
八尾市





　八尾市では、平成23年度（2011年度）に、人口減少期の構想を描いた『八尾市第5次総合計画「や
お総合計画2020」』を策定し、将来都市像に、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、その
実現に向け、基本構想に「地域分権」を掲げ、「八尾市全体のまちづくり」と「地域のまちづくり」の
両方の視点で市政を推進してきました。

　平成27年度（2015年度）に5年目の節目を迎えるにあたり、平成26年度（2014年度）には、前
期基本計画の推進状況を市行政で一次評価（内部評価）し、「八尾市総合計画基本計画評価委員会」を
設置して外部評価として延べ10回にわたり熱心に評価内容を検証・確定いただきました。さらに、後
期基本計画策定に向けた提言を活発にご議論いただき、積極的に施策を展開し成果を挙げている面が
必ずしも市民にわかりやすく伝えられていないとの問題意識から、指標の改良や、市行政の活動の周知、
市民との協働の一層の充実などの様々なご提案をいただきました。
　さらに、市を取り巻く大きな状況の変化として、平成26年度（2014年度）から国における人口政
策議論を経て「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、さらに地方自治法改正により平成27年（2015
年）4月から中核市要件が30万人以上から20万人以上へと緩和されたことを受け、本市においても
住民に最も近い基礎自治体として権限を強め、サービス向上を図る観点から、中核市移行をめざすこ
とを表明しました。

　このような基本計画評価委員会の提言を真摯に受け止めるとともに、市を取り巻く状況に積極的に
対応する観点を持ち、市の前期基本計画の総括内容を踏まえた後期基本計画の策定を行った結果、前
期からの主要な変更点としては、市政運営の5つの基本方針に沿った各施策の内容となりました。
　まず、「健康づくりの推進」と中核市移行に関連する施策に考え方を反映し、「地域分権の推進」関
連施策では前期の仕組みづくりの成果をさらなる参画の広がりや担い手づくりへつなげ、出張所等地
域拠点の機能再編等を位置づけ、「未来の八尾創り」に関する施策では、子どもを安心して生み育てら
れる環境づくりを進める「切れ目のない妊娠・出産・子育て支援」や、教育委員会と相互に連携する
記載を行ったほか、「地方創生」の一環として「女性活躍の推進」を関連施策に位置づけました。また、
各施策の「めざす暮らしの姿を測定するための指標」について、目標値の修正、差し替えおよび追加
設定を行いました。

　以上のように、基本計画評価委員会の提言を賜り、市を取り巻く状況を踏まえ、市を挙げて策定し
たのが本後期基本計画（目標別計画）でございます。まずは、策定にご尽力いただきました委員の
皆様に厚く感謝の意を申し上げますとともに、今後、この後期基本計画を推進し、引き続き、八尾市
第5次総合計画の将来都市像『元気をつなぐまち、新しい河内の八尾』の実現に向け、八尾の「市民力」、

「地域力」を支える様々な活動主体との協働により、住み続けたい、住んでみたい躍動感と魅力に溢れ、
人が生きがいに輝く八尾づくりに、力強く取り組んでまいります。

～総合計画の後期基本計画期間を
� 迎えるにあたって～

ごあいさつ

平成28年（2016年）3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. 八尾市第５次総合計画の概要と後期基本計画

（１）第５次総合計画の役割と構成�期間

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。

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。
◆「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。
◆「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。

◆「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。
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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。

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 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

第２期計画第２期計画

前期基本計画前期基本計画

第１期計画第１期計画

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

わがまち推進計画

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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（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、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ています。

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。

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、取り組みを進めることとしています。

図表２　まちづくりの目標

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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（３）前期基本計画の総括結果

　八尾市第５次総合計画の前期基本計画（目標別計画・地域別計画）の計画期間が平成27年度（2015年
度）に最終年度を迎えることから、平成26年度（2014年度）において、学識経験者および公募市民で構成
する「八尾市総合計画基本計画評価委員会」を設置し、行政内部における一次評価と、「八尾市総合計画基
本計画評価委員会」による二次評価により、前期基本計画の総括を行いました。

１）総括の方法
　目標別計画の63の施策毎に、「結果（達成率）」と「展開状況」の２つの視点から「４段階」（星３つ～星
なし）で評価しました。

総合評価 総合評価の★印の意味 結果（達成率） 展開状況
★★★

（星３つ）
成果指標の結果は達成でき、基本方針に沿って展開できる見込
みである。

達成 展開できる見込み

★★☆
（星２つ）

成果指標の結果は達成できるものの、基本方針に沿って展開で
きていないところがある。

達成 展開できていない

成果指標の結果は概ね達成（８割以上）でき、基本方針に沿っ
て展開できる見込みである。

概ね達成（８割以上） 展開できる見込み

★☆☆
（星１つ）

成果指標の結果は概ね達成（８割以上）できるものの、基本方
針に沿って展開できていないところがある。

概ね達成（８割以上） 展開できていない

成果指標の結果は達成状況が思わしくない（８割未満）もの
の、基本方針に沿って展開できる見込みである。

達成低い（８割未満） 展開できる見込み

☆☆☆
（星なし）

成果指標の結果は達成状況が思わしくなく（８割未満）、基本
方針に沿って展開できていないところがある。

達成低い（８割未満） 展開できていない

　「結果」の評価について
　　・ 「結果」の評価は、各施策に設定している「指標」の達成率（平成27年度（2015年度）末見込み）

により、「達成（100％以上）」「概ね達成（８割以上）」「達成低い（８割未満）」の３つの区分で評価
しました。指標が複数ある場合は平均値を用いました。平成27年度（2015年度）の達成見込みは、
実現性を考慮した上で見込値として設定しています。

　
　　　　　

達成率＝
　平成27年度（2015年度）の実績値（見込み） 

×100
　　　　　　　　　　　平成27年度（2015年度）の「めざす値」

　「展開」の評価について
　　・ 「展開」の評価は、各施策に記載している「基本方針」について、「基本方針に沿って展開できる見込

みである」「基本方針に沿って展開できていないところがある」という２つの区分で評価しました。
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２）総括の結果
　「八尾市総合計画基本計画評価委員会」による二次評価により、目標別計画に掲げる63施策のうち５施策
について、行政による一次評価からの変更が必要との判断を受けました。
　その結果、二次評価としては、★★★が23施策、★★が36施策、★が４施策となりました。
　前期基本計画における63の施策目標の総括結果は次のとおりです。

図表３　63施策別での評価結果の一覧

 ※二次評価（評価委員会）が一次評価（行政内部）と異なる評価とするものに色付けしています。

目
標

政策 施策 施策名
一次評価

（行政内部）
二次評価

（評価委員会）
評価の
変動

担当部会
二次評価後

★3 ★2 ★1

1

1
（安全）

施策1 安全なまちをつくる防犯の取り組み ★★☆ ★★★ ↑ 第1部会 ○ 　 　
施策2 安心を高める防災力の強化 ★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　
施策3 災害に強い消防体制づくり ★★★ ★☆☆ ↓ 第1部会 　 ○
施策4 緊急事態への対応力の強化 ★★★ ★★☆ ↓ 第1部会 ○ 　

施策5
交通事故をなくすための安全意識の
高揚

★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　

施策6
市民一人ひとりの適切な自転車利用
の促進

★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　

施策7
消費者の保護と自立を支援する取り
組み

★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　

施策8 安心して暮らせる良質な住まいづくり ★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　
施策9 公共施設・設備の効率的な機能更新 ★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　

2
（医療保健）

施策10 疾病予防と健康づくりの推進 ★☆☆ ★☆☆ 第1部会 　 ○
施策11 医療サービスの充実 ★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　
施策12 地域医療体制の充実 ★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　

3
（福祉）

施策13
ともに支えあう地域福祉のしくみ
づくり

★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　

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

★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　

施策15 介護サービスの提供 ★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　
施策16 障がいのある人の自立支援 ★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　
施策17 生活困窮者への支援 ★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　

2

4
（子育て）

施策18 母子保健の増進 ★★★ ★★★ 第2部会 ○ 　 　

施策19
地域での子育て支援と児童虐待防止
の取り組み

★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　

施策20 保育サービスの充実 ★☆☆ ★☆☆ 第2部会 　 ○
施策21 幼児教育の充実 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　
施策22 次代を担う青少年の健全育成 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　

5
（教育）

施策23
知徳体のバランスのとれた小中学生
の育成

★★★ ★★★ 第2部会 ○ 　 　

施策24 教育機会の均等 ★★★ ★★★ 第2部会 ○ 　 　

3

6
（魅力）

施策25 八尾の魅力発見と発信 ★★★ ★★☆ ↓ 第2部会 ○ 　
施策26 自然的資源の保全 ★★★ ★★★ 第2部会 ○ 　 　
施策27 歴史資産などの保全と活用 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　

7
（文化）

施策28 生涯学習の取り組み ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　
施策29 国際交流と国内交流 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　
施策30 芸術文化の振興 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　

施策31
スポーツ・レクリエーションの取り
組み

★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　



7

概
要
と
後
期
基
本
計
画

概要と後期基本計画

目
標

政策 施策 施策名
一次評価

（行政内部）
二次評価

（評価委員会）
評価の
変動

担当部会
二次評価後

★3 ★2 ★1

4

8
（産業）

施策32
産業政策を活かした「まちづくり」
の推進

★★★ ★★☆ ↓ 第2部会 ○ 　

施策33 世界に誇るものづくりの振興と発信 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　

施策34
地域に根ざし、貢献する商業の育成
と振興

★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　

施策35 味力をうみだす農業の振興 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　
施策36 就業支援と雇用創出 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　

9
（都市）

施策37 土地の有効利用と都市景観の保全 ★★★ ★★★ 第2部会 ○ 　 　
施策38 魅力ある都市核などの充実 ★★★ ★★★ 第2部会 ○ 　 　
施策39 都市計画道路などの整備 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　
施策40 生活道路の整備と維持 ★★★ ★★★ 第2部会 ○ 　 　

施策41
公園とまちの緑化による緑のある
暮らし

★★★ ★★★ 第2部会 ○ 　 　

施策42 公共交通網の充実 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　

5

10
（環境）

施策43 快適な生活環境づくり ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　
施策44 きれいなまち八尾の実現 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　
施策45 地球温暖化対策の推進 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　
施策46 資源循環への取り組み ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　

11（水環境） 施策47
治水対策と環境を意識した水環境の
形成

★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　

12（上水道） 施策48 上水道の安定供給 ★★★ ★★★ 第2部会 ○ 　 　
13（下水道） 施策49 下水道事業の推進 ★★☆ ★★☆ 第2部会 ○ 　

6

14
（人権）

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

★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　

施策51
人権意識の高揚と差別のない社会の
推進

★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　

施策52 多文化共生の推進 ★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　
施策53 平和意識の向上 ★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　

15
（協働）

施策54
地域のまちづくり・地域活動への
支援

★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　

施策55 市民の社会貢献活動の促進 ★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　
施策56 男女共同参画の推進 ★☆☆ ★☆☆ 第1部会 　 ○

16
（行政）

施策57 計画行政の推進 ★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　
施策58 広域行政の推進 ★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　
施策59 行財政改革の推進 ★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　
施策60 行政情報の提供と個人情報保護 ★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　
施策61 人材の活用と組織の活性化 ★★☆ ★★☆ 第1部会 ○ 　
施策62 窓口サービス機能の充実 ★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　
施策63 健全かつ公正な行財政運営 ★★★ ★★★ 第1部会 ○ 　 　

合計 23 36 4
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（４）八尾市の人口推移と将来推計人口

１）八尾市第５次総合計画基本構想における将来人口の見通し
　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。
　八尾市第５次総合計画の基本構想では、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し、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「推計人口」を予想しました。加えて、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、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が改善し、転入と転出が均衡した水準で推移するとした場合、
平成32年（2020年）の「想定人口」を概ね26万人と想定しました。

２）近年の人口推移
　本市の人口は、基本構想策定時の想定に比べて、合計特殊出生率＊がやや上昇し、他都市への転出傾向が
やや改善されたため、「想定人口」をやや上回る傾向で推移しています。
　今後も引き続き、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、社会動態の均衡をはかり、当初に設定した「想定人口」をめざ
し、まちの魅力を高める取り組みを進めていきます。

図表４　第５次総合計画策定時の人口見通しと実績値

25.8

24.4

27.3 27.2 27.2 27.1 27.1 27.0 27.0

20 

22 

24 

26 

28 

30 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

想定人口および推計人口実績値

基本構想策定時の想定人口（転出と転入が均衡する場合）
基本構想策定時の推計人口（策定当時の転出状況が続く場合）
人口（実績値）

（万人）
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（５）後期基本計画の策定および推進に向けて
　後期基本計画の策定は、総合計画基本構想の実現に向け、前期基本計画期間での進捗状況や課題等の総括
内容を踏まえつつ、取り組む必要があります。

　前期基本計画期間における人口推移の実績は、前述のとおり、基本構想で行った２つの人口推計のうち、
社会増減を減少傾向から均衡状態としていく「想定人口」に沿った形で推移しています。また、国全体の財
政構造において各自治体が厳しい財政状況に置かれる中、本市でも厳しさを増す状況にあります。
　また、本市を取り巻く背景として、地方自治法改正により、中核市＊制度が人口要件を20万人に引き下げ
る形で特例市制度と廃止統合されたことを受け、本市では、後期基本計画期間の平成30年（2018年）４月
に中核市へと移行することで、住民に最も近い基礎自治体としての自律性や権限を強化し、保健・福祉・医
療の連携を高めるなど、一体的にきめ細やかな施策展開を行っていくことを表明しました。
　さらに、平成26年（2014年）11月の「まち・ひと・しごと創生法」の制定により、国における人口政策
と地方の活性化を図る「地方創生」が打ち出されています。本市においては、いち早く、基本構想で人口減
少期の政策を打ち出し、取り組んできましたが、国の政策とも歩調を合わせ、制度を活用することで、より
積極的な施策展開を図る必要があります。

