、行政はもちろん、地域住民、ＮＰＯなど多様な活動主体の協働により、すべての市民が安全安心に暮らすことができるまちづくりを進める
ものです。

3 「温室効果ガス」とは、地球の平均気温を上昇させる温室効果をもたらす気体のことで、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素などがあります。
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4 “ICT”とは“Information and Communication Technology”の略で、これまで IT(Information Technology) が同義で使われてきましたが、国際的には
IT に“Communication( コミュニケーション ) ”を加えた ICT( 情報通信技術 ) が定着しています。

5 「新しい公共」とは、限られた人的資源と財源の中で、市民の満足度を高めるためには、「公共」は行政のみが担うべきものという従来の考え方から
脱却し、市民・企業・行政とが協働して公共サービスを提供していくシステムを指します。（『公民協働による公共サービスの提供に関する基本方針』

（平成20年（2008年）3月八尾市）参照）。

⑤情報通信技術の広がり
インターネットや携帯電話など、暮らしのさまざまなところにＩＣＴ4（情報通信技術）が浸透しつつ

あります。コミュニケーションの手段としてさまざまな活用が行われるとともに、ビジネスや教育、行政
サービスなどの業務の効率化などに大きな効果を発揮しており、その恩恵を享受できる社会の実現が望ま
れます。

一方で、ＩＣＴを十分に活用することができない人々に配慮するとともに、セキュリティの確保や、個
人情報漏洩や犯罪などの緊急事態への対応も重要となっています。

⑥地方分権の進展と「新しい公共」5の広がり
国・大阪府からの権限や事務、財源の移譲など、地方分権が進みつつあり、また、歴史と風土に培

つちか

われ
た地域の文化の価値が再認識される時代となっています。市町村においては、自らの判断と責任により、
地域の実情に沿ったまちづくりを行うことが期待されています。

地域活動や市民活動が活発化する中で、行政だけでなく市民や事業者など多様な活動主体が連携、協働＊

して役割を担う「新しい公共」を形成する動きが全国各地で広がりを見せつつあります。
国・地方を問わず財政は厳しい状況にありますが、税収の減少と社会保障関係費の増大に加えて、過去

の急速な都市化の進展に対応して整備した、社会資本の維持保全のための負担も重く、次世代に負の遺産
とならないように財政基盤を立て直していくことも重要です。

市民スポーツ祭
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（3）八尾市の特性

本市は、さまざまな特性を有しています。地理的、自然的、歴史的なものなど、また、市民や事業者の暮
らしや営みにより育まれてきたものがあります。地方分権の進展により、都市の特性を発揮する自立性の高
い自治体経営が強く求められる時代にあって、これらを十分認識したうえで、まちづくりを進めていくこと
が必要です。

①大阪都心部などへの交通利便性の高いまち
本市は、大阪市と３本の鉄道（ＪＲ線、近鉄線、大阪市営地下鉄線）で結ばれ、大阪都心部への所要時

間が約15分程度と交通利便性が極めて高いまちです。近畿自動車道、大阪中央環状線、外環状線や国道
25号が市域を通っており道路ネットワークも良好です。そのため、早くから大阪市の近接の住宅地とし
て発展するとともに、工場の立地が進み、我が国有数の「中小企業のまち」となりました。久宝寺駅から
新大阪駅まで計画されているＪＲおおさか東線は、久宝寺駅から放

はなてん

出駅まで開通しています。
また、本市には、小型航空機の拠点基地としては我が国で最も大きい八尾空港があります。

図表2　八尾市の位置及び周辺図



8 6 「近鉄西信貴ケーブル」は、信貴山口駅と高安山駅（信
し ぎ さ ん ち ょ う ご そ ん し じ

貴山朝護孫子寺への大阪府側からの最寄り駅）を結んでいます。

②国内有数の中小企業のまち
本市は、中小企業を中心に、高度な技術力と製品開発力を誇る「ものづくりのまち」です。全国トップ

シェアの出荷額を誇る伝統ある歯ブラシ生産や、金属製品、電子機器をはじめ、環境やＩＣＴ＊に関連す
る最先端技術に至るまで、匠

たくみ

の技が光ります。また、異業種交流グループでは、ロボットコンテストを開
催しています。このように、多彩な製品や雇用を生み出す

「八尾のものづくり」の特徴は、多様な業種の集積にある
といわれており、製造品出荷額等は、平成19年（2007年）
には大阪市、堺市に次いで府内で３番目の規模となってい
ます。

このように、ものづくりをはじめとする八尾の産業が
しっかりと活力を保ち続けています。

③豊かな自然と歴史・文化を有するまち
みどり豊かな高

たかやす

安山はレクリエーションの場として親しまれており、ハイキング道や近鉄西
に し し ぎ

信貴ケーブ
ル6から登ると、展望台からは大阪平野を一望することができます。高安地域をはじめとして、農業も盛
んであり、花

か き か ぼ く

卉花木のほか、枝
えだまめ

豆＊や若ごぼう＊などの特産品があります。さらに、山
さんろく

麓のため池には、
絶滅危惧種に指定されている日本固有の淡水魚「ニッポンバラタナゴ＊」が生息しており、玉

たまくし

串川沿いの
桜並木は市民に愛されており、「大阪みどりの百選」にも選ばれています。

旧大和川の付け替えによる新田開発により、木綿の栽培が盛んとなり、河内木綿としてその名は広く知
られました。丈夫で縞

しまがら

柄や文
もんよう

様の美しい河内木綿は八尾を代表する伝統文化の一つです。また、高安山の
山麓「やまんねき」は歴史遺産の宝庫であり、中河内最大の前方後円墳である心

し お ん じ や ま

合寺山古墳や、200基以
上もの横穴式石室墳が集中する「高安千

せんづか

塚」があり、天智天皇が築いた古代の山城「高安城」は全国的に
も知られています。

本市には、寺
じないちょう

内町＊があり、久宝寺をはじめ、萱
かやふり

振、八尾の３つの寺内町が市内にあることは全国的に
も珍しいことです。この寺内町の発展は、本市の産業や自治都市としての風土を築くもととなりました。
また、室町時代に将軍足利義満が常光寺の再建のため材木を寄進した際にうたわれた木

き や

遣り音頭がルーツ
といわれる「河内音頭」発祥の地として、毎年夏には各地域で「河内音頭」の盆踊りが開催され、まちも
にぎわいます。

ロボットコンテスト

久宝寺寺内町常光寺の大
だいはんにゃえ

般若会
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④地域での支えあいを大切にし、地域活動や市民活動が活発なまち
本市は、「河内の八尾」といわれるように、河内という風土の伝統を色濃く受け継ぐまちです。人と人

とのつながりの良さ、飾らずに気軽にものが言えることや面倒見の良さ（“ほっとかれへん”という意識）
などは、河内の人の気質のあらわれといえ、八尾の魅力となっています。

本市では、概ね小学校区を単位として、地区福祉委員会＊

や自治振興委員会＊をはじめとする地域活動が活発に行われ
ています。また、環境、防災や福祉などさまざまな分野で、
ボランティアやＮＰＯ＊などによる活動が行われており、こ
れらの活動は八尾のまちを支える大きな力となっています。

⑤さまざまな国や地域の人たちが住まうまち
古くから八尾は、旧大和川の水運と奈良街道や八尾街道などの陸運の両方をあわせもち、大陸への出入

口となる難
な に わ づ

波津と大和を結ぶ交通の要
ようしょう

衝であったことから、人々が行き交い、文化や技術を受容し、渡来
した人々が住むようになりました。その後も、恵まれた立地
条件を活かしながら、八尾は河内地域の中心地として栄え、
文化も開けてきました。

現在も、本市にはさまざまな国や地域の人々が居住し、ま
た、国際交流イベントにはたくさんの人々が参加、交流して
います。

そのため、生活習慣をはじめ多様な文化の違いを尊重しな
がら共生する土壌があります。

⑥地球環境保全に取り組むまち
本市は、ごみの多種分別や地域における有価物集団回収に取り組むなど、「環境先進都市やお」をめざ

して市民の理解、協力のもと地球環境保全に取り組んできました。世界的に環境を意識した取り組みが活
発化する中で、暮らしや経済活動との両立を図りながら取り組みを進めています。

また、市域は比較的平坦な土地が多いこと、みどりや河川が身近にあることなどを活かし、快適な都市
環境を感じられる暮らしが広がっています。

玉串川桜並木 環境保全活動（クリーンキャンペーン）

地域住民の植栽活動

国際交流野
や ゆ う

遊祭
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（4）八尾市の主要課題

本市のまちづくりのあゆみ、本市を取り巻く社会経済環境の変化、本市の特性を踏まえると、今は、時代
の大きな転換期を迎えていると思われます。人間らしさを大切にしながら、一人ひとりが力を合わせて転換
期を乗り切り、未来につなげていくことが必要です。

そのため、今後10年間における本市のまちづくりについては、以下の10の主要課題に対して、多様な活
動主体との連携、協働のもと、限られた財源を優先的に配分し、「いつまでも住み続けたい」、「住んでみたい」
と思える魅力あるまちづくりを進めていくことが必要です。

①いつまでも安心して暮らせる地域社会づくり
今後も高齢化が進む中で、誰もがいつまでも安全で安心して暮らせる地域社会づくりを進めていくこと

が必要です。高齢者の生活の質を高め、住みよいまちづくりを進めるため、身近な地域において、レクリエー
ションや買い物のための場やしくみを確保していくこ
となどが求められています。また、障がいのある人が
地域の一員として自立した生活ができる地域社会づく
りが求められています。そのため、身近な地域での支
えあいをより一層充実させていくとともに、医療・保
健・福祉のサービスを必要なときに使えるように、わ
かりやすく情報提供していくことが重要です。また、
安心して住み続けられる住環境の確保も大切です。さ
らに、疾

しっぺい

病予防や健康診査、介護予防など健康な生活
を維持していくための取り組みや、各種制度の運用に
努めていくことが必要です。

②もしもの時に備えた危機管理体制の構築
阪神・淡路大震災からすでに多くの年数を経ましたが、地震は、いつ、どこで起こるのかわからないこ

とから、震災への備えを忘れてはなりません。発生が懸念される東南海・南海地震＊の発生や、台風など
の大規模災害、局地的な集中豪雨などに対して、地
域における消防・防災体制をしっかりと整えていく
ことが重要です。

また、新しい感染症の発生など、これまでに経験
したことがない緊急事態にも迅速に対応していくこ
とが必要です。さらに、ひったくりや窃

せっとう

盗などの犯罪、
高齢者などを狙

ねら

った詐欺、悪質商法、消費生活に関
するトラブルなど、暮らしを脅かすさまざまなリス
クに対しては、早期の情報共有と的確な対応が被害
の防止につながると考えます。 応急担架の作成方法の普及

高齢者の交流の場づくり（食事会）



11

基
本
構
想

基本構想

7 「第５次総合計画にかかる人口推計（試算）について～人口推計の方法と結果～」（平成21年（2009年）8月）によります。
8 「里山」とは、人と樹木が共生する場のことです。
9 「住工混在」とは、住宅と工場などが混在して立地している状態をいいます。「職住近在」は、職場と住居が近くにあること、「住工共存」は、住宅と

工場などが共存していることを意味しています。

③若い世代が魅力に感じる子育て・教育環境の整備
本市においては、近年、20代から30代の若い世代の人口の転出が多くみられ、それが人口減少の一つ

の要因となっています7。若い世代が、八尾での暮らしに魅力を感じ、希望や期待を持てるまちづくりを
進めていくことが重要です。

そのためには、子どもを安心して生み育てられ、
保護者が働きやすい環境づくりを行うなど、安心し
て子育てができる環境の整備が必要です。また、八
尾ならではの特色を活かした学校教育の充実ととも
に、学校施設の耐震化をはじめ、八尾の未来を支え
る子どもたちがすくすくと育つことができるという
環境整備がこれまで以上に重要です。八尾で過ごし
た子ども時代が心安らかで楽しく、幸福感や懐かし
さに満ちたものであれば、大人になっても「八尾に
住み続けたい」と感じ、八尾を支える人材として活
躍することにもつながっていくと考えられます。子
どもたちが、家庭、学校、地域で、生き生きと遊び、
学び、育つことができる八尾のまちの実現が必要です。

④八尾の魅力の発見・発信と八尾への愛着を高める機運づくり
八尾には、自然、歴史、文化、ものづくりなどさまざまな魅力があります。その中でも高

たかやす

安山は貴重な「八
尾の魅力」の一つです。里

さとやま

山8である高安山の森や歴史遺産と市民とのふれあい機会の創出をはじめとして、
自然環境を守り、文化活動の振興と伝統ある文化財の保全を図ることで、八尾の魅力や楽しさを認識、共
有し、また、観光の推進などにより、市外の人々や企業に効果的に伝えていくことが重要です。「八尾へ行っ
てみよう」、「八尾に住みたい」、「八尾に拠点を置きたい」、「八尾で働きたい」と、遠くからでも、八尾に
住まいを移す人々、八尾を訪問する人々、八尾で働く人々や八尾に拠点を置く企業が増えることで、八尾
のまちがにぎわい、市民であることが喜びや誇りの源となるような「元気な八尾」につながるものと考え
ます。近年、観光地を見てまわる従来からの観光だけではなく、人と人のふれあい・体験・学習などの視
点を取り入れた新しい観光のスタイルが注目されています。八尾の魅力が高まり外部から注目を受けるこ
とで、地域への愛着や誇り、市民のふるさとへの貢献意識や地域活動への参加意欲の高まりにもつながり、
八尾がますます元気になると考えます。

⑤中小企業のまち・八尾の継承と発展
八尾は、ものづくりの集積地で、全国でも有数の

事業所数を誇る中小企業のまちとして発展してきま
した。一方、「住工混在」による問題が生じています
が、「職住近在」や「住工共存」ととらえ、住民と事
業者などが良好な関係を築くことが必要です 9。「職
住近在」のまちづくりは、まちの中だけで生活を成
り立たせるという、生活の地域内完結性を高めたり、
グローバル経済と共存しつつ、身近で多様な「働き
口」を創出し、仕事と生活のバランスのとれた暮ら

小学校の授業風景

ビジネスマッチング博
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10「ワーク・ライフ・バランス」とは、誰もが仕事、家庭・地域生活、個人の自己啓発などのさまざまな活動について、自らが希望するバランスで無理
なく実現できる状態を指し、「仕事」と「仕事以外の生活」の充実の好循環をもたらす考え方のことです。

11 「ユニバーサルデザイン」とは、年齢や障がいの有無、国籍や民族などにかかわらず、すべての人が利用しやすいように環境・建物 ･ 施設・製品など
をデザインすることです。

12 「ごみの8種分別」とは、環境にやさしい循環型社会をつくるため、「可燃（燃やす）ごみ」・「簡易ガスボンベ・スプレー缶」・「容器包装プラスチック」・
「ペットボトル」・「資源物」・「埋立ごみ」・「複雑ごみ」・「粗大ごみ」の8種に分別して収集する取り組みです。

し（ワーク・ライフ・バランス10）を可能にするなど、新たな八尾の魅力にもなります。また、「住工共存」
のまちづくりは、そのために産業集積の維持・発展、工場の流出抑制、用地の供給や立地誘導など都市計
画制度などを活用した産業政策が必要です。　

八尾の事業所がもつ優れた技術を発信することにより「中小企業のまち・八尾」のブランド化を図り、
人材の確保・育成を支援し、産業の発展を雇用・就業に結びつけ、働く場所が多いという魅力をさらに高
めていくことが必要です。

また、八尾空港は、宣伝広告、遊覧飛行など幅広い産業航空活動などが行われ、利便性を発揮していま
す。空港及び周辺地域のさらなる発展を期するため、空港内の大阪市消防局航空隊や、隣接地の大阪府中
部広域防災拠点がある強みを活かすほか、まちづくりにおける空港との新たな共生をめざします。

⑥暮らしやすい都市づくり
八尾では、鉄道や幹線道路などの広域交通網が充実している反面、「市内での移動が不便で、暮らしに

くい」と感じる人がいます。また、比較的平坦な土地が多いため、多くの人が自転車を利用しています。
自転車は環境にやさしく便利な反面、駅周辺などの放置自転車や事故などの問題があります。

また、昭和40年代に大阪市のベッドタウンとして発展した本市では、公共施設や都市基盤が機能更新
の時期を迎えています。

成熟型社会に向かう中であっても、道路、公園、
河川、公共下水道などの「都市基盤整備」は今後も
必要であると考えられます。厳しい財政状況ではあ
るものの、継続的な基盤整備を行うとともに、公共
施設や設備の機能更新を進めていくことが、快適な
暮らしを実現していくことにもつながっていきます。

また、ユニバーサルデザイン 11 化などを進めると
ともに、道路、河川、公園や公共下水道の整備、安
定的な水の供給など、「暮らしやすさ」や「やすらぎ」
を実感できる八尾を実現することが必要です。

⑦地球環境問題への対応
ごみの8種分別 12 の導入など、環境問題への取り

組みをきっかけとして、市民一人ひとりが地球環境
問題を意識でき、日々の暮らしの中で、温室効果ガ
ス＊を削減し、無駄な資源やエネルギーを消費しない、
環境にやさしい暮らしに転換していくことが必要で
す。また、子どもから大人までが環境について学べ
る場としくみが必要です。快適さや利便性の追求だ
けでなく、環境との調和、環境との共生を考慮して「生
活の質」を高める取り組みを進めていくことが重要
です。また、環境対策を産業の活性化や雇用の拡大
につなげていくような工夫が求められています。

緑のある暮らし

いきいき八尾環境フェスティバル
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13 「公民協働による公共サービスの提供」とは、従来のように行政主導で実施する手法、行政が詳細な仕様書などを作成し委託などを行うという手法で
はなく、市民、事業者、行政が公共サービスの目的と成果を共有し、適切な役割分担に基づき新たな協力関係（パートナーシップ）を構築していく
ことです。

⑧多様な価値観を認めあい、支えあう八尾
元気な八尾のまちを支えているのは八尾に暮らし、活動するさまざまな人々の力です。みんなが幸せに

暮らすためには、お互いの人権を尊重し、認めあい、暮らしから社会性が失われることがないよう、孤立
することなく、支えあうことが大切です。これまで人権尊重のまちづくりを進めてきましたが、今なお差
別の現実があり、人権侵害が生じています。すべての市民が人としての尊厳が守られ、社会的に包容され
て生きていくことのできるまちの実現が必要です。

⑨持続可能な地域のまちづくりの推進
本市は、多様で活力のある地域から構成されています。それぞれの地域が元気になることが、八尾を元

気にします。地域では、さまざまな地域活動や市民活動が行われています。人口減少や高齢化が進めば、
これらの活動の担い手が不足し、地域が本来備えていた高齢者・子育て支援、防犯・防災、環境保全といっ
た機能が低下し、地域でのつながりや支えあいが難しくなると予想されます。地域のまちづくりについて
は、「自分たちのまちは自分たちで守り支えあう」と
いう地域が主体となったまちづくりを、住民、地域、
事業者、行政が、対話を通じて課題を共有しながら、
地域のまちづくりの目標を共有し、取り組みを進め
ていくことが必要です。そのため、行政や地域の情
報伝達の工夫も必要となります。また、これから地
域活動に取り組もうとする多くの市民、事業者が、
これまでの経験を活かし、地域やＮＰＯ＊などによる
各分野の活動を通じて、地域のまちづくりに主体的
に関わることのできるシステムが必要です。

⑩行政経営の効率化と財政の健全化
地方分権が進み、市町村が担う役割が増大していく中で、市行政は、限られた財源と持てる権限や人材

を活用し、市民・事業者などとの連携、協働により行政経営を進め、行政の質の向上につなげていくこと
が必要です。また、行政経営にあたっては、引き続き財政健全化に取り組み、公民協働による公共サービ
スの提供13やＩＣＴ＊の活用などにより効率的・効果的な行政サービスの提供が必要です。さらに、行政
は情報公開を積極的に進め、これまで以上に、市民から信頼される行政経営を継続することが求められて
います。

あいさつ運動
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（5）将来人口の見通し

本市の人口は、昭和30年代後半から50年代前半の高度成長期を経て、伸びは鈍化し、平成3年（1991年）
3月末の278,407人をピークとして、減少に転じています。近年では、転入人口より転出人口が多い社会減
が続いており、自然増も少子化により少なくなる傾向にあります。

全国的に人口が減少し、今後、ますます少子高齢化が進む中、本市の近年の人口動態の状況をもとに将来
人口を推計すると、平成32年（2020年）には約24.4万人程度にまで人口が減少していくものと予想されます。

人口は都市の活力の源であることからいえば、その減少はできる限りゆるやかなものになることが望まし
いと考えます。本市の特性を活かして主要課題に対応し、多くの人が「八尾にいつまでも住み続けたい」、「八
尾に住んでみたい」と思うことのできるまちづくりを進めていくことにより、他の市町村への転出などの社
会減を抑制し、新たな転入も含め、定住人口の確保をめざし、転出が転入を上回る社会動態を改善していき
ます。

上記の取り組みにより、転入と転出が均衡した水準で推移するものとすると、平成32年（2020年）の人
口は概ね26万人と想定されます。

図表3　推計人口と想定人口

推計人口（近年の転出状況が今後も続く場合）

推計人口及び想定人口実績値

想定人口（転入と転出が均衡する場合）

32
（万人）

30

28

26

24

22

20

H20

27.3 27.2

27.1 26.8 26.6 26.5 26.2 26.1 25.8 25.5
25.3

25.0 24.7 24.4

27.1 27.0 27.0 26.9 26.8 26.7 26.5 26.4 26.2 26.0 25.8

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 （年）
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14 「高齢化率」とは、65歳以上の人口が総人口に占める割合をいいます。
15 「コーホート要因法」とは、人口推計の手法で同年に出生した集団（コーホート）ごとに、その集団の一定期間における出生率や生残率、純移動率（転

入割合から転出割合を引いた値）などの人口変動割合、将来の仮定値を設定し、集団ごとの将来人口を推計する手法です。

図表4　想定人口（年齢3区分）と高齢化率

※高齢化率14については、小数点第１位を四捨五入しています。

【参考】人口推計について
平成15年（2003年）～ 20年（2008年）9月末現在の実績人口をもとにコーホート要因法 15 を用いて、

平成21年度（2009年度）に推計を行ったものです。近年の社会動態では、転出者数が転入者数を上回っ
ており（「純移動率：−0.48％」）、推計人口は同じ傾向が続くと仮定した推計です。一方、社会動態がゼ
ロと仮定した場合（「純移動率：0％」）が想定人口です。

想定人口実績値

65歳以上人口
15～64歳人口
0～14歳人口
高齢化率

30

25

20

15

10

5

0

H20

21

17.6 17.3 17.2 17.1 16.9 16.7 16.5 16.4 16.2 16.1 16.0 15.9 15.8

22 23 23 24 25 26 26 27 27 28 28 28

6.05.8 6.1 6.2 6.4 6.7 6.9 7.0 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32（年）

（万人）
45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

（％）

3.83.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8
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2. 将来都市像とまちづくりの目標

（1）将来都市像

将来都市像は、今後10年間にわたり市民とともに実現をめざす八尾市のあるべき姿を表したものです。
八尾市のまちづくりのあゆみ、八尾市を取り巻く社会経済環境の変化、八尾市の特性や八尾市の主要課題を
踏まえ、八尾市がめざす将来都市像を次のとおり定めます。

元気をつなぐまち、新しい河内の八尾
　一人ひとりの市民、団体や企業などあらゆる活動主体や、自然や文化、産業など多彩な地域資源の「元気」
を引き出し、新たな視点で「つなぐ」ことにより、「まち」の価値を高めます。
　そして、歴史に根ざした河内の進取の気風を受け継ぎ、八尾の良さを最大限発揮して、「新しい河内の八尾」
を力強くつくりあげていきます。

市街地から高
たかやす

安山を望む
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◆元気

古くから八尾では、多様な人が住まい、「おかげさま」「おたがいさま」の気持ちで、ともに支えあい、お
互いに助けあって暮らしてきました。また、ものづくりや農業、商業などさまざまな産業が活発に展開され
ていることも八尾の大きな特徴のひとつです。さらに、地域活動や市民活動も活発に行われています。

一人ひとりの市民や、地域団体、市民活動団体、企業、行政などあらゆる活動主体や、八尾を支える自然
や文化など地域資源が「元気」を保ち続けることが、八尾の「元気」を生み出します。これまでの八尾を、
そしてこれからの八尾を象徴するキーワードとして、「元気」を将来都市像に位置づけることとします。

◆つなぐ
「つなぐ」にはさまざまな想いを込めています。
「八尾市全体のまちづくり」と「地域のまちづくり」を緊密に「つなげて」進めていきたい。
市民や地域団体、市民活動団体、事業者、行政など多様な活動主体がもっと「つながり」、身近な地域での「つ

ながり」を大切にし、市民参画と協働＊のまちづくりを活発にしていきたい。また、農業と商業、ものづくり、
観光など多様な産業を新たな視点で「つなぐ」ことにより、各産業の新展開を図っていきたい。さらに、現
在から未来の世代へ、八尾の人々の豊かな知恵や経験をしっかりと継承し、連綿と「つないで」いきたい。

このように、八尾が誇るさまざまな魅力や地域資源の力を最大限引き出し、新たな出会いや発見、新しい
価値の創造を促し、相乗効果を発揮していくことを表すキーワードとして、「つなぐ」を将来都市像に位置
づけます。

◆新しい河内の八尾
八尾は、高安山の豊かなみどりのもと、古来、幾度も見舞われた水害を大和川の付け替えや河川の改修に

より克服し、新田を開発して河内木綿による産業を興
おこ

し、恵まれた立地条件を活かしながら、難
な に わ

波と奈良を
結ぶ広い河

か わ ち の

内野の中心都市として発展してきました。
職と住が近く、農地が豊富にあるまちは、自転車でも移動しやすく、気さくで飾らないおつきあいや人情

味あふれるまちでもあります。
少子高齢化への対応や、都市の持続可能性の重要性が指摘される今日、こうした八尾の伝統や特性、河内

の気風を豊かに体現する「八
や お じ ん

尾人」の暮らし方やライフスタイル、そして時代を超えて脈打つ「河内らしさ」
は、改めて評価されるにふさわしいものではないかと考えます。

成熟した時代に、個性を大切にし、存在感あふれる「八尾市」であり続けたい。現在の「八尾の良さ」や
「河内らしさ」を最大限発揮して、暮らしや文化、産業、まちづくりのあり方を次々と生み出し、力強く「新
しい八尾づくり」を進めます。そうした願いを込めて「新しい河内の八尾」をキーワードとして掲げます。
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図表5　将来都市像とまちづくりの目標

　　 

将来都市像の実現に向けて、上記の6つのまちづくりの目標を掲げ、行政、市民、地域、事業者などが役
割を分担し、取り組みを進めます。

将来都市像

まちづくりの目標

元気をつなぐまち、

新しい河内の八尾

元気をつなぐまち、

新しい河内の八尾

2. 子どもや若い世代の
 未来が広がる八尾

1. 誰もが安全で安心して
 住み続けられる八尾

5. 環境を意識した
 暮らしやすい八尾

4. 職住近在の
 にぎわいのある八尾

3. まちの魅力を高め、
 発信する八尾

6. みんなでつくる八尾
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16「ソーシャル・インクルージョン（社会的包容）」とは、「すべての人々を孤独や孤立、排除や摩
ま さ つ

擦から援護し、健康的で文化的な生活の実現につなげるよう、
社会の構成員として包み支えあう」という理念です。この理念は、これまで主に福祉の分野で用いられてきましたが、地域づくりの政策、施策の柱
としても大切な考え方です。

（2）まちづくりの目標

将来都市像の実現に向けて、次の6つのまちづくりの目標を掲げ、行政、市民、地域、事業者などが役割
を分担し、取り組みを進めます。

　目標1　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾
高齢化が一層進むとともに、暮らしの安全・安心を脅かす事象が身近で増えつつある中で、行政、地域、

市民やＮＰＯ＊、事業者などが連携、協働し、人権尊重と自助努力を基礎としつつ、地域による温
ぬく

もりをもっ
た支えあいの支援と医療・保健・福祉の連携を高め、質の高いサービスの提供によって、住み慣

な

れた地域
でソーシャル・インクルージョン（社会的包容）16の理念のもと、誰もが安全に暮らせ、いつまでも安心
して住み続けられるまちをめざします。

また、防犯、災害発生への備えや交通安全などの取り組
みを市民とともに進めます。行政、地域、市民やＮＰＯ、
事業者などがこういった取り組みなどの情報を共有し、必
要な情報やサービスを必要な人につなぎ、誰もが暮らしや
すく、いつまでも元気に活躍できるまちの実現をめざしま
す。

　目標2　子どもや若い世代の未来が広がる八尾
子どもは地域の宝です。八尾で生まれ育つ子どもや若い世代が、豊かな自然や歴史遺産、産業集積など

の八尾の恵まれた地域資源を活かした学び・成長の機会や体験を通じて、人の温もりや大人との関わりの
中でのびのびと育ち、自分の将来をしっかりと見つめて、一人ひとりの可能性を広げることができるまち
をめざします。

また、そうした子どもたちの成長、子育てを望む保護者
の期待にしっかりと応えるとともに、保護者が子育ての喜
びを通じて、自らも子どもとともに成長していくことによ
り、子どもや若い世代の未来が広がるという八尾の魅力や
イメージを高め、八尾の明日を担う新たな人材が八尾に集
まり、八尾で育まれるよう努めます。

防災訓練

子育て支援の取り組み（つどいの広場）
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　目標3　まちの魅力を高め、発信する八尾
八尾が有する自然、歴史、文化、ものづくりなどのさまざまな魅力を、行政、地域やＮＰＯ＊、事業者

などが連携、協働し、継承、向上していくとともに、その魅力を国内外へ発信し、効果的に伝えていくこ
とにより、市民をはじめ市外の人や事業者にとって、「いつも魅力的な情報が発信されているまち」とな
ることをめざします。魅力情報の発信は、さまざまな人材や機会（チャンス）、ノウハウ、出会いなどを
八尾に呼び込むきっかけとなります。

また、八尾のさまざまな魅力を日々の暮らしや楽しみ
に取り入れる機会を増やし、誰もがいつでも学びたいと
きに学べて、八尾でしか実現できない魅力的な暮らしや
活動を生み出します。八尾に魅力を感じ、八尾への愛着
や誇りが高まり、定住・転入や地域活動への積極的な参
加につながるよう努めます。

　目標4　職住近在のにぎわいのある八尾
八尾は、我が国有数の「中小企業のまち」であり、これは本市最大の強みです。また、八尾市内で働い

ている人が多く、産業や住宅などさまざまな都市機能が集積するなど、個性豊かで、にぎわいのあるまち
が形成されています。

職住近在のまちづくりは、住居に近いところに職場があることの良さを八尾の魅力の一つにしていくも
のです。八尾の多様な産業の活気は、身近で多様な「働き口」の創出をはじめ、都市のにぎわいや拠点機
能の向上、安全安心な市民生活、利便性の高い都市活動、仕事と生活のバランスのとれた暮らし（ワーク・
ライフ・バランス＊）につながります。八尾の企業発展をはじめ地域経済の活性化や安定した雇用の確保は、
市民や事業者が安心して生活できる環境づくりや八尾のにぎわいにつながります。

工業は雇用や税収の増加に、商業は市民生活の質やまちのにぎわいに、農業は地
ちさんちしょう

産地消＊に大きく結び
つきます。また、官民の開発動向や活動状況などを踏まえた都市構造の形成は、多極型都市構造＊と都市
軸の形成、水と緑の拠点・軸の形成と地域
資源の保全と活用などにより、市民が安全
で安心して暮らせる都市の形成に結びつき
ます。農商工連携＊や都市基盤づくりなど
のさまざまな施策の連携により、産業の発
展、都市機能の強化・充実を図り、誰もが
生き生きと働くことのできる、にぎわいの
あるまちをめざします。

燈
と う ろ

路まつり（顕証寺境内）

ものづくり 農業
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　目標5　環境を意識した暮らしやすい八尾
地球環境問題が深刻化する中で、人々の意識や暮らし、企業の活動は環境を意識したものとなってきて

います。しかし、温室効果ガス＊の排出量を削減していくためには、より一層の努力と取り組みの実践が
求められています。

私たちの生存の基盤である環境を持続するためには、私たちの日常生活や経済活動において、単なる「便
利さ」や「快適さ」だけではなく、「もったいない」精神の継承や、環境を意識した暮らしや活動を進め
るといった「生活の質」を高めることや自然再生・保護など、新たな「環境文化」の創造へと高めていく
必要があることから、八尾から新しい時代の暮らし方や都
市づくりのあり方を発信していきます。

また、人々の生活に水は欠かせません。いつでも安心し
て安定的に使える上水道の供給、公共下水道の整備、総合
的な治水対策など、水環境を守る取り組みを進め、市民の
生命と財産が守られる、暮らしやすいまちをめざします。

　目標6　みんなでつくる八尾
元気な八尾を支えているのは、人々です。多様な人々が暮らす地域社会において、一人ひとりが尊重し

あう人権感覚が豊かなまちを支えます。また、地域のつながりが希
き は く か

薄化しつつある中、八尾では、各地域
でのさまざまな活動やいろいろな分野の市民の活動が行われています。団塊の世代への期待とともに多世
代の新たな担い手を創出し、地域活動・市民活動の活発化やさまざまな活動主体の間での公民協働＊を促
進することにより、事業者も含めて、みんなで役割を分かちあい、「自分たちのまちは自分たちでつくる」
という機運を高め、ともに八尾のまちをつくることをめざします。

また、将来都市像の実現に向けて、行政は地域の情報を把握、分析することにより課題を明らかにして
対応方策を検討します。そのうえで、市民、地域、事業者などと適切に役割を分担しながら協働＊する「新
しい公共」を基軸として、行政全般において福祉的視点にたち、必要な行政サービスや事業を企画立案し、
実行、評価を行い、成果を着実に挙げ続ける行政経営と
財政健全化の両立をめざします。さらに、周辺自治体を
はじめ大阪府、国との連携により、より効率的で質の高
いサービスの提供に向けて広域行政を推進します。

目標6は、目標1 ～ 5と並ぶまちづくりの目標であると
ともに、目標1 ～ 5を支える共通目標としての性格も有
しています。

小学校での下水道出前講座

「地域別計画」意見交換会
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17 国連では高齢化率が14％を超えた社会を高齢社会と定義しています。本計画では、高齢化が急速に進んでいる社会を「超高齢社会」としています。
18 地域医療において、患者の治療に関して、「病診連携」とは、核となる病院と地域内の診療所が行う連携のことをいい、「病病連携」とは、地域内で

異なる機能を持つ病院が連携し、高度かつ効率的な治療体制を組むことを意味しています。

3. まちづくりの取り組み方向

6つのまちづくりの目標の達成に向けて、次の16のまちづくりの取り組み方向（政策）を明らかにし、行政、
市民、地域、事業者などが役割を分担し、取り組みを進めます。

（1）誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

①安全安心のまちづくり
ひったくりをはじめとする街頭犯罪は近年減少傾向にありますが、先行き不透明な社会経済情勢の中、

再び増加する恐れがあります。また、地球温暖化などの影響もあり、自然災害も集中豪雨や巨大台風の発
生が懸念されるなど、増加する恐れがあります。さらには今後30年以内に発生することが予想される東
南海・南海地震＊や上町台地の断層による地震被害も懸念されています。一方では、交通ルールの遵

じゅんしゅ

守意
識の低下による交通事故が後を絶たず、特に高齢者や自転車が関わる交通事故が増加しています。さらに、
高齢化やＩＣＴ＊社会の広がりにより、高齢者や若年層を狙った悪質な商法や消費者トラブルも増加しつ
つあります。

このように、犯罪や自然災害、火災、交通事故、消費者問題など平穏な暮らしを脅かすリスクに対して、
情報の発信・共有化をはじめ、住まいや学校施設をはじめとする公共施設の安全性をより高めていくとと
もに、市民一人ひとりの自覚と地域での連帯やネットワークの強化により、発生の抑制（予防）や被害の
軽減を図ることが重要です。また、大規模な被害が生じた場合には、行政が担うべき支援の充実とともに、
安否確認など身近な支えあいが欠かせないことから、日ごろの市民自らの自主的な活動を大切にし、地域
での支えあいを基礎とした八尾らしい安全安心の取り組みにより、危機を乗り越えていけるまちをめざし
ます。

②医療・保健の体制の整備
世界有数の超高齢社会17となり、いつまでも健康で元気に暮らしていけることが、充実した人生を送っ

ていくうえで大切なことです。また、けがや病気になったときには、安心して医療を利用できることが必
要です。今後、高齢化が進み、医療の需要はますます増加することが見込まれますが、医師不足などによ
り地域医療は深刻な状況を迎えています。

安心して暮らしていくことができるよう、自らの健康を守るために、地域ぐるみでの健康づくりの取り
組みや健康診査の受診など、一人ひとりの市民が日ごろから健康づくりに取り組むまちをめざします。ま
た、医療機関の連携強化（病診連携、病病連携 18）をさらに進めるとともに、市民も医療利用の適正化に
努めることにより、市民が必要とする医療を必要なときに適切に受けることができるまちであり続けるこ
とをめざします。
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③地域福祉の推進と福祉サービスの提供
超高齢社会を迎え、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、加齢や認知症をはじめとした疾

しっぺい

病などに
より介護を必要とする人がますます増加することが見込まれます。また、障がいのある人が地域でともに
暮らしています。疾病や失業などにより、経済的な生活基盤が維持できなくなる人が増える恐れもありま
す。このような方々が地域で安心して暮らし続けることができるセーフティネット＊をしっかりと確保し
ていくことが必要です。

そのため、地域における住民の福祉活動や関係機関との連携の中で、支援を必要とする人の把握に努め
ます。心豊かな人間関係の中で、一人ひとりの状況を考慮しながら、温

ぬく

もりのある地域での支えあいと、
専門家による質の高い福祉サービスを組み合わせて提供していくことにより、誰もが住み慣

な

れた地域で安
心して暮らし続けることができるまちをめざします。

介護予防教室
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（2）子どもや若い世代の未来が広がる八尾

①子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり
少子化の進行や、核家族化、地域におけるつながりの希

き は く か

薄化、ライフスタイルの多様化など、子どもや
家庭を取り巻く環境は大きく変わってきています。どのような時代であっても、八尾で生まれ育った子ど
もたちが、安心して楽しく、幸せな子どもの時代を過ごせることが重要です。そのことは、八尾に愛着を
もち、大人になってから八尾を支える人材として活躍することにもつながっていくと考えられます。

家庭で子どもを育てる責任を担う親など保護者を支援するとともに、社会全体でも子育ての責任を分か
ちあう取り組みが必要です。そのため、出産前の段階から保護者の不安を解消し、安心して子どもを産み
育てることができるまちをめざします。子どもたちが育つ段階においても、子育てに悩む保護者がいつで
も相談したり、必要な情報を得ることができる体制づくりや、保護者が孤立することなく、身近な地域で
さまざまな人たちと関わり合う中で、家族のきずなを深めたり、子育ての楽しさを実感できる機会の創出
を図ります。また、仕事と子育てを両立しながら、安心して子育てができる環境をつくります。

さらに、子どもたちが健やかに育つことができるよう、子どもたちの居場所づくりや子どもを主体とし
て家族とともに参加できる地域活動の促進、青少年健全育成の取り組みを進めるとともに、子どもたちの
人権をしっかりと守り、行政、関係機関、地域、家庭、保護者が連携し、地域社会で子どもを守り育てる
まちをめざします。

②生きる力を育む学校教育
少子化が進み、時代環境がめまぐるしく変わる中で、一人ひとりの子どもたちが個性を大切にしながら、

「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」のバランスのとれた生きる力をしっかりと身につけることが重
要です。

例えば、災害発生時の対応や犯罪から自らの身を守ること、食生活のバランスを図ることなどを、身近
な八尾の環境や地域の資源を活用した学習や体験を通じて学べるようにしていきます。

また、障がい児や外国人児童生徒、就学が困難な児童生徒などを含め、すべての八尾の子どもたちにとっ
て、誰もがともに育ち、教育を受ける権利を保障されるまちをめざします。

さらに、特色ある学校づくりを進める中で、学校施設の耐震化をはじめ、教育環境の充実を図るととも
に、八尾の特性を活かしながら、行政、学校、地域、家庭、保護者が連携して小中学生の子どもたち自身
が将来にわたって生きる力をつけることができるまちをめざします。

学校ＩＣＴ授業
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（3）まちの魅力を高め、発信する八尾

①「まちの魅力」発見・発信・創出
本市には、高

たかやす

安山や河川、日本固有の淡水魚「ニッポンバラタナゴ＊」などのような貴重な生物を含む
自然、公園やみどり、古墳群や寺

じないちょう

内町＊などの歴史遺産、河内音頭などの伝統文化、市民が継承してきた
多様な文化、八尾のものづくりなど、多彩な資源があります。これらは、「八尾らしさ」を育む源であり、
八尾固有の魅力でもあります。これらの資源は、教育や子育て、産業など、さまざまな面において、まだ
まだ活用できる余地があります。

そのため、行政、市民、地域、ＮＰＯ＊、事業者などが連携、協働＊し、貴重なまちの魅力を発掘し、
次の世代に継承していくとともに、八尾での暮らしの魅力を高めるかけがえのない貴重な素材として活用
していきます。また、まちの魅力を再発見し、まちの魅力を積極的・効果的に発信することにより、まち
の魅力を創出するとともに、国内外からの人々を温かいおもてなしの心で迎える、交流が盛んな都市をめ
ざします。

②豊かな心を育む文化・学習・交流
長寿化が進む中で、誰もが生涯を通じて、さまざまなことを学び、挑戦し、達成感や生きがいを感じる

ことができる暮らしが望まれています。芸術文化、生涯学習、スポーツ、国際交流、国内都市との交流な
どさまざまなジャンルにおいて、市民が集

つど

い、多様な交流が活発になることは、地域社会のきずなや連帯、
相互理解を広げることや八尾の持ち味をベースとした都市文化を創出し、人々を魅了することにもつなが
ります。また、そうした輝く市民がたくさんいることや文化的な営みは、八尾の誇りとなり魅力となるで
しょう。

そのため、芸術文化にふれることにより、人々が心の豊かさを育むことができるとともに、さまざまな
施設を舞台として、身近なところで、子どもから大人までいくつになっても、誰もが学びたいときに学ぶ
ことができるように生涯学習を推進します。これらの芸術文化、生涯学習、スポーツ、国際交流、国内都
市との交流などさまざまな活動や交流ができるまちをめざします。

心
し お ん じ や ま

合寺山古墳
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（4）職住近在のにぎわいのある八尾

①産業振興とまちのにぎわい創出
本市は全国有数の中小企業のまちです。日本や世界の人々の便利で快適な暮らしを支えているという実

績があります。また、個々の企業においても、便利で快適な暮らしを支えるだけではなく、環境を意識し、
経済活動と両立するような取り組みも進められています。
「ものづくり」の発展は、経済取引による収益により、新たな雇用や税収を生み出します。また、商業

の発展は市民の生活の質を向上させるとともに、まちのにぎわいを生み出します。農業の継続は、新鮮な
農作物や都市に近接する貴重なみどりを提供します。これら産業の連携により、八尾独自のライフスタイ
ルを生み出します。

一方、長引く経済状況の悪化など、社会状況の変化で生じる失業問題や貧困の問題がありますが、産業
の維持・発展により、雇用を創出し、就労を支援していくことにより、誰もが生き生きと働ける、仕事と
生活とのバランス（ワーク・ライフ・バランス＊）のとれた暮らしを実現していきます。

そのため、ものづくり企業の技術と魅力を発信し、世界に向けて活躍の場を広げることを促進していく
とともに、都市化が進む中で、住宅と工場が共存しながら「ものづくり」の集積が維持され、継承され、
継続的に発展していくことができるような環境整備を進め、工場の立地誘導を図ります。

また、高齢化が進む中、自転車や自動車での移動が困難になる高齢者などが地域で安心して買い物がで
きる環境整備を進めます。このように八尾の最大の強みである産業が発展することにより、まちが発展し、
市民生活が豊かな自立したまちをめざします。

また、ものづくりや商業、農業など多様な産業が共存共栄している本市の強みを活かし、農商工連携＊

などをより一層進め、地
ちさんちしょう

産地消＊をはじめ環境を意識した取り組みなど、新たな商品・サービスとにぎわ
いを生み出し、それが雇用の創出につながるまちとなることをめざします。

②まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり
本市は、高

たかやす

安山や河川などの豊かな自然環境に恵まれるとともに、大阪近接の住宅都市として発展を遂
げてきました。また、ものづくりや商業、農業など多様な産業が息づくまちでもあります。人口減少や少
子高齢化、環境問題の深刻化などの時代環境の変化を受けて、まちづくりは、大きな転換点を迎えていま
す。これらの変化に的確に対応しながら、文化のもつ創造性を活かし、充実・安心した暮らしや産業のに
ぎわいが最大限に実現されるような都市基盤を整備することにより、計画的な土地利用を誘導することが
必要です。

そのため、にぎわいとなる拠点整備や道路整備、公園などの都市基盤の整備と老朽化に対応した維持・
更新を計画的に進めます。また、美しい景観を育てるとともに、鉄道駅や公共施設などへ行きやすく、暮
らしやすいまちづくりを進めます。

JR 久宝寺駅周辺
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19 「生物多様性の保全」とは、地球上に多様な生物が存在することのもたらす恵みを将来にわたり享受できる持続可能な社会の実現に向けた取り組みを
いいます。

（5）環境を意識した暮らしやすい八尾

①環境にやさしいまちづくり
本市は高安山をはじめとして、さまざまな河川が身近に流れているなど、大阪近接にありながら、日々

の暮らしの中で豊かな自然環境や季節の変化を感じ取ることができる恵まれたまちです。また、ごみの多
種分別に取り組むなど、環境問題にいち早く取り組んできました。地球環境問題の深刻化に伴い、人々の
意識や暮らしや企業の活動は徐々に環境を意識したものとなってきていますが、特に、温室効果ガス＊の
排出量を削減していくため、より一層の意識向上と行動の改革が求められており、地球社会の一員として、
積極的に役割を果たすことが必要です。また、価値観やライフスタイルが多様化する中で、互いに気持ち
よく暮らすことができるように暮らしのルールやマナーをきちんと守っていくことも必要です。

日々の生活の中で、市民が常に環境を意識し、市民が資源やエネルギーを無駄にしない暮らしに取り組
むことによって生活環境の改善に参加しているという実感ができるように、地球温暖化対策をはじめ、循
環型社会の構築や生物多様性の保全19など、環境問題を市民一人ひとりが意識し、子どもから大人まで環
境について学べる環境教育の機会を整えます。

また、行政、市民、地域、ＮＰＯ＊、事業者などが連携し「環境先進都市やお」の実現に向け、自然環
境や生活環境の保全、省資源・省エネルギー、新エネルギーの活用などのための活動をより一層進め、環
境を意識した暮らしやすいまちを将来の世代に引き継いでいきます。

②安全で快適な水環境の整備
地球温暖化などの影響もあり、台風の大型化や局地的な集中豪雨などの自然災害が増加しています。
また、都市化の進展に伴い、年々都市の保水機能が低下していることから、雨水が短時間にまちへ流出

することによる浸水被害が生じており、これらの軽減をめざします。
さらに、河川・水路などの整備により、うるおいのある水辺環境を形成するとともに、防災機能の強化、

環境整備、用水機能の確保も図り、安全と安心を実感できるまち、「やすらぎ」と「うるおい」を感じら
れるまちをめざします。

③安全安心な上水道の供給体制づくり　　
上水道は、電気、ガスとともに暮らしを支えるライフラインです。本市においては、琵琶湖・淀川を水

源とする大阪府営水道＊から安全でおいしい水の供給を受けています。今後は、水道管などの耐震化など
を進めるとともに、老朽化した水道管の更新が必要となっています。

そのため、水道管などの計画的な更新を進めるとともに、災害時においても被害を少なくし、早期に復
旧することができる供給体制づくりを進め、安全でおいしい水が安定的に供給され、安心して水道水が利
用できるまちをめざします。

④公共下水道の整備
下水道は、上水道や電気、ガスとともに暮らしを支えるライフラインです。生活環境の向上や河川の水

質汚濁の防止、豪雨時における雨水の排水など多様な役割を担っています。
そのため、計画的に下水道整備を進めるとともに、整備地域においては、下水道への接続を促進します。

また、これらの取り組みを通じて、河川環境が良好に保たれるとともに、浸水被害の少ないまちづくりを
進め、暮らしやすいまちをめざします。
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20 “DV”とは、“Domestic Violence”の略で、家庭内暴力と訳されますが、日本では一般的に配偶者やパートナーなど親密な関係において振るわれる
暴力のことです。

21 “CSR”とは、“Corporate Social Responsibility”の略で、企業の社会的責任と訳されますが、これは企業が社会を構成する一員として、経済的・法
的責任だけでなく、消費者・従業員・地域住民を含む、広く利害関係者すべてに対して責任を負わなければならないという考え方です。その一つと
して法令遵

じゅんしゅ

守や地球環境への配慮の視点などが必要とされており、それに取り組む企業も増えてきています。

（6）みんなでつくる八尾

①人権の尊重と平和を希
ききゅう

求する共生社会の実現
人権の尊重と平和の希求は国際社会における共通の願いです。私たちを取り巻く時代環境は変化しても、

人権の尊重と平和で安心な生活環境づくりは誰もが安心して暮らすための基礎となるものです。
本市では、世界人権宣言の趣旨及び基本的人権の享

きょうゆう

有と法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に基づ
き、一人ひとりの人権が尊重される社会づくりに取り組んできましたが、今なお性別による差別やＤＶ（ド
メスティックバイオレンス）20、児童虐待など子どもの人権問題をはじめ、障がいのある人、外国人、同
和問題といったマイノリティ＊に対する差別など、人権が侵害されている現実があります。

一人ひとりの人権意識を高め、互いの人権を尊重し、互いの違いを認めあって、差別のない、ともに幸
せに暮らせるまちの実現をめざします。そのため、人権教育、啓発をはじめ、当事者の想いや願いを受け
止め、人権尊重に資するしくみの充実や各計画の推進に努め、あらゆる施策の推進において、差別をなく
し、人権尊重の視点をもって取り組みます。

また、平和の問題については、「非核・平和宣言都市」として、国際平和に貢献できる地域社会の形成
のための取り組みを進めてきました。しかし、戦争の悲惨さや広島、長崎における被爆の恐ろしさの記憶
が時代とともにうすらいでいく懸念もあり、平和の大切さを認識し、平和意識の高揚を図る施策を推進し
ます。

②市民協働と地域自治の推進
本市は、さまざまな特色や特徴を持った地域から成り立っています。それぞれの地域では、地区福祉委

員会＊や自治振興委員会＊などがさまざまな活動を活発に展開しています。また、市内でさまざまなテー
マに沿ってボランティア・ＮＰＯ＊なども活発に活動しています。今後、団塊の世代には社会で培

つちか

ってき
た経験や技術を地域で発揮することが期待されています。

市民の元気、地域の元気は、八尾のまちづくりの活力源です。地域のコミュニケーションの課題に取り
組みつつ、市民がともに地域のことを地域で考え、地域で実行できるような地域分権＊のしくみを確立し
ます。地域活動や市民活動、企業におけるＣＳＲ 21（企業の社会的責任）の一環としての社会貢献活動、
行政活動など、まちづくりに関わるあらゆる活動主体の相互理解を深め、連携、協働＊しながら、各活動
主体がそれぞれの役割を積極的に果たすまちをめざします。

小学校での障がい者理解出前講座
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③信頼される行政経営の推進
地方分権が進むにつれて、市民や地域、企業、大学などの活力を取り入れながら、全国各地でさまざま

な独自性のあるまちづくりの取り組みが行われるようになってきています。地方自治体には、単に行政サー
ビスを提供するだけでなく、問題を解決するためのコーディネーターとしての役割が高まっており、その
成否が地域の将来を大きく左右するといっても過言ではありません。

この基本構想に掲げる将来都市像が実現されるよう、行政経営にあたっては、行政は持てる組織・人材、
施設・設備、財源を最大限活用し、地域やボランティア、ＮＰＯ、事業者などとの役割分担と連携、協働し、
行財政改革と健全な財政運営のもと、必要な行政活動やサービスを企画、実施し、成果を着実に生み出し
続けていきます。行政と市民、地域、事業者などとの積極的なコミュニケーションにより、市政やまちづ
くりに関わる要望や課題などさまざまな情報を収集、分析、伝達、活用します。さらに、周辺自治体との
連携や協力により、市民のニーズに応える質の高いサービス提供を可能にするため、広域行政を積極的に
推進し、災害時相互応援など他の自治体との都市間連携を深め、効率的で効果的な行政経営を進めます。

また、厳しい社会経済環境や市民生活の変化の中で、安定した生活を実現するため、総合的な生活相談
に適切に対応できるよう、相談機能を高めるなど、相談・窓口サービスの充実を図ります。

市職員による業務改善運動
「やおちょい変え運動」報告会
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　4. まちづくりの推進方策

（1）まちづくりを推進する視点

将来都市像の実現に向けて、まちづくりの目標に向けた取り組みを進めるうえでは、以下の視点に基づく
ものとします。

①まちづくりの起点・主役は一人ひとりの市民です。
古くから八尾は、多くの人が行き交うまちであり、お互いを尊重して暮らす共生の心があふれるまちで

す。また、寺
じないちょう

内町＊の歴史に見られるように住民による自治を育んできました。その歴史は脈々と受け継
がれ、人と人とのつながりの希

き は く か

薄化などが課題とされる現代社会において、八尾では今もなお、「おかげ
さま」、「おたがいさま」という気持ちで、ともに支えあい、助けあう暮らしが息づいています。

暮らしに身近な地域では、地域に根ざした各種団体が活発に活動するとともに、子育て支援や環境など
の分野ごとのＮＰＯ＊や市民グループの活動も広がってきています。また、八尾には「ものづくり」をは
じめ多様な産業があり、事業所もまちづくりを担っています。

まちづくりにおいては、住民自治が基本であり、起点・主役は一人ひとりの市民です。
市行政は、行政としての責務をしっかりと果たしつつ、これらの多様な担い手の創意と元気が存分に発

揮され、活かされるようなまちづくりのしくみをより一層充実していくなど、市民によるまちづくりを積
極的に支援します。

②「八尾市全体のまちづくり」と「地域のまちづくり」の両方の視点で、まちづくりを進めていくことを基
本とします。

八尾は、都市化が進んだ地域や自然や農地などみどりが多い地域、高齢者が多い地域や子どもが増えて
いる地域など、多様な地域で構成されています。地域の魅力や課題は、地域によりさまざまであり、市内
各地域では、きめ細やかにそれぞれの地域の特色を反映した取り組みが行われています。このような八尾
の特性でもある多面性や多様性をさらに活かしていくためには、八尾市全体の視点だけではなく、身近な
それぞれの地域の視点をあわせてもつことが必要です。

このことは、市民、企業、行政が地域の資源を最大限に活用して、互いの良さを持ち寄り、相乗効果を
発揮する参画と協働＊によるまちづくりを進めてきた「地域経営」の考え方を継承、発展させることでも
あります。そこで、以下に示す、市全体を見渡した「八尾市全体のまちづくり」と「地域のまちづくり」
の両方の視点で、まちづくりを進めていくことを基本とします。

2つのまちづくりが実効性のあるかたちで着実に進展するように、これまでのまちづくりの進め方やし
くみ、体制などを検証し、再構築することとします。
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22 八尾市第5次総合計画では「前期基本計画（地域別計画）」は「わがまち推進計画」より先に策定されますが、今後、各地域で「わがまち推進計画」
が順次策定されていき、それらが各地域の住民の支持を広く集めたものであるならば、「地域別計画」に優先して、部分的に上乗せしたり、修正する
ものとして扱われることもあり得ます。また「後期基本計画（地域別計画）」の策定に際しては、各地域で策定されている「わがまち推進計画」を十
分に参照し、反映するよう努めます。

③「八尾市全体のまちづくり」を持続的に着実に進めます。
左記②の2つの視点のうち、「八尾市全体のまちづくり」とは、市全域を視野に入れ、市全域を対象と

するまちづくりです。例えば、福祉や保育サービスの提供、学校教育、公共下水道や都市計画道路などの
都市基盤の整備・更新、産業の振興、危機管理体制の構築、人権尊重のまちづくり、行財政改革などがあ
げられます。
「八尾市全体のまちづくり」を通じて「多極型都市構造＊」の形成を推進します。また、八尾市全体の

視点から、6つのまちづくり目標の実現に向けて、「基本計画（「目標別計画」及び「地域別計画」）」を策定、
推進し、市民との連携、協働のもと「八尾市全体のまちづくり」を持続的に着実に進めます。

④「地域のまちづくり」は、多様性を尊重しながら充実していきます。
左記②の2つの視点のうち、「地域のまちづくり」とは、市域をいくつかの区域に分けた「地域」の視

点に基づくまちづくりです。例えば、高齢者を支えるしくみの場合、相談の拠点の設置や介護サービスの
提供などの全市的な対応は行政が中心となりますが、一人ひとりの高齢者が孤立しないようにするために
は地域での見守りやふれあいなど、行政と地域や関係機関が連携した取り組み、あるいは地域独自の取り
組みも重要です。このように、市民の日常生活では、身近な地域での視点が必要です。

地域の視点から、「地域の想い」をまちづくりに反映しやすくするようなしくみや体制づくりを進め、
地域の自発性や多様性を尊重しながら充実していきます。そのため、身近な地域のまちづくりを進めやす
くする「地域分権＊」を行い、市民との対話のもと、各種取り組みを総合的、計画的に進めていきます。

地域分権の推進にあたっては、本市におけるこれまでの取り組み経過を踏まえ、各学校区（小学校区を
基本とし、地域の活動の状況に応じて中学校区）を地域の単位とします。ただし、これは、あくまで、地
域分権の対象となる「地域」の基本的な単位を学校区とするもので、市民の生活や行政の対象となる範囲
には、学校区以外にもさまざまな区域があり、それらをすべて学校区単位でとらえようとするものではあ
りません。

また、地域では、地域が主体となって地域ごとのまちづくり計画である「（仮称）わがまち推進計画＊」
（以下「わがまち推進計画」という。）を取りまとめ、それに沿った活動を展開できるようにします。行政
はこうした「地域の想い」を踏まえて基本計画（地域別計画）を推進し、個別の事業を実施するなど、地
域との連携、協働のもと、行政の役割を適切に果たしていきます。あわせて、地域とともにまちづくりを
進めていくための行政の体制を整えるとともに、地域が必要とする支援（人、組織、資金、活動拠点、情
報など）を充実します22。
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（2）八尾市全体のまちづくり

①多極型都市構造＊の形成
本市は、鉄道の開通とともに発展してきました。それぞれの主要駅及び沿線を中心に市街化が進行する

中で都市核＊が生まれ、現在は近鉄八尾駅を中心核とした多極型都市構造が形成されつつあります。また、
本市は、比較的平坦な土地にさまざまな施設が配置された利便性の高い都市となっています。

今後は、地球環境問題への取り組みをさらに進めるために、豊かな地域資源を活かしながら、自然との
共生の考え方を取り入れ、それぞれの都市核の機能分担と相互連携による多極型都市構造の持続発展を推
進し「八尾市全体のまちづくり」を推進します。そのため、市内外の官民のさまざまな活動主体の開発動
向や活動状況などを踏まえつつ、行政は適切に対応していきます。

図表6　将来都市構造図

点

都市核

各種拠

文化・歴史拠点

水と緑の軸

自然緑地

生駒山系グリーンベルト

水と緑の拠点

線
東
か
さ
お
お
Ｒ
Ｊ

西信貴ケーブル西信貴ケーブル
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図表7　都市核と各種拠点などの方向性

都市核の機能強化と「都市軸」の形成 ・ 充実

・近鉄八尾駅周辺の中心商業業務拠点を「中心核」と位置づけます。

・ＪＲ八尾駅周辺及び近鉄河内山本駅周辺の地域生活拠点を「副次核」と位置づけます。

・ＪＲ久宝寺駅及び地下鉄八尾南駅周辺を「新都市核」と位置づけます。

中心核

副次核

新都市核

﹇
方
向
性
﹈

各種拠点などの保全 ・ 活用と「水と緑の軸」の形成

・大阪東部地域の骨格となるみどりであり、大阪府が生駒山系グリーンベルトとして保全・

整備を位置づけている高安山周辺の緑地（金剛生駒紀泉国定公園）は、本市の貴重

な自然資源として保存していくとともに、身近なレクリエーションの場として、「自然緑地」

ゾーンの形成を図ります。

・久宝寺緑地をはじめ、市内の主要な公園緑地は、環境保全、レクリエーション、防災、

景観面において重要な都市機能を有することから「水と緑の拠点」として整備促進に

努めます。

・歴史民俗資料館を中心に高安山山麓の歴史的資源の保全の促進により、「文化・歴

史拠点」の形成を図ります。

・安全・安心のまちづくりにおいて、重要な防災拠点として位置づけている八尾空港周辺

は、「広域防災拠点」としての機能をより高めていくことに努めます。

自然緑地

水と緑の
拠点

文化・歴史
拠点

広域防災
拠点

﹇
方
向
性
﹈

・市民生活の利便性をより一層向上させるため、都市核の都市機能の充実・強化を促進します。

・中心核と副次核、新都市核との機能分担、相互連携を図るため「都市軸」の形成・充実に努め、魅力と

にぎわいのある都市核の機能強化と都市軸の持続発展を推進します。

・ ＪＲ久宝寺駅周辺は、ＪＲおおさか東線（久宝寺－放出間）の開通により、大阪都心部への交通利便性が

向上しました。さらに今後、放出－新大阪間の延伸により、大阪東部の玄関口として、さらなる発展が期待され、

副次核であるＪＲ八尾駅周辺との機能分担と相互連携により、新たな都市機能の充実・強化を促進します。

はなてん

・本市の身近な自然である高安山周辺の緑地や、歴史的遺産の宝庫である高安山山麓や久宝寺寺内町＊の

歴史的なまちなみ、住宅地内を流れる良好な水辺空間である長瀬川、玉串川、恩智川などは、本市固有

の自然・歴史的資源であるとともに、良好な景観を形成しています。　

・各種拠点の有機的な連携を図るため、「水と緑の軸」の形成により地区拠点間のネットワーク化を推進し、

水と緑による魅力的な都市、環境負荷が小さい持続可能な都市、市民が安全で安心して暮らせる、アメニティ

豊かな都市づくりを推進します。

たかやす さんろく じないちょう

たまくし



34

②基本計画（目標別計画及び地域別計画）の策定・推進
「八尾市全体のまちづくり」を進めていくため、前に述べた「6つのまちづくり目標」の実現に向けて

の取り組みの方向性を示す「基本計画（目標別計画）」を策定し、施策ごとにめざす暮らしの姿や役割分担、
進捗状況を測るための指標・目標値などを設定するとともに、主な取り組みを明らかにします。

また、「八尾市全体のまちづくり」を、「地域のまちづくり」と連携、整合させながら進めていくため、「基
本計画（目標別計画）」を「横糸」とするならば、「縦糸」にあたるものとして「基本計画（地域別計画）」
を策定し、相互の関係性や連携、整合を考慮しながら、市民、地域、事業者、行政などまちづくりの多様
な活動主体の連携、協働＊により、まちづくりを進めていくこととします（図表8参照）。

図表8　目標別計画と地域別計画

（注1）図の横方向の矢印は「目標別計画」を表しています。6つのまちづくりの目標の達成に向けて、
「目標別計画」に基づいて「八尾市全体のまちづくり」を進めます。

（注2）縦方向の矢印は「地域別計画」を表しています。地域（各小学校区（地域の活動の状況に応じて中
学校区））の現状と方向性を明らかにするとともに、上記の「目標別計画」を各地域別に編集し、
取りまとめたものです。

（注3）図に示すように「目標別計画」を「横糸」に、「地域別計画」を「縦糸」として、相互の関係性や
連携、整合を考慮しながら、まちづくりを進めていくこととします。

（1） 誰もが安全で安心して住
み続けられる八尾

（2） 子どもや若い世代の未
来が広がる八尾

（3） まちの魅力を高め、発信
する八尾

（4） 職住近在のにぎわいのあ
る八尾

（5） 環境を意識した暮らしや
すい八尾

（6） みんなでつくる八尾
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23 「平成21年度八尾市民意識調査報告書」（平成22年（2010年）3月）です。

（3）地域のまちづくり

①「地域」としての学校区
八尾市には29の小学校区、15の中学校区があります。1中学校区は1 ～ 3の小学校区で構成されてい

ます。地域コミュニティは概ね小学校区を基本に構成されており、町会（自治会）、地区福祉委員会＊、
地区自治振興委員会＊をはじめ、地域の各種組織・団体が相互に密接な関係を形成しています。市民意識
調査23においても、地域の範囲としては、「町会」についで、「小学校区」や「地区自治振興委員会の区域」
が多くあげられています。

暮らしに身近な地域のまちづくりを推進していくためには、「まち」としての一体性があり、住民相互
の結びつきが強い地域コミュニティを単位として進めていくことが有効と考えられます。

そこで、地域のまちづくりを、学校区を基本とする各小学校区（地域の活動の状況に応じて中学校区）
を基本として進めることとします。行政分野によっては、行政課題の明確化や、行政課題に対応した一定
規模の空間的広がりが必要とされることから、中学校区を基軸に展開します。

図表9　八尾市の小学校区図（平成22年度（2010年度）現在）

地下鉄谷町線

ＪＲおおさか東線
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36 24 「中間支援組織」とは、地域、テーマ型活動組織、行政の間に入り、地域活動の担い手をコーディネートする組織のことです。

②地域分権＊による「暮らしに身近な地域のまちづくり」

◆「地域分権」が拓
ひら

く地域のまちづくりの可能性
地域ではさまざまな地域活動が行われていますが、今後、より一層高齢化が進むことが見込まれる中で、

担い手の確保や各種支援の充実などが課題となっています。また、テーマ型の活動がさまざまな広がりを
見せる中で、地域に根ざした活動とテーマ型の活動が、相互理解のもと、それぞれの持ち味を活かした連
携を進めていくことが有効と考えられます。

地域の多様性を尊重しながら「地域分権」を進め、地域活動の自由度を高めていくことにより、地域の
自発性や創意工夫を活かしやすくなるという可能性があります。

◆「地域分権」でめざす姿
　地域分権を推進していくことにより、市内各地において、「それぞれの地域が、行政と地域とが適切

な役割分担のもと協力しあい、自らの想いの実現に向けて主体的にまちづくりを進めている」状況をめざ
します。

地域においては、前に述べた「地域別計画」が策定されるとともに、多様な活動主体による意見交換を
通じて、地域のまちづくりの方向性を取りまとめる「わがまち推進計画＊」を作成することとします。地
域の力を結集して地域のまちづくりを推進していく体制を確保し、必要となる活動を分かちあいながら、
活動を展開していくことが期待されます（図表10参照）。

また、市内の地域どうしや地域に根ざした活動とＮＰＯ＊などのテーマ型の活動、地域と事業者など、
多様な地域や活動主体が、それぞれの持ち味を活かしながら連携、協働を拡大していけるようコーディネー
ト機能を有する中間支援組織24の体制・ネットワークを充実し、八尾の元気をつないでいきます。

行政は、地域のまちづくりを地域とともに進めていけるような体制整備を行うとともに、地域の主体性、
多様性を尊重し、地域における自由度を高める方向で、地域が必要とするさまざまな資源（人、組織、資
金、活動拠点、情報など）を確保できるよう各種支援制度やしくみを充実します（図表11参照）。

地域による登下校の見守り八尾市市民活動支援ネットワークセンター
「つどい」
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図表10　地域別計画とわがまち推進計画

（注1）図の矢印（実線）は「地域別計画」、矢印（点線）は「わがまち推進計画」です。
（注2）地域ごとに「基本計画（地域別計画）」と並んで「わがまち推進計画」が策定されることを期待して

います。「地域別計画」は、「目標別計画」の目標1 ～ 6に基づく総合的な内容となりますが、「わが
まち推進計画」は、地域によって目標1 ～ 6のいずれを重点的に行うかは多様な内容となると考え
られます。図の  部分が地域によって異なるのは、そのことを示しています。

（注3）「わがまち推進計画」は、各地域の住民の支持を広く集めたものであるならば、「地域別計画」に優
先して、部分的に上乗せしたり、修正するものとして扱われることもあり得ます。
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38 25 「社会的企業」とは、環境、福祉、教育などの社会的課題の解決を目的として事業展開に取り組むＮＰＯ、企業、組合などの組織のことです。

図表11　「地域のまちづくり」における地域と行政などとの協働・支援の姿

行　政

「地域の想い」を踏まえた「地域
別計画」を策定・推進
地域とともに「地域のまちづくり」
を推進できる行政体制整備と活
動展開（人材育成、組織体制、
活動拠点確保など）
各種支援制度やしくみの充実（地
域予算、条例などの整備など）

地　域（小学校区を基本）

「地域のまちづくり」の方向性を取
りまとめた「わがまち推進計画＊」
の策定・推進
地域の力を結集した体制確保と
活動展開
各種支援制度やしくみの充実に
よる資源（人、組織、資金、活
動拠点、情報など）の確保

テーマ型活動団体

ＮＰＯ＊、市民活動団体、大学、事
業者、社会的企業25など
（福祉、子どもの健全育成、環境保全、
消費などのさまざまな分野で活動）

支　援

協　働＊

支

　援

協

　働

中間支援組織

多様な活動主体を支援、
連携をコーディネート
（つなぐ役割）
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26 明治の大合併では小学校が、昭和の大合併では中学校がそれぞれ運営できる一定の行財政基盤の確保が可能な単位で合併が行われました。
国のコミュニティ政策の契機となったのは、昭和44年（1969年）の国民生活審議会報告書「コミュニティ―生活の場における人間性の回復―」です。
それを受けて、昭和46年（1971年）に自治省（現・総務省）が「コミュニティ（近隣社会）に関する対策要綱」（通達）を出しています。これは、「概
ね小学校の通学区域ほどの広がりを持つ」モデル・コミュニティの設定や、コミュニティセンターの整備を内容としていました。
また、平成21年（2009年）に総務省の「新しいコミュニティのあり方に関する研究会」の報告書では、まちづくりにおける今後の地域コミュニティ
の方向性として「新しい地域協働の主体としくみ（地域協働体）」が提案されています。

27 「近隣住区構想」とは、アメリカのクラレンス・ペリーの近隣住区理論を参考に、幹線道路で区切られた小学校区を一つのコミュニティととらえ、商
店やレクリエーション施設を計画的に配置したものです。

【参考】これまでの本市の取り組みにおける地域コミュニティの範囲
地域の範囲は、地域住民が自分たちの守るべき地域エリアを明確に意識できること、地域住民の課題の

明確化やそれに対応した一定規模の空間的広がりを持つ必要があります。
本市では、第1次総合計画から第４次総合計画まで、地域を「地域コミュニティ」ととらえ、学校区の

再編を経ながら、その最も基礎的な単位を常に小学校区に置いてきました。
行政分野によっては、中学校区を基軸に展開しています。また、地域コミュニティづくりは、コミュニ

ティ施設の整備からその活動の促進へと広がりを見せています。
地域活動諸団体は、概ね小学校区を単位としています。

図表12　八尾市における地域コミュニティづくりのあゆみ

第 1次総合計画
（昭和 41年度（1966 年度）～

50 年度（1975 年度））

　小学校が地域コミュニティを結びつける有力な公共施設であることから、そ

の求心力を生かして、小学校区26 を市街地の組立の基本単位すなわち地域

コミュニティとして編成する「近隣住区構想」27（中学校は２住区ごとに配置）

を推進しました。

第 2次総合計画
（昭和 51年度（1976 年度）～
平成 2年度（1990 年度））

　地域コミュニティこそ市民生活・都市の基礎単位であるとし、市民の連帯

感と隣人愛あふれる人間性豊かな都市の形成のために、地域コミュニティづく

りをまちづくりの重要課題としました。そして、地域コミュニティは、もともと地

域住民の自発的な意思に基づいて創造されるものであり、行政の役割はそれ

が可能となるような条件を整備すること、都市における住民の生活のひろがり

は、一定の範囲に限定されるものではないこと、との考えを示しています。そ

のうえで、地域コミュニティの範囲は、小学校区が妥当であるとしています。

なお、コミュニティセンターの整備は、原則として中学校区単位としています。

第 3次総合計画
（平成 3年度（1991 年度）～
12 年度（2000 年度））

　住みよい、愛着の持てるふるさとづくりをめざして、自主防災組織＊や社会

福祉協議会を中心とする小地域ネットワークづくりなど、自治と連帯に支えら

れた地域コミュニティ活動の一層の促進を図るとともに、地区集会所などの地

域コミュニティ活動の場の整備を進めました。

第 4次総合計画
（平成 13年度（2001 年度）～

22 年度（2010 年度））

　市民と行政がそれぞれの役割を担って協働してまちづくりを進めていくため、

小学校区又は中学校区を地域コミュニティの範囲として、地域コミュニティの

再構築に取り組みました。そして、市民の自主的な活動の蓄積を活かした、

初動期からの市民主役のまちづくり活動を促進するため、市民どうしが身近な

地域（概ね小学校区の大きさ）において自由な立場でまちづくりについて意

見交換ができる「対話」の場（ 「まちづくりラウンドテーブル」など）の設置

の支援など、地域コミュニティの支援に取り組みました。
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前期基本計画（目標別計画）
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前期基本計画（目標別計画）について

（１）基本計画（目標別計画）とは
基本計画は、前期・後期の各5年間についての具体的な政策・施策を体系的に示すものであり、「目標別計画」

と「地域別計画」で構成します。
「目標別計画」は、基本構想における将来都市像を実現するための6つのまちづくりの目標のもと、16の

まちづくりの取り組み方向（政策）に沿って63の施策ごとに、めざす暮らしの姿や役割分担、主な取り組み、
指標などを示したものです。

（２）「目標別計画」の構成と内容について
「目標別計画」は63の施策ごとに見開き2ページで、以下のような構成・内容としています。

46

施策1　安全なまちをつくる防犯の取り組み

現状と課題

[ 現 状 ] 