　以上のような本市を取り巻く背景、前期基本計画期間の人口推移や財政状況、総括内容を踏まえつつ、後
期基本計画における、後述の各施策の策定に取り組みました。
　今後、基本構想の実現に向け、「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えるうえでは、後述の各施策を戦略的かつ着実に展開していきます。





後期基本計画（目標別計画）
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16

主な関連計画 やお防犯計画

施策1　安全なまちをつくる防犯の取り組み

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。

前期計画の取組状況と課題

　警察はもとより地域や関係団体との連携により、ひったくり防止カバーの取り付けや青色回転
灯付パトロール車による巡回活動、防犯灯や防犯カメラの設置および子どもの安全見守り活動の
促進等、地域におけるさまざまな取り組みを推進してきました。
　その結果、街頭犯罪の認知件数は平成23年（2011年）までは減少傾向にありましたが、その
後、増加傾向に転じています。
　現在、街頭犯罪認知件数を押し上げている主な要因は、「自転車盗」や「部品ねらい」などとなっ
ており、鉄道駅に近接した地域や、交通量の多い幹線道路に近接する地域での発生が目立ってい
ます。

1,800

2,400

3,000

初期 H23 H24 H25 H26

街頭犯罪認知件数（件） 

実績値
計画値

基本方針

　やお防犯計画に基づき、地域、関係団体、警察、大阪府等との連携を強化しながら、ハード面
での防犯に配慮した環境づくりの推進と、防犯意識を高める啓発活動や地域防犯活動の推進と
いったソフト面での取り組みを両面から推進します。
　警察や学識経験者等の専門家との連携を図りながら、街頭犯罪認知件数を押し上げている犯罪
種別の分析および対策を進めます。

後期基本計画（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。

平成32年度（2020年度）
まで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。

前期基本計画の取組状況
と課題をまとめています。

「めざす暮らしの姿の実
現を測定するための指
標」の前期基本計画期間
の推移を示しています。

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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基本計画（目標別計画）

基
本
計
画
（
目
標
別
計
画
）

17

目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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： ・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や防犯カメラの設置を促進します。
（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 ・�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

あ

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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 街頭犯罪認知件数（件） 2,749 2,421
1,950

（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。

　「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。

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。実績値と平成
32年（2020年）に達成
をめざす「めざす値」を
示しています。

総合計画基本計画評価委員会の意見を受けて、数値の修正を行ったもの
については、「（　）」内に前期基本計画におけるめざす値を示しています。
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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

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 危機管理課 16
2 安心を高める防災力の強化 危機管理課 18
3 災害に強い消防体制づくり 消防総務課 20
4 緊急事態への対応力の強化 危機管理課 22
5 交通事故をなくすための安全意識の高揚 交通対策課 24
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 26
7 消費者の保護と自立を支援する取り組み 産業政策課 28
8 安心して暮らせる良質な住まいづくり 住宅政策課 30
9 公共施設・設備の効率的な機能更新 公共建築課 32

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 健康推進課 34
11 医療サービスの充実 健康推進課 36
12 地域医療体制の充実 健康推進課 38

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 40
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 高齢介護課 42
15 介護サービスの提供 高齢介護課 44
16 障がいのある人の自立支援 障害福祉課 46
17 生活困窮者への支援 生活福祉課 48

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

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 健康推進課 50
19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み 子育て支援課 52
20 保育サービスの充実 こども施設課 54
21 幼児教育の充実 指導課 56
22 次代を担う青少年の健全育成 青少年課 58

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 60
24 教育機会の均等 教育サポートセンター 62

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

6
「まちの魅力」発見・
発信・創出

25 八尾の魅力発見と発信 産業政策課 64
26 自然的資源の保全 産業政策課 66
27 歴史資産などの保全と活用 文化財課 68

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 70
29 国際交流と国内交流 文化国際課 72
30 芸術文化の振興 文化国際課 74
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 76
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基本計画（目標別計画）

基
本
計
画
（
目
標
別
計
画
）

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

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 78
33 世界に誇るものづくりの振興と発信 産業政策課 80
34 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興 産業政策課 82
35 味力をうみだす農業の振興 産業政策課 84
36 就業支援と雇用創出 労働支援課 86

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 都市政策課 88
38 魅力ある都市核などの充実 都市基盤整備課 90
39 都市計画道路などの整備 都市基盤整備課 92
40 生活道路の整備と維持 土木建設課 94
41 公園とまちの緑化による緑のある暮らし みどり課 96
42 公共交通網の充実 交通対策課 98

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

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 100
44 きれいなまち八尾の実現 環境保全課 102
45 地球温暖化対策の推進 環境保全課 104
46 資源循環への取り組み 資源循環課 106

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 土木建設課 108

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 110

13 公共下水道の整備 49 下水道事業の推進 下水道経営企画課 112

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

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 114
51 人権意識の高揚と差別のない社会の推進 人権政策課 116
52 多文化共生の推進 文化国際課 118
53 平和意識の向上 文化国際課 120

15
市民協働と地域自治の
推進

54
地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

（前期基本計画での名称：地域のまちづくり・地域活動へ
の支援）

市民ふれあい課 122

55 市民の社会貢献活動の促進 市民ふれあい課 124

56
女性活躍の推進

（前期基本計画での名称：男女共同参画の推進）
人権政策課 126

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 128
58 広域行政の推進 政策推進課 130
59 行財政改革の推進 行政改革課 132
60 行政情報の提供と個人情報保護 市政情報課 134
61 人材の活用と組織の活性化 人事課 136
62 窓口サービス機能の充実 市民ふれあい課 138
63 健全かつ公正な行財政運営 財政課 140

（※施策担当課名については、平成28年４月１日からの名称です。）
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主な関連計画 やお防犯計画

施策1　安全なまちをつくる防犯の取り組み

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。

前期計画の取組状況と課題

　警察はもとより地域や関係団体との連携により、ひったくり防止カバーの取り付けや青色回転
灯付パトロール車による巡回活動、防犯灯や防犯カメラの設置および子どもの安全見守り活動の
促進等、地域におけるさまざまな取り組みを推進してきました。
　その結果、街頭犯罪の認知件数は平成23年（2011年）までは減少傾向にありましたが、その
後、増加傾向に転じています。
　現在、街頭犯罪認知件数を押し上げている主な要因は、「自転車盗」や「部品ねらい」などとなっ
ており、鉄道駅に近接した地域や、交通量の多い幹線道路に近接する地域での発生が目立ってい
ます。

1,800

2,400

3,000

初期 H23 H24 H25 H26

街頭犯罪認知件数（件） 

実績値
計画値

基本方針

　やお防犯計画に基づき、地域、関係団体、警察、大阪府等との連携を強化しながら、ハード面
での防犯に配慮した環境づくりの推進と、防犯意識を高める啓発活動や地域防犯活動の推進と
いったソフト面での取り組みを両面から推進します。
　警察や学識経験者等の専門家との連携を図りながら、街頭犯罪認知件数を押し上げている犯罪
種別の分析および対策を進めます。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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： ・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や防犯カメラの設置を促進します。
（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 ・ 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
あ

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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 街頭犯罪認知件数（件） 2,749 2,421
1,950

（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。
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主な関連計画 八尾市地域防災計画

施策2　安心を高める防災力の強化

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。

前期計画の取組状況と課題

　大規模災害の教訓をふまえた八尾市地域防災計画の改訂をはじめ、自主防災組織＊の結成促進
および育成、防災訓練、防災教育、防災啓発といったソフト面の取り組みを進める一方で、公共
施設の耐震化や防災資器材の整備、防災行政無線＊のデジタル化および屋外受信機の増設、職員
参集システムの導入といったハード面強化について取り組みを進めてきました。
　引き続き、南海トラフ巨大地震＊等の大規模災害に備え、地域とともにさらなる減災＊の取り組
みを進めていく必要があります。

50  

65  

80  

初期 H23 H24 H25 H26 

自主防災組織の組織率（％）

実績値
計画値

 

20  

35  

50  

初期 H23 H24 H25 H26

災害に対する取り組みを行っている市民の割合（％） 

実績値
計画値

50  

75  

100  

初期 H23 H24 H25 H26 

防災行政無線（携帯型）の指定避難所整備率（％）

 

実績値 
計画値 

 

70  

85  

100  

初期 H23 H24 H25 H26 

防災備蓄の充足率（％）  

実績値
計画値

基本方針

　『地域とともに歩む減災』をテーマとして、行政と市民・地域、「公助＊」と「自助＊」・「共助＊」
のそれぞれの力を合わせながら、「災害に強いまちづくり（ハード）」と「災害に強いひとづくり

（ソフト）」に取り組み、地域の防災力・減災力を高めていきます。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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、国および大阪府と連携し、
都市防災機能の強化を図ります。

（3） 防災拠点の整備
主な取り組み： ・防災中枢拠点としての本庁舎の機能更新を図ります。

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、災害情報システム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 ・災害発生時に備え家庭内備蓄を進めるなど、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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
自主防災組織の組織率

（％）
※１

71.1 81.2 100

自主防災組織により継続的に自
立した訓練等が実施され、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） 28.1 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 防災備蓄の充足率（％） 85.6 100 100

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。

※１）指標①の値は、前期基本計画期間の算出方法「自主防災組織加入世帯数 / 全世帯数× 100」から
　　　「自主防災組織結成町会数／市内全町会数× 100」へ変更
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主な関連計画 八尾市消防団消防機械器具置場整備計画・八尾市消防施設に関する基本構想

施策3　災害に強い消防体制づくり

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。

前期計画の取組状況と課題

　災害に強い消防体制の実現に向けて、住宅防火対策を主眼とした予防体制の強化、高機能消防
指令センター＊および消防救急無線のデジタル化の整備など消防施設の整備拡充、救急救助の高
度化に係る資格者の養成や資機材の充実など、総合的な消防体制の整備を進めました。
　今後も大規模災害時における災害活動拠点としての機能を維持するため、消防庁舎の機能更新
や適正配置の実現に向けた検討を進めるほか、消防団の装備の充実や連携強化、さらに自主防災
組織＊や防災協力事業所＊を含め、減災＊に向けた総合的な地域防災力の充実強化を推進する必要
があります。

0 

15 

30 

初期 H23 H24 H25 H26 

住宅火災の発生件数（件）  

実績値
計画値

 

0 

3 

6 

初期 H23 H24 H25 H26

住宅火災による死者数（人）  

実績値
計画値

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。



21

目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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＊および認定救急救命士＊、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、予防要員の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。
・ 消防団を中核とし、校区まちづくり協議会＊や自主防災組織との連携を促

進します。
・ 住宅火災における災害時要配慮者＊（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。

・防災協力事業所として積極的に地域との連携を構築します。
・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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 八尾市の出火率（件）
※１ 1.8 1.7 1.3

大阪府下における過去 10 年間の
最低出火率の平均値以下をめざ
します。

② 八尾市の救命率（％）
※２ 7.0 9.1 13.8 大阪府下における過去 9 年間の

平均値以上をめざします。
※１）人口 1 万人あたりの出火件数
※２）心肺停止患者が、救命措置を施され病院へ搬送後、１カ月以上生存した割合
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主な関連計画 八尾市国民保護計画、八尾市新型インフルエンザ等対策行動計画

施策4　緊急事態への対応力の強化

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。

前期計画の取組状況と課題

　危機管理対策・対応力の強化として、国民保護や新型インフルエンザなどさまざまな危機事象
に迅速に対応できるよう、各部局で想定される危機事象を抽出し、改訂を含めた事象ごとのマニュ
アル整備と体制整備に取り組みました。引き続き、緊急事態の発生時に被害が最小限となるよう、
危機管理体制を整備し、対応力をより一層強化していくことが必要です。

20  

35  

50  

初期 H23 H24 H25 H26 

緊急事態に対して備えをしている市民の割合（％）

 

実績値
計画値

 
50  

75  

100  

初期 H23 H24 H25 H26 

防災行政無線（携帯型）の指定避難所整備率（％）

 

実績値
計画値

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。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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な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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） 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）

33.8
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
危機管理マニュアルの
更新率（％）

－ － 100

緊急事態への対応力の強化・向
上を図るため、社会情勢に応じて、
危機管理マニュアルが更新されて
いる状況をめざします。
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主な関連計画 八尾市交通基本計画

施策5　交通事故をなくすための安全意識の高揚

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。

前期計画の取組状況と課題

　交通事故をなくすため、自転車に対する交通安全啓発活動、高齢者や地域での交通安全教室な
どの啓発活動、中学校生徒を対象とする「スタントマン安全教室」等を実施しました。今後も、
これまでの各安全教室等を継承しつつ、大型商業施設や市内施設等を活用した啓発事業を行うこ
とで、幼児から高齢者までの幅広い年齢層に対して、交通安全意識の高揚を図ることが必要です。

60  

70  

80  

初期 H23 H24 H25 H26

交通安全教室実施率（市内の保育所・幼稚園
・小学校・中学校）（％）

 
実績値
計画値

 

0 

5 

10 

初期 H23 H24 H25 H26

高齢者交通安全教室開催回数（回）  

実績値
計画値

1,000 

1,300 

1,600 

初期 H23 H24 H25 H26 

交通事故件数（件）  

実績値
計画値

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。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） 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 69.8 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 1,112 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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主な関連計画 八尾市交通基本計画

施策6　市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進

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。

前期計画の取組状況と課題

　啓発・指導・移動撤去を三本柱にした放置自転車対策により、通勤通学による駅利用者の放置
自転車を抑制するとともに、自転車駐車場の利用を誘導してきました。土日祝日や平日の夕方以
降の商業施設や飲食店をはじめとした商店の利用者による放置自転車が減少していないことか
ら、今後は、休日等における放置自転車の抑制に向けた取り組みが必要となっています。

75  

80  

85  

初期 H23 H24 H25 H26

自転車駐車場利用率（％）

実績値
計画値

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。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
自転車駐車場利用率

（％）
82.6 82.8 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。

②
放置自転車の移動保管
台数（台）

9,504 6,236 4,200
駅周辺での指導啓発活動等によ
り放置自転車の移動保管台数の
減少をめざします。
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主な関連計画 －

施策7　消費者の保護と自立を支援する取り組み

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。

前期計画の取組状況と課題

　消費生活問題に関する知識を身につけた自立した消費者を育成するため、消費者教育講座や街
頭啓発・出張講座等を通じて、消費者教育・啓発活動を推進しました。今後も消費者団体等の協
力を得ながら消費者教育・啓発活動を積極的に実施していくとともに、消費生活相談員のスキル
アップ研修の参加等による消費生活相談の更なる充実を図ることが必要です。

300  

400  

500  

初期 H23 H24 H25 H26

消費者教育講座など参加者数（人）  

実績値
計画値

 

1,200  

1,500  

1,800  

初期 H23 H24 H25 H26 

消費生活相談利用者数（人）  

実績値
計画値

0 

15 

30 

初期 H23 H24 H25 H26

事業所への立入検査実施件数（件）  

実績値
計画値

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。また、消費生活相談および多重債務＊相談の充実を図り、消費者の保護に努めます。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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、消費生活相談および
多重債務相談の充実を図ります。

（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 ・ 子どもの頃から消費者教育・啓発を実施し、消費生活トラブルを防止します。
・ 消費生活センターの相談機能の充実・強化を図り、消費生活トラブルの被害者

の救済を支援します。
・消費生活相談の窓口の周知を図ります。
・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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 啓発活動実施回数（回） 38 50 50
消費者教育・啓発を受けている
人が現状値を維持している状況
をめざします。

② 消費生活相談利用者数
（人） 1,615 1,493 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 消費生活相談の
あっせん解決率（％） 2.9 6.6 8 消費生活相談が数多くあっせん

解決している状況をめざします。

④ 事業所への立入検査
実施件数（件） 4 9 14

立入検査実施件数が増加してい
る状況をめざします。

（H27 年度（2015 年度）より法
令改正により JAS 法分について
は府の権限となった為件数には
含めず）
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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

施策8　安心して暮らせる良質な住まいづくり

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。

前期計画の取組状況と課題

　近年、社会問題となっている空き家等について対策を講じるため、「八尾市空き家等の適正管
理に関する条例」を施行し、問題の解消に取り組みました。市営住宅については、建替、耐震補
強等を実施し、市営住宅の安全性や居住水準の向上を図りました。
　今後、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正等を受け、「八尾市耐震改修促進計画」
を見直すとともに、「空家等の推進に関する特別措置法」の施行に伴う対応が必要です。
　また、セーフティネット＊として市営住宅を適切に維持管理しつつ、直接供給する以外に既存
民間賃貸住宅の活用等支援方策を検討していく必要があります。

20 

30 

40 

初期 H23 H24 H25 H26

市営住宅のバリアフリー化率（％）  

実績値
計画値

 

60 

75 

90 

初期 H23 H24 H25 H26

既存民間建築物の耐震化率（％）  

実績値
計画値

60 

80 

100 

初期 H23 H24 H25 H26 

既存民間特定建築物の耐震化率（％）  

実績値
計画値

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。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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、市民への啓発・情報提供などに
より、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： ・ 市営住宅入居者が安全に暮らせるため、市営住宅の適切な維持管

理に努めます。
（4） 市営住宅の整備

主な取り組み： ・ 市営住宅入居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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 既存民間建築物の
耐震化率（％） 70.0 75.0 85

（95）

八尾市耐震改修促進計画（「建築
物の耐震改修の促進に関する法
律」により、大阪府の耐震改修
促進計画に準拠）の耐震化率の
向上をめざします。

② 既存民間特定建築物＊

の耐震化率（％） 85.7 89.5 95

八尾市耐震改修促進計画の見直
しにより耐震化の対象戸数に変
更が生じるため、めざす値を修正
のうえ、引き続き耐震化率の向上
をめざします。

③
市営住宅の
バリアフリー化率（％）
※１

27.7 36.4 41
市営住宅機能更新事業の推進に
より、エレベーター設置等バリア
フリー化の向上をめざします。

※１）指標③の値は、前期基本計画期間より指標の定義を一部変更
　　　「市営住宅管理戸数の内、建替、改善工事によりエレベーターが設置された戸数」
　 →「市営住宅管理戸数の内、建替、改善工事によりエレベーター等が設置された戸数」
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主な関連計画 八尾市公共施設マネジメント基本方針、八尾市耐震改修促進計画

施策9　公共施設�設備の効率的な機能更新

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

前期計画の取組状況と課題

　公共施設を安全に安心して利用できるように、八尾市耐震改修促進計画に基づいて公共施設の
耐震化を進めました。また、老朽化した公共施設においては、その改修に併せて利便性を高め、
年齢や障がいの有無などにかかわらず、すべての人が利用しやすいようバリアフリー化などの機
能更新を進めました。
　今後、さらにバリアフリー化を進めるほか、人口減少社会を見据えて、公共施設の再配置を含
めた効率的、効果的な施設管理に取り組むことが必要です。

30  

40  

50  

初期 H23 H24 H25 H26

公共施設が利用しやすいと感じる市民の割合（％）

 

実績値
計画値

 

30  

65  

100  

初期 H23 H24 H25 H26

市有公共建築物の耐震化率（％）  

実績値
計画値

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計画的に進めます。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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： ・ 公共施設を長期間にわたって利用できるよう、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、すべての人
が利用しやすい施設環境作りを進めます。

（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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） 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）

48.9 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 85.9 100
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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主な関連計画 健康日本21八尾計画及び八尾市食育推進計画

施策10　疾
しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進

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。

前期計画の取組状況と課題

　特定健診＊やがん検診、骨密度検査の無料化やセット検診の充実、特定健診の検査項目の追加、
風しんの予防接種費用助成など健（検）診や予防接種等を利用しやすい環境を整備しました。ま
た、地区健（検）診や「あなたのまちの健康相談」の実施、保健師の出張所等への配置等により、
地域住民の健康づくりを推進してきました。
　各地域における地域主体の健康づくりの取り組みは広がりを見せつつありますが、今後も、健
康寿命の延伸に向け地域住民や関係機関などと連携し、健康コミュニティ＊づくりの支援など地
域の健康づくりを推進していくことが必要です。

40 

50 

60 

初期 H23 H24 H25 H26

健康のために運動などを心がける
市民の割合（％）  

実績値
計画値

 

0 

50 

100 

初期 H23 H24 H25 H26

国民健康保険加入者における  
特定健診受診率（％）  

実績値
計画値

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、「みんなの健康をみんなで守る」を合言葉に健康
コミュニティの構築と健康文化の醸成に向け、市民、地域、事業者、大学等の研究機関、行政で
協力し合い、健康づくりが実践できる環境づくりを進めます。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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向上のため、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
を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成をめ
ざします。

・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、

学校園、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。

（6） 保健・福祉・医療の連携による健康づくりの推進
主な取り組み： ・ 市民の保健衛生の意識および環境の向上につながるよう、保健所の移譲

により、その機能および権限を活用しながら、保健・福祉・医療の連携
によ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 ・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 ・地域ぐるみでの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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） 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） 47.4 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 27.62 60

（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〕
H29 年（2017）年までに 60％以上

③ 健康相談利用者数（人） 6,084 8,712 11,400
地域などで健康相談を利用する
人数が増加している状況をめざし
ます。
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主な関連計画 －

施策11　医療サービスの充実

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。

前期計画の取組状況と課題

　市民がいつでも適切な医療を受けられるよう、救急体制の確保や医療機関に関する情報提供に
取り組みました。市立病院については、医師確保を進め、国指定の地域がん診療連携拠点病院と
して、がん診療の充実に努めています。今後も、救急体制の確保や医療機関に関する情報提供を
図るとともに、地域の医療機関と連携を図るほか、市立病院における公立病院として求められる
救急医療、小児・周産期医療＊、災害医療等の充実を進めていくことが必要です。

30 

40 

50 

初期 H23 H24 H25 H26

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）

実績値
計画値

 

1,400 

1,900 

2,400 

初期 H23 H24 H25 H26

市立病院におけるがん患者の診療実績（人）  

実績値
計画値

基本方針

　市民がいつでも適切な医療を受けられるよう、救急体制の確保に取り組みます。
　市内医療機関情報を分かりやすく発信します。
　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。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） 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 47
50

（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 2,254
2,300

（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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主な関連計画 －

施策12　地域医療体制の充実

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。

前期計画の取組状況と課題

　「かかりつけ医」などの普及啓発について、医師会など関係機関に協力要請を行うほか、市政
だより・ホームページなどによる情報発信や、健康講座などあらゆる機会を活用して啓発を行い
ました。今後も、「かかりつけ医」についての啓発を行うとともに、市立病院においては急性期
医療＊を提供することで、地域医療連携の充実を図ることが必要です。

60 

70 

80 

初期 H23 H24 H25 H26

「かかりつけ医」を持っている市民の割合（％）

 

実績値
計画値

 

40 

50 

60 

初期 H23 H24 H25 H26 

市立病院における紹介率（％）

実績値
計画値

30 

55 

80 

初期 H23 H24 H25 H26

市立病院における逆紹介率（％）  

実績値
計画値

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役割分
担しながら連携することにより、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。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
「かかりつけ医」を
持っている市民の割合

（％）

71.9
（H22）

73.7 100

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
52.6

逆紹介率
73.5

紹介率
50％以上

かつ
逆紹介率
70％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。
※【地域医療支援病院の承認要
件】紹介率 50％以上かつ逆紹介
率 70％以上
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主な関連計画 八尾市地域福祉計画・地域福祉活動計画

施策13　ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

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。

前期計画の取組状況と課題

　八尾市社会福祉協議会とともに第３次地域福祉計画および地域福祉活動計画を策定し、自助＊、
共助＊、公助＊の役割を明確にし、誰もが地域福祉に取り組むことのできる環境整備を行いました。
今後、八尾市社会福祉協議会と一層の連携を図り、小地域ネットワーク活動の更なる充実や避難
行動要支援者名簿＊同意者リストに掲載されている市民への対応、市民後見人＊の養成等市民の福
祉活動に対する意識を高める取り組みを進めていくことが必要です。

0 

25 

50 

初期 H23 H24 H25 H26

地域での福祉活動が活発と感じている  

市民の割合（％）  

実績値
計画値

 
0 

1,000 

2,000 

初期 H23 H24 H25 H26

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）  

実績値
計画値

0 

20 

40 

初期 H23 H24 H25 H26

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）  

実績値
計画値

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。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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、避難行動要支
援者名簿同意者リストに掲載されている市民への対応など、地域
における団体や住民の自主的な地域福祉活動との連携を図り、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。
そ の 他 ・ ［八尾市社会福祉協議会］　地域の既存組織とともに、地域福祉を推進するネッ

トワークを拡充します。

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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） 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） 31.3 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

地域の福祉活動に関わっ
ているボランティアセン
ターにおける福祉ボラン
ティア登録者数（人）

－ 1,946 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
高齢者や障がい者を
対象とした地域の相談
窓口での相談件数（件）

－ 47,862 60,935
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、気軽
に相談されている状況をめざします。
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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

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

めざす暮らしの姿

・高齢者が住み慣
な

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。

前期計画の取組状況と課題

　高齢者が社会参加を通じて、地域社会を支える担い手として活動できる環境の整備や、地域包
括ケア＊の考え方に基づき関係機関の協力を得て実施している「地域ケア会議」において、保健・
福祉・医療・地域が円滑な連携と調整を図りながら、効果的な介護予防や生活支援サービス、在
宅保健福祉サービスを推進してきました。また、地域関係団体や「高齢者見守りサポーターやお」
協力事業者等の連携と地域住民への啓発等を通し、見守りネットワーク＊の強化に取り組みまし
た。今後も、これらの取り組みを一層進めるとともに、地域の実情に応じた災害時要配慮者＊支
援の取り組み等を進めていくことが必要です。

0 

10 

20 

初期 H23 H24 H25 H26

高齢クラブへの加入割合（％）  

実績値
計画値

 
0 

50 

100 

初期 H23 H24 H25 H26

介護予防普及啓発の回数（回）

実績値
計画値

0 

20 

40 

初期 H23 H24 H25 H26

高齢者ふれあい農園の設置数（ヶ所）  

実績値
計画値

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、相談体制のさらなる充実を図るとともに、災害時要配慮者支援体制の構築、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。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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います。さらに、高齢者自らの健
康づくりを支援するとともに、支援を必要とする高齢者を元気な高齢者が
支えるという住民どうしの活動を支援することで、介護予防事業の充実を
図ります。

（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。また、災害時要配慮者支援に取り組みます。

（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： ・ 高齢者の家族や子どもも含めた地域の住民が、認知症に関する正しい知識
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、地域での見守り体制の充実を図ります。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・高齢者の意思や希望を尊重し、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。

・認知症に関する知識を持ち、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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 高齢者ふれあい農園＊の
設置数（ヶ所） 24 24 28

高齢者の生きがいづくりの支援として、
全小学校区（28校区）への農園設置
をめざします。

②
「高齢者見守りサポーター
やお」協力事業者の
登録数（事業者）

－ 608 660
日常的に地域で活動するさまざまな業
種の事業者による、日常の業務を行う
中での「気づき」を通じた見守りの強
化を図ります。

③ シルバーリーダー
養成講座修了者数（人） 54 78 100

高齢者が永年にわたって培
つちか

った豊富な
知識・経験を地域社会に還元するこ
とのできる担い手の養成を行います。

④
河内音頭健康体操自主
グループの登録数

（グループ）
－ 6 28

身近な地域における、通いの場として
の自主グループが育成されることを目
標として支援を行うものであり、全小
学校区での設置をめざします。
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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

施策15　介護サービスの提供

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。

前期計画の取組状況と課題

　介護を必要とする人が必要な介護サービスを受けられるよう、情報発信や相談体制の充実を図
るとともに、事業者と協力して、利用者が安心してサービスを受けることができるように取り組
みを進めてきています。今後も介護を必要とする人の増加が見込まれることから、国の制度改正
や高齢者の状況を勘案しつつ、介護サービスの質の向上を図るとともに、適正な給付の運用が図
られるよう取り組むことが必要です。