・  平成15年（2003年）に施行された八尾市
地域安全条例の趣旨に基づき、市内では
さまざまな取り組みが行われてきました。
その効果もあり、ここ数年、街頭犯罪認
知件数は減少傾向にあります。

・  平成21年（2009年）は、景気の悪化、社
会情勢の不安などの要因が影響し、ひっ
たくりや窃

せっとう

盗など一部の犯罪において認
知件数が増加に転じています。

[ 課 題 ]

・ 警察による検挙も重要ですが、市、地域、事業者、関係機関、関係団体による啓発活動により、
市民一人ひとりの防犯意識を高めることや地域での防犯パトロールなどの取り組みをさらに進
めることが重要です。

めざす暮らしの姿

・ 市民一人ひとりの防犯意識の高まりと地域での防犯活動により、犯罪が減少し、安全安心なま
ちづくりが進んでいます。

基本方針

・ 市民が犯罪被害に遭
あ

わないように、「地域の安全は地域で守る」といったお互いを支え、守る
意識を高めるため、防犯灯の設置や防犯パトロールの実施など、地域の自主的な防犯活動がよ
り効果的に行えるよう支援します。
・ 市内の街頭犯罪認知件数をさらに減少させるためには、市、警察、地域、事業者、関係機関、
関係団体が一体となって取り組む必要があり、そのために各々が取り組む具体的な内容を定め
た（仮称）やお防犯計画に基づき、お互いの連携、協力体制の強化を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 （仮称）やお防犯計画

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

街頭犯罪認知件数

（出所）八尾警察署・八尾防犯協議会ほか「地域安全だより」

（件）

H18 H19 H20 H21 （年）H17

4,243
3,895

3,502

2,749

3,958

施策を取り巻く現状と
課題をまとめています。

施策の「現状と課題」の
根拠となるデータです。

今後 10 年間（平成 23
年度（2011 年度）～ 32
年度（2020 年度））の間
に、実現をめざす八尾市
での暮らしや産業、ま
ち、各活動主体の活動な
どの姿です。

政策・施策を推進するに
あたっての基本的な考
え方です。

行政の政策分野ごとに
策定している計画です。
該当する計画がある場
合、計画の名称を記載し
ています。
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「地域別計画」は、各小学校区（地域の活動の状況に応じて中学校区）を「地域」の基本単位とし、各地
域の現状と方向性を明らかにするとともに、左記の「目標別計画」を各地域別に編集し、取りまとめたもの
です。

47

基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 1　安全安心のまちづくり

施策の体系

施策1　安全なまちをつくる防犯の取り組み

（1） 計画的な防犯活動の推進
主な取り組み：　・ （仮称）やお防犯計画に基づき、計画的に防犯活動を推進します。

（2） 地域の自主的な防犯活動支援
主な取り組み：　・ 犯罪のない明るいまちづくりのために、地域における防犯活動を

支援するとともに防犯灯の整備を促進します。
（3） 関係機関との連携・協力体制強化

主な取り組み：　・ 防犯意識をさらに高めるために、市、警察、地域、事業者、関係機関、
関係団体が連携・協力し、防犯への取り組みを進めます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ （仮称）やお防犯計画に基づき広報、啓発、環境整備などの必要な施策を講じます。
・ 警察、地域、事業者、関係機関、関係団体と連携を図り、犯罪発生の抑止や犯
罪被害に遭わないための啓発活動を行います。

市 民 ・ 自転車にひったくり防止カバーを取りつけるなど、一人ひとりが犯罪被害に遭
わないよう、防犯意識を高めるとともに、互いに協力して地域安全の推進に必
要な活動を行います。

地域など ・ 「地域の安全は地域で守る」の精神から、声かけ運動や歳末防犯パトロールなど、
地域での自主的な取り組みを進めます。

事 業 者 ・ 地域安全を推進するために必要な措置を講じ、地域安全の確保に貢献します。
・ 所有または管理する土地、建物、その他の工作物を適正に管理することにより、
犯罪のおこりにくい環境づくりに努めます。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

① 街頭犯罪認知件数（件） 2,749 2,200 2,000
大阪府下において、犯罪認知件
数が上位にランクされないまちづ
くりをめざします。

施策を構成する項目の
体系と主な取り組みを
示しています。
　この項目に沿って「実
施計画」を策定します。

めざす暮らしの姿を実
現していくために、八尾
市、市民、地域（地域活
動団体、市民活動団体な
ど）、事業者などの活動
主体に期待される役割
です。

施策の進捗度を定量的
に測定するために設定
した指標です。現状値と
平成 27 年（2015年）、
平成 32 年（2020年）に
達成をめざす「めざす
値」を示しています。
　なお、社会経済環境の
変化や制度変更などに
より計画期間中に見直
すことがあります。

文中に＊を表示している用語は、Ｐ 250
以降の用語説明に掲載している用語です。
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（３）施策体系

「目標別計画」は、6つの「まちづくりの目標」のもと、16の「政策」、63の「施策」で構成します。

目標１：誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策 施策
施策担当課名

ページ
H22（2010）年度 H23（2011）年度

1 安全安心のまちづくり

1 安全なまちをつくる防犯の取り組み 自治推進課 地域安全課 46
2 安心を高める防災力の強化 総務課 地域安全課 48
3 災害に強い消防体制づくり 消防総務課 消防総務課 50
4 緊急事態への対応力の強化 総務課 総務課 52
5 交通事故をなくすための安全意識の高揚 交通対策課 交通対策課 54
6 市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進 交通対策課 交通対策課 56
7 消費者の保護と自立を支援する取り組み 産業政策課 産業政策課 58
8 安心して暮らせる良質な住まいづくり 都市計画課 都市政策課 60
9 公共施設・設備の効率的な機能更新 公共建築課 公共建築課 62

2
医療・保健の体制の
整備

10 疾病予防と健康づくりの推進 保健推進課 保健推進課 64
11 医療サービスの充実 保健推進課 保健推進課 66
12 地域医療体制の充実 保健推進課 保健推進課 68

3
地域福祉の推進と
福祉サービスの提供

13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり 地域福祉政策課 地域福祉政策課 70
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 高齢福祉課 高齢福祉課 72
15 介護サービスの提供 介護保険課 介護保険課 74
16 障がいのある人の自立支援 障害福祉課 障害福祉課 76
17 生活困窮者への支援 生活福祉課 生活福祉課 78

目標２：子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策 施策
施策担当課名

ページ
H22（2010）年度 H23（2011）年度

4
子どもが健やかに
育ち、子育てしやすい
環境づくり

18 母子保健の増進 保健推進課 保健推進課 80
19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み こども家庭課 保育課 82
20 保育サービスの充実 こども家庭課 保育課 84
21 幼児教育の充実 指導課 指導課 86
22 次代を担う青少年の健全育成 青少年課 青少年課 88

5
生きる力を育む
学校教育

23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成 指導課 指導課 90
24 教育機会の均等 教育サポートセンター 教育サポートセンター 92

目標３：まちの魅力を高め、発信する八尾

政策 施策
施策担当課名

ページ
H22（2010）年度 H23（2011）年度

6
「まちの魅力」発見・
発信・創出

25 八尾の魅力発見と発信 市政情報課 産業政策課 94
26 自然的資源の保全 みどり課 産業政策課 96
27 歴史資産などの保全と活用 文化財課 文化財課 98

7
豊かな心を育む文化・
学習・交流

28 生涯学習の取り組み 生涯学習スポーツ課 生涯学習スポーツ課 100
29 国際交流と国内交流 文化国際課 文化国際課 102
30 芸術文化の振興 文化国際課 文化国際課 104
31 スポーツ・レクリエーションの取り組み 生涯学習スポーツ課 生涯学習スポーツ課 106
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目標４：職住近在のにぎわいのある八尾

政策 施策
施策担当課名

ページ
H22（2010）年度 H23（2011）年度

8
産業振興とまちのにぎ
わい創出

32 産業政策を活かした「まちづくり」の推進 産業政策課 産業政策課 108
33 世界に誇るものづくりの振興と発信 産業政策課 産業政策課 110
34 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興 産業政策課 産業政策課 112
35 味力をうみだす農業の振興 産業政策課 産業政策課 114
36 就業支援と雇用創出 産業政策課 産業政策課 116

9
まちのにぎわいを生み
出す都市基盤づくり

37 土地の有効利用と都市景観の保全 都市計画課 都市政策課 118
38 魅力ある都市核などの充実 都市整備課 都市整備課 120
39 都市計画道路などの整備 都市整備課 都市整備課 122
40 生活道路の整備と維持 土木建設課 土木建設課 124
41 公園とまちの緑化による緑のある暮らし みどり課 みどり課 126
42 公共交通網の充実 交通対策課 交通対策課 128

目標５：環境を意識した暮らしやすい八尾

政策 施策
施策担当課名

ページ
H22（2010）年度 H23（2011）年度

10
環境にやさしい
まちづくり

43 快適な生活環境づくり 環境保全課 環境保全課 130
44 きれいなまち八尾の実現 環境保全課 環境保全課 132
45 地球温暖化対策の推進 環境保全課 環境保全課 134
46 資源循環への取り組み 資源循環課 資源循環課 136

11
安全で快適な水環境の
整備

47 治水対策と環境を意識した水環境の形成 土木管財課 土木総務課 138

12
安全安心な上水道の
供給体制づくり

48 上水道の安定供給 経営総務課 経営総務課 140

13 公共下水道の整備 49 下水道事業の推進 下水道総務課 下水道経営企画課 142

目標６：みんなでつくる八尾

政策 施策
施策担当課名

ページ
H22（2010）年度 H23（2011）年度

14
人権の尊重と平和を希
求する共生社会の実現

50 一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちづくり 人権政策課 人権政策課 144
51 人権意識の高揚と差別のない社会の推進 人権政策課 人権政策課 146
52 多文化共生の推進 文化国際課 文化国際課 148
53 平和意識の向上 文化国際課 文化国際課 150

15
市民協働と地域自治の
推進

54 地域のまちづくり・地域活動への支援 自治推進課 市民ふれあい課 152
55 市民の社会貢献活動の促進 自治推進課 市民ふれあい課 154
56 男女共同参画の推進 人権政策課 人権政策課 156

16
信頼される行政経営の
推進

57 計画行政の推進 政策推進課 政策推進課 158
58 広域行政の推進 政策推進課 政策推進課 160
59 行財政改革の推進 行政改革課 行政改革課 162
60 行政情報の提供と個人情報保護 市政情報課 市政情報課 164
61 人材の活用と組織の活性化 人事課 人事課 166
62 窓口サービス機能の充実 自治推進課 市民ふれあい課 168
63 健全かつ公正な行財政運営 財政課 財政課 170

施策担当課名は施策の取りまとめを担う課で、平成22（2010）年度現在の課名と平成23（2011）年度組織
機構改革による課名（予定）をあわせて表示しています。
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施策1　安全なまちをつくる防犯の取り組み

現状と課題

[ 現 状 ] 

・  平成15年（2003年）に施行された八尾市
地域安全条例の趣旨に基づき、市内では
さまざまな取り組みが行われてきました。
その効果もあり、ここ数年、街頭犯罪認
知件数は減少傾向にあります。

・  平成21年（2009年）は、景気の悪化、社
会情勢の不安などの要因が影響し、ひっ
たくりや窃

せっとう

盗など一部の犯罪において認
知件数が増加に転じています。

[ 課 題 ]

・ 警察による検挙も重要ですが、市、地域、事業者、関係機関、関係団体による啓発活動により、
市民一人ひとりの防犯意識を高めることや地域での防犯パトロールなどの取り組みをさらに進
めることが重要です。

めざす暮らしの姿

・ 市民一人ひとりの防犯意識の高まりと地域での防犯活動により、犯罪が減少し、安全安心なま
ちづくりが進んでいます。

基本方針

・ 市民が犯罪被害に遭
あ

わないように、「地域の安全は地域で守る」といったお互いを支え、守る
意識を高めるため、防犯灯の設置や防犯パトロールの実施など、地域の自主的な防犯活動がよ
り効果的に行えるよう支援します。

・ 市内の街頭犯罪認知件数をさらに減少させるためには、市、警察、地域、事業者、関係機関、
関係団体が一体となって取り組む必要があり、そのために各々が取り組む具体的な内容を定め
た（仮称）やお防犯計画に基づき、お互いの連携、協力体制の強化を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 （仮称）やお防犯計画

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

街頭犯罪認知件数

（出所）八尾警察署・八尾防犯協議会ほか「地域安全だより」
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 1　安全安心のまちづくり

施策の体系

施策1　安全なまちをつくる防犯の取り組み

（1） 計画的な防犯活動の推進
主な取り組み：　・ （仮称）やお防犯計画に基づき、計画的に防犯活動を推進します。

（2） 地域の自主的な防犯活動支援
主な取り組み：　・ 犯罪のない明るいまちづくりのために、地域における防犯活動を

支援するとともに防犯灯の整備を促進します。
（3） 関係機関との連携・協力体制強化

主な取り組み：　・ 防犯意識をさらに高めるために、市、警察、地域、事業者、関係機関、
関係団体が連携・協力し、防犯への取り組みを進めます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ （仮称）やお防犯計画に基づき広報、啓発、環境整備などの必要な施策を講じます。
・ 警察、地域、事業者、関係機関、関係団体と連携を図り、犯罪発生の抑止や犯

罪被害に遭わないための啓発活動を行います。

市 民 ・ 自転車にひったくり防止カバーを取りつけるなど、一人ひとりが犯罪被害に遭
わないよう、防犯意識を高めるとともに、互いに協力して地域安全の推進に必
要な活動を行います。

地域など ・ 「地域の安全は地域で守る」の精神から、声かけ運動や歳末防犯パトロールなど、
地域での自主的な取り組みを進めます。

事 業 者 ・ 地域安全を推進するために必要な措置を講じ、地域安全の確保に貢献します。
・ 所有または管理する土地、建物、その他の工作物を適正に管理することにより、

犯罪のおこりにくい環境づくりに努めます。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

① 街頭犯罪認知件数（件） 2,749 2,200 2,000
大阪府下において、犯罪認知件
数が上位にランクされないまちづ
くりをめざします。



48

施策2　安心を高める防災力の強化

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 八尾市は、東南海・南海地震＊の防災対策
推進地域に指定されており、地域防災計
画に基づき、災害予防、応急対策、復旧・
復興対策に向けての取り組みを進めてき
ました。

・ 自主防災組織＊による地域の防災訓練など
を通じて市民の防災意識が高まっていま
す。

[ 課 題 ]

・ 東南海・南海地震や大規模な自然災害の発生に備えた防災体制や都市基盤の整備が必要です。
・ 自主防災組織や自治会役員などの高齢化などにより防災活動の継続性や組織の維持活性化に課

題がある地域もあり、市民の防災意識の向上が必要です。

めざす暮らしの姿

・ 防災体制や都市基盤の整備、土砂災害に対する防災力の向上などにより、災害に対する備えが
ある暮らしが実現しています。

基本方針

・ 災害から市民の生命・財産を守るため、地域の防災力の向上を含め防災体制の整備充実を図る
とともに、防災拠点の整備などについて国および大阪府と連携しながら、災害に強いまちづく
りを進めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市地域防災計画
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（出所）八尾市調べ
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 1　安全安心のまちづくり

施策の体系

施策2　安心を高める防災力の強化

（1） 防災体制の整備・充実
主な取り組み： ・ 災害被害を最小限とするために、地域防災計画や各種マニュアル

などの整備、充実を図り防災力の向上に努めます。
・ 災害発生時の情報収集、伝達体制を充実するとともに、防災資器

材や必要物資の備蓄を進めます。
・ 災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援などに取り

組むとともに、防災についての啓発活動を行います。
（2） 災害に強いまちづくり

主な取り組み： ・ 災害から市民の生命、財産を守るために、国および大阪府に対して、防
災対策事業の促進を働きかけるとともに、防災拠点の整備を図ります。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 八尾市地域防災計画や各種マニュアルなどの整備を図り、防災体制の強化をは
じめ、防災行政無線＊や防災資器材などの整備充実に努めます。

・ 都市防災機能の充実を図ります。
・ 自主防災組織の育成と防災についての啓発活動を行います。
・ 大阪府による土砂災害に関する公共事業の早期実現を働きかけます。  

市 民 ・ 災害発生時に備え、防災力の向上を図ります。
・ 土砂災害などに関する公共事業への理解と協力をします。

地域など ・ 自主防災組織など共助により地域の防災力の向上に努めます。
・ 土砂災害などに関する公共事業への地域調整について協力をします。  

事 業 者 ・ 応急対策および復興支援などについて協力をします。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

① 自主防災組織の組織率
（％） 55.4 80 100

自主防災組織により継続的に自
立した訓練などが実施され、市民
の防災意識が向上している状況
をめざします。

②
災害に対する
取り組みを行っている
市民の割合（％）

21.6
（H22） 50 75

各家庭での災害に対する取り組
みが地域の防災力の向上に結び
ついている状況をめざします。

③
防災行政無線（携帯型）
の指定避難所整備率
（％）

63.0 100 100

防災行政無線のデジタル化を推
進する一方、避難所などの運営
に必要な通信機器の整備などを
めざします。

④ 防災備蓄の充足率（％） 77.1 95 100

備蓄にあっては、大阪府の指定
物資である食料、生活必需品、
簡易トイレなどを中心に必要量の
確保をめざします。
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施策3　災害に強い消防体制づくり

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 市民の高齢化の進展などにより、地域の
災害への対応力の低下が懸念されること
に加え、火災をはじめとした各種災害も
複雑多様化・大規模化してきています。

[ 課 題 ]

・ 住宅火災による被害および死者の減少を
図るため、住宅用防災機器＊の普及など住
宅防火対策の促進が必要です。

・ 消防行政に関する運営の効率化および基盤強化などを図るため、消防の広域化について検討が
求められています。

・ 災害発生時の初動対応で重要な役割を担う消防団の体制強化や市民と行政などが連携した消防
防災体制の一層の充実を図るなど、消防力の強化が必要です。

・ 市民の高齢化の進展などにより、救急需要は高まっているため、救急救命士＊の育成と人員の
確保、緊急時における救急・救助体制の充実、応急手当ができる市民を増やすための情報提供
や学習の機会拡充などの取り組みが必要です。

めざす暮らしの姿

・ 市民への消防行政サービスが充実し、市民の生命、身体、財産が災害から守られています。

基本方針

・ 市民の生命・身体および財産を守り、災害から被害を軽減するため、予防体制の強化、消防施
設の整備拡充、救急救助体制の充実など総合的な消防体制の整備について、広域的な取り組み
も考慮しながら推進します。

・ 市民の安全安心を守るため、地域防災の中核である消防団施設などの整備や応急手当の普及啓
発などに努め、地域の防災力の強化を進めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市消防団消防機械器具置場整備計画
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 1　安全安心のまちづくり

施策の体系

施策3　災害に強い消防体制づくり�

（1） 消防体制の充実
主な取り組み： ・ 消防力向上のために、消防庁舎の更新、消防業務の効率化、人員

体制強化、人材育成などに取り組みます。
（2） 救急・救助体制の充実

主な取り組み： ・ 迅速な救助事故への対応のために、救助技術などの教育訓練を充
実させるとともに、救助資機材や訓練施設を計画的に整備します。

・ 救急有資格者（救急救命士、救急標準課程修了者＊）を養成します。
（3） 火災予防対策の推進

主な取り組み： ・ 火災による被害の減少に向けて、市民・事業所における自主防火・
防災体制を促進するとともに、計画的な増員を図るなど、予防行
政の充実強化を推進します。

（4） 地域の消防・防災体制の強化
主な取り組み： ・ 地域防災力向上のために、消防団の装備、訓練、処遇などの充実を図ります。

・ 住宅火災における災害時要援護者（高齢者・障がい者など）の火
災による被害防止のため、安全対策を推進します。

・ 救命率の向上に向け、市内の居住者や就業者に対して、心肺蘇
そ せ い

生法
やＡＥＤ＊の使用方法、止血方法などの応急手当の普及啓発活動を
推進します。

（5） 消防施設などの整備・充実
主な取り組み： ・ 消防力向上のために、消防装備や消防情報管理の充実強化など、

必要な措置を段階的に実施します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 消防行政サービスを確保するため、消防活動の拠点づくりを含めた消防体制の
充実を図ります。

・ 消防防災情報を積極的に発信します。
市 民 ・ 防火・防災、応急手当に関する意識・知識を高めます。

・ 住宅用防災機器を設置します。
・ 災害発生時における自助・共助意識を向上させます。

地域など ・ 町会や自治会など、さまざまな枠組みで地域防災力を向上させるための取り組
みを行います。

・ 消防団へ積極的に入団します（特に青年層）。
事 業 者 ・ 自衛消防組織を結成し、自衛消防訓練を積極的に行います。

・ 賛助＊としての応急対策および復興支援などを行います。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

① 住宅火災の発生件数
（件） 19 0 0

建物火災のうち、住宅、共同住宅、
併用住宅における火災発生ゼロ
の状態をめざします。

② 住宅火災による死者数
（人） 1 0 0 住宅火災による死者数ゼロの状

態をめざします。
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施策4　緊急事態への対応力の強化

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 行政対象暴力＊や新型インフルエンザ対策
など庁内組織体制に関わる危機管理の対
応などについては、八尾市危機管理対応
方針および八尾市危機管理対策要綱に基
づき、本市の対策・体制を定めるとともに、
庁内各課により危機管理マニュアルの作
成が行われています。

[ 課 題 ]

・ 市民の生命や財産に関わる甚大な事件などの緊急事態を想定し、事前対策をはじめとした緊急
事態への対応力が必要です。

めざす暮らしの姿

・ 国民保護計画が対象とする武力攻撃事態および市内での事件などの緊急事態（テロ、感染症、
環境汚染など）に際し、市民の生命、身体および財産が保護されています。

基本方針

・ 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、市民および職員の危機
意識の向上を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市国民保護計画
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（出所）八尾市民意識調査
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 1　安全安心のまちづくり

施策の体系

施策4　緊急事態への対応力の強化�����

（1） 危機管理体制の整備および危機意識の向上
主な取り組み：  ・ 緊急事態発生時の被害軽減を図るために、迅速かつ的確な情報の

受伝達や対策が講じられるような体制を構築するとともに、マニュ
アルの整備・見直しなどを行い、市民への危機意識の向上を図る
啓発活動を推進します。     

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 緊急事態の発生時には、被害軽減を図るため、迅速かつ的確な情報の受伝達や
対策が講じられるよう体制の構築および、マニュアルの整備・見直しなどを行
います。

・ 市民への危機意識の向上を図る啓発活動を推進します。

市 民 ・ 危機に際して自発的な活動などを実施できるよう訓練などに参加するとともに、
備蓄、その他危機に備えるための手段を講じるよう努めます。  

地域など ・ 市民相互に連携を図るとともに、市の危機管理に積極的に協力するよう努めま
す。

事 業 者 ・ 管理する施設、組織などにおける危機の発生抑制に努めるとともに、社会的責任
に基づき、その能力を活用して八尾市の危機管理に積極的に協力するよう努めま
す。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
緊急事態に対して備えを
している市民の割合（％）

26.3
（H22）

50 75

各家庭での緊急事態への備えが
危機事象の対応を含めた地域の
防災力の向上に結びついている
状況をめざします。

②
防災行政無線＊

（携帯型）の
指定避難所整備率（％）

63.0 100 100

自然災害時の情報・伝達手段で
ある防災行政無線を活用するた
め、防災行政無線のデジタル化
を推進する一方、避難所などの
運営に必要な通信機器の整備な
どをめざします。
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施策5　交通事故をなくすための安全意識の高揚

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 交通事故件数は減少傾向ですが、高齢化
の進展に伴い高齢者が関係する交通事故
が増加しています。

・ 全交通事故件数の中で自転車が関係する
ものの占める割合が約4割と比較的高い
状況です。

・ 市民一人ひとりの交通安全意識の高揚を
図るために、段階的かつ体系的に交通安
全教育を行っています。

[ 課 題 ]

・ 高齢者や自転車利用者に対する交通事故防止に向けた啓発や交通ルールの周知などの取り組み
が求められています。さらに、交通安全への意識を醸成・高揚していくためには、幼少期から
の交通安全教育の充実が求められています。

めざす暮らしの姿

・ 市民一人ひとりが高い交通安全意識を持ち、交通ルールの遵
じゅんしゅ

守や正しい交通マナーの向上を図
ることで、交通事故のない安全で安心な社会となっています。

基本方針

・ 子どもから高齢者に至るまで、交通ルールの遵守や交通マナーの向上を図るため、関係機関と
連携し、交通事故防止に向けた啓発活動や、交通安全に関する教育活動を実施します。

・ 交通の安全は地域に根ざした課題であることから、交通事故の減少を図るため、それぞれの地
域の特性を踏まえながら交通安全の確保に向けた取り組みを進めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市交通基本計画
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 1　安全安心のまちづくり

施策の体系

施策5　交通事故をなくすための安全意識の高揚

（1） 交通安全意識の高揚
主な取り組み： ・ 交通安全意識の高揚を図るため、警察・地域などの関係団体と連

携し、交通事故防止に向けた各種啓発活動や交通安全教育などに
取り組みます。

（2） 交通安全確保の推進
主な取り組み： ・ 交通事故件数を減少させるため、関係機関と連携しながら交通安

全の確保に取り組みます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 交通安全に関する啓発・教育活動を実施します。
・ 交通安全の確保に努めます。

市 民 ・ 交通安全意識を持ち、交通ルールを遵守し、交通マナーを向上する行動を実践
します。  

地域など ・ 地域の中で交通ルールの遵守、交通マナーの向上を図る機運づくりとしての活
動を実施します。

事 業 者 ・ 従業員などに対して交通ルールの遵守、交通マナーの向上意識の徹底を図り
ます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
交通安全教室実施率
（市内の保育所・幼稚園・
小学校・中学校）（％）

72.8 75 80
児童･生徒の交通事故件数の減
少につなげます。

②
高齢者交通安全教室
開催回数（回）

7 10 12

高齢者の関係する交通事故が増
加傾向である現状において、高
齢者が関係する事故の減少につ
なげます。

③ 交通事故件数（件） 1,551 1,200 1,000
交通事故のない社会をめざし、
可能な限り施策を講じることによ
り、交通事故の減少につなげます。
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施策6　市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 八尾市では、市民にとって気軽で簡単に
利用できる自転車が非常に多い状況にあ
ります。

・ 駅周辺では依然として多くの自転車が放
置されており、安全で円滑な通行に支障
をきたしています。

[ 課 題 ]

・ 放置自転車対策としてさまざまな取り組みが求められています。
・ 自転車利用の適正化を図るためには自転車駐車場の利用促進が求められています。

めざす暮らしの姿

・ 市民が正しく自転車を利用し、適切な場所に駐車を行い、快適に自転車利用ができるまちに
なっています。

基本方針

・ 駅周辺の放置自転車の抑制を図るため、引き続き移動保管活動や啓発活動に取り組むととも
に、民間誘導も図りながら、自転車を駐車できる施設や空間の整備を促進します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市交通基本計画
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 1　安全安心のまちづくり

施策の体系

施策6　市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進

（1） 放置自転車対策の推進
主な取り組み： ・ 駅周辺において安全に通行できる空間を確保するため、放置自転

車の移動保管活動を行うとともに、啓発活動に取り組みます。
（2） 自転車駐車場の整備

主な取り組み： ・ 駅周辺の放置自転車を減少させるため、自転車駐車場の利用促進
に取り組みます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 放置自転車の移動保管活動を実施します。
・ 自転車駐車場利用率の増加に向けた促進策を実施します。

市 民 ・ 自転車の適切な利用および駐車を行います。

地域など ・ 放置自転車を抑制するための啓発活動に参画します。

事 業 者 ［事業者］ ・来客用および従業員用の自転車駐車場の確保に努めます。
［自転車販売店］ ・放置自転車を抑制するための啓発を販売時に実施します。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
自転車駐車場利用率
（％）

82.6 85 90
自転車駐車場の利用率を一層高
め、放置自転車の減少をめざしま
す。
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施策7　消費者の保護と自立を支援する取り組み

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 消費生活に関わるトラブルが後を絶たず、
内容も複雑化しています。

・ 詐欺や個人情報の窃
せっしゅ

取などの犯罪の手口
が巧妙化しています。

・ 高齢者が被害を受けることが多く、被害
に遭

あ

った消費者が泣き寝入りする事例が
散見されます。

[ 課 題 ]

・ 消費生活に関わるトラブルに巻き込まれないための消費者教育が必要となっています。
・ 犯罪の手口の巧妙化に対し、個人の知識や経験だけでは適切に対応することが難しくなってき

ています。
・ 食品や製品の安全が脅かされる事例が今後も発生する可能性があります。

めざす暮らしの姿

・ 消費者が消費生活問題に関する知識を身につけ、安心して暮らしています。

基本方針

・ 消費生活に関するトラブルを防止するため、消費者教育を充実させ、自立する消費者の育成に
努めます。消費生活相談および多重債務＊相談機能の充実を図り、消費者の保護に努めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －
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消費生活相談利用者数

（出所）八尾市調べ

（人）

H18 H19 H20 H21（年度）H17

1,619 1,723 1,605 1,615

2,232
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 1　安全安心のまちづくり

施策の体系

施策7　消費者の保護と自立を支援する取り組み

（1） 消費者教育の推進
主な取り組み： ・ 消費生活トラブルを未然に回避するために、消費生活問題に関す

る講座などを開催し、消費者教育を推進します。
（2） 消費生活相談の充実

主な取り組み： ・ 消費生活トラブルの被害者の救済のために、多重債務相談を含め
た消費生活相談機能の充実を図ります。

（3） 製品の安全安心の向上
主な取り組み： ・ 消費者保護を図るために、事業所への立入検査や計量器の定期検

査を実施し、製品の適正表示・適正計量を推進します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 子どものころから消費者教育・啓発を実施し、消費生活トラブルを防止します。
・ 消費生活相談員のスキルアップを図り、消費生活トラブルの被害者の救済を支

援します。
・ 事業者への立入検査や計量器の定期検査を実施します。

市 民 ・ 消費生活に関する基礎的知識を身につけます。
・ 契約者としての責任を自覚します。
・ 消費生活トラブルがあった場合、早期に消費生活相談窓口に相談します。

地域など ・ 八尾市が行う消費者教育や啓発活動に積極的に参加・協力し、消費者トラブル
の事例を共有します。  

事 業 者 ・ 消費者の意向を的確にとらえ、安全安心な製品の提供や適正な表示の実現に努
めます。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
消費者教育講座など
参加者数（人）

421 480 540
消費者教育を受けている人数が
増加している状況をめざします。

②
消費生活相談利用者数
（人）

1,615 1,530 1,450
消費生活相談利用者数が減少し
ている状況をめざします。

③
事業所への立入検査
実施件数（件）

4 6 8
立入検査実施件数が増加してい
る状況をめざします。
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施策8　安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 居住ニーズの多様化・高度化、人口減少
社会が到来しています。住生活基本法の
制定により、住宅政策が「量」の確保か
ら「質」の向上に大きく転換され、住宅
建設を重視した政策から良質なストック
を将来世代へ継承していくことを主眼と
した政策へ大きく舵

かじ

を切っていくことが
不可欠です。

[ 課 題 ]

・ 安全で良質な住まいに対してのさらなる市民意識の高揚と主体的な行動を促す取り組みの検討
が求められています。

・ 安全で安心して暮らせる住宅の供給と快適な住環境の整備が求められています。

めざす暮らしの姿

・ 耐震性向上などに向けた市民への啓発や情報提供が行われ、良質な住まいづくりが進んでいま
す。

・ 市営住宅入居者が安全で安心して暮らせる環境の確保がなされています。

基本方針

・ 安心して暮らせる住環境の確保が図られるよう、住情報の発信・啓発を行うとともに、良質な
住宅の供給支援や住宅の耐震診断・改修補助を行います。

・ 市営住宅の安全性や居住水準の向上を図るため、効率的に機能更新を進めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市住宅マスタープラン、八尾市営住宅機能更新事業計画、八尾市耐震改修促進計画
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 1　安全安心のまちづくり

施策の体系

施策8　安心して暮らせる良質な住まいづくり

（1） 安全で良質な民間住宅の供給の促進
主な取り組み： ・ 安全で良質な民間住宅の供給を促進するため、住まいに関する正

しい情報の収集や提供を行います。
（2） 民間住宅の耐震化の促進

主な取り組み： ・ 住宅の耐震性の向上を図るため、既存民間住宅の耐震化を促進し
ます。

（3） 市営住宅の維持管理
主な取り組み： ・ 市営住宅居住者が安全に暮らせるため、市営住宅の維持管理に努め

ます。
（4） 市営住宅の整備

主な取り組み： ・ 市営住宅居住者が安全に暮らせるため、効率的な機能更新事業を行
います。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 安全で良質な住宅の供給の支援および住宅開発事業の誘導を行います。
・ 住宅の耐震化の支援およびバリアフリー化への啓発・情報提供を行います。
・ 市営住宅入居者が安全で安心して暮らせる環境の確保を行います。

市 民 ・ 建物所有者などは、適切な維持管理に努めるとともに、住宅の耐震化およびバ
リアフリー化に取り組みます。

・ 地域のコミュニティの活性化に努め、近隣の生活環境に配慮します。
・ 住宅、共同住宅の適切な維持保全に努めます。

地域など ・ 住み良いまちづくりを推進するため、地域住民自らが、まちづくりのルールを
定めます。

・ 地域の防災安全性に努めます。

事 業 者 ・ 多様な世代のニーズに対応した住宅を供給します。
・ 耐震性に優れ、バリアフリー化された住宅を供給します。 

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
市営住宅の
バリアフリー化率（％）

27.7 32 41
市営住宅機能更新事業の推進に
より、バリアフリー化などの向上
をめざします。

②
既存民間建築物の
耐震化率（％）

70.0 90 95
八尾市耐震改修促進計画の耐震
化率の向上をめざします。

③
既存民間特定建築物＊の
耐震化率（％）

85.7 90 95
八尾市耐震改修促進計画の耐震
化率の向上をめざします。
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施策9　公共施設・設備の効率的な機能更新

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 学校をはじめとした公共施設の耐震化率
が大阪府下においても下位となっていま
すが、平成22年度（2010年度）には耐震
診断が一定完了するため、耐震化必要規
模が明確になり、現状以上に事業必要規
模などが拡大するものと予想されます。

・ 早期耐震化への実施のため、組織体制の
充実に努め、八尾市耐震改修促進計画の
目標達成をめざしています。

[ 課 題 ]

・ 公共施設は老朽化などによる機能低下、耐震化およびエレベーター設置を含むバリアフリー化
など、今後は計画的に大規模改修もしくは建て替えを実施することが課題となっています。

・ 施設・設備によっては、耐用年数を上回り、修繕用部材がなく修繕が困難な状況となっている
ものもあり、施設のセキュリティ・衛生面など適正な環境が得られない恐れがあり、そのリス
クが高まっていることから、耐用年数に応じた計画的な改修と省エネ対策などが必要となって
います。

めざす暮らしの姿

・ 公共施設（庁舎、学校、出張所、福祉施設、消防施設など）が計画的に改修（耐震化・長寿命化＊・
ユニバーサルデザイン＊化など）・更新され、効率的・効果的にファシリティマネジメント＊（施
設・設備管理）を行うことができています。

※公共施設 = 市有公共建築物と同じ

基本方針

・ 安心して公共施設の利用が図られるよう、各公共施設の耐震化を進めるとともに、老朽化した
施設・設備の長寿命化や省エネ化などを計画的に進めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市耐震改修促進計画
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 1　安全安心のまちづくり

施策の体系

施策9　公共施設・設備の効率的な機能更新

（1） 計画的な公共施設・設備の整備
主な取り組み： ・ 機能更新・機能保全において、計画的な公共施設・設備の整備を

進めます。
（2） 公共施設の耐震化

主な取り組み： ・ 公共施設・設備を安全に安心して利用できるように、公共施設の
耐震化を進めます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 市民サービスの向上および維持のため、公共施設の耐用年数、利用者ニーズや
費用対効果などを勘案し、計画的に整備・維持保全を行い、誰もが安心して利
用できるようにします。  

市 民 ・ 公共施設を適切に利用します。

事 業 者 ・ 適切な施設管理を行います。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
公共施設が
利用しやすいと感じる
市民の割合（％）

39.5
（H22）

50 60
バリアフリー化などにより、公共
施設が利用しやすいと感じる市民
の割合が増える状況をめざします。

②
市有公共建築物の
耐震化率（％）

41.6 90 100
八尾市耐震改修促進計画のうち、
公共建築物（八尾市所有）の耐
震化の目標をめざします。
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施策10　疾
しっぺい

病予防と健康づくりの推進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 近年、情報化が進み、健康に関する情報
が容易に得やすい環境である一方、生活
習慣の多様化やストレスの高い社会状況
などにより、市民が各々の健康課題に気
づき、健康的な生活習慣を身につけ、実
践することが困難な環境にあります。

・ 健診の制度が変更され、各医療保険者に
おいて特定健診＊、特定保健指導＊が実施
されています。

[ 課 題 ]

・ 個人の健康意識の向上を促す取り組みとともに、市民全体の健康度が向上するよう、家族、地
域で健康づくりが実践できる環境づくりが求められています。

・ 各保険者の健診実施状況の情報収集などを行い、市民の健康度を向上させる観点からの課題抽
出と問題解決に努める必要があります。

・ 健全な食生活の実現に向け、平成17年（2005年）に成立した食育基本法に基づき、食育＊を推
進することが求められています。

・ 新型インフルエンザなど、新たな感染症への対応が求められています。

めざす暮らしの姿

・ 市民が健康づくりに取り組み、元気に暮らしています。

基本方針

・ すべての市民が健康で生き生きと暮らせるまちの実現をめざし、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、家族、地域や職場などで健康づくりが実践でき
る環境づくりを進めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 健康日本21八尾計画、（仮称）八尾市食育推進計画
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健康のために運動などを心がける市民の割合

（出所）八尾市民意識調査

（％）

H18 H20 H21 H22

57.5 53.3 52.8 50.8

（年度）
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 2　医療・保健の体制の整備

施策の体系

施策10　疾病予防と健康づくりの推進

（1） 市民主体の健康づくりの推進
主な取り組み： ・ 市民の健康づくり意識高揚のため、健康づくりなどの情報を提供

します。
・ 健康づくりのリーダーやボランティアを養成し、地域の健康づく

り活動を支援します。
・ 医療保険制度の安定的な運用に努めます。

（2） 食育の推進
主な取り組み： ・ 健康で文化的な生活と豊かで活力ある社会の実現のために、家庭、

保育所、幼稚園、学校、地域などが連携して食育を推進します。
（3） 健康診査の実施

主な取り組み： ・ 市民が健康課題に早期に気づき対応できるよう、健診の受診意識
を高め、受診率の向上を図ります。

・ 特定健診、保健指導、各種健診を実施します。
（4） 健康相談・健康指導の実施

主な取り組み： ・ 市民の健康課題の早期発見と対応ができるよう、健康リスク＊が高い市民
に健康教育および健康相談や生活習慣改善のための訪問指導を行います。

・ メンタルヘルス＊、自殺予防の取り組みを進めます。
・ 禁煙支援、禁煙・分煙推進、飲酒や薬物依存防止の取り組みを進めます。

（5） 感染症対策の推進
主な取り組み： ・ 感染症の発生や拡大を防止するために、各種予防接種を実施します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 市民の健康づくりの実践を支援し、健診機会の提供と早期対応を支援します。
・ 感染症の発生や拡大を防止します。

市 民 ・ 適度な運動、適切な食生活となるよう気をつけるとともに、定期的に健診を受
けます。

・ 感染症の予防対策に取り組みます。
地域など ・ 地域ぐるみで健康づくりや食育に取り組みます。
事 業 者 ［健診実施機関］ ・健診と保健指導を適切に行います。

［医療機関］ ・院内感染防止に努めます。
［食料品取扱事業者］ ・食品の衛生管理に努めます。
［事 業 者］ ・ メンタルヘルスを含め従業員の健康管理に努め、感染症

の予防対策を取ります。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
健康のために運動など
を心がける市民の割合
（％）

50.8
（H22） 60 65 健康づくりに取り組んでいる市民

の割合を高めます。

②
国民健康保険加入者に
おける特定健診受診率
（％）

25.2 65 65

医療保険者に義務づけられた数
値目標の達成をめざします。
〔国・府の目標値〕
H24年（2012年）までに65％以上
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施策11　医療サービスの充実

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 医療は年々高度化し、これまで治療が困
難と考えられていた疾

しっぺい

病の治療ができる
ようになり、多くの命が救われています。
しかし、地域医療を支える医師、特に産
科医および小児科医の絶対数が不足して
います。

・ 市民の健康の確保を図るため、医師会、
歯科医師会、薬剤師会と連携し、休日急
病診療所において市内医療機関の休診日
における急病診療を行っています。

・ 新型インフルエンザなど新たな感染症発生時の適切な対応が求められます。

[ 課 題 ]

・ 市民の生命と健康を守る立場から、がん診療などの高度医療をはじめ、小児救急を含む小児医
療、周産期医療＊、救急医療、災害医療などの不採算医療分野を政策医療として確保していく
必要があります。

・ 医師の確保・育成に向けて、国の抜本的な対策を求めていく必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 市民のニーズに即した医療サービスが効率的・効果的に提供されています。
・ 市民がいつでも適切な医療を受けられるよう医療機関に関する情報が提供されています。

基本方針

・ 市立病院は、地域の中核病院として急性期医療＊・救急医療の充実を図り、市民の生命と健康
を守る立場から、健全経営を図りつつ、小児救急を含む小児医療、周産期医療、救急医療、災
害医療などの不採算医療分野を確保します。

・ 市内医療機関情報を分かりやすく発信します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －

0

5,000

10,000

15,000

休日急病診療所患者数

（出所）八尾市休日急病診療所事業実績

（人）

H18 H19 H20 H21（年度）H17

9,906 10,000 9,668

12,349

9,342
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 2　医療・保健の体制の整備

施策の体系

施策11　医療サービスの充実

（1） 休日・緊急時の医療体制の確保
主な取り組み： ・ 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ます。

・ 広域運営事業により、小児初期救急体制を確保します。
（2） 医療体制の充実

主な取り組み： ・ 市民が安心して市立病院を利用できるため、医療体制の充実を図
り、医療サービスの向上に努めます。

（3） 医療情報の発信
主な取り組み： ・ 市民が医療機関を適切に受診できるよう、医療に関する情報を発

信します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 休日・夜間診療や救急医療体制の確保に努めます。
・ 市立病院の医療を向上し、健全経営を保ちます。
・ 医療情報の提供に努めます。

市 民 ・ 医療機関や救急車を適切に利用します。
・ 医療保険に加入し、保険料を納付します。

事 業 者 ［医療機関］ ・医療の質を高めるとともに、患者に対し適切に説明します。
 ・医療機関の連携により救急夜間診療を提供します。

［事 業 者］ ・非正規雇用も含めて、従業員の医療保険加入に努めます。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①

中河内医療圏＊の救急
医療機関において、
24 時間・365日
受け入れ体制が
整備されている
診療科目数（科目）

40 40 40

大阪府との協力のもと、必要な
医療体制が整備され、また、こ
れらが維持されている状況をめざ
します。

②
市立病院におけるがん
患者の診療実績（人）

1,603 1,700 2,000
国民の死亡原因第1位のがん患
者に対する診療を充実強化する
ことをめざします。
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施策12　地域医療体制の充実

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 高齢化が進む中、日常の健康管理を維持
していくためにも、自身の身体の状態を
把握している「かかりつけ医＊」、「かかり
つけ歯科医＊」、「かかりつけ薬局＊」の役
割と需要はますます大きくなるものと考
えられます。

[ 課 題 ]

・ 医療の専門化や細分化が進む中、今後、より一層、初期・二次・三次医療機関＊における連携
体制の確立と維持が必要です。

めざす暮らしの姿

・ 市民は「かかりつけ医」を持ち、急性期病院＊と「かかりつけ医」との役割分担を理解し、医
療機関を適正に利用しています。

・ 急性期病院と「かかりつけ医」との適切な役割分担に基づき、市民のニーズに即した医療が効
率的・効果的に提供されています。

基本方針

・ 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、それぞれの医療機関がそれぞ
れの役割分担を果たしつつ連携を取ることにより、地域医療の充実を図ります。

・ 市立病院は、地域の中核病院として市内医療機関とのネットワークを強化します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －
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「かかりつけ医」 を持っている市民の割合

（出所）八尾市民意識調査

（％）

H18 H20 H21 H22 （年度）

72.9 71.6 71.975.7



69

基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 2　医療・保健の体制の整備

施策の体系

施策12　地域医療体制の充実

（1） 地域医療体制の連携強化
主な取り組み： ・ 市立病院は地域の中核病院として市内医療機関との連携を充実し

ます。
（2） 「かかりつけ医」・「かかりつけ歯科医」・「かかりつけ薬局」の推奨

主な取り組み： ・ 市民が安心して医療を受診できるよう、市内医療機関の情報を提
供するとともに、「かかりつけ医」、「かかりつけ歯科医」、「かかり
つけ薬局」を持つことを促進します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 「かかりつけ医」、「かかりつけ歯科医」、「かかりつけ薬局」の推奨や地域医療の
充実を促進します。

市 民 ・ 日ごろから健康管理に努めます。
・ 「かかりつけ医」、「かかりつけ歯科医」、「かかりつけ薬局」を持ち、適切に利用

します。

事 業 者 ［医療機関］ ・地域医療の連携を進めるとともに、患者に対し適切に説明します。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
「かかりつけ医」を
持っている市民の割合
（％）

71.9
（H22）

80 100

本来の地域医療機関（「かかりつ
け医」）と急性期医療＊機関の役
割分担が確立されている状況をめ
ざします。

②
市立病院における
紹介率・逆紹介率（％）

紹介率
47.8

逆紹介率
41.7

紹介率
60％以上
かつ逆紹介率
30％以上
または
紹介率
40％以上
かつ逆紹介率
60％以上

紹介率
60％以上
かつ逆紹介率
30％以上
または
紹介率
40％以上
かつ逆紹介率
60％以上

本来の地域医療機関と急性期医
療機関の役割分担が確立されて
いる状況をめざします。
【紹介率】　初診患者のうち、地
域の医療機関（「かかりつけ医」）
からの紹介患者が占める割合。
【逆紹介率】　初診患者のうち、
当院での治療を終えた後、紹介
元の地域の医療機関（「かかりつ
け医」）などへ逆紹介した患者が
占める割合。
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施策13　ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 少子高齢化や核家族化の進展により、一
人暮らしの高齢者や夫婦だけの高齢者世
帯、ひとり親世帯などが増加しています。
一方、地域コミュニティは年々希

き は く か

薄化し
ており、経済的支援だけでなく、日常生
活のさまざまな面できめ細やかなサービ
スの提供が求められています。

[ 課 題 ]

・ 福祉ニーズは多様化しており、行政によるサービスだけではなく、ボランティアをはじめとし
た地域での住民どうしで支えあえるしくみが必要となっています。

めざす暮らしの姿

・ 住み慣
な

れた地域で暮らし続けることができるように、一人ひとりが夢や目標の実現に向けて、
自ら取り組みます。

・ 多様な考え方や、存在を認めあい、ともに地域福祉の取り組みを進めていくことを大切にします。
・ 地域住民が、互いにふれあい、支えあい、助けあいます。

基本方針

・ 住み慣れた地域で住民どうしの支えあいが豊かになり、暮らし続けることができる地域をめざ
し、地域福祉の担い手となる人材の育成や、学習会などの開催により住民参加の促進を図ると
ともに、地域に住む人々の多様な考え方、存在を認めあうような地域福祉活動の充実に取り組
みます。また、健康福祉情報の総合的な提供や福祉サービス・相談支援体制の充実により、地
域での自立した生活の継続を支援します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市地域福祉計画
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ボランティアセンターにおける
福祉ボランティア登録者数

（出所）八尾市調べ

（人）

H18 H19 H20 H21（年度）H17

1,972

1,658 1,739 1,7181,801
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 3　地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策の体系

施策13　ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

（1） 地域福祉計画の推進
主な取り組み： ・ 地域福祉を推進するため、八尾市地域福祉計画の策定と進行管理

を行います。
（2） 地域福祉への住民参画の促進

主な取り組み： ・ 住民どうしの支えあいが豊かになるために、地域福祉の担い手と
なる人材育成や、学習会などの開催により住民参加の促進に取り
組みます。

（3） 地域福祉活動の充実
主な取り組み： ・ 住民による地域福祉活動を充実するために、八尾市社会福祉協議

会を中心とする関係機関連携を支援するとともに、地域における
団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実を
支援します。

（4） 福祉に関する総合的な支援体制の整備
主な取り組み： ・ 福祉に関する総合的な支援体制の充実を図るために、地域全体の

健康福祉情報の提供や、相談体制の充実に取り組みます。
（5） 公的福祉サービスの質の充実

主な取り組み： ・ 福祉サービスの質の向上を図るため、事業者の育成に努めます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 地域福祉活動を支援するとともに、市民が住み慣れた地域で安心して暮らせる
社会の実現を図ります。

市 民 ・ ボランティア活動や地域福祉活動に参加をします。  

地域など ・ 地域福祉活動に取り組みます。

事 業 者 ・ 地域福祉活動に協力をします。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
地域での福祉活動が
活発と感じている
市民の割合（％）

27.3
（H22）

39 50
地域での福祉活動が活発に行わ
れている状況をめざします。

②
ボランティアセンターに
おける福祉ボランティア
登録者数（人）

1,718 1,900 2,000
地域での福祉活動が活発に行わ
れている状況をめざします。

③
高齢者や障がい者など
を対象とした地域の
相談窓口数（ヶ所）

29 33 33
対象者のニーズに応じたエリアご
とに相談窓口が整備されている
状況をめざします。
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施策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

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 八尾市における高齢者（65歳以上）人口は、
平成22年（2010年）3月末現在で61,563
人であり、総人口（272,024人）に占め
る割合は22.6％になっています。

[ 課 題 ]

・ 高齢者が住み慣
な

れた地域で自立生活を送るためには、身近な地域での高齢者の社会参加や生き
がいの創造、支えあい、そして、在宅生活を補完する取り組みが必要です。

・ 今後、団塊の世代が高齢者となる中で、高齢者人口が激増する超高齢社会＊が到来し、従来以
上に介護や見守り活動などが必要とされるため、高齢者の自立支援だけでなく、地域における
高齢者を支える体制づくりが重要となります。

めざす暮らしの姿

・ 高齢者が住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らし続けることができます。

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ることができるように、介護予防
事業をはじめとする高齢者の健康づくりや生きがいづくりの支援に取り組みます。

・ 高齢者とその家族が孤立せずに必要とする情報を得ることができるように、地域における見守
りネットワークや相談体制のさらなる充実を図るとともに、在宅生活支援や高齢者の権利擁護＊、
認知症対策の取り組みを進めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 3　地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策の体系

施策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

（1） 高齢者の生きがいづくり
主な取り組み： ・ 高齢者が自らの生きがいを見い出し、社会参加を図ることができ

るように、生きがいづくりの支援および情報の提供などにより、
地域で活躍する高齢者の活動を支援します。

（2） 高齢者の健康づくり
主な取り組み： ・ 高齢者が自分らしくいきいきと暮らし続けることができるよう、早

い段階からの健康づくりや介護予防の啓発を行うとともに、介護予
防事業の充実を図り、高齢者の自らの健康づくりを支援します。

（3） 在宅生活支援
主な取り組み：  ・ 高齢者が住み慣れた環境の中で、生活を送ることができるように、

安心して暮らせる生活環境づくりに取り組みます。
（4） 地域における見守りネットワークと相談体制の充実

主な取り組み： ・ 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
るように、地域における見守りネットワークと地域包括支援セン
ター＊を中心とした相談体制の充実を図ります。

（5） 高齢者の権利擁護
主な取り組み：  ・ 高齢者が自らの意思、希望を尊重され、権利が保障されるために、高

齢者の権利擁護の取り組みの充実や高齢者の虐待防止に取り組みます。
（6） 認知症対策の充実

主な取り組み： ・ 高齢者の家族やまわりの人々が、認知症に対する正しい知識を持
ち、理解が深まるように取り組みを進めるとともに、相談体制や
認知症ケア＊に対するサービスの充実を図ります。  

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 高齢者の意志や希望を尊重し、自立に向けて支援を行います。
・ 高齢者の尊厳の確保に努めます。
・ 市民とともに高齢者を支えあえる地域社会づくりをめざします。   

市 民 ・ 高齢者自らが生きがいと健康づくりを推進し、介護予防を図りつつ、地域で自
立した在宅生活を送ることをめざします。

・ 認知症に対する知識を持ち、高齢者を理解します。
地域など ・ 高齢者を地域の見守りネットワークで支援します。
事 業 者 ・ 介護および介護予防に関する情報提供、サービス提供などを行い、高齢者を支

えます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

① 高齢クラブ＊への
加入割合（％） 14.9 23 30

より多くの高齢者の生きがいづく
りと地域で活躍する高齢者の増
加をめざします。

② 介護予防普及啓発の
回数（回） 43 60 90 介護予防に関する普及啓発をより

広く行うことをめざします。

③ 高齢者ふれあい農園＊の
設置数（ヶ所） 24 26 29

高齢者の生きがいづくりの支援と
して、小学校区（29 校区）に1ヶ
所の農園設置をめざします。
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施策15　介護サービスの提供

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 今後、ますます、高齢者人口が増加し、
介護保険被保険者数が増加していくこと
は避けられない現状です。

・ 核家族化が進み、一人暮らしや高齢者の
みの世帯など、世帯構成の変化による介
護ニーズの高まりもあります。

[ 課 題 ]

・ 介護予防（地域支援事業）を充実させていくことや、介護保険給付であるサービスの適正化に
取り組むことが求められています。

・ 介護サービス利用者に対する啓発を行うだけでなく、介護事業者への情報提供および指導、監
督が重要となり、体制整備の構築が課題です。

めざす暮らしの姿

・ 介護を必要とする高齢者などが地域・行政・関係機関のネットワークの中で必要なケアや支援
を受け、安心して暮らしています。

基本方針

・ 介護を必要とする高齢者などが必要なケアや支援を受けられるように、介護保険制度を適正に
運用するとともに、制度に関する情報提供や相談体制の充実をはじめ、介護サービスの質の向
上に取り組みます。

・ 介護サービス事業者支援などを行うことにより、地域・行政・関係機関のネットワーク化を進
め、介護サービス利用者が安心してサービスを利用できるようにします。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 3　地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策の体系

施策15　介護サービスの提供�����

（1） 介護保険制度の適正運用
主な取り組み： ・ 介護を必要とする高齢者などが必要なケアや支援を受けられるよ

うに、要介護認定審査や介護保険給付を適切に実施するとともに、
介護保険料の適正な賦課と徴収、給付の適正化事業に取り組むな
ど、介護保険制度の適正運用に取り組みます。

（2） 介護サービスの質の向上
主な取り組み： ・ 介護を必要とする高齢者などが必要なケアを受けられるように、

介護サービスの供給基盤の充実に努めるとともに、介護サービス
の質の向上をめざします。

（3） 介護サービス利用者支援
主な取り組み： ・ 安心して介護サービスが利用できるように、利用者への介護保険

制度に関する情報提供や苦情相談体制の充実に取り組みます。
（4） 介護サービス事業者支援

主な取り組み： ・ 地域・行政・関係機関のネットワークによる地域ケアを向上する
ために、制度情報の提供をはじめとする介護サービス事業者に対
する相談・支援の充実を図ります。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 介護保険制度を適切に、円滑に運営します。
・ 介護サービスの基盤を充実し、質の向上に努めます。
・ 市民が安心して介護保険が利用できるよう支援します。

市 民 ・ 介護保険制度に関心を持ち、さらに、介護保険料を納付します。
・ 契約者として自覚を持った適切な介護サービス利用をします。
・ 介護保険事業の運営へ参画をします。

地域など ・ 地域ケアへ参画するなど介護保険事業の運営への協力や連携を図り、また、介
護が必要な人の早期発見に協力します。

・ インフォーマルな介護サービス＊の担い手になります。

事 業 者 ・ 介護サービスの提供を適正に行い、質の向上に努めます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
高齢者（65 歳以上）
人口における要介護・
要支援認定率（％）

17.2 19.0 20.5
適切に介護サービスを利用して自
立した生活を送ることをめざしま
す。

②
介護保険給付費の
計画値に対する
実績値の割合（％）

95.3 100 100
適正な保険料額を設定すること
をめざします。
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施策16　障がいのある人の自立支援

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 障害者自立支援法施行（平成18年（2006
年）4月一部施行、同年10月完全施行）後、
障がい者（児）が自ら福祉サービスを選
択し、利用できるように地域の中での支
援体制も徐々に整備されてきています。
障がい者手帳の所持者数の増加とともに、
福祉サービスの利用も広がってきました。

[ 課 題 ]

・ 障がい者（児）が、地域社会の中で自分らしく安心して生活ができるよう、サービス提供体制
の確保や情報提供の充実を図る必要があります。また、障がい者の就労問題については、障が
い者一人ひとりの特性に応じ、一般就労や福祉的就労の場を含めた働く場を充実していく必要
があります。また、障がい者理解を促進し、障がい者の権利擁護＊と相談体制の充実をより一
層図っていく必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 一人ひとりの障がい者（児）とその家族が、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、自立した生活を送るとともに、安心して生活しています。

基本方針

・ 障がい者（児）が生き生きと生活を送ることができるように、在宅生活の支援や就労支援に取
り組むとともに、充実した社会参加や余暇活動ができるように、日中活動の場の充実や移動手
段の確保などに努め、あわせて障がい特性に応じた医療・療育＊・リハビリテーションを推進
します。また、障がい者（児）の人権が尊重され、ともに生き、ともに支えあえる社会づくり
に向け、障がい者理解を促進し、障がい者の権利擁護と相談体制の充実を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市障害者基本計画、八尾市障害福祉計画
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 3　地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策の体系

施策16　障がいのある人の自立支援

（1） 障がい者施策関連計画の推進
主な取り組み： ・ 八尾市障害者基本計画や八尾市障害福祉計画の推進に取り組みます。

（2） 障がい者の在宅生活支援
主な取り組み： ・ 障がい者（児）が住み慣れた地域で生き生きと生活するために、在宅生

活を支援するとともに、居住系サービスの確保や防災対策に努めます。
（3） 障がい者の就労支援

主な取り組み： ・ 障がいの特性に応じて障がい者が働くことができるように、就労
に向けた訓練や福祉的就労の場の確保に努めるとともに、一般就
労の機会拡大を促進します。

（4） 社会参加・余暇活動の充実
主な取り組み： ・ 障がい者（児）が充実した社会参加や余暇活動ができるように、

日中活動の場の充実や、コミュニケーション手段および移動手段
の確保に努めます。

（5） 医療・リハビリテーションの充実
主な取り組み： ・ 障がい者（児）が障がいの特性に応じた保健・医療・療育・リハ

ビリテーションを受けることができるように取り組みを進めます。
（6） 障がい者の権利擁護と相談体制の充実

主な取り組み： ・ 障がい者（児）が安心して暮らすための情報や支援が受けられ、
社会参加するための環境を整えるべく、情報提供・相談体制・窓
口の充実に努めるとともに、権利擁護の取り組みを進めます。

（7） 障がい者理解の促進
主な取り組み： ・ 市民の障がい者（児）に対する理解や交流を深めるべく、障がい

に対する教育啓発活動の充実および交流を促進します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・障がい者（児）の生き生きとした生活を支援します。

市 民 ［当事者］ ・ 自己決定と自己選択により、各種福祉サービスや障がい制度を有効
に活用します。

［市民］ ・障がい者（児）に対する理解を深めます。

地域など ・障がい者（児）の社会参加の機会を増やし、支援します。

事 業 者 ・利用者との契約に基づき、適性な障がい福祉サービスを提供します。

そ の 他 ［国］［大阪府］　・ 法律や計画などの策定により、障がい者施策の基本的方向を定
めます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

① 訪問系サービスの月平均
利用量（時間） 7,589 10,000 11,600 八尾市障害福祉計画に掲げる目

標値の達成をめざします。

② 訓練等給付事業の月平均
利用量（人日） 6,169 10,100 12,100 八尾市障害福祉計画に掲げる目

標値の達成をめざします。

③ 移動支援事業の年間延べ
利用時間数（時間） 153,288 173,000 191,000 八尾市障害福祉計画に掲げる目

標値の達成をめざします。
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施策17　生活困窮者への支援

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 経済・雇用状況の悪化による完全失業率＊

が高く、平成 10 年度（1998 年度）以降、
生活保護受給世帯数が大幅に増加してい
ます。

・ 生活困窮者の急増により、相談体制や自
立支援などが不十分となっています。

[ 課 題 ]

・ 生活保護相談および支援体制の整備を図る必要があります。また、生活保護制度以外のセーフ
ティネット＊の整備・充実が求められています。

　（雇用保険給付の改善、ハローワークでの就労支援充実、公的貸付制度の充実など）

めざす暮らしの姿

・ 生活に困窮したときに、必要な支援を適切に受けることができ、安定した生活を送ることがで
きています。

基本方針

・ 生活に困窮したときに、必要な支援を適切に受けることができ、安定した生活を送ることがで
きるように、生活保護制度の適正な運用や相談体制の整備・充実をはじめとする公的扶助を行
います。

・ 就労支援をはじめとする生活困窮者の自立支援に取り組むとともに、住宅確保要配慮者＊への
支援の充実を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －

0

20

40

60

80

100

自立支援の効果のあった生活保護
受給中の自立支援世帯の割合

（出所）八尾市調べ

（％）

H18 H19 H20 H21（年度）H17
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基
本
計
画
（
目
標
１
）

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾目標 1

政策 3　地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策の体系

施策17　生活困窮者への支援

（1） 公的扶助の実施
主な取り組み： ・ 生活困窮者が困窮の程度に応じた必要な支援を受けることができ

るように、生活保護相談体制を整備・充実するとともに、生活保
護制度を適正に運用します。

（2） 生活困窮者の自立支援
主な取り組み： ・ ハローワークなどと連携し、生活保護受給者の自立に向けた就労

支援に取り組むとともに、公的貸付制度に関する情報の提供と相
談体制を充実します。また、住宅確保要配慮者への情報提供を中
心とした支援の充実を図ります。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 就労可能な市民の自立を支援します。
・ 生活困窮者や住宅確保要配慮者の生活安定を支援します。

市 民 ・ 健康管理や就職活動などの自助努力を行います。
・ 生活の維持や安定のための各種サービスを有効に活用します。

地域など ・ 支援を必要とする人を早期に発見します。
・要支援状態にある人を地域で支援します。

事 業 者 ・ 就労希望者の受け入れを促進します。
・ 民間賃貸住宅において住宅確保要配慮者の受け入れを促進します。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①

自立支援の効果の
あった生活保護受給中
の自立支援世帯の割合
（％）

36.8 48 52
生活保護受給者への自立支援の
効果を高めます。

②
久宝寺緑地
（八尾市管内）における
ホームレス数（人）

20 10 0
ホームレス生活者の減少をめざし
ます。
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施策18　母子保健の増進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 若年または高齢妊婦届出の割合が増加し
ています。

・ 現下の社会情勢から経済的な自立が難し
い家庭が増加しているとともに、子ども
を含む家庭内での虐待が増加しています。

[ 課 題 ]

・ 20歳未満の若年妊婦は、出産後も育児・環境・経済面などで何らかの支援を必要とする人が多
いと考えられるため、広く情報提供を行うとともに、妊娠中からの支援が必要です。

・ 乳幼児健康診査の受診者の中で、子どもの発達以外の家庭内環境の問題に対し支援を必要とす
る家庭が増えています。

・ 乳幼児健康診査の未受診者の中には、虐待発生予防などの観点から支援を必要とする家庭が多
く、未受診者の把握に努める必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 母親と子どもの健康が適切に見守られ、必要なケアを受けています。

基本方針

・ 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ます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 健康日本21八尾計画、（仮称）八尾市食育推進計画、八尾市次世代育成支援行動計画

乳幼児健康診査の受診率・把握率

（出所）八尾市調べ

（％）

H27 H32 （年）H21

（見通し） 

４か月児
受診率

４か月児
把握率

１歳６か月児
受診率

１歳６か月児
把握率
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92
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96
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基
本
計
画
（
目
標
２
）

子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策 4　子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

目標 2

施策の体系

施策18　母子保健の増進

（1） 健やかな出産の支援
主な取り組み： ・ 母子ともに健やかな出産ができるよう、父親、母親を対象に妊娠 ･

出産・発育に関する情報を提供するとともに、妊婦の仲間づくり
の場を提供します。

・ 妊婦健康診査の受診率の向上を図ります。
（2） 子どもの発育への支援

主な取り組み： ・ 母子の健康や乳幼児の発育が見守られるよう、妊産婦・新生児を
訪問し、健康上必要な指導を行うとともに、乳幼児健康診査の未
受診者の追跡とフォローを行います。

・ 父親、母親を対象に育児や食育＊などに関する啓発・教育を行います。
・ 子どもが健やかに育つよう、子どもの発育に関する相談を行うと

ともに、子どもの障がいを早期に発見し、関係機関と連携し適切
な対応を行います。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 健やかな出産ができるよう支援します。
・ 母子の健康を見守り、支援します。
・ 障がいのある子どもを早期発見し、適切な支援を行います。
・ 乳幼児健康診査の未受診者に対し、適切な支援を行います。  

市 民  ［保護者］ ・胎児の発育を配慮し、妊婦健康診査を受診します。
 ・乳幼児の体調変化への注意と早期対応をします。
 ・乳幼児健康診査を受診します。

事 業 者  ［医療機関］ ・妊産婦への相談対応と適切な指導を行います。
［療育機関］ ・適切な療育＊を行います。
［事業者］ ・妊婦への配慮を行います。
 ・子どもの健康診査や予防接種を受けやすい職場環境をつくります。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
4か月児健康診査
受診率・把握率（％）

受診率 96.4
把握率 100

受診率 97
把握率 100

受診率 98
把握率 100

乳幼児の健康増進のため、母子
が定期的に健康診査を受診して
いる状況をめざします。

②
1歳 6か月児健康診査
受診率・把握率（％）

受診率 94.1
把握率 99.7

受診率 97
把握率 100

受診率 98
把握率 100

乳幼児の健康増進のため、母子
が定期的に健康診査を受診して
いる状況をめざします。

③ こんにちは赤ちゃん事業＊

訪問率・把握率（％）
訪問率 78.4
把握率 100

訪問率 79.5
把握率 100

訪問率 80
把握率 100

一人ひとりの子どもの育ちを支援
できている状況をめざします。
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施策19　地域での子育て支援と児童虐待＊防止の取り組み

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 子育て家庭の地域とのつながりが 希
き は く か

薄 化
しており、周囲に子育てを支援してくれ
る人が少なく、子育て中の保護者が孤立
化する傾向にあります。

・ 児童虐待をはじめ、子どもに関する相談
が増加しています。

[ 課 題 ]

・ 子育て中の保護者が、身近で気軽に相談できる場所を確保するなど、子育てに対して感じる保
護者の負担感を少なくする取り組みが必要です。

・ 行政・関係機関・地域などの連携による児童虐待の発生予防、早期発見や相談などの対応が必
要です。

めざす暮らしの姿

・ 地域の中で、保護者が安心して子育てを行い、子どもたちがすくすくと育っています。
・ 保護者が子どもや子育てに関して悩みや不安があるときに、身近なところで、いつでも相談で

きるところがあります。

基本方針

・ 地域で子育てに関する相談や交流ができるように、地域子育て支援拠点＊の運営や、子育てサー
クルへの支援、地域交流事業＊などを行います。

・ 子育て家庭の生活の安定と児童の健全育成を図ります。
・ 子どもが、いじめや虐待から守られる社会づくりへの取り組みを進めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市次世代育成支援行動計画
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児童虐待の相談件数

（出所）八尾市調べ

（件）
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基
本
計
画
（
目
標
２
）

政策 4　子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

子どもや若い世代の未来が広がる八尾目標 2

施策の体系

施策19　地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

（1） 子育て支援・相談体制の充実
主な取り組み： ・ 安心して子育てできる環境を整備するために、相談と支援を連携・

充実させます。また、地域子育て支援拠点施設を運営するととも
に、子育てに関するさまざまな活動を支援し、地域の子育て力の
向上を図ります。

（2） 子育て家庭への生活支援
主な取り組み： ・ 子育て家庭の生活が安定し、安心して暮らしていくために、入院

助産の実施や乳幼児の育児について支援を行うとともに、ひとり
親家庭の生活の安定や、障がいのある子どもがいる家庭の生活の
安定を図ります。

（3） 児童虐待防止の相談・活動の充実
主な取り組み： ・ 児童虐待防止のために、児童虐待の相談事業、児童虐待やその恐

れのある家庭への支援を行うとともに、関係機関との連携強化を
図ります。

（4） 子どもの権利擁護＊の推進
主な取り組み： ・ 子どもの権利が尊重され、守られる社会を築くために、八尾市次

世代育成支援行動計画を推進し、子どもの権利尊重に向けた取り
組みを行います。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 地域におけるさまざまな活動を有機的に結びつけます。
・ 子どもの権利擁護と児童虐待の防止に努めます。
・ 相談窓口の充実と分かりやすい適切な情報提供を行います。
・ 子育て家庭に対して必要な支援を行います。

市 民 ・ 保護者としての役割やあり方について再認識します。
・ 地域社会の一員であることを自覚して地域と関わります。

地域など ・ 地域全体で子育て家庭を支援します。
事 業 者 ・ 子育て中の保護者が、子育てと仕事を両立しやすい職場にします。  
そ の 他  ［保育所］［幼稚園］［青少年会館］ ・地域における子育て支援の拠点となります。

［学校］ ・児童虐待防止など関係機関と連携します。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
児童虐待の相談件数
（件）

379 450 500

児童虐待発生予防のため、子ど
もに関する相談体制を充実し、
保護者などが相談しやすい状況
をめざします。

②
児童虐待の通告件数
（件）

132 120 100
児童虐待が減少し、通告が減少
することをめざします。

③
母子家庭高等技能訓練
促進費給付件数（件）

21 25 30
母子家庭の母親の就労支援の充
実をめざします。
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施策20　保育サービスの充実

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 女性の就業者や、共働き世帯の増加に伴っ
て、多様な保育サービスへの需要が増加
しています。

・ 保護者の就労形態が多様化するなど、多
様な保育サービスが求められています。

[ 課 題 ]

・ 保育需要の増加に伴い、待機児童の解消（特に０～２歳の低年齢児の対応）が求められてい
ます。

・ 保育所、幼稚園、小学校の連携が求められています。

めざす暮らしの姿

・ 多様な保育サービスが提供されることにより、保護者が仕事と生活のバランス（ワーク・ライフ・
バランス＊）を実現するなど、子育てがしやすくなっています。

・ 子どもたちが、保育所などで生き生きと過ごしています。

基本方針

・ 保護者が仕事と家庭を両立できる環境を整備し、保育所に通う子どもたちが健やかに育つこと
ができる保育サービスの充実を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市次世代育成支援行動計画
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保育所待機児童数

（出所）八尾市調べ

（人）
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基
本
計
画
（
目
標
２
）

政策 4　子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

子どもや若い世代の未来が広がる八尾目標 2

施策の体系

施策20　保育サービスの充実

（1） 保育所整備の推進
主な取り組み： ・ 今後の就学前児童の人口動態を勘案しながら、保育所待機児童の

解消に取り組みます。
（2） 保育内容の充実

主な取り組み： ・ 保育所において質の高い保育が提供できるよう、保育士などへの
研修を充実させるとともに、障がいのある子どもや外国人の子ど
もへの保育を支援します。また、保育所、幼稚園、小学校の連携
を強化するとともに、国の動向を踏まえながら、幼保一体化＊の取
り組みを行います。

（3） 多様化する保育ニーズへの対応
主な取り組み： ・ 保護者の就労支援や負担軽減のために、すべての市立・私立保育

所で延長保育を実施します。また、多様化する保育ニーズに対応し、
一時預かり＊、病児・病後児保育＊など、保育サービスの充実に努
めるとともに、育児の援助を行いたい人と受けたい人からなる相
互援助活動を支援します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 保育所待機児童を解消し、保育を必要とする子どもすべてが保育所に入所でき
るようにします。

・ 多様化する保育ニーズに対応するため、保育サービスを充実させます。
・ 幼稚園との連携を図り、保育所保育指針に基づき就学前児童に対して質の高い

保育、教育双方を提供します。

市 民 ・ 多様な保育サービスを利用し、仕事と育児・生活の両立をめざします。

事 業 者 ・ 保育の質の向上を図り、保育サービスを充実させます。
・ 保育所卒園児が、小学校生活を円滑に行えるよう、小学校との連携を強化します。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

① 保育所待機児童数（人） 49 0 0 保育所待機児童をゼロにします。

②

病児・病後児保育事業
における体調不良児
対応型の実施施設数
（ヶ所）

2 12 15

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状況をめざ
します。
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施策21　幼児教育の充実

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 同年齢や異年齢での集団の中で、遊びを
通してさまざまなことを学ぶ幼稚園教育
においては、学級の人数や学級数などの
集団の大きさは、園児の成長に与える影
響が大きいものであると考えられます。

・ 保護者の就労形態の多様化などにより、
教育に対する意識やニーズが変化してい
ることや、幼稚園教育において小学校と
の円滑な接続の取り組みが重要になって
います。

・ 都市化や核家族化、情報機器の急速な普及などにより、社会とのつながりが希
き は く か

薄化しつつあり
ます。

[ 課 題 ]

・ 少子化などにより園児数が減少するとともに、小規模の幼稚園が増えており、教育的側面から
だけでなく経費的側面でも効率的な運営が求められています。

・ 幼児が健やかに育つためには、幼稚園、保育所、小中学校との連携強化が重要となっており、
幼保一体化＊に向けた取り組みも必要になっています。

・ 幼児の生活全体を豊かなものとするためには、家庭生活と幼稚園生活の連続性を踏まえた幼稚
園教育の充実や、家庭や地域、幼稚園の連携による幼児期の教育が重要になっています。