16 

18 

20 

初期 H23 H24 H25 H26

高齢者（65歳以上）人口における  

要介護・要支援認定率（％）  

実績値
計画値

 
90 

100 

110 

初期 H23 H24 H25 H26

介護保険給付費の計画値に対する

実績値の割合（％）  

実績値
計画値

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。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） 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 19.86 25.7
（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
計画値における実績値
の割合（％）

95 107.3 100 適正な保険料額を設定すること
をめざします。

③
八尾市介護保険事業者
連絡協議会活動での
協議回数（回）

－ 34 40 介護事業者との連携を図り、事
業の円滑な運営をめざします。

④ 介護事業者に対する
研修会の回数（回） － 13 15 介護サービスの質の向上、制度

の適正な運用をめざします。
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主な関連計画 八尾市障がい者基本計画、八尾市障がい福祉計画

施策16　障がいのある人の自立支援

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。

前期計画の取組状況と課題

　障害者総合支援法や虐待防止法の施行など、障がい者施策を取り巻く環境・制度の変化に対し
て必要とされる対応を適切に実施してきました。今後、地域社会における障がい者の理解促進に
一層取り組むとともに、障がい者（児）が生き生きと生活を送ることができるよう、障がい当事
者や保護者からの在宅支援や就労支援などさまざまな相談に対応できる相談支援事業の充実に取
り組むことが必要です。
　また、平成28年（2016年）４月の障害者差別解消法施行への対応が必要です。

6,000 

9,000 

12,000 

初期 H23 H24 H25 H26

訪問系サービスの月平均利用量（時間） 

実績値
計画値

 

5,000 

7,500 

10,000 

初期 H23 H24 H25 H26

訓練等給付事業の月平均利用量（人日） 

実績値
計画値

150,000 

165,000 

180,000 

初期 H23 H24 H25 H26

移動支援事業の年間延べ利用時間数（時間）

実績値
計画値

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。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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： ・ 八尾市障がい者基本計画や八尾市障がい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

な

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、権利擁護や障がい者（児）の虐待防止に取り組みます。

（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、適正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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 訪問系サービスの
利用時間（時間） 7,589 11,113 20,100

（11,600）
八尾市障がい福祉計画に掲げる
目標値の達成をめざします。

② 訓練等給付事業の
利用量（人日） 6,169 9,199 19,100

（12,100）
八尾市障がい福祉計画に掲げる
目標値の達成をめざします。

③ 移動支援事業の
利用時間（時間） 153,288 178,738 226,000

（191,000）
八尾市障がい福祉計画に掲げる
目標値の達成をめざします。

④ 障がい者理解にかかる
イベント参加者数（人） － 150 210

障がい者（児）の理解の促進を
図り、障がいの有無に関わらず、
誰もが地域で安心して暮らせる
社会づくりをめざします。
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主な関連計画 －

施策17　生活困窮者への支援

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。

前期計画の取組状況と課題

　ホームレスを含む生活困窮者が必要に応じて相談できる体制を整備し、適切で丁寧な支援や援
助を実施するとともに、稼動年齢層で就労可能と判断される生活保護受給者に対しては、就労に
よる自立支援を重点的に行いました。今後も生活保護制度の適正な運用を行うとともに、生活保
護に至る前段階の生活困窮者に対する自立支援策を強化していくことが必要です。

30 

45 

60 

初期 H23 H24 H25 H26

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（％） 

実績値
計画値

 
0 

15 

30 

初期 H23 H24 H25 H26

久宝寺緑地（八尾市管内）における

ホームレス数（人）  

実績値
計画値

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。
　生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業の必須事業を適切に実施し、生
活困窮者の自立支援の基盤整備に取り組みます。
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目標 1 　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

基
本
計
画
（
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： ・ 生活困窮者自立支援法に基づき、地域に展開するさまざまな社会

資源と連携し、生活困窮者自立相談支援事業等に適切に取り組み、
就労支援を含む包括的・継続的な相談支援体制等の充実を図りま
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。
・生活困窮者に対する相談支援体制を充実し、生活基盤の安定を支援します。

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。
・ 生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業の実施など、就労希望者に応じた

柔軟な働き方を促進します。

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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①

自立支援を行った
生活保護受給者に
対する効果のあった
件数の割合（％）

－ 58.2 70
生活保護受給者への自立支援の
効果を高めます。

②
八尾市管内における
ホームレス数（人）

26 4 0
ホームレス生活者の減少をめざし
ます。

③
生活困窮者自立支援
プラン作成件数（件）

－ 8 91
生活困窮者への自立支援を進め
ます。
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主な関連計画 健康日本21八尾計画及び八尾市食育推進計画、八尾市こどもいきいき未来計画

施策18　母子保健の増進

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。

前期計画の取組状況と課題

　乳幼児健診の実施や訪問指導等により、母子ともに健やかな出産や乳幼児の発育の支援に取り
組んだほか、妊婦健康診査などへの経済的負担の軽減や、ハイリスク妊婦＊の早期把握など安全
な母子の出産環境の確保に取り組みました。今後も、母子ともに健やかな妊娠・出産や乳幼児の
発育支援に取り組むなど、「切れ目のない妊娠・出産・子育て支援」の実現に向け、妊娠期からの、
行政内外を含めたさまざまな職種・機関の連携による継続的支援を進める必要があります。

94 

97 

100 

初期 H23 H24 H25 H26

4か月児健康診査受診率（％）

実績値
計画値

 

90 

95 

100 

初期 H23 H24 H25 H26

1歳6か月児健康診査受診率（％）

実績値
計画値

70 

85 

100 

初期 H23 H24 H25 H26

こんにちは赤ちゃん事業訪問率（％）

実績値
計画値

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、妊娠に向けての支援
から母子ともに健やかな出産ができ、乳幼児の発育支援まで、切れ目のない妊娠・出産・子育て
への支援が受けられる環境を整えます。
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目標 2 　子どもや若い世代の未来が広がる八尾

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

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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） 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
96.1

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
94.8

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
92.4

把握率
100

訪問率
97

（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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主な関連計画 八尾市こどもいきいき未来計画

施策19　地域での子育て支援と児童虐待＊防止の取り組み

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。

前期計画の取組状況と課題

　子育て中の保護者が孤立せず地域で安心して子育てができるよう、つどいの広場事業の拡充や
子育て支援情報の提供方法の充実を図りました。児童虐待の未然防止、早期発見のため、支援が
必要な家庭への訪問支援や地域における取り組みを進めるため児童虐待防止マニュアルを改訂
し、その概要版の地域への配布を行いました。今後とも、子どもを安心して生み育てられる環境
づくりを進めるため、児童虐待の防止に引き続き取り組むとともに、妊娠・出産から子育て支援
まで切れ目のない支援を行うことや、子どもの貧困対策に資するよう、ひとり親家庭など経済的
に厳しい状況にある家庭に対する支援を充実する必要があります。

200  

350  

500  

初期 H23 H24 H25 H26

児童虐待の相談件数（件）  

実績値
計画値

 

100 

120 

140 

初期 H23 H24 H25 H26

児童虐待の通告件数（件）  

実績値

計画値

10 

20 

30 

初期 H23 H24 H25 H26 

母子家庭高等技能訓練促進費給付件数（件）

 

実績値
計画値

基本方針

　「切れ目のない妊娠・出産・子育て支援」の実現に向け、相談・支援の体制づくりと仕組みの
構築を進めます。
　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。
　すべての子どもが心身ともに健やかに成長できるよう、また、子どもの貧困対策にも資するよ
う、ひとり親家庭をはじめとする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、虐待から守られる社会づくりへの取り組みを進めます。
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目標 2 　子どもや若い世代の未来が広がる八尾

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

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、妊娠・出産、子どもの成

長に応じた相談・支援を切れ目なく提供できるよう充実を図ります。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とともに、子どもが自分
の意見や意思に基づき主体的に発言し行動できる力を身につけられるよ
う、子どもの幸せを最優先に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］［認定こども園＊］　・ 地域における子育て支援の拠点となり

ます。
［青少年会館］［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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 児童虐待の相談件数
（件） 379 399 500

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
母子家庭等高等職業訓
練促進給付金支給件数

（件）
21 17 30 ひとり親家庭の親の就労支援の

充実をめざします。

④ つどいの広場延べ利用
組数（組） 12,454 21,457 23,000

乳幼児および保護者が相互に交
流を行い、育児相談できる場の
充実をめざします。
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主な関連計画 八尾市こどもいきいき未来計画

施策20　保育サービスの充実

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。

前期計画の取組状況と課題

　待機児童解消のため私立保育所の新設や既設保育所の増改築等により保育所の定員拡大に取り
組むとともに、多様な保育ニーズに対応するため、一時保育や延長保育の充実に取り組みました。
今後も、すべての子育て家庭が安心して子育てできるよう、子ども・子育て支援新制度＊に基づ
くサービスの円滑な提供に向け、低年齢児に集中する待機児童の解消と、乳幼児期の教育・保育
を一体的に提供すべく認定こども園＊の整備や移行促進に取り組む必要があります。

0 

100

50

 

初期 H23 H24 H25 H26

保育所待機児童数（人）

実績値
計画値

 

0 

5 

10 

初期 H23 H24 H25 H26

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） 

実績値
計画値

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、保育所や認定こども園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。
　すべての子どもに、質の高い乳幼児期の教育と保育を総合的に提供するため、認定こども園の
普及促進と幼保連携の取り組みを進めます。
　私立幼稚園・保育園の認定こども園への移行促進を図るなど計画的な施設整備を進め、待機児
童を解消します。
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目標 2 　子どもや若い世代の未来が広がる八尾

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

施策の体系

施策20　保育サービスの充実

（1） 保育所等整備の推進
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、入所待機児童の解

消に取り組みます。
（2） 保育内容の充実

主な取り組み： ・ 保育所等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、認定こども園への移行促進を図るなど幼
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、すべての公立・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
するため、一時預かり、病児・病後児保育＊や、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など、地域子ども・子
育て支援事業の充実を図ります。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 入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や認定こども
園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、地域子ども・子育て支援事業を充実さ
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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 保育所待機児童数（人） 49 48 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
延べ利用人数（人）

381 1,896 3,670

病児の保育や保育中に体調不良
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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主な関連計画 八尾市教育振興計画、八尾市こどもいきいき未来計画

施策21　幼児教育の充実

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、幼児が就学前施設での遊び
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わせることができま
す。

前期計画の取組状況と課題

　幼児教育内容の充実については、各幼稚園独自の特色ある取り組みの推進を図り、円滑な園運
営と適切な教育課程をもとに、関係機関や地域との連携に努めてきました。今後も、園内保育研
修会の充実を図るなど、今まで積み上げてきた各園の特色ある取り組みをさらに展開できるよう
に努めます。
　幼児教育環境の整備については、幼稚園教員、保育所（園）保育士、小学校教員の合同研修会
を実施し、幼保小交流・連携についての具体的な取組内容や方法について検討するとともに、平
成24年度（2012年度）および平成25年度（2013年度）に作成した「就学前教育・保育実践
の手引き」および「接続期における教育・保育実践の手引き」の実践に向けた啓発を行ってきま
した。また、平成24年（2012年）12月に策定した「幼保一体化＊の推進について」に基づき、
認定こども園＊の整備に向けた検討を進めてきました。今後についても、子どもたちの育ちと学
びの連続性を保障するため、幼児期の教育と児童期の教育が円滑に接続し、体系的な教育・保育
を行えるよう、「教育・保育実践の手引き」の活用や、その普及・啓発を図るほか、認定こども
園の移行促進に取り組みます。

94 

97 

100 

初期 H23 H24 H25 H26

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（％） 

実績値
計画値

基本方針

　就学前施設における幼児教育の充実を図り、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。
　すべての子どもに、質の高い教育と保育を一体的に提供するため、連携の取り組みを進め、認
定こども園の推進を図ります。
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目標 2 　子どもや若い世代の未来が広がる八尾

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

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： ・ 地域の特色を生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。
・ 認定こども園の配置を進めるとともに、就学前施設、小学校の連

携の強化を図ります。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・就学前施設の幼児に対して、より質の高い教育・保育を提供します。

市　　民 ［保護者］　・ 幼児の生活全体が豊かなものになるよう、就学前施設における教育
活動に参加・参画・協力をします。

地域など ・教育活動の充実のため、連携や地域の資源の活用を図ります。

事 業 者 ・私立幼稚園や認定こども園において、幼児教育の充実を図ります。

そ の 他 ［小学校］　・ 小学校入学後、学校生活を円滑に行えるようにするため、就学前施
設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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
幼児教育の実践に
ついて満足している
保護者の割合（％）

95.5 97.3 100
幼児教育の実践について満足し
ている保護者を増やします。
※保護者アンケートによる
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主な関連計画 八尾市こどもいきいき未来計画

施策22　次代を担う青少年の健全育成

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。

前期計画の取組状況と課題

　放課後などにおける児童の居場所づくりにおいて、放課後児童室＊の対象学年の拡大や時間延
長などを充実することで市民ニーズに応えてきました。また、地域団体等による青少年の健全育
成への取り組みに対して支援を行い、青少年が地域で安全・安心に育つことができる環境づくり
を進めています。
　今後も、子どもの健全育成と子育て支援の観点から、放課後や休日におけるさまざまな体験活
動や学習活動を充実することや放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に基づき、
適正な実施ができるよう、さらなる放課後児童室の環境整備に努める必要があります。
　また、こども会への児童の加入率が低下を続けており、青少年健全育成団体等をはじめとする
さまざまな市民活動団体と連携しながら、子どもに関わる地域活動の活性化を進める必要があり
ます。
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放課後児童室待機児童数（人）  
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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）

実績値
計画値
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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） 

実績値
計画値

基本方針

　次代を担う人材の育成のため、就労などで保護者が不在となる児童も含むすべての児童が多様
な体験・活動を行うことができる機会を創出するとともに、安全・安心な居場所を確保できる環
境を整備します。
　また、青少年が健全に育成されるよう、こども会活動をはじめとする子どもの主体的な地域活
動を活性化するとともに、子どもの安全確保など地域の多様な活動への支援の取り組みを進めま
す。
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目標 2 　子どもや若い世代の未来が広がる八尾