めざす暮らしの姿

・ 望ましい教育環境において、充実した幼児教育を提供することで、幼児が幼稚園での遊びや体
験を通して、さまざまなことを学ぶことができ、保護者も安心して通園させることができます。

基本方針

・ 幼稚園における幼児教育の充実を図り、幼稚園に通う子どもたちが健やかに育つことができる
幼児教育を実施します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市次世代育成支援行動計画

0

2,000

4,000

6,000

施設別幼児（４・５歳児）入所数

（出所）八尾市調べ

（人）

H18 H19 H20 H21（年度）H17
322 349 335 288372

1,766 1,719 1,695 1,7041,710

1,544 1,475 1,423 1,3991,589

1,772 1,745 1,641 1,575
1,830

市立幼稚園
私立幼稚園
市立・私立保育所
その他（在宅等）
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基
本
計
画
（
目
標
２
）

政策 4　子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

子どもや若い世代の未来が広がる八尾目標 2

施策の体系

施策21　幼児教育の充実�����

（1） 幼児教育内容の充実
主な取り組み： ・ 地域の特色を活かした教育実践を図ることにより、幼児教育の内

容を充実します。
（2） 幼児教育環境の整備

主な取り組み： ・ 適切な幼児教育の環境を確保するため、環境整備に努めます。
・ 幼稚園、保育所、小学校の連携を強化するとともに、幼保一体化

の取り組みを行います。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 市立幼稚園の在園児に対して、幼稚園教育要領に基づく幼児教育を行います。

市 民 ［保護者］　・ 幼児の生活全体が豊かなものになるよう、幼稚園での教育活動に参
加・参画・協力をします。

地域など ・ 幼稚園での教育活動の充実のため、幼稚園との連携や地域の資源の活用を図ります。

事 業 者 ・ 私立幼稚園において、幼児教育の充実を図ります。  

そ の 他  ［小学校］　・ 幼稚園卒園後の園児が小学校生活を円滑に行えるようにするため、
幼稚園との連携を強化します。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①

市立幼稚園の
教育活動や管理・運営
などについて
満足している
保護者の割合（％）

95.5 98 100

市立幼稚園に通園している園児
の保護者の幼稚園の教育活動な
どに満足している人を増やします。
※園評価の保護者アンケートによ
る
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施策22　次代を担う青少年の健全育成

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 近年、核家族化や保護者の就労の増加、
児童の安全が脅かされる事案の発生など、
青少年を取り巻く環境が変化しています。

[ 課 題 ]

・ すべての児童に対して安全安心な放課後の居場所を確保していく必要があります。
・ いじめ、不登校、発達障がい＊、ニート＊などの問題を抱える青少年への対応が課題となってい

ます。

めざす暮らしの姿

・ 青少年が、将来に希望をもち、生き生きと暮らしています。

基本方針

・ 保護者が、就労などで不在となる児童の居場所をつくることにより、児童の心と体の健全な育
成を図るとともに、青少年の安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育成の取り組みを進
めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市次世代育成支援行動計画
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基
本
計
画
（
目
標
２
）

政策 4　子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

子どもや若い世代の未来が広がる八尾目標 2

施策の体系

施策22　次代を担う青少年の健全育成

（1） 子どもの居場所づくり
主な取り組み： ・ 小学生にとって、安全安心な放課後の居場所づくりのために、放

課後児童室＊の整備を推進し、対象学年の拡大や開設時間の延長を
めざします。また、放課後の小学生教室・土曜日講座、放課後子
ども教室＊の充実を図ります。

（2） 子どもの学習機会の創出およびスポーツ・文化活動などへの支援
主な取り組み：  ・ 地域において青少年の健全育成の意識が醸成されるように、高校

生・大学生などの青少年ボランティアを養成するとともに、学習
会などを通しての学習支援、自然体験活動やスポーツ・文化活動
などのさまざまな事業を実施し、スポーツ・文化活動への支援を
図ります。

（3） 子どもの安全確保と青少年の健全育成
主な取り組み：  ・ 青少年の安全確保のために、各地区での「子どもの安全見守り隊」

の結成など、青少年を守る体制づくりに努めます。また、「少年を
守る日＊」「家庭の日＊」の啓発活動などを実施し、青少年の健全育
成に努めます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 青少年の健やかな成長を支援するための施策を展開します。

市 民  ［青少年］　　・自ら生きていく力を身につけます。
［一般市民］　・地域での取り組みに参加をします。

地域など ・ 地域全体で青少年の育成に取り組みます。

事 業 者 ・ 未成年者に対し、酒・たばこなどを販売しません。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
放課後児童室
待機児童数（人）

14 0 0
放課後児童室待機児童をゼロに
します。

②
学習支援や野外活動な
どに参加する青少年
ボランティア数（人）

50 65 85
青少年ボランティアが地域の青少
年と関わることにより、青少年健
全育成の醸成に努めます。

③
青少年健全育成に
関する地区住民懇談会
の実施地区数（地区）

21 25 32

地域住民が青少年問題に対する
関心の高まっている状況をめざし
ます。※地区住民懇談会の総数
は 32 地区
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施策23　知徳体＊のバランスのとれた小中学生の育成

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 急激に変化している社会経済情勢の中に
あって、未来を切り拓

ひら

く力を持った子ど
もを育成するため、教育重点目標の基本
理念を「人権と共生の21世紀を担う人間
の育成」としています。

・ 現在の子どもたちを取り巻く風潮に、人
権や生命を尊重する精神や規範意識、誠
実さや真剣さ、勤勉さなどが軽視される
などの傾向が見られ、今後その影響が危
惧されます。

[ 課 題 ]

・ 学校では、安全安心の確保、いじめ・不登校などの解消、学力や体力の向上、家庭・地域の教
育力の向上など課題があり、学校と家庭・地域社会がさらに連携を深め、「子どもたちが自身
と集団や社会との関わりを通して、持てる力を精一杯発揮する｣ 取り組みを一層推進していく
必要があると考えます。

めざす暮らしの姿

・ 八尾らしさを活かした学びの機会を通じて、子どもたちが「豊かな心」「確かな学力」「健やか
な体」をバランスよく身につけています。

・ 小学校と中学校が連携した教育を推進し、地域に根ざした教育活動が実践されています。

基本方針

・ 特色ある学校づくりを推進するとともに、教育相談などの充実や学校園における人権教育の推
進を図り、学力向上のみならず、知徳体のバランスのとれた小中学生を育成します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市次世代育成支援行動計画
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基
本
計
画
（
目
標
２
）

政策 5　生きる力を育む学校教育

子どもや若い世代の未来が広がる八尾目標 2

施策の体系

施策23　知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

（1） 特色ある学校づくりの推進
主な取り組み： ・ 確かな学力を育成していくため、学校への支援を強化し、本市の

学校教育の充実を図ります。
・児童・生徒の社会性や協調性を培

つちか

い、豊かな心を育みます。
（2） 学校園における人権教育の推進

主な取り組み： ・ 全ての人の人権を尊重していくため、学校園における人権教育の
取り組みを支援します。

（3） 教職員の指導力の向上
主な取り組み： ・ 指導力の向上をめざした研修の充実を図り、分かる授業づくりを

進めます。
（4） 人材の活用と教職員の資質向上

主な取り組み： ・ 必要な人材の確保と適正配置を行うとともに、意欲と能力ならび
に人権やコンプライアンス＊意識の向上に努めます。公正かつ客観
的な人事評価を実施します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・知徳体のバランスのとれた子どもを育成します。
・児童・生徒が安全・快適に学べる教育環境を整えます。
・中学校区を単位とする教育コミュニティづくりを促進します。
・教職員の指導力ならびに資質の向上に努めます。  

市　 民 ［児童・生徒］ ・規則正しい生活習慣を身につけます。
 ・やさしさと思いやりをもって人に接します。
 ・基礎学力を習得します。

［保護者］ ・規則正しい生活習慣を身につけさせます。
 ・放課後や休日にさまざまな体験を促します。
 ・将来の進路について真剣に話し合います。
 ・学校行事に参加、協力をします。

地域など  ・学校運営に協力をします。
・登下校の見守りなどに協力をします。
・地域の教育力を学校教育に活かします。

事 業 者 ［事業者］ ・登下校の見守りなどに協力をします。
 ・職場体験学習など学校教育に協力をします。

［学校納入業者］ ・適切な教材、安全な給食食材を納入します。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
地域の歴史や自然に
関心がある
児童・生徒の割合（％）

27.0 50 75
地域に根ざした教育を推進し、自
分たちの住む地域への関心があ
る児童・生徒を増やします。

②
学校のきまりや規則を
守っている
児童・生徒の割合（％）

79.6 82.5 85
規範意識を醸成し、学校のきま
りや規則を守る児童・生徒を増や
します。
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施策24　教育機会の均等

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 障がいのある児童・生徒や外国人児童・
生徒、家庭的な課題を抱える児童・生徒
などへの就学支援の充実を図っています。

・ 経済的理由により就学が困難な児童・生
徒の保護者へ、就学援助などにより経済
的負担の軽減を図っています。

・ 教育環境を整えるため、学校施設・設備
の保守点検などの作業を行っています。

[ 課 題 ]

・ すべての児童・生徒に教育機会を保障するための就学支援・就学援助については、これまでの
施策の継続に加えて、社会の変化によって生じる新たな課題に対応していく必要があります。

・ 特別な教育支援や日本語指導を必要とするなど、さまざまな課題を抱える児童・生徒の教育機
会を保障するため、個々に応じた支援を実施する必要があります。

・ 学校施設については、保守点検を進めるとともに耐震化を図り、教育環境の整備に努める必要
があります。

めざす暮らしの姿

・ すべての児童・生徒が、安全で充実した学校生活を過ごしています。
・ すべての児童・生徒が、等しく学ぶ環境が整っています。

基本方針

・ 特別支援教育＊・在日外国人教育・教育相談・教育支援体制の充実や、就学援助などによる児童・
生徒の保護者への経済的負担の軽減を図るとともに、教育環境の整備を進め、教育の機会均等
を保障する取り組みを進めます。

・ 市立小中学校の学校規模などの適正化に努めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市次世代育成支援行動計画
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基
本
計
画
（
目
標
２
）

政策 5　生きる力を育む学校教育

子どもや若い世代の未来が広がる八尾目標 2

施策の体系

施策24　教育機会の均等

（1） 特別支援教育の充実
主な取り組み： ・ 障がいのある児童・生徒などに対する教育内容・教育環境を充実

させるため、必要な支援を行います。
（2） 在日外国人教育の充実

主な取り組み： ・ 国際化に伴い、国籍に関わらず日本語指導を必要とするなど、教
育的支援が必要な児童・生徒を総合的に支援するため、在日外国
人教育の充実に努めます。

（3） 教育相談および教育支援体制の充実
主な取り組み： ・ いじめや不登校の防止を図るため、教育相談や適応指導を充実し

ます。
・ 児童・生徒の健全育成を図るため、家庭の教育力の向上に努めます。

（4） 教育機会の保障
主な取り組み： ・ 経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し就学援

助事業などを実施し、経済的負担の軽減に努め、教育機会の保障
に努めます。

（5） 教育環境の整備
主な取り組み： ・ 市立小中学校の学校規模などの適正化を通じて、教育環境の整備

に努めます。
（6） 学校施設・設備の充実

主な取り組み： ・ 安全で快適な教育環境を整えるため、学校施設・設備の充実を進
めるとともに耐震化を図ります。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 児童・生徒が安全に、安心して等しく学べる教育環境を整えます。

市 民 ・ 学校教育に対する理解を深めます。
・ 障がい者や在日外国人などに対する理解を深めます。  

地域など ・ 学校と連携し児童・生徒を地域ぐるみで育みます。
・ さまざまな課題を抱える児童・生徒が生活しやすい環境をつくり、地域ぐるみ

で見守ります。

事 業 者 ・ 学校教育に対する理解を深めます。
・ さまざまな課題を抱える児童・生徒に、将来の夢を与えます。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
スクールソーシャル
ワーカー＊の
派遣学校園数（校）

25 45 64
児童・生徒の健全育成のため、ス
クールソーシャルワーカーの活動
を拡充することをめざします。

②
日本語指導などの
派遣時間数（時間）

3,156 3,500 4,000
日本語指導などの活動を拡充す
ることをめざします。
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施策25　八尾の魅力発見と発信

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 八尾市内には、自然豊かな高
たかやす

安山や古墳群・
寺
じないちょう

内町＊といった歴史遺産、河内音頭など
の伝統文化があり、また、枝

えだまめ

豆＊や若ごぼ
う＊をはじめとする特産品など、対外的に
も誇れる地域資源が数多く存在します。

・ これまでさまざまな広報媒体を活用し、
その魅力を発信してきましたが、八尾市
のブランド＊として確立されるまでには
至っていません。

・ 新たな魅力の発掘・創造や観光の促進に
つながる施策展開ができていません。

[ 課 題 ]

・ 既存の地域資源を有効に活用しながら、市民や事業者とともに新たな魅力の発掘・創造につな
げることで、八尾の地域ブランドを確立し、転入・定住の促進、市域経済の活性化やまちのに
ぎわいづくりにつなげていく必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 八尾の魅力が広く市内外の人々に知られています。
・ 八尾の魅力が八尾ブランドとして分かりやすく発信されています。
・ 八尾の魅力を求める来訪者が増え、まちがにぎわっています。
・ 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なって

います。

基本方針

・ 八尾のイメージアップやブランド化を図ることで、八尾に関わる人々の愛着と誇りを高め、転入・
定住の促進、市域経済の活性化やまちのにぎわいづくりなど、市域の持続的な発展につなげて
いきます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －
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基
本
計
画
（
目
標
３
）

まちの魅力を高め、発信する八尾目標 3

政策 6　「まちの魅力」発見・発信・創出

施策の体系

施策25　八尾の魅力発見と発信

（1） 八尾ブランドの構築
主な取り組み： ・ 八尾での生活を楽しむ市民が増え、八尾への来訪者も増えるよう、

八尾ブランドの構築に向けた戦略や計画を立てるとともに、八尾
の魅力を発信するためのしくみや手法について検討します。

（2） 地域資源の活性化
主な取り組み： ・ 誰でも八尾の魅力や地域資源に関する情報を容易に入手できるよ

う、さまざまな媒体を通じて積極的に提供するとともに、市民向
けの啓発活動などの実施を進めます。

・ 河内音頭などの地域資源の保存・利活用や普及振興を進めます。
（3） 観光振興の支援育成

主な取り組み： ・ 市民、企業、行政それぞれの観光に対する理解が高まり、観光活
動が行われるよう、庁内連絡調整体制を整備するとともに、市民
や事業者との協働 * による観光施策の実施主体となる組織の設立、
育成、支援を進めます。

・ 八尾ブランドの確立に向け、地域資源に関わる市民、事業者、関
係団体との連携を図ります。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 八尾の魅力を広く発信します。
・ 八尾の魅力にふれあえる機会を増やします。

市 民 ・ 八尾の魅力を再発見するとともに知識を深めます。
・ 来訪者が魅力を感じていることを誇りにし、八尾の魅力保全に協力をします。  

地域など ・ 地域の魅力発信に取り組むとともに、来訪者が魅力を感じていることを誇りに
します。

事 業 者 ・ 新たな特産品などの開発・提供に努め、八尾の魅力発信に協力をします。
そ の 他  ［来訪者］　・訪れた地を美しく保ちます。

　　　　　・八尾の魅力を伝えます。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

① 情報提供の年間 4大紙
掲載件数（件） 45 60 70 八尾市に関する情報発信が高

まっている状態をめざします。

②
八尾市が所管する観光
施設（※2）などの
利用者数（人）

36,514 37,600 38,700 八尾市への来訪者数が高まって
いる状態をめざします。

③ 八尾市ホームページ
アクセス件数（件） 624,497 780,000 937,000

ホームページへのアクセスが高
まっている状況をめざします（特
殊要因（※1）を除く）。

※1　�大規模災害発生時など緊急かつ重要な事象について臨時で発信したことに起因して､ 特に市ホームペー
ジへのアクセスが平常時より急増したと思料される場合

※2　�八尾市立歴史民俗資料館､ 八尾市立しおんじやま古墳学習館､ 安中新田会所跡旧植田家住宅､ 八尾市
立大畑山青少年野外活動センター
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施策26　自然的資源の保全

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 近年、高
たかやす

安山を中心とした里
さとやま

山＊が活用さ
れず荒廃が危惧されています。

・ 東部山
さんろく

麓地域での森林や農業用個人ため
池などが放置され、多くの生物の絶滅が
危惧される中、希

きしょうしゅ

少種であるニッポンバ
ラタナゴ＊などの生息地が少なくなってき
ています。

[ 課 題 ]

・ 里山の持つ環境保全機能、アメニティ（心地良さ、快適さ）機能など、社会的に共有する環境
価値は非常に高く、人々が里山に関心を持ち、下草刈りなどの適切な保全を行い、里山の自然
を活かしつつ適度の手入れをしていくことで、身近な自然とのふれあいの場、自然環境の体験
学習の場などとして利用をしていくことが望まれています。

めざす暮らしの姿

・ 高安山が市民や来訪者の憩いの空間となっています。
・ 貴重な生き物が、八尾の自然の中で生息し、市民に大切にされています。

基本方針

・ 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。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市緑の基本計画、八尾市環境総合計画
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（出所）八尾市民意識調査
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基
本
計
画
（
目
標
３
）

政策 6　「まちの魅力」発見・発信・創出

まちの魅力を高め、発信する八尾目標 3

施策の体系

施策26　自然的資源の保全

（1） 自然環境の保全
主な取り組み： ・ 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

ように、ハイキング道を活用した山地美化キャンペーンなど、里
山保全に向けた取り組みを行います。

（2） 自然体験と環境教育
主な取り組み： ・ 学校の環境教育や市民の自然体験の場として、里山などの自然的

資源の有効活用を図ります。
・ 市民などによる環境保全活動への支援を行います。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 公共空間における緑を保全します。
・ 自然的資源に関する情報収集と、緑に関する情報提供を行います。
・ 自然的資源に関する市民活動を支援します。
・ 市民とともに自然的資源を保全・継承します。

市 民 ・ 所有地における緑を保全します。
・ 自然的資源に関する市民活動へ参加をします。
・ 自然保護活動に協力をします。

地域など ・ 自然的資源に関する市民活動へ参加をします。
・ 自然保護活動に取り組みます。

事 業 者 ・ 自然的資源に関する市民活動へ参加をします。
・ 自然保護活動に協力をします。

そ の 他  ［山林所有者・管理者］　・山林を適切に管理します。
　　　　　　　　　　　・自然保護活動に取り組みます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
市内に自然環境が
多く残っていると思う
市民の割合（％）

45.0
（H22）

47.5 50.0
自然環境に対する市民意識の向
上をめざします。
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施策27　歴史資産などの保全と活用

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 国史跡心
し お ん じ や ま

合寺山古墳＊や安中新田会所跡旧
植田家住宅＊の保存、整備によって、郷土
の文化財が市民に周知されましたが、歴
史遺産を歴史資産としてへ（「遺す」から
｢活かす｣ へ）、の展開を図る中、さらに
多くの文化財に親しんでもらうための取
り組みが求められています。

・ 多くの史跡や文化財がまだまだ消滅の危
機にあるため、文化財の重要性を理解し
てもらい、後世に伝えていくために文化
財の基礎的な調査を行う必要があります。

[ 課 題 ]

・ 貴重な歴史資産である東部山
さんろく

麓の古墳の保全に向けては、高
たかやす

安山保全整備基本計画（平成4年
（1992年））に沿って自然環境とあわせた取り組みを進めるとともに、庁内各課の役割分担や
連携を密にしなければなりません。また、市域の歴史や文化財を調査、保全するために地域や
ＮＰＯ＊と協働＊を進める必要があります。

・ 文化財の活用には、文化財施設の有機的な連携による情報発信や啓発方法を講じる必要があり
ます。

めざす暮らしの姿

・ 地域に受け継がれてきた史跡や文化財が次世代に受け継がれ、誰もが身近に文化財にふれるこ
とができ、郷土の歴史を学べるようになっています。

基本方針

・ 東部山麓に残る古墳群をはじめとする郷土の貴重な歴史資産を後世に伝えるために、地域と連
携して保全を進めます。

・ 市民、ＮＰＯと協働して文化財を積極的に活用するとともに、歴史資産の情報を広く発信し
「八尾の魅力」を伝えます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 高安山保全整備計画、八尾市生涯学習・スポーツ振興計画
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（注）Ｈ21より安中新田会所跡旧植田家住宅入場者を含む
（出所）八尾市調べ
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基
本
計
画
（
目
標
３
）

政策 6　「まちの魅力」発見・発信・創出

まちの魅力を高め、発信する八尾目標 3

施策の体系

施策27　歴史資産などの保全と活用

（1） 貴重な歴史資産の保全
主な取り組み： ・ 貴重な歴史資産を後世に伝えるため、文化財の把握に努め、指定

による保存や地域と連携した管理方法の検討を進めます。
（2） 歴史資産の積極的な活用

主な取り組み： ・ 八尾市の歴史を知ってもらい、文化財の活用を図るために文化財
施設の運営や情報発信を促進するとともに市民、ＮＰＯと協働し
た調査、研究を行います。  

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 高安千
せんづか

塚古墳群＊の国史跡化をめざします。
・ 史跡や文化財の情報を発信します。
・ 史跡や文化財に親しむ機会の充実を図ります。
・ 市民とともに史跡や文化財を調査し、保全・継承します。

市 民 ・ 史跡をはじめとした歴史資産を後世に伝えていくための意識を持ちます。
・ 文化財の保護・活用に際し、行政と協働しながら進めます。

地域など ・ 史跡や文化財を守り伝えます。
・ 祭りや伝統芸能など地域の歴史・文化を継承する活動を行います。

事 業 者 ・ 文化財施設の指定管理者は、それぞれの施設が所管する文化財の活用や普及啓
発を進めるため、市民のニーズにあわせた展示や講座などを実施します。

そ の 他 ［国］［大阪府］　・施策実現のために財政的な問題を含め助力します。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
文化財施設（※）
の利用者数（人）

36,011 37,000 38,000
文化財保護に対する理解と活用
の意識が高まっている状況をめざ
します。

②
指定文化財などの件数
（件）

99 111 121
文化財の保護が進み、身近に感
じられる状況をめざします。

③
文化財情報システムの
アクセス件数（件）

16,751 18,500 22,000
多くの方が八尾の文化財に興味を
持たれるようにします。

※八尾市立歴史民俗資料館､ 八尾市立埋蔵文化財調査センター､ 八尾市立しおんじやま古墳学習館､ 安中新
田会所跡旧植田家住宅
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施策28　生涯学習の取り組み

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 社会情勢の変化や自由時間の増大など、
変動する市民生活の中で一人ひとりが充
実した人生を送り、生涯にわたって学ぶ
ことができる社会の実現が重要になって
います。

[ 課 題 ]

・ 一人ひとりが学んだ成果を、社会に還元し活かすことのできる機会の充実が求められています。
・ 図書館の登録者数が減少傾向にある中、市民ニーズを的確に掴

つか

み、すべての市民の立場に即し
た図書館サービスの展開が求められています。

・ 八尾市内における地区別の図書館利用状況から、図書館サービスの地域格差の解消が求められ
ています。

・ 老朽化が進む八尾図書館では、設備や資料内容に他図書館とのサービス格差が生じており、八
尾図書館のサービス内容および中央図書館的な機能＊の充実が求められています。

めざす暮らしの姿

・ 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ています。

基本方針

・ 多くの市民が、生涯にわたって学習活動ができる環境の整備に努めるとともに、各種講座・教
室の開催など市民ニーズにあった施策を推進していきます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市生涯学習・スポーツ振興計画、八尾市図書館サービス計画
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市民1人当たりの年間の図書の貸出点数

（出所）「図書館統計資料」

（点）
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7.37.2

6.96.8

（年度）
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基
本
計
画
（
目
標
３
）

政策 7　豊かな心を育む文化・学習・交流

まちの魅力を高め、発信する八尾目標 3

施策の体系

施策28　生涯学習の取り組み

（1） 各種講座や生涯学習情報の提供
主な取り組み： ・ 一人ひとりが自分に適した学習活動ができるように、また学習成

果を社会に還元できるように講座情報や生涯学習情報の提供に努
めるとともに、社会的ニーズに対応する講座の開催に努めます。

（2） 生涯学習・スポーツ施策関連計画の推進
主な取り組み： ・ 各施策が、生涯学習の推進・スポーツ振興へ向け効果的に展開さ

れるために、各施策・事業の推進と評価を行います。
（3） 施設の適正な管理運営

主な取り組み： ・ 一人ひとりが自分に適した講座、教室を利用できるよう、施設の
適正な管理運営に努めます。

（4） 図書館サービスの充実
主な取り組み： ・ 市民が求める資料や情報を得ることができ、読書意欲を充たすこ

とができる場づくりを進めるとともに、図書館サービスの充実に
努めます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ さまざまな内容の講座などを提供します。
・ 講座情報や、指導者の情報を集約提供します。
・ 市民の暮らしに役立つ情報を収集・蓄積・提供し、市民や地域との連携、協働＊

を行い、市民から親しまれ必要とされる図書館運営を行います。  

市 民 ・ さらなる学習意欲の向上に努めます。
・ 技能、知識を提供します。
・ 図書館ボランティアとして図書館と協働し、市民が主体となる図書館行事など

を実施します。  

地域など ・ 独自の活動による学習環境を提供します。
・ 地域の情報交流の場として、図書館との連携による地元密着サービスを展開します。  

事 業 者 ・事業者として適切な施設管理を行うとともに、多様な講座の提供を行います。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
市民1人当たりの
年間の図書の貸出点数
（点）

7.3 9.4 11.6

市民が等しく利用できる図書館
サービス体制が整うことで、市民
の読書を通じた学習意欲が高ま
り、その成果を活かした社会活
動が活発化しています。

②

文化・スポーツ
ボランティアバンク
「まちのなかの達人」＊

登録者数（人）

225 270 300

生涯学習が浸透することによって
自らの学習成果を社会還元してい
きたいという意欲のある人が増え
ていくことをめざします。
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施策29　国際交流と国内交流

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 近年、海外旅行や情報伝達手段の発達に
より、海外の文化などにふれる機会も多
くなってきています。

・ 八尾市では、国際交流として、アメリカ
合衆国ワシントン州ベルビュー市と姉妹
都市提携を、中華人民共和国上海市嘉定
区と友好都市締結を行い、さまざまな交
流を行っています。

・ 国内交流としては、大分県宇佐市、岡山
県和気町、和歌山県新宮市、奈良県五條
市と、さまざまな地域間交流を行ってい
ます。

[ 課 題 ]

・ 行政、八尾市国際交流センター、市民団体などがそれぞれの特性を活かし、内容を工夫しながら、
より効果的な交流事業を実施していく必要があります。

・ 国内の交流を通して郷土愛を育むとともに、さまざまな手法で本市の特性や地域資源などを
ＰＲしていく必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 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ます。

基本方針

・ 国際感覚が豊かで郷土愛も育まれた広がりある豊かな地域社会を形成するために、国際交流の
推進として姉妹・友好都市＊交流や八尾市国際交流センターでの交流事業に取り組むとともに、
さまざまな分野での国内交流を推進することで、国内外のさまざまな文化や歴史などを学ぶと
ともに、人と人とのつながりや相互理解を促進します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市国際化施策推進計画
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累積参加者数

（出所）八尾市調べ
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基
本
計
画
（
目
標
３
）

政策 7　豊かな心を育む文化・学習・交流

まちの魅力を高め、発信する八尾目標 3

施策の体系

施策29　国際交流と国内交流

（1） 国際交流の推進
主な取り組み： ・ 国際感覚豊かな地域社会を形成するため、姉妹・友好都市などと

の交流や八尾市国際交流センターでの交流事業の展開を通じて、
相互理解を促進します。

（2） 国内交流の推進
主な取り組み： ・ 人と人との交流が豊かな郷土の特色ある地域社会づくりを進める

ため、他の市町村との国内交流を行い、さまざまな分野での交流
を進めます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 姉妹・友好都市など、国内外の多様な地域との交流を図り、市民間の交流を推
進します。  

市 民 ・ 郷土を見つめなおし、交流先への訪問、八尾市をＰＲしていきます。
・ 多様な国・地域の文化を知り、理解し尊重します。

地域など ・ 地域で国際交流、国内交流活動などに取り組みます。

事 業 者 ・ 市民の交流事業を支援します。
・ 多様な国の文化を理解 ･ 尊重して事業活動を行います。
・ 国際協力や国際貢献を行います。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
姉妹・友好都市交流
および国内交流の
累積参加者数（人）

1,556 2,000 2,350
現状の事業実績を基準として、継
続した交流事業を実施します。

②
国際交流に興味のある
市民の割合（％）

55.0
（H22）

60 65
国際交流に興味のある市民が増
加している状況をめざします。
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施策30　芸術文化の振興

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 平成20年度（2008年度）に実施した「八
尾市の芸術文化に関する市民アンケート」
では、八尾市の文化会館に関する認知度
は約96％と高く、芸術文化での鑑賞活動
に関わっている方は70％近くおられます。
また、こうした鑑賞活動に比べ、芸術文
化での創造活動については、約75％の方
が「特に活動したものはない」と回答さ
れています。次に、今後、力を入れるべ
き芸術文化施策として最も多かったのは、

「文化会館における多様な芸術文化の鑑賞
の機会の提供」で、約40％の方が回答さ
れています。

[ 課 題 ]

・ 今後、八尾市芸術文化振興プランを推進していく中で、市民の芸術文化の創造と振興を一層図っ
ていく必要があります。

・ 文化会館の活動を充実し、質の高い芸術文化事業を実施し、鑑賞活動とともに創造活動も促進
していくことが必要です。

めざす暮らしの姿

・ 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ます。

基本方針

・ 芸術文化を通じ心豊かに暮らせる文化的なまちを創造すべく、八尾市芸術文化振興プランの推
進を図り、文化会館を拠点とした中で市民が芸術文化に親しむ機会を提供するなど、芸術文化
振興を実施するとともに、市民の芸術文化活動を支援していきます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市芸術文化振興プラン

0

20

40

60

80

100

文化会館施設利用状況

（出所）八尾市調べ

（％）

H18 H19 H20 H21（年度）H17

81.3 81.0 83.3 83.679.7
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基
本
計
画
（
目
標
３
）

政策 7　豊かな心を育む文化・学習・交流

まちの魅力を高め、発信する八尾目標 3

施策の体系

施策30　芸術文化の振興

（1） 芸術文化振興プランの推進
主な取り組み： ・ 芸術文化を通じ心豊かに暮らせる文化的なまちを創造するため、

八尾市芸術文化振興プランを推進します。
（2） 文化会館の拠点としての充実

主な取り組み： ・ 芸術文化を通じ心豊かに暮らせる文化的なまちを創造するため、地
域に密着した施設としての文化会館を充実し、市民が芸術文化に親
しむ機会を提供するとともに市民の芸術文化活動を支援します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 市民が芸術文化に親しめる機会を提供します。
・ 市民による芸術文化の創造活動を支援します。

市 民 ・ 自ら文化の担い手であることを認識し、主体的に活力と創意を活かして、広く
芸術文化振興に努めていきます。

地域など ・ 地域や市民活動団体で主体的に芸術文化活動を展開します。

事 業 者 ・ 市民の芸術文化活動を企業メセナ活動＊などを通じて支援します。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①

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（％）

75.5
（H22）

77 79
日常生活で芸術文化に親しむ市
民が増えている状況をめざしま
す。

②
文化会館施設利用状況
（％）

83.6 85 87
文化会館を利用した芸術文化活
動が高まっている状況をめざしま
す。
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施策31　スポーツ・レクリエーションの取り組み

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 一人ひとりの市民が生涯にわたって身近
な地域で気軽にスポーツ・レクリエーショ
ン活動に親しめるように、八尾市ではス
ポーツ・レクリエーション活動の振興に
取り組んでいます。

[ 課 題 ]

・ 市民参画型の生涯スポーツ＊の振興を促進していくために、経年劣化した既存体育施設の整備
を図るとともに、スポーツ関連団体との連携を図る中で、生涯スポーツ社会の実現が求められ
ています。

めざす暮らしの姿

・ 市民の誰もが生涯を通じて身近な地域で「いつでも」「どこでも」「いつまでも」気軽にスポーツ・
レクリエーションに親しむことができています。

基本方針

・ 多くの市民がスポーツ活動に参加できるよう施策を推進し、施設や環境の整備に取り組みます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市生涯学習・スポーツ振興計画
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20
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100

運動・スポーツをしている市民の割合

（出所） 八尾市民意識調査

（％）

33.1 32.1 28.5 27.2

10.6 7.4 8.0 8.8

H18 H20 H21 H22 （年度）

週に1回以上
月に2～3回 
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基
本
計
画
（
目
標
３
）

政策 7　豊かな心を育む文化・学習・交流

まちの魅力を高め、発信する八尾目標 3

施策の体系

施策31　スポーツ・レクリエーションの取り組み�����

（1） スポーツ・レクリエーション環境の整備・充実
主な取り組み： ・ 市民が週1回以上スポーツに親しむことができるよう、スポーツ

施設や活動の場の整備・充実を図るとともに、指導者の指導力が
発揮されるしくみづくりをめざします。

（2） 市民参加型のスポーツ振興
主な取り組み： ・ 市民のスポーツ参画を支えるため、スポーツ関連団体および市民

の主体的・自立的なスポーツ活動を支援します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ スポーツ施設の整備と充実化を図ります。
・ 市民のライフステージに沿ったスポーツイベントを推進します。  

市 民 ・ スポーツ・レクリエーション活動による健康増進の意識を醸成します。

地域など ・ 地域コミュニティでのスポーツ・レクリエーション活動を推進します。
・ スポーツ関連団体との連携を図り、地域スポーツの充実を推進します。  

事 業 者 ［施設管理者］  ・市民がさらに利用しやすい施設運営をめざします。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
運動・スポーツを
している市民の割合（％）

27.2
（H22）

40 52
週 1回以上、運動・スポーツを
している人の割合を高めていきま
す。

②
健康のために
運動などを心がける
市民の割合（％）

50.8
（H22）

60 65
自主的に運動を心がけている人
の割合を高めていきます。
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施策32　産業政策を活かした「まちづくり」の推進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 少子高齢化、価値観や文化の多様化など
産業を取り巻く環境は大きく変化してお
り、これらの事柄が複雑に絡みあいなが
ら課題となって現れてきています。

[ 課 題 ]

・ 外部環境変化が与える課題に適応し、チャンスとして活かすためには、産業分野だけで課題を
捉えるのではなく、多方向からのアプローチが必要であり、「まちづくり」全体から産業の課
題を捉える、産業の活性化を「まちづくり」に活かすという双方向の視点が必要です。

めざす暮らしの姿

・ 産業がまちづくりに果たす役割が市民に広く理解され、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が図られています。

基本方針

・ 八尾市産業振興会議＊からの提言を踏まえた産業振興施策の展開を図るとともに、商工振興拠
点施設＊による産業支援機能の充実、中小企業振興の推進に努めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 産業振興に関する提言書　（八尾市産業振興会議）

0

20

40

60

80

100

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

（出所）八尾市民意識調査

（％）

H22 （年度）H21

49.148.3
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基
本
計
画
（
目
標
４
）

職住近在のにぎわいのある八尾目標 4

政策 8　産業振興とまちのにぎわい創出

施策の体系

施策32　産業政策を活かした「まちづくり」の推進

（1） 産業振興施策の検討および推進
主な取り組み： ・ 産業の発展とまちの活性化を図るために、八尾市産業振興会議か

らの提言を踏まえた施策展開を図るとともに、工場および商業施
設の立地誘導方策の検討などを行います。

（2） 産業支援機能の充実
主な取り組み： ・ 市内産業の活性化のために、商工振興拠点施設において、関係機関・

団体などとの連携による包括的な市内中小企業支援体制の整備お
よび中小企業の経営力向上のための費用助成など中小企業支援制
度の充実を図るとともに、創業支援に取り組みます。

（3） 事業者や市民団体との連携による産業とまちの活性化
主な取り組み： ・ 産業の発展とまちの活性化を図るために、地域資源を活用した農

商工連携＊、事業者と市民活動団体との連携を促進します。
（4） 産業情報の発信

主な取り組み： ・ まちづくりにおける産業振興の必要性について市民理解の促進を
図るために、産業情報の発信や優れた事業者の顕彰を実施します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 産業とまちの活性化に向けた取り組みを支援します。
・ 産業とまちの活性化に向けたさまざまな施策に取り組みます。  

市 民 ・ 産業振興の必要性を理解し、地域の産業と共生します。
・ 産業振興によるまちづくりに参画をします。

地域など ・ 産業振興の必要性を理解し、地域の産業と共生します。
・ 産業振興によるまちづくりに参画をします。

事 業 者 ・ 事業活動とともに地域貢献活動に取り組みます。
・ 農商工連携など新たな連携に取り組みます。

そ の 他 ［大学などの教育機関］ ・産学官連携に取り組みます。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
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（％）

49.1
（H22）

60 70
市民の 7 割がまちづくりにおける
産業振興の重要性を理解してい
ることをめざします。

②
八尾市産業振興会議の
提言実現率（％）

92.6 96 100

市民・事業者の参画による施策
提言が多数実現されることによ
り、市民・事業者ニーズを踏まえ
た産業振興をめざします。

③ 昼間人口指数＊（％）
95.0
（H17）

98 100

産業振興によるまちの活性化によ
り、日中、市外の人も含めて数多
くの方が市内で活動していること
をめざします。
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施策33　世界に誇るものづくりの振興と発信

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 八尾市は国内屈指の工業集積地であり製
造品出荷額も増加傾向ですが、国際競争
の激化、国内市場の飽和、産業構造の変化、
後継者・人材不足など、中小製造業を取
り巻く環境は厳しさを増しています。

[ 課 題 ]

・ 技術の高度化や販路拡大による経営基盤の確立、人材の確保・育成、さらには、住工混在＊の
進行や工場立地用地の不足など、操業・立地環境面での課題もあります。

めざす暮らしの姿

・ 世界のものづくり基盤技術を支える優れた技術を有する中小企業が増え、八尾市内で成長して
います。

・ 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しています。
・ 「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、住工共存を実現しています。

基本方針

・ 八尾市内の工業集積の維持・発展を図り、雇用・税収など市への経済効果を創出します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 産業振興に関する提言書　（八尾市産業振興会議）

0

100

200

300

中小企業サポートセンター利用事業者数

（出所）八尾市調べ

（事業者）

H17 H18 H19 H21H20 （年度）

91 79

193

150

198
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基
本
計
画
（
目
標
４
）

政策 8　産業振興とまちのにぎわい創出

職住近在のにぎわいのある八尾目標 4

施策の体系

施策33　世界に誇るものづくりの振興と発信

（1） 工場集積の維持・発展に向けた支援
主な取り組み： ・ 工業集積を維持・発展するために、良好な操業環境の確保や住工

共存に向けた相互理解を促進します。
（2） 人材確保・育成支援

主な取り組み： ・ ものづくり人材を確保・育成するために、高度な技術・技能を持
つ人材の確保および育成を支援するとともに、次世代を担う人材
の育成を行います。

（3） 市内事業者の技術力・経営力強化に向けた支援
主な取り組み：  ・ 市内事業者の技術・経営が向上するために、市内事業者の技術開

発力や経営体制、ネットワークなどの強化を支援します。
（4） ビジネスチャンス拡大に向けた支援

主な取り組み：  ・ 市内事業者の取引を拡大するために、新産業分野への進出やビジ
ネスチャンスの拡大を支援します。

（5） 「ものづくりのまち・八尾」の発信
主な取り組み： ・ 「ものづくりのまち・八尾」の認知度を国内外で高めるために、市

内事業者の製品・技術情報を広く発信するとともに、「ものづくり
のまち・八尾」というブランド＊を戦略的に発信します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 市内事業者が工場立地・操業しやすい環境を整えます。
・ 市内事業者に対して、技術・経営力を高めるための支援を行います。
・ 「ものづくりのまち・八尾」の認知度を高めるため、情報発信し、ＰＲを行います。

市 民 ・ 「ものづくり」への誇りを持ち、その重要性を認識しつつ、住工共存に理解を示します。
地域など ・ 「ものづくり」への誇りを持ち、その重要性を認識しつつ、住工共存に理解を示します。
事 業 者 ・ 経営基盤の強化を図りながら、人材の育成に努めます。

・ 「ものづくり」への誇りを持ち、地域貢献に努めながら、住工共存に理解を示します。
そ の 他  ［国・大阪府など関係機関］　・連携体制構築に努めます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
中小企業サポートセン
ター利用事業者数
（事業者）

150 270 370

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

②
立地制度活用による
工場立地件数（件数）

6 12 17
工場立地制度の活用により市内
での工場立地が維持・促進され
ている状況をめざします。

③
｢八尾ものづくりネット＊｣
アクセス件数（件数 /年）

270,000 288,000 303,000
市内製造業の情報が幅広く発信
され、国内外での認知度が高まっ
ている状況をめざします。
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施策34　地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 少子高齢化、大型店との競合などの影響
による閉店・廃業が年々増加しており、
食料品の買い物に一部、不便な地域が発
生しています。

・ 商店街や小売市場では、加入店の減少、
空き店舗の増加などにより組織力が低下
しています。

[ 課 題 ]

・ 商業者における事業機会の確保、地域住民における利便性の確保を図っていく観点から、地域
商業における内部環境の改善を誘導し、外部環境変化への対応を図る政策の形成が必要です。

めざす暮らしの姿

・ 日々の暮らしに不可欠な買い物が身近でできています。
・ 地域商業が地域住民の交流の空間となり、にぎわっています。
・ 個店が魅力を活かしながら、地域に根ざした商いをしています。

基本方針

・ 地域商業の機能強化を図るとともに、地域商業をまちづくりに役立てる「商業まちづくり」を
推進します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 産業振興に関する提言書　（八尾市産業振興会議）

0

1,000

2,000

3,000

小売業の年間商品販売額

（出所）「商業統計調査」

（億円）

H14 H19H16

2,134 2,2292,273

（年）
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基
本
計
画
（
目
標
４
）

政策 8　産業振興とまちのにぎわい創出

職住近在のにぎわいのある八尾目標 4

施策の体系

施策34　地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興

（1） 商業団体の活性化に向けた取り組み支援
主な取り組み： ・ 地域商業の機能強化のために、商業団体が策定した活性化ビジョ

ン・プランに基づく取り組みを支援します。
（2） 新陳代謝の促進

主な取り組み： ・ 地域商業の機能強化のために、商業者の経営革新や共同化を促進すると
ともに、商業者や地域住民のニーズに応じた空き店舗対策を検討します。

（3） 双方向コミュニケーションの充実
主な取り組み： ・ 商業者、地域住民、行政が、情報を共有するために、地域商業とまち

に関する情報をインターネットサイトや冊子などにより発信します。
（4） 商業施設の立地誘導の検討

主な取り組み： ・ 商業者の事業機会確保および地域住民の利便性確保のために、地
域特性に応じた商業施設の立地誘導について検討します。

（5） 商業者の地域貢献の促進
主な取り組み： ・ 地域商業をまちづくりに役立てるために、大型店などを含めた商業者、

商業団体による地域貢献活動を促進するしくみなどを検討します。
（6） まちづくり活動の推進

主な取り組み： ・ 商業の活性化とまちづくりを一体的に推進するために、「商業まち
づくり」に対する理解を促進し、商業団体と多様なまちづくり活
動主体との連携により、地域の課題解決・魅力向上を図ります。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 商業者の機能強化に向けた取り組みを支援し、商業者によるまちづくり活動を
推進します。

・地域商業をまちづくりに役立てる取り組みを支援します。
市 民 ・ 地域商業の大切さを理解し、応援します。また、地域商業をまちづくりに役立

てます。
地域など ・ 地域商業の大切さを理解し、応援します。また、地域商業をまちづくりに役立

てます。
事 業 者 ・ 地域商業の機能強化に取り組みます。

・ まちづくり活動への参画を通して、地域に密着した商いをします。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

① 小売業の
年間商品販売額（億円）

2,229
（H19） 2,340 2,452

買い物に市内商店が利用されるこ
とにより、市内商店の販売額が
増加している状態をめざします。

②
商店街や地元の
個人商店で買い物を
する市民の割合（％）

26.7
（H22） 27 27 商業集積を維持します。

③
活性化ビジョン・
プランを策定している
商業団体数（団体）

− 5 10
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
をめざします。

④
八尾あきんどＯｎ-Ｄｏ
ネット＊新規登録・情報
更新件数（件）

240
（H20） 264 288

経済活動、地域貢献活動の両面
において、意欲ある個店がより増
加している状態をめざします。



114

施策35　味
みりょく

力＊をうみだす農業の振興

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 農業従事者の高齢化や農業所得のみでの
生計維持が困難なことによる農業後継者
の不足などにより、農地の遊休化や転用
が増加してきています。

[ 課 題 ]

・ 農業振興地域など山手の農地周辺は狭い道路が多く、作業場所近くまで車両でいけない場所が
多い状況です。今後、農業従事者の減少・高齢化により、より一層の機械化 ･ 効率化が求められ、
周辺農道整備が必要です。

めざす暮らしの姿

・ 安全安心な農産物が生産され、市民の食卓や給食に供されています。
・ 特産物が継続して生産されています。
・ 農にふれる機会・場所が身近に提供されています。
・ 農空間の保全など、農の持つ多面的機能＊が広く理解されています。
・ 農道・農業用排水路・財産区ため池＊が整備され、効率よく農作業ができます。

基本方針

・  枝
えだまめ

豆＊や若ごぼう＊といった八尾市が誇る味力のある農作物の供給を促進するととともに、農業
生産基盤などの整備や生産者と消費者の交流を促進し、農業を振興します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 農業経営基盤強化促進基本構想
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600

800

耕地面積

（出所）「大阪府農林水産統計年報」

（ha）

H18 H19 H20 H21（年度）H17

475 472 468 460
498



115

基
本
計
画
（
目
標
４
）

政策 8　産業振興とまちのにぎわい創出

職住近在のにぎわいのある八尾目標 4

施策の体系

施策35　味力をうみだす農業の振興

（1） 味力をうみだす農産物供給の促進
主な取り組み： ・ 農業経営基盤を確立し後継者を増やすために、特産農産物につい

て食育＊事業やイベントなど啓発事業を行い、ブランド＊化を推進
し高収益農業の推進を図ります。

（2） 生産者と消費者の交流促進
主な取り組み： ・ 消費者の安心と農業後継者の養成、農地保全のために、身近に農

にふれる機会・場所を提供し交流促進を図ります。

（3） 農地の確保・保全
主な取り組み： ・ 農地の確保・保全のために、農地バンク制度＊により賃借の斡旋登

録事業や市民農園の開設支援に取り組みます。
（4） 農業生産基盤などの整備

主な取り組み： ・ 安全かつ効率的に農作業が行われるために、農道・農業用排水路
の整備に努めます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 市民の農に対する理解を深めるためのイベントやＰＲ活動などの農業啓発事業
など効率的な事業を実施します。

・ 市民、農業者、ＪＡなどの連絡・調整、支援を行います。
市 民 ・ 八尾市のイベントやＰＲ活動などの農業啓発事業に参加をします。

・ 地
ち さ ん ち し ょ う

産地消＊の推進のため地元農産物を積極的に購入します。
・ 耕作ボランティアなどに協力をします。

地域など ・ 農空間保全のため水質保全などの協力をします。
・ 農の持つ多面的機能を理解し、生産活動に対して理解します。
・ 情報提供、情報の共有をします。

事 業 者 ［農業者］　 ・農に対する理解を深めるためのＰＲ活動への協力をします。
　　　　　 ・新鮮で安全な農産物の供給をします。

［ＪＡ］ 　   ・農業者の支援・協力、八尾市との連携をします。
そ の 他 ［国］［大阪府］　　・農業施策へ支援します。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

① 耕地面積（ha） 460 460 460
農地の減少を防止することを目標
とします。

②
農地バンク制度による
農地貸借斡旋事業への
登録件数（件）

− 5 10
遊休農地を解消することにより、
農地および環境の保全をめざし
ます。

③
農業経営改善計画認定
農業者＊数（国版）（人）

30 33 36
該当者を増加させることにより、
農業経営の効率化をめざします。
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施策36　就業支援と雇用創出

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 長引く景気低迷により、八尾市における
雇用就業環境は厳しく、就労困難者＊につ
いてはさらに厳しい状況にあります。

・ 平成14年（2002年）4月より就労困難者
などの雇用環境を改善することを重要課
題として地域就労支援事業を実施してい
ます。

[ 課 題 ]

・ 長引く景気低迷による影響は就労困難者などのみならず、社会全体に大きな雇用不安を生み出
しており、雇用におけるセーフティネット＊の再構築が喫緊の課題です。

・ 国の抜本的な対策が必要であるとともに、地方分権の視点から、市町村は雇用に関する役割を
改めて考えて行くよう努める必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 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っています。
・ 就業者が、仕事と生活のバランス（ワーク・ライフ・バランス＊）のとれた充実した暮らしを

送っています。
・ 誰もが生き生きと働くことのできるまちになっています。

基本方針

・ 就業支援や雇用創出の取り組みを進めるとともに、中小企業の福利厚生制度の充実に向けた取
り組みを進めます。また、市内事業所における人権啓発の促進に努めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市地域就労支援基本計画
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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

（出所）大阪府「市町村就職困難者就労支援事業の実績報告」

（％）

H18 H19 H20 H21（年度）H17

36.4

25.5 26.9 28.024.8
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基
本
計
画
（
目
標
４
）

政策 8　産業振興とまちのにぎわい創出

職住近在のにぎわいのある八尾目標 4

施策の体系

施策36　就業支援と雇用創出

（1） 就業支援および雇用創出
主な取り組み： ・ 市民が安心して働き、安定した暮らしを送るために、ワークサポー

トセンター＊による就業支援を促進するとともに、市内企業を育成
し雇用創出に努めます。

（2） 地域就労支援の推進
主な取り組み： ・ 就労困難者が安心して働くために、各種相談業務を行う地域就労支援

センター＊の効率的な業務の運営を図りながら就労支援に取り組み
ます。

（3） 事業所での人権啓発の促進
主な取り組み： ・ 市民が安心して働くために、事業所の公正採用をはじめとする人

権意識の高揚を促進します。
（4） 福利厚生の充実

主な取り組み：  ・ 就業者が安心して働き、安定した暮らしを送るために、市内中小
企業の勤労者の効果的な福祉増進の検討を実施します。  

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 勤労者が安心して働くことのできる環境整備の支援を行います。
・ 求職者への就業を支援するとともに、就労困難者への就労支援と雇用確保の取

り組みを行います。
・ 市内中小企業の人材確保を支援します。

市 民 ・ 就業に必要なスキル（技能）の向上に努めます。
・ 市内企業への就職および地域社会の活性化の主体となります。

地域など ・ 就労困難者などの雇用・就労に理解を示すとともに、さまざまな取り組みに対
して協力をします。

事 業 者 ・ 就労阻害要因の解消・克服に向けた理解・協力と職場体験の受け入れおよび就
労困難者などに対しての積極的な雇用支援を行います。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
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（％）

28.0 34.5 40
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
をめざします。

②
地域就労支援センター
への相談者数（人）

311 340 370

的確な相談対応により、センター
への相談者数が増加し、雇用・
就労の増加に結びつけることをめ
ざします。

③

八尾市ワークサポ−ト
センターにおける
職業紹介件数に対する
就職率（％）

8.7 15 20
雇用・就労施策を継続実施して
いくことで就職率が高まっている
状況をめざします。
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施策37　土地の有効利用と都市景観の保全

現状と課題

[ 現 状 ] 
・ 高度成長期において、ミニ開発などによ

りスプロール的＊に市街地が拡大したた
め、市街地の中には、狭小な住宅が多く
存在します。

・ 幹線道路沿道における沿道サービス施設
の著しい立地動向は、道路交通、周辺の
住環境および景観などに悪影響を及ぼし
ているケースも見られます。

・ 工場跡地が住宅に変わるなど住工混在＊が
顕在化しつつあります。

・ 市営住宅の建て替えなどによって生まれ
る余剰地の利活用の検討が必要となります。

[ 課 題 ]
・ 市街地における低・未利用地や空閑地＊の増加が見込まれます。
・ 幹線道路沿道の市街化調整区域＊では無秩序な土地利用がさらに拡大される恐れがあります。
・ 工業集積地においては工場跡地に住宅建設が進み、住工の混在が進展し、工場の操業環境と住

環境の悪化を招いています。
・ 都市景観＊を創出するには行政、市民、事業者などのさまざまな活動主体が目標を共有するこ

とが必要です。

めざす暮らしの姿

・ 地域の実情に応じた土地利用がなされ、暮らしやすいまちとなっています。
・ 計画的な土地利用が図られ、大規模な未利用地についても、周辺と一体となった土地利用が図

られています。
・ 魅力ある都市景観が形成され、まちの価値が高まっています。
・ 自然的、歴史的な景観が保全されています。
・ まちにうるおいをもたらす農地や緑地が適切に保全されています。

基本方針

・ 市街化区域の計画的な土地活用や市街化調整区域の適切な保全などを進め、自然や歴史的な景
観を保ちながら、魅力ある都市景観が形成され、まちの価値が高まり、計画的な都市の発展を
誘導するため、適切な規制誘導などに努めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市都市計画マスタープラン、八尾市営住宅機能更新事業計画
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住工混在の拡大が抑制され、
暮らしやすいまちとなったと感じる市民の割合

（出所）八尾市民意識調査

（％）
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22.2 23.8 24.9
20.7
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基
本
計
画
（
目
標
４
）

政策 9　まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

職住近在のにぎわいのある八尾目標 4

施策の体系

施策37　土地の有効利用と都市景観の保全�����

（1） 地域の実情に応じた土地利用の推進
主な取り組み： ・ 地域の実情に応じたまちづくりを進めるため、適切な土地利用

について検討します。
（2） 良好な都市環境の形成・保全

主な取り組み： ・ 無秩序な市街化を抑制するため、積極的な規制誘導に努めます。
（3） 良好な景観の誘導

主な取り組み： ・ まちの魅力が向上するため、良好な景観の誘導が図られるような取
り組みを検討します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 良好な土地利用を図るため、必要な用途規制などについて検討を継続し、適切
な規制誘導に努めます。

・ 自然的な景観の保全、都市景観の形成に取り組むとともに、美しい景観づくり
を推進します。

市 民 ・ 自然環境や周辺環境に配慮した土地活用を行います。
・ 八尾らしい都市景観づくりについて理解を深め、適切な土地利用に努めます。

地域など ・ 地域固有の魅力ある都市景観の創出・維持に努めます。

事 業 者 ・ 適切な土地利用を進めるとともに、自然的、歴史的景観の保全などに配慮した
都市景観の向上をめざし、市民などの理解を得ながら事業を進めます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①

住工混在の拡大が
抑制され、暮らしやすい
まちになったと感じる
市民の割合（％）

24.9
（H22）

32 40
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
の割合の増加をめざします。
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施策38　魅力ある都市核などの充実

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 八尾市の都市化は、鉄道とともに発展し
てきました。それぞれの主要駅および沿
線を中心に市街化が進む中で都市核＊が生
まれ、現在は近鉄八尾駅をはじめとした
各駅周辺に多極型都市構造＊が形成されつ
つあります。

・ 各都市核にはそれぞれ特色があり、近鉄
八尾駅周辺は商業業務拠点、ＪＲ八尾駅
周辺と近鉄河内山本駅周辺は地域生活拠
点、ＪＲ久宝寺駅周辺はＪＲおおさか東線
開通による大阪東部の玄関口としての機能を有し、大阪市営地下鉄八尾南駅周辺は防災拠点を
含む複合都市機能の形成が求められています。

[ 課 題 ]

・ 魅力ある都市核の充実を図るために、各都市核の機能強化と相互をつなぐ都市軸を形成し、各
都市核の機能分担と充実および相互連携を強化することで、持続発展が可能となる多極型都市
構造の実現が必要です。

・ 都市核の充実において、それぞれの都市核の特色を活かしたまちづくりが必要であるため、地
域住民とともにまちのあるべき姿を考え、地域の自主的な街づくり活動を促し支援しながら進
める必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 市内の都市核（ＪＲ八尾駅周辺、ＪＲ久宝寺駅周辺、大阪市営地下鉄八尾南駅周辺ほか）など
の整備を進め、連携を図ることで、都市機能が充実し、市民の生活圏における利便性、安全性
が向上し、まちのにぎわいが増しています。

基本方針

・ 都市核の充実と機能強化を図るため、ＪＲ八尾駅周辺整備をはじめ、都市機能の充実と相互連
携に向けた総合的な整備を進めるとともに、地域主体の街づくり活動を支援します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市都市計画マスタープラン 
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住んでいるまちが機能的だと思う市民の割合

（出所）八尾市民意識調査
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基
本
計
画
（
目
標
４
）

政策 9　まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

職住近在のにぎわいのある八尾目標 4

施策の体系

施策38　魅力ある都市核などの充実

（1） 魅力ある市街地の整備
主な取り組み： ・ 都市核などの機能強化を図るため、ＪＲ八尾駅周辺やＪＲ久宝寺

駅周辺の整備を進め、大阪市営地下鉄八尾南駅北側（八尾空港西
側跡地）の土地有効活用を促進するとともに、市内の計画的な市
街地の形成に努めます

（2） 街づくり活動への支援
主な取り組み： ・ 地域の実情に応じたまちづくりが図られるため、自発的な街づく

り活動を支援します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 計画的に事業を実施します。
・ 都市核の整備・にぎわいづくりを推進します。

市 民 ・ 街づくり活動などに参加をします。
・八尾市の整備事業への理解と協力をします。

地域など ・ 八尾市の整備事業への理解と協力をします。
・ 地域の街づくり組織などで、まちづくり構想などを検討します。

事 業 者 ・ 街づくり活動などに参加をします。
・ 八尾市事業への理解と協力をします。  

そ の 他  ［国・大阪府など］　　・八尾市事業への理解と協力をします。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
住んでいるまちが機能的
だと思う市民の割合（％）

37.9
（Ｈ22）

40 43
市民生活の利便性、安全性向上
など都市機能の強化を図ります。

②

地域が考えている
方向でまちの整備が
進んでいると思う
市民の割合（％）

23.7
（Ｈ22）

26 29
まちづくりの成果を共感できる市
街化の整備を進めます。
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施策39　都市計画道路などの整備

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 円滑な広域交通や都市交通の確保、計画
的な市街地の形成、防災性の向上など、
都市計画道路などの幹線道路などが担う
役割は市民生活にとって重要なものです。

・ その整備にあたっては、体系的かつ総合
的な道路ネットワーク網の形成に向けた
都市計画道路と、市民生活と密着した地
区計画＊に基づく街区内道路＊が計画され
ています。

[ 課 題 ]

・ 円滑な交通網の整備や、地域の発展と健全な土地利用の促進のため、幹線道路としての都市計
画道路と、地区計画に基づく街区内道路の道路整備が求められています。

・ 都市計画道路や街区内道路の整備には、用地確保などのための多大な時間と費用が必要であり、
計画的効果的な事業推進が必要です。

めざす暮らしの姿

・ 安全で安心な市民生活と利便性の高い都市活動が確保されています。
・ 都市計画道路などの幹線道路網が整備され、交通渋滞が緩和されています。
・ 計画的で有効な土地利用の増進や、都市核の連携を強化する都市軸が形成されています。

基本方針

・ 安全で安心な市民生活を支えるため、交通渋滞を緩和し、利便性の高い道路交通網の確保のた
め、計画的効果的な事業推進に努めます。

・ 国道や府道の幹線道路整備を促進します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市都市計画マスタープラン

0

50

100

150

200

0

20

40

60

80

100

都市計画道路の整備率と整備済延長

（出所）八尾市調べ
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都市計画道路の整備率 

（％）
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基
本
計
画
（
目
標
４
）

政策 9　まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

職住近在のにぎわいのある八尾目標 4

施策の体系

施策39　都市計画道路などの整備

（1） 都市計画道路の整備
主な取り組み： ・ 利便性の高い都市活動を確保するため、計画的に都市計画道路の

整備を進めます。
（2） 街区内道路の整備

主な取り組み： ・ 健全で有効な土地利用を進めるため、地区計画制度を用いた街区
内道路の整備を進めます。

（3） 国道・府道の整備促進
主な取り組み： ・ 交通渋滞の緩和を図るため、国道・府道の整備を促進します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 計画的に事業を実施します。
・ 財源を確保します。

市 民 ・八尾市の整備事業への理解と協力をします。

地域など ・ 民間開発事業者の理解と協力をします。

事 業 者 ・ 民間開発事業者の理解と協力をします。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
都市計画道路の整備率
（％）

46.7 46.8 47.3
整備率が増加している状況をめざ
します。

②
都市計画道路の整備済
延長（km）

44.95 45.09 45.60
都市計画道路は全体整備延長
96.33kmの計画をめざします。
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施策40　生活道路の整備と維持

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 八尾市内の道路は狭い道路が多く、歩道
が整備されている道路も少ないのが現状
です。

・ 今後、都市計画道路の整備には多大な費
用と時間が必要であることや、買収など
による道路拡幅は見込めないため、建築
物の新築・建て替え時の道路後退＊の確保
や交通規制による道路空間の確保が必要
になっています。

[ 課 題 ]

・ 財政事情が厳しい中、道路交通の安全性・信頼性を確保するためには、これまでの傷んでから
修繕する事後保全的な対応から、計画的かつ予防的な対応に転換し、道路・橋梁の長寿命化＊

および計画的な修繕・架け替えを実施することで、予算の平準化・コスト縮減を図ることが必
要となっています。

めざす暮らしの姿

・ すべての市民が身近な生活道路を安全・快適に通行できます。
・ 身近な生活道路が健全に保たれ、市民が暮らしやすいまちとなっています。

基本方針

・ 地域の実情を踏まえ、市民の暮らしに密着した生活道路の整備と改良を計画的に進めるととも
に、すべての市民が安全で快適に通行できるよう、道路環境の向上を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －
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道路が安全に利用できると思う市民の割合

（出所）八尾市民意識調査
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基
本
計
画
（
目
標
４
）

政策 9　まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

職住近在のにぎわいのある八尾目標 4

施策の体系

施策40　生活道路の整備と維持

（1） 道路整備の推進
主な取り組み： ・ 暮らしやすいまちと感じる市民が増えるように、既設道路の拡幅

や交差点の改良、自転車での通行や散歩のできる散策道の整備な
どを行うなど、安全・快適に通行できる道路などを増やします。

（2） 道路などの適正な維持管理
主な取り組み： ・ 道路および道路施設の安全確保と快適な環境を保全するため、適

切な維持管理、長寿命化に努めます。
（3） 道路環境の向上

主な取り組み： ・ 通行の安全性を高めるため、歩道の段差解消や歩行空間の整備な
どバリアフリー化や安全対策に取り組みます。

（4） 市道および法定外公共物などの適正管理
主な取り組み： ・ 市道および法定外公共物などの適正管理、適正な許認可事務およ

び道路台帳の整備などにより市民に適切なサービスを提供します。  

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 安全・快適に通行できる道路などを増やします。

市 民 ・ 交通マナーを向上します。
・ 高齢者・障がい者などへの理解と支援を行います。
・ 建築後退義務＊を履行します。
・道路整備への理解と協力をします。

地域など ・ 地域の情報を提供します。
・ 交通安全対策に関する情報を共有します。
・ 愛護活動（道路の美化・清掃）を行います。
・ 道路整備・まちづくりについて地域で研究し、行政に提案します。

事 業 者 ・ 開発業者などによる道路配置計画の工夫をします。
・愛護活動（道路の美化・清掃）を行います。

そ の 他  ［国］［大阪府］　・市内の国道・府道の整備、安全対策を行います。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
道路が安全に
利用できると思う
市民の割合（％）

21.1
（H22）

25 33
生活道路に対する市民の満足度
が高まっている状況をめざしま
す。
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施策41　公園とまちの緑化による緑のある暮らし

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 近年、ヒートアイランド＊や地球温暖化に
対応した取り組みとして、緑の空間地の
確保や緑に対する期待が高くなってきて
います。

・ 公園については、子どもの遊び場や高齢
者の健康維持やレクリエーションなど地
域の憩いの場としての役割が重要になっ
てきていますが、八尾市の１人当たりの
都市公園面積については大阪府下でも低
い状況にあります。

・ 地域の憩いの場として愛される公園にするためには、公園利用のルールづくりなど、整備の段
階からワークショップ＊や公園愛護会活動＊などの市民参加が大変重要になっています。

・ 市街化や大規模な開発などにより緑の保全が困難になってきています。

[ 課 題 ]

・ 新たな公園の整備については、用地の確保や財政事情などの理由により、整備が困難な状況に
あります。

・ 地域の憩いの場として愛される公園にするためには、利用者のマナーの向上や公園愛護会活動
の活性化が必要となっています。

・ 行政、市民、地域、事業者との連携、協力をより一層進めていくことで、緑の保全と緑化の推
進が図られます。

めざす暮らしの姿

・ 憩い・遊び・交流の場として、公園や緑地が整備され、利用されています。
・ 行政、市民、地域、事業者との連携、協力により、公共施設や民間施設の緑化が進み、緑のあ

る暮らしができています。

基本方針

・ 八尾市緑の基本計画をもとに、都市公園の整備や樹林地の保全、公共施設や民間施設を対象と
した緑化推進および緑化活動への市民・事業者などの参加など、緑を守り、つくり、増やし、
育てるという観点から公民協働＊による取り組みを進めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市緑の基本計画、八尾市環境総合計画
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1人当たり都市公園面積

（出所）八尾市調べ

H18 H19 H20 H21（年度）H17

2.53 2.55 2.55 2.592.48
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基
本
計
画
（
目
標
４
）

政策 9　まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

職住近在のにぎわいのある八尾目標 4

施策の体系

施策41　公園とまちの緑化による緑のある暮らし

（1） 公園・緑地などの整備・改良
主な取り組み：  ・ 安全で憩える空間を確保するために、緑の基本計画に基づき、 ワー

クショップ方式など市民が参画できる体制を築きながら、公園、
緑地などの整備や改良を行います。

（2） 公園の適正管理
主な取り組み： ・ 安全で憩える空間を維持するために、地域で自主的に管理される

ような手法を検討します。
・ 公園などの安全安心を確保するために、施設の長寿命化＊計画の策

定を行います。
（3） 緑化推進

主な取り組み： ・ 季節を感じたり、自然とふれあえたりできるよう、緑の保全や緑
化の推進や緑化活動などの取り組みを市民、地域、事業者と協働＊

で実施するとともに、緑化意識の普及・啓発などを行います。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 公園・緑地を整備します。
・ 公共空間における緑の保全・推進を行います。
・ 緑に関する情報収集と情報提供を行います。
・ 公園愛護会活動などの地域活動への支援を行います。
・ 緑化の推進に関する市民活動への支援を行います。
・ まちの緑化や農地の保全を推進します。  

市 民 ・ 個人所有地での植栽や草花植付などによる緑の確保および維持管理を行います。
・ 公園愛護会活動などの地域活動へ参加をします。
・ 緑化の推進に関する市民活動へ参加をします。  

地域など ・ 公共性が高い民有地などを協働で緑化します。
・ 公園愛護会などの結成など地域活動へ参加をします。
・ 緑化の推進に関する市民活動へ参加をします。

事 業 者 ・ 工場などの敷地内を緑化します。
・ 公園愛護会活動などの地域活動へ参加をします。
・ 緑化の推進に関する市民活動へ参加をします。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
1人当たり都市公園面積
（m2）

2.59 2.70 2.79
市民１人当たりの都市公園面積を
増やすことをめざします。

② 年間植樹本数（本） 19,577 36,000 36,000
毎年度一定量の植樹本数の確保
をめざします。
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施策42　公共交通網の充実

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 八尾市域全体で見ると市内の東西方向に
は鉄道、南北方向には鉄道駅舎へつなが
る基幹路線バスが概ね整備されています。
しかし、一方で自家用車利用の増加によ
る公共交通の利用者離れなどにより地域
単位で見ると路線バスの減便や廃止など
が生じています。

[ 課 題 ]

・ 市民が便利だと感じる公共交通の充実が求められています。
・ 公共交通の利用促進が求められています。
・ ＪＲおおさか東線の全線開通に向けた促進が求められています。

めざす暮らしの姿

・ 来訪者を含めて誰もが移動しやすいまちとなっています。

基本方針

・ 誰もが円滑に移動できる交通環境の整備を進めるため、市民とともに交通問題について考え、
移動手段の具体化をめざします。

・ ＪＲおおさか東線の全線開通など、公共交通機関の整備を促進します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市交通基本計画
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公共交通が便利だと感じる市民の割合

（出所）八尾市民意識調査
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基
本
計
画
（
目
標
４
）

政策 9　まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

職住近在のにぎわいのある八尾目標 4

施策の体系

施策42　公共交通網の充実�����

（1） 地域公共交通の活性化
主な取り組み： ・ 地域と行政が交通について考える取り組みを進め、地域の交通利

便性を向上させる移動手段などの具体化をめざします。
（2） 公共交通の整備促進

主な取り組み： ・ 公共交通網の充実を図るため、ＪＲおおさか東線の全線開通など、
公共交通の整備を促進します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 公共交通事業者に積極的な事業展開を申し入れます。
・ 地域の交通利便性を向上させる移動手段などの具体化に向けて取り組みます。  

市 民 ・ 日常生活の中で、公共交通手段を利用します。

地域など ・ 地域における公共交通問題を地域の課題として考え、そして対応するための機
運を高めます。

事 業 者 ・ 公共交通利用者のニーズを踏まえた交通環境の提供に努めます。

そ の 他 ［国］　・地域の公共交通機関の維持に向けた財政支援の充実に努めます。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
公共交通が便利だと
感じる市民の割合（％）

55.4
（H22）

60 65
公共交通の利便性の実感が高ま
る状況をめざします。
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施策43　快適な生活環境づくり

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 生活様式の多様化や新たな環境問題の発
生により、生活環境に対する市民ニーズ
は年々変化しています。その中で住工混
在＊問題や大気・水質および騒音などの住
環境問題についても早急な対策と未然防
止に努め、ここ数年改善傾向にあります。 

[ 課 題 ]

・ 生活環境に対する多様な市民ニーズに対応するため、公害発生源の規制による公害の未然防止
を図るとともに、公共用水域の水質改善や良好な生活環境の保全活動を進めるために、市民・
事業者とのパートナーシップ＊による取り組みが必要です。

めざす暮らしの姿

・ 環境を意識した暮らしや事業活動により、河川や空気がきれいな状態で保たれています。
・ 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てい

ます。

基本方針

・ 公害の未然防止と、生活環境の改善をめざして、市民、事業者とのパートナーシップにより、
複雑多様化する環境問題への取り組みを進め、生活環境の保全を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市環境総合計画
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基
本
計
画
（
目
標
５
）

環境を意識した暮らしやすい八尾目標 5

政策 10　環境にやさしいまちづくり

施策の体系

施策43　快適な生活環境づくり

（1） 生活環境の保全
主な取り組み： ・ 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・実態調査・啓発活動な
どを実施します。

・ 大気・水質環境や地球温暖化問題の改善を図るため、自動車に係
る環境監視を強化し、低公害車の普及、エコドライブ啓発事業など、
市民・事業者への啓発を推進していきます。また、生活排水対策
の啓発活動を実施していきます。

・ 学校園、地域などにおける環境教育を推進します。  
（2） 環境総合計画の推進

主な取り組み： ・ 八尾市環境総合計画に基づき、環境政策を実施するとともに、効
果的な計画推進のための体制を整備し、施策の進行状況を取りま
とめ、評価、公表を行います。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 市民、事業者とのパートナーシップによる環境保全を推進していきます。
・ 市民、事業者へ環境関連情報を積極的に提供することにより、啓発活動を行っ

ていきます。
・ 公害発生源の規制により、公害の未然防止を図ります。

市 民 ・ 環境を意識した暮らしを心がけ、自ら率先して行動をしていきます。  

地域など ・ 地域における環境学習や環境保全への取り組みなど、地域が主体となる環境活
動を実施していきます。

事 業 者 ・ 環境を意識した事業活動を推進していきます。
・ 公害の発生を予防するとともに、近隣の生活環境に配慮します。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
環境保全行動を実施
している市民の割合（％）

30.1
（H22）

40 50
半数の人が何らかの行動をおこし
ていることを目標とします。

②
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（％）

− 33 67
H37 年（2025 年）に100％達成す
ることを目標とします。

③
環境基準適合率
（大気環境）（％）

98.2 100 100
毎年度100％達成することを目標
とします。
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施策44　きれいなまち八尾の実現

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 現在、八尾をきれいにする運動推進本部
の活動を中心に、地域における市内の美
化活動を実施しています。

 

[ 課 題 ]

・ 飼い犬のふん害に対する飼い主のマナー啓発や路上喫煙のマナー啓発などを実施して、さらな
る地域美化活動の活発化、市民の意識啓発を行う必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 美化をテーマにした市民活動や地域でのネットワークが強化されています。
・ 生活ルールやマナーが守られ、まちが美しく清潔に保たれています。
・ まちの美化をキーワードに、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

り組むようになっています。

基本方針

・ 地域での清掃活動や路上喫煙マナー啓発活動などの美化推進の取り組みを促進するとともに、
快適で美しいまちづくりを推進します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市環境総合計画
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基
本
計
画
（
目
標
５
）

政策 10　環境にやさしいまちづくり

環境を意識した暮らしやすい八尾目標 5

施策の体系

施策44　きれいなまち八尾の実現

（1） まちの美化推進
主な取り組み： ・ 地域での清掃活動や美化推進活動、路上喫煙マナーの向上に向け

て取り組みを実施することにより、市民、事業者、行政のパートナー
シップ事業を推進し、高い地域力の形成を図ります。

・ まちに対する愛着と地域のつながりを深めていくため、市民一人
ひとりがまちの美化について考え、積極的に取り組んでいくよう
に意識啓発を行っていきます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ まちの美化活動を推進・支援していきます。