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

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、基準に基づいた児童室の環境整備を
行います。また、放課後の小学生教室・土曜日講座、放課後子ど
も教室＊の充実を図るとともに、放課後こども総合プランに基づく
取り組みを推進します。

（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、こども会活動等を通じた自然体験活
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、「こども110番運動」の推進など、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健全育成・見守りに取り組みます。
事 業 者 ・ 未成年者に対し、酒・たばこなどの販売をしないなど、青少年の健全育成・見

守りに取り組みます。

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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
放課後児童室
待機児童数（人）

14 15 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 44 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 23 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

④
地域事業への子どもの
参加数（人）

91,749 101,401 110,000
放課後や休日の地域での活動が
活性化し、参加する子どもが増加
する状況をめざします。



60

主な関連計画 八尾市教育振興計画

施策23　知徳体＊のバランスのとれた小中学生の育成

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「確かな学力」「豊かな心」「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。

前期計画の取組状況と課題

　地域人材を外部講師として招聘するなど、地域と連携して特色ある学校づくりを進めるととも
に、知・徳・体のバランスのとれた小中学生の育成を推進しました。
　しかし、基礎学力の定着とともに、思考力・判断力・表現力の育成や、それを活用する力が身
につくようにすること、並びに小・中学校での連続した学びをめざした生徒指導や学習指導の更
なる充実が課題です。また、「八尾市いじめ防止基本方針」を策定し、学校におけるいじめの未
然防止・早期発見・早期対応が、組織的に行える体制づくりの充実を図るとともに、市民への啓
発や効果的な取り組みの推進を図ることが課題です。
　今後は、「わかる授業」づくりのための ICT＊活用の充実や、指導方法の工夫改善並びに教職員
の資質向上をめざし、「学びと育ちの連続性」を重視した特色ある取り組みを行い、中学校区に
おける一貫した教育の研究を進めることが必要です。
　また、授業力の向上や教職員の資質向上が課題としてある中、中核市＊への移行を見据え、教
職員研修事務の権限移譲に伴う研修体制の整備充実の検討が必要です。

20 

35 

50 

初期 H23 H24 H25 H26

地域の歴史や自然に関心がある  
児童・生徒の割合（％）  

実績値
計画値

 

74 

81 

88 

初期 H23 H24 H25 H26

学校の決まりや規則を守っている  

児童・生徒の割合（％）  

実績値
計画値

基本方針

　「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」のバランスの取れた小中学生の育成をめざして、「特
色ある学校づくり」を推進します。また、家庭や地域社会との連携を進め、「開かれた学校づくり」
の一層の推進を図ります。
　すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現をめざし、学校園における人権教育を推進し
ます。いじめの問題については、「八尾市いじめ防止基本方針」に基づき、その取り組みを推進
します。
　「教職員の資質向上」や「分かる授業づくり」のための研修を充実させるとともに、「学びと育ち」
の連続性を重視し、小中一貫した教育内容と教育体制の研究を進めます。
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目標 2 　子どもや若い世代の未来が広がる八尾

基
本
計
画
（
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） 確かな学力の育成

主な取り組み： ・ 「生きる力」を育むため、子ども一人ひとりの学ぶ意欲を高め、個性や能
力を伸ばし、基礎的・基本的な知識や技能を身に付けさせるとともに、
活用する力を育成します。

・ すべての子どもたちが夢と希望を持って成長していけるよう、きめ細か
な学習支援を行います。

（2） 豊かな心の育成
主な取り組み： ・ 一人ひとりに豊かな人間性を育むために、すべての教育活動を通じて、

体験活動などを活かした心の教育・道徳教育の充実を図り、生命尊重の
精神、規範意識、伝統や文化を尊重する心、郷土を愛する態度などを育
成します。

（3） 健やかな体の育成
主な取り組み： ・ 計画的・継続的な体力づくりに取り組むとともに、健康教育、食育＊を推

進します。

（4） 家庭や地域社会との連携
主な取り組み： ・ 就学前施設、小・中学校、特別支援学校など、異なる校種間の連携を図り、

指導の一貫性を図ります。
・ 就学前施設、小・中学校を中心とし、家庭や地域の連携のもと、「協働＊」

の関係によって、継続的に幼児、児童、生徒に関わるシステムを活用し、
教育のネットワーク化を推進します。

・ 地域や学校をはじめとする豊かなつながりの中で、家庭教育が行われる
よう、親子の育ちを応援する学習機会を充実します。

（5） 学校園における人権教育の推進
主な取り組み： ・ すべての人の人権を尊重していくため、人権教育の研修・研究、教材整

備などの取り組みにより、学校園における人権教育を推進します。
・ 「いじめ」の未然防止、根絶を図るため、子どものサインを見逃さない体

制を整え、「いじめ」のない環境づくりを進めます。

（6） 教職員の指導力の向上
主な取り組み： ・ミドルリーダーの育成、教職経験の浅い教員の児童・生徒への指導力の

向上をめざした取り組みの充実を図るとともに、分かる授業づくりを進
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 ・ 安全・快適に学べる教育環境を整え、知徳体のバランスのとれた子どもを育成します。
・ 中学校区を単位とする教育コミュニティづくりを促進するとともに、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、基礎学力を習得します。
　　　　　　　・やさしさと思いやりをもって人に接します。

［保護者］　　　・規則正しい生活習慣を身につけるとともに、多様な体験を促します。
　　　　　　　・将来の進路について真剣に話し合います。
　　　　　　　・ 学校行事に積極的に参加、協力し、学校や子どものようすを知ります。

地域など ・地域の教育力を学校教育に活かすなど、学校運営に協力をします。
・あいさつや登下校の見守りを通して、子どもを地域で育てます。

事 業 者 ［事業者］　　　　・登下校の見守り、職場体験学習などに協力をします。
［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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
今住んでいる地域の行事
に参加している児童・生徒
の割合（％）

－ 43.8 60
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 85.25 90

（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。

③
全国体力・運動能力、運
動習慣等調査の平均値の
全国比

0.97 0.97 1.00 全国平均をめざします。

④ 全国学力・学習状況調査
の平均正答率の全国比 0.95 0.93 1.00 全国平均をめざします。

政策 5　生きる力を育む学校教育
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主な関連計画 八尾市教育振興計画

施策24　教育機会の均等

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。

前期計画の取組状況と課題

　すべての児童・生徒が安全に、安心して等しく学べる教育環境を整えるため、特別支援教育＊

や在日外国人教育、教育相談、教育支援体制の充実、就学援助、学校園施設の耐震化などに取り
組んできました。
　今後も引き続き、教育環境の整備を進めるとともに、学校規模等の適正化に向けた取り組みや、
スクールソーシャルワーカー＊、日本語指導等の派遣など教育機会の均等のための取り組みを進
めていくことが必要です。

20 

35 

50 

初期 H23 H24 H25 H26 

スクールソーシャルワーカーの  
派遣学校園数（校）  

実績値

計画値

 

2,000  

6,000  

10,000  

初期 H23 H24 H25 H26

日本語指導などの派遣時間数（時間）  

実績値
計画値

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。
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目標 2 　子どもや若い世代の未来が広がる八尾

基
本
計
画
（
目
標
２
）

施策の体系

施策24　教育機会の均等

（1） 多様なニーズに対応した教育の推進
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。
・ 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・生徒の総合的な支援および国際理解教育の推進のため、
在日外国人教育を充実します。

（2） 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・発達等教育上のさまざまな問題の改善を図るた

め、教育相談や適応指導・就学相談を充実するとともに、スクー
ルソーシャルワーカーやサポーターの活用を通して教育支援体制
を充実します。

（3） 学びと育ちの経済的支援
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ます。
（4） 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。

・ 子どもたちが日々学校生活を送る場として、学校施設・設備の充
実に取り組みます。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

① スクールソーシャル
ワーカーの活動件数（件） － 48 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 9,421 12,000

（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。

政策 5　生きる力を育む学校教育
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主な関連計画 八尾市観光振興プラン

施策25　八尾の魅力発見と発信

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。

前期計画の取組状況と課題

　「八尾市の魅力創造と観光振興の基本方針」や「八尾市観光振興プラン」を策定し、本市の観
光振興に係る基本的な方針を整理しました。また、八尾の魅力をさらに広めるため、一般社団法
人八尾市観光協会を設立するとともに、『Wao! Yao! 八尾の入り口』や『Yaomania』の刊行など
積極的に情報発信を行いました。
　今後も、八尾の魅力を広く発信し、来訪意欲を喚起する仕掛けを行い、地域の活性化を図って
いくことで、まちへの誇りや愛着につなげることが必要です。

0 

50 

100 

初期 H23 H24 H25 H26

情報提供の年間４大紙掲載件数（件）  

実績値
計画値

 

3.0  

4.0  

5.0  

初期 H23 H24 H25 H26

八尾市が所管する観光施設などの利用者数  
（万人）  

実績値
計画値

50  

65  

80  

初期 H23 H24 H25 H26

八尾市ホームページアクセス件数（万件） 

実績値
計画値

基本方針

　本市のイメージアップやブランド化を図ることで、本市に関わる人々の愛着と誇りを高めると
ともに、来訪者の増加や市域経済の活性化、さらには定住の促進や、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。
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目標 3 　まちの魅力を高め、発信する八尾

基
本
計
画
（
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） 地域資源の発見・再発見
主な取り組み： ・ 市民一人ひとりが八尾市におけるさまざまな地域資源を発見・再

発見し、八尾の魅力、観光資源として認識し、本市に誇りと愛着
を持つとともに、観光のまちづくりに関心や関わりを持つように
していきます。

（2） 地域資源の活性化
主な取り組み： ・ 市民、来訪者の区別なく、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、SNS ＊をはじめ、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、より活
発な観光活動が行われるよう、庁内連絡調整体制を維持するとと
もに、一般社団法人八尾市観光協会の支援を進めます。

・ 本市での生活を楽しむ市民が増え、本市への来訪者も増えるよう、
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 ・八尾の観光振興・魅力発信に向けた環境整備を進めます。
・ 八尾の観光振興・魅力に関わるさまざまな人や団体をつなげ、いきいきと活躍

できる環境を整えます。

市　　民 ・ 八尾の魅力を再発見するとともに知識を深めます。
・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みます。

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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
八尾市に知人に紹介
できる魅力があると思う
人の割合（％）

－ 61.6
（H27） 80 八尾市の魅力が、市民に広く知ら

れている状態をめざします。

②
八尾市が所管する観光
施設（※１）などの利用
者数（人）

36,514 42,036 43,000
（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 PR 動画再生累積回数
（回） － 14,907 250,000 八尾市の魅力が、市民に広く知ら

れている状態をめざします。
※1　 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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主な関連計画 八尾市緑の基本計画、八尾市環境総合計画

施策26　自然的資源の保全

めざす暮らしの姿

・高
たか

安
やす

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。

前期計画の取組状況と課題

　さまざまな団体や市民と行政とのパートナーシップ＊により、高安山の自然環境の保全に関わ
る多様な取り組みを進めてきました。今後も、里

さと

山
やま

＊の自然再生や生物多様性＊の保全が課題となっ
ている中で、都市近郊の身近な里山である高安山の自然的資源の保全・活用を図っていく必要が
あります。

40 

50 

60 

初期 H23 H24 H25 H26

市内に自然環境が多く残っていると思う  
市民の割合（％）  

実績値
計画値

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。
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目標 3 　まちの魅力を高め、発信する八尾

基
本
計
画
（
目
標
３
）

政策 6　「まちの魅力」発見・発信・創出

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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） 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）

51.3
51.3

（50）
自然環境に対する市民意識の維
持をめざします。

②
高安山の自然環境保全
活動の参加人数（人）

－ 605 605
高安山での自然環境保全活動に
関わる参加人数の維持をめざし
ます。
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主な関連計画 八尾市生涯学習・スポーツ振興計画、八尾市教育振興計画

施策27　歴史資産などの保全と活用

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。

前期計画の取組状況と課題

　本市の貴重な歴史遺産である高
たか

安
やす

千
せん

塚
づか

古墳群＊が国史跡に指定されました。また、市民との協
働＊による市史編纂事業を進めています。文化財施設では無料観覧期間を設定するなど市民が郷
土の文化財にふれる機会を提供しました。今後は、国史跡指定を受けた高安千塚古墳群の管理や
整備等について、地域とともに計画的に進めていく必要があります。

30,000  

38,000  

46,000  

初期 H23 H24 H25 H26

文化財施設の利用者数（人）  

実績値
計画値

 

90 

105 

120 

初期 H23 H24 H25 H26

指定文化財などの件数（件）  

実績値
計画値

10,000  

17,000  

24,000  

初期 H23 H24 H25 H26

文化財情報システムのアクセス件数（件）  

実績値
計画値

基本方針

　東部山
さん

麓
ろく

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。
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目標 3 　まちの魅力を高め、発信する八尾

基
本
計
画
（
目
標
３
）

政策 6　「まちの魅力」発見・発信・創出

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 ・国史跡の高安千塚古墳群を適切に管理・保存します。
・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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
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。

②
文化財情報システムの
アクセス件数（件）

16,751 15,620 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。

③
文化財の保全・活用に
関する市民ボランティア
の登録者数（人）

－ 16 33

市民や地域とともに、文化財の
保全や活用を進め、文化財が次
世代に伝えられている状況をめざ
します。
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主な関連計画 八尾市生涯学習・スポーツ振興計画、八尾市教育振興計画

施策28　生涯学習の取り組み

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。

前期計画の取組状況と課題

　市民一人ひとりが自分のライフスタイルに合った学習活動ができるよう、生涯学習施設や地域
施設、学校園においてさまざまな講座を実施しました。また、八尾図書館の建替えや開館時間延
長、祝日開館など図書館サービスの充実を図りました。
　今後、市民がより一層生涯学習に取り組めるように、生涯学習センターと各コミュニティセン
ターとの連携の充実や、老朽化が進んでいる生涯学習センターの大規模改修に向けた検討が必要
です。
　また、図書館4館体制の中での市と民間との相互連携による図書館サービス提供の仕組みづく
りや、学校図書館との連携のあり方などの検討が必要です。

4 

7 

10 

初期 H23 H24 H25 H26

市民1人当たりの年間の図書の貸出点数（点）

 

実績値
計画値

 
200 

240 

280 

初期 H23 H24 H25 H26

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）

実績値
計画値

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を進めるとともに、社会の変化に
対応し人間性豊かな生活を営むために学習することが望まれる現代的課題に関する講座の充実な
ど市民ニーズ・時代のニーズにあった施策を推進していきます。
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目標 3 　まちの魅力を高め、発信する八尾

基
本
計
画
（
目
標
３
）

施策の体系

施策28　生涯学習の取り組み

（1） 生涯学習機会の充実
主な取り組み： ・ 一人ひとりが自分に適した学習活動を行い、その成果を社会に還

元できるように、講座情報や生涯学習情報を提供するとともに、
社会的ニーズに対応する講座を開催します。

・ 一人ひとりが自分に適した講座、教室等に参加できるよう、施設
や学習の場の充実を図ります。

（2） 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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
市民一人当たりの
年間の図書の貸出点数

（点）
7.3 7.3 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、その成果を生かした社会活
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）

225 211 300

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。

③ 地区生涯学習推進事業
講座受講者数（人） 29,593 31,115 32,300

地域の課題やニーズに応じた学
習の機会が提供されることで、市
内各地域に学習意欲のある人が
増えていくことをめざします。

政策 7　豊かな心を育む文化・学習・交流
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主な関連計画 八尾市多文化共生推進計画

施策29　国際交流と国内交流

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。

前期計画の取組状況と課題

　各種交流団や交換職員の派遣・受入や芸術文化交流などを通じた国際交流や、国内交流都市と
の相互のイベント参加などを通じた国内交流の取り組みを進めてきました。
　今後も、国際交流については、市民の自発的な参加や関係機関との連携をはじめ、多様な主体
が積極的に関わっていく交流を行い、相手国を理解し伝え合う取り組みを進めることが必要です。
国内交流については、交流都市との間で魅力を PR し相乗効果を得ることで、互いのまちづくり
が活性化するような取り組みを進めることが必要です。

1,000  

1,500  

2,000  

初期 H23 H24 H25 H26

姉妹・友好都市交流および国内交流の  

累積参加者数（人）  

実績値

計画値

 

40 

55 

70 

初期 H23 H24 H25 H26

国際交流に興味のある市民の割合（％）

実績値
計画値

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。
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目標 3 　まちの魅力を高め、発信する八尾

基
本
計
画
（
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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
姉妹・友好都市および
国内交流都市との
交流回数（回）

8 9 9
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）

51.6 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。

③
国際交流センター
事業参加者数（人）

－ 3,193 3,500
国際交流センターが開催する各
種事業への参加者が増加してい
る状況をめざします。

政策 7　豊かな心を育む文化・学習・交流
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主な関連計画 八尾市芸術文化振興プラン

施策30　芸術文化の振興

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。

前期計画の取組状況と課題

　八尾市芸術文化振興プラン推進市民会議の設置により市民意見を伺いながら、文化会館を拠点
とした市民の芸術文化の鑑賞や創造の機会の提供に加えて、芸術文化の力による地域社会の活性
化や八尾らしい芸術文化の創造や発信に向けて、新たな取り組みを展開してきました。
　今後も、学校や公共施設、店舗などの地域の身近な場所における鑑賞や発表の場の提供を進め
ていくことで、さまざまな人が芸術文化に触れ、発信していくことができるようにすることが必
要です。また、八尾の地域文化を振興し、その魅力を発信していくことで、地域文化を地域の誇
りとして次世代に継承していくとともに、青少年を対象とした吹奏楽の普及・振興を進めていく
ことで、吹奏楽を八尾の魅力としていくことが必要です。

60 

70 

80 

初期 H23 H24 H25 H26

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（％）  

実績値
計画値

 
80 

85 

90 

初期 H23 H24 H25 H26

文化会館施設利用状況（％）  

実績値
計画値

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の創造に向けて、八尾市芸術文化振興プランに
基づき、芸術文化の振興を図っていきます。
　文化会館をはじめとする市内のさまざまな場所で芸術文化に親しむ機会の提供や市民の芸術文
化活動を支援する取り組みを進めるとともに、本市の地域文化、吹奏楽などの芸術文化を通じた
八尾の魅力の発信を進めていきます。
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目標 3 　まちの魅力を高め、発信する八尾

基
本
計
画
（
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） 文化会館の芸術文化振興拠点としての充実　 

主な取り組み： ・ 地域に密着した芸術文化振興拠点として文化会館の充実を図ると
ともに、地域への事業展開を図り、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。
・芸術文化に関する情報を発信します。

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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） 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）

73.1 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 85.7 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。

政策 7　豊かな心を育む文化・学習・交流
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主な関連計画 八尾市生涯学習・スポーツ振興計画、八尾市教育振興計画

施策31　スポーツ�レクリエーションの取り組み

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。

前期計画の取組状況と課題

　南木の本防災体育館の整備や、市内のスポーツ施設の管理運営での指定管理者制度＊の導入の
拡大により、利用者の利便性を向上し、市民が身近なところでスポーツに取り組める機会を創出
しました。
　今後、既存のスポーツ施設の老朽化が進んでいるため、大規模改修を検討する必要があります。
また、市民の運動・スポーツ活動を促進するため、情報発信や啓発を充実していく必要がありま
す。

20 

30 

40 

初期 H23 H24 H25 H26

運動・スポーツをしている市民の割合（％）  

実績値
計画値

 
40 

50 

60 

初期 H23 H24 H25 H26

健康のために運動などを心がける  

市民の割合（％）  

実績値
計画値

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、施設や環境の整備とともに情報の
発信に取り組みます。
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目標 3 　まちの魅力を高め、発信する八尾

基
本
計
画
（
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） 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、スポーツ施設や活動の場の充

実を図るとともに、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。
・市民のスポーツ・運動を促進するため情報発信や啓発を行います。

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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
運動・スポーツを
している市民の割合（％）

27.2
（H22）

30.9
45

（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）

47.4 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。

政策 7　豊かな心を育む文化・学習・交流
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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）

施策32　産業政策を活かした「まちづくり」の推進

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。

前期計画の取組状況と課題

　中小企業地域経済振興基本条例の理念実現のため、産業振興会議からの提言を踏まえた産業振
興を展開しました。また、商工会議所とも連携し、本市の未来の産業の担い手となる次世代経営
者の育成のための「環

かん

山
ざん

楼
ろう

塾」を開催しました。
　今後も、産業の活性化を「まちづくり」に活かす視点とともに、成長戦略関連の重点施策を加
速化・深化するため、国施策などと連携を図りながら産業振興施策を展開していくことが必要で
す。

40 

50 

60 

初期 H23 H24 H25 H26

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（％） 

実績値
計画値

 

90 

93 

96 

初期 H23 H24 H25 H26

八尾市産業振興会議の提言実現率（％）  

実績値
計画値

94 

96 

98 

初期 H23 H24 H25 H26

昼間人口指数（％）

実績値
計画値

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。



79

目標 4 　職住近在のにぎわいのある八尾

基
本
計
画
（
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
よび中小企業の技術開発や経営力向上などの支援充実を図るとと
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。
・市内外の事業者間のビジネス交流の機会を増やします。

（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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） 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） 47.0 60

（70）

市民の６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 94.2 100

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）

95.7
（H22） 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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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）

施策33　世界に誇るものづくりの振興と発信

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。

前期計画の取組状況と課題

　中小企業サポートセンターでは、専門コーディネーターが精力的に企業訪問を行い、市内製造
業者が抱える技術や経営等の課題についての助言や、大学、公的支援機関への橋渡し、ビジネス
マッチング、補助金申請の支援などを行い、市内企業等の発展に寄与しています。
　今後も、市内経済の振興を図るため、企業の課題解決に向けた支援を展開していくことが必要
です。

100 

200 

300 

初期 H23 H24 H25 H26

中小企業サポートセンター利用事業者数

 （事業者）

 
実績値
計画値

 

0 

8 

16 

初期 H23 H24 H25 H26

立地制度活用による工場立地件数（件）  

実績値
計画値

20 

40 

60 

初期 H23 H24 H25 H26

「八尾ものづくりネット」アクセス件数
（万件/年）

実績値
計画値

基本方針

　八尾市内の工業集積の維持・発展を図り、雇用および税収の確保など市への経済効果を創出し
ます。
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目標 4 　職住近在のにぎわいのある八尾

基
本
計
画
（
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体制を確保します。
・「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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
中小企業サポートセン
ター相談等対応件数

（件）
1,090 1,182 1,320

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） 6 9 10

（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＊」
年間アクセス件数（件） 270,000 448,186 466,000

（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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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）

施策34　地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興

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。

前期計画の取組状況と課題

　商業とまちづくりを一体的に進める取り組みにチャレンジしようとする地域商業団体に対する
支援を集中的に行うことで商業まちづくりを推進しました。地域商業の活性化に向けては、買い
物の利便性の向上をはじめ、地域とのつながりを重視した商業活動への支援や、商業活性化の担
い手となる若手商業者の育成を進めていくことが必要です。

0  

1,500  

3,000  

初期 H23 H24 H25 H26

小売業の年間商品販売額※（億円）  

実績値
計画値

 
20 

30 

40 

初期 H23 H24 H25 H26

商店街や地元の個人商店で買い物を  

する市民の割合（％）  

実績値
計画値

0 

3 

6 

初期 H23 H24 H25 H26

活性化ビジョン・プランを策定している  

商業団体数（団体）  

実績値
計画値

 

100 

250 

400 

初期 H23 H24 H25 H26

八尾あきんどOn-Doネット新規登録・ 

情報更新件数（件）  

実績値
計画値

※ 「小売業の年間商品販売額」の実績値については、総務省統計局実施の経済センサス実施時に実績値計上

となる。

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。
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目標 4 　職住近在のにぎわいのある八尾

基
本
計
画
（
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。

（5） 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、買い物利便性の向上など、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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
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） 24.0 27 商業集積を維持します。

②
活性化ビジョン・
プランを策定している
商業団体数（団体）

－ 2 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。

③
八尾あきんど On-Do
ネット＊年間アクセス件数

（件）
320,801 479,198 520,000

より多くの市民が、地域の商店情
報を閲覧している状態をめざしま
す。
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主な関連計画 －

施策35　味
みりょく

力＊をうみだす農業の振興

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。

前期計画の取組状況と課題

　八尾若ごぼう＊や八尾えだまめ＊などの本市の特産農産物の地
ち さ ん

産地
ちしょう

消＊を進めるため、消費者へ
の PR を行っています。遊休農地の解消に向けて、農地バンク制度＊の取り組みを進めていますが、
耕地面積は減少傾向にあります。農家の高齢化に伴い、今後も遊休農地の増加が見込まれること
から、地産地消向けの農産物生産を支援し、農地の維持、活用を図っていくことが必要です。

420 

450 

480 

初期 H23 H24 H25 H26

耕地面積（ha）

実績値
計画値

 
0 

5 

10 

初期 H23 H24 H25 H26

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）

 
実績値
計画値

20 

30 

40 

初期 H23 H24 H25 H26

農業経営改善計画認定農業者数（国版）（人）

実績値
計画値

基本方針

　八尾若ごぼうや八尾えだまめ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。
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目標 4 　職住近在のにぎわいのある八尾

基
本
計
画
（
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と後継者の確保
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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 耕地面積（ha） 460 431 431
（460）

農地の減少を防止することを目標
とします。

② 農用地利用集積計画の
作成件数（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図りま
す。

③ 農業経営改善計画認定
農業者＊数（国版）（人） 30 29 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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主な関連計画 八尾市地域就労支援基本計画

施策36　就業支援と雇用創出

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。

前期計画の取組状況と課題

　リーマンショック後の雇用不安に対応し、就労支援施策を通じて、多くの相談者を就労に結び
つけました。また、就労困難者＊等に対して寄り添い型の就労支援を開始するほか、市内事業所
に対する人材確保支援にも取り組んでいます。
　今後は、相談件数や相談内容などの動向を踏まえ、相談者が抱える課題に応じたきめ細かな就
労支援の実施に向けた検討が必要です。
　また、豊かで活力ある社会の実現に向け、女性の職業生活における活躍推進など、誰もが生き
生きと働ける環境づくりが必要です。
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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（％）

実績値
計画値
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地域就労支援センターへの相談者数（人）  

実績値
計画値
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20 

初期 H23 H24 H25 H26

八尾市ワークサポートセンターにおける  

職業紹介件数に対する就職率（％）  

実績値
計画値

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。
　女性の職業生活における活躍推進に向けた取り組みを進めます。
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目標 4 　職住近在のにぎわいのある八尾

基
本
計
画
（
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、市内事業所の雇
用創出を支援します。

（2） 地域就労支援の推進
主な取り組み： ・ 就労困難者等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＊の効率的な業務運営など、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、ワーク・ライフ・バランスの促進や

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
企業の勤労者の福利厚生の充実を図ります。

（5） 女性の職業生活における活躍推進
主な取り組み： ・ 自らの意思によって職業生活を営もうとする女性の個性と能力が

発揮されるよう、女性の職業生活における活躍を推進します。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・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。
・就業支援のための相談窓口や支援策をわかりやすく周知します。
・ 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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
地域就労支援センター
における相談者の
就労達成の割合（％）

28.0 26.5 40
センターにおける就労支援が効
果的に就労につながっていること
をめざします。

②

八尾市ワークサポート
センターにおける
職業紹介件数に対する
就職率（％）

8.7 17.3 20
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。

③

職業紹介件数（件）
（会社説明会・就職面接
会参加者＋個別紹介件
数）

－ 224 500

就労困難者等を含む求職者と、
市内求人事業所とのマッチングに
より雇用が実現されることをめざ
します。
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主な関連計画 八尾市都市計画マスタープラン