市 民 ・ ごみやたばこのぽい捨てをしません。
・ ペットの飼い主は責任を自覚し、マナーを守ります。

地域など ・ 地域で美化活動に取り組みます。  

事 業 者 ・ 地域の環境美化活動に参加・協力します。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①

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

36.1
（H22）

48 60
6割以上の人が環境を意識するよ
うになることをめざします。

②
地域一斉清掃実施回数
（回）

352 380 400
地域での自主的な清掃活動の機
会が増え、快適で美しいまちづく
りが進むことをめざします。
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施策45　地球温暖化対策の推進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 世界的に気候変動が原因と考えられる自
然災害が発生し、食料不足、水不足が懸
念され、温暖化防止への市民の意識は高
まっており、これらを視野に入れたまち
づくりが必要となっています。

[ 課 題 ]

・ 八尾市域の温室効果ガス＊を削減するためには、まちづくりの中で温暖化対策を考え、システ
ムをつくる必要があり、計画策定と実行のために市民、事業者、行政の推進組織を設立し、取
り組みを進めることが大切です。

・ また、温暖化対策を進めるにあたっては、新たな環境産業を生み出し、雇用の拡大を図ること
が必要です。

めざす暮らしの姿

・ 環境を意識した暮らしや事業活動により、温室効果ガスの排出量が削減されています。

基本方針

・ 市民、事業者、行政のパートナーシップ＊のもと、市域の温室効果ガス削減のための取り組み
を進めるとともに、市役所自らも省エネルギー・省資源の推進を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市地球温暖化対策実行計画
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取るよう心がけている市民の割合

（出所）八尾市調べ

（％）

H22 （年度）H21

61.861.0



135

基
本
計
画
（
目
標
５
）

政策 10　環境にやさしいまちづくり

環境を意識した暮らしやすい八尾目標 5

施策の体系

施策45　地球温暖化対策の推進

（1） 地球温暖化対策実行計画の推進
主な取り組み： ・ 市域の温室効果ガスの削減を図るため、市民や事業者が参加する

地球温暖化対策に関する推進組織を中心とした活動を実施すると
ともに、市のあらゆる施策の実行段階において、温室効果ガス削
減を指標とした活動を取り入れていきます。

（2） 市役所における地球温暖化対策の推進
主な取り組み： ・ 市役所における省エネルギー、省資源化を実践することにより、

地球温暖化対策の率先垂範を行います。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 八尾市地球温暖化対策実行計画を策定し、推進組織を設立・拡大し、市民との
協働＊で温暖化対策に取り組んでいきます。

市 民 ・ 生活スタイルを省エネ型に転換していきます。
・ 環境に配慮した商品を購入していきます。

地域など ・ 自らの活動の中に環境配慮を入れていきます。
・ 住民に対する温暖化対策の啓発やその地域の特色を活かした対策を実施してい

きます。

事 業 者 ・ 環境マネジメントシステム＊の構築など環境を意識した事業活動を行っていきま
す。

・ 環境に配慮した商品を開発していきます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
市域の温室ガス排出量
（万 t-CO2）

150.5
（H19）

123 105
温室効果ガス排出量を減らしま
す。

②

日常生活の中で、地球
温暖化防止に役立つ
行動を取るよう心がけて
いる市民の割合（％）

61.8
（H22）

81 100
H32 年（2020 年）にすべての人が
何らかの行動を意識できることを
目標とします。

③
市役所での温室効果
ガス排出量（t-CO2）

22,921 21,997 20,905
温室効果ガス排出量を減らしま
す。
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施策46　資源循環への取り組み

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ ごみの減量については、平成8年（1996年）
から、5種分別指定袋制を導入しました。

・ 平成21年（2009年）のリサイクルセンター
竣工により、家庭系一般廃棄物の8種分
別＊に取り組んでいます。

・ 事業系一般廃棄物（可燃ごみ）については、
平成18年（2006年）から、収集運搬許可
制を導入しました。

[ 課 題 ]

・ 家庭系一般廃棄物の減量については、分別（リサイクル）を主として実施してきましたが、今
後は発生抑制（リデュース）の観点から取り組みが必要とされています。

めざす暮らしの姿

・ ３Ｒ＊（リデュース・リユース・リサイクル）によりごみの排出量が減少し、資源が循環して
利用されています。

基本方針

・ ごみの分別収集・処理などを行うことにより、ごみの減量化および適正処理やリサイクルを進
めるとともに、効率的な廃棄物処理体制を構築し、環境負荷の低減に配慮した廃棄物処理を推
進します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市環境総合計画、八尾市一般廃棄物処理基本計画
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基
本
計
画
（
目
標
５
）

政策 10　環境にやさしいまちづくり

環境を意識した暮らしやすい八尾目標 5

施策の体系

施策46　資源循環への取り組み

（1） 3Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進
主な取り組み： ・ ごみの発生抑制、再使用および資源の再生利用を図るため、3Ｒ（リ

デュース・リユース・リサイクル）を推進します。
（2） 効率的なごみ収集体制の構築

主な取り組み： ・ ごみの排出動向に的確に対応するため、効率的なごみ収集体制を
構築します。

（3） 広域的な廃棄物処理の推進
主な取り組み： ・ 広域処理や行政協力の観点から、大阪府をはじめ、他市町村と協力・

連携を行います。
（4） 環境衛生施設の適正管理の推進

主な取り組み： ・ 廃棄物の適正処理を推進するとともに、公衆衛生の維持向上に努
めるため、環境衛生施設の適正管理を図ります。

（5） し尿・浄化槽汚泥の適正処理の推進
主な取り組み： ・ 公衆衛生を維持、向上させるため、し尿・浄化槽汚泥の適正処理

を推進します。
（6） 環境学習・教育の推進

主な取り組み： ・ 学校や地域、リサイクルセンター学習プラザを拠点として環境学
習・教育を推進します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 資源循環のためのシステムづくりを行うため、行政、事業者および市民の 3 者
の協働＊を実現します。

市 民 ・ ごみ問題を解決するためには、市民一人ひとりの意識と行動がなによりも重要
であり、ごみの発生抑制と資源化に取り組みます。

地域など ・ 分別排出における啓発や地域における有価物集団回収など、市民（個人）では
取り組みが難しい課題に対して、地域などで連携した自主的な活動を行います。

事 業 者 ・ 省資源・低環境負荷の観点から、ごみとなる要素が少なくリサイクルしやすい
商品などを提供します。

・ 事業活動に伴って排出されるごみについて、減量化と適正処理に主体的に取り
組みます。

そ の 他 ・ 広域処理や行政協力の観点より、大阪府をはじめ、他市町村と協力・連携を行
います。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
1人1日当たりの
ごみ排出量（g/日）

845 760 680
発生抑制（リデュース）の観点よ
り、ごみの排出量が減っている
状況をめざします。

② 廃棄物の資源化率（％） 16.1 25 27
再生利用（リサイクル）および住
民参加の観点より、資源化が進
んでいる状況をめざします。

③
事業系一般廃棄物の
排出量（t）

22,908 21,800 20,700
発生抑制（リデュース）の観点よ
り、ごみの排出量が減っている
状況をめざします。
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施策47　治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 急速な都市化の進展に伴い、年々都市の
保水機能が減少し、雨水が短時間に流出
することによる浸水被害への対策が必要
になっており、公共下水道整備や河川改
修などの放流施設＊の整備と雨水流出抑制
施設＊の整備を進めています。

[ 課 題 ]

・ 地球温暖化などの影響により、台風の大型化や局地的な集中豪雨などの自然災害が増加する恐
れがあります。

・  水に親しむことができるような、「やすらぎ」と「うるおい」のある水辺環境の整備が望まれます。

めざす暮らしの姿

・ 公共下水道や河川・水路と流域対策としての貯留施設や浸透施設などの流出抑制施設である流
域対応施設＊の整備など、総合的な治水対策などにより、安全と安心を実感できるまちとなっ
ているとともに、水辺環境に配慮した「やすらぎ」と「うるおい」のあるまちとなっています。

基本方針

・ 河川の流下機能の向上のため、河川の改修、遊水地などの整備などを進めるとともに、流域の
保水機能の確保、安全な土地利用の誘導などにより、災害の防止と軽減に取り組みます。

・ 河川が本来持っている生物の良好な生育環境に配慮し、あわせて、自然環境を保全創出する親
水空間の整備など、自然や人にやさしい川づくりを進めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 寝屋川流域水害対策計画
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基
本
計
画
（
目
標
５
）

政策 11　安全で快適な水環境の整備

環境を意識した暮らしやすい八尾目標 5

施策の体系

施策47　治水対策と環境を意識した水環境の形成

（1） 河川・水路などの整備
主な取り組み： ・ 浸水被害の減少に向け、降雨時の増水による氾濫に対応した災害

に強い整備・改修を計画的に推進します。
・ 一級河川改修・恩智川治水緑地整備など、大阪府事業の早期完了

を働きかけます。
（2） 河川・水路などの維持・管理

主な取り組み： ・ 水辺環境の向上と長寿命化＊を意識した維持管理を行います。
（3） 降雨・浸水・土砂災害などの対策推進

主な取り組み： ・ 降雨・浸水・土砂災害などの減少に向け、学校貯留や開発事業な
どにおける流域貯留浸透整備事業などの実施により雨水流出量の
抑制を行います。

・ 雨量計の増設と雨量監視システムの充実、さらに防災施策とも連
携するなどして、市民への情報提供による被害防止への支援を実
施します。

（4） 親水空間の形成
主な取り組み：  ・ 環境に配慮したうるおいのある水辺の空間を形成するために、水

質向上を含む自然環境に配慮した親水施設を整備します。
・ 河川・水路などの愛護活動の拡大と支援策の充実に努めます。  

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 治水対策の効率的・効果的な各種整備事業および国・大阪府への要請を行います。
・ 治水強化に向けた情報の提供と支援を行います。
・ 実効的な雨水流出抑制指導を実施します。
・ コスト縮減に配慮した効果的な河川などの改修を行います。
・ 公共下水道事業計画との整合を図り、計画的、効果的な維持管理を行います。  

市 民 ・ 大阪府・八尾市などの治水対策に対する認識の向上、および事業への理解と協力、
ならびに洪水被害などに対する備えを行います。

・ 治水対策に関する各種整備事業に協力をします。
地域など ・ 大阪府・八尾市事業への地域調整などに協力をします。

・ 治水対策に関する各種整備事業への積極的な参加と愛護活動を実施します。
事 業 者 ・ 事業者の雨水流出抑制への理解と協力をします。

・ 治水対策に関する各種整備事業への積極的な参加をします。  
そ の 他  ［大阪府］　・未整備事業の早期着手に努めます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
寝屋川流域水害対策計
画の貯留量達成率（％）
（）は貯留量（万ｔ）

66.2
（25.5）

74.0
（28.5）

80.0
（31.0）

より高い治水安全度をめざしま
す。※本市における計画目標貯留
量 38.5 万ｔ



140

施策48　上水道の安定供給

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 水道事業は、原則として水道料金だけでま
かなう独立採算制により運営しています。

・ 水道料金は、人口減少や節水行動・節水
機器の普及浸透に加え、経済不況による
使用者数および使用量の減少などにより
減収となっており、この後もこの傾向が
続くものと予想されます。

・ また、八尾市では自己水源＊がなく、100％
大阪府営水道＊からの買い入れに依存して
います。

[ 課 題 ]

・ 今後、耐震化を含めた施設の更新費用に多額の資金が必要となり、財政への圧迫が懸念されます。
また、水需要構造の変化により、現行料金体系の逓

て い ぞ う ど

増度＊が高いことが減収の大きな要因のひ
とつとなっています。

・ なお、これまで大阪府営水道が行ってきた用水供給事業（淀川から取水し、浄水処理した水の
各市への卸売り）については、市民により身近な市町村で運営することが望ましいことなどか
ら、平成22年（2010年）11月に「大阪広域水道企業団」を設置し、平成23年（2011年）4月か
ら大阪市を除く府内市町村が共同でその経営にあたります。今後、市町村水道事業と連携した
事業の実施や人材 ･ 施設の共有、共同発注など、効率化を推進しつつ、府域水道事業全般の将
来にわたる安定した運営をめざしていきます。

めざす暮らしの姿

・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ます。

基本方針

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

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市水道ビジョン、第3次財政計画
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基
本
計
画
（
目
標
５
）

政策 12　安全安心な上水道の供給体制づくり

環境を意識した暮らしやすい八尾目標 5

施策の体系

施策48　上水道の安定供給

（1） 水道施設の基盤強化
主な取り組み： ・ 安全で安心な水道水を安定的に供給するため、計画的に水道施設

の耐震化や施設整備を進めます。
（2） 水道施設の維持管理

主な取り組み： ・ 安心して水道が利用できるため、水道施設の漏水調査などを拡充
し、適切な維持管理を進めます。

（3） 顧客満足度の向上
主な取り組み： ・ 水道事業に対する使用者の理解が深まり、顧客満足度が向上する

よう、下水道担当部局と連携しつつ、水道事業のＰＲに努めます。
（4） 健全経営の維持

主な取り組み： ・ 一層の事務効率化を図る一方、適正かつ妥当な料金制度の下で健
全経営を維持していきます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 地震などの災害に強く、かつ万全な水質管理などにより信頼性の高い水道を築
くことで、安全で安心な水を安定的に供給します。

・ 水道事業の健全経営を維持します。
・ 積極的な広報広聴活動により水道使用者に十分な情報提供を行います。

市 民 ・ ライフラインとしての水道の重要性を理解しています。
・ 八尾の水は高度浄水処理水＊であり、安全で安心かつ低価格であることを理解しています。
・ 貯水槽などを適切に管理します（共同住宅管理者）。
・ 使用水量に対しての料金は速やかに支払います。
・ 事業の計画、実施についてできるだけ協力をします。

地域など ・ 地域、ＮＰＯ＊などは緊急災害時の復旧活動に積極的に参加できるよう、日常か
ら水道局と共同して実地訓練や体制の整備を行います。

事 業 者 ・ ライフラインとしての水道の重要性を理解しています。
・ 八尾の水は高度浄水処理水であり、安全で安心かつ低価格であることを理解しています。
・ 貯水槽などを適切に管理します（共同住宅管理者）。
・ 使用水量に対しての料金は速やかに支払います。
・ 事業の計画、実施についてできるだけ協力をします。

そ の 他 ［国など］　・ 地下水利用や水循環などの観点から、省庁を越えた対応策を示すと
ともに、事業体に対し財源的措置を講じます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

① 管路の耐震化率（％） 10.1 18.7 26.8

導・送・配水管の耐震性能が高
まり、管路による早期の給水活
動再開が可能となっている状況を
めざします。

② 配水池耐震施設率（％）
※　
33.2

※　
33.2 70.2

配水池の耐震性能が高まり、早
期の応急給水や復旧が可能と
なっている状況をめざします。

※参考資料 208P〜 209P の②を参照下さい
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施策49　下水道事業の推進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 公共下水道事業は、現在、市街化区域での
整備を進めており、平成21年度末（2009
年度末）の整備人口普及率は81.7％となっ
ています。

[ 課 題 ]

・ 公共下水道の整備完了をめざすには、市街化調整区域＊を含めた未整備区域の整備が必要です。
・ 今後、耐用年数を超える老朽管が増加することから、これらの管

かんきょ

渠＊の長寿命化＊対策を進める
など、発生対応型維持管理から予防保全型維持管理への転換が求められています。

・ 下水道整備の進捗に伴い、管理運営費の増加が予想されます。厳しい財政状況の中で、今後、
人口減少、少子高齢化などの社会情勢の変化に対応するためにも、財源の適正な確保はもとよ
り健全な下水道事業の運営を図り、将来にわたる安定的な経営を行う必要があります。

・ 限りある水資源を有効活用し、循環型社会の形成をめざす一環として「健全な水循環の再構築」
への取り組みが求められています。

めざす暮らしの姿

・ 公共下水道が整備されていることにより、浸水の防除、生活環境の改善および公共用水域の水
質保全が図られ、市民の生命・財産と水環境が守られています。

・ 下水道資源の有効活用を図ることにより、地球環境を意識した、「ゆとり」と「うるおい」の
ある環境が提供されています。

基本方針

・ 浸水のない安全で安心なまちづくりおよび市民の快適な生活環境を実現するため、公共下水道
整備を計画的に推進し、適切な維持管理と計画的な改築・更新事業を実施するとともに、経営
の健全化に努めます。

・ 「健全な水循環の再構築」への取り組みとして、下水処理水の有効活用を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 大阪湾流域別下水道整備総合計画、大阪府流域下水道事業計画、
八尾市生活排水処理基本計画、八尾市下水道事業経営健全化計画
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基
本
計
画
（
目
標
５
）

政策 13　公共下水道の整備

環境を意識した暮らしやすい八尾目標 5

施策の体系

施策49　下水道事業の推進

（1） 下水道施設の整備
主な取り組み： ・ 浸水の防除、生活環境の改善、公共用水域の水質保全を目的として、

市街化調整区域を含めて平成32年度（2020年度）での公共下水道
の整備完了をめざします。

（2） 下水道施設の維持・管理
主な取り組み： ・ 公共下水道の安定したサービスを提供するため、適正な維持管理

に努め、敷設年度の古い排水区の長寿命化計画を策定し、老朽管
の改築・更新事業を実施します。

（3） 健全な下水道事業の経営
主な取り組み： ・ 安定的な下水道経営を行うため、資本費＊の抑制を図りつつ、接続

率の向上などによる収入の確保に努めるとともに、経営状況の明
確化に取り組みます。

・ 効率的な事業の推進と接続率向上のため、下水道の普及宣伝・広
報活動および接続指導・勧奨活動を強化します。

（4） 下水道資源の有効活用
主な取り組み： ・ 「健全な水循環の再構築」への取り組みとして、「竜華水みらいセン

ター＊」の下水処理水の有効活用事業を実施します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 効率的な公共下水道整備と計画的な維持管理を行います。
・ 健全な下水道経営を行います。
・ 「竜華水みらいセンター」の下水処理水の有効活用を図ります。

市 民 ・ 下水道の供用開始後、速やかに公共下水道への切替工事を行います。
・ 生ごみや油などを流さないようにし、適正な使用に努めます。
・ 適正な費用負担をします。

地域など ・ 地域ぐるみで雨水ますなどの清掃を行います。
・ 市と協働＊し、公共下水道への切替に取り組みます。

事 業 者 ・ 下水道の供用開始後、速やかに公共下水道への切替工事を行います。
・ 法令に定められている水質基準を遵

じゅんしゅ

守します。
・ 適正な費用負担をします。

そ の 他 ［国］　　　・必要に応じた財政支援を行います。
［大阪府］　・流域下水道の早期整備を図るとともに、適正な維持管理に努めます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
公共下水道（汚水）
整備人口普及率（％）

81.7 92 100
すべての市民が下水道を利用で
きるようにします。

② 公共下水道接続率（％） 89.2 90 92
接続率 100％をめざし、速やかな
公共下水道への切替を促進します。
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施策50　一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちづくり

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ すべての人権が尊重される社会の実現に
向けて、｢八尾市人権尊重の社会づくり条
例｣（平成13年（2001年）施行）に基づく
審議会を設置しています。

・ 八尾市では、人権施策推進本部を設置し、
総合的かつ効果的に人権施策の推進を
図っています。

・ 八尾市人権教育・啓発プランに基づき、
八尾市の各部署に人権主担者を設置し、
人権啓発を進めています。

・ 社会的身分、人種、民族、性別、障がい
のあることなどにより人権が侵害されて
いる現実があります。

[ 課 題 ]

・ 人権教育・啓発を一層推進するため、関係機関と連携した推進体制の充実を図る必要があります。
・ 市が行う施策を八尾市人権教育・啓発プランに基づき、評価するしくみづくりが必要です。

めざす暮らしの姿

・ 人権が尊重され、ともに認めあい、幸せに暮らしています。

基本方針

・ 人権尊重社会を推進するため、関係機関と連携した推進体制を充実させるとともに、八尾市人
権教育・啓発プランの推進を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市人権教育・啓発プラン
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社会が実現していると思う市民の割合

（出所）八尾市民意識調査
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

みんなでつくる八尾目標 6

政策 14　人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策の体系

施策50　一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちづくり

（1） 人権尊重社会の推進体制の充実
主な取り組み： ・ すべての人権が尊重される社会の実現に向けて、関係機関と連携

した推進体制の充実に努めます。
（2） 人権教育・啓発プランの進行管理

主な取り組み： ・ 八尾市人権教育・啓発プランに基づく、各施策の進捗状況の把握
と評価を行います。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 人権尊重の社会の実現に向け、推進体制の充実をめざします。
・ 八尾市人権教育・啓発プランに基づき、各施策・事業の進捗状況の把握と評価

を行います。

市 民 ・ 人権尊重の社会づくりを推進する体制の充実に努めるため、自らがまちづくり
の担い手となるべく努めます。  

地域など ・ 地域において、人権尊重の社会づくりを推進する体制の充実に努めるため、市
と連携を図ります。

事 業 者 ・ 職場において、人権尊重の社会づくりを推進する体制の充実に努めるため、市
と連携を図ります。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①

人権が尊重され、
ともに認めあい、
幸せに暮らせる社会が
実現していると思う
市民の割合（％）

25.6
（H22）

48 70
人権が尊重される社会が実現さ
れていると思う市民の増加をめざ
します。

②
市役所の職場人権研修
の参加者数（人）

534 600 660
人権尊重社会の実現に向けて、
職場研修の充実をめざします。
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施策51　人権意識の高揚と差別のない社会の推進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 人権教育・啓発を進めるため、学校など
での取り組みや職場での取り組み、地域
での取り組みなど、身近なところで、さ
まざまな取り組みを行っています。

・ 性別による差別やＤＶ（ドメスティック
バイオレンス）＊、児童虐待＊など子どもの
人権問題をはじめ、障がいのある人、外
国人、同和問題といったマイノリティ＊に
対する差別など、人権が侵害されている
現実があります。

[ 課 題 ]

・ 学校、職場、地域など、身近なところでの人権啓発を推進し、より効果的な取り組み手法など
について、検証や検討を進める必要があります。

・ 差別のない社会の実現に向けて、差別の実態把握に努めるとともに、当事者の想いや願いを受
け止め、取り組みを進める必要があります。

・ 市民が日常生活の中で直面するさまざまな人権問題の解決を図るため、相談などの充実が必要
です。

めざす暮らしの姿

・ 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ます。

基本方針

・ 差別のない社会の実現に向けて、人権啓発を推進するとともに、差別をなくすための取り組み
を進めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市人権教育・啓発プラン

0

20

40

60

80

社会的身分、人種、民族、年齢、性別、障がいのある
ことなどによる差別がなくなったと思う市民の割合

（出所）八尾市民意識調査

（％）
100

H20 H22 （年度）H18

27.8
32.033.8
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 14　人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策51　人権意識の高揚と差別のない社会の推進

（1） 人権啓発の推進
主な取り組み： ・ 市民、事業者などの人権意識の向上を図るため、啓発事業を実施

するとともに、市民による啓発活動への支援を行います。
（2） 差別をなくすための取り組みの推進

主な取り組み： ・ 差別の実態を把握し、差別をなくすための取り組みを推進すると
ともに、当事者が参画できるしくみづくりに努めます。また、課
題解決に向けた相談などの充実を図ります。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 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を実施します。

・ 差別の実態把握に努め、人権相談の充実を図ります。
・ 当事者が参画できるしくみづくりに努めます。

市 民 ・ 人権意識の高揚と差別のない社会を推進するため、学校・職場・地域などあら
ゆる場において互いに人権を尊重し、人権意識の向上に向けた取り組みに努め
ます。

地域など ・ 人権意識の高揚と差別のない社会を推進するため、地域において、人権意識の
向上に向けた取り組みに努めます。

事 業 者 ・ 人権意識の高揚と差別のない社会を推進するため、職場において、人権意識の
向上に向けた取り組みに努めます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①

社会的身分、人種、民族、
年齢、性別、障がいの
あることなどによる
差別がなくなったと思う
市民の割合（％）

32.0
（H22）

51 70
あらゆる人権が尊重される社会
が実現されていると思う市民の増
加をめざします。

②
人権啓発事業の参加者
数（人）

1,268 1,380 1,480
施策担当課が所管する人権啓発
事業へ参加する市民の増加をめ
ざします。
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施策52　多文化共生＊の推進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 日本の外国人登録者数は、平成21年（2009
年）末現在で約219万人となっています。
八尾市の外国人登録者数は、大阪府下で4
番目であり、48カ国約6,800人（平成22
年（2010年）10月末）の外国人市民が在
住しています。外国人市民の人口は、現
在減少傾向にあります。その内訳として
は、韓国・朝鮮籍市民は減少し、中国籍、
ベトナム籍などの外国人市民が増加して
います。

[ 課 題 ]

・ 今後、アジアを中心とする研修生・技能実習生・留学生の増加が予想されることや、さまざま
な国籍を持つ市民への生活支援などが多様化しており、こうした状況に応じた施策を推進して
いくことが必要です。

めざす暮らしの姿

・ 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ます。

基本方針

・ 外国人市民が安心して生き生きと生活できるように、相談の充実を図るとともに、国籍、民族、
文化などの違いを尊重し、互いから学びあい、ともに生活できる地域社会に向け、多文化共生
のまちづくりを推進します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市国際化施策推進計画

0

2,000

4,000

6,000

8,000

外国人登録数

（出所）八尾市統計書

（人）
10,000

（年度）H18 H19 H20 H21H17

7,415 7,236 7,149 6,951
7,445
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 14　人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策52　多文化共生の推進�����

（1） 多文化共生のまちづくりの推進
主な取り組み： ・ 外国人市民が安心して生活できる地域づくりを形成するため、コ

ミュニケーション支援や生活支援など、多文化共生社会の実現に
向けたまちづくりを推進します。

（2） 国際化施策推進計画の推進
主な取り組み： ・ 国籍、民族、文化などの違いを尊重し、互いから学びあい、とも

に生活できる地域社会を創造するため、国際化施策を推進します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 外国人市民へのさまざまな支援やまちづくりの参画のしくみづくりなど、多文
化共生社会の実現に向けたまちづくりを総合的に推進します。

市 民 ・ 社会のあらゆる分野での多文化共生社会形成の推進に寄与します。

地域など ・ さまざまな国籍・民族・文化の違いを尊重して活動を行います。
・ 地域活動への外国人市民の参加を促します。
・ 外国人市民への地域情報の提供に努めます。

事 業 者 ・ 事業活動で多文化共生社会形成を推進していきます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
市役所の通訳配置日数
（日）

320 320 320
市役所窓口通訳の配置日数の維
持をめざします。

②
外国人市民相談事業
件数（件）

667 700 800
相談事業の PR・周知により、相
談件数の増加をめざします。

③
八尾市ホームページの
外国語ページ（5ヶ国語）
の年間アクセス数（件）

2,852 20,000 25,000

ホームページの PR・周知によ
り、相談件数の増加をめざします。
（H21年度の年度途中からの事業
開始のため、H21年度の現状値
は 2ヶ月分の実績値）
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施策53　平和意識の向上

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 八尾市は昭和58年（1983年）に「非核・
平和都市宣言」を行い、日本非核宣言自
治体協議会への加入や平和市長会議に加
盟し、全国の自治体と連携した活動を行っ
ています。

・ 終戦から半世紀以上が経過し、戦争を知
らない世代が多数を占めるようになって
います。

[ 課 題 ]

・ 戦争を知らない世代が多くを占める中で、戦争の悲惨さや平和の大切さをどのように伝えてい
くかが、課題となっています。

めざす暮らしの姿

・ 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ます。

基本方針

・ 戦争のない、核兵器のない、国際平和に貢献する地域社会を創造するため、平和意識の高揚を
図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －

0

1,500

3,000

4,500

6,000

非核・平和啓発事業の参加者数

（出所）八尾市調べ

（人）

H18 H19 H20 H21（年度）H17

5,777

3,082 3,381
3,863

3,256
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 14　人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策53　平和意識の向上

（1） 平和意識の高揚
主な取り組み： ・ 市民一人ひとりが戦争の悲惨さや平和の大切さを認識し、戦争の

ない、核兵器のない、国際平和に貢献する地域社会を創造するた
めに、平和に関する啓発事業を実施します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 市民の平和意識の高揚を図ります。
・ 世界の政府・市民に向けて平和の大切さをアピールします。

市 民 ・ 子どもたちに平和の大切さを伝えていきます。
・ 世界平和の大切さを一人ひとりが意識し、啓発に努め、国際平和に向けた活動

に支援・協力をします。

地域など ・ 平和な社会の実現に向けた、啓発などの自主的な取り組みを進めます。

事 業 者 ・ 社会貢献活動として国際協力・国際貢献活動を実施・協力します。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
非核・平和啓発事業の
参加者数（H21からの
累積人数）（人）

3,863 22,000 37,000
非核・平和に関わる啓発事業へ
の参加者が増えている状況をめざ
します。

②

八尾市が行っている
非核・平和啓発事業を
知っている市民の割合
（％）

14.5
（H22）

20 25
非核・平和に関わる啓発事業の
認知度を高めていくことをめざし
ます。
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施策54　地域のまちづくり・地域活動への支援

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 八尾市では地区福祉委員会＊、地区自治振
興委員会＊、コミュニティセンター運営協
議会＊などの地域活動のしくみがありま
す。また、市においてもこれまで、組織
や人などの地域資源を活かしたまちづく
りのため、地域経営の考え方を導入する
など、市民と行政の協働＊態勢の構築に努
めてきており、協働のまちづくりが確実
に進みつつあります。

[ 課 題 ]

・ 社会状況やプライバシー意識の変化などにより、地域での人のつながりも変化しています。
・ ライフスタイルの多様化により、かつてのような緊密な地縁関係をそのまま継続することが困

難となる状況も生じています。
・ 今後のまちづくりにおいては、全て行政が担うのではなく、行政がすべきことは行政が責任を

持って行い、地域でしかできないこと、地域で行う方が効果の上がることについては地域が行っ
ていくことが重要です。そのためには、市民が地域活動に興味を持ち参加できるよう、地域活
動についての情報提供、研修の機会を設けることおよび地域活動の拠点の充実などについて検
討していくことが必要となります。

めざす暮らしの姿

・ 暮らしやすい地域づくりのため、行政と市民との役割分担を明確にします。
・ 地域への関心が高まり、地域活動に参加する市民が増えていきます。
・ 地域に暮らす人がお互いを思いあって暮らします。

基本方針

・ コミュニティの活性化を図るため地域活動の支援、情報の提供を行います。
・ 地域活動の拠点となる施設の整備・充実に努めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －

0

500

1,000

１日平均のコミュニティセンター利用者数

（出所）八尾市調べ

1,500
（人）

H18 H19 H20 H21（年度）H17

882 879 906 902897
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 15　市民協働と地域自治の推進

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策54　地域のまちづくり・地域活動への支援�����

（1） コミュニティ活動の促進・支援
主な取り組み： ・ 地域活動が活発に展開できる環境づくりに努めます。

・ 地域での計画的なまちづくりの実現に向けて「（仮称）わがまち推
進計画＊」の策定を支援します。

・ 地域でのまちづくり支援のため、市の体制を整備します。
・ 地域予算制度＊のしくみを整え、その活用を促進します。

（2） コミュニティ施設の整備・充実
主な取り組み： ・ 地域活動の拠点となる施設の整備・充実に努めます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 地域でのまちづくりが実現できるよう、地域と向きあう行政のあり方を検討し
ます。

・ 地域でのまちづくりが実現できるよう、必要なしくみづくりや、活動拠点の充
実に努めます。

・ 活動団体間相互の連携が図れるよう、情報提供およびコーディネートを行いま
す。

・ 多くの市民の地域活動への参加を促進します。  

市 民 ・ 住民として地域でのまちづくりに対する理解に努め、「（仮称）わがまち推進計画」
の策定や地域活動に参画するよう努めます。

地域など ・ 多くの住民が参画できる組織となるよう努めます。
・ 交流・連帯を深められるような地域活動を行います。
・ 効果的なまちづくりが実現できるよう、地域での「（仮称）わがまち推進計画」

を策定します。  

事 業 者 ・ 重要な地域資源として地域で果たすべき役割を自覚し、地域でのまちづくりに
積極的に参加します。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
「（仮称）わがまち推進
計画」を策定している
校区の割合（％）

− 100 100
市内全域で「（仮称）わがまち推
進計画」が策定されている状態
をめざします。

②
1年間のコミュニティ
センター利用者数（人）

323,868 345,300 354,300
コミュニティセンターの利用者が
多くなることをめざします。
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施策55　市民の社会貢献活動＊の促進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 近年、協働＊のまちづくりの担い手として
市民活動に対する期待が高まってきてい
ます。八尾市においても、さまざまな分
野で、多くの市民活動が活発に行われて
います。

[ 課 題 ]

・ より多くの市民活動団体がまちづくりに参画するためには、行政の持つ情報をできる限り公開
することが必要です。

・ 市民活動団体がまちづくりのパートナーとして活躍するためには、市民活動団体がまちづくり
を担える力を高めていくことが期待されます。

めざす暮らしの姿

・ さまざまな市民活動が互いにつながりをもって展開され、協働のまちづくりの担い手となって
います。

基本方針

・ 社会貢献活動が地域社会において果たす役割の重要性に鑑み、社会貢献活動の健全な発展を促
進するため、ＮＰＯ＊などに関するさまざまな情報の提供および相談・コーディネート機能の
強化を図るとともに、団体相互のネットワーク化や活動を担う人材の確保およびリーダーの育
成、個々の独立性や自主性を尊重した活動の支援などを推進します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －

0

50

100

150

市民活動団体と協働した事業数

（出所）八尾市調べ

（事業）

H17 H18 H19 H21（年度）H20

33

52

73

115

84
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 15　市民協働と地域自治の推進

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策55　市民の社会貢献活動の促進

（1） 市民活動の促進・支援
主な取り組み： ・ 市民との協働事業の促進のために、市民活動団体がまちづくりの

パートナーとして、まちづくりを担える力が高まるように、市民
活動団体の支援を行います。

・ 市民活動が活発に行われるための拠点を充実します。
・ より多くの市民に市民活動への関心を持ってもらうよう啓発活動

を行います。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 市民活動を支援します。

市 民 ・ 市民一人ひとりが社会的問題や地域の抱える問題に対して、その解決に向けて
自らが活動します。  

地域など ・ 市民活動団体がまちづくりのパートナーとして、まちづくりを担える力をつけ
ます。

事 業 者 ・ さまざまな市民活動と連携・協力できるような関係をつくります。   

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
市民活動団体と
協働した事業数（事業）

115 177 230
市民活動団体と協働した事業数
が増加している状況をめざしま
す。
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施策56　男女共同参画の推進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 若い世代を中心に男女の役割を固定化し
ない考え方や男女平等・男女共同参画の
意識は広がりはじめていますが、平成19
年度（2007年度）に八尾市が実施した男女
共同参画についての意識調査では、さま
ざまな分野で男性優位の考え方が依然と
して根強く残っていることが示されてい
ます。また、同調査では、固定的な役割
分担意識も依然として根強く残っている
ことも示されており、女性の社会進出や
経済的自立を阻む要因となっています。

[ 課 題 ]

・ 男女がともに個性と能力を発揮することができるように、男女共同参画意識の高揚を図り、さ
まざまな分野への男女共同参画を推進する必要があります。

・ 結婚や出産・育児を機に仕事を離れる女性が数多く存在することから、仕事と生活のバランス
（ワーク・ライフ・バランス＊）や子育て支援に対する取り組みを進める必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 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
かちあっています。

・ 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
しています。

基本方針

・ 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
かちあえるように男女共同参画意識の高揚を図ります。

・ 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
できるように、審議会や地域活動をはじめとするさまざまな分野への男女共同参画を促進する
とともに、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）＊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ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画  やお女と男のはつらつプラン
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審議会、委員会などにおける
女性委員の登用の割合

（出所）八尾市調べ

（％）

H17 H18 H19 H20 H21（年度）

24.6 23.7 25.7 26.0 28.4
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 15　市民協働と地域自治の推進

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策56　男女共同参画の推進

（1） 男女共同参画意識の高揚
主な取り組み： ・ 性別による固定的な役割分担意識がなくなり、男性も女性も充実

した仕事や家庭生活を営むことができるように、男女共同参画の
視点に立った講座やセミナーの開催、仕事と生活のバランスの考
え方の普及などに取り組みます。

（2） 女性相談・支援体制の充実
主な取り組み： ・ 性別に関わりなく自分らしく個性と能力を発揮し、自分らしい生

き方ができるようになるために、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ります。

（3） さまざまな分野への男女共同参画の促進
主な取り組み： ・ 地域コミュニティで多くの男女が生き生きと活躍できるために、

審議会や地域活動などさまざまな分野への男女共同参画を促進す
る取り組みを進めます。  

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 男女共同参画の推進に関する施策を総合的・計画的に策定・実施し、男女共同
参画推進条例、やお女と男のはつらつプランの実現化を図ります。  

市 民 ・ 男女平等・男女共同参画についての理解を深め、あらゆる場で男女共同参画の
推進に努めます。

地域など ・ それぞれの地域コミュニティの特性を活かしながら、男女を問わずすべての人
が生き生きと自分らしく活躍できるように努めます。  

事 業 者 ・ 職場における男女平等・男女共同参画を推進します。また、職業生活と家庭生
活の両立支援のための環境整備に努めます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
審議会、委員会などに
おける女性委員の
登用の割合（％）

28.4 35 40

H20 年（2008 年）における国の割
合は 32.4％です。H32 年（2020
年）における国の目標である40％
をめざします。

②
男女共同参画が
実現していると思う
市民の割合（％）

30.9
（H22）

50 55

市民の半数以上が、性別に関わ
らず互いに認めあえる差別のない
社会が実現していると感じられる
状態をめざします。
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施策57　計画行政の推進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 八尾市総合計画については、市民に十分
に認知されていない状況にあります。

・ 施策の課題、問題点や実現状況については、
市民意識調査を実施し把握に努めていま
す。

・ 総合計画の進捗管理にあたっては、市に
おいて行政評価を行っています。

[ 課 題 ]

・ 市民に総合計画の周知を図ることにより、市の方向性を共有していく必要があります。
・ 総合計画の進捗状況については、市民に分かりやすくすることが必要であり、行政経営について、

市民がチェックできるしくみづくりの検討が必要です。

めざす暮らしの姿

・ 明確な方向性のもと、市民の期待に応える成果を生み出し、市民が行政活動に満足しています。
・ 八尾市の特性に即した独自性のある施策・サービスが開発・提供されています。

基本方針

・ 総合計画の実現を図ることで、市民の満足度を向上させるとともに、八尾市の魅力やイメージ
を向上させ、「住んでみたい、住み続けたい」と思うまちづくりを進めます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －
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住み続けたいと感じる市民の割合

（出所）八尾市民意識調査

（％）

H19 H20 H21 H22（年度）H17

68.8
77.3 79.9 79.7

68.8
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 16　信頼される行政経営の推進

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策57　計画行政の推進

（1） 計画行政の推進
主な取り組み： ・ 八尾市の魅力が向上することで、「住んでみたい、住み続けたい」

と思う市民が増えるよう、実施計画の着実な推進などを通して、
総合計画の実現を図ります。

（2） 行政評価の実施
主な取り組み： ・ 市政に市民の意見が反映されやすくなるよう、行政評価を実施し

たうえで、総合計画の進捗状況を分かりやすく情報提供するとと
もに、行政経営について、市民がチェックできる制度を検討し、
導入を図ります。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 総合計画の実現に向け、実施計画などを策定します。
・ 総合計画の進捗状況を公表します。  

市 民 ・ 市政やまちづくりに関心を持ちます。
・ 市民が果たす役割を認識し、実行します。
・ 市政やまちづくりの評価に協力します。  

地域など ・ 地域が果たす役割を認識し、実行します。
・ 市政やまちづくりの評価に協力します。

事 業 者 ・ 事業者が果たす役割を認識し、実行します。
・ 市政やまちづくりの評価に協力します。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
住み続けたいと感じる
市民の割合（％）

79.7
（H22）

90 100

全国的に人口減少が進む中、本
市の人口減少を抑制するため定
住意向をさらに高めていくことを
めざします。

②
八尾市の取り組みに
満足している
市民の割合（％）

48.2
（H22）

60 75
行政の取り組みについて、市民満
足度が、より向上している状況を
めざします。
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施策58　広域行政の推進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 広域行政の取り組みについては、日常生
活圏の広域化や行政需要の高度化・専門
化、効率的・効果的な事務処理への要請
などに対応するべく、これまで地理的に
も近接し、市民の生活圏が重なるなど、
密接なつながりを持つ近隣都市と協議会
などを設置し、地域の発展のためにさま
ざまな検討を進め、可能なものから進め
てきたところです。

（設置されている広域行政に係る協議会）
・ 「大阪市隣接都市協議会＊（昭和31年（1956年）設置）」　（大阪市に隣接する11市で構成）
・ 「大阪 ･ 八尾両市行政協力協議会＊（昭和36年（1961年）設置）」　（大阪市、八尾市で構成）
・ 「中河内地域広域行政推進協議会＊（昭和55年（1980年）設置）」　（東大阪市、柏原市、八尾市

で構成）

[ 課 題 ]

・ 行政サービスの広域化および高度化に対応できるよう、また、より効率的・効果的な行政サー
ビスの提供が図れるよう、さらには国の地方分権に伴う事務権限の移譲に対応できるよう、近
隣都市と連携しながら、課題解決を図っていく必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 近隣都市との連携が行われ、行政サービスが効率的・効果的に提供されています。

基本方針

・ 広域的な行政課題について、近隣都市と積極的に研究・検討を行い連携して取り組むことで、
行政サービスをより効率的・効果的に提供し、市民の満足度を向上させます。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －
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近隣都市との事務の共同処理件数

（出所）八尾市調べ
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161

基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 16　信頼される行政経営の推進

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策58　広域行政の推進

（1） 広域行政の推進
主な取り組み： ・ 行政サービスに対する市民の満足度が向上するよう、広域行政に

係る協議会などの活動を通して、さまざまな取り組みを進めます。
・ 近隣都市との共通課題について、連携、共同して解決方策の検討

を進めます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 広域行政を推進します。

市 民 ・ 近隣都市と連携、共同して行われる広域行政について理解を深めます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
八尾市の取り組みに
満足している
市民の割合（％）

48.2
（H22）

60 75
八尾市の取り組みについて、市民
満足度が、より向上している状況
をめざします。

②
近隣都市との事務の
共同処理件数（件）

27 31 35

近隣都市と事務の共同処理を行
うことで、行財政基盤の強化を図
るとともに、行政サービスの利便
性を高めていくことをめざします。
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施策59　行財政改革の推進

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 地方分権に伴い、事務の権限移譲や国の
補助金の交付金化などが進むことにより、
八尾市が行う事業の範囲や実施手法につ
いて、市の力量が問われています。

・ 厳しい財政状況のもと、必要とされる行
政サービスの提供を行っていくために、
行財政改革に取り組んでいます。

・ 国においては電子自治体＊の構築に向けてさ
まざまな視点から検討が行われています。

[ 課 題 ]

・ 限られた財源と人材を有効に活用するために、優先して実施する施策や行政サービスの選択が
必要です。

・ すべての職員が行財政改革の必要性や重要性を認識するとともに、さらに組織として行財政改
革に積極的に取り組んでいく姿勢が必要です。

・ 国において示される方向性や各自治体での取り組み事例、実証実験などを踏まえて、行財政改
革や行政サービス向上の視点から、本市における効果的なＩＣＴ＊（情報通信技術）の活用方
策を見極めることが必要です。

めざす暮らしの姿

・ 将来都市像の実現に向けて、政策を計画的に推進することにより、市民の期待に応える成果を
生み出すためには、持続可能な行政経営を行う必要があり、そのために行財政改革を推進して
います。その結果、市民が行政活動に満足し、八尾市に住み続けたいと実感して、「わがまち・
八尾」への愛着を感じています。

・ 行政経営にあたり、民間活力の活用が効果的に行われています。
・ ＩＣＴの活用により、効率的・効果的な行政経営と豊かな市民生活の創造を実現しています。

基本方針

・ 行政の役割を見直し、民間の経営手法や活力を積極的に活用するなど、効率的・効果的なサー
ビス提供体制を構築し、持続可能な行政経営をめざします。

・ 組織体制の整備を図ることで行政への信頼度を高めます。
・ ＩＣＴの積極的な活用により、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めざ

します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 八尾市行財政改革プログラム
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行財政改革アクションプログラムに計上した項目のうち、
実施した取り組み内容の割合

（出所）八尾市調べ
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 16　信頼される行政経営の推進

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策59　行財政改革の推進

（1） 計画的な行財政改革の推進
主な取り組み： ・ 市民の行政サービスへの満足度の向上と経費削減による効率的・効果的な

行政経営が行われるよう、中期財政見通しを見据えて策定する八尾市行財
政改革プログラムに沿って、行財政改革の取り組みを全庁的に推進します。

（2） 組織体制の整備
主な取り組み： ・ 組織力を活かした行政経営が行われるよう、簡素で効率的・効果

的な組織体制を構築するとともに、内部統制＊の取り組みを進め、
監査制度などの充実を図ります。

（3） 公民協働＊による行政サービスの提供
主な取り組み： ・ 市民・事業者などとの適切な役割分担に基づく協働＊手法により、民間

の経験、技術や知識などを活用し、経費削減のみでなく、市民の満足
度を高める効率的・効果的な行政サービス提供のしくみを構築します。

（4） 電子自治体の構築
主な取り組み： ・ 全庁的に積極的なＩＣＴの導入・活用を図ることにより、行政サービス

の高度化を進めるとともに、効率的・効果的な行政経営の推進を図ります。
・ 国の動向、市民ニーズなどの把握に努めつつ、効果性・必要性を

十分踏まえたうえでＩＣＴの適切な活用を進めます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 行財政改革を継続して実施し、その効果の検証を行います。
・ 行政サービスの実施主体の見直しや、行政の役割について、市民や地域から理

解が得られるように説明責任を果たします。
・ 行財政改革の推進を通じて、職員の意識改革を進めます。
・ ＩＣＴの活用を効果的に進めるため、国の動向や市民ニーズの把握に努めます。

市 民 ・ 行政の活動や身近な地域でのまちづくりに関心を持ちます。
・ 社会状況に応じた市民と行政の役割について理解を深めます。

地域など ・ 地域が主体的に行えることは地域で行います。
・ 社会状況に応じた地域と行政の役割について理解を深めます。

事 業 者 ・ 八尾市から行政サービスを受託したときは、適切にサービスを提供します。
・ 社会状況に応じた事業者と行政の役割について理解を深めます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
八尾市の取り組みが
改善されていると
思う市民の割合（％）

22.5
（H22） 25 30

行財政改革を推進することによっ
て八尾市の取り組みが改善されて
いると思う市民の割合が増えてい
る状況をめざします。

②
八尾市の取り組みに
満足している
市民の割合（％）

48.2
（H22） 60 75

八尾市の取り組みについて、市民
満足度が、より向上している状況
をめざします。

③
八尾市の主要情報
システムに係る経費の
削減割合（％）

7.9 20 20 H20 年度の経費（982,824 千円）
に対して20％の削減をめざします。
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施策60　行政情報の提供と個人情報保護

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 誰もが日常生活に必要な情報を必要なと
きに手に入れることができるよう、「市政
だより」をはじめ、ホームページやコミュ
ニティＦＭ＊など、さまざまな媒体を活用
しながら情報提供に努めています。

・ 「市政だより」の点字版および録音テープ
版の作成、市ホームページでの「音声版
市政だより」の掲載、ホームページへの
音声読み上げ機能の搭載などを行ってい
ます。

・ 平成10年（1998年）に八尾市個人情報保護条例を制定し、プライバシーが侵害されないよう、
適正な個人情報の取り扱いを行うとともに、本人が自分の個人情報を見たり、訂正などを求め
る権利を保障しています。

[ 課 題 ]

・ 「市政だより」の情報提供量に限界があります。
・ ホームページの操作やアクセスが困難である方への対応が必要です。
・ 市民の個人情報を守るため、高度なセキュリティ対策を常に講じる必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 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ています。
・ 個人情報が適切に保護されており、安心して生活できています。

基本方針

・ さまざまな媒体を活用して情報提供を行うことで、誰もが必要とする情報を得るための環境を
整備するとともに、八尾市が保有する個人情報の保護を徹底します。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －
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80

100

市役所で行っていることについて、
知りたいときに知りたい情報を入手できた市民の割合

（出所）八尾市調べ

（％）

H20 （年度）H18

36.033.5
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 16　信頼される行政経営の推進

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策60　行政情報の提供と個人情報保護

（1） 広報機能の充実
主な取り組み： ・ 市政・まちづくりに関わる情報が市民と共有できるよう、市政だ

よりや八尾市ホームページ、コミュニティＦＭなどの各種広報媒
体を活用した情報提供を行います。

（2） 情報公開の充実
主な取り組み： ・ 市民の知る権利を保障し、市政・まちづくりに関わる情報が市民と

共有できるよう、公文書の開示や情報公開コーナーおよび各課での
情報提供を行うとともに、審議会などの会議および資料、議事録を
公開します。

（3） 個人情報の保護
主な取り組み： ・ 行政が取り扱う個人情報が紛失・漏洩することなく、確実に保護

されるよう、個人情報保護の取り組みを徹底します。  

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 積極的な情報発信および情報提供を行います。
・ 情報公開を行い、市民と情報共有します。
・ 収集した個人情報の保護を適切に行います。

市 民 ・ 情報公開制度・個人情報保護制度について理解します。

地域など ・ 地域の情報について地域内・行政と共有します。
・ 情報公開制度・個人情報保護制度について理解します。
・ 収集した個人情報の保護を適切に行います。

事 業 者 ・ 社会的責任のもと市民生活に影響する情報などを公表します。
・ 情報公開制度・個人情報保護制度について理解します。
・ 収集した個人情報の保護を適切に行います。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
市政だよりで情報を
得ている市民の割合（％）

82.3
（H22）

85 87
市政だよりが市民に普及し、市民
への市政情報の提供が進んでい
る状況をめざします。

②
八尾市ホームページ
アクセス件数（件）

624,497 780,000 937,000
ホームページへのアクセスが高
まっている状況をめざします（特
殊要因（※）を除く）。

※�大規模災害発生時など緊急かつ重要な事象について臨時で発信したことに起因して、特に市ホームページへ
のアクセスが平常時より急増したと思料される場合
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施策61　人材の活用と組織の活性化

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 社会経済情勢の変化に合わせ、職員数の
適正化に取り組んでいます。

・ 地方分権の推進、市民ニーズの変化など
に伴い業務量が増えているため、多様な
任用形態＊の人材を活用しながら効率的な
運営を行っています。

[ 課 題 ]

・ 職員への負担が重くなっているため、行政経営に必要な職員数を計画的に確保する必要があり
ます。

・ 地域課題を解決し、行政経営を効率的に行い、市民の信頼を確保するためには、職員の意識改
革を進め、一人ひとりの実務能力、政策形成能力を高めるとともに、接遇能力向上のための取
り組みを行う必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 市役所が信頼される組織となっています。
・ 組織の使命・目標の達成に向けて、良好な職場風土が醸成され、さまざまなチャレンジや庁内

連携が活発に行われています。
・ 八尾市職員が豊かな人権感覚やコスト感覚を身につけ、意欲的に業務に取り組んでいます。
・  仕事と生活のバランス（ワーク・ライフ・バランス＊）を保つなど、職員が生き生きと働いています。

基本方針

・ 組織の使命・目標を達成していくために、効率的・効果的な職員体制を築くとともに、良好な
職場風土の醸成や職員の意欲や能力の向上を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －

0

1,000

2,000

3,000

職員数の推移

（出所）第２次定員管理計画（実績）

（人）

H18 H19 H20 H21（年度）H17

2,387 2,350 2,315 2,264
2,416
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 16　信頼される行政経営の推進

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策61　人材の活用と組織の活性化

（1） 必要な人材確保と適正配置
主な取り組み： ・ 効率的で効果的な行政経営が行われるために、長期的な展望のも

とに必要な人材を確保し、適正かつ柔軟な職員配置を推進します。
・ 女性職員の幅広い職域への配置と管理職への登用に努めるととも

に、障がい者の雇用と定着できる職場環境の整備に努めます。
（2） 職員の意欲と能力および組織力の向上

主な取り組み： ・ 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、公正かつ客観的な人事評価を実施するとともに、地域の
課題を発見し、解決に向けて積極的に行動できる職員を養成します。

・ 能力開発の基本となる職員の自主性を促します。また、職員研修
を通じ、職員の人権意識を高めます。

・ コンプライアンス＊意識および公務員倫理の向上に努めます。
（3） 職員の勤務条件および福利厚生制度などの整備

主な取り組み： ・ 職員が健康かつ安全に勤務できる環境の整備を図るため、給料、
諸手当、勤務時間や休暇制度など、勤務条件の整備に努めるとと
もに、職場の安全衛生、健康管理と福利厚生の充実に努めます。  

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 職員の意欲と能力の向上に努めます。
・ 組織全体のコンプライアンスを高めます。
・ 職員が健康で安全に勤務できる環境を整えます。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
八尾市職員の応対に
満足している
市民の割合（％）

44.7
（H22）

55 65
職員の応対に満足している市民の
割合が高まっている状態をめざし
ます。
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施策62　窓口サービス機能の充実

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ さまざまな手続きや相談で市役所を訪れ
る市民が適切に行政サービスを受けられ
るよう、目的に応じた担当窓口を案内す
るとともに、手続き方法の説明および書
類記載援助を行うなど、親切丁寧な対応
に向けた取り組みを進めています。

[ 課 題 ]

・ 社会環境がめまぐるしく変化していく中で、市民のニーズはますます多様化、複雑化しており、
自治体における市民サービスも、さまざまなニーズに的確に対応していくことが求められてい
ます。

・ このような状況の中で、市役所を訪れる市民に対して適切なサービスを提供するには、接遇の
向上を図るだけでなく、サービスの利用者である市民の視点に立った案内相談業務の体制を充
実させていく必要があります。

めざす暮らしの姿

・ 来庁した市民が、迷わずスムーズに用務を済ませることができます。
・ 来庁した市民が、適切な相談を受けることができます。

基本方針

・ 市役所に来庁する市民に対して、的確な窓口サービスなどを提供し、必要な手続きなどがス
ムーズに安心して行えるよう、総合案内サービスを強化し、受け手となる市民の目的に応じ
た窓口や手続きを親切丁寧に紹介するとともに、フロアマネージャー＊が的確に窓口への誘導
や必要な手続きをサポートするような体制づくりを進めます。

・ 市民が安心して相談を受け、問題解決に向けた手立てを自らが選べるよう、各種相談業務の
連携・強化を図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －
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100

八尾市職員の応対に満足している市民の割合

（出所）八尾市民意識調査

（％）

H22 （年度）H21

44.740.7
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 16　信頼される行政経営の推進

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策62　窓口サービス機能の充実

（1） 効率的・効果的な窓口サービスの提供
主な取り組み： ・ 親切丁寧な案内業務により、来庁者がスムーズに用務を済ませる

ことができるように、市民にとって効率的・効果的な窓口サービ
スの提供を図ります。

（2） 相談体制の充実
主な取り組み： ・ 市民が安心して相談を受けられるように、各種相談業務の連携・

強化を図ります。
（3） 広聴の充実

主な取り組み：  ・ 市政に対する意見や提案を広く市民から聴取し、行政サービスの
向上につなげます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・親切丁寧で質の高い行政サービスを提供します。
・各種相談窓口について市民に分かりやすく案内します。

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

①
八尾市職員の応対に
満足している
市民の割合（％）

44.7
（H22）

55 65
職員の応対に満足している市民の
割合が高まっている状態をめざし
ます。
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施策63　健全かつ公正な行財政運営

現状と課題

[ 現 状 ] 

・ 歳入面においては、市税の徴収率は高い
ものの、景気の後退により市税が減少し
ています。また、少子高齢化に伴い扶助
費や繰出金が増加してきています。その
ため課税客体の把握、市税以外の歳入も
含めた徴収率の向上、未利用地の売却な
どの歳入確保策が重要となっています。

・ 入札契約事務の透明性、公正性、競争性
を向上させるため、一般競争入札＊および
電子入札＊の適用範囲を拡大し、入札・契
約制度の改革に努めています。

・ 法規事務は、行政事務の根幹をなすとの
認識のもと、その適正な執行に努めてい
ます。

[ 課 題 ]

・ 健全な財政運営のためには、歳入の確保をはじめ、さらなる行財政改革が必要です。
・ 一般競争入札および電子入札の適用範囲などについて、さらなる検討研究が必要です。
・ 八尾市職員全体の法務能力について、さらなる向上をめざした取り組みが必要です。

めざす暮らしの姿

・ 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が確
保されています。

・ 透明性、公正性が確保された行政経営が行われています。

基本方針

・ 財源の安定的な確保、事務事業や財源の配分方法の見直しを行うとともに、法規事務の適正な
執行および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図ります。

数字で見る現状と課題

主な関連計画 －
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120

経常収支比率

（出所）「地方財政状況調査」

（％）

H18 H19 H20 H21（年度）H17

98.2 99.8 98.3 97.699.7
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基
本
計
画
（
目
標
６
）

政策 16　信頼される行政経営の推進

みんなでつくる八尾目標 6

施策の体系

施策63　健全かつ公正な行財政運営

（1） 歳入の確保
主な取り組み： ・ 必要な行政サービスを提供するための歳入の確保を図るために、市税な

どの適正な賦課およ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。また、債権管理の条例などに基づいた滞納整理を行います。

（2） 公有財産の適正管理
主な取り組み： ・ 公有財産の適正な管理に努めるとともに、売却可能資産の把握に

努め、計画的に未利用地の売却を推進します。
（3） 効率的な財政運営

主な取り組み： ・ 財政の健全性の確保を図っていくために、硬直した財政構造の弾
力化を進めます。

・ 分かりやすい財政情報の公表に努めます。
（4） 法規事務の適正な執行

主な取り組み： ・ 行政事務の根幹をなす条例・規則について、制定改廃、解釈、運
用などを適正かつ適切に行います。

（5） 契約事務の適正な執行
主な取り組み： ・ 入札事務の透明性・公正性・競争性の一層の向上を図るとともに、電子入

札の実施により移動コストの縮減などの社会的コストの削減を図ります。
・ 設計図書の審査や成果物の評価を適正に行い、品質の高い成果物

を得ることにより公金の適正な執行につなげます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 歳入確保と歳出の見直しを行うことにより、健全な財政を維持します。
・ 財政の情報を分かりやすく公表します。
・ 法規事務について、適正に執行していきます。
・ 契約事務について、適正に執行していきます。

市 民 ・ 八尾市の財政状況について関心を持ちます。
・ 不法、不当な行為を行いません。

地域など ・ 八尾市の財政状況について関心を持ちます。  

事 業 者 ・ 八尾市の財政状況について関心を持ちます。
・ 不法、不当な行為を行いません。  

めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標

指標（単位）
現状値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H27（2015） H32（2020）

① 経常収支比率＊（％） 97.6 94 92
H20 年（2008 年）の類似団体平
均（91.1％）の水準（92％）をめざ
します。

② 連結実質赤字比率＊（％） − 5.53 − 6 −7 黒字（マイナス値）を増やします。

③ 一般競争入札の
実施率（％） 60.2 85 90 一般競争入札の実施率 90％をめ

ざします。
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参
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参考資料

参考資料

1. 八尾市の財政状況

2. めざす暮らしの姿の実現を測定するための
　指標一覧

3. 八尾のあゆみ（歴史）
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参考資料1.　八尾市の財政状況

現　状

　八尾市の財政状況（普通会計）は、以下に示すとおりです。

（1）実質収支の状況
実質収支＊は、昭和59年度（1984年度）以降黒字が続いています。単年度収支＊は、平成13年度（2001年

度）以降7年連続の赤字となり、実質収支額は減少を続けていましたが、平成20年度（2008年度）は単年度
収支が黒字に転換し、平成21年度（2009年度）も黒字を維持しました。その年の収入で支出が賄えない部
分は基金の取崩しによって収支均衡を図っています。

歳入・歳出総額と実質収支

基金取崩額と実質収支
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参考資料

（2）歳入の状況

歳入の根幹となる市税収入は平成９年度（1997年度）の約461億円をピークとして、平成12年度（2000
年度）から平成17年度（2005年度）までの6年連続で対前年度比マイナスが続いてきましたが、平成18年度
（2006年度）に７年ぶりにプラスに転じました。平成19年度（2007年度）もプラスを維持しましたが、平成
20年度（2008年度）以降は再びマイナスとなっています。
地方交付税や地方交付税の振替財源である臨時財政対策債については、平成16年度（2004年度）から実
施された国の「三位一体改革」の影響により減少となっています。
地方債については、厳しい財政状況を踏まえて、建設事業の選択と集中を進めるなど、発行額の抑制に努
めています。

主な歳入の推移

主な歳入の推移	 （単位：百万円）
H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度

市税 41,881 40,576 38,898 38,306 38,281 38,691 41,642 41,055 39,749
地方交付税 8,008 8,901 8,318 8,649 8,335 8,327 7,551 7,670 8,676
国庫・府支出金 13,819 14,040 15,823 15,809 15,815 16,009 17,796 17,734 24,441
地方債 14,330 8,671 7,932 5,371 4,104 4,030 5,907 5,544 6,310
その他 19,730 11,959 15,668 14,020 14,656 28,964 13,046 11,610 10,652

歳入合計 97,768 84,147 86,639 82,155 81,191 96,021 85,942 83,613 89,828

その他
地方債 
国庫・府支出金 
地方交付税
市税 
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（3）歳出の状況

歳出については、義務的経費（市が必ず支出しなければならない経費）である人件費、扶助費（社会保障・
福祉に必要な経費）、公債費（地方債の返済に必要な経費）が歳出の半分以上を占めています。
人件費は、定員適正化計画や集中改革プランに基づき退職者の一部不補充による職員数の減少などにより
縮小しています。公債費も、投資的経費の抑制により縮小しています。しかし、扶助費は、急速に進む高齢
化や生活保護世帯の増加などにより年々増加傾向にあります。
また、公共下水道事業、国民健康保険事業、介護保険事業などの各特別会計への繰出金は増加が続いてお
り、扶助費と同様に財政を硬直化させる要因となっています。

主な歳出の推移

主な歳出の推移	 （単位：百万円）
H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度

義務的経費 46,752 45,843 47,902 47,823 48,456 54,167 50,703 49,406 50,247
人件費 21,407 20,183 19,948 18,987 19,301 19,299 20,122 18,450 17,795
扶助費 15,583 16,404 18,603 19,658 20,131 20,693 21,872 22,508 24,074
公債費 9,762 9,256 9,351 9,178 9,024 14,175 8,709 8,448 8,378

投資的経費 12,498 10,626 7,692 5,004 4,275 11,755 6,527 6,982 6,826
一般行政経費 38,065 26,926 30,535 29,090 28,340 29,926 28,229 27,008 32,486
物件費 10,151 10,331 9,954 10,140 10,246 9,734 9,699 9,148 9,894
繰出金 10,018 10,606 11,515 11,930 12,113 12,328 12,674 12,748 12,936
その他 17,896 5,989 9,066 7,020 5,981 7,864 5,856 5,112 9,656

歳出合計 97,315 83,395 86,129 81,917 81,071 95,848 85,459 83,396 89,559

0
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21（年度）

投資的経費 

（百万円）
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（４）財政構造の弾力性

①経常収支比率　
財政の弾力性を測定する指標として用いられるのが「経常収支比率＊」です。これは、市税や地方交付

税など経常的に収入される一般財源に対して、必ず支出しなければならない人件費、扶助費、公債費など
の経常的な経費がどれくらいあるかを表したものです。この値が高いほど、自由に使える一般財源の余裕
が少なく、財政の硬直化が進んでいることとなります。
本市の経常収支比率は、景気の悪化などによる市税収入の減少により平成6年度（1994年度）以降は
90％台が続き、平成21年度（2009年度）は97.6％と対前年度より0.7ポイント改善しています。

経常収支比率の推移

②公債費比率　
地方債の償還経費である公債費が多額になると市の財政の硬直化を招くことになりますが、その指標と
なるのが、「公債費比率」です。公債費は、義務的経費といわれる任意に削減できない経費で、公債費比
率が高ければ高いほど財政を圧迫し、その弾力性が失われます。
本市の比率は、平成21年度（2009年度）で11.4％と対前年度より0.2ポイント悪化しました。この数
字は財政の健全性が脅かされる15％を下回っています。

公債費比率の推移

90
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（５）健全化判断比率および資金不足比率

地方公共団体の財政再建制度のあり方を検討するため、総務省において、平成18年（2006年）8月、「新
しい地方財政再生制度研究会」が設置され、平成18年（2006年）12月、その検討結果が「新しい地方財政
再生制度研究会報告書」としてまとめられました。この中でこれまでの制度については、分かりやすい財政
情報の開示や早期是正機能がないなどの課題が指摘され、財政指標を整備してその公表のしくみを設けると
ともに、財政の早期健全化および再生のための新たな制度を整備することが提言されました。
これらを踏まえ、地方自治体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて、財政の
早期健全化および再生などを図るための計画を策定することとし、その計画の実施促進を図るための行財政
の改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的とした「地方公共団体の財政の健
全化に関する法律」が平成19年（2007年）6月22日に公布されました。
その結果、地方公共団体は平成19年度（2007年度）決算から財政の健全性を判断するために設けられた
健全化判断比率と資金不足比率＊の公表が義務づけられています。本市の平成21年度（2009年度）の算定結
果は、次のとおりです。

○平成 21年度（2009 年度）決算における健全化判断比率	 （単位：％）

項目 八尾市の 
健全化判断比率 早期健全化基準＊ 財政再生基準＊

実質赤字比率＊ ―	
（0.15％の黒字） 11.25 20.00	

連結実質赤字比率＊ ―	
（5.53％の黒字） 16.25 40.00

実質公債費比率＊	 6.7 25.0 35.0

将来負担比率＊ 79.6 350.0 ―

※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額がないため、それぞれ「－」と表示しています。

○平成 21年度（2009 年度）決算における資金不足比率	 （単位：％）

会計名 八尾市の資金不足比率 経営健全化基準＊ 

公共下水道事業	
特別会計

―	
（0.4％の黒字） 20.0

病院事業会計 ―	
（10.6％の黒字） 20.0

水道事業会計 ―	
（46.0％の黒字） 20.0

※資金不足比率は資金不足額がないため、それぞれ「－」と表示しています。	
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展　望

以上のように、本市の財政状況については、公債費比率においては、近年の地方債発行の抑制による公債
費の減により改善しつつあるものの、経常収支比率＊においては、高い状況にあり、財政構造が非常に硬直
した状況にあることには変わりがありません。
健全化判断比率および資金不足比率＊は、いずれも現時点では早期健全化基準などには至っていません。

しかし、一般会計では基金の繰入れに依存した財政運営が続いており、国民健康保険事業の赤字解消や病院
事業の経営健全化など、それぞれの会計において、さらなる財政健全化に努める必要があります。
社会経済環境などの影響を受け、本市の歳入は総額として増加を見込めない状況であり、歳出面でも扶助
費が増加の傾向を示し、収支の均衡を図るため基金を取り崩さざるを得ない厳しい財政状況は今後も続くと
予想される中、将来にわたり持続可能な財政運営の確保が不可欠となります。
このような中、将来都市像の実現に向けてのまちづくりを進めるにあたっては、行財政改革との整合を図
りながら進めていくため、年度ごとに3年を見据えた「実施計画」を策定し、具体的な施策・事業を進めて
いきます。
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参考資料２.　めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標一覧

目標別計画に掲げる「めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標」の定義や算出式、めざす値の設定
の考え方などを整理しました。

（1）誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

1
安全なまちを
つくる防犯の
取り組み

① 街頭犯罪認知
件数（件） 2,749 2,200 2,000

ひったくりや車上ねらいな
ど、身近に発生する街頭犯
罪を減少させることが、市
民の体感治安の改善に直結
すると考えるため。

大阪府下において、犯罪認
知件数が上位にランクされ
ないまちづくりをめざしま
す。

街頭犯罪認知件数（八尾警察署の公表データに基づく数値）
出所：「地域安全だより」（八尾警察署・八尾防犯協議会・
八尾事業所防犯協会・八尾特設防犯協会発行）

（H21年）
2,749件

（H27年）
現状値比20％の減少をめざす
2,749件×80％ =2,199件≒2,200件
（H32年）
H27年値比10％の減少をめざす
2,200件×90％ =1,980件≒2,000件

2 安心を高める
防災力の強化

① 自主防災組織の
組織率（％） 55.4 80 100

自主防災組織は地域防災力
の要であり、市内全地域で
結成することが、安全安心
のまちづくりにつながると
考えるため。

自主防災組織により継続的
に自立した訓練などが実施
され、市民の防災意識が向
上している状況をめざしま
す。

自主防災組織の組織率
=自主防災組織加入世帯数 /全世帯数×100
出所：総務課調べ

（H21年度）
64,877世帯 /116,974世帯×
100=55.46％≒55.4％
（小数点第2位以下を切り捨て）

（H27年度）
毎年4,500世帯の増加により組織率
80％をめざす
（64,877世帯 +4,500世帯×6年）
/116,974世帯×100=78.54％≒80％
（H32年度）
全地区で組織されること（100％）を
めざす

②

災害に対する
取り組みを
行っている
市民の割合（％）

21.6
（H22） 50 75

各家庭での備えが地域防災
力の原点であり、より多く
の家庭が防災に対する取り
組みを行うことが、安全安
心なまちをつくると考える
ため。

各家庭での災害に対する取
り組みが地域の防災力の向
上に結びついている状況を
めざします。

八尾市民意識調査での①の回答割合 （H22年度）
①21.6％

（H27年度）
市民の過半数（50％）が取り組みを行っ
ていることをめざす
（H32年度）
市民の75％が取り組みを行っているこ
とをめざす

③

防災行政無線
（携帯型）の
指定避難所
整備率（％）

63.0	 100 100

災害発生時の迅速な対応
に、情報収集・伝達が欠か
せず、そのためには機器な
どの充足が必要なため。

防災行政無線のデジタル化
を推進する一方、避難所な
どの運営に必要な通信機器
の整備などをめざします。

防災行政無線（携帯型）の指定避難所整備率
=指定避難所無線機整備数 /整備目標数（128台 =64 ヶ所
×2台 /ヶ所）×100
出所：総務課調べ

（H21年度）
81台 /128台×100
=63.28％≒63％

（H27年度）
年間10台の整備を続けることで100％
をめざす
81台 +10台×4年 +7台×1年 =128台
128台 /128台 =100％
（H32年度）
100％の整備（128台）を維持するこ
とをめざす

④ 防災備蓄の
充足率（％） 77.1 95 100

災害発生時に市民の安全安
心を確保するうえで、資器
材や食料などの適切な備蓄
が必要なため。

備蓄にあっては、大阪府の
指定物資である食料、生活
必需品、簡易トイレなどを
中心に必要量の確保をめざ
します。

防災備蓄の充足率
（大阪府指定重要物資8品の充足率）
=指定重要物資充足数 /指定重要物資目標数×100
出所：総務課調べ

（H21年度）
148,369/192,340×100
=77.14％≒77.1％

（H27年度）
毎年3％の増加をめざす
77.1％ +3％×6年 =95.1％≒95％
（H32年度）
100％の充足率をめざす

3
災害に強い
消防体制
づくり

① 住宅火災の
発生件数（件） 19 0 0

市民が暮らす住宅での火災
発生件数を減らすことが重
要であるため。

建物火災のうち、住宅、共
同住宅、併用住宅における
火災発生ゼロの状態をめざ
します。

住宅火災の発生件数
出所：「火災統計」

（H21年）
19件

（H27年、H32年）
住宅火災の発生件数ゼロ件をめざす

② 住宅火災による
死者数（人） 1 0 0

市民が暮らす住宅での火災
による死者数を減らすこと
が重要であるため。

住宅火災による死者数ゼロ
の状態をめざします。

住宅火災による死者数
（ただし、放火自殺者を除く）
出所：「火災統計」

（H21年）
1人

（H27年、H32年）
住宅火災による死者数ゼロをめざす
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参考資料２.　めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標一覧

目標別計画に掲げる「めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標」の定義や算出式、めざす値の設定
の考え方などを整理しました。

（1）誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

1
安全なまちを
つくる防犯の
取り組み

① 街頭犯罪認知
件数（件） 2,749 2,200 2,000

ひったくりや車上ねらいな
ど、身近に発生する街頭犯
罪を減少させることが、市
民の体感治安の改善に直結
すると考えるため。

大阪府下において、犯罪認
知件数が上位にランクされ
ないまちづくりをめざしま
す。

街頭犯罪認知件数（八尾警察署の公表データに基づく数値）
出所：「地域安全だより」（八尾警察署・八尾防犯協議会・
八尾事業所防犯協会・八尾特設防犯協会発行）

（H21年）
2,749件

（H27年）
現状値比20％の減少をめざす
2,749件×80％ =2,199件≒2,200件
（H32年）
H27年値比10％の減少をめざす
2,200件×90％ =1,980件≒2,000件

2 安心を高める
防災力の強化

① 自主防災組織の
組織率（％） 55.4 80 100

自主防災組織は地域防災力
の要であり、市内全地域で
結成することが、安全安心
のまちづくりにつながると
考えるため。

自主防災組織により継続的
に自立した訓練などが実施
され、市民の防災意識が向
上している状況をめざしま
す。

自主防災組織の組織率
=自主防災組織加入世帯数 /全世帯数×100
出所：総務課調べ

（H21年度）
64,877世帯 /116,974世帯×
100=55.46％≒55.4％
（小数点第2位以下を切り捨て）

（H27年度）
毎年4,500世帯の増加により組織率
80％をめざす
（64,877世帯 +4,500世帯×6年）
/116,974世帯×100=78.54％≒80％
（H32年度）
全地区で組織されること（100％）を
めざす

②

災害に対する
取り組みを
行っている
市民の割合（％）

21.6
（H22） 50 75

各家庭での備えが地域防災
力の原点であり、より多く
の家庭が防災に対する取り
組みを行うことが、安全安
心なまちをつくると考える
ため。

各家庭での災害に対する取
り組みが地域の防災力の向
上に結びついている状況を
めざします。

八尾市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．あなたは、防災訓練に参加したり、備蓄をするなど、
災害に対する取り組みを行っていますか。
①行っている　②行っていない

（H22年度）
①21.6％

（H27年度）
市民の過半数（50％）が取り組みを行っ
ていることをめざす
（H32年度）
市民の75％が取り組みを行っているこ
とをめざす

③

防災行政無線
（携帯型）の
指定避難所
整備率（％）

63.0	 100 100

災害発生時の迅速な対応
に、情報収集・伝達が欠か
せず、そのためには機器な
どの充足が必要なため。

防災行政無線のデジタル化
を推進する一方、避難所な
どの運営に必要な通信機器
の整備などをめざします。

防災行政無線（携帯型）の指定避難所整備率
=指定避難所無線機整備数 /整備目標数（128台 =64 ヶ所
×2台 /ヶ所）×100
出所：総務課調べ

（H21年度）
81台 /128台×100
=63.28％≒63％

（H27年度）
年間10台の整備を続けることで100％
をめざす
81台 +10台×4年 +7台×1年 =128台
128台 /128台 =100％
（H32年度）
100％の整備（128台）を維持するこ
とをめざす

④ 防災備蓄の
充足率（％） 77.1 95 100

災害発生時に市民の安全安
心を確保するうえで、資器
材や食料などの適切な備蓄
が必要なため。

備蓄にあっては、大阪府の
指定物資である食料、生活
必需品、簡易トイレなどを
中心に必要量の確保をめざ
します。

防災備蓄の充足率
（大阪府指定重要物資8品の充足率）
=指定重要物資充足数 /指定重要物資目標数×100
出所：総務課調べ

（H21年度）
148,369/192,340×100
=77.14％≒77.1％

（H27年度）
毎年3％の増加をめざす
77.1％ +3％×6年 =95.1％≒95％
（H32年度）
100％の充足率をめざす

3
災害に強い
消防体制
づくり

① 住宅火災の
発生件数（件） 19 0 0

市民が暮らす住宅での火災
発生件数を減らすことが重
要であるため。

建物火災のうち、住宅、共
同住宅、併用住宅における
火災発生ゼロの状態をめざ
します。

住宅火災の発生件数
出所：「火災統計」

（H21年）
19件

（H27年、H32年）
住宅火災の発生件数ゼロ件をめざす

② 住宅火災による
死者数（人） 1 0 0

市民が暮らす住宅での火災
による死者数を減らすこと
が重要であるため。

住宅火災による死者数ゼロ
の状態をめざします。

住宅火災による死者数
（ただし、放火自殺者を除く）
出所：「火災統計」

（H21年）
1人

（H27年、H32年）
住宅火災による死者数ゼロをめざす

※課名は、H22年度（2010年度）現在で表示しています。

※
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施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

4 緊急事態への
対応力の強化

①

緊急事態に対し
て備えをしてい
る市民の割合
（％）

26.3
（H22） 50 75

緊急事態発生時に、迅速・
的確な対応を取るには、行
政だけでは対応可能範囲が
限られており、市民の備え
が必要となるため。

各家庭での緊急事態への備
えが危機事象の対応を含め
た地域の防災力の向上に結
びついている状況をめざし
ます。

八尾市民意識調査での①の回答割合 （H22年度）
①26.3％

（H27年度）
市民の過半数（50％）が備えをしてい
ることをめざす
（H32年度）
市民の75％が備えをしていることをめ
ざす

②

防災行政無線
（携帯型）の
指定避難所
整備率（％）

63.0	 100 100

災害発生時の迅速な対応
に、情報収集・伝達が欠か
せず、そのためには機器な
どの充足が必要なため。

自然災害時の情報・伝達手
段である防災行政無線を活
用するため、防災行政無線
のデジタル化を推進する一
方、避難所などの運営に必
要な通信機器の整備などを
めざします。

防災行政無線（携帯型）の指定避難所整備率
=指定避難所無線機整備数 /整備目標数（128台 =64 ヶ所
×2台 /ヶ所）×100
出所：総務課調べ

（H21年度）
81台 /128台×100
=63.28％≒63％

（H27年度）
年間10台の整備を続けることで100％
をめざす
81台 +10台×4年 +7台×1年 =128台
128台 /128台 =100％
（H32年度）
100％の整備（128台）を維持するこ
とをめざす

5

交通事故を
なくすための
安全意識の
高揚

①

交通安全教室
実施率
（市内の保育所・
幼稚園・小学校・
中学校）（％）

72.8 75 80

幼少期からの交通安全意識
の醸成・高揚を図るには、
学校園での交通安全教室の
実施が有効と考えるため。

生徒・児童の交通事故件数
の減少につなげます。

交通安全教室実施率
=交通安全教室実施校数 /市内の学校数（保育所・幼稚園・
小学校・中学校）×100
出所：交通対策課調べ

（H21年度）
75校 /103校×100
=72.82％≒72.8％

（H27年度）
可能な限り取り組みを実施し、実施率
75％をめざす
（H32年度）
可能な限り取り組みを実施し、実施率
80％をめざす

②
高齢者交通安全
教室開催回数
（回）

7 10 12

高齢者が事故当事者となら
ないよう交通安全意識の高
揚を図るには、高齢者を対
象とした交通安全教室の実
施が有効と考えるため。

高齢者の関係する交通事故
が増加傾向である現状にお
いて、高齢者が関係する事
故の減少につなげます。

高齢者交通安全教室開催回数
出所：交通対策課調べ

（H21年度）
7回

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
7回 +（12回 － 7回 ） ×6年 /11年
=9.7回≒10回
（H32年度）
可能な限り取り組みを実施し、実施回
数12回をめざす

③ 交通事故件数
（件） 1,551 1,200 1,000

交通安全意識の高揚は、交
通事故の減少としてあらわ
れると考えるため。

交通事故のない社会をめざ
し、可能な限り施策を講じ
ることにより、交通事故の
減少につなげます。

交通事故件数
出所：「八尾の交通事故」

（H21年度）
1,551件

（H27年度）
発生件数1,200件への減少をめざす
（H32年度）
継続して取り組みを進め、発生件数
1,000件への減少をめざす

6

市民一人
ひとりの
適切な
自転車利用の
促進

① 自転車駐車場
利用率（％） 82.6 85 90

駅周辺における放置自転車
の減少をめざすには、自転
車駐車場の利用促進を図る
ことが有効と考えるため。

自転車駐車場の利用率を一
層高め、放置自転車の減少
をめざします。

自転車駐車場利用率（年間換算）
=各月の自転車駐車場利用台数（定期利用 +一時利用1日
平均）の合計 /（定数累計（12ヶ月））×100
（対象：市営自転車駐車場および公的自転車駐車場）
出所：交通対策課調べ

（H21年度）
186,891 台 /226,284 台 ×
100=82.59％≒82.6％

（H27年度）
自転車駐車場の利用促進の取り組みを
継続的に実施し、利用率85％をめざす
（H32年度）
自転車駐車場の利用促進の取り組みを
継続的に実施し、利用率90％をめざす

7

消費者の
保護と自立を
支援する
取り組み

①
消費者教育講座
など参加者数
（人）

421 480 540

消費者に消費生活問題につ
いて、基礎的知識を提供し
トラブルを未然に防止する
ことが有効と考えるため。

消費者教育を受けている人
数が増加している状況をめ
ざします。

各種啓発講座などへの参加者数
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
421人

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
421人 +（540人－421人）×6年 /11
年 =485.9人≒480人
（H32年度）
60人（最大収容者数）×9回 =540人

② 消費生活相談者
利用数（人） 1,615 1,530 1,450

啓発・講座・相談により自
立した消費者を育成し、そ
の結果として相談者が減少
すると考えるため。

消費生活相談利用者数が減
少している状況をめざしま
す。

消費生活相談利用者の年間延べ人数
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
1,615人

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
1,615人 +（1,450人－1,615人）×6年
/11年 =1,525.0人≒1,530人
（H32年度）
現状値比10％の減少をめざす
1,615人×90％ =1,453.5人≒1,450
人

③
事業所への
立入検査実施
件数（件）

4 6 8

立入検査を実施することで
事業者の製品に対する意識
改善を促せると考えるた
め。

立入検査実施件数が増加し
ている状況をめざします。

商品量目立入検査や各種表示法に関する立入検査実施件数
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
4件

（H27年度）
現状値比50％の増加をめざす
4件×150％ =6件
（H32年度）
現状値比100％の増加をめざす
4件×200％ =8件
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

4 緊急事態への
対応力の強化

①

緊急事態に対し
て備えをしてい
る市民の割合
（％）

26.3
（H22） 50 75

緊急事態発生時に、迅速・
的確な対応を取るには、行
政だけでは対応可能範囲が
限られており、市民の備え
が必要となるため。

各家庭での緊急事態への備
えが危機事象の対応を含め
た地域の防災力の向上に結
びついている状況をめざし
ます。

八尾市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．あなたは、災害発生時の緊急事態が起こったときに
そなえて、家族で、学校や公園などの避難場所を決めたり、
日用品などをすぐに持ち出せるようにするなど、備えを
していますか。
①行っている　②行っていない

（H22年度）
①26.3％

（H27年度）
市民の過半数（50％）が備えをしてい
ることをめざす
（H32年度）
市民の75％が備えをしていることをめ
ざす

②

防災行政無線
（携帯型）の
指定避難所
整備率（％）

63.0	 100 100

災害発生時の迅速な対応
に、情報収集・伝達が欠か
せず、そのためには機器な
どの充足が必要なため。

自然災害時の情報・伝達手
段である防災行政無線を活
用するため、防災行政無線
のデジタル化を推進する一
方、避難所などの運営に必
要な通信機器の整備などを
めざします。

防災行政無線（携帯型）の指定避難所整備率
=指定避難所無線機整備数 /整備目標数（128台 =64 ヶ所
×2台 /ヶ所）×100
出所：総務課調べ

（H21年度）
81台 /128台×100
=63.28％≒63％

（H27年度）
年間10台の整備を続けることで100％
をめざす
81台 +10台×4年 +7台×1年 =128台
128台 /128台 =100％
（H32年度）
100％の整備（128台）を維持するこ
とをめざす

5

交通事故を
なくすための
安全意識の
高揚

①

交通安全教室
実施率
（市内の保育所・
幼稚園・小学校・
中学校）（％）

72.8 75 80

幼少期からの交通安全意識
の醸成・高揚を図るには、
学校園での交通安全教室の
実施が有効と考えるため。

生徒・児童の交通事故件数
の減少につなげます。

交通安全教室実施率
=交通安全教室実施校数 /市内の学校数（保育所・幼稚園・
小学校・中学校）×100
出所：交通対策課調べ

（H21年度）
75校 /103校×100
=72.82％≒72.8％

（H27年度）
可能な限り取り組みを実施し、実施率
75％をめざす
（H32年度）
可能な限り取り組みを実施し、実施率
80％をめざす

②
高齢者交通安全
教室開催回数
（回）

7 10 12

高齢者が事故当事者となら
ないよう交通安全意識の高
揚を図るには、高齢者を対
象とした交通安全教室の実
施が有効と考えるため。

高齢者の関係する交通事故
が増加傾向である現状にお
いて、高齢者が関係する事
故の減少につなげます。

高齢者交通安全教室開催回数
出所：交通対策課調べ

（H21年度）
7回

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
7回 +（12回 － 7回 ） ×6年 /11年
=9.7回≒10回
（H32年度）
可能な限り取り組みを実施し、実施回
数12回をめざす

③ 交通事故件数
（件） 1,551 1,200 1,000

交通安全意識の高揚は、交
通事故の減少としてあらわ
れると考えるため。

交通事故のない社会をめざ
し、可能な限り施策を講じ
ることにより、交通事故の
減少につなげます。

交通事故件数
出所：「八尾の交通事故」

（H21年度）
1,551件

（H27年度）
発生件数1,200件への減少をめざす
（H32年度）
継続して取り組みを進め、発生件数
1,000件への減少をめざす

6

市民一人
ひとりの
適切な
自転車利用の
促進

① 自転車駐車場
利用率（％） 82.6 85 90

駅周辺における放置自転車
の減少をめざすには、自転
車駐車場の利用促進を図る
ことが有効と考えるため。

自転車駐車場の利用率を一
層高め、放置自転車の減少
をめざします。

自転車駐車場利用率（年間換算）
=各月の自転車駐車場利用台数（定期利用 +一時利用1日
平均）の合計 /（定数累計（12ヶ月））×100
（対象：市営自転車駐車場および公的自転車駐車場）
出所：交通対策課調べ

（H21年度）
186,891 台 /226,284 台 ×
100=82.59％≒82.6％

（H27年度）
自転車駐車場の利用促進の取り組みを
継続的に実施し、利用率85％をめざす
（H32年度）
自転車駐車場の利用促進の取り組みを
継続的に実施し、利用率90％をめざす

7

消費者の
保護と自立を
支援する
取り組み

①
消費者教育講座
など参加者数
（人）

421 480 540

消費者に消費生活問題につ
いて、基礎的知識を提供し
トラブルを未然に防止する
ことが有効と考えるため。

消費者教育を受けている人
数が増加している状況をめ
ざします。

各種啓発講座などへの参加者数
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
421人

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
421人 +（540人－421人）×6年 /11
年 =485.9人≒480人
（H32年度）
60人（最大収容者数）×9回 =540人

② 消費生活相談者
利用数（人） 1,615 1,530 1,450

啓発・講座・相談により自
立した消費者を育成し、そ
の結果として相談者が減少
すると考えるため。

消費生活相談利用者数が減
少している状況をめざしま
す。

消費生活相談利用者の年間延べ人数
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
1,615人

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
1,615人 +（1,450人－1,615人）×6年
/11年 =1,525.0人≒1,530人
（H32年度）
現状値比10％の減少をめざす
1,615人×90％ =1,453.5人≒1,450
人

③
事業所への
立入検査実施
件数（件）

4 6 8

立入検査を実施することで
事業者の製品に対する意識
改善を促せると考えるた
め。

立入検査実施件数が増加し
ている状況をめざします。

商品量目立入検査や各種表示法に関する立入検査実施件数
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
4件

（H27年度）
現状値比50％の増加をめざす
4件×150％ =6件
（H32年度）
現状値比100％の増加をめざす
4件×200％ =8件
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施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

8

安心して
暮らせる
良質な住まい
づくり

①
市営住宅の
バリアフリー化
率（％）

27.7	 32 41

バリアフリー化（エレベー
ター設置など）率は、機能
更新の進捗状況をあらわす
ため。

市営住宅機能更新事業の推
進により、バリアフリー化
などの向上をめざします。

市営住宅管理戸数のうち、建替、改善工事によりエレベー
ターが設置された戸数
=バリアフリー化住戸 /管理住戸×100
出所：住宅整備課調べ

（H21年度）
565戸 /2,042戸×100
=27.67％≒27.7％

（H27年度）
バリアフリー化住戸645戸をめざす
645戸 /1,985戸×100=32.5％≒32％
（H32年度）
バリアフリー化住戸775戸をめざす
775戸 /1,905戸×100=40.7％≒41％

② 既存民間建築物
の耐震化率（％） 70.0	 90 95

安心して暮らせる良質な住
まいづくりの状況をあらわ
すため。

八尾市耐震改修促進計画の
耐震化率の向上をめざしま
す。

5年に一度行われる住宅・土地統計調査の数値から、当該
年度の耐震化率を推計し、さらにその5年間の推移から、
その間の年の耐震化率を推計
出所：都市計画課調べ

（H21年度）
73,600棟 /105,200棟×100
=69.96％≒70.0％

※この値は、推計値から算出
しているため、大きな誤差が
生じる場合があります。

（H27年度）
「八尾市耐震改修促進計画（H20年2月
策定）」での住宅の耐震化率の目標値
90％（H27年度）をめざす
（H32年度）
住宅の耐震化率95％をめざす

③
既存民間特定
建築物の耐震化
率（％）

85.7 90 95

安心して暮らせる良質な住
まいづくりの状況をあらわ
すため。

八尾市耐震改修促進計画の
耐震化率の向上をめざしま
す。

耐震改修促進法に規定される民間特定建築物のうち、多数
の者が利用する建築物の耐震化率
=新耐震基準および耐震改修した建築物棟数 /民間特定建
築物（933棟）×100
出所：八尾市耐震改修促進計画の耐震化率及び民間特定建
築物933棟のアンケート調査（「特定建築物など耐震診断・
改修施行管理業務報告書」）より推計

（H21年度）
800棟 /933棟×100
=85.74％≒85.7％

※この値は、推計値から算出
しているため、大きな誤差が
生じる場合があります。

（H27年度）
「八尾市耐震改修促進計画（H20年2月
策定）」での特定建築物の耐震化率の目
標値90％（H27年度）をめざす
（H32年度）
特定建築物の耐震化率95％をめざす

9
公共施設・
設備の効率的
な機能更新

①

公共施設が
利用しやすいと
感じる市民の
割合（％）

39.5
（H22） 50 60

公共施設におけるユニバー
サルデザインの推進状況を
あらわすと考えるため。

バリアフリー化などによ
り、公共施設が利用しやす
いと感じる市民の割合が増
える状況をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①10.1％ +
②29.4％
=39.5％

（H27年度）
「概ね市民2人に1人」を目標とする数
値として50％をめざす
（H32年度）
「市民2人に1人以上」を目標とする数
値として60％をめざす

② 市有公共建築物
の耐震化率（％） 41.6 90 100

公共建築物の耐震化の状況
をあらわすため。

八尾市耐震改修促進計画の
うち、公共建築物（八尾市
所有）の耐震化の目標をめ
ざします。

市有公共建築物の耐震化率
=市有公共建築物における耐震化が完了した棟数 /昭和57
年（1982年）以降建築棟数（322棟）
出所：「八尾市耐震改修促進計画」

（H21年度）
134棟 /322棟×100
=41.61％≒41.6％

（H27年度）
「八尾市耐震改修促進計画（H20年2月
策定）」での市有公共建築物の耐震化率
の目標値90％（H27年度）をめざす
（H32年度）
市有公共建築物の耐震化率の目標値
100％（H32年度）をめざす

10
疾病予防と
健康づくりの
推進

①

健康のために
運動などを
心がける市民の
割合（％）

50.8
（H22） 60 65

健康づくり推進の取り組み
の成果は、健康づくりに取
り組む市民が増えることに
あらわれると考えるため。

健康づくりに取り組んでい
る市民の割合を高めます。

八尾市民意識調査での①の回答割合 （H22年度）
①50.8％

（H27年度）
60％をめざす
（H32年度）
65％をめざす

②

国民健康保険
加入者における
特定健診受診率
（％）

25.2 65 65

健康づくりにあたって、健
診の受診が有効であると考
えるため。

医療保険者に義務づけられ
た数値目標の達成をめざし
ます。
〔国・府の目標値〕
H24年（2012年）までに65％
以上

国民健康保険加入保険者における特定健診受診率
=特定健診受診者数 /特定健診対象者×100
出所：「八尾市国民健康保険特定健康診査等実施計画」

（H21年）
13,457人 /53,399人×100
=25.20％≒25.2％

（H27年、H32年）
国により義務づけられている目標値
（H24年（2012）年までに65％以上）と
同様の水準として65％をめざす

11 医療サービスの充実

①

中河内医療圏の
救急医療機関に
おいて、24時間・
365日受け入れ
体制が整備され
ている診療科目
数（科目）

40 40 40

救急医療の診療科目が充実
していることが重要と考え
るため。

大阪府との協力のもと、必
要な医療体制が整備され、
また、これらが維持されて
いる状況をめざします。

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
（輪番制については、同一の輪番体制全医療機関で1カウン
ト）
出所：中河内保健医療協議会医療部会資料「中河内二次医
療圏内救急病院一覧」

（H21年度）
40科目

（H27年度）
40科目の維持をめざす
（H32年度）
40科目の維持をめざす

②
市立病院におけ
るがん患者の
診療実績（人）

1,603	 1,700 2,000

がん患者に対する診療が充
実すると、診療実績が増加
すると考えるため。

国民の死亡原因第1位のが
ん患者に対する診療を充実
強化することをめざしま
す。

市立病院におけるがん患者の診療実績
出所：企画運営課調べ

（H21年度）
1,603人

（H27年度）
現状値比100人の増加をめざす
1,603人 +100人 =1,703人≒1,700人
（H32年度）
Ｈ27年度値比300人の増加をめざす
1,700人 +300人 =2,000人
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参考資料

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

8

安心して
暮らせる
良質な住まい
づくり

①
市営住宅の
バリアフリー化
率（％）

27.7	 32 41

バリアフリー化（エレベー
ター設置など）率は、機能
更新の進捗状況をあらわす
ため。

市営住宅機能更新事業の推
進により、バリアフリー化
などの向上をめざします。

市営住宅管理戸数のうち、建替、改善工事によりエレベー
ターが設置された戸数
=バリアフリー化住戸 /管理住戸×100
出所：住宅整備課調べ

（H21年度）
565戸 /2,042戸×100
=27.67％≒27.7％

（H27年度）
バリアフリー化住戸645戸をめざす
645戸 /1,985戸×100=32.5％≒32％
（H32年度）
バリアフリー化住戸775戸をめざす
775戸 /1,905戸×100=40.7％≒41％

② 既存民間建築物
の耐震化率（％） 70.0	 90 95

安心して暮らせる良質な住
まいづくりの状況をあらわ
すため。

八尾市耐震改修促進計画の
耐震化率の向上をめざしま
す。

5年に一度行われる住宅・土地統計調査の数値から、当該
年度の耐震化率を推計し、さらにその5年間の推移から、
その間の年の耐震化率を推計
出所：都市計画課調べ

（H21年度）
73,600棟 /105,200棟×100
=69.96％≒70.0％

※この値は、推計値から算出
しているため、大きな誤差が
生じる場合があります。

（H27年度）
「八尾市耐震改修促進計画（H20年2月
策定）」での住宅の耐震化率の目標値
90％（H27年度）をめざす
（H32年度）
住宅の耐震化率95％をめざす

③
既存民間特定
建築物の耐震化
率（％）

85.7 90 95

安心して暮らせる良質な住
まいづくりの状況をあらわ
すため。

八尾市耐震改修促進計画の
耐震化率の向上をめざしま
す。

耐震改修促進法に規定される民間特定建築物のうち、多数
の者が利用する建築物の耐震化率
=新耐震基準および耐震改修した建築物棟数 /民間特定建
築物（933棟）×100
出所：八尾市耐震改修促進計画の耐震化率及び民間特定建
築物933棟のアンケート調査（「特定建築物など耐震診断・
改修施行管理業務報告書」）より推計

（H21年度）
800棟 /933棟×100
=85.74％≒85.7％

※この値は、推計値から算出
しているため、大きな誤差が
生じる場合があります。

（H27年度）
「八尾市耐震改修促進計画（H20年2月
策定）」での特定建築物の耐震化率の目
標値90％（H27年度）をめざす
（H32年度）
特定建築物の耐震化率95％をめざす

9
公共施設・
設備の効率的
な機能更新

①

公共施設が
利用しやすいと
感じる市民の
割合（％）

39.5
（H22） 50 60

公共施設におけるユニバー
サルデザインの推進状況を
あらわすと考えるため。

バリアフリー化などによ
り、公共施設が利用しやす
いと感じる市民の割合が増
える状況をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、公共施設を利用される際、誰もが利用し
やすいバリアフリーな建物であると感じますか。
①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わない　
⑤わからない

（H22年度）
①10.1％ +
②29.4％
=39.5％

（H27年度）
「概ね市民2人に1人」を目標とする数
値として50％をめざす
（H32年度）
「市民2人に1人以上」を目標とする数
値として60％をめざす

② 市有公共建築物
の耐震化率（％） 41.6 90 100

公共建築物の耐震化の状況
をあらわすため。

八尾市耐震改修促進計画の
うち、公共建築物（八尾市
所有）の耐震化の目標をめ
ざします。

市有公共建築物の耐震化率
=市有公共建築物における耐震化が完了した棟数 /昭和57
年（1982年）以降建築棟数（322棟）
出所：「八尾市耐震改修促進計画」

（H21年度）
134棟 /322棟×100
=41.61％≒41.6％

（H27年度）
「八尾市耐震改修促進計画（H20年2月
策定）」での市有公共建築物の耐震化率
の目標値90％（H27年度）をめざす
（H32年度）
市有公共建築物の耐震化率の目標値
100％（H32年度）をめざす

10
疾病予防と
健康づくりの
推進

①

健康のために
運動などを
心がける市民の
割合（％）

50.8
（H22） 60 65

健康づくり推進の取り組み
の成果は、健康づくりに取
り組む市民が増えることに
あらわれると考えるため。

健康づくりに取り組んでい
る市民の割合を高めます。

八尾市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．あなたは、健康のために運動を心がけるなど、自主
的に何か取り組みをしていますか
①している　②していない

（H22年度）
①50.8％

（H27年度）
60％をめざす
（H32年度）
65％をめざす

②

国民健康保険
加入者における
特定健診受診率
（％）

25.2 65 65

健康づくりにあたって、健
診の受診が有効であると考
えるため。

医療保険者に義務づけられ
た数値目標の達成をめざし
ます。
〔国・府の目標値〕
H24年（2012年）までに65％
以上

国民健康保険加入保険者における特定健診受診率
=特定健診受診者数 /特定健診対象者×100
出所：「八尾市国民健康保険特定健康診査等実施計画」

（H21年）
13,457人 /53,399人×100
=25.20％≒25.2％

（H27年、H32年）
国により義務づけられている目標値
（H24年（2012）年までに65％以上）と
同様の水準として65％をめざす

11 医療サービスの充実

①

中河内医療圏の
救急医療機関に
おいて、24時間・
365日受け入れ
体制が整備され
ている診療科目
数（科目）

40 40 40

救急医療の診療科目が充実
していることが重要と考え
るため。

大阪府との協力のもと、必
要な医療体制が整備され、
また、これらが維持されて
いる状況をめざします。

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
（輪番制については、同一の輪番体制全医療機関で1カウン
ト）
出所：中河内保健医療協議会医療部会資料「中河内二次医
療圏内救急病院一覧」

（H21年度）
40科目

（H27年度）
40科目の維持をめざす
（H32年度）
40科目の維持をめざす

②
市立病院におけ
るがん患者の
診療実績（人）

1,603	 1,700 2,000

がん患者に対する診療が充
実すると、診療実績が増加
すると考えるため。

国民の死亡原因第1位のが
ん患者に対する診療を充実
強化することをめざしま
す。

市立病院におけるがん患者の診療実績
出所：企画運営課調べ

（H21年度）
1,603人

（H27年度）
現状値比100人の増加をめざす
1,603人 +100人 =1,703人≒1,700人
（H32年度）
Ｈ27年度値比300人の増加をめざす
1,700人 +300人 =2,000人
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

12 地域医療体制の充実

①
「かかりつけ医」
を持っている
市民の割合（％）

71.9
（H22） 80 100

市民が「かかりつけ医」を
持つことをめざしているた
め。

本来の地域医療機関（「か
かりつけ医」）と急性期医
療機関の役割分担が確立さ
れている状況をめざしま
す。

八尾市民意識調査での①の回答割合 （H22年度）
①71.9％

（H27年度）
80％をめざす
（H32年度）
100％をめざす

②
市立病院に
おける紹介率・
逆紹介率（％）

紹介率
47.8
逆紹介率
41.7

紹介率
60％
以上かつ
逆紹介率
30％
以上
または
紹介率
40％
以上
かつ
逆紹介率
60％
以上

紹介率
60％
以上かつ
逆紹介率
30％
以上
または
紹介率
40％
以上
かつ
逆紹介率
60％
以上　

市立病院が中核病院とし
て、地域の「かかりつけ医」
との連携および役割分担を
確立できているかどうかを
あらわす指標であるため。

本来の地域医療機関と急性
期医療機関の役割分担が確
立されている状況をめざし
ます。
【紹介率】　初診患者のう
ち、地域の医療機関（「か
かりつけ医」）からの紹介
患者が占める割合。
【逆紹介率】　初診患者のう
ち、当院での治療を終えた
後、紹介元の地域の医療機
関（「かかりつけ医」）など
へ逆紹介した患者が占める
割合。

【紹介率】
=初診患者のうち、地域の医療機関（「かかりつけ医」）か
らの紹介患者数 /初診患者数（休日・夜間患者を除く）×
100
【逆紹介率】
=初診患者のうち、当院での治療を終えた後、紹介元の地
域の医療機関（「かかりつけ医」）などへ逆に紹介した患者
数 /初診患者数（休日・夜間患者を除く）×100
出所：企画運営課調べ

（H21年度）
【紹介率】
（初診紹介患者10,278人
+ 初診救急入院患者570人）
/（初診患者37,787人－休日・
夜間患者15,110人）
×100=47.84％≒47.8％
【逆紹介率】
診療情報提供数9,445
/（初診患者37,787人－休日・
夜間患者15,110人）
×100=41.65％≒41.7％

（H27年度、H32年度）
地域の中核病院として、地域支援病院
の認定基準である紹介率60％以上かつ
逆紹介率30％以上または紹介率40％
以上かつ逆紹介率60％以上の数値をめ
ざす

13

ともに
支えあう
地域福祉の
しくみづくり

①

地域での福祉
活動が活発と
感じている
市民の割合（％）

27.3
（H22） 39 50

地域福祉活動が活発になる
ことにより、そのように感
じる市民の割合が高まると
考えるため。

地域での福祉活動が活発に
行われている状況をめざし
ます。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①7.1％ +
②20.2％
=27.3％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
27.3％ +（50％－27.3％）×5年 /10年
=38.65％≒39％
（H32年度）
50％をめざす

②

ボランティア
センターに
おける福祉
ボランティア
登録者数（人）

1,718 1,900 2,000

地域福祉活動の活発さは、
福祉ボランティア登録者数
にあらわれると考えるた
め。

地域での福祉活動が活発に
行われている状況をめざし
ます。

ボランティアセンター福祉ボランティア登録数
出所：ボランティアセンター調べ

（H21年度）
1,718人

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
1,718人 +（2,000人－1,718人）×6年
/11年 =1,872人≒1,900人
（H32年度）
ボランティア登録者数を2,000人にな
ることをめざす

③

高齢者や
障がい者などを
対象とした
地域の相談窓口
数（ヶ所）

29 33 33

高齢者や障がい者などの相
談環境をあらわすため。

対象者のニーズに応じたエ
リアごとに相談窓口が整備
されている状況をめざしま
す。

高齢者や障がい者などを対象とした地域の相談窓口数
=いきいきネット相談支援センター +地域包括支援セン
ター +相談支援事業所（障がい者）+つどいの広場など設
置箇所数
出所：地域福祉政策課調べ

（H21年度）
29ヶ所
いきいきネット	 3 ヶ所
地域包括	 11 ヶ所
相談支援事業所	 3 ヶ所
つどいの広場など	 12 ヶ所

（H27年度）
相談支援事業所は4ヶ所（1ヶ所の増
加）、つどいの広場などは15ヶ所（3ヶ
所の増加）、他の施設は維持をめざす
29ヶ所 +4ヶ所 =33ヶ所
（H32年度）
H27年度を維持（33ヶ所）する

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

① 高齢クラブへの
加入割合（％） 14.9 23 30

高齢クラブへの加入割合の
高まりは、高齢者の生きが
いづくりの広がりをあらわ
すと考えるため。

より多くの高齢者の生きが
いづくりと地域で活躍する
高齢者の増加をめざしま
す。

高齢クラブ加入率
=高齢クラブ加入者数 /高齢者数×100
出所：高齢福祉課調べ

（H21年度）
11,982人 /80,563人×100
=14.87％≒14.9％

（H27年度）
現状値比1.5倍の増加をめざす
14.9％×150％ =22.35％≒23％
（H32年度）
現状値からの倍増をめざす
14.9％×200％ =29.8％≒30％

② 介護予防普及
啓発の回数（回） 43 60 90

介護予防に関する普及啓発
の状況をあらわすと考える
ため。

介護予防に関する普及啓発
をより広く行うことをめざ
します。

介護予防普及啓発の回数
出所：高齢福祉課調べ

（H21年度）
43回

（H27年度）
現状値比40％の増加をめざす
43回×140％ =60.2回≒60回
（H32年度）
現状値からの倍増をめざす
43回×200％ =86回≒90回

③
高齢者ふれあい
農園の設置数
（ヶ所）

24 26 29

高齢者の生きがいづくりの
場の整備状況をあらわすた
め。

高齢者の生きがいづくりの
支援として、小学校区（29
校区）に1ヶ所の農園設置
をめざします。

高齢者ふれあい農園の設置数
出所：高齢福祉課調べ

（H21年度）
24ヶ所

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
24 ヶ所 +（29 ヶ所－24 ヶ所）×6年
/11年 =26.7 ヶ所≒26ヶ所
（H32年度）
全ての小学校区（29校区）に1ヶ所の
設置をめざす
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

12 地域医療体制の充実

①
「かかりつけ医」
を持っている
市民の割合（％）

71.9
（H22） 80 100

市民が「かかりつけ医」を
持つことをめざしているた
め。

本来の地域医療機関（「か
かりつけ医」）と急性期医
療機関の役割分担が確立さ
れている状況をめざしま
す。

八尾市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．あなたは、病気や健康について相談や受診できる「か
かりつけ医」など（かかりつけ医、かかりつけ歯科医、
かかりつけ薬局）がありますか
①ある　②ない

（H22年度）
①71.9％

（H27年度）
80％をめざす
（H32年度）
100％をめざす

②
市立病院に
おける紹介率・
逆紹介率（％）

紹介率
47.8
逆紹介率
41.7

紹介率
60％
以上かつ
逆紹介率
30％
以上
または
紹介率
40％
以上
かつ
逆紹介率
60％
以上

紹介率
60％
以上かつ
逆紹介率
30％
以上
または
紹介率
40％
以上
かつ
逆紹介率
60％
以上　

市立病院が中核病院とし
て、地域の「かかりつけ医」
との連携および役割分担を
確立できているかどうかを
あらわす指標であるため。

本来の地域医療機関と急性
期医療機関の役割分担が確
立されている状況をめざし
ます。
【紹介率】　初診患者のう
ち、地域の医療機関（「か
かりつけ医」）からの紹介
患者が占める割合。
【逆紹介率】　初診患者のう
ち、当院での治療を終えた
後、紹介元の地域の医療機
関（「かかりつけ医」）など
へ逆紹介した患者が占める
割合。

【紹介率】
=初診患者のうち、地域の医療機関（「かかりつけ医」）か
らの紹介患者数 /初診患者数（休日・夜間患者を除く）×
100
【逆紹介率】
=初診患者のうち、当院での治療を終えた後、紹介元の地
域の医療機関（「かかりつけ医」）などへ逆に紹介した患者
数 /初診患者数（休日・夜間患者を除く）×100
出所：企画運営課調べ

（H21年度）
【紹介率】
（初診紹介患者10,278人
+ 初診救急入院患者570人）
/（初診患者37,787人－休日・
夜間患者15,110人）
×100=47.84％≒47.8％
【逆紹介率】
診療情報提供数9,445
/（初診患者37,787人－休日・
夜間患者15,110人）
×100=41.65％≒41.7％

（H27年度、H32年度）
地域の中核病院として、地域支援病院
の認定基準である紹介率60％以上かつ
逆紹介率30％以上または紹介率40％
以上かつ逆紹介率60％以上の数値をめ
ざす

13

ともに
支えあう
地域福祉の
しくみづくり

①

地域での福祉
活動が活発と
感じている
市民の割合（％）

27.3
（H22） 39 50

地域福祉活動が活発になる
ことにより、そのように感
じる市民の割合が高まると
考えるため。

地域での福祉活動が活発に
行われている状況をめざし
ます。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、地域での福祉活動が活発に行われている
と思いますか。
①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わない　
⑤わからない

（H22年度）
①7.1％ +
②20.2％
=27.3％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
27.3％ +（50％－27.3％）×5年 /10年
=38.65％≒39％
（H32年度）
50％をめざす

②

ボランティア
センターに
おける福祉
ボランティア
登録者数（人）

1,718 1,900 2,000

地域福祉活動の活発さは、
福祉ボランティア登録者数
にあらわれると考えるた
め。

地域での福祉活動が活発に
行われている状況をめざし
ます。

ボランティアセンター福祉ボランティア登録数
出所：ボランティアセンター調べ

（H21年度）
1,718人

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
1,718人 +（2,000人－1,718人）×6年
/11年 =1,872人≒1,900人
（H32年度）
ボランティア登録者数を2,000人にな
ることをめざす

③

高齢者や
障がい者などを
対象とした
地域の相談窓口
数（ヶ所）

29 33 33

高齢者や障がい者などの相
談環境をあらわすため。

対象者のニーズに応じたエ
リアごとに相談窓口が整備
されている状況をめざしま
す。

高齢者や障がい者などを対象とした地域の相談窓口数
=いきいきネット相談支援センター +地域包括支援セン
ター +相談支援事業所（障がい者）+つどいの広場など設
置箇所数
出所：地域福祉政策課調べ

（H21年度）
29ヶ所
いきいきネット	 3 ヶ所
地域包括	 11 ヶ所
相談支援事業所	 3 ヶ所
つどいの広場など	 12 ヶ所

（H27年度）
相談支援事業所は4ヶ所（1ヶ所の増
加）、つどいの広場などは15ヶ所（3ヶ
所の増加）、他の施設は維持をめざす
29ヶ所 +4ヶ所 =33ヶ所
（H32年度）
H27年度を維持（33ヶ所）する

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

① 高齢クラブへの
加入割合（％） 14.9 23 30

高齢クラブへの加入割合の
高まりは、高齢者の生きが
いづくりの広がりをあらわ
すと考えるため。

より多くの高齢者の生きが
いづくりと地域で活躍する
高齢者の増加をめざしま
す。

高齢クラブ加入率
=高齢クラブ加入者数 /高齢者数×100
出所：高齢福祉課調べ

（H21年度）
11,982人 /80,563人×100
=14.87％≒14.9％

（H27年度）
現状値比1.5倍の増加をめざす
14.9％×150％ =22.35％≒23％
（H32年度）
現状値からの倍増をめざす
14.9％×200％ =29.8％≒30％

② 介護予防普及
啓発の回数（回） 43 60 90

介護予防に関する普及啓発
の状況をあらわすと考える
ため。

介護予防に関する普及啓発
をより広く行うことをめざ
します。

介護予防普及啓発の回数
出所：高齢福祉課調べ

（H21年度）
43回

（H27年度）
現状値比40％の増加をめざす
43回×140％ =60.2回≒60回
（H32年度）
現状値からの倍増をめざす
43回×200％ =86回≒90回

③
高齢者ふれあい
農園の設置数
（ヶ所）

24 26 29

高齢者の生きがいづくりの
場の整備状況をあらわすた
め。

高齢者の生きがいづくりの
支援として、小学校区（29
校区）に1ヶ所の農園設置
をめざします。

高齢者ふれあい農園の設置数
出所：高齢福祉課調べ

（H21年度）
24ヶ所

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
24 ヶ所 +（29 ヶ所－24 ヶ所）×6年
/11年 =26.7 ヶ所≒26ヶ所
（H32年度）
全ての小学校区（29校区）に1ヶ所の
設置をめざす
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

15 介護サービスの提供

①

高齢者
（65歳以上）
人口における
要介護・
要支援認定率
（％）

17.2 19.0	 20.5

介護サービスを必要とする
人が要介護・要支援認定を
受けていることは、介護保
険制度に対する市民の理解
が進み、適切に制度運営が
実現していることをあらわ
すため。

適切に介護サービスを利用
して自立した生活を送るこ
とをめざします。

高齢者（65歳以上）人口における要介護・要支援認定率
=65歳以上の要介護・要支援認定数（第2号被保険者は除く）
/高齢者人口（月次実績平均値）×100
出所：介護保険課調べ

（H21年度）
10,641人 /61,575人×100
=17.28％≒17.2％
（小数点第1位以下を切り捨
て）

（H27年度、H32年度）
年齢別高齢者人口を推計し、これに現
状の年代別認定率をもとに、それぞれ
の年度における認定率を推計する

②

介護保険給付費
の計画値に
対する実績値の
割合（％）

95.3 100 100

介護保険給付費の給付見通
し（計画）の精度が高いと、
保険料額の設定が適正なも
のとなるため。

適正な保険料額を設定する
ことをめざします。

介護保険給付費の計画値に対する実績値の割合
=各年度の介護保険給付費の実績値 /計画値×100
出所：介護保険課調べ

（H21年度）
14,981,309,076円
/15,725,951,650円
×100=95.26％≒95.3％

（H27年度、H32年度）
100％をめざす

16 障がいのある人の自立支援

①
訪問系サービス
の月平均利用量
（時間）

7,589 10,000 11,600

障がいのある人の自立生活
が広がれば、訪問系サービ
スの利用も増加すると考え
るため。

八尾市障害福祉計画に掲げ
る目標値の達成をめざしま
す。

訪問系サービスの月平均利用量
出所：障害福祉課調べ

（H21年度）
7,589時間

障害福祉計画における最終年度（H23）
の目標値（8,857時間）から毎年度3％
の増加をめざす
（H27年度）
8,857時間×（1.03）4=9,968時間≒
10,000時間
（H32年度）
8,857時間×（1.03）9=11,556時間≒
11,600時間

②

訓練等
給付事業の
月平均利用量
（人日）

6,169 10,100 12,100

障がいのある人の自立生活
が広がれば、訓練等給付事
業の利用も増加すると考え
るため。

八尾市障害福祉計画に掲げ
る目標値の達成をめざしま
す。

訓練等給付事業の月平均利用量
出所：障害福祉課調べ

（H21年度）
6,169人日

障害福祉計画における最終年度（H23）
の目標値（8,735人日）から毎年度3.7％
の増加をめざす
（H27年度）
8,735人日×（1.037）4=10,101人日≒
10,100人日
（H32年度）
8,735人日×（1.037）9=12,114人日≒
12,100人日

③

移動支援事業の
年間延べ
利用時間数
（時間）

153,288 173,000 191,000

障がいのある人の自立生活
が広がれば、移動支援事業
の利用も増加すると考える
ため。

八尾市障害福祉計画に掲げ
る目標値の達成をめざしま
す。

移動支援事業の年間延べ利用時間数
出所：障害福祉課調べ

（H21年度）
153,288時間

（H27年度）
障害福祉計画における最終年度（H23）
の目標値（163,108時間）から毎年度
1.4％の増加をめざす
163,108時間×（1.014）4=172,436時
間≒173,000時間
（H32年度）
H27年度値比毎年度2.1％の増加をめ
ざす
173,000時間×（1.021）5=191,944時
間≒191,000時間

17 生活困窮者への支援

①

自立支援の効果
のあった
生活保護受給中
の自立支援世帯
の割合（％）

36.8 48 52

自立支援を効果的に行うこ
との成果をあらわすため。

生活保護受給者への自立支
援の効果を高めます。

自立支援の効果のあった生活保護受給中の自立支援世帯の
割合
=自立支援を行った結果、就労決定したもの、増収したも
のなど、支援効果が認められたケース数 /選定ケース数×
100
出所：生活福祉課調べ

（H21年度）
70ケース /190ケース×100
=36.84％≒36.8％

（H27年度）
毎年2％の増加により、48％をめざす
36.8％ +2％×6年 =48.8％≒48％
（H32年度）
50％以上の成果として52％をめざす

②

久宝寺緑地
（八尾市管内）
における
ホームレス数
（人）

20 10 0

生活困窮者への支援を適切
に行うことにより、ホーム
レスの人数が減少すると考
えるため。

ホームレス生活者の減少を
めざします。

久宝寺緑地（八尾市管内）におけるホームレス数（年度末）
出所：生活福祉課調べ

（H21年度）
20人

（H27年度）
毎年減少させ、10人をめざす
（H32年度）
ホームレスの解消（0人）をめざす
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（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

15 介護サービスの提供

①

高齢者
（65歳以上）
人口における
要介護・
要支援認定率
（％）

17.2 19.0	 20.5

介護サービスを必要とする
人が要介護・要支援認定を
受けていることは、介護保
険制度に対する市民の理解
が進み、適切に制度運営が
実現していることをあらわ
すため。

適切に介護サービスを利用
して自立した生活を送るこ
とをめざします。

高齢者（65歳以上）人口における要介護・要支援認定率
=65歳以上の要介護・要支援認定数（第2号被保険者は除く）
/高齢者人口（月次実績平均値）×100
出所：介護保険課調べ

（H21年度）
10,641人 /61,575人×100
=17.28％≒17.2％
（小数点第1位以下を切り捨
て）

（H27年度、H32年度）
年齢別高齢者人口を推計し、これに現
状の年代別認定率をもとに、それぞれ
の年度における認定率を推計する

②

介護保険給付費
の計画値に
対する実績値の
割合（％）

95.3 100 100

介護保険給付費の給付見通
し（計画）の精度が高いと、
保険料額の設定が適正なも
のとなるため。

適正な保険料額を設定する
ことをめざします。

介護保険給付費の計画値に対する実績値の割合
=各年度の介護保険給付費の実績値 /計画値×100
出所：介護保険課調べ

（H21年度）
14,981,309,076円
/15,725,951,650円
×100=95.26％≒95.3％

（H27年度、H32年度）
100％をめざす

16 障がいのある人の自立支援

①
訪問系サービス
の月平均利用量
（時間）

7,589 10,000 11,600

障がいのある人の自立生活
が広がれば、訪問系サービ
スの利用も増加すると考え
るため。

八尾市障害福祉計画に掲げ
る目標値の達成をめざしま
す。

訪問系サービスの月平均利用量
出所：障害福祉課調べ

（H21年度）
7,589時間

障害福祉計画における最終年度（H23）
の目標値（8,857時間）から毎年度3％
の増加をめざす
（H27年度）
8,857時間×（1.03）4=9,968時間≒
10,000時間
（H32年度）
8,857時間×（1.03）9=11,556時間≒
11,600時間

②

訓練等
給付事業の
月平均利用量
（人日）

6,169 10,100 12,100

障がいのある人の自立生活
が広がれば、訓練等給付事
業の利用も増加すると考え
るため。

八尾市障害福祉計画に掲げ
る目標値の達成をめざしま
す。

訓練等給付事業の月平均利用量
出所：障害福祉課調べ

（H21年度）
6,169人日

障害福祉計画における最終年度（H23）
の目標値（8,735人日）から毎年度3.7％
の増加をめざす
（H27年度）
8,735人日×（1.037）4=10,101人日≒
10,100人日
（H32年度）
8,735人日×（1.037）9=12,114人日≒
12,100人日

③

移動支援事業の
年間延べ
利用時間数
（時間）

153,288 173,000 191,000

障がいのある人の自立生活
が広がれば、移動支援事業
の利用も増加すると考える
ため。

八尾市障害福祉計画に掲げ
る目標値の達成をめざしま
す。

移動支援事業の年間延べ利用時間数
出所：障害福祉課調べ

（H21年度）
153,288時間

（H27年度）
障害福祉計画における最終年度（H23）
の目標値（163,108時間）から毎年度
1.4％の増加をめざす
163,108時間×（1.014）4=172,436時
間≒173,000時間
（H32年度）
H27年度値比毎年度2.1％の増加をめ
ざす
173,000時間×（1.021）5=191,944時
間≒191,000時間

17 生活困窮者への支援

①

自立支援の効果
のあった
生活保護受給中
の自立支援世帯
の割合（％）

36.8 48 52

自立支援を効果的に行うこ
との成果をあらわすため。

生活保護受給者への自立支
援の効果を高めます。

自立支援の効果のあった生活保護受給中の自立支援世帯の
割合
=自立支援を行った結果、就労決定したもの、増収したも
のなど、支援効果が認められたケース数 /選定ケース数×
100
出所：生活福祉課調べ

（H21年度）
70ケース /190ケース×100
=36.84％≒36.8％

（H27年度）
毎年2％の増加により、48％をめざす
36.8％ +2％×6年 =48.8％≒48％
（H32年度）
50％以上の成果として52％をめざす

②

久宝寺緑地
（八尾市管内）
における
ホームレス数
（人）

20 10 0

生活困窮者への支援を適切
に行うことにより、ホーム
レスの人数が減少すると考
えるため。

ホームレス生活者の減少を
めざします。

久宝寺緑地（八尾市管内）におけるホームレス数（年度末）
出所：生活福祉課調べ

（H21年度）
20人

（H27年度）
毎年減少させ、10人をめざす
（H32年度）
ホームレスの解消（0人）をめざす
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（2）子どもや若い世代の未来が広がる八尾

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

18 母子保健の推進

①

4か月児
健康診査
受診率・把握率
（％）

受診率
96.4
把握率
100

受診率
97
把握率
100

受診率
98
把握率
100

乳児健康診査の受診率・把
握率を上昇させることが乳
児の健康増進や虐待予防に
つながるため。

乳幼児の健康増進のため、
母子が定期的に健康診査を
受診している状況をめざし
ます。

【受診率】
4か月児健康診査受診者数 /4か月児健康診査対象者数×
100
【把握率】
（4か月児健康診査対象者数－4か月児健康診査未把握者数）
/4か月児健康診査対象者数×100
出所：保健推進課調べ

（H21年度）
【受診率】
2,146人 /2,227人×100
=96.36％≒96.4％
【把握率】
2,227人 /2,227人×100
=100％

（H27年度）
【受診率】97％をめざす
【把握率】100％をめざす
（H32年度）
【受診率】98％をめざす
（入院、他機関で受診、拒否などのため
98％が上限）
【把握率】100％をめざす

②

1歳6か月児
健康診査
受診率・把握率
（％）

受診率
94.1
把握率
99.7

受診率
97
把握率
100

受診率
98
把握率
100

幼児健康診査の受診率・把
握率を上昇させることが幼
児の健康増進や虐待予防に
つながるため。

乳幼児の健康増進のため、
母子が定期的に健康診査を
受診している状況をめざし
ます。

【受診率】
１歳6か月児健康診査受診者数 /１歳6か月児健康診査対
象者数×100
【把握率】
（1歳6か月児健康診査対象者数－1歳6か月児健康診査未
把握者数）/1歳6か月児健康診査対象者数×100
出所：保健推進課調べ

（H21年度）
【受診率】
2,232人 /2,373人×100
=94.06％≒94.1％
【把握率】
2,366人 /2,373人×100
=99.71％≒99.7％

（H27年度）
【受診率】97％をめざす
【把握率】100％をめざす
（H32年度）
【受診率】98％をめざす
（入院、他機関で受診、拒否などのため
98％が上限）
【把握率】100％をめざす

③

こんにちは
赤ちゃん事業
訪問率・把握率
（％）

訪問率
78.4
把握率
100

訪問率
79.5
把握率
100

訪問率
80
把握率
100

生後2 ～ 3か月のころに
実施しているこんにちは赤
ちゃん事業の訪問率・把握
率を上昇させることが幼児
の健康増進や虐待予防につ
ながるため。

一人ひとりの子どもの育ち
を支援できている状況をめ
ざします。

【訪問率】
こんにちは赤ちゃん事業訪問者数 /こんにちは赤ちゃん訪
問対象者数（出生数－新生児訪問数－低体重児など保健師
訪問数）×100
【把握率】
（こんにちは赤ちゃん事業訪問数 +4か月児健診までの把握
数）/こんにちは赤ちゃん訪問対象者数×100
出所：保健推進課調べ

（H21年度）
【受診率】
1,211人 /1,544人×100
=78.43％≒78.4％
【把握率】
1,544人 /1,544人×100
=100％

（H27年度）
【訪問率】79.5％をめざす
【把握率】100％をめざす
（H32年度）
【訪問率】80％をめざす
（入院、里帰り中、他機関受診などで
80％が上限）
【把握率】100％をめざす

19

地域での子育
て支援と児童
虐待防止の
取り組み

① 児童虐待の相談
件数（件） 379 450 500

児童虐待についての相談し
やすい環境を整えること
が、子どもの権利の擁護お
よび児童福祉の向上につな
がると考えるため。

児童虐待発生予防のため、
子どもに関する相談体制を
充実し、保護者などが相談
しやすい状況をめざしま
す。

当該年度について相談のあった被虐待児童数
（同一児童について複数の相談があっても1件とカウント）
出所：こども家庭課調べ

（H21年度）
379件

（H27年度）
現状値比20％の増加をめざす
379件×120％ =454.8件≒450件
（H32年度）
現状値比30％の増加をめざす
379件×130％ =492.7件≒500件

② 児童虐待の通告
件数（件） 132 120 100

子どもの権利の擁護および
児童福祉の向上により、児
童虐待の通告件数が減少す
ると考えるため。

児童虐待が減少し、通告が
減少することをめざしま
す。

関係機関および市民からの児童虐待の通告件数
出所：こども家庭課調べ

（H21年度）
132件

（H27年度）
現状値比10％の減少をめざす
132件×90％ =118.8件≒120件
（H32年度）
現状値比25％の減少をめざす　
132件×75％ =99件≒100件

③

母子家庭
高等技能訓練
促進費給付件数
（件）

21 25 30

技能訓練の促進が、母子家
庭の経済的安定に寄与する
と考えるため。

母子家庭の母親の就労支援
の充実をめざします。

高等技能訓練促進費の給付件数
出所：こども家庭課調べ

（H21年度）
21件

（H27年度）
現状値比20％の増加をめざす
21件×120％ =25.2件≒25件
（H32年度）
現状値比の40％の増加をめざす
21件×140％ =29.4件≒30件

20 保育サービスの充実

① 保育所待機児童
数（人） 49 0 0

子育てしやすい環境整備の
状況をあらわすため。

保育所待機児童をゼロにし
ます。

保育所入所を申し込みながら、入所できなかった児童のう
ち、一定の入所選考区分以上にある児童の数（一定の選考
区分とは、例えば、主たる保育者が日中4時間以上かつ週
1日以上居宅外労働しているなどです）
出所：こども家庭課調べ

（H21年度）
49人

（H27年度）
保育所待機児童の解消（0人）をめざす
（H32年度）
保育所待機児童の解消（0人）をめざす

②

病児・病後児
保育事業におけ
る体調不良児対
応型の実施施設
数（ヶ所）

2 12 15

保護者が就業と子育てを両
立できる環境整備の状況を
あらわすため。

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
できる状況をめざします。

病児・病後児保育事業における体調不良児対応型の実施施
設数
出所：こども家庭課調べ

（H21年度）
2ヶ所

（H27年度）
体調不良児対応型の実施施設数が現状
値から年間１ヶ所もしくは2ヶ所ずつ
増加し、12ヶ所となることをめざす
（H32年度）
体調不良児対応型の実施施設数がさら
に増加し、15ヶ所となることをめざす
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施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

18 母子保健の推進

①

4か月児
健康診査
受診率・把握率
（％）

受診率
96.4
把握率
100

受診率
97
把握率
100

受診率
98
把握率
100

乳児健康診査の受診率・把
握率を上昇させることが乳
児の健康増進や虐待予防に
つながるため。

乳幼児の健康増進のため、
母子が定期的に健康診査を
受診している状況をめざし
ます。

【受診率】
4か月児健康診査受診者数 /4か月児健康診査対象者数×
100
【把握率】
（4か月児健康診査対象者数－4か月児健康診査未把握者数）
/4か月児健康診査対象者数×100
出所：保健推進課調べ

（H21年度）
【受診率】
2,146人 /2,227人×100
=96.36％≒96.4％
【把握率】
2,227人 /2,227人×100
=100％

（H27年度）
【受診率】97％をめざす
【把握率】100％をめざす
（H32年度）
【受診率】98％をめざす
（入院、他機関で受診、拒否などのため
98％が上限）
【把握率】100％をめざす

②

1歳6か月児
健康診査
受診率・把握率
（％）

受診率
94.1
把握率
99.7

受診率
97
把握率
100

受診率
98
把握率
100

幼児健康診査の受診率・把
握率を上昇させることが幼
児の健康増進や虐待予防に
つながるため。

乳幼児の健康増進のため、
母子が定期的に健康診査を
受診している状況をめざし
ます。

【受診率】
１歳6か月児健康診査受診者数 /１歳6か月児健康診査対
象者数×100
【把握率】
（1歳6か月児健康診査対象者数－1歳6か月児健康診査未
把握者数）/1歳6か月児健康診査対象者数×100
出所：保健推進課調べ

（H21年度）
【受診率】
2,232人 /2,373人×100
=94.06％≒94.1％
【把握率】
2,366人 /2,373人×100
=99.71％≒99.7％

（H27年度）
【受診率】97％をめざす
【把握率】100％をめざす
（H32年度）
【受診率】98％をめざす
（入院、他機関で受診、拒否などのため
98％が上限）
【把握率】100％をめざす

③

こんにちは
赤ちゃん事業
訪問率・把握率
（％）

訪問率
78.4
把握率
100

訪問率
79.5
把握率
100

訪問率
80
把握率
100

生後2 ～ 3か月のころに
実施しているこんにちは赤
ちゃん事業の訪問率・把握
率を上昇させることが幼児
の健康増進や虐待予防につ
ながるため。

一人ひとりの子どもの育ち
を支援できている状況をめ
ざします。

【訪問率】
こんにちは赤ちゃん事業訪問者数 /こんにちは赤ちゃん訪
問対象者数（出生数－新生児訪問数－低体重児など保健師
訪問数）×100
【把握率】
（こんにちは赤ちゃん事業訪問数 +4か月児健診までの把握
数）/こんにちは赤ちゃん訪問対象者数×100
出所：保健推進課調べ

（H21年度）
【受診率】
1,211人 /1,544人×100
=78.43％≒78.4％
【把握率】
1,544人 /1,544人×100
=100％

（H27年度）
【訪問率】79.5％をめざす
【把握率】100％をめざす
（H32年度）
【訪問率】80％をめざす
（入院、里帰り中、他機関受診などで
80％が上限）
【把握率】100％をめざす

19

地域での子育
て支援と児童
虐待防止の
取り組み

① 児童虐待の相談
件数（件） 379 450 500

児童虐待についての相談し
やすい環境を整えること
が、子どもの権利の擁護お
よび児童福祉の向上につな
がると考えるため。

児童虐待発生予防のため、
子どもに関する相談体制を
充実し、保護者などが相談
しやすい状況をめざしま
す。

当該年度について相談のあった被虐待児童数
（同一児童について複数の相談があっても1件とカウント）
出所：こども家庭課調べ

（H21年度）
379件

（H27年度）
現状値比20％の増加をめざす
379件×120％ =454.8件≒450件
（H32年度）
現状値比30％の増加をめざす
379件×130％ =492.7件≒500件

② 児童虐待の通告
件数（件） 132 120 100

子どもの権利の擁護および
児童福祉の向上により、児
童虐待の通告件数が減少す
ると考えるため。

児童虐待が減少し、通告が
減少することをめざしま
す。

関係機関および市民からの児童虐待の通告件数
出所：こども家庭課調べ

（H21年度）
132件

（H27年度）
現状値比10％の減少をめざす
132件×90％ =118.8件≒120件
（H32年度）
現状値比25％の減少をめざす　
132件×75％ =99件≒100件

③

母子家庭
高等技能訓練
促進費給付件数
（件）

21 25 30

技能訓練の促進が、母子家
庭の経済的安定に寄与する
と考えるため。

母子家庭の母親の就労支援
の充実をめざします。

高等技能訓練促進費の給付件数
出所：こども家庭課調べ

（H21年度）
21件

（H27年度）
現状値比20％の増加をめざす
21件×120％ =25.2件≒25件
（H32年度）
現状値比の40％の増加をめざす
21件×140％ =29.4件≒30件

20 保育サービスの充実

① 保育所待機児童
数（人） 49 0 0

子育てしやすい環境整備の
状況をあらわすため。

保育所待機児童をゼロにし
ます。

保育所入所を申し込みながら、入所できなかった児童のう
ち、一定の入所選考区分以上にある児童の数（一定の選考
区分とは、例えば、主たる保育者が日中4時間以上かつ週
1日以上居宅外労働しているなどです）
出所：こども家庭課調べ

（H21年度）
49人

（H27年度）
保育所待機児童の解消（0人）をめざす
（H32年度）
保育所待機児童の解消（0人）をめざす

②

病児・病後児
保育事業におけ
る体調不良児対
応型の実施施設
数（ヶ所）

2 12 15

保護者が就業と子育てを両
立できる環境整備の状況を
あらわすため。

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
できる状況をめざします。

病児・病後児保育事業における体調不良児対応型の実施施
設数
出所：こども家庭課調べ

（H21年度）
2ヶ所

（H27年度）
体調不良児対応型の実施施設数が現状
値から年間１ヶ所もしくは2ヶ所ずつ
増加し、12ヶ所となることをめざす
（H32年度）
体調不良児対応型の実施施設数がさら
に増加し、15ヶ所となることをめざす
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施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

21 幼児教育の充実 ①

市立幼稚園の
教育活動や
管理・運営など
について満足し
ている保護者の
割合（％）

95.5 98 100

幼稚園の教育活動や管理・
運営の向上に関する取り組
みの成果は、保護者の評価
にあらわれると考えるた
め。

市立幼稚園に通園している
園児の保護者の幼稚園の教
育活動などに満足している
人を増やします。
※園評価の保護者アンケー
トによる

幼稚園外部評価（保護者アンケート）での① +②の回答割
合
出所：「幼稚園外部評価」
　　（市立幼稚園で実施の保護者アンケート）

（H21年度）
①64.7％ +
②30.8％
=95.5％

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
95.5 ％ +（100 ％－95.5 ％）×6年
/11年 =98.0％ =98％
（H32年度）
100％をめざす

22
次代を担う
青少年の
健全育成

① 放課後児童室
待機児童数（人） 14 0 0

青少年の健全育成の環境整
備の状況をあらわすため。

放課後児童室待機児童をゼ
ロにします。

放課後児童室待機児童数
出所：放課後児童育成室調べ

（H21年度）
14人

（H27年度、H32年度）
放課後児童室待機児童の解消（0人）を
めざす

②

学習支援や
野外活動などに
参加する青少年
ボランティア数
（人）

50 65 85

青少年の健全育成の取り組
みが活発になると、ボラン
ティア活動などへの青少年
の参加意欲が高まると考え
るため。

青少年ボランティアが地域
の青少年と関わることによ
り、青少年健全育成の醸成
に努めます。

青少年課で募集を行った学生ボランティアへの参加人数
出所：青少年課調べ

（H21年度）
50人

（H27年度）
65人をめざす
（H32年度）
85人をめざす

③

青少年健全育成
に関する
地区住民懇談会
の実施地区数
（地区）

21 25 32

地域住民の青少年問題に対
する関心が高まると、多く
の地区で住民懇談会が開催
されると考えるため。

地域住民が青少年問題に対
する関心の高まっている状
況をめざします。
※地区住民懇談会の総数は
32地区

青少年健全育成に関する地区住民懇談会の実施地区数
出所：青少年課調べ

（H21年度）
21地区

（H27年度）
25地区での開催をめざす
（H32年度）
100％の実施（32地区）をめざす

23

知徳体の
バランスの
とれた
小中学生の
育成

①

地域の歴史や
自然に関心が
ある児童・生徒
の割合（％）

27.0	 50 75

地域に根ざした教育を行う
ことにより、児童・生徒の
地域への関心が高まると考
えるため。

地域に根ざした教育を推進
し、自分たちの住む地域へ
の関心がある児童・生徒を
増やします。

学習状況調査での① +②の回答割合
出所：「全国学力・学習状況調査等」

（H21年度）
①10.3％ +
②16.7％
=27.0％

（H27年度）
50％をめざす
（H32年度）
75％をめざす

②

学校のきまりや
規則を守って
いる児童・生徒
の割合（％）

79.6 82.5 85

規範意識の醸成に向けた取
り組みにより、学校のきま
りや規則を守る児童・生徒
が増加すると考えるため。

規範意識を醸成し、学校の
きまりや規則を守る児童・
生徒を増やします。

学習状況調査での① +②の回答割合
出所：「全国学力・学習状況調査等」

（H21年度）
①30.4％ +
②49.2％
=79.6％

（H27年度）
82.5％をめざす
（H32年度）
85％をめざす

24 教育機会の均等

①

スクール
ソーシャル
ワーカーの
派遣学校園数
（校）

25 45 64

八尾市内の全学校園が、ス
クールソーシャルワーカー
を活用できることをめざす
ため。

児童・生徒の健全育成のた
め、スクールソーシャル
ワーカーの活動を拡充する
ことをめざします。

スクールソーシャルワーカーの派遣学校園数
出所：教育サポートセンター調べ

（H21年度）
25校

（H27年度）
すべての八尾市立小中学校（全45校）
での活用をめざす
（H32年度）
幼稚園を含む、すべての八尾市立学校
園（全64校）での活用をめざす

②
日本語指導など
の派遣時間数
（時間）

3,156 3,500 4,000

日本語指導などを必要とす
る帰国・外国人児童生徒へ
の支援活動の拡充をあらわ
すため。

日本語指導などの活動を拡
充することをめざします。

日本語指導補助員・支援員などの派遣時間数
出所：人権教育課調べ

（H21年度）
3,156時間

（H27年度）
毎年70時間の増加をめざす
3,156時間 +70時間×6年 =3,576時
間≒3,500時間
（H32年度）
毎年100時間の増加をめざす
3,500時間 +100時間×5年 =4,000時
間



193

参
考
資
料

参考資料

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

21 幼児教育の充実 ①

市立幼稚園の
教育活動や
管理・運営など
について満足し
ている保護者の
割合（％）

95.5 98 100

幼稚園の教育活動や管理・
運営の向上に関する取り組
みの成果は、保護者の評価
にあらわれると考えるた
め。

市立幼稚園に通園している
園児の保護者の幼稚園の教
育活動などに満足している
人を増やします。
※園評価の保護者アンケー
トによる

幼稚園外部評価（保護者アンケート）での① +②の回答割
合
出所：「幼稚園外部評価」
　　（市立幼稚園で実施の保護者アンケート）

Ｑ．あなたは、「園の教育活動（14項目）」「園の管理 ･
運営（8項目）」「保護者としての意識について（3項目）」
の向上について取組んでいると思いますか。
①そう思う　　　　　②やや思う
③あまり思わない　　④そう思わない

（H21年度）
①64.7％ +
②30.8％
=95.5％

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
95.5 ％ +（100 ％－95.5 ％）×6年
/11年 =98.0％ =98％
（H32年度）
100％をめざす

22
次代を担う
青少年の
健全育成

① 放課後児童室
待機児童数（人） 14 0 0

青少年の健全育成の環境整
備の状況をあらわすため。

放課後児童室待機児童をゼ
ロにします。

放課後児童室待機児童数
出所：放課後児童育成室調べ

（H21年度）
14人

（H27年度、H32年度）
放課後児童室待機児童の解消（0人）を
めざす

②

学習支援や
野外活動などに
参加する青少年
ボランティア数
（人）

50 65 85

青少年の健全育成の取り組
みが活発になると、ボラン
ティア活動などへの青少年
の参加意欲が高まると考え
るため。

青少年ボランティアが地域
の青少年と関わることによ
り、青少年健全育成の醸成
に努めます。

青少年課で募集を行った学生ボランティアへの参加人数
出所：青少年課調べ

（H21年度）
50人

（H27年度）
65人をめざす
（H32年度）
85人をめざす

③

青少年健全育成
に関する
地区住民懇談会
の実施地区数
（地区）

21 25 32

地域住民の青少年問題に対
する関心が高まると、多く
の地区で住民懇談会が開催
されると考えるため。

地域住民が青少年問題に対
する関心の高まっている状
況をめざします。
※地区住民懇談会の総数は
32地区

青少年健全育成に関する地区住民懇談会の実施地区数
出所：青少年課調べ

（H21年度）
21地区

（H27年度）
25地区での開催をめざす
（H32年度）
100％の実施（32地区）をめざす

23

知徳体の
バランスの
とれた
小中学生の
育成

①

地域の歴史や
自然に関心が
ある児童・生徒
の割合（％）

27.0	 50 75

地域に根ざした教育を行う
ことにより、児童・生徒の
地域への関心が高まると考
えるため。

地域に根ざした教育を推進
し、自分たちの住む地域へ
の関心がある児童・生徒を
増やします。

学習状況調査での① +②の回答割合
出所：「全国学力・学習状況調査等」

Ｑ．あなたは、今住んでいる地域の歴史や自然について
関心がありますか。
①当てはまる　②どちらかといえば当てはまる
③どちらかといえば当てはまらない　④当てはまらない

（H21年度）
①10.3％ +
②16.7％
=27.0％

（H27年度）
50％をめざす
（H32年度）
75％をめざす

②

学校のきまりや
規則を守って
いる児童・生徒
の割合（％）

79.6 82.5 85

規範意識の醸成に向けた取
り組みにより、学校のきま
りや規則を守る児童・生徒
が増加すると考えるため。

規範意識を醸成し、学校の
きまりや規則を守る児童・
生徒を増やします。

学習状況調査での① +②の回答割合
出所：「全国学力・学習状況調査等」

Ｑ．あなたは、学校のきまりを守っていますか。
①当てはまる　②どちらかといえば当てはまる
③どちらかといえば当てはまらない　④当てはまらない

（H21年度）
①30.4％ +
②49.2％
=79.6％

（H27年度）
82.5％をめざす
（H32年度）
85％をめざす

24 教育機会の均等

①

スクール
ソーシャル
ワーカーの
派遣学校園数
（校）

25 45 64

八尾市内の全学校園が、ス
クールソーシャルワーカー
を活用できることをめざす
ため。

児童・生徒の健全育成のた
め、スクールソーシャル
ワーカーの活動を拡充する
ことをめざします。

スクールソーシャルワーカーの派遣学校園数
出所：教育サポートセンター調べ

（H21年度）
25校

（H27年度）
すべての八尾市立小中学校（全45校）
での活用をめざす
（H32年度）
幼稚園を含む、すべての八尾市立学校
園（全64校）での活用をめざす

②
日本語指導など
の派遣時間数
（時間）

3,156 3,500 4,000

日本語指導などを必要とす
る帰国・外国人児童生徒へ
の支援活動の拡充をあらわ
すため。

日本語指導などの活動を拡
充することをめざします。

日本語指導補助員・支援員などの派遣時間数
出所：人権教育課調べ

（H21年度）
3,156時間

（H27年度）
毎年70時間の増加をめざす
3,156時間 +70時間×6年 =3,576時
間≒3,500時間
（H32年度）
毎年100時間の増加をめざす
3,500時間 +100時間×5年 =4,000時
間
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（3）まちの魅力を高め、発信する八尾

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

25 八尾の魅力発見と発信

①
情報提供の年間
4大紙掲載件数
（件）

45 60 70

新聞掲載は外部の目を通し
て掲載されるものであり、
特に4大紙はその注目度合
いや社会的影響力も高く、
情報の発信力をあらわすと
考えるため。

八尾市に関する情報発信が
高まっている状態をめざし
ます。

4大紙掲載件数
=大手新聞社4大紙（朝日・毎日・読売・産経）で掲載さ
れた件数
（1原稿（情報提供分含む）につき1件とカウント。事件・事故・
処分などを除く件数。）
出所：市政情報課調べ

（H21年度）
45件

（H27年度）
現状値比25％の増加をめざす
45件×125％ =56.3件≒60件
（H32年度）
現状値比50％の増加をめざす
45件×150％ =67.5件≒70件

②

八尾市が
所管する観光施
設などの利用者
数（人）

36,514 37,600 38,700

本市の魅力や観光施策の成
果は、本市への来訪者数に
あらわれると考えるため。
観光者数などの統計数値が
ない中で、現時点において
把握可能な来訪者数の数値
として観光施設などの利用
者数を用いることとします。

八尾市への来訪者数が高
まっている状態をめざしま
す。

八尾市が所管する観光施設などの利用者数
=大阪府観光統計調査回答内容に基づく市が所管する観光
施設（①しおんじやま古墳学習館・②歴史民俗資料館・③
安中新田会所跡旧植田家住宅の歴史関係施設）の利用者数
+宿泊施設（④大畑山青少年野外活動センター）の宿泊者
数
出所：大阪府「観光統計調査」

（H21年度）
①15,266人 +
②12,078人 +
③7,869人 +
④1,301人
=36,514人

（H27年度）
現状値比3％の増加をめざす
36,514人×103％ =37,609人≒
37,600人
（H32年度）
現状値比6％の増加をめざす
36,514人×106％ =38,705人≒
38,700人

③

八尾市
ホームページ
アクセス件数
（件）

624,497 780,000 937,000

市政情報提供の媒体の一つ
として、今後大きなウエイ
トを占めると考えるため。

ホームページへのアクセス
が高まっている状況をめざ
します（特殊要因を除く）。

八尾市ホームページアクセス件数
=市ホームページトップページへの年間アクセス件数
※特殊要因とは、大規模災害発生時など緊急かつ重要な事
象について臨時で発信したことに起因して、特に市ホーム
ページへのアクセスが平常時より急増したと思料される場
合は、数値が過大になるため、当該件数急増した月につい
ては、その月を除いた月平均アクセス件数に置き換え、年
間件数を算出
出所：市政情報課調べ

（H21年度）
624,497件
（5月については、新型イン
フルエンザの発生で市ホーム
ページへのアクセスが急増し
たと思料され、5月のデータ
（104,359件）を除いた平均
52,041件に置き換えて算出）

（H27年度）
現状値比25％の増加をめざす
624,497 件 × 125 ％ =780,621 件 ≒
780,000件
（H32年度）
現状値比50％の増加をめざす
624,497 件 × 150 ％ =936,746 件 ≒
937,000件

26 自然的資源の保全 ①

市内に自然環境
が多く残って
いると思う
市民の割合（％）

45.0
（H22） 47.5 50.0	

自然的資源の保全が適切に
行われれば、市民の意識に
もあらわれると考えるた
め。

自然環境に対する市民意識
の向上をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①12.5％ +
②32.5％
=45.0％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
45.0％ +（50.0％－45.0％）×5年
/10年 =47.5％
（H32年度）
50.0％をめざす