施策37　土地の有効利用と都市景観の保全

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。

前期計画の取組状況と課題

　大阪外環状線沿道の市街化調整区域＊における無秩序な土地利用を抑制するため、大阪府によ
り指定された「保留区域＊」で、地権者とともに計画的な土地利用の検討を進めています。
　景観面では、大阪府の景観計画等により、良好な景観の誘導を行っています。
　今後も、住工共存など、適切な土地利用や関係法令等に基づく指導等による規制誘導を進めて
いくことが必要です。
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初期 H23 H24 H25 H26

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（％）  

実績値
計画値

基本方針

　市街化区域の有効な土地利用や市街化調整区域の適切な保全などによる計画的な都市の発展
や、自然や歴史的な景観を保った魅力ある都市景観の形成をめざし、まちの価値を高めるよう適
切な規制誘導などに努めます。
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目標 4 　職住近在のにぎわいのある八尾

基
本
計
画
（
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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①

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（％）

24.9
（H22）

27.4 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。

政策 9　まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり
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主な関連計画 八尾市都市計画マスタープラン、JR 八尾駅周辺地区交通バリアフリー基本構想、
近鉄河内山本駅周辺地区バリアフリー基本構想

施策38　魅力ある都市核＊などの充実

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。

前期計画の取組状況と課題

　JR 八尾駅周辺では、踏切の改良工事や自由通路の新設、駅舎の橋上化、駅前広場の整備など、
市民の利便性や安全性の向上を図りました。JR 久宝寺駅周辺では住宅や商業関連施設などの整
備が進み、都市機能の充実、都市環境やまちのにぎわいが向上しました。
　今後、地下鉄八尾南駅北側（八尾空港西側跡地）においては、計画的な市街地形成、近鉄河内
山本駅周辺においては、交通結節点機能の向上を図ること等が必要です。
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住んでいるまちが機能的だと思う市民の割合（％）

 

実績値
計画値

 
10 

20 

30 

初期 H23 H24 H25 H26

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（％）  

実績値
計画値

基本方針

　都市核の充実と機能強化を図るため、近鉄河内山本駅周辺における都市機能の充実と相互連携
に向けた総合的な整備や、八尾空港西側跡地における計画的な市街地形成に向けた検討を進めま
す。
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目標 4 　職住近在のにぎわいのある八尾

基
本
計
画
（
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、近鉄河内山本駅周辺の整備を

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 ・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。

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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） 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）

42.5 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）

25.9 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。

政策 9　まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり
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主な関連計画 八尾市都市計画マスタープラン

施策39　都市計画道路などの整備

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。

前期計画の取組状況と課題

　本市西部の南北幹線であり、かつ、JR 久宝寺駅へのアクセス道路となる久宝寺線の整備に向
けて、事業用地の取得を進めています。本格的な人口減少や交通量の減少などの社会経済環境の
変化を踏まえ、平成25年度（2013年度）に都市計画道路の見直しを行い、河内山本駅前線およ
び JR 八尾駅前線を整備する路線として選定しました。整備を進めていくことになった道路につ
いては、計画的・効果的に事業推進を図っていくことが必要です。
　このほか、国や府が事業主体となる都市計画道路について関係機関等に対して働きかけ、早期
整備促進を図っていくことが必要です。
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都市計画道路の整備率（％）

実績値
計画値
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40 
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初期 H23 H24 H25 H26

都市計画道路の整備済延長（km）  

実績値
計画値

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ほ
か、防災性の向上にむけて、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。
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目標 4 　職住近在のにぎわいのある八尾

基
本
計
画
（
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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
都市計画道路の整備率

（％）
46.7 54.59

55.4
（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 43.45
44.11

（45.6）
都市計画道路は全体整備延長
79.59Km の計画をめざします。

政策 9　まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり
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主な関連計画 八尾市橋梁長寿命化修繕計画

施策40　生活道路の整備と維持

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。

前期計画の取組状況と課題

　通学路の安全対策として、地域、学校、警察等と緊急合同点検を実施し、交差点や路側帯のカ
ラー舗装化等の対策を進めました。また、道路や橋りょうを適切に維持するため、道路管理者に
よるパトロールや市の各部署・郵便局等からの道路破損箇所の情報提供の協力を得て、維持補修
を行っています。
　今後も、道路橋りょうの長寿命化＊や、効率的な点検や維持補修に取り組むことが必要です。
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20 

30 

初期 H23 H24 H25 H26

道路が安全に利用できると思う市民の割合（％）

 

実績値
計画値

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。
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目標 4 　職住近在のにぎわいのある八尾

基
本
計
画
（
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。
・アドプト環境美化活動＊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。
・アドプト環境美化活動を行います。

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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） 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）

22.8
26

（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。

②
駅前バリアフリー

（特定経路）整備率（％）
－ 69.7 90

すべての市民が安全で快適に移
動できるバリアフリー化された歩
道の整備率が増加している状況
をめざします。

政策 9　まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり
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主な関連計画 八尾市緑の基本計画

施策41　公園とまちの緑化による緑のある暮らし

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。

前期計画の取組状況と課題

　ワークショップ＊方式により地域住民の意見を取り入れながら、南木の本防災公園など地域に
親しまれる公園整備を進めるとともに、ボランティア団体と連携して公園の清掃や除草などの美
化活動の取り組みを進めてきました。また、さくら基金＊を創設し、玉

たま

串
くし

川等の桜再生事業を立
ち上げ、地域住民とともに桜再生に向けた取り組みを進めています。
　公園の整備において、時代のニーズ、市民ニーズも多様化しており、公園の使い方、使われ方
等適切な利用についてのルールづくりなどを地域および隣接住民と共に検討を行います。また、
維持管理、緑化を推進していくため、今後も公民協働＊による取り組みや効率的な点検・修繕を
行うことが必要です。
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初期 H23 H24 H25 H26

１人当たり都市公園面積（㎡）  

実績値
計画値

 

0  

25,000 

50,000 

初期 H23 H24 H25 H26

年間植樹本数（本）  

実績値
計画値

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。
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目標 4 　職住近在のにぎわいのある八尾

基
本
計
画
（
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、魅力的
な公園、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。
・アドプト環境美化活動＊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。
・アドプト環境美化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。
・アドプト団体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。
・アドプト環境美化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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） 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
緑化園芸教室受講者数

（人）
1,128 1,336 1,400

受講者を増やすことをめざしま
す。

政策 9　まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり
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主な関連計画 八尾市交通基本計画

施策42　公共交通網の充実

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。

前期計画の取組状況と課題

　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を考える場を継
続して開催しています。そのような中で、ボランティア運転手による無料送迎事業を実施してい
る地域もあります。また、JR おおさか東線は平成20年（2008年）3月に久宝寺から放

はな

出
てん

区間
が開業され、現在、放出から新大阪区間の整備が進められています。
　今後、高齢者などの交通弱者の移動手段の確保に向けて、持続可能な地域公共交通のあり方に
ついて検討を進めていくことが必要です。
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公共交通が便利だと感じる市民の割合（％）  

実績値
計画値

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。
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目標 4 　職住近在のにぎわいのある八尾

基
本
計
画
（
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・持続性の向上をめざし
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。
（3） 自転車安全利用環境の整備

主な取り組み： ・ 自転車の安全利用環境の整備をめざして、その方策等の検討に取
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 ・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、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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
公共交通が便利だと
感じる市民の割合（％）

55.4
（H22）

63.3 65
公共交通の利便性の実感が高ま
る状況をめざします。

政策 9　まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり
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主な関連計画 八尾市環境総合計画

施策43　快適な生活環境づくり

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。

前期計画の取組状況と課題

　八尾市環境総合計画に基づく施策を推進するとともに、公害の未然防止を図るため、公害発生
源への指導・啓発や自動車公害対策などを実施しました。また、平成24年度（2012年度）より
大阪府からの権限移譲により、新たな業務が移譲され、それらの業務を円滑に実施するため、知
識・経験を有する職員を採用するなどし、体制の強化を図りました。
　今後、さらなる環境負荷の低減をめざすには、市民・事業者・行政が現状を認識し、それぞれ
の役割において環境に配慮した取り組みを進める必要があり、そのためには環境関連情報の提供
等、市民・事業者への環境啓発をより一層推進していくことが必要です。
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環境保全行動を実施している市民の割合（％）

 

実績値
計画値

 

0 

50 

100 

初期 H23 H24 H25 H26

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（％） 

実績値
計画値

98  

99  

100  

初期 H23 H24 H25 H26

環境基準適合率（大気環境）（％）  

実績値
計画値

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。
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目標 5 　環境を意識した暮らしやすい八尾

基
本
計
画
（
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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
環境保全行動を実施
している市民の割合（％）

30.1
（H22）

19.1 92
多くの人が何らかの行動を起こし
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（％）

－ 40.7 67
平成 37 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 99.7 100

毎年度 100％達成することを目標
とします。
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主な関連計画 八尾市環境総合計画

施策44　きれいなまち八尾の実現

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。

前期計画の取組状況と課題

　市民、事業者および関係行政機関等が一体となって、八尾をきれいにする市民運動を推進し、
地域や事業者等の美化活動や啓発活動などを実施しました。また、「八尾市路上喫煙マナーの向
上を市民とともに推進する条例」を制定し、主要駅周辺での指導員による直接指導や市民公募に
よる路上喫煙マナー向上推進員による啓発活動を行いマナー向上についての取り組みを行ってい
ます。
　今後も、効果的な施策展開を図っていくため、より地域や事業者と連携した啓発活動を実施す
るとともに、路上喫煙マナー向上推進エリアや路上喫煙禁止区域の拡大、路上喫煙禁止区域での
過料＊徴収の実施などの検討が必要です。

20  

35  

50  

初期 H23 H24 H25 H26

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（％） 

実績値
計画値

 

200 

400 

600 

初期 H23 H24 H25 H26

地域一斉清掃実施回数（回）

実績値
計画値

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、
路上喫煙禁止区域の拡大や路上喫煙禁止区域での過料徴収などにより、快適で美しいまちづくり
を推進します。
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目標 5 　環境を意識した暮らしやすい八尾

基
本
計
画
（
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。
・路上喫煙マナー向上の必要な施策を実施します。

市　　民 ・ごみやたばこのポイ捨てをしません。
・歩行喫煙や路上喫煙禁止区域での路上喫煙を行いません。
・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。
・地域での路上喫煙マナーの向上に努めます。

事 業 者 ・地域の環境美化活動に参加・協力します。
・従業員に対して路上喫煙マナーの向上に関する教育に努めます。

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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①

公共の場所でごみや
たばこのポイ捨てなどを
しないように心がけて
いる市民の割合（％）

－
71.7

（H27）
80

多く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）
352 518

550
（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。

③
1 時間当たりの条例違反
者の現認数（早朝の時
間帯含む）（人）

－ 3.53 3
地域とともに路上喫煙マナー啓
発活動を推進することにより、条
例違反者の減少をめざします。
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主な関連計画 八尾市環境総合計画、八尾市地球温暖化対策実行計画（チャレンジ80）

施策45　地球温暖化対策の推進

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。

前期計画の取組状況と課題

　地球温暖化対策については、平成23年（2011年）にはチャレンジ80（やお）中期目標達成
計画を策定し、計画に基づいた施策の推進を図ってきました。また、市が率先的な役割を果たす
ため、公共施設に太陽光発電設備を設置するなど温室効果ガスの排出量を削減しています。
　地球温暖化問題は、海面の上昇や異常気象などにつながる深刻な問題であり、今後とも率先的
な取り組みをしていくことが必要です。

100 

130 

160 

初期 H23 H24 H25 H26

市域の温室効果ガス排出量（万t-CO2）

実績値
計画値

 
40  

60  

80  

初期 H23 H24 H25 H26

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（％）

 
実績値
計画値

20,000 

22,000 

24,000 

初期 H23 H24 H25 H26

市役所での温室効果ガス排出量（t-CO2）  

実績値
計画値

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、市自らも省エネルギー・省資源の推進を図ります。
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目標 5 　環境を意識した暮らしやすい八尾

基
本
計
画
（
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） 市行政における地球温暖化対策の推進
主な取り組み： ・ 市公共施設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。

・公共施設における省エネルギー、省資源化を実践していきます。

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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
市域の温室効果ガス排
出量（万 t-CO2）

150.5
（H19）

151
（H24）

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
行動をとるよう心がけて
いる市民の割合（％）

61.8
（H22）

74.9 100
平成 32 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 21,166 20,905
温室効果ガス排出量を減らしま
す。
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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

施策46　資源循環への取り組み

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。

前期計画の取組状況と課題

　容器包装プラスチックの週一回収集への拡充や粗大ごみ収集の有料化への移行、事業系一般廃
棄物の適正排出等の指導などにより、市民や事業所からのごみ排出は減少傾向にあります。
　今後、ごみの焼却処理が大阪市・八尾市・松原市環境施設組合＊の事業が開始され新たな広域
処理体制が構築されたことに伴い、ごみ処理のための経費負担を抑制するためにも、さらなるご
みの減量・資源化に向けた取り組みが必要です。
　また、中核市＊への移行を見据え、環境行政に関する事務の権限移譲に向けた検討が必要です。

700  

800  

900  

初期 H23 H24 H25 H26

１人１日当たりのごみ排出量（ｇ/日）

実績値
計画値

 

10  

15  

20  

初期 H23 H24 H25 H26

廃棄物の資源化率（％）  

実績値
計画値

1 

2 

3 

初期 H23 H24 H25 H26

事業系一般廃棄物の排出量（万ｔ）

実績値
計画値

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するとともに、広域的
な廃棄物処理を推進します。
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目標 5 　環境を意識した暮らしやすい八尾

基
本
計
画
（
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： ・ 公衆衛生の維持向上のため、廃棄物処理施設をはじめとする各環境施設
の適正管理を推進します。