27 歴史資産などの保全と活用

① 文化財施設の
利用者数（人） 36,011 37,000 38,000

施設が利用され、文化財に
ふれられることによって、
歴史や文化財に対して興味
が湧き、理解が深まると考
えるため。

文化財保護に対する理解と
活用の意識が高まっている
状況をめざします。

文化財施設の利用者数
=①歴史民俗資料館、②埋蔵文化財調査センター、③しお
んじやま古墳学習館、④安中新田会所跡旧植田家住宅の利
用者数
出所：文化財課調べ

（H21年度）
①12,078人 +
②798人 +
③15,266人 +
④7,869人
=36,011人

（H27年度）
現状値比3％の増加をめざす
36,011 人 × 103 ％ =37,091 人≒
37,000人
（H32年度）
現状値比6％の増加をめざす
36,011 人 × 106 ％ =38,172 人≒
38,000人

② 指定文化財など
の件数（件） 99 111 121

文化財を指定することに
よって、保存が図られ、今
後、広く活用を進めること
ができるため。

文化財の保護が進み、身近
に感じられる状況をめざし
ます。

毎年度末における指定ならびに登録文化財の件数
出所：文化財課調べ

（H21年度）
99件

（H27年度）
年間2件程度の指定をめざす
99件 +2件×6年 =111件
（H32年度）
年間2件程度の指定をめざす
111件 +2件×5年 =121件

③

文化財情報
システムの
アクセス件数
（件）

16,751 18,500 22,000

本市の歴史資産や文化財に
興味を持たれている方の人
数は、文化財に関する情報
を利用、検索する人数にあ
らわれると考えるため。

多くの方が八尾の文化財に
興味を持たれるようにしま
す。

文化財課が所管、管理しているＩCＴを活用した文化財の
情報検索システムへの年間アクセス件数
出所：文化財課調べ

（H21年度）
16,751件

（H27年度）
現状値比10％の増加をめざす
16,751 件 × 110 ％ =18,426 件≒
18,500件
（H32年度）
現状値比30％の増加をめざす
16,751 件 × 130 ％ =21,776 件≒
22,000件
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策
番
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

25 八尾の魅力発見と発信

①
情報提供の年間
4大紙掲載件数
（件）

45 60 70

新聞掲載は外部の目を通し
て掲載されるものであり、
特に4大紙はその注目度合
いや社会的影響力も高く、
情報の発信力をあらわすと
考えるため。

八尾市に関する情報発信が
高まっている状態をめざし
ます。

4大紙掲載件数
=大手新聞社4大紙（朝日・毎日・読売・産経）で掲載さ
れた件数
（1原稿（情報提供分含む）につき1件とカウント。事件・事故・
処分などを除く件数。）
出所：市政情報課調べ

（H21年度）
45件

（H27年度）
現状値比25％の増加をめざす
45件×125％ =56.3件≒60件
（H32年度）
現状値比50％の増加をめざす
45件×150％ =67.5件≒70件

②

八尾市が
所管する観光施
設などの利用者
数（人）

36,514 37,600 38,700

本市の魅力や観光施策の成
果は、本市への来訪者数に
あらわれると考えるため。
観光者数などの統計数値が
ない中で、現時点において
把握可能な来訪者数の数値
として観光施設などの利用
者数を用いることとします。

八尾市への来訪者数が高
まっている状態をめざしま
す。

八尾市が所管する観光施設などの利用者数
=大阪府観光統計調査回答内容に基づく市が所管する観光
施設（①しおんじやま古墳学習館・②歴史民俗資料館・③
安中新田会所跡旧植田家住宅の歴史関係施設）の利用者数
+宿泊施設（④大畑山青少年野外活動センター）の宿泊者
数
出所：大阪府「観光統計調査」

（H21年度）
①15,266人 +
②12,078人 +
③7,869人 +
④1,301人
=36,514人

（H27年度）
現状値比3％の増加をめざす
36,514人×103％ =37,609人≒
37,600人
（H32年度）
現状値比6％の増加をめざす
36,514人×106％ =38,705人≒
38,700人

③

八尾市
ホームページ
アクセス件数
（件）

624,497 780,000 937,000

市政情報提供の媒体の一つ
として、今後大きなウエイ
トを占めると考えるため。

ホームページへのアクセス
が高まっている状況をめざ
します（特殊要因を除く）。

八尾市ホームページアクセス件数
=市ホームページトップページへの年間アクセス件数
※特殊要因とは、大規模災害発生時など緊急かつ重要な事
象について臨時で発信したことに起因して、特に市ホーム
ページへのアクセスが平常時より急増したと思料される場
合は、数値が過大になるため、当該件数急増した月につい
ては、その月を除いた月平均アクセス件数に置き換え、年
間件数を算出
出所：市政情報課調べ

（H21年度）
624,497件
（5月については、新型イン
フルエンザの発生で市ホーム
ページへのアクセスが急増し
たと思料され、5月のデータ
（104,359件）を除いた平均
52,041件に置き換えて算出）

（H27年度）
現状値比25％の増加をめざす
624,497 件 × 125 ％ =780,621 件 ≒
780,000件
（H32年度）
現状値比50％の増加をめざす
624,497 件 × 150 ％ =936,746 件 ≒
937,000件

26 自然的資源の保全 ①

市内に自然環境
が多く残って
いると思う
市民の割合（％）

45.0
（H22） 47.5 50.0	

自然的資源の保全が適切に
行われれば、市民の意識に
もあらわれると考えるた
め。

自然環境に対する市民意識
の向上をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市内に自然環境が多く残っていると
思いますか。
①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わない
⑤わからない

（H22年度）
①12.5％ +
②32.5％
=45.0％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
45.0％ +（50.0％－45.0％）×5年
/10年 =47.5％
（H32年度）
50.0％をめざす

27 歴史資産などの保全と活用

① 文化財施設の
利用者数（人） 36,011 37,000 38,000

施設が利用され、文化財に
ふれられることによって、
歴史や文化財に対して興味
が湧き、理解が深まると考
えるため。

文化財保護に対する理解と
活用の意識が高まっている
状況をめざします。

文化財施設の利用者数
=①歴史民俗資料館、②埋蔵文化財調査センター、③しお
んじやま古墳学習館、④安中新田会所跡旧植田家住宅の利
用者数
出所：文化財課調べ

（H21年度）
①12,078人 +
②798人 +
③15,266人 +
④7,869人
=36,011人

（H27年度）
現状値比3％の増加をめざす
36,011 人 × 103 ％ =37,091 人≒
37,000人
（H32年度）
現状値比6％の増加をめざす
36,011 人 × 106 ％ =38,172 人≒
38,000人

② 指定文化財など
の件数（件） 99 111 121

文化財を指定することに
よって、保存が図られ、今
後、広く活用を進めること
ができるため。

文化財の保護が進み、身近
に感じられる状況をめざし
ます。

毎年度末における指定ならびに登録文化財の件数
出所：文化財課調べ

（H21年度）
99件

（H27年度）
年間2件程度の指定をめざす
99件 +2件×6年 =111件
（H32年度）
年間2件程度の指定をめざす
111件 +2件×5年 =121件

③

文化財情報
システムの
アクセス件数
（件）

16,751 18,500 22,000

本市の歴史資産や文化財に
興味を持たれている方の人
数は、文化財に関する情報
を利用、検索する人数にあ
らわれると考えるため。

多くの方が八尾の文化財に
興味を持たれるようにしま
す。

文化財課が所管、管理しているＩCＴを活用した文化財の
情報検索システムへの年間アクセス件数
出所：文化財課調べ

（H21年度）
16,751件

（H27年度）
現状値比10％の増加をめざす
16,751 件 × 110 ％ =18,426 件≒
18,500件
（H32年度）
現状値比30％の増加をめざす
16,751 件 × 130 ％ =21,776 件≒
22,000件
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28 生涯学習の取り組み

①

市民1人当たり
の年間の
図書の貸出点数
（点）

7.3 9.4 11.6

市民の図書館の利用状況が
増えることは、生涯学習の
効果として市民の学習意欲
の高まりをあらわすと考え
るため。

市民が等しく利用できる図
書館サービス体制が整うこ
とで、市民の読書を通じた
学習意欲が高まり、その成
果を活かした社会活動が活
発化しています。

市民1人当たりの年間の図書の貸出点数
=年間図書貸出点数 /人口
出所：「図書館統計資料」

（H21年度）
1,991,425点 /272,024人
=7.32点≒7.3点

（H27年度）
図書館体制を整備することにより貸出
点数が増加し、9.4点となることをめざ
す
（H32年度）
図書館サービスを通じた利用者の増加
により貸出数が増加し、11.6点となる
ことをめざす

②

文化・スポーツ
ボランティア
バンク「まちの
なかの達人」
登録者数（人）

225 270 300

自らの学習成果を社会還元
していきたいという意欲の
ある人が増えることによ
り、ボランティアバンクの
登録人数が増えると考える
ため。

生涯学習が浸透することに
よって自らの学習成果を社
会還元していきたいという
意欲のある人が増えていく
ことをめざします。

文化・スポーツボランティアバンク「まちのなかの達人」
登録者数
出所：「まちのなかの達人」

（H21年度）
225人

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値をめざす
225人 +（300人－225人）×6年 /11
年 =266人≒270人
（H32年度）
300人をめざす

29 国際交流と国内交流

①

姉妹・友好都市
交流および国内
交流の累積
参加者数（人）

1,556 2,000 2,350

年度ごとの事業成果をあら
わすため。

現状の事業実績を基準とし
て、継続した交流事業を実
施します。

姉妹・友好都市交流および国内交流の累積参加者数
=①姉妹友好都市との国際交流事業での実施事業ごとの累
積交流者数 +②国内交流事業の累積参加者数
出所：文化国際課・秘書課調べ

（H21年度）
①1,160人 +
②396人
=1,556人

（H27年度）
毎年70人の増加をめざす
1,556 人 +70 人 × 6 年 =1,976 人 ≒
2,000人
（H32年度）
毎年70人の増加をめざす
2,000人 +70人×5年 =2,350人

②
国際交流に
興味のある
市民の割合（％）

55.0
（H22） 60 65

事業効果の浸透状況は、交
流事業に興味を抱いている
市民の割合にあらわれると
考えるため。

国際交流に興味のある市民
が増加している状況をめざ
します。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①16.6％ +
②38.4％
=55.0％

（H27年度）
毎年1％の増加をめざす
55.0％ +1％×5年 =60.0％
（H32年度）
毎年1％の増加をめざす
60％ +1％×5年 =65％

30 芸術文化の振興

①

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（％）

75.5
（H22） 77 79

芸術文化の種類、親しみ方
はさまざまあることから、
日常生活の中で市民が芸術
文化に親しんでいることに
ついては、市民意識による
把握が最も有効的であると
考えるため。

日常生活で芸術文化に親し
む市民が増えている状況を
めざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①31.4％ +
②44.1％
=75.5％

芸術文化は徐々に市民生活に浸透する
ことから、5年間で現状値比2％の増加
をめざす
（H27年度）
75.5％ +2％ =77.5％≒77％
（H32年度）
77％ +2％ =79％

② 文化会館施設
利用状況（％） 83.6 85 87

芸術文化の拠点施設である
文化会館の利用率が高まる
ことは、芸術文化活動が高
まっていることをあらわす
と考えるため。

文化会館を利用した芸術文
化活動が高まっている状況
をめざします。

開館日におけるホール各諸室の利用状況
=ホール各諸室の利用日数 /ホール各諸室の利用可能日数
×100
出所：文化国際課調べ

（H21年度）
3,100日 /3,710日×100
=83.56％≒83.6％

既に80％を超える稼働率があるため、
急激な増加は難しいことから、5年間で
2％の増加をめざす
（H27年度）
83.6％ +2％ =85.6％≒85％
（H32年度）
85％ +2％ =87％

31

スポーツ・
レクリエー
ションの
取り組み

①
運動・スポーツ
をしている
市民の割合（％）

27.2
（H22） 40 52

運動・スポーツをしている
市民が増えることは、ス
ポーツ・レクリエーション
活動が広がっていることを
あらわすと考えるため。

週1回以上、運動・スポー
ツをしている人の割合を高
めていきます。

八尾市民意識調査での①の回答割合 （H22年度）
①27.2％

（H27年度）
H22年度とＨ32年度の中間値
27.2％ +（52％－27.2％）×5年 /10
年 =39.6％≒40％
（H32年度）
52％をめざす

②

健康のために
運動などを
心がける
市民の割合（％）

50.8
（H22） 60 65

健康のために運動を心がけ
る市民が増えることは、ス
ポーツ・レクリエーション
活動が広がっていることを
あらわすと考えるため。

自主的に運動を心がけてい
る人の割合を高めていきま
す。

八尾市民意識調査での①の回答割合 （H22年度）
①50.8％

（H27年度）
60％をめざす
（H32年度）
65％をめざす
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28 生涯学習の取り組み

①

市民1人当たり
の年間の
図書の貸出点数
（点）

7.3 9.4 11.6

市民の図書館の利用状況が
増えることは、生涯学習の
効果として市民の学習意欲
の高まりをあらわすと考え
るため。

市民が等しく利用できる図
書館サービス体制が整うこ
とで、市民の読書を通じた
学習意欲が高まり、その成
果を活かした社会活動が活
発化しています。

市民1人当たりの年間の図書の貸出点数
=年間図書貸出点数 /人口
出所：「図書館統計資料」

（H21年度）
1,991,425点 /272,024人
=7.32点≒7.3点

（H27年度）
図書館体制を整備することにより貸出
点数が増加し、9.4点となることをめざ
す
（H32年度）
図書館サービスを通じた利用者の増加
により貸出数が増加し、11.6点となる
ことをめざす

②

文化・スポーツ
ボランティア
バンク「まちの
なかの達人」
登録者数（人）

225 270 300

自らの学習成果を社会還元
していきたいという意欲の
ある人が増えることによ
り、ボランティアバンクの
登録人数が増えると考える
ため。

生涯学習が浸透することに
よって自らの学習成果を社
会還元していきたいという
意欲のある人が増えていく
ことをめざします。

文化・スポーツボランティアバンク「まちのなかの達人」
登録者数
出所：「まちのなかの達人」

（H21年度）
225人

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値をめざす
225人 +（300人－225人）×6年 /11
年 =266人≒270人
（H32年度）
300人をめざす

29 国際交流と国内交流

①

姉妹・友好都市
交流および国内
交流の累積
参加者数（人）

1,556 2,000 2,350

年度ごとの事業成果をあら
わすため。

現状の事業実績を基準とし
て、継続した交流事業を実
施します。

姉妹・友好都市交流および国内交流の累積参加者数
=①姉妹友好都市との国際交流事業での実施事業ごとの累
積交流者数 +②国内交流事業の累積参加者数
出所：文化国際課・秘書課調べ

（H21年度）
①1,160人 +
②396人
=1,556人

（H27年度）
毎年70人の増加をめざす
1,556 人 +70 人 × 6 年 =1,976 人 ≒
2,000人
（H32年度）
毎年70人の増加をめざす
2,000人 +70人×5年 =2,350人

②
国際交流に
興味のある
市民の割合（％）

55.0
（H22） 60 65

事業効果の浸透状況は、交
流事業に興味を抱いている
市民の割合にあらわれると
考えるため。

国際交流に興味のある市民
が増加している状況をめざ
します。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、さまざまな国の人たちと交流し、相互理
解を深める国際交流について、興味がありますか。
①興味がある　②少し興味がある　③興味がない

（H22年度）
①16.6％ +
②38.4％
=55.0％

（H27年度）
毎年1％の増加をめざす
55.0％ +1％×5年 =60.0％
（H32年度）
毎年1％の増加をめざす
60％ +1％×5年 =65％

30 芸術文化の振興

①

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（％）

75.5
（H22） 77 79

芸術文化の種類、親しみ方
はさまざまあることから、
日常生活の中で市民が芸術
文化に親しんでいることに
ついては、市民意識による
把握が最も有効的であると
考えるため。

日常生活で芸術文化に親し
む市民が増えている状況を
めざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、日常生活において、音楽、映画、演劇、
美術等の芸術文化に親しんで心の豊かさを感じる時はあ
りますか。
①大いにある　②少しある　③あまりない　④全くない

（H22年度）
①31.4％ +
②44.1％
=75.5％

芸術文化は徐々に市民生活に浸透する
ことから、5年間で現状値比2％の増加
をめざす
（H27年度）
75.5％ +2％ =77.5％≒77％
（H32年度）
77％ +2％ =79％

② 文化会館施設
利用状況（％） 83.6 85 87

芸術文化の拠点施設である
文化会館の利用率が高まる
ことは、芸術文化活動が高
まっていることをあらわす
と考えるため。

文化会館を利用した芸術文
化活動が高まっている状況
をめざします。

開館日におけるホール各諸室の利用状況
=ホール各諸室の利用日数 /ホール各諸室の利用可能日数
×100
出所：文化国際課調べ

（H21年度）
3,100日 /3,710日×100
=83.56％≒83.6％

既に80％を超える稼働率があるため、
急激な増加は難しいことから、5年間で
2％の増加をめざす
（H27年度）
83.6％ +2％ =85.6％≒85％
（H32年度）
85％ +2％ =87％

31

スポーツ・
レクリエー
ションの
取り組み

①
運動・スポーツ
をしている
市民の割合（％）

27.2
（H22） 40 52

運動・スポーツをしている
市民が増えることは、ス
ポーツ・レクリエーション
活動が広がっていることを
あらわすと考えるため。

週1回以上、運動・スポー
ツをしている人の割合を高
めていきます。

八尾市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．現在、あなたは、どのくらいの頻度で運動やスポー
ツをしていますか
①週1回以上　②月に2～ 3回　③年に数回　④不定期
⑤全くない

（H22年度）
①27.2％

（H27年度）
H22年度とＨ32年度の中間値
27.2％ +（52％－27.2％）×5年 /10
年 =39.6％≒40％
（H32年度）
52％をめざす

②

健康のために
運動などを
心がける
市民の割合（％）

50.8
（H22） 60 65

健康のために運動を心がけ
る市民が増えることは、ス
ポーツ・レクリエーション
活動が広がっていることを
あらわすと考えるため。

自主的に運動を心がけてい
る人の割合を高めていきま
す。

八尾市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．あなたは、健康のために運動を心がけるなど、自主
的に何か取り組みをしていますか。
①している　②していない

（H22年度）
①50.8％

（H27年度）
60％をめざす
（H32年度）
65％をめざす
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（4）職住近在のにぎわいのある八尾

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

32

産業政策を
活かした
「まちづくり」
の推進

①

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（％）

49.1
（H22） 60 70

まちづくりにあたって、産
業振興の重要性についての
市民の理解を得ることが必
要と考えるため。

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

八尾市民意識調査での①の回答割合 （H22年度）
①49.1％

（H27年度）
Ｈ22年度とＨ32年度の中間値
49.1％ +（70％－49.1％）×5年 /10
年 =59.6％≒60％
（H32年度）
70％をめざす

②
八尾市
産業振興会議の
提言実現率（％）

92.6 96 100

市民や事業者などの意見に
基づく提言を市政に反映し
ていくことが、産業振興に
おいて重要と考えるため。

市民・事業者の参画による
施策提言が多数実現される
ことにより、市民・事業者
ニーズを踏まえた産業振興
をめざします。

八尾市産業振興会議からなされた提言の実現率
=施策化した数 /提言数×100
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
100施策 /108提言×100
=92.59％≒92.6％

（H27年度）
Ｈ21年度とＨ32年度の中間値
92.6％ +（100％－92.6％）×6年 /11
年 =96.6％≒96％
（H32年度）
100％の実現をめざす

③ 昼間人口指数
（％）

95.0
（H17） 98 100

より多くの人が八尾市内に
おいて、産業活動を営んで
いることが八尾市の産業の
発展と相関関係があると考
えるため。

産業振興によるまちの活性
化により、日中、市外の人
も含めて数多くの方が市内
で活動していることをめざ
します。

昼間人口指数
=昼間人口 /夜間人口×100
=（常住人口－流出人口 +流入人口）/常住人口×100
出所：「国勢調査」

（H17年度）
=259,816 人 /273,487 人 ×
100
=95.00％ =95.0％

（H27年度）
H17年度とH32年度の中間値
95％ +（100％－95％）×10年 /15年
=98.3％≒98％
（H32年度）
流出人口と流入人口が均衡している状
態（100％）をめざす

33
世界に誇る
ものづくりの
振興と発信

①

中小企業
サポート
センター利用
事業者数
（事業者）

150 270 370

市内事業者の技術・経営の
高度化への支援の適切さ
は、中小企業サポートセン
ターの利用状況によりあら
わされると考えるため。

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

八尾市中小企業サポートセンターを利用した市内事業者数
（同一事業者について複数回の利用があっても1事業者とカ
ウント）
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
150事業者

（H27年度）
毎年20事業者の増加をめざす
150事業者 +20事業者×6年 =270事
業者
（H32年度）
毎年20事業者の増加をめざす
270事業者 +20事業者×5年 =370事
業者

②
立地制度活用に
よる工場立地
件数（件数）

6 12 17

市内での工場立地におい
て、奨励金制度が大きく関
わっていると考えるため。

工場立地制度の活用により
市内での工場立地が維持・
促進されている状況をめざ
します。

八尾市ものづくり集積促進奨励金制度指定事業者数（件数）
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
6件

（H27年度）
毎年1件の増加をめざす
6件 +1件×6年 =12件
（H32年度）
毎年1件の増加をめざす
12件 +1件×5年 =17件

③

「八尾ものづく
りネット」
アクセス件数
（件数 /年）

270,000 288,000 303,000

市内製造業の情報発信ツー
ルとして、「八尾ものづく
りネット」が重要な役割を
担っており、アクセス件数
の増加が重要と考えるた
め。

市内製造業の情報が幅広く
発信され、国内外での認知
度が高まっている状況をめ
ざします。

八尾市製造業ポータルサイト「八尾ものづくりネット」年
間アクセス件数
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
270,000件

（H27年度）
毎年3千件の増加をめざす
27万件 +3千件×6年 =28.8万件
（H32年度）
毎年3千件の増加をめざす
28.8万件 +3千件×5年 =30.3万件
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参
考
資
料

参考資料

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

32

産業政策を
活かした
「まちづくり」
の推進

①

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（％）

49.1
（H22） 60 70

まちづくりにあたって、産
業振興の重要性についての
市民の理解を得ることが必
要と考えるため。

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

八尾市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．あなたは、まちの活性化のために、産業振興は重要
だと思いますか。
①重要	
②どちらかと言えば重要である
③あまり重要ではない

（H22年度）
①49.1％

（H27年度）
Ｈ22年度とＨ32年度の中間値
49.1％ +（70％－49.1％）×5年 /10
年 =59.6％≒60％
（H32年度）
70％をめざす

②
八尾市
産業振興会議の
提言実現率（％）

92.6 96 100

市民や事業者などの意見に
基づく提言を市政に反映し
ていくことが、産業振興に
おいて重要と考えるため。

市民・事業者の参画による
施策提言が多数実現される
ことにより、市民・事業者
ニーズを踏まえた産業振興
をめざします。

八尾市産業振興会議からなされた提言の実現率
=施策化した数 /提言数×100
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
100施策 /108提言×100
=92.59％≒92.6％

（H27年度）
Ｈ21年度とＨ32年度の中間値
92.6％ +（100％－92.6％）×6年 /11
年 =96.6％≒96％
（H32年度）
100％の実現をめざす

③ 昼間人口指数
（％）

95.0
（H17） 98 100

より多くの人が八尾市内に
おいて、産業活動を営んで
いることが八尾市の産業の
発展と相関関係があると考
えるため。

産業振興によるまちの活性
化により、日中、市外の人
も含めて数多くの方が市内
で活動していることをめざ
します。

昼間人口指数
=昼間人口 /夜間人口×100
=（常住人口－流出人口 +流入人口）/常住人口×100
出所：「国勢調査」

（H17年度）
=259,816 人 /273,487 人 ×
100
=95.00％ =95.0％

（H27年度）
H17年度とH32年度の中間値
95％ +（100％－95％）×10年 /15年
=98.3％≒98％
（H32年度）
流出人口と流入人口が均衡している状
態（100％）をめざす

33
世界に誇る
ものづくりの
振興と発信

①

中小企業
サポート
センター利用
事業者数
（事業者）

150 270 370

市内事業者の技術・経営の
高度化への支援の適切さ
は、中小企業サポートセン
ターの利用状況によりあら
わされると考えるため。

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

八尾市中小企業サポートセンターを利用した市内事業者数
（同一事業者について複数回の利用があっても1事業者とカ
ウント）
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
150事業者

（H27年度）
毎年20事業者の増加をめざす
150事業者 +20事業者×6年 =270事
業者
（H32年度）
毎年20事業者の増加をめざす
270事業者 +20事業者×5年 =370事
業者

②
立地制度活用に
よる工場立地
件数（件数）

6 12 17

市内での工場立地におい
て、奨励金制度が大きく関
わっていると考えるため。

工場立地制度の活用により
市内での工場立地が維持・
促進されている状況をめざ
します。

八尾市ものづくり集積促進奨励金制度指定事業者数（件数）
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
6件

（H27年度）
毎年1件の増加をめざす
6件 +1件×6年 =12件
（H32年度）
毎年1件の増加をめざす
12件 +1件×5年 =17件

③

「八尾ものづく
りネット」
アクセス件数
（件数 /年）

270,000 288,000 303,000

市内製造業の情報発信ツー
ルとして、「八尾ものづく
りネット」が重要な役割を
担っており、アクセス件数
の増加が重要と考えるた
め。

市内製造業の情報が幅広く
発信され、国内外での認知
度が高まっている状況をめ
ざします。

八尾市製造業ポータルサイト「八尾ものづくりネット」年
間アクセス件数
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
270,000件

（H27年度）
毎年3千件の増加をめざす
27万件 +3千件×6年 =28.8万件
（H32年度）
毎年3千件の増加をめざす
28.8万件 +3千件×5年 =30.3万件
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施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

34
地域に根ざし、
貢献する商業
の育成と振興

①
小売業の
年間商品販売額
（億円）

2,229
（H19） 2,340 2,452

市内の商店が買い物の場と
して利用されることによ
り、小売業の販売額が増加
すると考えるため。

買い物に市内商店が利用さ
れることにより、市内商店
の販売額が増加している状
態をめざします。

小売業の年間商品販売額
出所：「商業統計調査」

（H19年度）
2,229億円

（H27年度）
現状値比5％の増加をめざす
2,229億円×105％ =2,340億円
（H32年度）
現状値比10％の増加をめざす
2,229億円×110％ =2,452億円

②

商店街や地元の
個人商店で
買い物をする
市民の割合（％）

26.7
（H22） 27	 27	

地域住民の来街者数の増加
が、事業者の事業機会の増
加（商業の活性化）につな
がるため。

商業集積を維持します。 八尾市民意識調査での①の回答割合 （H22年度）
①26.7％

（H27年度）
現状維持（27％）をめざす
（H32年度）
現状維持（27％）をめざす

③

活性化
ビジョン・
プランを策定し
ている商業団体
数（団体）

－ 5 10

地域商業の機能強化に向け
た取り組みの支援制度が効
果的に活用されるために
は、商業団体自らが中長期
的な目標を設定する必要が
あるため。

計画的に活性化事業に取り
組む商業団体数が増加して
いる状態をめざします。

活性化ビジョン・プランを策定している商業団体の数
出所：産業政策課調べ

活性化ビジョン・プランの策
定はH23年度以降に開始

（H27年度）
毎年1団体以上の策定をめざす
1団体×5年 =5団体
（H32年度）
毎年1団体以上の策定をめざす
5団体 +１団体×5年 =10団体

④

八尾あきんど
Ｏｎ－Ｄｏ
ネット新規
登録・情報更新
件数（件）

240
（H20） 264 288

八尾あきんどＯｎ－Ｄｏ
ネット新規登録・情報更新
件数の増加が、意欲ある個
店の増加をあらわすと考え
るため。

経済活動、地域貢献活動の
両面において、意欲ある個
店がより増加している状態
をめざします。

八尾あきんどＯｎ－Ｄｏネット新規登録件数および情報更
新件数
（H21のサイトのリニューアルに際し、登録情報についての
アンケートを実施し、大幅な件数増加があったため、H20
のデータを現状値とする）
出所：産業政策課調べ

（H20年度）
240件

（H27年度）
現状値比10％の増加をめざす
240件×110％ =264件
（H32年度）
現状値比20％の増加をめざす
240件×120％ =288件

35
味力を
うみだす
農業の振興

① 耕地面積（ha） 460 460 460

農地の減少抑制は、景観・
環境の観点からも必要であ
るため。

農地の減少を防止すること
を目標とします。

耕地面積
出所：「大阪府農林水産統計年報」

（H21年度）
460ha

（H27年度）
減少させないこと（460ha）をめざす
（H32年度）
減少させないこと（460ha）をめざす

②

農地バンク制度
による農地貸借
斡旋事業への
登録件数（件）

－ 5 10

遊休農地を解消するための
手段として農地バンク制度
を導入、運用することが、
環境保全に寄与すると考え
るため。

遊休農地を解消することに
より、農地および環境の保
全をめざします。

農地貸借斡旋事業への農地登録件数（年度末の登録件数）
出所：農業委員会事務局調べ

H22年度から事業実施
（H22.6.1から制度導入）

（H27年度）
5件の登録をめざす
（H32年度）
10件の登録をめざす

③
農業経営改善
計画認定農業者
数（国版）（人）

30 33 36

農業経営基盤強化促進を図
るためには、農業者自らが
経営改善を図ることが必要
と考えるため。

該当者を増加させることに
より、農業経営の効率化を
めざします。

大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条
例の規定による農業経営計画（5年後の経営目標）の認定
をした者（年度末の認定農業者数）
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
30人

（H27年度）
33人の認定をめざす
（H32年度）
36人の認定をめざす

36 就業支援と雇用創出

①

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
（％）

28.0	 34.5 40

八尾市地域就労支援基本計
画に基づいた就労弱者であ
る就労困難者への支援が成
果を上げているかどうかを
あらわすため。

センターにおける就労相談
が効果的に雇用につながっ
ていることをめざします。

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
=実就労者数 /（地域就労支援センターの新規相談者 +過
年度からの継続的相談者の実人数）×100
出所：大阪府「市町村就職困難者就労支援事業の実績報告」

（H21年度）
87人 /（260人 +51人）×100
=27.97％≒28.0％

（H27年度）
Ｈ21年度とH32年度の中間値
28.0％ +（40％－28.0％）×6年 /11
年 =34.5％
（H32年度）
40％の達成率をめざす

②
地域就労支援
センターへの
相談者数（人）

311 340 370

八尾市地域就労支援基本計
画に基づいた就労弱者であ
る就労困難者への支援が成
果を上げているかどうかを
あらわすため。

的確な相談対応により、セ
ンターへの相談者数が増加
し、雇用・就労の増加に結
びつけることをめざしま
す。

地域就労支援センターへの相談者数
=地域就労支援センターへの新規相談者 +過年度からの継
続的相談者の実人数
出所：大阪府「市町村就職困難者就労支援事業の実績報告」

（H21年度）
260人 +51人 =311人

（H27年度）
現状値比10％の増加をめざす
311人×110％ =342.1人≒340人
（H32年度）
現状値比20％の増加をめざす
311人×120％ =373.2人≒370人

③

八尾市ワーク
サポ－ト
センターに
おける職業紹介
件数に対する
就職率（％）

8.7 15 20

一般求職者の雇用環境をあ
らわすため。

雇用・就労施策を継続実施
していくことで就職率が高
まっている状況をめざしま
す。

八尾市ワークサポートセンターにおける職業就職率
=就職件数 /紹介件数×100
出所：八尾市地域職業相談室調べ

（H21年度）
1,315件 /15,088件×100
=8.72％≒8.7％

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
8.7％ +（20％－8.7％）×6年 /11年
=14.9％≒15％
（H32年度）
20％をめざす
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

34
地域に根ざし、
貢献する商業
の育成と振興

①
小売業の
年間商品販売額
（億円）

2,229
（H19） 2,340 2,452

市内の商店が買い物の場と
して利用されることによ
り、小売業の販売額が増加
すると考えるため。

買い物に市内商店が利用さ
れることにより、市内商店
の販売額が増加している状
態をめざします。

小売業の年間商品販売額
出所：「商業統計調査」

（H19年度）
2,229億円

（H27年度）
現状値比5％の増加をめざす
2,229億円×105％ =2,340億円
（H32年度）
現状値比10％の増加をめざす
2,229億円×110％ =2,452億円

②

商店街や地元の
個人商店で
買い物をする
市民の割合（％）

26.7
（H22） 27	 27	

地域住民の来街者数の増加
が、事業者の事業機会の増
加（商業の活性化）につな
がるため。

商業集積を維持します。 八尾市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．あなたは、商店街や地元の個人商店でどの程度買い
物をしますか。
①週1回以上　②月に2～ 3回　③年に数回　④不定期
⑤全くない

（H22年度）
①26.7％

（H27年度）
現状維持（27％）をめざす
（H32年度）
現状維持（27％）をめざす

③

活性化
ビジョン・
プランを策定し
ている商業団体
数（団体）

－ 5 10

地域商業の機能強化に向け
た取り組みの支援制度が効
果的に活用されるために
は、商業団体自らが中長期
的な目標を設定する必要が
あるため。

計画的に活性化事業に取り
組む商業団体数が増加して
いる状態をめざします。

活性化ビジョン・プランを策定している商業団体の数
出所：産業政策課調べ

活性化ビジョン・プランの策
定はH23年度以降に開始

（H27年度）
毎年1団体以上の策定をめざす
1団体×5年 =5団体
（H32年度）
毎年1団体以上の策定をめざす
5団体 +１団体×5年 =10団体

④

八尾あきんど
Ｏｎ－Ｄｏ
ネット新規
登録・情報更新
件数（件）

240
（H20） 264 288

八尾あきんどＯｎ－Ｄｏ
ネット新規登録・情報更新
件数の増加が、意欲ある個
店の増加をあらわすと考え
るため。

経済活動、地域貢献活動の
両面において、意欲ある個
店がより増加している状態
をめざします。

八尾あきんどＯｎ－Ｄｏネット新規登録件数および情報更
新件数
（H21のサイトのリニューアルに際し、登録情報についての
アンケートを実施し、大幅な件数増加があったため、H20
のデータを現状値とする）
出所：産業政策課調べ

（H20年度）
240件

（H27年度）
現状値比10％の増加をめざす
240件×110％ =264件
（H32年度）
現状値比20％の増加をめざす
240件×120％ =288件

35
味力を
うみだす
農業の振興

① 耕地面積（ha） 460 460 460

農地の減少抑制は、景観・
環境の観点からも必要であ
るため。

農地の減少を防止すること
を目標とします。

耕地面積
出所：「大阪府農林水産統計年報」

（H21年度）
460ha

（H27年度）
減少させないこと（460ha）をめざす
（H32年度）
減少させないこと（460ha）をめざす

②

農地バンク制度
による農地貸借
斡旋事業への
登録件数（件）

－ 5 10

遊休農地を解消するための
手段として農地バンク制度
を導入、運用することが、
環境保全に寄与すると考え
るため。

遊休農地を解消することに
より、農地および環境の保
全をめざします。

農地貸借斡旋事業への農地登録件数（年度末の登録件数）
出所：農業委員会事務局調べ

H22年度から事業実施
（H22.6.1から制度導入）

（H27年度）
5件の登録をめざす
（H32年度）
10件の登録をめざす

③
農業経営改善
計画認定農業者
数（国版）（人）

30 33 36

農業経営基盤強化促進を図
るためには、農業者自らが
経営改善を図ることが必要
と考えるため。

該当者を増加させることに
より、農業経営の効率化を
めざします。

大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条
例の規定による農業経営計画（5年後の経営目標）の認定
をした者（年度末の認定農業者数）
出所：産業政策課調べ

（H21年度）
30人

（H27年度）
33人の認定をめざす
（H32年度）
36人の認定をめざす

36 就業支援と雇用創出

①

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
（％）

28.0	 34.5 40

八尾市地域就労支援基本計
画に基づいた就労弱者であ
る就労困難者への支援が成
果を上げているかどうかを
あらわすため。

センターにおける就労相談
が効果的に雇用につながっ
ていることをめざします。

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
=実就労者数 /（地域就労支援センターの新規相談者 +過
年度からの継続的相談者の実人数）×100
出所：大阪府「市町村就職困難者就労支援事業の実績報告」

（H21年度）
87人 /（260人 +51人）×100
=27.97％≒28.0％

（H27年度）
Ｈ21年度とH32年度の中間値
28.0％ +（40％－28.0％）×6年 /11
年 =34.5％
（H32年度）
40％の達成率をめざす

②
地域就労支援
センターへの
相談者数（人）

311 340 370

八尾市地域就労支援基本計
画に基づいた就労弱者であ
る就労困難者への支援が成
果を上げているかどうかを
あらわすため。

的確な相談対応により、セ
ンターへの相談者数が増加
し、雇用・就労の増加に結
びつけることをめざしま
す。

地域就労支援センターへの相談者数
=地域就労支援センターへの新規相談者 +過年度からの継
続的相談者の実人数
出所：大阪府「市町村就職困難者就労支援事業の実績報告」

（H21年度）
260人 +51人 =311人

（H27年度）
現状値比10％の増加をめざす
311人×110％ =342.1人≒340人
（H32年度）
現状値比20％の増加をめざす
311人×120％ =373.2人≒370人

③

八尾市ワーク
サポ－ト
センターに
おける職業紹介
件数に対する
就職率（％）

8.7 15 20

一般求職者の雇用環境をあ
らわすため。

雇用・就労施策を継続実施
していくことで就職率が高
まっている状況をめざしま
す。

八尾市ワークサポートセンターにおける職業就職率
=就職件数 /紹介件数×100
出所：八尾市地域職業相談室調べ

（H21年度）
1,315件 /15,088件×100
=8.72％≒8.7％

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
8.7％ +（20％－8.7％）×6年 /11年
=14.9％≒15％
（H32年度）
20％をめざす
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

37

土地の
有効利用と
都市景観の
保全

①

住工混在の拡大
が抑制され、
暮らしやすい
まちになったと
感じる市民の
割合（％）

24.9
（H22） 32 40

住工混在の拡大が抑制さ
れ、地域の特性に応じた土
地利用がされると、暮らし
やすいまちと感じる市民が
増えると考えるため。

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の増加
をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①4.5％ +
②20.4％
=24.9％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
24.9％ +（40％－24.9％）×5年 /10
年 =32.5％≒32％
（H32年度）
住工混在は、複合用途の建物もあり、
混在の程度に市民の感じ方に幅がある
ので、50％を超えることは無いと考え、
めざす値を40％に設定した

38 魅力ある都市核などの充実

①

住んでいるまち
が機能的だと
思う市民の割合
（％）

37.9
（H22） 40 43

めざす暮らしの姿（利便性・
安全性の向上、まちのにぎ
わいの増加）の達成状況を
あらわすと考えるため。

市民生活の利便性、安全性
向上など都市機能の強化を
図ります。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①10.8％ +
②27.1％
=37.9％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
37.9％ +（43％－37.9％）×5年 /10
年 =40.5％≒40％
（H32年度）
ＪＲ八尾駅整備の完了などにより、現
状値比5％の増加をめざす
37.9％ +5％ =42.9％≒43％

②

地域が
考えている方向
でまちの整備が
進んでいると
思う市民の割合
（％）

23.7
（H22） 26 29

めざす暮らしの姿（利便性・
安全性の向上、まちのにぎ
わいの増加）の達成状況を
あらわすと考えるため。

まちづくりの成果を共感で
きる市街化の整備を進めま
す。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①4.3％ +
②19.4％
=23.7％

（H27年度）
H20年度とH32年度の中間値
23.7％ +（29％－23.7％）×5年 /10
年 =26.4％≒26％
（H32年度）
ＪＲ八尾駅整備の完了などにより、現
状値比5％の増加をめざす
23.7％ +5％ =28.7％≒29％

39 都市計画道路などの整備

① 都市計画道路の
整備率（％） 46.7 46.8 47.3

事業の進捗状況をあらわす
ため。

整備率が増加している状況
をめざします。

都市計画道路の整備率
=整備済延長 /計画延長×100
出所：都市整備課調べ

（H21年度）
44.95km/96.33km×100
=46.66％≒46.7％

（H27年度）
都市計画道路ＪＲ八尾駅前線と安中山
ノ井線の整備をめざす
45.09km/96.33km×100=46.8％
（H32年度）
都市計画道路久宝寺線と久宝寺緑地線
の整備をめざす
45.60km/96.33km×100=47.3％

② 都市計画道路の
整備済延長（km） 44.95 45.09 45.60	

事業の進捗状況をあらわす
ため。

都市計画道路は全体整備延
長96.33km の計画をめざ
します。

都市計画道路の整備済延長
出所：都市整備課調べ

（H21年度）
44.95km

（H27年度）
都市計画道路ＪＲ八尾駅前線と安中山
ノ井線の整備をめざす
（H32年度）
都市計画道路久宝寺線と久宝寺緑地線
の整備をめざす

40 生活道路の整備と維持 ①

道路が安全に
利用できると
思う市民の割合
（％）

21.1
（H22） 25 33

道路の安全性が高まれば、
市民意識にあらわれてくる
と考えるため。

生活道路に対する市民の満
足度が高まっている状況を
めざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

H19年度は調査していません

（H22年度）
①3.8％ +
②17.3％
=21.1％

（H27年度）
市民の1/4の人が満足している状況
（25％）をめざす
（H32年度）
市民の1/3の人が満足している状況
（33％）をめざす

41

公園とまちの
緑化による
緑のある
暮らし

① 1人当たり都市
公園面積（m2） 2.59 2.70	 2.79

市街地の中での憩いの空間
の確保が、豊かな生活環境
の実感につながると考える
ため。

市民1人当たりの都市公園
面積を増やすことをめざし
ます。

1人当たり都市公園面積
=市内の都市公園の総面積 /人口
出所：みどり課調べ

（H21年度）
704,100m2/272,024人
=2.588m2≒2.59m2

（H27年度）
H12年度から H21年度の10年間で
の年平均増加面積（51,000m2/10年
=5,100m2/ 年）の維持をめざす
（704,100m2+5,100m2/ 年 × 6 年 ）
/272,024人 =2.70m2

（H32年度）
（704,100m2+5,100m2/ 年 × 11 年 ）
/272,024人 =2.79m2

② 年間植樹本数
（本） 19,577 36,000 36,000

植樹を進めていくことによ
り、市内の緑が増えていく
ため。

毎年度一定量の植樹本数の
確保をめざします。

年間植樹本数
=緑化協議による民間開発での植栽の樹木本数 +緑化樹、
記念樹の配付による樹木本数などの植樹本数
出所：みどり課調べ

（H21年度）
18,411本 +
525本 +
641本
=19,577本

（H27年度、H32年度）
H17年度からH21年度の5年間の年間
植樹本数の平均値（36,000本）の維持
をめざす
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

37

土地の
有効利用と
都市景観の
保全

①

住工混在の拡大
が抑制され、
暮らしやすい
まちになったと
感じる市民の
割合（％）

24.9
（H22） 32 40

住工混在の拡大が抑制さ
れ、地域の特性に応じた土
地利用がされると、暮らし
やすいまちと感じる市民が
増えると考えるため。

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の増加
をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．八尾市において、都市部ではそれぞれの地域特性に
応じた住宅、工場、商店が立地し、郊外部では市街化が
抑制され、自然環境の保全が図られていると思いますか。
①思う		②少し思う		③あまり思わない		④思わない
⑤わからない

（H22年度）
①4.5％ +
②20.4％
=24.9％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
24.9％ +（40％－24.9％）×5年 /10
年 =32.5％≒32％
（H32年度）
住工混在は、複合用途の建物もあり、
混在の程度に市民の感じ方に幅がある
ので、50％を超えることは無いと考え、
めざす値を40％に設定した

38 魅力ある都市核などの充実

①

住んでいるまち
が機能的だと
思う市民の割合
（％）

37.9
（H22） 40 43

めざす暮らしの姿（利便性・
安全性の向上、まちのにぎ
わいの増加）の達成状況を
あらわすと考えるため。

市民生活の利便性、安全性
向上など都市機能の強化を
図ります。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、住んでいるまちが機能的だと思いますか。
①思う		②少し思う		③あまり思わない		④思わない
⑤わからない

（H22年度）
①10.8％ +
②27.1％
=37.9％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
37.9％ +（43％－37.9％）×5年 /10
年 =40.5％≒40％
（H32年度）
ＪＲ八尾駅整備の完了などにより、現
状値比5％の増加をめざす
37.9％ +5％ =42.9％≒43％

②

地域が
考えている方向
でまちの整備が
進んでいると
思う市民の割合
（％）

23.7
（H22） 26 29

めざす暮らしの姿（利便性・
安全性の向上、まちのにぎ
わいの増加）の達成状況を
あらわすと考えるため。

まちづくりの成果を共感で
きる市街化の整備を進めま
す。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、あなたのお住まいの地域のみなさんが考
えている方向で、まちの整備が進んでいると思いますか。
①思う		②少し思う		③あまり思わない		④思わない
⑤わからない

（H22年度）
①4.3％ +
②19.4％
=23.7％

（H27年度）
H20年度とH32年度の中間値
23.7％ +（29％－23.7％）×5年 /10
年 =26.4％≒26％
（H32年度）
ＪＲ八尾駅整備の完了などにより、現
状値比5％の増加をめざす
23.7％ +5％ =28.7％≒29％

39 都市計画道路などの整備

① 都市計画道路の
整備率（％） 46.7 46.8 47.3

事業の進捗状況をあらわす
ため。

整備率が増加している状況
をめざします。

都市計画道路の整備率
=整備済延長 /計画延長×100
出所：都市整備課調べ

（H21年度）
44.95km/96.33km×100
=46.66％≒46.7％

（H27年度）
都市計画道路ＪＲ八尾駅前線と安中山
ノ井線の整備をめざす
45.09km/96.33km×100=46.8％
（H32年度）
都市計画道路久宝寺線と久宝寺緑地線
の整備をめざす
45.60km/96.33km×100=47.3％

② 都市計画道路の
整備済延長（km） 44.95 45.09 45.60	

事業の進捗状況をあらわす
ため。

都市計画道路は全体整備延
長96.33km の計画をめざ
します。

都市計画道路の整備済延長
出所：都市整備課調べ

（H21年度）
44.95km

（H27年度）
都市計画道路ＪＲ八尾駅前線と安中山
ノ井線の整備をめざす
（H32年度）
都市計画道路久宝寺線と久宝寺緑地線
の整備をめざす

40 生活道路の整備と維持 ①

道路が安全に
利用できると
思う市民の割合
（％）

21.1
（H22） 25 33

道路の安全性が高まれば、
市民意識にあらわれてくる
と考えるため。

生活道路に対する市民の満
足度が高まっている状況を
めざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合
Ｑ．あなたは、八尾市内の道路が歩行者にも運転者にも、
安全に利用できるように整備が進んでいると思いますか。
①思う		②少し思う		③あまり思わない		④思わない
⑤わからない
H19年度は調査していません

（H22年度）
①3.8％ +
②17.3％
=21.1％

（H27年度）
市民の1/4の人が満足している状況
（25％）をめざす
（H32年度）
市民の1/3の人が満足している状況
（33％）をめざす

41

公園とまちの
緑化による
緑のある
暮らし

① 1人当たり都市
公園面積（m2） 2.59 2.70	 2.79

市街地の中での憩いの空間
の確保が、豊かな生活環境
の実感につながると考える
ため。

市民1人当たりの都市公園
面積を増やすことをめざし
ます。

1人当たり都市公園面積
=市内の都市公園の総面積 /人口
出所：みどり課調べ

（H21年度）
704,100m2/272,024人
=2.588m2≒2.59m2

（H27年度）
H12年度から H21年度の10年間で
の年平均増加面積（51,000m2/10年
=5,100m2/ 年）の維持をめざす
（704,100m2+5,100m2/ 年 × 6 年 ）
/272,024人 =2.70m2

（H32年度）
（704,100m2+5,100m2/ 年 × 11 年 ）
/272,024人 =2.79m2

② 年間植樹本数
（本） 19,577 36,000 36,000

植樹を進めていくことによ
り、市内の緑が増えていく
ため。

毎年度一定量の植樹本数の
確保をめざします。

年間植樹本数
=緑化協議による民間開発での植栽の樹木本数 +緑化樹、
記念樹の配付による樹木本数などの植樹本数
出所：みどり課調べ

（H21年度）
18,411本 +
525本 +
641本
=19,577本

（H27年度、H32年度）
H17年度からH21年度の5年間の年間
植樹本数の平均値（36,000本）の維持
をめざす
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（5）環境を意識した暮らしやすい八尾

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

43 快適な生活環境づくり

①
環境保全行動を
実施している
市民の割合（％）

30.1
（H22） 40 50

何らかの環境改善、保全に
つながる行動を自ら実施し
ていることは、環境に対す
る市民意識が高まっている
ことをあらわすため。

半数の人が何らかの行動を
おこしていることを目標と
します。

八尾市民意識調査での①の回答割合 （H22年度）
①30.1％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
30.1％ +（50％－30.1％）×5年 /10
年 =40.1％≒40％
（H32年度）
半数の人（50％）が何らかの行動をお
こしていることをめざす

②

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（％）

－ 33 67

環境総合計画に基づく行動
計画の事業の目標を達成す
ることが、快適な生活環境
づくりにつながるため。

H37年（2025年）に100％
達成することを目標としま
す。

行動計画における事業の目標達成率
=行動計画に記載する目標達成数 /行動計画に記載する目
標数×100
出所：環境保全課調べ

行動計画はH23年度以降に開
始

H22年度を「0％」とし、H37年度を
「100％」とした間の該当年度の値
（H27年度）
100％×5年 /15年 =33.3％≒33％
（H32年度）
100％×10年 /15年 =66.7％≒67％

③ 環境基準適合率
（大気環境）（％） 98.2 100 100

環境基準は人の健康を保護
し、生活環境を保全するう
えで維持されることが望ま
しい基準として定められた
もので、行政上の政策目標
であるため。

毎年度100％達成すること
を目標とします。

大気関係：八尾保健所局における NO2、SPMの測定デー
タより算出した数値。
｛（NO2の日平均値が0.04ppm 未満の日数 /NO2有効測定日
数）+（SPMの日平均値が0.10㎎ /㎥以下の日数 /SPM有
効測定日数）｝×100/2
出所：環境保全課調べ

（H21年度）
98.2％

（H27年度）
毎年度100％をめざす
（H32年度）
毎年度100％をめざす

44 きれいなまち八尾の実現

①

居住する地区を
より住みやすい
環境にするため
にどうしたらい
いか考えたこと
がある
市民の割合（％）

36.1
（H22） 48 60

身近な生活環境に対する市
民意識が高まることが、地
域での環境美化活動につな
がる取り組みを促進するこ
とにつながると考えるた
め。

6割以上の人が環境を意識
するようになることをめざ
します。

八尾市民意識調査での①の回答割合 （H22年度）
①36.1％

（H27年度）
Ｈ22年度とH32年度の中間値
36.1％ +（60％－36.1％）×5年 /10
年 =48.1％≒48％
（H32年度）
60％をめざす

② 地域一斉清掃
実施回数（回） 352 380 400

住民や事業者が自分の住む
（働く）地域で美化活動に
自主的に取り組むことが、
きれいなまち八尾の実現に
つながると考えるため。

地域での自主的な清掃活動
の機会が増え、快適で美し
いまちづくりが進むことを
めざします。

地域一斉清掃受付簿による実施回数
出所：環境保全課調べ

（H21年度）
352回

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
352回 +（400回－352回）×6年 /11
年 =378.2回≒380回
（H32年度）
400回をめざす

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

42 公共交通網の充実 ①
公共交通が便利
だと感じる市民
の割合（％）

55.4
（H22） 60 65

市民が公共交通網を便利だ
と感じることが、公共交通
の利用促進につながると考
えるため。

公共交通の利便性の実感が
高まる状況をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①25.0％ +
②30.4％
=55.4％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
55.4％ +（65％－55.4％）×5年 /10
年 =60.2％≒60％
（H32年度）
地域などのニーズに応じた交通環境の
実現により65％をめざす
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施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

43 快適な生活環境づくり

①
環境保全行動を
実施している
市民の割合（％）

30.1
（H22） 40 50

何らかの環境改善、保全に
つながる行動を自ら実施し
ていることは、環境に対す
る市民意識が高まっている
ことをあらわすため。

半数の人が何らかの行動を
おこしていることを目標と
します。

八尾市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．あなたは、環境の改善や保護のために何らかの行動
を行っていますか。
①行っている　②行っていない　③わからない

（H22年度）
①30.1％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
30.1％ +（50％－30.1％）×5年 /10
年 =40.1％≒40％
（H32年度）
半数の人（50％）が何らかの行動をお
こしていることをめざす

②

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（％）

－ 33 67

環境総合計画に基づく行動
計画の事業の目標を達成す
ることが、快適な生活環境
づくりにつながるため。

H37年（2025年）に100％
達成することを目標としま
す。

行動計画における事業の目標達成率
=行動計画に記載する目標達成数 /行動計画に記載する目
標数×100
出所：環境保全課調べ

行動計画はH23年度以降に開
始

H22年度を「0％」とし、H37年度を
「100％」とした間の該当年度の値
（H27年度）
100％×5年 /15年 =33.3％≒33％
（H32年度）
100％×10年 /15年 =66.7％≒67％

③ 環境基準適合率
（大気環境）（％） 98.2 100 100

環境基準は人の健康を保護
し、生活環境を保全するう
えで維持されることが望ま
しい基準として定められた
もので、行政上の政策目標
であるため。

毎年度100％達成すること
を目標とします。

大気関係：八尾保健所局における NO2、SPMの測定デー
タより算出した数値。
｛（NO2の日平均値が0.04ppm 未満の日数 /NO2有効測定日
数）+（SPMの日平均値が0.10㎎ /㎥以下の日数 /SPM有
効測定日数）｝×100/2
出所：環境保全課調べ

（H21年度）
98.2％

（H27年度）
毎年度100％をめざす
（H32年度）
毎年度100％をめざす

44 きれいなまち八尾の実現

①

居住する地区を
より住みやすい
環境にするため
にどうしたらい
いか考えたこと
がある
市民の割合（％）

36.1
（H22） 48 60

身近な生活環境に対する市
民意識が高まることが、地
域での環境美化活動につな
がる取り組みを促進するこ
とにつながると考えるた
め。

6割以上の人が環境を意識
するようになることをめざ
します。

八尾市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市やあなたのお住まいの地域を、よ
り住みやすい環境にするために、どうしたらいいかと考
えたことがありますか。
①考える　②あまり考えない　③考えない　④わからない

（H22年度）
①36.1％

（H27年度）
Ｈ22年度とH32年度の中間値
36.1％ +（60％－36.1％）×5年 /10
年 =48.1％≒48％
（H32年度）
60％をめざす

② 地域一斉清掃
実施回数（回） 352 380 400

住民や事業者が自分の住む
（働く）地域で美化活動に
自主的に取り組むことが、
きれいなまち八尾の実現に
つながると考えるため。

地域での自主的な清掃活動
の機会が増え、快適で美し
いまちづくりが進むことを
めざします。

地域一斉清掃受付簿による実施回数
出所：環境保全課調べ

（H21年度）
352回

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
352回 +（400回－352回）×6年 /11
年 =378.2回≒380回
（H32年度）
400回をめざす

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

42 公共交通網の充実 ①
公共交通が便利
だと感じる市民
の割合（％）

55.4
（H22） 60 65

市民が公共交通網を便利だ
と感じることが、公共交通
の利用促進につながると考
えるため。

公共交通の利便性の実感が
高まる状況をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、バスや鉄道などの公共交通機関を利用し
て出かけるときに、便利だと思いますか。
①思う		②少し思う		③あまり思わない		④思わない
⑤わからない

（H22年度）
①25.0％ +
②30.4％
=55.4％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
55.4％ +（65％－55.4％）×5年 /10
年 =60.2％≒60％
（H32年度）
地域などのニーズに応じた交通環境の
実現により65％をめざす



206

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

45 地球温暖化対策の推進

①
市域の温室ガス
排出量
（万 t-CO2）

150.5
（H19） 123 105

地球温暖化対策の成果は、
市域の温室効果ガスの排出
量としてあらわれるため。

温室効果ガス排出量を減ら
します。

エネルギー供給事業者からのデータや各種統計書における
市域の温室効果ガスの排出量積算に基づき算出した数値。
算出式は、八尾市地球温暖化対策実行計画資料1参照。
出所：環境保全課調べ

（H19年度）
1,505,155t-CO2
≒150.5万 t-CO2

（H27年度）
H19年度とH32年度の中間値
150.5万 t-CO2 +（105万 t-CO 2－150.5
万 t-CO2 ） × 8 年 /13 年 =122.5 万
t-CO2≒123万 t-CO2
（H32年度）
H2年度実績値（139.5万 t-CO2）比
75％の値を達成することをめざす
139.5万 t-CO2×75％ =104.6万 t-CO2
≒105万 t-CO2

②

日常生活の中
で、地球温暖化
防止に役立つ
行動を取るよう
心がけている
市民の割合（％）

61.8
（H22） 81 100

地球温暖化対策は、市民一
人ひとりの取り組みの積み
上げによって目標達成され
ると考えるため。

H32年（2020年）にすべて
の人が何らかの行動を意識
できることを目標としま
す。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①13.1％ +
②48.7％
=61.8％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
61.8％ +（100％－61.8％）×5年 /10
年 =80.9％≒81％
（H32年度）
全員が何らかの取り組みをすることが
期待されることから100％をめざす

③
市役所での
温室効果ガス
排出量（t-CO2）

22,921 21,997 20,905

地球温暖化対策を積極的に
推進していくためには、市
の率先実行を行う必要があ
り、その成果は温室効果ガ
スの排出量にあらわされる
ため。

温室効果ガス排出量を減ら
します。

大阪府温暖化の防止等に関する条例に基づき積算
（電気や燃料などエネルギーごとの使用量を原油換算したも
のにつき、それぞれの排出係数をかけて算出した数値）
出所：環境保全課調べ

（H21年度）
22,921t-CO2

（H27年度、H32年度）
大阪府温暖化防止条例上のH23年度の
削減目標「22,906t」を起点として、そ
の後も3年ごとに毎年1％削減すること
をめざす
（H27年度）
H26年度の排出量目標から1％削減する
22,219t-CO2×99％ =21,996.8t-CO2
≒21,997t-CO2
（H26年度の排出量）
22,906t-CO2×97％ =22,218.8t-CO2
≒22,219t-CO2

（H32年度）
H26年度の排出量目標から算定された
H29年度の排出量から3％削減する
21,552t-CO2×97％ =20,905.4t-CO2
≒20,905t-CO2
（H29年度の排出量）
22,219t-CO2×97％ =21,552.4t-CO2
≒21,552t-CO2

46 資源循環への取り組み

①
1人1日当たり
のごみ排出量
（g/ 日）

845 760 680

ごみ排出量を考える場合、
人口の変動による影響が大
きいことから、市民1人1
日当たりにすることで人口
による影響を排除できると
ともに、排出抑制の効果を
明確に捕捉できるため。

発生抑制（リデュース）の
観点より、ごみの排出量が
減っている状況をめざしま
す。

1人1日当たりのごみ排出量
=年間総処理量（t）/ 人口（人）/年間日数（日）
出所：「八尾市清掃事業」

（H21年度）
83,872t/272,024 人 /365日
× 1,000,000=844.7g/ 日 ≒
845g/ 日

（H27年度）
現状値比10％の減少をめざす
845g/ 日×90％ =760.5g/ 日≒760g/
日
（H32年度）
H27年度値比10％の減少をめざす
760g/ 日×90％ =684g/ 日≒680g/
日

② 廃棄物の資源化
率（％） 16.1 25 27

集団回収量を含めて算出し
た資源化率は、資源循環へ
の取り組みのうち、再生利
用（リサイクル）の進捗度
合をあらわすため。

再生利用（リサイクル）お
よび住民参加の観点より、
資源化が進んでいる状況を
めざします。

廃棄物の資源化率
=資源化量 /（年間総処理量 +集団回収量）×100
出所：「八尾市清掃事業」

（H21年度）
15,469t/（83,872t+12,054t）
×100=16.13％≒16.1％

（H27年度）
H22年度見込値（19.3％）を基準に毎
年1％の増加をめざす
19.3％ +1％×5年 =24.3％≒25％
（H32年度）
H27年度見込値（25％）から毎年0.5％
の増加をめざす
25％ +0.5％×5年 =27.5％≒27％

③
事業系一般
廃棄物の排出量
（t）

22,908 21,800 20,700

事業系一般廃棄物排出量の
発生抑制についての進捗度
合は、事業系一般廃棄物の
排出量の推移によって明確
にあらわされるため。

発生抑制（リデュース）の
観点より、ごみの排出量が
減っている状況をめざしま
す。

事業系一般廃棄物の排出量
=一般廃棄物収集運搬許可業者の搬入量
出所：「八尾市清掃事業」

（H21年度）
22,908t

（H27年度）
現状値比5％の減少をめざす
22,908t ×95％ =21,763t ≒21,800t
（H32年度）
H27年度値比5％の減少をめざす
21,800t ×95％ =20,710t ≒20,700t
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

45 地球温暖化対策の推進

①
市域の温室ガス
排出量
（万 t-CO2）

150.5
（H19） 123 105

地球温暖化対策の成果は、
市域の温室効果ガスの排出
量としてあらわれるため。

温室効果ガス排出量を減ら
します。

エネルギー供給事業者からのデータや各種統計書における
市域の温室効果ガスの排出量積算に基づき算出した数値。
算出式は、八尾市地球温暖化対策実行計画資料1参照。
出所：環境保全課調べ

（H19年度）
1,505,155t-CO2
≒150.5万 t-CO2

（H27年度）
H19年度とH32年度の中間値
150.5万 t-CO2 +（105万 t-CO 2－150.5
万 t-CO2 ） × 8 年 /13 年 =122.5 万
t-CO2≒123万 t-CO2
（H32年度）
H2年度実績値（139.5万 t-CO2）比
75％の値を達成することをめざす
139.5万 t-CO2×75％ =104.6万 t-CO2
≒105万 t-CO2

②

日常生活の中
で、地球温暖化
防止に役立つ
行動を取るよう
心がけている
市民の割合（％）

61.8
（H22） 81 100

地球温暖化対策は、市民一
人ひとりの取り組みの積み
上げによって目標達成され
ると考えるため。

H32年（2020年）にすべて
の人が何らかの行動を意識
できることを目標としま
す。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、日常生活の中で、地球温暖化防止に役立
つ行動をとるよう心がけていますか。
①いつも心がけている　　②心がけている　
③あまり心がけていない　④心がけていない

（H22年度）
①13.1％ +
②48.7％
=61.8％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
61.8％ +（100％－61.8％）×5年 /10
年 =80.9％≒81％
（H32年度）
全員が何らかの取り組みをすることが
期待されることから100％をめざす

③
市役所での
温室効果ガス
排出量（t-CO2）

22,921 21,997 20,905

地球温暖化対策を積極的に
推進していくためには、市
の率先実行を行う必要があ
り、その成果は温室効果ガ
スの排出量にあらわされる
ため。

温室効果ガス排出量を減ら
します。

大阪府温暖化の防止等に関する条例に基づき積算
（電気や燃料などエネルギーごとの使用量を原油換算したも
のにつき、それぞれの排出係数をかけて算出した数値）
出所：環境保全課調べ

（H21年度）
22,921t-CO2

（H27年度、H32年度）
大阪府温暖化防止条例上のH23年度の
削減目標「22,906t」を起点として、そ
の後も3年ごとに毎年1％削減すること
をめざす
（H27年度）
H26年度の排出量目標から1％削減する
22,219t-CO2×99％ =21,996.8t-CO2
≒21,997t-CO2
（H26年度の排出量）
22,906t-CO2×97％ =22,218.8t-CO2
≒22,219t-CO2

（H32年度）
H26年度の排出量目標から算定された
H29年度の排出量から3％削減する
21,552t-CO2×97％ =20,905.4t-CO2
≒20,905t-CO2
（H29年度の排出量）
22,219t-CO2×97％ =21,552.4t-CO2
≒21,552t-CO2

46 資源循環への取り組み

①
1人1日当たり
のごみ排出量
（g/ 日）

845 760 680

ごみ排出量を考える場合、
人口の変動による影響が大
きいことから、市民1人1
日当たりにすることで人口
による影響を排除できると
ともに、排出抑制の効果を
明確に捕捉できるため。

発生抑制（リデュース）の
観点より、ごみの排出量が
減っている状況をめざしま
す。

1人1日当たりのごみ排出量
=年間総処理量（t）/ 人口（人）/年間日数（日）
出所：「八尾市清掃事業」

（H21年度）
83,872t/272,024 人 /365日
× 1,000,000=844.7g/ 日 ≒
845g/ 日

（H27年度）
現状値比10％の減少をめざす
845g/ 日×90％ =760.5g/ 日≒760g/
日
（H32年度）
H27年度値比10％の減少をめざす
760g/ 日×90％ =684g/ 日≒680g/
日

② 廃棄物の資源化
率（％） 16.1 25 27

集団回収量を含めて算出し
た資源化率は、資源循環へ
の取り組みのうち、再生利
用（リサイクル）の進捗度
合をあらわすため。

再生利用（リサイクル）お
よび住民参加の観点より、
資源化が進んでいる状況を
めざします。

廃棄物の資源化率
=資源化量 /（年間総処理量 +集団回収量）×100
出所：「八尾市清掃事業」

（H21年度）
15,469t/（83,872t+12,054t）
×100=16.13％≒16.1％

（H27年度）
H22年度見込値（19.3％）を基準に毎
年1％の増加をめざす
19.3％ +1％×5年 =24.3％≒25％
（H32年度）
H27年度見込値（25％）から毎年0.5％
の増加をめざす
25％ +0.5％×5年 =27.5％≒27％

③
事業系一般
廃棄物の排出量
（t）

22,908 21,800 20,700

事業系一般廃棄物排出量の
発生抑制についての進捗度
合は、事業系一般廃棄物の
排出量の推移によって明確
にあらわされるため。

発生抑制（リデュース）の
観点より、ごみの排出量が
減っている状況をめざしま
す。

事業系一般廃棄物の排出量
=一般廃棄物収集運搬許可業者の搬入量
出所：「八尾市清掃事業」

（H21年度）
22,908t

（H27年度）
現状値比5％の減少をめざす
22,908t ×95％ =21,763t ≒21,800t
（H32年度）
H27年度値比5％の減少をめざす
21,800t ×95％ =20,710t ≒20,700t
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47

治水対策と
環境を
意識した
水循環の形成

①

寝屋川流域水害
対策計画の貯留
量達成率（％）
（）は貯留量
（万ｔ）

66.2
（25.5）

74.0
（28.5）

80.0
（31.0）

寝屋川流域水害対策計画
（H45年度完了予定）に基
づく貯留施設の整備状況
が、治水対策の進捗をあら
わすため。

より高い治水安全度をめざ
します。
※本市における計画目標貯
留量38.5万 t

貯留量 =下水道普及課と土木建設課が把握している数値の
集計
貯留量達成率 =貯留量 /目標貯留量（38.5万 t）×100
出所：土木管財課調べ

（H21年度）
25.5万 t/38.5万 t ×100
=66.23％≒66.2％

毎年0.5万 t の貯留をめざす
（H27年度）
25.5万 t+0.5万 t ×6年 =28.5万 t
28.5万 t/38.5万 t ×100=74.0％
（H32年度）
28.5万 t+0.5万 t ×5年 =31万 t
31万 t/38.5万 t ×100=80.5％≒80％

48 上水道の安定供給

① 管路の耐震化率
（％） 10.1 18.7 26.8

災害時の管路による給水確
保のため、水道管路の耐震
化を急ぐ必要性が高いた
め。

導・送・配水管の耐震性能
が高まり、管路による早期
の給水活動再開が可能と
なっている状況をめざしま
す。

管路の耐震化率
=耐震管延長 /管路総延長×100
出所：施設整備課調べ

（H21年度）
52.4km/519.7km ×100
=10.08％≒10.1％

（H27年度）
97.7km/522.7km ×100≒18.7％
（H32年度）
141.6km/529.2km ×100≒26.8％

② 配水池耐震施設
率（％） 33.2 33.2 70.2

災害時の応急給水用水確
保、早期の復旧、二次災害
防止のために水道施設の耐
震化を急ぐ必要性が高いた
め。

配水池の耐震性能が高ま
り、早期の応急給水や復旧
が可能となっている状況を
めざします。

配水池耐震施設率
=耐震対策の施されている配水池容量 / 配水池総容量×
100
出所：「日本水道協会水道事業ガイドライン準拠」

（H21年度）
28,800m3/86,787m3×100
=33.18％≒33.2％

（H27年度）
28,800m3/86,787m3×100≒33.2％
（H32年度）
61,000m3/86,787m3×100≒70.2％
※ H21年度と H27年度の指標値が同
じですが、これは、受水池の耐震補強
工事（H22年度着工）だけでなく、送
配水するためのポンプ所施設の耐震化
が完了（H27年度以降）してはじめて
受水池施設としての耐震性が確保され
ることによるためです

49 下水道事業の推進

①

公共下水道
（汚水）
整備人口普及率
（％）

81.7 92 100

下水道を利用できる人の割
合を明確にあらわすため。

すべての市民が下水道を利
用できるようにします。

公共下水道整備人口普及率
=公共下水道整備区域人口 /行政人口×100
出所：下水道普及課調べ

（H21年度）
222,247 人 /272,024 人 ×
100
=81.70％ =81.7％

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
81.7％ +（100％－81.7％）×6年 /11
年 =91.7％≒92％
（H32年度）
全ての市民が利用できること（100％）
をめざす

② 公共下水道接続
率（％） 89.2 90 92

下水道に接続している家屋
の割合を明確にあらわすた
め。

接続率100％をめざし、速
やかな公共下水道への切替
を促進します。

公共下水道接続率
=公共下水道接続済戸数 / 公共下水道処理区域内戸数×
100
出所：下水道普及課調べ

（H21年度）
61,042戸 /68,440戸×100
=89.19％≒89.2％

整備完了から接続完了までのタイムラ
グを考慮して設定
（H27年度）
90％をめざす
（H32年度）
92％をめざす
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47

治水対策と
環境を
意識した
水循環の形成

①

寝屋川流域水害
対策計画の貯留
量達成率（％）
（）は貯留量
（万ｔ）

66.2
（25.5）

74.0
（28.5）

80.0
（31.0）

寝屋川流域水害対策計画
（H45年度完了予定）に基
づく貯留施設の整備状況
が、治水対策の進捗をあら
わすため。

より高い治水安全度をめざ
します。
※本市における計画目標貯
留量38.5万 t

貯留量 =下水道普及課と土木建設課が把握している数値の
集計
貯留量達成率 =貯留量 /目標貯留量（38.5万 t）×100
出所：土木管財課調べ

（H21年度）
25.5万 t/38.5万 t ×100
=66.23％≒66.2％

毎年0.5万 t の貯留をめざす
（H27年度）
25.5万 t+0.5万 t ×6年 =28.5万 t
28.5万 t/38.5万 t ×100=74.0％
（H32年度）
28.5万 t+0.5万 t ×5年 =31万 t
31万 t/38.5万 t ×100=80.5％≒80％

48 上水道の安定供給

① 管路の耐震化率
（％） 10.1 18.7 26.8

災害時の管路による給水確
保のため、水道管路の耐震
化を急ぐ必要性が高いた
め。

導・送・配水管の耐震性能
が高まり、管路による早期
の給水活動再開が可能と
なっている状況をめざしま
す。

管路の耐震化率
=耐震管延長 /管路総延長×100
出所：施設整備課調べ

（H21年度）
52.4km/519.7km ×100
=10.08％≒10.1％

（H27年度）
97.7km/522.7km ×100≒18.7％
（H32年度）
141.6km/529.2km ×100≒26.8％

② 配水池耐震施設
率（％） 33.2 33.2 70.2

災害時の応急給水用水確
保、早期の復旧、二次災害
防止のために水道施設の耐
震化を急ぐ必要性が高いた
め。

配水池の耐震性能が高ま
り、早期の応急給水や復旧
が可能となっている状況を
めざします。

配水池耐震施設率
=耐震対策の施されている配水池容量 / 配水池総容量×
100
出所：「日本水道協会水道事業ガイドライン準拠」

（H21年度）
28,800m3/86,787m3×100
=33.18％≒33.2％

（H27年度）
28,800m3/86,787m3×100≒33.2％
（H32年度）
61,000m3/86,787m3×100≒70.2％
※ H21年度と H27年度の指標値が同
じですが、これは、受水池の耐震補強
工事（H22年度着工）だけでなく、送
配水するためのポンプ所施設の耐震化
が完了（H27年度以降）してはじめて
受水池施設としての耐震性が確保され
ることによるためです

49 下水道事業の推進

①

公共下水道
（汚水）
整備人口普及率
（％）

81.7 92 100

下水道を利用できる人の割
合を明確にあらわすため。

すべての市民が下水道を利
用できるようにします。

公共下水道整備人口普及率
=公共下水道整備区域人口 /行政人口×100
出所：下水道普及課調べ

（H21年度）
222,247 人 /272,024 人 ×
100
=81.70％ =81.7％

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
81.7％ +（100％－81.7％）×6年 /11
年 =91.7％≒92％
（H32年度）
全ての市民が利用できること（100％）
をめざす

② 公共下水道接続
率（％） 89.2 90 92

下水道に接続している家屋
の割合を明確にあらわすた
め。

接続率100％をめざし、速
やかな公共下水道への切替
を促進します。

公共下水道接続率
=公共下水道接続済戸数 / 公共下水道処理区域内戸数×
100
出所：下水道普及課調べ

（H21年度）
61,042戸 /68,440戸×100
=89.19％≒89.2％

整備完了から接続完了までのタイムラ
グを考慮して設定
（H27年度）
90％をめざす
（H32年度）
92％をめざす
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（6）みんなでつくる八尾

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

50

一人ひとりの
人権が
尊重される
心豊かな
まちづくり

①

人権が尊重され、
ともに認めあい、
幸せに暮らせる
社会が実現して
いると思う
市民の割合（％）

25.6
（H22） 48 70

人権が尊重された社会の実
現に向けての、市民意識の
変化をあらわすため。

人権が尊重される社会が実
現されていると思う市民の
増加をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①4.1％ +
②21.5％
=25.6％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
25.6％ +（70％－25.6％）×5年 /10
年 =47.8％≒48％
（H32年度）
3人のうち2人が実現していると思う状
態（70％）をめざす

②
市役所の
職場人権研修の
参加者数（人）

534 600 660

人権尊重の社会づくりを推
進する体制が充実している
状況をあらわすため。

人権尊重社会の実現に向け
て、職場研修の充実をめざ
します。

各部局における職場人権研修の参加者人数の合計
出所：人権政策課調べ

（H21年度）
534人

（H27年度）
年間12人の増加をめざす
534人 +12人×6年 =606人≒600人
（H32年度）
年間12人の増加をめざす
600人 +12人×5年 =660人

51

人権意識の
高揚と差別の
ない社会の
推進

①

社会的身分、
人種、民族、
年齢、性別、
障がいのある
ことなどによる
差別がなく
なったと思う
市民の割合（％）

32.0
（H22） 51 70

差別のない社会の実現に向
けての、市民意識の変化を
あらわすため。

あらゆる人権が尊重される
社会が実現されていると思
う市民の増加をめざしま
す。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①9.4％ +
②22.6％
=32.0％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
32.0％ +（70％－32.0％）×5年 /10
年 =51％
（H32年度）
3人のうち2人が実現していると思う状
態（70％）をめざす

② 人権啓発事業の
参加者数（人） 1,268 1,380 1,480

市民の人権意識の高揚の状
況をあらわすため。

施策担当課が所管する人権
啓発事業へ参加する市民の
増加をめざします。

人権啓発事業（人権政策係所管）への参加者数の合計
=①ひゅーまんフェスタ +②人権啓発セミナー
出所：人権政策課調べ

（H21年度）
①1,044人 +
②224人
=1,268人

（H27年度）
毎年20人の増加をめざす
1,268 人 +20 人 × 6 年 =1,388 人 ≒
1,380人
（H32年度）
毎年20人の増加をめざす
1,380人 +20人×5年 =1,480人

52 多文化共生の推進

① 市役所の通訳
配置日数（日） 320 320 320

市民サービスの質が維持さ
れていることをあらわすた
め。

市役所窓口通訳の配置日数
の維持をめざします。

市役所（本庁）に通訳が配置されている日数
出所：文化国際課・自治推進課調べ

（H21年度）
320日

（H27年度）
現状と同じ水準（320日）をめざす
（H32年度）
現状と同じ水準（320日）をめざす

② 外国人市民相談
事業件数（件） 667 700 800

市民サービスの向上につな
がる相談事業の周知の度合
いをあらわすため。

相談事業のＰＲ・周知によ
り、相談件数の増加をめざ
します。

庁舎外での外国人市民相談事業での年間相談件数
=中国語、韓国・朝鮮語相談件数 +ベトナム語相談件数
出所：文化国際課調べ

（H21年度）
中国語、韓国・朝鮮語109件
+ベトナム語558件 =667件

（H27年度）
市民ＰＲ ･周知により、30件の増加を
めざす
667件 +30件 =697件≒700件
（H32年度）
市民ＰＲ ･ 周知の広がりにより、H27
年度値比100件の増加をめざす
700件 +100件 =800件

③

八尾市
ホームページの
外国語ページ
（5ヶ国語）の
年間アクセス数
（件）

2,852 20,000 25,000

市民サービスの向上につな
がる相談事業の周知の度合
いをあらわすため。

ホームページのＰＲ・周知
により、相談件数の増加を
めざします。
（H21年度の年度途中から
の事業開始のため、H21
年度の現状値は2ヶ月分の
実績値）

八尾市ホームページの外国語ページ（5ヶ国語）の年間ア
クセス数
出所：市政情報課調べ

（H21年度）
2,852件（2ヶ月間）

（H27年度）
ＰＲ周知により、年間20,000件のアク
セス件数をめざす
（H32年度）
ＰＲ周知により、年間25,000件のアク
セス件数をめざす
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参考資料

施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

50

一人ひとりの
人権が
尊重される
心豊かな
まちづくり

①

人権が尊重され、
ともに認めあい、
幸せに暮らせる
社会が実現して
いると思う
市民の割合（％）

25.6
（H22） 48 70

人権が尊重された社会の実
現に向けての、市民意識の
変化をあらわすため。

人権が尊重される社会が実
現されていると思う市民の
増加をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、人権が尊重され、共に認め合い、幸せに
暮らせる社会が実現していると思われますか。
①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わない
⑤わからない

（H22年度）
①4.1％ +
②21.5％
=25.6％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
25.6％ +（70％－25.6％）×5年 /10
年 =47.8％≒48％
（H32年度）
3人のうち2人が実現していると思う状
態（70％）をめざす

②
市役所の
職場人権研修の
参加者数（人）

534 600 660

人権尊重の社会づくりを推
進する体制が充実している
状況をあらわすため。

人権尊重社会の実現に向け
て、職場研修の充実をめざ
します。

各部局における職場人権研修の参加者人数の合計
出所：人権政策課調べ

（H21年度）
534人

（H27年度）
年間12人の増加をめざす
534人 +12人×6年 =606人≒600人
（H32年度）
年間12人の増加をめざす
600人 +12人×5年 =660人

51

人権意識の
高揚と差別の
ない社会の
推進

①

社会的身分、
人種、民族、
年齢、性別、
障がいのある
ことなどによる
差別がなく
なったと思う
市民の割合（％）

32.0
（H22） 51 70

差別のない社会の実現に向
けての、市民意識の変化を
あらわすため。

あらゆる人権が尊重される
社会が実現されていると思
う市民の増加をめざしま
す。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市において、社会的身分、人種、民族、
年齢、性別、障がいのあることなどによる差別がなくなっ
たと思いますか。
①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わない　
⑤わからない

（H22年度）
①9.4％ +
②22.6％
=32.0％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
32.0％ +（70％－32.0％）×5年 /10
年 =51％
（H32年度）
3人のうち2人が実現していると思う状
態（70％）をめざす

② 人権啓発事業の
参加者数（人） 1,268 1,380 1,480

市民の人権意識の高揚の状
況をあらわすため。

施策担当課が所管する人権
啓発事業へ参加する市民の
増加をめざします。

人権啓発事業（人権政策係所管）への参加者数の合計
=①ひゅーまんフェスタ +②人権啓発セミナー
出所：人権政策課調べ

（H21年度）
①1,044人 +
②224人
=1,268人

（H27年度）
毎年20人の増加をめざす
1,268 人 +20 人 × 6 年 =1,388 人 ≒
1,380人
（H32年度）
毎年20人の増加をめざす
1,380人 +20人×5年 =1,480人

52 多文化共生の推進

① 市役所の通訳
配置日数（日） 320 320 320

市民サービスの質が維持さ
れていることをあらわすた
め。

市役所窓口通訳の配置日数
の維持をめざします。

市役所（本庁）に通訳が配置されている日数
出所：文化国際課・自治推進課調べ

（H21年度）
320日

（H27年度）
現状と同じ水準（320日）をめざす
（H32年度）
現状と同じ水準（320日）をめざす

② 外国人市民相談
事業件数（件） 667 700 800

市民サービスの向上につな
がる相談事業の周知の度合
いをあらわすため。

相談事業のＰＲ・周知によ
り、相談件数の増加をめざ
します。

庁舎外での外国人市民相談事業での年間相談件数
=中国語、韓国・朝鮮語相談件数 +ベトナム語相談件数
出所：文化国際課調べ

（H21年度）
中国語、韓国・朝鮮語109件
+ベトナム語558件 =667件

（H27年度）
市民ＰＲ ･周知により、30件の増加を
めざす
667件 +30件 =697件≒700件
（H32年度）
市民ＰＲ ･ 周知の広がりにより、H27
年度値比100件の増加をめざす
700件 +100件 =800件

③

八尾市
ホームページの
外国語ページ
（5ヶ国語）の
年間アクセス数
（件）

2,852 20,000 25,000

市民サービスの向上につな
がる相談事業の周知の度合
いをあらわすため。

ホームページのＰＲ・周知
により、相談件数の増加を
めざします。
（H21年度の年度途中から
の事業開始のため、H21
年度の現状値は2ヶ月分の
実績値）

八尾市ホームページの外国語ページ（5ヶ国語）の年間ア
クセス数
出所：市政情報課調べ

（H21年度）
2,852件（2ヶ月間）

（H27年度）
ＰＲ周知により、年間20,000件のアク
セス件数をめざす
（H32年度）
ＰＲ周知により、年間25,000件のアク
セス件数をめざす
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施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

53 平和意識の向上

①

非核・平和啓発
事業の参加者数
（H21からの累
積人数）（人）

3,863 22,000 37,000

年度ごとの非核・平和啓発
事業の成果をあらわすた
め。

非核・平和に関わる啓発事
業への参加者が増えている
状況をめざします。

非核・平和啓発事業の参加者数の現状値（H21実績）から
の累計人数
出所：文化国際課調べ

（H21年度）
3,863人

（H27年度）
年間3,000人の参加者数の維持をめざ
す
3,863人 +3,000人×6年 =21,863人
≒22,000人
（H32年度）
年間3,000人の参加者数の維持をめざ
す
22,000人 +3,000人×5年 =37,000人

②

八尾市が
行っている
非核・平和
啓発事業を
知っている
市民の割合（％）

14.5
（H22） 20 25

非核・平和啓発事業の認知
度をあらわすため。

非核・平和に関わる啓発事
業の認知度を高めていくこ
とをめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （Ｈ22年度）
①1.5％ +
②13.0％
=14.5％

（H27年度）
毎年1％の増加をめざす
14.5％ +1％×5年 =19.5％≒20％
（H32年度）
毎年1％の増加をめざす
20％ +1％×5年 =25％

54

地域の
まちづくり・
地域活動への
支援

①

「（仮称）わが
まち推進計画」
を策定している
校区の割合
（％）

－ 100 100

各校区における地域のまち
づくりの広がりの状況をあ
らわすため。

市内全域で「（仮称）わが
まち推進計画」が策定され
ている状態をめざします。

「（仮称）わがまち推進計画」を策定している校区の割合
=「（仮称）わがまち推進計画」を策定した校区数 /小学校
区数（28校区）×100
出所：自治推進課調べ

（H21年度）
策定に向けた取り組みはH23
年度以降に開始

（H27年度）
全校区策定（100％）をめざす
（H32年度）
全校区策定（100％）をめざす

②

1年間の
コミュニティ
センター利用者
数（人）

323,868 345,300 354,300

コミュニティにおける各種
活動の活発さをあらわすた
め。

コミュニティセンターの利
用者が多くなることをめざ
します。

コミュニティセンター（10館）の総利用者数（10館の合
計値）
出所：自治推進課調べ

（H21年度）
323,868人

（H27年度）
コミセン利用者（1日平均）が毎年10
人増加することをめざす
（H21年度の1日平均）
　	323,868人 /359日 =902人
（H27年度の1日平均）
　	902人 +（10人×6年）=962人
（H27年度の年間利用者数）
　	962人×359日 =345,358人≒
　	345,300人
（H32年度）
コミセン利用者（1日平均）が H27年
度より毎年5人増加することをめざす
（H27年度の1日平均）
　	345,300人 /359日 =962人
（H32年度の1日平均	）
			962人 +（5人×5年）=987人
（H32年度の年間利用者数）
	　987人×359日 =354,333人≒
　	354,300人	

55
市民の
社会貢献活動
の促進

①
市民活動団体と
協働した事業数
（事業）

115 177 230

市民活動の活発さをあらわ
すため。

市民活動団体と協働した事
業数が増加している状況を
めざします。

協働した事業数
=①委託事業数 +②共催事業数 +③後援事業数
出所：自治推進課調べ

（H21年度）
①66事業 +
②7事業 +
③42事業
=115事業

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
115事業 +（230事業－115事業）×
6年 /11年 =177.7事業≒177事業
（H32年度）
現状値比2倍の増加をめざす
115事業×200％ =230事業
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施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

53 平和意識の向上

①

非核・平和啓発
事業の参加者数
（H21からの累
積人数）（人）

3,863 22,000 37,000

年度ごとの非核・平和啓発
事業の成果をあらわすた
め。

非核・平和に関わる啓発事
業への参加者が増えている
状況をめざします。

非核・平和啓発事業の参加者数の現状値（H21実績）から
の累計人数
出所：文化国際課調べ

（H21年度）
3,863人

（H27年度）
年間3,000人の参加者数の維持をめざ
す
3,863人 +3,000人×6年 =21,863人
≒22,000人
（H32年度）
年間3,000人の参加者数の維持をめざ
す
22,000人 +3,000人×5年 =37,000人

②

八尾市が
行っている
非核・平和
啓発事業を
知っている
市民の割合（％）

14.5
（H22） 20 25

非核・平和啓発事業の認知
度をあらわすため。

非核・平和に関わる啓発事
業の認知度を高めていくこ
とをめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市の非核・平和啓発事業についてご
存知ですか。
①非核・平和啓発事業の行事に参加した事がある
②参加したことはないが、取り組みの内容は知っている
③参加したこともないし、取り組みの内容も知らない

（Ｈ22年度）
①1.5％ +
②13.0％
=14.5％

（H27年度）
毎年1％の増加をめざす
14.5％ +1％×5年 =19.5％≒20％
（H32年度）
毎年1％の増加をめざす
20％ +1％×5年 =25％

54

地域の
まちづくり・
地域活動への
支援

①

「（仮称）わが
まち推進計画」
を策定している
校区の割合
（％）

－ 100 100

各校区における地域のまち
づくりの広がりの状況をあ
らわすため。

市内全域で「（仮称）わが
まち推進計画」が策定され
ている状態をめざします。

「（仮称）わがまち推進計画」を策定している校区の割合
=「（仮称）わがまち推進計画」を策定した校区数 /小学校
区数（28校区）×100
出所：自治推進課調べ

（H21年度）
策定に向けた取り組みはH23
年度以降に開始

（H27年度）
全校区策定（100％）をめざす
（H32年度）
全校区策定（100％）をめざす

②

1年間の
コミュニティ
センター利用者
数（人）

323,868 345,300 354,300

コミュニティにおける各種
活動の活発さをあらわすた
め。

コミュニティセンターの利
用者が多くなることをめざ
します。

コミュニティセンター（10館）の総利用者数（10館の合
計値）
出所：自治推進課調べ

（H21年度）
323,868人

（H27年度）
コミセン利用者（1日平均）が毎年10
人増加することをめざす
（H21年度の1日平均）
　	323,868人 /359日 =902人
（H27年度の1日平均）
　	902人 +（10人×6年）=962人
（H27年度の年間利用者数）
　	962人×359日 =345,358人≒
　	345,300人
（H32年度）
コミセン利用者（1日平均）が H27年
度より毎年5人増加することをめざす
（H27年度の1日平均）
　	345,300人 /359日 =962人
（H32年度の1日平均	）
			962人 +（5人×5年）=987人
（H32年度の年間利用者数）
	　987人×359日 =354,333人≒
　	354,300人	

55
市民の
社会貢献活動
の促進

①
市民活動団体と
協働した事業数
（事業）

115 177 230

市民活動の活発さをあらわ
すため。

市民活動団体と協働した事
業数が増加している状況を
めざします。

協働した事業数
=①委託事業数 +②共催事業数 +③後援事業数
出所：自治推進課調べ

（H21年度）
①66事業 +
②7事業 +
③42事業
=115事業

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
115事業 +（230事業－115事業）×
6年 /11年 =177.7事業≒177事業
（H32年度）
現状値比2倍の増加をめざす
115事業×200％ =230事業
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策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

56 男女共同参画の推進

①

審議会、委員会
などにおける
女性委員の
登用の割合（％）

28.4	 35 40

女性の社会進出の状況をあ
らわすため。

H20年（2008年）における
国の割合は32.4％です。
H32年（2020年）における
国の目標である40％をめ
ざします。

女性委員の登用割合（年度末）
=八尾市が設置している審議会、委員会などにおける女性
委員数 /全体の委員数×100
出所：行政改革課調べ

（H21年度）
359人 /1,263人×100
=28.42％≒28.4％

（H27年度）
「第2次やお女と男のはつらつプラン」
で設定した目標値（H27年度：35％）
をめざす
（H32年度）
国の目標値（H32年：40％）をめざす

②

男女共同参画が
実現していると
思う市民の割合
（％）

30.9
（H22） 50 55

性別に関係なく個性や能力
が発揮できる環境の実現状
況をあらわすため。

市民の半数以上が、性別に
関わらず互いに認めあえる
差別のない社会が実現して
いると感じられる状態をめ
ざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①5.6％ +
②25.3％
=30.9％

（H27年度）
「第2次やお女と男のはつらつプラン」
で設定した目標値（H27年度：50％）
をめざす
（H32年度）
H27年度のめざす値（50％）を上回る
水準として、55％をめざす

57 計画行政の推進

①
住み続けたいと
感じる
市民の割合（％）

79.7
（H22） 90 100

計画行政の推進により、本
総合計画が効果的に成果を
出すことにより、「住んで
みたい、住み続けたい」と
思う市民が増加すると考え
るため。

全国的に人口減少が進む
中、本市の人口減少を抑制
するため定住意向をさらに
高めていくことをめざしま
す。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①69.5％ +
②10.2％
=79.7％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
79.7％ +（100％－79.7％）×5年 /10
年 =89.9％≒90％
（H32年度）
現状でも住み続けたい方が8割弱と愛
着度の高い本市であるが、10年後には
本市の魅力をさらに向上していく取り
組みにより、100％をめざす

②

八尾市の
取り組みに
満足している
市民の割合（％）

48.2
（H22） 60 75

計画行政の推進により、本
総合計画が効果的に成果を
出すことにより、八尾市の
取り組みに満足する市民の
割合が向上すると考えるた
め。

行政の取り組みについて、
市民満足度が、より向上し
ている状況をめざします。

八尾市民意識調査での下記① +②の回答割合 （H22年度）
①8.1％ +
②40.1％
=48.2％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
48.2％ +（75％－48.2％）×5年 /10
年 =61.6％≒60％
（H32年度）
現状、満足している割合が2人に1人の
割合（48.2％）であることから、実現
可能な目標として、4人のうち3人の満
足（75％）をめざす

58 広域行政の推進

①

八尾市の
取り組みに
満足している
市民の割合（％）

48.2
（H22） 60 75

近隣都市との連携により行
政サービスが効率的・効果
的に提供されることによ
り、八尾市の取り組みに満
足する市民の割合が向上す
ると考えるため。

八尾市の取り組みについ
て、市民満足度が、より向
上している状況をめざしま
す。

八尾市民意識調査での下記① +②の回答割合 （H22年度）
①8.1％ +
②40.1％
=48.2％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
48.2％ +（75％－48.2％）×5年 /10
年 =61.6％≒60％
（H32年度）
現状、満足している割合が2人に1人の
割合（48.2％）であることから、実現
可能な目標として、4人のうち3人の満
足（75％）をめざす

②
近隣都市との
事務の共同処理
件数（件）

27 31 35

近隣市との共同処理件数
は、近隣都市との連携によ
る活動成果をあらわすた
め。

近隣都市と事務の共同処理
を行うことで、行財政基盤
の強化を図るとともに、行
政サービスの利便性を高め
ていくことをめざします。

連携内容の種別が「Ａ．連絡会議」、「Ｂ．共同事業」、「Ｃ．
課題別協議会」、「Ｄ．その他」とあるうち、「Ｂ．共同事業」
での連携の件数
出所：政策推進課調べ

（H21年度）
27件

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
27件 +（35件－27件）×6年 /11年
=31.4件≒31件
（H32年度）
連携が想定できる事業数と、実現に向
けた取り組みを考えると、10年後に現
状値比8件の増加をめざす
27件 +8件 =35件
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

56 男女共同参画の推進

①

審議会、委員会
などにおける
女性委員の
登用の割合（％）

28.4	 35 40

女性の社会進出の状況をあ
らわすため。

H20年（2008年）における
国の割合は32.4％です。
H32年（2020年）における
国の目標である40％をめ
ざします。

女性委員の登用割合（年度末）
=八尾市が設置している審議会、委員会などにおける女性
委員数 /全体の委員数×100
出所：行政改革課調べ

（H21年度）
359人 /1,263人×100
=28.42％≒28.4％

（H27年度）
「第2次やお女と男のはつらつプラン」
で設定した目標値（H27年度：35％）
をめざす
（H32年度）
国の目標値（H32年：40％）をめざす

②

男女共同参画が
実現していると
思う市民の割合
（％）

30.9
（H22） 50 55

性別に関係なく個性や能力
が発揮できる環境の実現状
況をあらわすため。

市民の半数以上が、性別に
関わらず互いに認めあえる
差別のない社会が実現して
いると感じられる状態をめ
ざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、性別に関わらず男女が互いに認め合える
差別のない社会が実現していると思われますか。
①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わない　
⑤わからない

（H22年度）
①5.6％ +
②25.3％
=30.9％

（H27年度）
「第2次やお女と男のはつらつプラン」
で設定した目標値（H27年度：50％）
をめざす
（H32年度）
H27年度のめざす値（50％）を上回る
水準として、55％をめざす

57 計画行政の推進

①
住み続けたいと
感じる
市民の割合（％）

79.7
（H22） 90 100

計画行政の推進により、本
総合計画が効果的に成果を
出すことにより、「住んで
みたい、住み続けたい」と
思う市民が増加すると考え
るため。

全国的に人口減少が進む
中、本市の人口減少を抑制
するため定住意向をさらに
高めていくことをめざしま
す。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、今後も八尾市に住みつづけたいとお考え
ですか。
①今の場所に住みつづけたい
②市内の他の場所に住みつづけたい
③いずれ市外に引越ししたい
④市外に引っ越す予定である
⑤その他

（H22年度）
①69.5％ +
②10.2％
=79.7％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
79.7％ +（100％－79.7％）×5年 /10
年 =89.9％≒90％
（H32年度）
現状でも住み続けたい方が8割弱と愛
着度の高い本市であるが、10年後には
本市の魅力をさらに向上していく取り
組みにより、100％をめざす

②

八尾市の
取り組みに
満足している
市民の割合（％）

48.2
（H22） 60 75

計画行政の推進により、本
総合計画が効果的に成果を
出すことにより、八尾市の
取り組みに満足する市民の
割合が向上すると考えるた
め。

行政の取り組みについて、
市民満足度が、より向上し
ている状況をめざします。

八尾市民意識調査での下記① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市の取り組みに満足していますか。
①満足している　　②やや満足している　
③あまり思わない　④やや満足していない
⑤どちらともいえない（わからない）

（H22年度）
①8.1％ +
②40.1％
=48.2％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
48.2％ +（75％－48.2％）×5年 /10
年 =61.6％≒60％
（H32年度）
現状、満足している割合が2人に1人の
割合（48.2％）であることから、実現
可能な目標として、4人のうち3人の満
足（75％）をめざす

58 広域行政の推進

①

八尾市の
取り組みに
満足している
市民の割合（％）

48.2
（H22） 60 75

近隣都市との連携により行
政サービスが効率的・効果
的に提供されることによ
り、八尾市の取り組みに満
足する市民の割合が向上す
ると考えるため。

八尾市の取り組みについ
て、市民満足度が、より向
上している状況をめざしま
す。

八尾市民意識調査での下記① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市の取り組みに満足していますか。
①満足している　　②やや満足している　
③あまり思わない　④やや満足していない　
⑤どちらともいえない（わからない）

（H22年度）
①8.1％ +
②40.1％
=48.2％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
48.2％ +（75％－48.2％）×5年 /10
年 =61.6％≒60％
（H32年度）
現状、満足している割合が2人に1人の
割合（48.2％）であることから、実現
可能な目標として、4人のうち3人の満
足（75％）をめざす

②
近隣都市との
事務の共同処理
件数（件）

27 31 35

近隣市との共同処理件数
は、近隣都市との連携によ
る活動成果をあらわすた
め。

近隣都市と事務の共同処理
を行うことで、行財政基盤
の強化を図るとともに、行
政サービスの利便性を高め
ていくことをめざします。

連携内容の種別が「Ａ．連絡会議」、「Ｂ．共同事業」、「Ｃ．
課題別協議会」、「Ｄ．その他」とあるうち、「Ｂ．共同事業」
での連携の件数
出所：政策推進課調べ

（H21年度）
27件

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
27件 +（35件－27件）×6年 /11年
=31.4件≒31件
（H32年度）
連携が想定できる事業数と、実現に向
けた取り組みを考えると、10年後に現
状値比8件の増加をめざす
27件 +8件 =35件
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

59 行財政改革の推進

①

八尾市の
取り組みが
改善されている
と思う
市民の割合（％）

22.5
（H22） 25 30

行財政改革が進むことに
よって、八尾市の取り組み
が改善されていると思う市
民の割合が向上すると考え
るため。

行財政改革を推進すること
によって八尾市の取り組み
が改善されていると思う市
民の割合が増えている状況
をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①3.2％ +
②19.3％
=22.5％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
22.5％ +（30％－22.5％）×5年 /10
年 =26.3％≒25％
（H32年度）
現状値比50％の増加をめざす
22.5％×150％ =33.8％≒30％

②

八尾市の
取り組みに
満足している
市民の割合（％）

48.2
（H22） 60 75

行財政改革が進むことに
よって、八尾市の取り組み
に満足する市民の割合が向
上すると考えるため。

八尾市の取り組みについ
て、市民満足度が、より向
上している状況をめざしま
す。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①8.1％ +
②40.1％
=48.2％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
48.2％ +（75％－48.2％）×5年 /10
年 =61.6％≒60％
（H32年度）
現状、満足している割合が2人に1人の
割合（48.2％）であることから、実現
可能な目標として、4人のうち3人の満
足（75％）をめざす

③

八尾市の
主要情報
システムに係る
経費の削減割合
（％）

7.9 20 20

行財政改革が進むことに
よって、主要情報システム
に係る経費が減少すると考
えるため。

H20年度の経費（982,824
千円）に対して20%の削
減をめざします。

八尾市の主要情報システムに係る経費の削減割合
=（H20年度の経費（982,824千円）－当該年度の主要情
報システムに係る経費）/H20年度の経費（982,824千円）
×100
出所：市政情報課調べ

（H21年度）
（982,824千円－905,158千
円）/982,824千円×100
=7.90％ =7.9％

（H27年度）
主要な情報システムの経費を対象とし
て、H20年度の経費の20％の減少をめ
ざす
（H32年度）
引き続き、主要な情報システムの経費
を対象として、H20年度の経費の20％
の減少をめざす

60
行政情報の
提供と
個人情報保護

①
市政だよりで
情報を得ている
市民の割合（％）

82.3
（H22） 85 87

市政だよりが市民に読まれ
ていることが、市からの情
報提供の状況をあらわすと
考えるため。

市政だよりが市民に普及
し、市民への市政情報の提
供が進んでいる状況をめざ
します。

八尾市民意識調査での①の回答割合 （H22年度）
①82.3％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
82.3％ +（87％－82.3％）×5年 /10
年 =84.7％≒85％
（H32年度）
市民が市政だよりで情報を得ている割
合が約8割であることから、他の媒体
利用の普及も勘案し、現状値比5％の増
加をめざす
82.3％ +5％ =87.3％≒87％

②

八尾市
ホームページ
アクセス件数
（件）

624,497 780,000 937,000

市政情報提供の媒体の一つ
として、ホームページは今
後大きなウエイトを占める
と考えるため

ホームページへのアクセス
が高まっている状況をめざ
します（特殊要因を除く）。

八尾市ホームページアクセス件数
=市ホームページトップページへの年間アクセス件数
※特殊要因とは、大規模災害発生時など、緊急かつ重要な
事象について、臨時で発信したことに起因して、特に市ホー
ムページへのアクセスが平常時より急増したと思料される
場合は、数値が過大になるため、当該件数急増した月につ
いては、その月を除いた月平均アクセス件数に置き換え、
年間件数を算出
出所：市政情報課調べ

（H21年度）
624,497件
（5月については、新型イン
フルエンザの発生で市ホーム
ページへのアクセスが急増し
たと思料され、5月のデータ
（104,359件）を除いた平均
52,041件に置き換えて算出）

（H27年度）
現状値比25％の増加をめざす
624,497 件 × 125 ％ =780,621 件 ≒
780,000件
（Ｈ32年度）
現状値比50％の増加をめざす
624,497 件 × 150 ％ =936,746 件 ≒
937,000件

61 人材の活用と組織の活性化 ①

八尾市職員の
応対に満足して
いる市民の割合
（％）

44.7
（H22） 55 65

「めざす暮らしの姿」の達
成状況は、職員の応対につ
いての満足度にあらわれる
と考えるため。

職員の応対に満足している
市民の割合が高まっている
状態をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①14.9％ +
②29.8％
=44.7％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
44.7％ +（65％－44.7％）×5年 /10
年 =54.9％≒55％
（H32年度）
現状値比50％の増加をめざす
44.7％×150％ =67.1％≒65％

62 窓口サービス機能の充実 ①

八尾市職員の
応対に満足して
いる市民の割合
（％）

44.7
（H22） 55 65

窓口サービス機能の充実の
状況は、職員の応対につい
ての満足度にあらわれると
考えるため。

職員の応対に満足している
市民の割合が高まっている
状態をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合 （H22年度）
①14.9％ +
②29.8％
=44.7％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
44.7％ +（65％－44.7％）×5年 /10
年 =54.9％≒55％
（H32年度）
現状値比50％の増加をめざす
44.7％×150％ =67.1％≒65％
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施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

59 行財政改革の推進

①

八尾市の
取り組みが
改善されている
と思う
市民の割合（％）

22.5
（H22） 25 30

行財政改革が進むことに
よって、八尾市の取り組み
が改善されていると思う市
民の割合が向上すると考え
るため。

行財政改革を推進すること
によって八尾市の取り組み
が改善されていると思う市
民の割合が増えている状況
をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、行政の取り組みが、改善されていると思
いますか。
①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わない　
⑤わからない

（H22年度）
①3.2％ +
②19.3％
=22.5％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
22.5％ +（30％－22.5％）×5年 /10
年 =26.3％≒25％
（H32年度）
現状値比50％の増加をめざす
22.5％×150％ =33.8％≒30％

②

八尾市の
取り組みに
満足している
市民の割合（％）

48.2
（H22） 60 75

行財政改革が進むことに
よって、八尾市の取り組み
に満足する市民の割合が向
上すると考えるため。

八尾市の取り組みについ
て、市民満足度が、より向
上している状況をめざしま
す。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市の取り組みに満足していますか。
①満足している　　②やや満足している　
③あまり思わない　④やや満足していない　
⑤どちらともいえない（わからない）

（H22年度）
①8.1％ +
②40.1％
=48.2％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
48.2％ +（75％－48.2％）×5年 /10
年 =61.6％≒60％
（H32年度）
現状、満足している割合が2人に1人の
割合（48.2％）であることから、実現
可能な目標として、4人のうち3人の満
足（75％）をめざす

③

八尾市の
主要情報
システムに係る
経費の削減割合
（％）

7.9 20 20

行財政改革が進むことに
よって、主要情報システム
に係る経費が減少すると考
えるため。

H20年度の経費（982,824
千円）に対して20%の削
減をめざします。

八尾市の主要情報システムに係る経費の削減割合
=（H20年度の経費（982,824千円）－当該年度の主要情
報システムに係る経費）/H20年度の経費（982,824千円）
×100
出所：市政情報課調べ

（H21年度）
（982,824千円－905,158千
円）/982,824千円×100
=7.90％ =7.9％

（H27年度）
主要な情報システムの経費を対象とし
て、H20年度の経費の20％の減少をめ
ざす
（H32年度）
引き続き、主要な情報システムの経費
を対象として、H20年度の経費の20％
の減少をめざす

60
行政情報の
提供と
個人情報保護

①
市政だよりで
情報を得ている
市民の割合（％）

82.3
（H22） 85 87

市政だよりが市民に読まれ
ていることが、市からの情
報提供の状況をあらわすと
考えるため。

市政だよりが市民に普及
し、市民への市政情報の提
供が進んでいる状況をめざ
します。

八尾市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．あなたは、普段、市役所に関する情報を得るときに、
どこから情報を得ますか。
①市政だより　②市のホームページ　③ＦＭちゃお　
④自治会などの掲示板・回覧板　
⑤市役所への電話問い合わせ　⑥市役所の窓口　
⑦出張所の窓口　⑧家族、隣人、知人　⑨その他

（H22年度）
①82.3％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
82.3％ +（87％－82.3％）×5年 /10
年 =84.7％≒85％
（H32年度）
市民が市政だよりで情報を得ている割
合が約8割であることから、他の媒体
利用の普及も勘案し、現状値比5％の増
加をめざす
82.3％ +5％ =87.3％≒87％

②

八尾市
ホームページ
アクセス件数
（件）

624,497 780,000 937,000

市政情報提供の媒体の一つ
として、ホームページは今
後大きなウエイトを占める
と考えるため

ホームページへのアクセス
が高まっている状況をめざ
します（特殊要因を除く）。

八尾市ホームページアクセス件数
=市ホームページトップページへの年間アクセス件数
※特殊要因とは、大規模災害発生時など、緊急かつ重要な
事象について、臨時で発信したことに起因して、特に市ホー
ムページへのアクセスが平常時より急増したと思料される
場合は、数値が過大になるため、当該件数急増した月につ
いては、その月を除いた月平均アクセス件数に置き換え、
年間件数を算出
出所：市政情報課調べ

（H21年度）
624,497件
（5月については、新型イン
フルエンザの発生で市ホーム
ページへのアクセスが急増し
たと思料され、5月のデータ
（104,359件）を除いた平均
52,041件に置き換えて算出）

（H27年度）
現状値比25％の増加をめざす
624,497 件 × 125 ％ =780,621 件 ≒
780,000件
（Ｈ32年度）
現状値比50％の増加をめざす
624,497 件 × 150 ％ =936,746 件 ≒
937,000件

61 人材の活用と組織の活性化 ①

八尾市職員の
応対に満足して
いる市民の割合
（％）

44.7
（H22） 55 65

「めざす暮らしの姿」の達
成状況は、職員の応対につ
いての満足度にあらわれる
と考えるため。

職員の応対に満足している
市民の割合が高まっている
状態をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市の職員の応対に満足していますか。
①満足している　　②やや満足している　
③あまり思わない　④やや満足していない　
⑤どちらともいえない（わからない）

（H22年度）
①14.9％ +
②29.8％
=44.7％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
44.7％ +（65％－44.7％）×5年 /10
年 =54.9％≒55％
（H32年度）
現状値比50％の増加をめざす
44.7％×150％ =67.1％≒65％

62 窓口サービス機能の充実 ①

八尾市職員の
応対に満足して
いる市民の割合
（％）

44.7
（H22） 55 65

窓口サービス機能の充実の
状況は、職員の応対につい
ての満足度にあらわれると
考えるため。

職員の応対に満足している
市民の割合が高まっている
状態をめざします。

八尾市民意識調査での① +②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市の職員の応対に満足していますか。
①満足している　　②やや満足している　
③あまり思わない　④やや満足していない　
⑤どちらともいえない（わからない）

（H22年度）
①14.9％ +
②29.8％
=44.7％

（H27年度）
H22年度とH32年度の中間値
44.7％ +（65％－44.7％）×5年 /10
年 =54.9％≒55％
（H32年度）
現状値比50％の増加をめざす
44.7％×150％ =67.1％≒65％
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施
策
番
号

施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

63
健全かつ
公正な
行財政運営

① 経常収支比率
（％） 97.6 94 92	

財政構造の弾力性を表す指
標であるため。

H20年（2008年）の類似団
体平均（91.1％）の水準
（92％）をめざします。

経常収支比率
=経常的経費充当一般財源 /経常一般財源総額×100
出所：「地方財政状況調査」

（H21年度）
51,162,637千円 /
52,435,569千円×100
=97.57％≒97.6％

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
97.6％ +（92％－97.6％）×6年 /11
年 =94.5％≒94％
（H32年度）
H20年の類似団体平均（91.1％）の水
準（92％）をめざす

② 連結実質赤字比
率（％） －5.53 －6 －7

一般会計だけではなく、他
会計も含めた収支の指標で
あるため。

黒字（マイナス値）を増や
します。

全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
（地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算出）
出所：「連結実質赤字比率等の状況」

（H21年度）
－1×（2,860,358千円 /
51,694,032千円）×100
= －5.533％≒－5.53％

（H27年度）
現状値比0.5ポイントの改善をめざす
－5.53％ +（－0.5％）= －6.03％≒
－6.0％
（H32年度）
H27年度値比1.0ポイントの改善をめ
ざす
－6.0％ +（－1.0％）=－7.0％

③ 一般競争入札の
実施率（％） 60.2 85 90

一般競争入札および電子入
札の適用範囲を拡大するこ
とが、入札契約事務の透明
性・公正性・競争性の向上
につながると考えるため。

一般競争入札の実施率
90％をめざします。

一般競争入札の実施率
=一般競争の入札件数 /全入札件数×100
出所：契約検査課調べ

（H21年度）
174件 /289件×100
=60.21％≒60.2％

（H27年度）
H22年度目標値80％より毎年1％の増
加をめざす
80％ +1％×5年 =85％
（H32年度）
毎年1％の増加をめざす
85％ +1％×5年 =90％
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施
策
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値

指標とする理由 めざす値の水準について 指標の定義・出所 現状値の算出式など めざす値の設定の考え方H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

63
健全かつ
公正な
行財政運営

① 経常収支比率
（％） 97.6 94 92	

財政構造の弾力性を表す指
標であるため。

H20年（2008年）の類似団
体平均（91.1％）の水準
（92％）をめざします。

経常収支比率
=経常的経費充当一般財源 /経常一般財源総額×100
出所：「地方財政状況調査」

（H21年度）
51,162,637千円 /
52,435,569千円×100
=97.57％≒97.6％

（H27年度）
H21年度とH32年度の中間値
97.6％ +（92％－97.6％）×6年 /11
年 =94.5％≒94％
（H32年度）
H20年の類似団体平均（91.1％）の水
準（92％）をめざす

② 連結実質赤字比
率（％） －5.53 －6 －7

一般会計だけではなく、他
会計も含めた収支の指標で
あるため。

黒字（マイナス値）を増や
します。

全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
（地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算出）
出所：「連結実質赤字比率等の状況」

（H21年度）
－1×（2,860,358千円 /
51,694,032千円）×100
= －5.533％≒－5.53％

（H27年度）
現状値比0.5ポイントの改善をめざす
－5.53％ +（－0.5％）= －6.03％≒
－6.0％
（H32年度）
H27年度値比1.0ポイントの改善をめ
ざす
－6.0％ +（－1.0％）=－7.0％

③ 一般競争入札の
実施率（％） 60.2 85 90

一般競争入札および電子入
札の適用範囲を拡大するこ
とが、入札契約事務の透明
性・公正性・競争性の向上
につながると考えるため。

一般競争入札の実施率
90％をめざします。

一般競争入札の実施率
=一般競争の入札件数 /全入札件数×100
出所：契約検査課調べ

（H21年度）
174件 /289件×100
=60.21％≒60.2％

（H27年度）
H22年度目標値80％より毎年1％の増
加をめざす
80％ +1％×5年 =85％
（H32年度）
毎年1％の増加をめざす
85％ +1％×5年 =90％
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参考資料3.　八尾のあゆみ（歴史）

八尾の歴史・文化・特性を受け継ぎ、将来都市像の実現に向けてのまちづくりを進めるにあたって「八尾
のあゆみ」（歴史）を整理しました。

（1）旧石器～江戸時代

八尾の地に人々が住み始めるのは、八尾南遺跡・恩智遺跡の出土品から旧石器時代にまで遡ります。恩智
や水越では縄文時代の土器も見つかっています。このころ、八尾の北部まで海が迫っており、人々は山

さんろく

麓や
丘陵で、狩猟・漁労・木の実などの採集の生活をしていました。しかし、海面の低下と旧大和川の土砂の堆
積により河内平野が形成され、弥生時代になると低湿地を利用した稲作が行われ、集落は平野部に広がって
いきます。拠点的な集落である恩智や亀井のほか跡部で銅鐸が出土しています。現在の河内という地域は、
その名が示すように旧大和川流域の深い歴史とつながっています。
3世紀には各地に古墳が造られるようになります。八尾でも山麓部に大きな古墳が見られ、楽音寺・大竹
古墳群は前期から中期にかけての円墳や前方後円墳から構成されています。なかでも、国史跡の心

しおん じ や ま

合寺山古
墳は、墳丘の大きさが160メートルの中河内最大規模の前方後円墳で、復元整備されています。また、6世
紀になると高

たかやす

安山麓に全国的に著名な大型群集墳である「高安千
せんづか

塚」が造られます。高安千塚には、明治時
代に大森貝塚の発見で知られるエドワード・Ｓ・モースをはじめとする多くの著名な研究者が訪れています。
古くから八尾は、旧大和川の水運と陸運の両方をあわせもち、大陸への出入口である難

な に わ づ

波津と大和を結ぶ
交通の要

ようしょう

衝の地であったため、大和の政権の発展とともに、有力豪族の物部氏が八尾を本拠地に活躍します。
また、朝鮮半島との交流が盛んになると、河内に居住する渡来人も増えました。
飛鳥時代になると、物部守屋と蘇我馬子が対立する丁

てい び

未の変が渋川で起こります。この戦いにまつわる
厩
うまやど

戸皇子（聖徳太子）ゆかりの大聖勝軍寺や、周辺の数々の史跡は今も大切に守り継がれています。大聖勝
軍寺は、河内三太子のひとつで、「下の太子」または太子堂と呼ばれ、毎年盂

う ら ぼ ん え

蘭盆会には絵灯籠まつりが行
われます。朝鮮半島での白村江の戦いの後、天智天皇は、新羅や唐の攻撃に備え、古代山城である高安城を
築きました。高安城に関連する倉庫址礎石群が市民グループの熱心な探索の結果、発見されています。また、
条里制の名残を伝える遺構が池島・福万寺遺跡で見られます。
奈良時代には、大和と難波をつなぐ中間の地としての重要性が増した八尾は、寺も多く建立され、河内の
中心として栄えました。称徳天皇は、弓削道鏡ゆかりの地に由義宮を建設し、西京としますが、完成は見ま
せんでした。八尾市では、現在、道鏡をめぐる宇佐八幡宮神託事件を縁に宇佐神宮のある大分県宇佐市、和
気清麻呂の出身地の岡山県和気町との間で都市間交流を行っています。
平安時代には、六歌仙の一人である在原業平の高安通いの物語が、『伊勢物語』に紹介されています。また、
高野山信仰の隆盛により、京都と高野山を結ぶ東高野街道が重要な位置を占めるようになりました。鎌倉時
代に北条時政が玉

たまおや

祖神社の宮寺であった薗光寺に出した木造制札は日本最古の禁制で重要文化財となってい
ます。なお、玉祖神社は平成22年（2010年）、周

すおう

防（現在の山口県東部）からの鎮座1300年祭を迎えました。
南北朝の動乱においては、河内も合戦に巻き込まれ、恩地左近らが戦ったと伝えられています。室町時代に
は、将軍足利義満が常光寺を訪れ、造営料木を寄進したと云われます。世阿弥らによって大成された能は、
八尾に関係する曲目として「井筒」「高安の女」「弱

よろほうし

法師」があります。時代の後半には、浄土真宗中興の祖・
蓮
れんにょ

如の布教により西証寺（現・顕証寺）を中心に久宝寺寺
じないちょう

内町が、恵光寺を中心に萱
かやふり

振寺内町が形成され、
河内地域の布教拠点となりました。寺内町の宗教自治都市としての伝統は八尾の地域力を培

つちか

ってきました。
現在、「久宝寺御坊」と呼ばれる顕証寺は、荘厳な建物が境内に残り、寺内町として栄えた当時の雰囲気を
とどめており、また、寺周辺では、秋に燈

とうろう

籠で路地を浮かび上がらせる情緒豊かなイベントが実施されてい
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ます。慶長年間には、大信寺・慈願寺を中心に八尾寺内町が形成され、本市の中核をなす商工業の町として
栄えました。市域内に三つの寺内町があることは全国的にも珍しく、この寺内町の発達は、本市の発展の基
礎を築くものでした。
大坂の役では八尾も戦いの地となり、萱振や久宝寺で戦いが行われたことが記録に残っており、西郡には
豊臣方の武将である木村重成の墓があります。
古代より河内に大きな被害をもたらしていた旧大和川の付け替え後は、新田開発が進み、新田は木綿栽培
に適していたことから、全国有数の綿作地帯となり、綿織物は「河内木綿」として遠く各地に名を馳せまし
た。「河内木綿」に魅せられる人々の愛着は現在も生きており、藍の素朴な色合いや生活の味わいが珍重され、
その復元や創作などが行われています。なお、安中新田の会所屋敷を継承する建物である旧植田家住宅は、
復元整備され、公開されています。八尾寺内には多くの商家が軒を連ねましたが、好学の機運が高まると、
肥料商を営んでいた石田利清は、別邸を私塾としました。京都から八尾を訪れた儒学者の伊藤東涯は、高安
から金剛の山の連なりを見渡せることから環

かんざんろう

山楼と名付けました。その建物は八尾小学校内に復元整備され、
公開されています。
現在の八尾の夏の風物詩、常光寺の地蔵盆踊り大会は、幕末から明治初期にかけて始まったのではないか
といわれ、毎年夏に、境内の櫓

やぐら

では「流し節正調河内音頭」が披露されます。これは室町時代の常光寺建立
の際の「木

き や

遣り唄」が起源と伝えられています。河内音頭の発祥地・常光寺境内の河内音頭は「日本の音風
景100選」に選ばれています。
このように、八尾は歴史の宝庫であり、特に古代においては政経の中枢を形成する位置にあったことから、
日本の歴史を考えるうえで重要な地域となっています。
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（2）明治時代～昭和時代（戦前）

明治維新ととともに、現在の八尾市域の各村は、河内県を経て、堺県の管轄に入りました。明治14年（1881
年）、堺県は廃止され、大阪府に合併されました。明治22年（1889年）、市制・町村制の施行により、各村
は村制を施行し、地方自治体としての地位を確立しました。河内県庁、堺県の八尾郡役所は八尾村に、また、
明治29年（1896年）、大阪府が郡制を実施すると、中河内郡役所も同じく八尾村に置かれました。その後、
明治36年（1903年）、江戸時代以来、在

ざいごう

郷町として商工業の中心であり、中河内郡の中心都市でもあった
八尾村は、中河内郡内ではじめて町制を敷いて八尾町となり、昭和2年（1927年）には龍華村が町制を敷い
て龍華町となりました。
明治22年（1889年）、大阪鉄道（現ＪＲ関西本線）が湊町・柏原間を開業し、また、大正13年（1924年）、
大阪電気軌道（現在の近鉄）が布施・八尾間、翌年に八尾・恩智間を開業したことにより、交通・物流の便
がよくなると、現在の八尾市域は大阪近接の住宅地・工場地帯として発展の条件を備えることとなり、ＪＲ
八尾駅周辺には工場が進出し、近鉄河内山本駅前、久宝寺口駅前には住宅地が開発されていきました。八尾
町と龍華町はともに発展して、漸次、連続する市街地を形成し、相互に関連性、一体性を深めていき、この
両町を中心に周辺各村をあわせて八尾市へまとまっていきました。
一方、産業においては、江戸時代からの「河内木綿」は、明治時代以降、外国綿の輸入により急速にその
姿を消し、農業においては、都市近接農業としての野菜・花

か き

卉栽培などへの転作を、工業においては紡績、
撚糸などの河内木綿の伝統による工業や、歯ブラシなどの新しい工業への転業を図って活路を見い出し、現
在の本市産業の発展の土台を築きました。
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（3）市制施行

昭和23年（1948年）に田園都市をめざして、八尾、龍華、久宝寺、西郡、大正、の5カ町村が合併して
市制を施行し、八尾市が誕生しました。その後、昭和30年（1955年）には河内市の一部と、南高安、高安、
曙川の3カ町村を、さらに昭和32年（1957年）には志紀町、昭和39年（1964年）には松原市の一部をそれ
ぞれ合併編入し、市域（面積：41.71ｋ㎡）が定まり、現在に至っています。
その後、本市は、高度経済成長期、大阪の近接都市として人口の急増期を迎え、市街化の急速な進展によ
り、田園は住宅地と化していきました。また、工業においては、大阪市内の過密地帯を避けて、本市に工場
を再立地したものが多く、大阪市の工業の外延的な拡大という形で急速に発展していきました。金属・機械・
電気機械器具を中心とした中小企業が数多く進出し、現在の本市の工業の多くを占めるに至っています。こ
のように、大阪の近接住宅都市としての性格をもった本市は、近代的産業都市としても発展してきました。
本市は、平成20年（2008年）に市制施行60周年の節目の年を迎えましたが、近鉄八尾駅周辺に本市有数
の商業エリアを形成し、大阪都心部へも便利なところに位置する一方で、高

たかやす

安山が間近に臨まれ、みどり豊
かな里

さとやま

山の景観に恵まれています。都市と自然をちょうどいいバランス具合で享受できる魅力のあるまちと
なっています。
この間、昭和44年（1969年）の地方自治法における法制化以来、総合的かつ計画的なまちづくりの指針
として、総合計画の策定が定着しました。本市は、これに先立ち、昭和42年（1967年）に、『八尾市総合基
本計画』（第1次総合計画：昭和41年度（1966年度）～ 50年度（1975年度））を策定し、昭和53年（1978年）
にこれを見直し、新しい計画として『八尾市総合基本計画』（第2次総合計画：昭和51年度（1976年度）～
平成2年度（1990年度））、その後、平成3年（1991年）に『八尾市総合基本計画（2001年やおプラン）』（第
3次総合計画：平成3年度（1991年度）～平成12年度（2000年度））を、平成13年（2001年）に『八尾市総
合計画（やお未来・元気プラン21）』（第4次総合計画：平成13年度（2001年度）～平成22年度（2010年度））
を、それぞれ策定しました。
このように過去4次にわたり策定された総合計画に基づき、まちづくりの理念とこれまでの成果を踏まえ、
継承発展を図りつつ、新たな時代の課題に対応しながら、八尾のまちづくりを進めてきました。
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八尾市における「第１次総合計画」策定以降の主なできごと

時期 主なできごと

昭和41年（1966年）
昭和42年（1967年）
昭和43年（1968年）
昭和44年（1969年）

大阪市清掃局八尾工場完成
教育センター完成、「八尾市時報」を「やお市政だより」に改称
市制施行20周年を記念し、やおの木「いちょう」やおの花「きく」を選定
アメリカ合衆国ワシントン州ベルビュー市と姉妹都市に

昭和45年（1970年）
昭和46年（1971年）
昭和48年（1973年）
昭和49年（1974年）
昭和50年（1975年）
昭和51年（1976年）
昭和52年（1977年）
昭和53年（1978年）

昭和54年（1979年）

大阪中央環状線開通
府営久宝寺緑地公園オープン
廃棄物破砕工場完成、社会福祉会館完成
近鉄八尾駅付近高架工事始まる
移動図書館スタート
府内初の消防救急指令装置始動
若林町に府内初の印刷団地完成、公共下水道水洗化開始
図書館完成、市制施行30周年を記念し、第1回八尾まつり開催、保健センター
オープン、近鉄八尾駅付近高架工事完成
近鉄八尾駅前広場オープン

昭和55年（1980年）

昭和56年（1981年）
昭和57年（1982年）
昭和58年（1983年）
昭和59年（1984年）
昭和60年（1985年）
昭和61年（1986年）

昭和62年（1987年）

昭和63年（1988年）

平成元年（1989年）

カラオケ規制を盛り込んだ公害防止条例施行、若林町に菓子団地完成、ごみの
分別収集スタート、大阪市営地下鉄谷町線・天王寺～八尾南間開通
放置自転車の防止に関する条例施行
八尾市シルバー人材センター設立
非核・平和都市宣言
不燃物処理資源化施設「リサイクルプラザ」完成、八尾空港施設の移転・整備
緑化条例施行
青少年運動広場オープン、中華人民共和国上海市嘉定県（現・嘉定区）と友好
都市に
近畿自動車道八尾インター完成、全市立幼稚園で2年保育スタート、歴史民俗
資料館オープン
玉串川沿道整備事業スタート、市制施行40周年を記念し、河内音頭全国大会開
催、文化会館「プリズムホール」オープン
八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター設立

平成2年（1990年）
平成3年（1991年）

平成4年（1992年）
平成5年（1993年）
平成6年（1994年）

平成7年（1995年）

平成8年（1996年）

平成9年（1997年）

ゆとり宣言、八尾市国際交流センター設立
福万寺町市民運動広場（恩智川治水緑地内）オープン、大畑山青少年野外活動
センター「アクトランドＹＡＯ」オープン、文化財保護条例を施行、久宝寺寺
内町保全整備構想策定
長瀬川沿道整備基本構想策定、地域福祉計画策定
地域住宅計画策定、高齢者保健福祉計画策定、環境宣言
市役所新庁舎完成、「八尾まつり」を「八尾河内音頭まつり」に名称変更、生涯
学習センター「かがやき」オープン
衛生処理場・大阪市環境事業局八尾工場建て替え工事完成、公文書公開制度ス
タート
山本図書館オープン、ごみの5種分別収集スタート、志紀図書館・志紀テニス
場オープン
ＪＲ久宝寺駅新駅舎が完成、総合体育館「ウイング」オープン、八尾市ホームペー
ジ開設、山本球場でなみはや国体成年女子ソフトボール大会開催
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時期 主なできごと

平成10年（1998年）

平成11年（1999年）

市制施行50周年を記念し、やおコミュニティ放送「ＦＭちゃお」開局、職員倫
理条例施行、政治倫理の確立と資産等の公開に関する条例施行、在宅福祉サー
ビスネットワークセンター「サポートやお」オープン
行財政改革検討委員会議が発足、市長室開放事業スタート

平成12年（2000年）

平成13年（2001年）

平成14年（2002年）

平成15年（2003年）

平成16年（2004年）

平成17年（2005年）

平成18年（2006年）

平成19年（2007年）

平成20年（2008年）

平成21年（2009年）

屋内プール「しぶき」オープン、コミュニティバス「愛あいバス」運行開始、
まちなみセンター「寺内町ふれあい館」オープン
特例市に移行、都市計画マスタープラン策定、住宅マスタープラン策定、中小
企業地域経済振興基本条例施行、人権尊重の社会づくり条例施行
包括外部監査制度を導入、中小企業サポートセンターオープン、河内音頭全国
発信隊結成、「ビジネスマッチング博」を大阪市内で初開催
地域安全条例施行、龍華配水場完成、子育て総合支援ネットワークセンター「み
らい」オープン、府中部広域防災拠点オープン（平常時はスポーツとふれあい
の場として開放）
市立病院移転・新築オープン、障害者総合福祉センター「きずな」オープン、
市民活動支援ネットワークセンター「つどい」オープン
心合寺山古墳の復元整備が完成、しおんじやま古墳学習館オープン、地域再生
計画「ものづくりのまち・八尾」担い手育成計画が内閣府から認定、天皇・皇后
両陛下が市内の企業などを訪問、やお安全安心憲章を制定
大阪竜華都市拠点土地区画整理事業が竣工、市民参画と協働のまちづくり基本
条例施行、市内で初の高校総体（新体操・バスケットボール）開催、上海市嘉
定区友好都市締結20周年を記念し、「友好之碑」を建立、窓口で中国語などの
通訳サービス開始
市が環境マネジメントシステムの外部認証「ＫＥＳ」を取得、行政改革室を設置、
ハローワークと共同でワークサポートセンターオープン、ものづくり集積促進
奨励金制度スタート
原油高に伴う緊急対策を実施、ＪＲおおさか東線が開通（久宝寺駅～放出駅）、
八尾市制施行60周年記念式典、ふるさと納税「がんばれ八尾応援寄付金」募集
開始、高安千塚シンポジウム開催
国土交通省から天然ガス車普及促進モデル地区に指定、リサイクルセンター竣
工、安中新田会所跡旧植田家住宅オープン、ごみの5種分別収集を8種分別収
集に拡充、暴力団排除をめざし八尾警察署と連絡協議体制確立、郵便局と災害
時相互協力協定締結

平成22年（2010年） 路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例制定、八尾市・ベルビュー
市姉妹都市提携40周年記念碑設置・国際交流都市展示コーナー開設、若林第2
公園（拡張整備）オープン（下部は大和川スーパー堤防）、新家町市民運動広場
オープン（下部は雨水貯留施設・寝屋川流域新家調節池）、市内企業12社と災
害時の物資供給応援協定締結、八尾商工会議所と災害時応急対策および復旧対
策協力協定締結、府竜華水みらいセンターオープン（全地下式の下水道高度処
理施設）、「救急安心センターおおさか」利用開始



226



227

付
属
資
料

付属資料

付属資料

1. 八尾市第5次総合計画の策定方針

2. 八尾市第5次総合計画の策定経過

3. 計画策定における市民参加・参画の取り組み

4. 庁内策定体制 

5. 八尾市総合計画審議会

6. 用語説明



228

付属資料１.　八尾市第５次総合計画の策定方針
八尾市第5次総合計画策定の取り組みについて

平成20年（2008年）5月作成
平成21年（2009年）5月改定

第5次総合計画の策定について（要旨）

1．策定の趣旨
第4次総合計画に沿って、本市では、市民・企業・行政の連携に基づく地域経営システムのもと、市

政運営を推進してきました。
本市の人口は微減傾向が続いており、高齢化率はすでに20％を超えています。わが国全体が人口減少

社会に突入しており、本市も例外ではありません。市民の日々の生活では、情報化の著しい進展、安全・
安心への不安、格差など、さまざまな問題が指摘されています。さらに、平成20年（2008年）秋から、
急激に経済環境が悪化し、先行き不透明な状況になっています。これらの社会・経済問題は、八尾市だ
けではなく、国全体での対策が必要なものも含まれますが、地方分権の推進により市町村が担う役割が
ますます増え、市民にとって最も身近な地域・行政の役割を再考していく時期にさしかかっています。

八尾市の各地域には、それぞれの特徴があり、地域でさまざまな取り組みが行われています。地域では、
「地域のことは地域で考え実行していく」という自治意識と気概をもった住民が、課題解決に向けてさま
ざまな活動を担っています。地域独自の行事や活動もありますが、何らかの行政分野での課題を解決す
るために取り入れられた行政との協働による取り組みも多くなっています。この地域力は、元気な八尾
を実現する原動力であると言えます。行政との関わりという視点で考えた場合、さまざまな分野の事業
で行政と地域の協働が行われてきましたが、市民からみれば、各地域に関連する行政の取り組みが分か
りにくいという印象を与えているかもしれません。新総合計画の策定の中で、地域という単位を通して、
行政の各分野がどのように連携し、地域と行政が相乗効果を発揮できるのかということを検討していき
ます。

一方、地域では、少子高齢化がさらに進むとともに、地域への帰属意識の希
き は く か

薄化に伴って、地域での
活動の担い手が減少していき、担い手への負担感の増大が懸念されます。将来を見据え、こうした懸念
を解決していくためには、これまで地域の活動に携わったことがない、携わる機会がなかった市民が関
われるようなシステムを含めて、元気な地域コミュニティを維持・発展できるような方策が必要と考え
られます。新総合計画の策定・推進とあわせて、地域と行政との取り組みの中で、適切な役割分担、権
限と責任など、八尾市における地域分権のあり方、地域予算制度などの具体的な手法を明らかにしてい
きます。

これまで培
つちか

ってきた地域との協働、地域での取り組みを持続するだけではなく、市民の「自らの地域
を良くしたい」という機運を高め、地域の創造力と知恵を引き出すことにより、身近な地域が元気であ
ることを八尾の魅力にし、八尾市全体の活性化につなげていくための方向性を見い出していくことを基
本としています。

2．現（第4次）総合計画の構成　　　（略）



229

付
属
資
料

付属資料

3．策定についての基本的な考え方
（1）�未来に希望を持ち、「八尾市に住み続けたい」、「八尾市に住んでみたい」と誰もが感じることができ、

わかりやすく、将来展望をイメージできる計画をめざします。　　　（略）
（2）現実的な視点での計画策定を行います。

・ 今後の都市整備などの見通しや現状を考慮した人口推計を行い、新総合計画の想定人口を設定し
ます。

・ 八尾市にかかわる全ての人・企業・団体などにとって未来に希望をもてる将来構想を実現してい
くためには、限られた財源の中での効率的・効果的な市政運営を実施していく必要があります。
したがって、行財政改革や今後の財政見通しなどを考慮した計画内容とします。

（3）地域分権の実現に向けた計画策定を行います。
新総合計画では、基本計画において分野ごとの計画「目標別計画」のほかに、庁内各部局の連携

のもと、地域に暮らす市民とともに地域ごとの現状と課題を整理し、関連する行政の取り組み・役
割などを「地域別計画」として明確にしていきます。地域が抱える課題はさまざまであり、地域特
性に応じたまちづくりを進めるためには、地域と行政のパートナーシップは必要不可欠となってい
ます。新総合計画では、地域と行政の適切な役割分担、行政内での連携によって地域の課題に対応
し、住民主体の地域のまちづくりを進めるために、「地域別計画」の策定をめざします。

（4）政策体系の見直し
第４次総合計画の基本計画の政策体系を見直すとともに、行政の各分野で策定している「分野別

計画」（総合計画を特定の政策分野において具体化する個別計画）との整合性を図ります。
（5）策定経過の公開

新総合計画の策定経過は、ホームページなどを通じて公開します。

4．計画の構成と期間
本計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の3層で構成し、計画期間は平成23年度（2011年度）

～ 32年度（2020年度）までの10年間とします。
（1）計画の構成

①基本構想
平成23年度（2011年度）～ 32年度（2020年度）の10年間の八尾市の将来都市像とそれを達成

するための都市づくりの方向性を表します。
②基本計画

前期・後期の各5年間についての具体的な政策・施策を体系的に示します。なお、新総合計
画は、目標別計画と地域別計画で構成します。　　　（略）
③実施計画

基本計画に基づき実施する具体的な施策・事業については、各基本計画期間において、年度ご
とに、概ね3年間程度を見据えた「実施計画」を策定し、予算編成・行政評価との連動させやす
い内容とします。

（2）計画の期間　　　（略）

5．平成20年度（2008年度）までの取り組みと今後の新総合計画策定体制　　　（略）

6．新総合計画策定スケジュール（概要）　　　（略）
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付属資料２.　八尾市第５次総合計画の策定経過

（1）策定経過
年度 時�期 内　容�

平成20年度
（2008年度）

4月
5月

10月
11月
3月

総合計画策定プロジェクトチームを設置
第5次総合計画の策定方針を作成（平成21年（2009年）5月改定）
第4次総合計画の総括作業を開始（現状分析および課題整理）

「元気で新しい八尾のまちづくりを考える市民懇談会」を設置
「八尾市の未来を語るタウンミーティング」を開催（平成21年度（2009年度）も開催）
『第４次八尾市総合計画「やお未来・元気プラン21」総括レポート』を作成・公表

平成21年度
（2009年度）

4月
8月

1月
2月

第5次総合計画（原案）の検討を開始
「元気で新しい八尾のまちづくりを考える市民懇談会」から提言を受ける
第5次総合計画にかかる人口推計（試算）を実施・公表
八尾市第5次総合計画「やお総合計画2020」基本構想（行政案）を作成
八尾市総合計画審議会へ基本構想（行政案）を諮問
基本構想（行政案）に対する市民意見提出制度を実施（2月18日～ 3月17日）

平成22年度
（2010年度）

4月

7月

9月

10月

12月

基本構想（行政案）に対する市民意見提出制度の結果を公表（市民意見に対する市
の考え方は基本構想（案）作成時点も公表）
八尾市総合計画審議会から答申を受ける
基本構想（案）などを作成
基本計画「地域別計画」意見交換会を開催（～ 9月、学校区別）
八尾市第5次総合計画「やお総合計画2020」基本構想（案）を市議会9月定例会
へ提案
市議会にて議案審議、議決
八尾市第5次総合計画基本計画（目標別計画・地域別計画）（行政案）を作成
市民意見提出制度を実施（10月15日～ 11月12日）
基本計画（行政案）に対する市民意見提出制度の結果を公表
八尾市第5次総合計画基本計画（目標別計画・地域別計画）（案）を作成
八尾市第5次総合計画を確定

平成23年度
（2011年度）

4月 八尾市第5次総合計画スタート
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（2）策定の流れ

基本構想（行政案）を諮問

総合計画策定プロジェクトチーム（政策推進課）

○第５次総合計画の策定方針の作成
○第４次総合計画の総括
　（現状分析および課題抽出）
○第５次総合計画の基本構想および基本計画
　（原案）、政策体系の検討　など

市　長

庁　議

答申

コミュニティ推進スタッフ
との連携

市議会

総合計画
審議会

各部局各所属

職員意識調査
職員ワーキング会議

○方向性ワーキング会議
○政策ワーキング会議
○地域別計画策定ワーキング会議・ 
　地域別計画策定ワーキング委員

企画会議

○第５次総合計画に関する原案など
　についての各部局間の連絡調整

企画幹事会議

○第４次総合計画の総括・課題抽出
○第５次総合計画の基本構想および
　政策体系の検討
○企画会議で議論すべき課題の抽出

市民・地域の実情・ニーズ把握

○市民意識調査、市民意見提出制度
　（パブリックコメント）の実施
○「八尾市の未来を語るタウンミーティング」
　の実施

市民・地域との協働

○第５次総合計画の基本構想の検討
　（「元気で新しい八尾のまちづくりを考える
　市民懇談会」の開催）
○第５次総合計画の基本計画（地域別計画）
　の検討（「地域別計画」意見交換会の開催）

基
本
構
想

（
案
）を
提
案

議
決

意見聴取

連携・調整
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付属資料３.　計画策定における市民参加・参画の取り組み

（1）八尾市民意識調査
目　　的： 市のまちづくりに市民意見を反映させること、第4次総合計画の達成状況の点検や第5次

総合計画策定の基礎資料として活用するために、市民意識や活動状況・市政に対する評価・
今後注力すべき行政分野などについて調査を実施しました。

開催年度 実施内容・実施時期・対象者 有効回答数
有効回答率

平成20年度
（2008年度）

【実施内容】市民意識や活動状況、市政に対する評価、今後注力すべきと考
える分野、出張所などについて調査、学校区別分析

【実施時期】平成20年（2008年）9月22日～平成20年（2008年）10月7日
【対象者】八尾市在住の20歳以上の男女各1,500人、合計3,000人

1,707件
57.1%

平成21年度
（2009年度）

【実施内容】市民意識や活動状況、市政に対する評価、今後注力すべきと考
える分野、近隣の住民との関わり、地域でのまちづくり活動、これからの
地域のまちづくりのあり方などについて調査、学校区別分析

【実施時期】平成21年（2009年）12月9日～平成21年（2009年）12月24日
【対象者】八尾市在住の20歳以上の男女各1,500人、合計3,000人

1,705件
57.1％

平成22年度
（2010年度）

【実施内容】市民意識や活動状況、市政に対する評価、身近な地域（小学校
区や町会など）での地域活動、八尾市のまちづくりの満足度と今後重要と
考えることなどについて調査、学校区別分析

【実施時期】平成22年（2010年）9月30日～平成22年（2010年）10月12日
【対象者】八尾市在住の20歳以上の男女各1,500人、合計3,000人

1,912件
64.1％

（2）八尾市の未来を語るタウンミーティング

目　　的： 「八尾市に住み続けたい、住んでみたい」と思えるまちづくりの実現をめざして、市の状
況について理解を深めていただくとともに、各地域でのまちづくりの課題について話し合
うため、市長が市政について説明し、市民と直接対話をしました。

実施時期：（平成20年度（2008年度））平成20年11月22日～平成21年2月25日
（平成21年度（2009年度））平成21年7月4日～平成21年11月30日

校区・参加者数：
（平成20年度（2008年度））校区24校区（小学校区17、中学校区7）・1,588名
（平成21年度（2009年度））校区27校区（小学校区27）・1,444名

※市民からの意見概要を、それへの対応状況・今後の方向性とともに八尾市ホームページなどで公開
しました。

（3）「地域別計画」意見交換会
目　　的： 第5次総合計画における基本計画（地域別計画）を策定するにあたり、地域住民の意見を

反映するため、地域住民とともに小学校区または中学校区単位での地域のまちづくりの現
状と魅力や課題について検討し、学校区ごとのまちづくりの方向性の取りまとめを行うた
め、基本計画（地域別計画）の行政素案をもとに、意見交換の場として「地域別計画」意
見交換会を実施しました。

実施時期：平成22年（2010年）7月23日～平成22年（2010年）9月11日
校区・参加者数：校区28校区（小学校区27、中学校区1）・922名
※市民からの意見概要を、それへの市の考え方とともに八尾市ホームページなどで公開しました。
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（4）元気で新しい八尾のまちづくりを考える市民懇談会

目　　的：�元気で新しい八尾のまちづくりを考える市民懇談会は、第5次総合計画の策定に向けたさ
まざまな取り組みの一環として、「八尾市に住み続けたい、住んでみたい」と誰もが思え
るまちづくりを推進するにあたり、「市民参画と協働のまちづくり」の観点から、市のま
ちづくりに広く市民の意見や提言を反映させるため設置しました。

期　　間：平成20年（2008年）10月29日～平成22年（2010年）2月2日
概　　要：
○平成20年度（2008年度） 全体会4回開催

市民の視点から見た、第4次総合計画に対するコメントを協議、作成し、平成21年（2009年）
３月、『第4次八尾市総合計画「やお未来・元気プラン21」総括レポート』に反映、掲載
しました。

○平成21年度（2009年度） 全体会5回開催
第4次総合計画に対するコメントを踏まえつつ、第5次総合計画に向けて、「これからのま
ちづくりの方向性」について、全体会を開催。また、その間に平行して4つの検討グルー
プを設け、それぞれの自主的な勉強会や意見交換会などの随時開催を通じて協議を重ね、
その成果を取りまとめ、平成21年（2009年）8月26日、『これからの八尾のまちづくりの
方向性について（提言書）』を市長に提出しました。

「元気で新しい八尾のまちづくりを考える市民懇談会」委員名簿：（50音順・敬称略）
氏　　名 市民委員・学識委員（所属）など

阿久澤　麻理子 学識委員（兵庫県立大学環境人間学部 准教授）
新井　榮壽 市民委員
太田　一樹 学識委員（大阪経済大学経営学部 教授）
大橋　良子 市民委員
菅　春水 市民委員
北村　茂章 市民委員
木下　美千代 市民委員
斉藤　千鶴 学識委員（関西福祉科学大学社会福祉学部 教授）、副座長
坂倉　幸枝 市民委員
阪本　安司 市民委員
末武　直義 市民委員
高見　一夫 市民委員
高山　晴行 市民委員
長沢　克彦 市民委員
初谷　勇 学識委員（大阪商業大学総合経営学部 教授）、座長
原　多摩樹 市民委員
原田　光丈 市民委員
東　裕子 市民委員
美馬　徹 市民委員
行本　功 市民委員

※委員は公募による市民委員16名、学識委員4名の全20名で構成。
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（5）市民意見提出制度（パブリックコメント）

①基本構想
八尾市第5次総合計画「やお総合計画2020」基本構想を策定するにあたり、八尾市市民参画と協働のま

ちづくり基本条例第12条の規定に基づき、行政案を公表し、市民意見提出制度（パブリックコメント）を
実施しました。その結果および提出された市民意見と、それに対する考え方（基本構想（行政案）作成時点
と基本構想（案）作成時点）を整理しました。

・意見募集期間
平成22年（2010年）2月18日～平成22年（2010年）3月17日

・提出方法別の提出人数（人）および意見件数（件）
［基本構想］

提出方法 提出人数 意見件数
直接持参 89人 539件
電子メール 17人 54件
ＦＡＸ 15人 44件
郵便 3人 7件
合計 124人 644件

②基本計画（目標別計画・地域別計画）
八尾市第5次総合計画「やお総合計画2020」基本計画（目標別計画・地域別計画）を策定するにあたり、

八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例第12条の規定に基づき、行政案を公表し、市民意見提出制度（パ
ブリックコメント）を実施しました。その結果および提出された市民意見と、それに対する市の考え方を整
理しました。

・意見募集期間
平成22年（2010年）10月15日～平成22年（2010年）11月12日

・提出方法別の提出人数（人）および意見件数（件）
［目標別計画］

提出方法 提出人数 意見件数
直接持参 5人 10件
電子メール 3人 9件
ＦＡＸ 7人 13件
郵便 2人 2件
合計 17人 34件

［地域別計画］
提出方法 提出人数 意見件数

直接持参 4人 12件
電子メール 1人 1件
ＦＡＸ 2人 2件
郵便 2人  2件
合計 9人 17件



235

付
属
資
料

付属資料

付属資料４.　庁内策定体制

（1）企画会議

八尾市総合計画企画会議規程 

昭和42年12月28日規程第19号
最終改正　平成20年 3月31日規程第 4号 

（趣旨）
第１条　この規程は、八尾市総合計画に関する規則（昭和42年八尾市規則第43号）第9条に規定する

企画会議について必要な事項を定めるものとする。 
（任務）

第２条　企画会議は、次の事項を審議する。 
（1）　総合計画の試案について各部局間の連絡調整を図ること。 
（2）　総合計画に基づく実施計画の原案について各部局間の連絡調整を図ること。 
（3）　総合計画又は実施計画の変更に関すること。 
（企画委員）

第３条　企画委員は、40人以内とする。 
２　企画委員は、特定の職にある者をもつて充てることとし、その者が当該特定の職を離れたときは、

その任務は終了するものとする。 
（企画委員長）

第４条　企画委員長は、原副市長とし、会務を総理する。 
２　企画副委員長は山本副市長とし、企画委員長を補佐し、企画委員長に事故があるときは、企画副委

員長がその職務を代理する。 
（企画会議）

第５条　企画会議は、必要に応じ企画委員長が企画委員を招集して行なう。 
２　企画委員に事故があるときは、その指名する者が出席して、その職務を行なうことができる。 
３　企画会議に、議事を円滑に進めるため、部会を置くことができる。 
（企画幹事会議）

第６条　企画会議に、付議する事項についてあらかじめ各部局間の連絡調整を図るため、企画幹事会議
を置くことができる。 

２　企画幹事会議は、総合計画担当理事が掌理する。 
３　企画幹事は、本市職員のうちから市長が任命する。 
（庶務）

第７条　企画会議及び企画幹事会議の庶務は、政策推進課において行なう。 
（委任） 

第８条　この規程の施行について必要な事項は、企画委員長が定める。 
附　則 　（略）
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八尾市総合計画企画委員名簿

平成20年度（2008年度） 平成21年度（2009年度） 平成22年度（2010年度）

役　　職 組　織　名 氏 名 組　織　名 氏 名 組　織　名 氏 名

企画委員長 副市長 原　正憲 副市長 原　正憲 副市長 原　正憲

企画副委員長 副市長 山本　裕三 副市長 山本　裕三 副市長 山本　裕三

企画委員 ー ー 病院事業管理者 阪口　明善 病院事業管理者 阪口　明善

企画委員 水道事業管理者 野村　孝次 水道事業管理者 野村　孝次 水道事業管理者 野村　孝次

企画委員 教育長 中原　敏博 教育長 中原　敏博 教育長 中原　敏博

企画委員 政策推進担当部長 光久　恒一 政策推進担当部長 光久　恒一 政策推進担当部長 光久　恒一

企画委員 総務部長 芦田　雅己 総務部長 芦田　雅己 総務部長 田中　清

企画委員 人事担当部長 山本　隆一 人事担当部長 山本　隆一 人事担当部長 山本　隆一

企画委員 財政部長 山本　和広 財政部長 濱野　進 財政部長 濱野　進

企画委員 人権文化ふれあい
部長 田中　清 人権文化ふれあい

部長 田中　清 人権文化ふれあい
部長 武田　善孝

企画委員 市民ふれあい担当
部長 武田　善孝 市民ふれあい担当

部長 武田　善孝 市民ふれあい担当
部長 小田　泰造

企画委員 健康福祉部長 橋本　友文 健康福祉部長 木村　滋 健康福祉部長 門田　勝美

企画委員 健康推進担当部長 木村　滋 健康推進担当部長 村元　義和 健康推進担当部長 村元　義和

企画委員 こども未来部長 門田　勝美 こども未来部長 斉藤　英司 こども未来部長 斉藤　英司

企画委員 経済環境部長 道本　博 経済環境部長 門田　勝美 経済環境部長 角柿　康彦

企画委員 建築都市部長 山谷　剛三 建築都市部長 道本　博 建築都市部長 道本　博

企画委員 公共施設建設担当
部長 吉田　進 公共施設建設担当

部長 辻本　利文 公共施設建設担当
部長 辻本　利文

企画委員 土木部長 大西　正勝 土木部長 根木　幸男 土木部長 根木　幸男

企画委員 下水道担当部長 根木　幸男 下水道担当部長 丸山　元祥 下水道担当部長 丸山　元祥

企画委員 会計管理者 西野　茂 会計管理者 小山　登 会計管理者 小山　登

企画委員 消防長 松倉　正能 消防長 西村　格平 消防長 大辻　良知

企画委員 市立病院長 米田　正太郎 ー ー ー ー

企画委員 市立病院看護部長 井上　幸子 ー ー ー ー

企画委員 市立病院事務局長 阪口　明善 市立病院事務局長 山本　和広 市立病院事務局長 福田　一成

企画委員 教育委員会事務局
学校教育部長 岡村　進 教育委員会事務局

学校教育部長 岡村　進 教育委員会事務局
学校教育部長 岡村　進

企画委員 教育委員会事務局
教育推進担当部長 浦上　弘明 教育委員会事務局

教育推進担当部長 浦上　弘明 教育委員会事務局
教育推進担当部長 浦上　弘明

企画委員 教育委員会事務局
生涯学習部長 藤田　和章 教育委員会事務局

生涯学習部長 植田　武彦 教育委員会事務局
生涯学習部長 植田　武彦

企画委員 市議会事務局長 森田　保次 市議会事務局長 永田　敏憲 市議会事務局長 永田　敏憲

企画委員 監査事務局長 津田　慶子 監査事務局長 津田　慶子 監査事務局長 今仲　理三郎
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（2）企画幹事会議・総合計画策定プロジェクトチーム

八尾市総合計画企画幹事会議設置要綱
平成12年6月1日

最終改正　平成21年4月1日
（設置）

第１条　企画会議の審議を円滑にすすめるために八尾市総合計画企画会議規程（以下「企画会議規程」とい
う。）第6条第1項の規定により企画幹事会議（以下「会議」という。）を設置する。

（所掌事項）
第2条　会議は、企画会議規程第6条に定めるもののほか、次に掲げる事項を所掌する。
（1）　 現総合計画の総括及び課題の抽出について総合計画策定プロジェクトチーム（以下「プロジェクト

チーム」という。）に助言すること。
（2）　総合計画の基本構想及び政策体系についてプロジェクトチームの試案を検討し助言すること。
（3）　企画会議で議論すべき課題について整理すること。
（構成）

第３条　会議は、別表に掲げる者をもって組織する。
２　会議に幹事長を置き、総合計画担当理事をもって充てる。
３　幹事長は、会議を総理する。
（会議等）

第４条　会議は必要に応じて幹事長が招集する。
２　会議は専門委員の参加を求めることができる。
３　幹事長は、必要に応じて審議に必要な関係者を会議に出席させることができる。
（庶務）

第５条　会議の庶務は、プロジェクトチームにおいて行う。
（委任）

第６条　この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は幹事長が会議に諮って定める。
　　　附　則 　（略）

八尾市総合計画策定プロジェクトチーム設置要綱
平成20年4月1日

（設置）
第１条　八尾市総合計画（以下「総合計画」という。）を策定するに当たり、八尾市プロジェクトチーム設

置規程（平成13年八尾市訓令第9号）に基づき、八尾市総合計画策定プロジェクトチーム（以下「チーム」
という。）を置く。

（所掌事務）
第２条　チームは、総合計画に関する調査、研究及び調整を行い、計画の原案を策定し、市長に提出する。
（組織）

第３条　チームに、総括、総括補佐及びその他必要な職員（以下「担当者」という。）を置く。
（設置期間）

第４条　チームの設置期間は、平成20年4月1日から平成23年3月31日までとする。
（運営）

第５条　総括は、所掌事務の処理について所属職員を指揮監督する。
２　総括補佐は、総括を補佐し、総括に事故があるときは、その職務を代行する。
３　担当者は、上司の命を受けて所掌事務を掌理する。
（部会）

第６条　チームは、第2条に定める所掌事務の達成に必要な専門的事項を分掌させるため、部会を置くこと
ができる。

２　部会は、総括の指名する者をもって組織する。
（総括及び総括補佐の専決事項）

第７条　総括が専決できる事項は、八尾市事務処理規程（平成2年八尾市規程第2号、以下「規程」という。）
第21条に規定する課長の共通専決事項とする。

２　総括補佐が専決できる事項は、規程第21条に規定する係長の共通専決事項とする。
（報告）

第８条　総括は、所掌事務の処理経過について、必要に応じて、市長及び副市長に報告をしなければならない。
（庶務）

第９条　チームの庶務は、政策推進課において処理する。
（補則）

第１０条　この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、政策推進担当部長が別に定める。
　　　附　則 　（略）



238

八尾市総合計画企画幹事名簿（別表）

平成20年度（2008年度） 平成21年度（2009年度） 平成22年度（2010年度）

役　　職 組　織　名 氏 名 組　織　名 氏 名 組　織　名 氏 名

幹事長 総合計画担当理事 川西　茂 総合計画担当理事 川西　茂 総合計画担当理事 川西　茂

企画幹事 政策推進課長 平野　佐織 政策推進課長 平野　佐織 政策推進課長 平野　佐織

企画幹事 総務課長 角柿　康彦 総務課長 渡辺　孝司 総務課長 渡辺　孝司

企画幹事 財政課長 中村　寛史 財政課長 中村　寛史 財政課長 植野　茂明

企画幹事 人権政策課長 菱井　義則 人権政策課長 万代　辰司 人権政策課長 田辺　卓次

企画幹事 ー ー 自治推進課長 桐山　友良 自治推進課長 杉島　敏則

企画幹事 地域福祉政策課長 森　孝之 地域福祉政策課長 菱家　昭美 地域福祉政策課長 菱家　昭美

企画幹事 こども政策課長 當座　宏章 こども政策課長 當座　宏章 こども政策課長 當座　宏章

企画幹事 産業政策課長 吉川慎一郎 産業政策課長 北田　悟 産業政策課長 尾谷　祐司

企画幹事 都市計画課長 松本　吉朗 都市計画課長 松本　吉朗 都市計画課長 松本　吉朗

企画幹事 土木管財課長 新地　正美 土木管財課長 新地　正美 土木管財課長 新地　正美

企画幹事 会計課長 西岡　譲 会計課長 西岡　譲 会計課長 小山　登

企画幹事 消防総務課長 村田　公二 消防総務課長 藤原　正彦 消防総務課長 松宮　泰彦

企画幹事 市立病院企画運営
課長 鶴田　洋介 市立病院企画運営

課長 鶴田　洋介 市立病院企画運営
課長 鶴田　洋介

企画幹事 経営総務課長 平田　正 経営総務課長 平田　正 経営総務課長 平田　正

企画幹事 総務人事課長 杉分　隆 総務人事課長 杉分　隆 総務人事課長 西崎　剛介

企画幹事 生涯学習スポーツ
課長 倉本清三郎 生涯学習スポーツ

課長 松井　順平 生涯学習スポーツ
課長 松井　順平

企画幹事 市議会事務局
総務課長 植野　茂明 市議会事務局

議事政策課長 岩本　慶則 市議会事務局
議事政策課長 山原　孝英

企画幹事 監査事務局長代理 端山　吉則 監査事務局長代理 端山　吉則 監査事務局長代理 大谷　淳児

総合計画策定プロジェクトチーム：川西茂、吉川貴代、横山隆、仲谷仁志
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（3）方向性ワーキング会議
目　的： 第5次総合計画における将来都市像とまちづくりの進め方などについて検討し、八尾市総合計

画企画幹事会議設置要綱に基づく企画幹事会議に第5次総合計画基本構想（素案）を提出する
ため方向性ワーキング会議を設置しました。

概　要： 平成20年度（2008年度）に把握した市民ニーズや課題などを踏まえ、将来都市像とまちづくり
の方向性などを検討し、第5次総合計画基本構想（素案）を取りまとめ、企画幹事会議に提出、
その他関連事項について検討しました。

平成21年度（2009年度）　方向性ワーキング会議委員名簿
所���属 補����職 氏���名

政策推進課 参事 吉川　貴代　●
秘書課 課長補佐 寺島　潔
市政情報課 課長補佐 萩原　伸
職員課 課長補佐 築山　裕一
財政課 課長補佐 河野　聡
人権政策課 主査 山本　朋美
自治推進課 課長補佐 杉島　敏則
地域福祉政策課 課長補佐 藤本　隆行
保健推進課 課長補佐 井上　真一
保育施設課 課長補佐 松山　義和
産業政策課 係長 岩井　耕二
環境保全課 課長補佐 岡本　由美子
都市計画課 係長 青野　智浩
住宅管理課 課長補佐 新堂　剛
土木管財課 課長補佐 井出　信夫
下水道普及課 課長補佐 田中　映
会計課 係長 的場　清信
消防総務課 係長 貴田　達也
企画運営課 係長 宮田　克爾
経営総務課 課長補佐 山中　靖顕
教育政策課 課長補佐 植田　素行
指導課 課長補佐 植田　芳行
生涯学習スポーツ課 課長補佐 北園　了三
議事政策課 係長 今川　宏彦
監査事務局 主査 林　恵子

●リーダー

（4）政策ワーキング会議
目　的： 第5次総合計画の基本計画（目標別計画）における、政策の方向性を実現する施策について、庁

内横断的に検討するため政策ワーキング会議を設置しました。
概　要：基本計画（目標別計画）における政策・施策、その他関連事項について検討しました。

平成21年度（2009年度）　政策ワーキング会議担当所属名簿
目　　　標 所　　属

1．誰もが安全で安心して住み続けられ
る八尾

総務課、自治推進課、地域福祉政策課、生活福祉課、高齢福祉課、介護保険課、
障害福祉課、保健推進課、産業政策課、都市計画課、交通対策課、公共建築課、
消防総務課

2．子どもや若い世代の未来が広がる八
尾

保健推進課、こども政策課、こども家庭課、青少年課、総務人事課、教育政
策課、指導課、教育サポートセンター

3．まちの魅力を高め、発信する八尾 市政情報課、文化国際課、みどり課、生涯学習スポーツ課、文化財課
4．職住近在のにぎわいのある八尾 産業政策課、都市計画課、都市整備課、みどり課、交通対策課、土木建設課
5．環境を意識した暮らしやすい八尾 環境保全課、資源循環課、土木管財課、下水道総務課、経営総務課

6．みんなでつくる八尾 政策推進課、行政改革課、市政情報課、人事課、財政課、人権政策課、文化
国際課、自治推進課
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（5）地域別計画策定ワーキング会議・地域別計画策定ワーキング委員
目　的： 第5次総合計画における地域別のまちの将来像と地域別のまちづくりの進め方などについて検討

し、基本計画（地域別計画）を策定するため、地域別計画策定ワーキング会議（平成21年度（2009
年度））、地域別計画策定ワーキング委員（平成22年度（2010年度））を設置しました。

概　要： 小学校区または中学校区単位での地域のまちづくりの現状と魅力や課題について、必要に応じ
地域を歩いて現地調査を行いながら、検討を行うとともに、学校ごとのまちづくりの方向性の
取りまとめを行うため、地域別計画（行政素案）をもとに、「地域別計画」意見交換会におい
て地域住民と意見交換を図るなど、地域別計画策定に取り組みました。

①地域別計画策定ワーキング会議（平成21年度（2009年度））

担当校区：第1ブロック： 龍華中学校区・大正中学校区・成法中学校区（安中小学校区）・志紀中学校区・
亀井中学校区

第2ブロック：曙川中学校区・桂中学校区・上之島中学校区・東中学校区
第3ブロック：南高安中学校区・高安中学校区・曙川南中学校区
第4ブロック： 八尾中学校区・久宝寺中学校区・成法中学校区（八尾小学校区）・高美中学

校区

平成21年度（2009年度）　地域別計画策定ワーキング会議名簿
第１ブロック 第２ブロック 第3ブロック 第4ブロック

所属 補職 氏名 所属 補職 氏名 所属 補職 氏名 所属 補職 氏名

政策推進課 課長 平野　佐織 ● 政策推進課 参事 高橋　敏博 ● 政策推進課 参事 吉川　貴代  ● 政策推進課 課長補佐 田中　淳二 ●

自治推進課・
龍華出張所 課長補佐 福島　英彦 ■ 自治推進課・

西郡出張所 課長補佐 松月　章浩 ■ 自治推進課・
南高安出張所 課長補佐 松島　秀作  ■ 自治推進課 参事 吉井　清子 ■

自治推進課・
大正出張所 課長補佐 近江　健悟 ■ 自治推進課・

山本出張所 課長補佐 辻内　直樹 ■ 自治推進課・
高安出張所 課長補佐 時武　巌  　■ 自治推進課・

久宝寺出張所 課長補佐 杉本　安史 ■

自治推進課・
竹渕出張所 課長補佐 岸　義雄　 ■ 契約検査課 課長補佐 松本 孝治 自治推進課・

曙川出張所 課長補佐 原田 登志朗 ■ 職員課 課長補佐 築山　裕一

自治推進課・
志紀出張所 課長補佐 金子　秀行 ■ 市民税課 課長補佐 川野  喜代枝 人事課 参事兼人材

育成室長 大谷 めぐみ 納税課 課長補佐 上原　康男

市政情報課 課長補佐 萩原 伸
桂人権
コミュニティ
センター

館長補佐 川西　賞 資産税課 課長補佐 赤堀　勉 文化国際課 課長補佐 平尾　克之

財産活用課 課長補佐 甲村　利雄 高齢福祉課 課長補佐 奥　大助 市民課 課長補佐 早川　善博 自治推進課 課長補佐 瀧川　欣司

自治推進課 参事 森本　悦次 こども家庭課

子育て
総合支援
ネットワーク
センター所長

北口　茂 障害福祉課 課長補佐 浅井　啓志 保健推進課 課長補佐 井上　真一

地域福祉
政策課 課長補佐 藤本　隆行 環境事業課 課長補佐 廣瀬　孝二 保育施設課 課長補佐 松山　義和 こども政策課 課長補佐 御前　敬

青少年課 課長補佐 近江　豊 住宅管理課 課長補佐 久世　恵史 産業政策課 課長補佐 村井　秀之 環境施設課 課長補佐 大本　満

環境保全課 課長補佐 岡本 由美子 下水道総務課 課長補佐 野地岡　明 審査指導課 建築指導室長 芝池　具寿 公共建築課 課長補佐 稲葉　守弘

都市整備課
ＪＲ八尾駅
周辺整備
室長

米重　豊裕 予防課 参事 中尾　泰文 土木建設課 課長補佐 堀　俊二 下水道建設課 課長補佐 増田　浩一

土木管財課 課長補佐 井出　信夫 料金課 課長補佐 村田　法洋 警防課 参事 松宮　泰彦 第１警備課 参事 吉田　勝彦

消防総務課 課長補佐 福井　英次 人権教育課 課長 靍原　隆司 工務給水課 課長補佐 荒木　正直 第２警備課 参事 中村　明彦

経営総務課 課長補佐 中西　達也 学務給食課 課長 田中　洋之 施設整備課 参事 高見　冨一

生涯学習
スポーツ課 課長補佐 北園　了三 文化財課 課長補佐 　斎

● 座長　■ 副座長（コミュニティ推進スタッフ）
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②地域別計画策定ワーキング委員（平成22年度（2010年度））

担当校区： Ａブロック：大正中学校区・志紀中学校区 Ｅブロック：南高安中学校区・高安中学校区
 Ｂブロック：龍華中学校区・亀井中学校区 Ｆブロック：曙川南中学校区
 Ｃブロック：桂中学校区・上之島中学校区 Ｇブロック：八尾中学校区・久宝寺中学校区
 Ｄブロック：曙川中学校区・東中学校区 Ｈブロック：成法中学校区・高美中学校区

平成22年度（2010年度）　地域別計画策定ワーキング委員名簿
Ａプロック Ｂブロック

所属 補職 氏名 所属 補職 氏名
政策推進課 次長兼課長 平野　佐織　　● 政策推進課 参事 田中　淳二　　●
自治推進課・大正出張所 課長補佐・所長補佐 奥　大助　　　■ 自治推進課・龍華出張所 課長補佐・所長補佐 田中　映　　　■
自治推進課・志紀出張所 課長補佐・所長補佐 北村　知美　　■ 自治推進課・竹渕出張所 課長補佐・所長補佐 岸　義雄　　　■
総務課 参事兼防災対策室長 中野　龍介 総務課 課長補佐 中納　克也
資産税課 課長補佐 近江　健悟 財産活用課 課長補佐 白井　正明
人権政策課 参事 北田　悟 人権政策課 課長補佐 平野　健蔵
高齢福祉課 課長補佐 山本　博士 生活福祉課 課長補佐 小池　宣康
青少年課 課長補佐 近江　豊 こども家庭課 子育て総合支援ネットワークセンター所長 上野山　喜之
環境保全課 課長補佐 野地岡　明 資源循環課 課長補佐 西野　賢二
都市整備課 課長補佐 村澤　俊之 交通対策課 課長補佐 柏原　孝至
土木管理事務所 所長補佐 北田　義和 みどり課 課長補佐 金子　秀行
消防総務課 課長補佐 福井　英次 予防課 課長補佐 川村　明
経営総務課 参事 村田　法洋 経営総務課 課長補佐 山中　靖顕
文化財課 課長補佐 　斎 施設管理課 課長補佐 松尾　努

Ｃブロック Ｄブロック
所属 補職 氏名 所属 補職 氏名

政策推進課 課長補佐 横山　隆　　　● 秘書課 課長補佐 寺島　潔　　　●
桂人権コミュニティセンター・自治推進課 ･ 西郡出張所 館長補佐・課長補佐・所長補佐 松月　章浩　　■ 自治推進課・山本出張所 参事・所長補佐 辻内　直樹　　■
自治推進課・山本出張所 参事・所長補佐 辻内　直樹　　■ 自治推進課・山本出張所 課長補佐・所長補佐 小代　聰　　　■
市政情報課 情報システム室長 式　龍一郎 市政情報課 課長補佐 萩原　伸
財産活用課 課長補佐 甲村　利雄 債権管理課 課長補佐 上原　康男
自治推進課 参事 森本　悦次 市民課 課長補佐 高原　健至
地域福祉政策課 課長補佐 藤本　隆行 介護保険課 課長補佐 大木　英和
桂青少年会館 館長補佐 内田　実 こども家庭課 課長補佐 谷　裕之
環境事業課 課長補佐 吉田　博文 環境事業課 課長補佐 松田　誉伸
住宅管理課 課長補佐 仲村　豊 審査指導課 建築指導室長 芝池　具寿
土木管財課 課長補佐 井出　信夫 下水道建設課 課長補佐 菊川　秀隆
予防課 課長補佐 立花　信太郎 警防課 課長補佐 西尾　薫
経営総務課 課長補佐 中西　達也 料金課 課長補佐 石田　誠
教育サポートセンター 所長補佐 福嶌　英夫 指導課 課長補佐 山下　欣春

Ｅブロック Ｆブロック
所属 補職 氏名 所属 補職 氏名

行政改革課 課長補佐 築地　由紀　　● 行政改革課 課長補佐 福井　良仁　　●
自治推進課・南高安出張所 課長補佐・所長補佐 松島　秀作　　■ 自治推進課・曙川出張所 課長補佐・所長補佐 原田　登志朗　■
自治推進課・高安出張所 課長補佐・所長補佐 時武　巌　　　■ 契約検査課 課長補佐 松本　孝治　　■
職員課 課長補佐 浅井　啓志 市民税課 課長補佐 川野　喜代枝
財政課 課長補佐 河野　聡 市民課 課長補佐 早川　善博
文化国際課 課長 大谷　めぐみ 保健推進課 課長補佐 井上　真一
健康保険課 課長補佐 表木　栄治 保育施設課 課長補佐 松山　義和
保育施設課 課長補佐 大本　満 産業政策課 参事兼ものづくり支援室長 辻村　和寛
産業政策課 課長補佐 岩井　耕二 都市計画課 課長補佐 田中　孝房
都市計画課 課長補佐 禎　光平 土木建設課 課長補佐 東上　二郎
下水道普及課 課長補佐 大谷　善基 指令課 参事 ( 第1指令担当 ) 冨岡　挙明
第１警備課 参事 柏原　武司 工務給水課 参事 高見　冨一
維持管理課 参事 伊達　保 生涯学習スポーツ課 課長補佐 宮田　均
学務給食課 課長補佐 山田　陽久

Ｇブロック Ｈブロック
所属 補職 氏名 所属 補職 氏名

政策推進課 課長補佐 北園　了三　　● 秘書課 課長 太尾　利治　　●
自治推進課 課長補佐 廣瀬　孝二　　■ 安中人権コミュニティセンター・自治推進課 館長補佐・課長補佐 中里　継彦　　■
自治推進課・久宝寺出張所 課長補佐・所長補佐 北口　茂　　　■ 自治推進課 参事 吉井　清子　　■
政策法務課 参事 梶山　隆彦 自治推進課・龍華出張所 参事 福島　英彦
財政課 次長兼課長 植野　茂明 人事課 課長補佐 村井　秀之
自治推進課 総合案内室長 太田　浩子 納税課 課長補佐 志賀　英友
障害福祉課 課長補佐 河盛　恵美子 文化国際課 参事 平尾　克之
こども政策課 課長補佐 御前　敬 地域福祉政策課 課長補佐 重村　吉則
環境施設課 課長補佐 小森　文也 安中青少年会館 館長補佐 本鍋田　浩司
公共建築課 課長補佐 稲葉　守弘 環境施設課 課長補佐 山本　和弘
下水道総務課 課長補佐 池川　昌行 住宅整備課 課長補佐 木村　匡
第２警備課 参事 中村　明彦 下水道建設課 課長補佐 増田　浩一
施設整備課 課長補佐 永島　德助 指令課 参事（第2指令担当） 北野　勝彦
総務人事課 参事 松井　祥一 施設整備課 課長補佐 西野　茂

● 座長　■ 副座長（コミュニティ推進スタッフ） 人権教育課 課長補佐 為房　佳祐
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（6）コミュニティ推進スタッフ
目　的： 自治分権型社会に対応したまちづくりをめざし、地域の人びとの対話と合意形成に基づく地域での

まちづくりを積極的に支援し、全庁を挙げて市民主体の開かれた市政を推進するため設置しました。
概　要： 本庁と各出張所などの計11 ヶ所（平成22年度（2010年度）からは13 ヶ所）に人権文化ふれあい部

の課長級（参事）または課長補佐級の職員を配置し、出張所長と連携し、担当地域の自治振興委員
会および各種団体などと連携して、地域の課題を把握するとともに、その課題の解決を図ります。

主な職務：①　総合計画や行財政計画などにおける市の重点施策の啓発に関すること。
②　担当地域の課題や行政ニーズを把握し地域資源の整理に関すること。
③　市長が出席するタウンミーティングの準備と課題整理に関すること。
④　 八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例第10条に基づく対話の場の設置支援に関すること。
⑤　庁内各部局の調整担当次長との連絡調整に関すること。
⑥　 総合計画策定プロジェクトチームと連携し、身近な地域（小学校区単位）での市民による

まちづくり計画の策定の支援に関すること。
⑦　行政情報やまちづくり情報の提供など地域力向上のための環境整備に関すること。

事業内容
年　度 内　　容

平成20年度
（2008年度）

・平成20年（2008年）4月に11名の配置でスタート（自治推進課と10出張所）
・自治推進課長補佐と出張所長補佐の兼務（担当参事以外）
・地域での「まちづくり」の支援役として活動する。
・週１回程度のコミュニティ推進スタッフ会議を開催し、スタッフ間の情報共有を図る。
・「八尾市の未来を語るタウンミーティング」を開催（政策推進課と自治推進課の共催）
・『学校区のあらまし』（地域データ集）の作成

平成21年度
（2009年度）

・ 自治推進課職場研修会・地域分権推進研究研修「地域分権って何？～まちづくりはどう変わるか、
地域・行政職員の立場から～」開催（11月16日）

・『学校区地域レポート』の作成
・「八尾市の未来を語るタウンミーティング」を開催（政策推進課と自治推進課の共催）
・地域別計画策定準備（計画のあり方・進め方の検討、行政案の検討・調整など）
・今後の地域まちづくり支援のあり方を検討

平成22年度
（2010年度）

・ 平成22年（2010年）4月に増員となり、11名から15名となる。（課長級（参事）3名、課長補佐級12名）
・ 上記参事のうち、2名がコミュニティ施策推進・新総合計画策定調整担当参事として、総合計画策

定プロジェクトチーム、政策推進課などと調整、連携する。
・ 地域別計画策定にあたっては、地域別計画策定ワーキング会議・地域別計画策定ワーキング委員の

副座長として中心的役割を担い、地域との調整、「地域別計画」意見交換会の運営、取りまとめなど
を行う。

・ 地域のみらいを考える集い「地域発、まちの今　そして明日～おもしろいやん　みんなでまちづく
り～」開催（10月31日）

・地域のまちづくりの支援策についての検討・具体化などを行う。
・ 自治推進課職場研修会「コミュニティ推進スタッフが見た、聴いた、感じた  そして今すべきことは？」

開催（1月31日）

（7）職員意識調査
①調査の概要

平成13年（2001年）3月に、第4次総合計画「やお未来・元気プラン21」を定め、将来都市像「一人
ひとりの夢と元気が未来をつむぐ都市・八尾」の実現をめざして、さまざまな施策を進めてきましたが、
この計画の期間が、平成22年度（2010年度）で終わりになることから、平成23年度（2011年度）～平成
32年度（2020年度）の10年間を計画期間とする第5次総合計画の策定を進めるにあたり、職員が日頃の
業務を通じて感じている課題やアイデアを把握し、これからの八尾市のまちづくりをより良いものとして
いくために職員意識調査を実施しました。

②調査の方法　
調査の対象

八尾市の全職員（約3,000名）、ただし、臨時的任用職員を除く。
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調査方法
調査票の配布 ･ 回収

③調査の実施状況
状況 件数（件） 備考

配布件数 2,991

有効回答件数 2,250 有効回答率：75.2％

④調査期間
平成21年（2009年）1月21日～平成21年（2009年）2月3日

（8）総合計画に関する研修
①第5次総合計画に関する職員研修
●「新しい河内の八尾」に関する講演会（平成23年（2011年）1月17日）
「河内」の魅力と底力　～元気をつなぐまち、新しい河内の八尾～　に向けて
開催目的： 将来都市像「元気をつなぐまち、新しい河内の八尾」の実現に向けて、八尾の拠って立つ河

内の歴史、魅力、潜在力などについて学び、河内の持つパワーやエネルギーの再発見を通じ
て、河内の歴史・人・文化を新しい魅力として位置づけ、河内の中心地として発展してきた
八尾の伝統と風土を大切にしていくことにより、今後の八尾のさらなる飛躍につなげる機会
とするため実施しました。

●職員総合計画学習会
◆学習会講師対象者研修①　「第5次総合計画基本構想・学習会進め方」編（平成23年（2011年）1月7日）
◆学習会講師対象者研修②　「地域と向き合うまちづくり」編（平成23年（2011年）1月18日、21日）
開催目的： 総合計画でめざす市の将来都市像、まちづくりの目標などと、自分の仕事の位置づけについ

て認識を深めるため、学習会講師対象者研修を実施するとともに、同研修を受けた講師によ
り、各部局、各課など職場単位で所属職員を対象とする学習会を実施し、同研修の内容や総
合計画における所属の施策・事務事業などについて認識を深めました。

②その他の職員研修
●みみずく講座（自己啓発研修・自主参加研修）
●新規採用職員研修、中堅職研修など

（9）地域分権に関する研修・研究
①職員研修

教養研修「これからの地域分権のありかた～池田市の地域分権から学ぶ～」開催（平成22年（2010年）
7月16日）

②調査研究
（財）地方自治研究機構と共同で、学識経験者、市民委員、行政関係者などで構成する「地域分権の推

進に関する調査研究委員会」を設置し、社会情勢の変化や地方分権の進展による社会の成熟化に対応しつ
つ、より一層の市民参画・協働のまちづくりを進めるため、八尾市における地域分権の推進によるまちづ
くりのあり方について調査研究を行い、『八尾市における地域分権の推進に関する調査研究（平成22年3
月）』（報告書）を取りまとめました。
○委員会

平成21年（2009年）7月24日、11月26日
平成22年（2010年）2月19日

○地域分権調査部会
平成21年（2009年）10月21日「地域分権とこれからのコミュニティ」
平成21年（2009年）11月16日「 地域分権って何？～まちづくりはどう変わるか、地域・行政職員の

立場から～」
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付属資料５.　八尾市総合計画審議会

（1）八尾市総合計画審議会規則

昭和41年 8月 3日規則第30号
最終改正　平成21年12月15日規則第54号

（趣旨）
第１条　この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和34年八尾市条例第195号）第2条の規定に

基づき、八尾市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の組織、運営その他審議会について必要な事
項を定めるものとする。

（任務）
第２条　審議会は、市長の諮問に応じて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第2条第4項の基本構想（以

下「基本構想」という。）に関する事項を審議する。
（組織）

第３条　審議会は、委員37人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
（1）　市議会議員
（2）　学識経験を有する者
（3）　関係行政機関の職員
（4）　行政委員会又は附属機関の委員その他の委員
（5）　商工会議所の代表
（6）　市政協力団体又は市民団体の代表その他市長が必要と認める者
（7）　市の職員
（任期）

第４条　委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（会長及び副会長）

第５条　審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
２　会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
３　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
（専門部会）

第６条　会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、学識経験者部会その他の専門
部会（以下「部会」という。）を置くことができる。

２　部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつてあてる。
３　部会長は、部会を総理する。
４　部会に副部会長を置き、部会長の指名する委員をもつてあてる。
５　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
６　部会に属する委員は、会長が指名する。
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（会議）
第７条　審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
２　審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（関係者の出席）

第８条　会長が必要と認めたときは、審議会の議事に関係のある者を会議に出席させて発言させることがで
きる。

（報酬）
第９条　委員の報酬の額は、会議に出席した日1日につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める額とする。ただし、第3条第2項第3号及び第7号に掲げる者については、支給しない。
（1）　第3条第2項第2号に掲げる者　21,000円
（2） 　前号に掲げる者以外の者　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31

年八尾市条例第166号）別表中「その他の委員」について定める額
（参与及び幹事）

第１０条　基本構想に関する事務に参画させるため、審議会に参与及び幹事を置き、本市職員のうちから市
長が任命する。

２ 　参与は、会長の命を受けてその所掌する事務についての基本構想に関する企画立案を行い、幹事は、参
与を補佐する。

（庶務）
第１１条　審議会の庶務は、政策推進課において行う。
（委任）

第１２条　この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が定める。
　　　附　則 　（略）
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（2）八尾市総合計画審議会委員

①　審議会委員名簿：（規則第3条第2項該当号順・50音順・敬称略）
規　則
該当号 名　　称 氏名 所属団体など 専門部会など

1号委員
（7名）

市議会議員 垣内　博美 市議会議長　【平成22年（2010年）5月20日まで】 第3部会
長野　昌海 市議会議長　【平成22年（2010年）5月20日から】 第3部会
田中　裕子 市議会副議長【平成22年（2010年）5月20日まで】第3部会
浜田　澄子 市議会副議長【平成22年（2010年）5月20日から】第3部会
井上　依彦 第1部会
越智　妙子 第3部会
柏木　順子 第1部会
重松　恵美子 第2部会
西川　訓史 第2部会

2号委員
（9名）

学識経験を
有する者

阿久澤　麻理子 兵庫県立大学環境人間学部准教授 第3部会副部会長
太田　一樹 大阪経済大学経営学部教授 第2部会部会長
岡　絵理子 関西大学環境都市工学部准教授 第2部会副部会長

斉藤　千鶴 関西福祉科学大学社会福祉学部教授 副会長
第1部会部会長

坂上　英彦 京都嵯峨芸術大学芸術学部教授 第3部会
田中　優 大阪国際大学現代社会学部講師 第1部会副部会長
農野　寛治 大阪大谷大学教育福祉学部教授 第1部会

初谷　勇 大阪商業大学総合経営学部教授 会長
第3部会部会長

花嶋　温子 大阪産業大学人間環境学部講師 第2部会
3号委員

（2名）
関係行政機
関の職員

糸田川　勝行 大阪市 第3部会
原田　行司 大阪府【平成22年（2010年）3月31日まで】 第2部会
長町　憲一 大阪府【平成22年（2010年）4月１日から】 第2部会

4号委員
（4名）

行政委員会
又は附属機
関の委員そ
の他の委員
　

岩本　康男 八尾市都市計画審議会 第2部会
白木　順一郎 八尾市社会教育委員会議 第1部会
中 　治美 八尾市民生委員児童委員協議会 第1部会
山本　悦子 八尾市教育委員会 第1部会

5号委員
(1名 )

商工会議所
の代表 塚谷　俊介 八尾商工会議所 第2部会

6号委員
（10名）

市政協力団
体又は市民
団体の代表
その他市長
が必要と認
める者

奥田　均 八尾市人権協会 第3部会
鈴江　孝則 八尾地区労働組合協議会 第2部会
髙安　孝 八尾市農業団体連絡協議会 第2部会
高山　晴行 市民委員 第2部会
武田　温裕 八尾市衛生問題対策協議会 第1部会
田中　順治 八尾体育振興会 第3部会
中西　勝晴 八尾市地区福祉委員長連絡協議会 第1部会
中浜　多美江 八尾市消費問題研究会 第1部会
東　裕子 市民委員 第1部会
福井　勇 八尾市自治振興委員会 第3部会

7号委員
（2名）

市の職員 原　正憲 副市長 全部会
山本　裕三 副市長 全部会
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②　専門部会の構成
部会 主な検討内容

第1部会（14名） ○安全安心のまちづくり
○医療・保健の体制の整備
○地域福祉の推進と福祉サービスの提供
○子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり
○生きる力を育む学校教育

第2部会（13名） ○産業振興とまちのにぎわい創出
○まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり
○環境にやさしいまちづくり
○安全で快適な水環境の整備
○安全安心な上水道の供給体制づくり
○公共下水道の整備

第3部会（12名） ○「まちの魅力」発見・発信・創出
○豊かな心を育む文化・学習・交流
○人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現
○市民協働と地域自治の推進
○信頼される行政経営の推進

（3）審議経過
○平成21年度（2009年度）（全体会2回）
○平成22年度（2010年度）（全体会１回、専門部会13回、調整会議2回）

会議 開催日 会議名など

全体会・諮問 平成22年2月11日
平成22年2月27日
平成22年6月26日

第1回会議、基本構想（行政案）を諮問
第2回会議
第3回会議

第1部会 平成22年4月12日
平成22年4月17日
平成22年5月10日
平成22年5月29日

第1回会議
第2回会議
第3回会議
第4回会議

第2部会 平成22年4月　8日
平成22年4月15日
平成22年5月15日
平成22年5月27日

第1回会議
第2回会議
第3回会議
第4回会議

第3部会 平成22年4月10日
平成22年4月17日
平成22年5月　8日
平成22年5月15日
平成22年6月　1日

第1回会議
第2回会議
第3回会議
第4回会議
第5回会議

専門部会長調整会議 平成22年5月15日 第1・第2・第3部会部会長調整会議

会長・副会長調整会議 平成22年6月　8日 審議会会長・副会長調整会議

審議会答申 平成22年7月　6日 基本構想（行政案）に対する答申
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（4）八尾市第5次総合計画基本構想についての諮問 ･ 答申

①諮問

八　政　第 137 号
平成22年2月11日

　八尾市総合計画審議会会長　様

八尾市長　田中　誠太

八尾市総合計画基本構想（行政案）について（諮問）

今般、新たに八尾市総合計画を策定するにあたり、八尾市総合計画基本構想　（行政案）を別添のとお
り取りまとめましたので、八尾市総合計画審議会規則　（昭和41年八尾市規則第30号）第2条の規定に
より、貴審議会のご意見を賜りたく、以下の理由を添えて諮問いたします。

（諮問理由）
本市は、平成20年に市制施行60周年を迎えましたが、現在までの間、昭和42年に「八尾市総合基本

計画」を策定し、昭和53年にこの計画を見直し、「八尾市総合基本計画」を策定しました。その後、平
成3年には「八尾市総合基本計画（2001年やおプラン）」、平成13年には現行の「八尾市総合計画（や
お未来・元気プラン21）」を策定し、それぞれの社会経済状況のもとに、将来都市像の実現をめざして、
さまざまな施策を総合的に推進し、市勢の発展と市民生活の向上に努めてまいりました。

平成22年度を目標年次とする現行計画の計画期間満了を間近にした今、少子高齢化の進行と人口減少、
安全・安心意識の高まり、地球環境問題の深刻化、産業のグローバル化と雇用の流動化、地方分権の進
展など、社会経済情勢の大きな変化が生じており、本市におきましても、厳しい経済情勢が続く中で、
これらの変化に伴う諸課題に的確に対応していくことが求められております。

このような状況を踏まえ、本市の特性や地域資源を活用し、市民生活の質を高めるとともに、まちの
持続可能な発展に取り組むため、平成23年度からの八尾づくりの指針となる新しい総合計画を策定して
まいりたいと考えております。

別添：八尾市第5次総合計画「やお総合計画2020」基本構想（行政案）　　　（略）
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②答申

八 政 総 審 第 6 号
平成22年7月6日

　八尾市長　田中　誠太　様

八尾市総合計画審議会
会長　　初谷　勇

八尾市総合計画基本構想（行政案）について（答申）

平成22年2月11日付け八政第137号で諮問のありました八尾市総合計画基本構想（行政案）について、
当審議会として慎重かつ活発に審議を重ねた結果、別添のとおり取りまとめましたので、ここに答申い
たします。

今後、本答申をもとに、総合計画が策定され、将来都市像やまちづくりの目標などを市民、事業者、
行政など八尾のまちづくりに関わるすべての人々が共有し、その実現に向けてともに実践していくこと
により、来る10年の間に、八尾市がより一層の発展を遂げることを切に願います。

地方分権の本格的な進展に伴い、基礎的自治体である市がまちづくりに果たす役割への期待はますま
す高まりを見せています。また、本市では、地域に根ざした住民自治のさらなる充実を支える新たなし
くみが強く求められています。こうした観点から、八尾ならではのまちづくりを推進するため、その方
策として、地域と行政が適切に連携しつつ、積極的に地域分権に取り組み、市民参画と協働がさらに促
進されることを期待します。

また、基本構想の実現に当たっては、下記の事項について特に配慮されることを求めます。

記

１．基本構想（行政案）の審議の過程で、それらの施策化、事業化に関する意見が各委員から多数出さ
れています。既に本答申において基本構想（答申）にその趣旨を反映したものも含め、本審議会にお
いて出された意見を整理し、「意見集」として取りまとめましたので、併せて提出いたします。総合計
画の策定において、基本構想はもとより基本計画の策定の参考として十分検討し活用していただくよ
う要望します。

２．基本構想の推進方策の一つである地域分権は、市民や市職員の十分な理解や協力なくしては所期の
目的は達成できないと考えられます。八尾市の特性を踏まえ、主要課題の解決に資するものとなるよう、
地域分権の具体的な展開方策についてはさらに議論を重ね、市内各地域の個性や住民の自主的な判断
を尊重しながら、段階を追って、丁寧な取り組みがなされるよう期待します。

３．総合計画の策定に当たっては、市民がまちづくりの起点であり主役であることを念頭に置き、市民
が理解しやすいものとなるよう表現や構成等に配慮や工夫を重ねるとともに、さまざまな機会や媒体
を通じ、すべての市民に対してひとしく計画の周知が図られるよう努め、そのことを通じて、総合計
画の推進に市民の幅広い参画と協働が得られることを期待します。

４．市行政は、組織体制を整備し全庁的な連携を密にするとともに、周辺自治体、大阪府、国などと緊
密な連携を図りながら、総合計画を着実に推進することを期待します。特に、財政ビジョンに基づく
効率的かつ効果的な行財政運営に取り組むとともに、計画の進捗状況について常に市民が認識できる
よう、市民の視点を取り入れた新しい行政評価システムの構築に努めることを要望します。

別添：八尾市第5次総合計画「やお総合計画2020」基本構想（答申）　　　（略）
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付属資料６.　用語説明

「基本構想」および「目標別計画」の本文中で、「＊」印をつけている用語の説明です。

【英数字】
ＡＥＤ “Automated External Defibrillator”の略称で、日本語で「自動体外式除細動器」のこと。

突然の心停止に陥った人の心臓の状態を自動的に解析し、必要に応じて電気的なショッ
クを与え、心臓の働きを戻すことを試みる医療機器のこと。電源を入れれば、音声ガ
イドに従い、一連の操作を行うことができるため、誰もが簡単に取り扱いできます。

ＤＶ “Domestic Violence”の略称で、家庭内暴力と訳されるが、日本では一般的に配偶者
やパートナーなど親密な関係において振るわれる暴力のこと。

ＩＣＴ “Information and Communication Technology”の略称で、これまで IT（Information 
Technology）が同義で使われてきましたが、国際的には IT に“Communication（コミュ
ニケーション） ”を加えた ICT（情報通信技術）が定着しています。

ＮＰＯ “Non-profit Organization”の略称で、民間非営利組織と訳されます。政府や私企業と
並び、独立した存在として、民間公益活動を行う組織・団体のこと。

３Ｒ（リデュース・
リユース・リサイク
ル）

ごみを減らすために重要な3つの言葉の頭文字を取った略称。具体的には、リデュー
ス（Reduce：減らすこと）、リユース（Reuse：繰り返し使う）、リサイクル（Recycle：
資源として再利用する）の3つの頭文字よりなります。

8種分別 「ごみの8種分別」とは、環境にやさしい循環型社会をつくるため、「可燃（燃やす）ごみ」・
「資源物」・「埋立ごみ」・「複雑ごみ」・「粗大ごみ・リサイクル家電・臨時ごみ」・「容器
包装プラスチック」・「ペットボトル」・「簡易ガスボンベ・スプレー缶」の8種に分別
して収集する取り組みのこと。

【い】
一時預かり 家庭で就学前児童の育児をしている人が、「疾病や入院をした」、「災害・事故にあった」、

「育児などで身体的・精神的な負担がある」のいずれかに該当し、緊急・一時的に保育
が必要となった場合、保育所（園）で児童を預かること。

一般競争入札 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合において、公告して申込み、入札をさ
せること。

インフォーマルな
介護サービス

フォーマルサービスは各種機関、サービス事業所による公的なサービスであることに
対して、インフォーマルサービスは、地域のボランティアや近隣の支えあいなどの私
的なサービスのこと。

【う】
雨水流出抑制施設 雨水が一挙に下水道管や河川に流れ込むのを防ぎ、河川への負担を軽減するための施

設のこと。

【え】
枝豆 「八尾えだまめ」は、生産地と大消費地が隣接しているため、鮮度良好に加え、完熟の

状態で出荷できることで粒が大きく、実がしまっていて甘みがあるのが特徴。近畿第
1位の収穫量を誇る八尾の特産です。

【お】
大阪市隣接都市
協議会

大阪市と隣接各市との行政上の諸課題を、都市圏全体の視点で総合的一体的に解決す
るため、関係各市間で随時意見を交換し、協議することのできる機関として、昭和31
年（1956年）7月28日に設立された協議会のこと。その後、順次隣接各市の加盟を得
てその体制を強化し、現在は11市により構成されています。
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【お】 （つづき）

大阪府営水道 大阪府営水道が行ってきた用水供給は、平成23年（2011年）4月から大阪市を除く府
内全市町村が共同で組織する、大阪広域水道企業団がその経営にあたります。

大阪・八尾両市
行政協力協議会

八尾市と大阪市が昭和36年（1961年）4月25日に締結した「大阪市並びに八尾市の行
政上の協力に関する協定」に基づき設立された協議会のこと。

温室効果ガス 地球の平均気温を上昇させる温室効果をもたらす気体のことで、二酸化炭素、メタン、
一酸化二窒素などがあります。

【か】
街区内道路 地区計画区域の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るために配置され

る道路のこと。

「かかりつけ医」・
「かかりつけ歯科医」・
「かかりつけ薬局」

「かかりつけ医」とは、身近な地域で日常的な医療を受けたり、健康の相談などができ
る医師のこと。「かかりつけ歯科医」、「かかりつけ薬局」についても同様です。

家庭の日 八尾市では毎月第３日曜日を「家庭の日」と定めています。月１回、家族の団らんの
場を設けて親子の信頼関係を高めるとともに親子でスポーツや地域社会の行事に参加
し、家族の絆を深める契機とするものです。

管渠 雨水・汚水を流すために必要なマンホール・管などの放流施設のこと。

環境マネジメント
システム

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取り組みを進める
にあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んで
いくための工場や事業所内の体制・手続きなどのしくみのこと。

完全失業率 労働力人口（15歳以上人口のうち就業者と完全失業者を合わせたもの）に占める「完
全失業者」の割合。「完全失業者」とは、①仕事がなくて調査期間中に少しも仕事をし
なかった、②仕事があればすぐ就くことができる、③調査期間中に仕事を探す活動や
事業を始める準備をしていた、の3つの条件を満たす者のこと。

【き】
企業メセナ活動 「メセナ」［mecenat］という言葉は、芸術文化支援を意味するフランス語。この言葉

が広まっていく過程で、教育や環境、福祉なども含めた「企業の行う社会貢献活動」と、
広義の解釈でも使用されるようになりました。

救急救命士 厚生労働大臣の免許（国家資格）を受けて、医師の指示の下に、高度な救急救命処置
を行うことができる者のこと。

救急標準課程修了者 消防学校において、250時間以上の教育を受講した者で、この者が一定時間以上救急
業務に従事すると救急救命士養成課程の受講資格を取得することができます。

急性期医療 患者の病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至るまでの間の
医療のこと。

急性期病院 患者の病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至るまでの間の
医療を担う病院のこと。

行政対象暴力 自己または特定の者への利益を目的として、暴力、脅迫、面会強要、その他著しく粗
野な行為や乱暴な行為などにより、市や市職員に対し、違法または不当な要求を行う
行為のこと。

協働 ２者以上の者が、同じ目的のために、協力して働くこと。

【く】
空閑地 市街地における休耕地および空地のこと。
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【け】
経営健全化基準 資金不足比率が「経営健全化基準」以上となると「経営健全化団体」となり、「経営健

全化計画」を策定し、公営企業の経営健全化に取り組まなければなりません。

経常収支比率 財政構造の弾力性を測定する指標のこと。市税や地方交付税など使い道が自由で毎年
経常的に入ってくる財源のうち、人件費や扶助費など固定的な経費にどれだけ充当さ
れているかを示す比率のこと。100%に近いほど、自由に使える財源の余裕が少なく、
財政の硬直化が進んでいることとなります。

健康リスク 人の健康に生ずる障がいまたはその発生頻度や重大性、またはこれらを引き起こす要
因のこと。

建築後退義務 建築基準法により道路後退が義務づけられている土地において、建築物の新築、建て
替えなどの際には、道路の中心線から２メートル以上離れた部分にしか建物を建てら
れない制約を受けること。

【こ】
公園愛護会活動 公園の清掃や除草などの日常的な管理を目的に、自治会などの地域住民によって結成

されるボランティア団体の活動のこと。

高度浄水処理水 「凝集沈殿」、「濾
ろ か

過」など従来の処理に加え、強い殺菌力を持つオゾンでかび臭などを
分解、粒状活性炭を通し、発がん性物質トリハロメタンなどを吸着するなどの工程を
加えた水道水のこと。

公民協働 市民・企業・行政が公共サービスの目的と成果を共有し、適切な役割分担に基づき新
たな協力関係（パートナーシップ）を構築していくこと。

高齢クラブ 八尾市に居住する概ね60歳以上の方を対象として、「自らの生活を豊かにする楽しい
活動」と「地域を豊かにする社会活動」を行う組織のこと。

高齢者の権利擁護 自己の権利を表明することが困難な寝たきり、認知症などの高齢者の人権を守るため、
権利侵害からの保護・救済、権利行使の保障などを行うこと。

高齢者ふれあい農園 八尾市が、農作物の栽培や入園者どうしの交流などを通じて、高齢者の生きがいづく
りと健康を目的として設置しているもの。満60歳以上で耕作が可能な市民を対象とし
ています。

子どもの権利擁護 増加・深刻化する児童虐待など子どもの権利侵害に適切に対応し、子どもの権利救済
を図ること。

コミュニティＦＭ コミュニティＦＭは、市区町村内の一部の地域において、地域に密着した情報を提供
するため、平成4年（1992年）1月に制度化された超短波放送局（ＦＭ放送局）のこと。
本市ではやおコミュニティ放送株式会社が、「ＦＭちゃお」の愛称で79.2MHz で地域
情報などを放送しています。

コミュニティ
センター運営協議会

コミュニティセンター運営協議会は、地域の各種団体の代表者やコミュニティセン
ターを利用する団体の代表者などで構成されており、コミュニティセンター事業の運
営と地域活動の中心となってコミュニティづくりをめざした事業を行うことを主な役
割としています。

こんにちは
赤ちゃん事業

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、さまざまな不安や悩みを聞き、
子育て支援に関する情報提供などを行うとともに、親子の心身の状況や養育環境など
の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供につなげる事
業のこと。

コンプライアンス 一般的に「法令遵守」の意味で用いられ、法令や諸規則、企業倫理などのルールを守
ることを指す言葉として使われることが多い。
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【さ】
財産区ため池 市区町村の一部の山林などを市区町村の財産として管理する財産区（特別地方公共団

体の一種）が管理するため池のこと。

財政再生基準 財政再生基準は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率について定めら
れています。いずれかの比率が財政再生基準以上である場合には、「財政再生計画」を
定めなければなりません。

里山 人里近くにあって、人々の生活と結びついた山や森林のこと。

賛助 事業などの趣旨に賛成して手助け、助力すること。

【し】
心合寺山古墳 全長160メートル、古墳時代中期に造られた中河内最大の前方後円墳で、国史跡になっ

ている。埋葬施設からは甲冑や鏡などの副葬品が見つかっており、家形や盾形の埴輪
も出土しています。平成17年度（2005年度）から整備公開されています。

市街化調整区域 都市計画法により定められた区域区分の一つで、市街化を抑制し、優れた自然環境な
どを守る区域として開発や建築が制限されている区域のこと。

資金不足比率 連結実質赤字比率の算定基礎として用いられる公営企業における資金不足の事業規模
に対する比率のこと。

自己水源 八尾市独自に河川や地下水から水道水をつくるための水源のこと。

自主防災組織 大規模災害などの発生による被害を防止し、軽減するために地域住民が連帯し、協力
しあって「自らのまちは自ら守る」という精神により、効果的な防災活動を実施する
ことを目的に結成された組織のこと。

実質赤字比率 当該地方公共団体の一般会計などを対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比
率のこと。

実質公債費比率 当該地方公共団体の一般会計などが負担する元利償還金および準元利償還金の標準財
政規模に対する比率のこと。

実質収支 歳入歳出の差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した額のこと。

児童虐待 保護者（親権を行う者、未成年後見人など）がその監護する児童に対して、暴行、わ
いせつな行為、著しい減食または長時間の放置、暴言または著しく拒絶的な対応など、
児童の心身の成長および人格の形成に重大な影響を与える行為を行うこと。

寺内町 戦国時代、畿内・北陸・東海地域で真宗寺院を中核に、周囲を堀や土石塁で囲って自
治的に営まれた都市的集落のこと。市内には、久宝寺寺内町のほか、八尾寺内町、萱
振寺内町があります。

資本費 下水道施設の建設などのために必要であった借入金の返済金（元利償還金）のこと。

姉妹・友好都市 交流や親善などを目的とした都市と都市との結びつきの関係のこと。八尾市はアメリ
カ合衆国ワシントン州ベルビュー市と姉妹都市提携し、中華人民共和国上海市嘉定区
とは友好都市締結しています。

社会貢献活動 市民や企業・団体が自主的、自発的に取り組んでいるボランティア活動やＮＰＯ活動
などの営利を目的としない社会的な活動のこと。

住工混在 住宅と工場などが混在して立地している状態をいいます。

周産期医療 「周産期」とは妊娠22週から生後満7日未満までの期間をいい、合併症妊娠や分娩時
の新生児仮死など、母体・胎児や新生児の生命に関わる事態が発生する可能性があり
ます。周産期を含めた前後の期間における医療は、突発的な緊急事態に備えて産科・
小児科双方からの一貫した総合的な体制が必要であることから、特に「周産期医療」
と表現されます。
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【し】 （つづき）

住宅確保要配慮者 低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に
特に配慮を要する者のこと。

住宅用防災機器 住宅における火災の予防に資する機械器具または設備のことで、住宅用火災警報器、
天ぷら油過熱防止センサーや消し忘れタイマーなどの付いている安全調理器具、過熱
すると自動的に消火する安全暖房器具などをさします。

就労困難者 年齢、身体的機能、家族構成、出身地などのさまざまな要因によって、“雇用・就労”
を阻害されている人びとのこと。

障がい者の権利擁護 自己の権利を表明することが困難な障がい者の人権を守るため、権利侵害からの保護・
救済、権利行使の保障などを行うこと。

生涯スポーツ 生涯スポーツとは、誰もがそれぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に応じて、いつでも、
どこでも、いつまでもスポーツに親しむこと。

商工振興拠点施設 八尾市の商工振興支援拠点と八尾商工会議所が入居する商工振興の拠点施設（平成23
年（2011年）5月完成予定）。産業関係課などの執務室、インキュベートルーム（起業
間もない事業者の企業支援を行う施設）、中小企業サポートセンター、相談ブースなど
において、政策立案や人材育成、各種相談、連携活動などが行われる予定です。

少年を守る日 八尾市では青少年健全育成事業の一環として、毎月５日は「少年を守る日」と定めて、
この日を中心に地域連帯のもとに少年保護育成の諸活動を行い、青少年の自覚と広く
市民の理解と関心を深めるための運動を展開しています。

将来負担比率 地方公社や損失補償を行っている出資法人などに係るものも含め、当該地方公共団体
の一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率のこと。

初期・二次・三次
医療機関

住民の日常生活に最も密着した保健医療サービスを提供するのが「初期（一次）医療
機関」、原則として入院を必要とする医療を充足し、一般的な保健医療サービスを完結
的に提供するのが「二次医療機関」、先端的な技術や特殊な機器などを必要とする高度
医療や府内全域を対象とする保健医療サービスを提供するのが「三次医療機関」です。

食育 子どものこころと身体の健康を増進し、豊かな人間性と健全な食生活をめざすととも
に、すべての人の生活習慣病を予防し、健康寿命を延ばすため、「食」に対する考え方
を育て、その選択を手助けすることを目的に行うもの。

【す】
スクール
ソーシャルワーカー

社会福祉に関して専門的な知識（社会福祉士など）や経験を有し、子どもや家庭に関
わるさまざまな課題の未然防止、早期解決のために、学校と社会をつなぐ専門家のこと。

スプロール的 市街地が無秩序に拡大していくこと。農地などが虫食い状に住宅地へと変わっていく
状態。スプロール化は、道路や上下水道など都市基盤施設の整備を難しくするととも
に、まちなみや景観を乱し、住環境の悪化をもたらします。

【せ】
セーフティネット 病気・事故や失業などで困難な状況に陥った場合に援助したり、そうした事態になる

ことを防止するしくみまたは体制を意味します。地域福祉では、地域の住民、関係機
関・団体、市町村などが地域における課題を共有化し、計画的な課題解決のための取
り組みを推進するとともに、地域においてさまざまな困難や課題を抱える「要援護者」
を早期に発見し、必要なサービスにつないでいくための情報提供や相談機能の整備と、
それらの連携システムのことをいいます。
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【そ】
早期健全化基準 早期健全化基準は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率について定められています。いずれかの比率が早期健全化基準以上である場合には、
「財政健全化計画」を定めなければなりません。

【た】
高安千塚古墳群 6世紀から7世紀初頭にかけて、高安山麓に築造された横穴式石室をもつ古墳で、現

在は220基あまりが残っています。江戸時代の本にも記載されるなど古くから知られ
ており、また明治時代には E・S・モースや W・ガウランドなどの研究者が訪れ、海
外にも紹介されています。

多極型都市構造 鉄道の開通とともに、それぞれの主要駅を中心に市街化が進行し発展してきた複数の
都市核で、八尾市都市計画マスタープランでは各都市核の機能分担と相互連携により
持続発展を推進するものとしています。

多重債務 複数の消費者金融などから借り入れること。特にすでに抱えている借金の返済のため
に、さらに別の業者から借り入れたりする状態のこと。

多文化共生 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認めあい、対等な関係を築こう
としながら、地域社会の構成員としてともに生きていくこと。

多様な任用形態 正規職員だけでなく、非常勤職員、臨時職員や短時間勤務職員などいろいろな職員の
任用形態のこと。

単年度収支 その年度中に発生した黒字または赤字のこと。当該年度の実質収支から前年度の実質
収支を差し引いて求めます。

【ち】
地域交流事業 保育所（園）において主に在宅で子育てを行っている就学前児童と保護者を対象に地

域の人たちとの交流の場を設け、育児相談や情報提供などを行う事業。

地域子育て支援拠点 公共施設や保育所、児童館などの地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子
の交流や育児相談、情報提供などを実施するもの。ＮＰＯなど多様な活動主体の参画
による地域の支えあい、子育て中の当事者による支えあいにより、地域の子育て力の
向上をめざします。

地域就労支援
センター

働きたい気持ちがあるのに、なかなか“雇用・就労”に結びつかない方を支援するた
め市の機関で、無料の相談窓口を開設、市内3 ヶ所にあります。地域就労支援コーディ
ネーターが、適職診断や利用できる制度の紹介、能力開発の講座や職業訓練の紹介な
どを実施しています。

地域分権 八尾市が進めている「地域のまちづくり」の取り組みの総称。地域分権によりめざす
姿は「それぞれの地域が、行政と地域とが適切な役割分担のもと協力しあい、自らの
想いの実現に向けて主体的にまちづくりを進めている」ことです。

地域包括支援
センター

地域にあるさまざまな社会資源を使って、高齢者の生活を総合的に支えていくための
拠点として、市が主体となり「地域包括支援センター」を設置しています。ここでは、
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心となって、介護予防に関するマ
ネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援を行っています。

地域予算制度 地域における主体的なまちづくり活動を促進していくために、地域が使いやすい予算
を確保・提供するしくみ。平成23年度（2011年度）以降に制度設計を行う予定です。

地区計画 建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置などから見て、一体としての区域の
特性にふさわしい様態を備えた良好な環境を整備し、開発し、および保全するための
都市計画法に基づく計画のこと。
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【ち】 （つづき）

地区自治振興委員会 概ね小学校区を区域とする、町会（自治会）の連合組織のこと。現在28の地区自治振
興委員会が結成されており、八尾市自治振興委員会を構成しています。

地区福祉委員会 八尾市社会福祉協議会のもと、概ね小学校区を基本単位として設置された地区組織の
こと。現在32の地区福祉委員会が結成されています。地域住民相互の見守り・支えあ
いの活動などを行っています。

地産地消 地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で消費しようと
する活動を通じて、農業者と消費者を結びつける取り組みのこと。

知徳体 八尾市教育重点目標の1つである「確かな学力（知）・豊かな心（徳）・健やかな体（体）
の調和のとれた人間の育成」の趣旨を縮めた言葉。

中央図書館的な機能 複数の地域図書館を運営・サービス面で統括する上で中核的役割を担う機能。予算・
人事の一括管理や図書資料などの収集・保存・除籍の統括調整などの運営体制におけ
る役割と、必要な図書や情報を地域図書館に提供できる専門書や郷土・行政資料の充
実などサービス提供における役割の双方をさします。

昼間人口指数 昼間と夜間の人口比率（夜間人口100人あたりの昼間人口の割合）で表される数値の
こと。（昼間人口指数＝昼間人口÷夜間人口×100）

超高齢社会 国連では高齢化率が14％を超えた社会を高齢社会と定義しています。本計画では、高
齢化が急速に進んでいる社会を「超高齢社会」としています。

長寿命化 公共施設の重要性などを考慮し、効率的・効果的な補修・保全を行うことにより施設
を耐用年数よりも長く良好な状態に保つこと。

【て】
逓増度 八尾市では、使用水量が多くなるほど単価が割高となる水道料金の逓増制を採用して

おり、逓増度とは、最高単価が最低単価の何倍になっているかを表す指標です。

電子自治体 地方自治体が、インターネットなどのＩＣＴを活用し、住民の利便性・満足度の向上、
行政の簡素効率化・透明性の向上を図るための取り組みの総体をいいます。

電子入札 インターネットを使って行う入札手続のこと。八尾市では、平成16年度（2004年度）
から段階的に導入しています。

【と】
東南海・南海地震 マグニチュード7.9 ～ 8.6が想定される海溝型の巨大地震であり、この地震による八

尾市の被害は全壊棟数825棟、半壊棟数1,801棟、死傷者数521人（夕刻時）と想定
されています。

道路後退 建築基準法による幅員4メートル未満の道路は、その中心線から水平距離2メートル
後退した線を道路境界線とみなすもので、その後退した部分には建物の建築や門、塀
などの築造ができないことになっています。

特定健診 医療保険者が40歳以上の被保険者・被扶養者を対象とし、内臓脂肪症候群（メタボリッ
クシンドローム）の該当者・予備群を減少させるため、保健指導を必要とする者を的
確に抽出するために実施する健康診査のこと。

特定建築物 耐震改修促進法第６条に規定される、多数の者が利用する建築物（一号）、危険物関係
の建築物（二号）、緊急輸送道路沿道の建築物（三号）のうち、政令で定めるもの。

特定保健指導 特定健診の受診者全員を対象として、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）
に着目した生活習慣の改善に重点を置いた指導を行うもの。具体的には、健診結果お
よび質問項目から生活習慣病のリスクに応じて階層化し、「情報提供」、「動機づけ支
援」、「積極的支援」の保健指導を行うこと。
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【と】 （つづき）

特別支援教育 従来の障がい教育において対象となっていた障がいだけでなく、ＬＤ（学習障害）、
ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、高機能自閉症を含むすべての障がいのある児童・生
徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズを把握して、その持て
る力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するために、適切な教育や指導を
通じて必要な支援を行うこと。

都市核 都市の拠点のこと。八尾市基本構想では、近鉄八尾駅周辺を「中心核」、ＪＲ八尾駅お
よび近鉄河内山本駅周辺を「副次核」、ＪＲ久宝寺駅および大阪市営地下鉄八尾南駅周
辺を「新都市核」と位置づけている。

都市景観 まちなみの美しさのこと。

【な】
内部統制 住民の福祉を増進するために、地方公共団体の事務が、地方自治法の定めるところに

従って、適法かつ正確に行われるのみならず、経済性、効率性および有効性の観点か
らも適切に執行され、その資産が適切に管理されるように、管理責任者によって構築
される組織および事務執行における全ての手続きまたは手段ならびに記録から構成さ
れている制度。

中河内医療圏 大阪府が医療法の規定に基づく二次医療圏として設定した圏域であり、東大阪市、八
尾市、柏原市を区域とするもの。

中河内地域
広域行政推進協議会

中河内地域における広域行政を推進するため、八尾市、東大阪市、柏原市の三市で、
昭和55年（1980年）3月31日に設立された協議会のこと。なお、国の広域行政圏施策
の転換を受け、広域行政圏計画の策定を主な目的とした現協議会は平成23年（2011年）
3月31日をもって廃止されますが、平成23年度（2011年度）において、中河内地域で
広域的な連携が求められる行政課題について、機動的に協議を行うための新たな協議
会を発足します。

【に】
ニート “Not in Employment, Education or Training”の頭文字をとった略称。15 ～ 34 歳の

非労働力人口のうち家事も通学もしていない者のこと。

二次および
三次医療体制

原則として入院を必要とする医療が充足され、一般的な保健医療サービスが完結的に
提供されるのが「二次医療体制」、先端的な技術や特殊な機器などを必要とする高度医
療や府内全域を対象とする保健医療サービスが提供されるのが「三次医療体制」です。

ニッポンバラタナゴ 以前は大阪府内の各地に生息していたが、現在はごく限られた箇所で残存が確認され
るのみとなっている淡水魚。環境省および大阪府の絶滅の恐れのある野生生物（レッ
ドデータブック）において、絶滅危惧種として登録されています。

認知症ケア 認知症の人が自身の生活を可能な限り維持できるよう、医療的なケア（治療）を行う
とともに、家事援助サービスや通所リハビリなどの制度を活用した在宅介護サービス
や入所施設サービスを提供すること。
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【の】
農業経営改善計画
認定農業者

農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営の現状、5年後に実現をめざす農業経営
の改善に関する目標、目標を達成するために取るべき措置を記載した書類を市町村に
提出し、市町村より農業経営改善計画の認定を受けた農業者のこと。

農商工連携 農林水産業者と商工業者がそれぞれの有する経営資源を互いに持ち寄り、新商品・新
サービスの開発などに取り組むこと。

農地バンク制度 遊休農地の解消対策として、市内の市街化調整区域内に遊休農地などを所有し、その
提供を希望する人と、その利用を希望する人に関する情報を登録して、農地の安全な
貸し借りを仲介するシステムのこと。

農の持つ多面的機能 国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承など農
村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外
の多面にわたる機能のこと。 

【は】
パートナーシップ 共通の目的に向かって、対等な立場で2者以上が協力すること。

発達障がい 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障
害その他これに類する脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢（乳幼児期）
において発現する障がい（発達遅延）のこと。

【ひ】
ヒートアイランド 都市化に伴う地表面の改変（地面の舗装、建築物）などにより、都市の気温が郊外に

比べて高くなる現象のこと。

病児・病後児保育 病気回復期または病気回復期には至らないが当面病状の急変が認められない状態にあ
り、かつ、保護者の勤務の都合や社会的に止むを得ない事由により、家庭で保育を行
うことが困難な児童に対する保育サービスのこと。

【ふ】
ファシリティ
マネジメント

建物・設備を有効かつ適切に計画・整備・運用などを行うこと。

ブランド 銘柄や商標のこと。近年、地域活性化のために地域ブランドづくりに取り組む地域が
増えています。経済産業省によると「地域ブランドとは、地域発の商品・サービスの
ブランド化と、地域イメージのブランド化を結び付け、好循環を生み出し、地域外の
資金・人材を呼び込むという持続的な地域経済の活性化を図ること」とされています。

フロアマネージャー 庁舎案内業務を行う者のこと。

文化・スポーツ
ボランティアバンク

「まちのなかの達人」

文化・スポーツの指導や、イベントの運営補助をしていただけるボランティアを紹介
する冊子のこと。
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【ほ】
放課後子ども教室 未来の八尾をつくる心豊かで健やかな子どもを社会全体で育むため、学校を活用して

安全安心な子どもの活動場所を確保するとともに、地域のボランティアの方々の参画・
協力を得て、放課後や週末における子どもの体験・交流活動を行うもの。

放課後児童室 保護者が就労、疾病などのため昼間不在状況となる小学校低学年児童（小学校1年～
3年生）を対象に、放課後に学校施設などを利用して適切な遊びおよび生活の場を与
えるために設置しているもの。

防災行政無線 大規模災害発生時において災害対策本部と各避難所などとを結ぶ情報伝達手段の一つ
です。

放流施設 敷地や道路に降った雨水を排出するための河川・水路や公共下水道といった施設のこ
と。

【ま】
マイノリティ 社会的少数者のこと。

【み】
味力 八尾には、枝豆・若ごぼう・紅たでなどの特産物があり、食べればおいしく、また食

卓に彩りをそえます。同じく特産物である花卉は愛でると美しく、八尾のまちに安ら
ぎと彩りをそえます。八尾の農業には味・彩り・安らぎなど、人をひきつける不思議
な魅力（＝味力（みりょく））があるという状況を表しています。

【め】
メンタルヘルス 心の健康の保持増進のこと。

【や】
八尾あきんど
On-Doネット

八尾市内のお店情報をインターネットで発信する市のホームページのこと。平成22年
（2010年）10月現在で1000店強の店舗が登録されています。

八尾市産業振興会議 事業者と市民による産業政策提言の場として、平成10年度（1998年度）に設立された
会議体のこと。産業振興に関する提言、施策についての具体的な実施策の検討、振興
条例に関する提言などの役割を果たしています。

八尾ものづくり
ネット

八尾市内のものづくり企業（製造業）に関するインターネット情報窓口のこと。「八尾
市企業情報データベース」を主要とする情報サービスの内容としています。

安中新田会所跡
旧植田家住宅

江戸時代の大和川付け替えにより開発された安中新田の会所跡を継承した歴史的に貴
重な建物で市指定文化財となっています。平成21年（2009年）から植田家より寄贈さ
れた古文書や民具などと併せて建物を公開しています。

【ゆ】
ユニバーサル
デザイン

年齢や障がいの有無、国籍や民族などにかかわらず、すべての人が利用しやすいよう
に環境・建物 ･ 施設・製品などをデザインすること。

【よ】
幼保一体化 幼稚園と保育所は異なる経緯により制度化され、幼稚園は「学校」、保育所は「児童

福祉施設」との位置づけで、所管省庁、運営基準、職員の資格などが異なっています。
少子化の進行、保育サービスへのニーズの多様化に伴って生じている課題に対応する
ため、すべての子どもに質の高い幼児教育・保育を保障し、家庭における子育て・教
育にも資する施策のこと。



260

【り】
流域対応施設 大雨などによる洪水を防ぐために、学校、公園などの公共施設や民間の開発において

設置される、雨水を一時的に貯留したり、浸透させる施設のこと。

竜華水みらい
センター

大阪竜華都市拠点地区の中心に位置する地下式の下水処理施設のこと。

療育 障がいのある子どもが社会的に自立することを目的として行われる医療と保育のこ
と。

【れ】
連結実質赤字比率 当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額または資金の不足額の標準財政規

模に対する比率のこと。

【わ】
ワークサポート
センター

八尾市（中央地域就労支援センター）とハローワーク布施（八尾市地域職業相談室）
が連携して就労相談、勤労者法律相談と職業相談・職業紹介を行っています。求人情
報の検索・閲覧ができます。

ワークショップ 「職場」「作業場」「工房」など、共同で何かを作る場所を意味します。まちづくりにお
いては、住民や専門家、行政などの参加者が、あるテーマについて意見やアイデアを
出しあいながら、合意形成していくための場をさします。

ワーク・ライフ・
バランス

誰もが仕事、家庭・地域生活、個人の自己啓発などのさまざまな活動について、自ら
が希望するバランスで無理なく実現できる状態をさし、「仕事」と「仕事以外の生活」
の充実の好循環をもたらす考え方のこと。

若ごぼう 若ごぼうは、食物繊維（サツマイモの約1.4倍）や鉄分（ホウレンソウの約1.6倍）、
さらに葉にはβーカロテンやビタミンＣ・Ｅをはじめ、高血圧や動脈硬化への予防効
果が期待されているルチンが多く含まれる早春の香り豊かな注目の野菜で、「八尾えだ
まめ」と並ぶ本市の特産品です。「葉ごぼう」とも呼ばれます。

わがまち推進計画 各学校区で地域住民どうしの話し合いにより作成する計画で、地域のまちづくりの方
向性を取りまとめるもの（平成23 年度（2011年度）以降順次作成）。
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