（5） し尿・浄化槽汚泥の適正処理の推進
主な取り組み： ・ 公衆衛生の維持向上のため、し尿・浄化槽汚泥の収集体制を整備し、適

正処理を推進します。
（6） 環境教育・環境学習の推進

主な取り組み： ・ リサイクルセンター学習プラザをごみの3R 推進の拠点施設とし、学校や
地域などさまざまな機会を通して環境教育・環境学習を推進します。

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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 1 人 1日当たりの
ごみ排出量（g ／日） 845 778.7 680

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 14.8 18
（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 19,676 18,700

（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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主な関連計画 寝屋川流域水害対策計画

施策47　治水対策と環境を意識した水環境の形成

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。

前期計画の取組状況と課題

　寝屋川流域水害対策計画に基づき、公共下水道や河川・水路の基盤整備と流域対応としての貯
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、行政と流域住民等が一体
となり浸水被害の解消をめざすために総合的な治水対策を実施しました。また、水辺環境に配慮
した「やすらぎ」と「うるおい」のあるまちをめざすために玉

たま

串
くし

川沿道などの景観整備や河川・
水路などのアドプト環境美化活動＊の拡大を進めました。
　寝屋川流域は、近年、都市型水害が多く発生している状況であり、今後も寝屋川流域水害対策
計画に基づく総合的な治水対策を引き続き推進していくことが必要です。

60 

70 

80 
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寝屋川流域水害対策計画の貯留量達成率（％）

実績値
計画値

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。
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目標 5 　環境を意識した暮らしやすい八尾

基
本
計
画
（
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： ・ 河川・水路の機能確保について、効果的・効率的な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、自然環境

に配慮した親水施設を整備します。
・ 河川・水路などのアドプト環境美化活動の拡大と支援を行います。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・ 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。
・法および条例に基づいた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アドプト環境美化活動を実施します。

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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） 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）

71.3
（27.4）

76.4
（29.4）

（前期 80.0）

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

政策 11　安全で快適な水環境の整備
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主な関連計画 八尾市水道ビジョン、水道事業財政計画

施策48　上水道の安定供給

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。

前期計画の取組状況と課題

　「八尾市水道ビジョン」に基づき、財政の健全化を維持しつつ、安全で安心な水の安定供給に
努めました。今後も安全で安心な水の安定供給と災害に強い水道づくりを行うため、経営の効率
化、財政の健全化など経営基盤強化へのより一層の取り組みを進め、信頼性の高い水道事業の構
築に努めることが必要です。
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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。
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目標 5 　環境を意識した暮らしやすい八尾

基
本
計
画
（
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： ・ 安全で安心な水を安定的に供給するため、水道施設の耐震化や緊
急時の給水拠点等施設整備を計画的に進めます。

（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の満足度の向上に努めます。

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、安全で安心であることを理解しています。
・適正な費用負担をします。
・事業の計画、実施に理解と協力をします。

地域など ・ 緊急災害時に応急給水活動が行えるよう、日常から水道局と協働＊で地域住民や
各種団体が防災訓練や応急給水訓練等を行い、防災対応力の向上に努めます。

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）。
・適正な費用負担をします。
・事業の計画、実施に理解と協力をします。

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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 管路耐震化率（％） 10.1 19.2 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 46.5 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。

③ 経常収益対経常費用
比率 103.2 114.2 109

効率的な経営による費用の抑制
と、収益確保により、安定した事
業経営の継続が可能な状況をめ
ざします。

政策 12　安全安心な上水道の供給体制づくり
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施策49　下水道事業の推進

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。

前期計画の取組状況と課題

　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、「下水道の
利用できる環境整備」を計画的に進めました。また、膨大なストックの計画的改築更新について
は、敷設後40年を超える下水管

かん

渠
きょ

＊を中心に公共下水道長寿命化＊計画を策定し、将来に備え、
事業手法等について検証を開始しました。また、経営状況の見える化や説明責任の向上を図るべ
く、地方公営企業会計へ移行しました。
　今後、引き続き下水道の整備や老朽化対策をはじめ適正な維持管理を行い、都市インフラとし
て下水道サービスの継続的な提供が必要です。そのために健全かつ持続可能な経営をめざすとと
もに、事業経営に係る中長期的な計画として、国から要請のある「経営戦略」の策定が必要です。
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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・修繕事業を実施します。
　地方公営企業法の財務規定等を適用したことにより、財務・財政の透明化や収支の適正化に努
め、健全かつ持続可能な経営をめざします。

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
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目標 5 　環境を意識した暮らしやすい八尾

基
本
計
画
（
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（汚水）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、公共下水道長寿命化計画に基づき、老朽管の改築・修繕
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： ・ 収入の確保に努めるとともに、地方公営企業会計へ移行したこと

から、今後さらに経営状況の明確化を図り、健全かつ持続可能な
経営に取り組みます。

・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： ・ 「竜華水みらいセンター＊」の下水処理水を有効活用するとともに、

広報宣伝事業を行います。

めざす暮らしの姿を実現するための役割分担

八 尾 市 ・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。
・都市インフラとしての下水道の機能・役割を理解し、適正に使用します。
・事業の計画、実施に理解と協力をします。

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。
・ 都市インフラとしての下水道の機能・役割を理解し、法令に定められている水

質基準を遵
じゅん

守
　しゅ

し、適正に使用します。
・事業の計画、実施に理解と協力をします。

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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
公共下水道（汚水）
整備人口普及率（％）

81.7 91.3 100
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 89.7 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。

政策 13　公共下水道の整備



114

主な関連計画 八尾市人権教育・啓発プラン

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

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。

前期計画の取組状況と課題

　市民フォーラムや交流会を開催するなど、人権教育・啓発を推進しました。また、人権主担者
研修や職場人権研修を実施し、市職員の人権意識の高揚を図りました。
　今後も、市民一人ひとりが人権を自分自身の課題としてとらえ、人権尊重の重要性を正しく認
識し、すべての人権が尊重される社会を築くため、学校、職場、地域など、あらゆる場を通じた
人権意識の普及啓発をさらに進めていく必要があります。
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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。また、「八尾市いじめ防止基本方針」に基づき、その取
り組みを進めます。
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目標 6 　みんなでつくる八尾

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

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。
・ いじめは重大な人権侵害事象であるとの認識のもと、「八尾市いじ

め防止基本方針」に基づき、「いじめ」のない環境づくりを進めます。
（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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
人権主担者研修の内容
がよかったと思う職員の
割合（％）

－ 68.0 100
人権尊重社会の実現に向けて、
人権主担者研修の充実をめざし
ます。

②
市役所の職場人権研修
への参加率（％）

22.1
（H22）

26.7 35
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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主な関連計画 八尾市人権教育・啓発プラン

施策51　人権意識の高揚と差別のない社会の推進

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。

前期計画の取組状況と課題

　人権にかかる相談事業を推進しました。また、人権啓発セミナーやひゅーまんフェスタを開催
するとともに、八尾市人権啓発推進協議会などの各種団体との連携による人権啓発の取り組みを
行いました。さらに、「いじめ防止対策推進法」が施行されるなど、児童・生徒への「いじめ問題」
が課題となる中、八尾市教育委員会との連携のもと、「八尾市いじめ防止基本方針」を策定しま
した。
　今後も、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。また、関係機関と連携した推進体制の充実および効果的な啓発手法等による事業
推進を図り、市民自らの気づき・課題認識に基づく、地域が主体となった人権啓発の取り組みを
促進することによって、地域社会の中で、市民自らが人権尊重の社会づくりの担い手として活動
する気運の醸成を図る必要があります。
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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（％）

 

実績値
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人権啓発事業の参加者数（人） 

実績値
計画値

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。
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目標 6 　みんなでつくる八尾

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

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。

・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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
人権啓発事業の
新規参加者の割合（％）

－ 34.4 40
人権啓発事業へはじめて参加する
市民の割合の増加をめざします。

②
人権啓発事業の
参加者数（人）

1,268 1,453
1,600

（1,480）
人権啓発事業へ参加する市民の
増加をめざします。



118

主な関連計画 八尾市多文化共生推進計画

施策52　多文化共生＊の推進

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。

前期計画の取組状況と課題

　外国人市民会議＊の設置により外国人市民の意見を伺いながら、八尾市多文化共生推進計画を
策定するとともに、相談事業の充実や多言語情報誌の発行など多文化共生のまちづくりに取り組
みました。
　今後も、多言語による市政に関する情報提供の充実や外国人市民に対する生活支援など、行政
サービスの向上に向けた取り組みが必要です。また、外国人市民と日本人市民がお互いの顔の見
える関係性を構築できる地域コミュニティの醸成や、地域住民の多文化共生への理解につながる
取り組みを進める必要があります。
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実績値
計画値
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八尾市ホームページの外国語ページ  

（５言語）の年間アクセス数（万件）

実績値
計画値

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。
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目標 6 　みんなでつくる八尾

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

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） 多文化共生推進計画の推進
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、多文化共生施策を推進し
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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
市役所の通訳配置延べ
日数（日）

320 463
470

（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）

667 939
1,000

（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言語）
の年間アクセス数（件）

32,036
（H23）

39,026
40,000

（25,000）
相談事業の PR・周知により、相
談件数の増加をめざします。
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主な関連計画 －

施策53　平和意識の向上

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。

前期計画の取組状況と課題

　日本非核宣言自治体協議会＊や平和首長会議＊に加盟し、非核・平和の取り組みについて加盟都
市との連帯を図るとともに、被爆体験講話などの平和啓発事業を実施し、市民の平和意識の高揚
を図りました。
　今後、戦争体験者の高齢化も進み戦争の記憶が風化していくなかで、核兵器や戦争の悲惨さを
いかに次世代へ継承していくのかが課題となっています。
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非核・平和啓発事業の参加者数  

（H21からの累積人数）（万人）

実績値
計画値
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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（％）

実績値
計画値

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。
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目標 6 　みんなでつくる八尾

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

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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
非核・平和啓発事業の
参加者数（人）※1

3,863 4,270 4,300
幅広い世代を対象とした非核・平
和啓発事業の実施により、市民
の平和意識の高揚を図ります。

②
平和な社会が大切だと
感じている市民の割合

（％）
－

97.9
（H27）

100
平和な社会が大切だと感じてい
る市民の割合の増加をめざしま
す。

※１）指標①の値は、前期基本計画期間では H21（2009）からの累積値。後期基本計画では単年度実績値
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主な関連計画 －

施策54　地域のまちづくり支援�地域拠点の充実

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。
・ 出張所等の地域拠点において、市民がさまざまな活動や学習ができ、必要な情報を得ることが

できます。

前期計画の取組状況と課題

　すべての校区において、校区まちづくり協議会＊が設立され、「わがまち推進計画＊」が策定さ
れました。校区まちづくり交付金＊を活用し、地域特性を生かした校区単位のまちづくりが進め
られています。地域活動を支えている町会の加入率は低下しており、町会の加入促進を図るため、
町会加入促進検討会議の開催や住宅開発の際に町会設立の働きかけなどを行っています。
　また、出張所等の地域の拠点施設のあり方について検討・検証を行い、地域における最前線の
行政拠点・市民活動拠点として機能の再編に取り組んでいます。平成26年度（2014年度）には
出張所における市税等の収納業務を廃止する一方で、さまざまな施策展開や相談対応を担う拠点
へと機能を転換しています。
　今後、市民が地域活動へ関心を持って参加できるように地域のまちづくりの支援機能を充実さ
せ、地域のまちづくりの担い手を増やしていくことや、地域活動の拠点となる小学校区集会所の
充実等が課題です。また、地域拠点の機能再編に向けては、今後、証明書や届出などの窓口業務
の廃止とともに、住み慣

な

れた地域で健康で生き生きと暮らすことができるよう機能を高めていく
ことが必要です。
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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。
　出張所等の地域拠点の機能再編を進め、地域の特性に応じて、市民に身近なところでの「地域
と向き合う行政」の施策展開を図ります。
　地域活動の拠点となるコミュニティセンターの機能更新や、小学校区集会所の整備・充実およ
び地区集会所の整備促進に努めます。



123

目標 6 　みんなでつくる八尾

基
本
計
画
（
目
標
６
）

施策の体系

施策54　地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

（1） コミュニティ活動の促進・支援
主な取り組み： ・ 地域のまちづくりの担い手などの人材育成を支援します。

・ 校区まちづくり協議会等の運営を支援し、地域のまちづくりの環
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「わがまち推進計画」
の実現、その進行管理を支援します。

・地域でのまちづくり支援のため、市の体制を整備します。
（2） 地域活動の拠点施設の運営・充実

主な取り組み： ・ 出張所等で、各種相談や健康づくりをはじめとする諸機能の向上
を図ります。

・ 地域活動の拠点となるコミュニティセンターの機能更新や、小学
校区集会所の整備・充実および地区集会所の整備促進に努めます。

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を展開します。
・ 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。
・ さまざまな世代が地域活動に参加できるよう人材育成や情報発信などの研修を

行います。
・地域拠点の相談機能を高めます。

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、「わがまち推進計画」の実
現、その進行管理や地域活動に参画するよう努めます。

地域など ・ 校区まちづくり協議会が多くの住民や団体等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、「わがまち推進計画」の実現や、その進

行管理を行います。
・行政や市民活動団体等との連携・協働＊に努めます。

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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
校区まちづくり協議会が
情報を WEB 発信してい
る割合（％）

－ 21 60
校区まちづくり協議会の情報が広
く情報発信されている姿をめざし
ます。

②
第 2 期「わがまち推進
計画」を策定している
校区の割合（％）

－ 0 100
市内全域で第 2 期「わがまち推
進計画」が策定されていることを
めざします。

政策 15　市民協働と地域自治の推進
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主な関連計画 －

施策55　市民の社会貢献活動＊の促進

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。

前期計画の取組状況と課題

　平成24年度（2012年度）に大阪府から NPO 法人設立認証等事務の権限移譲を受け、身近な
市の窓口での事務手続きが可能となったことで、相談等での接点が増し、平成25年度（2013年
度）に中間支援組織である市民活動支援ネットワークセンター「つどい」の更なる機能充実を図っ
たことで、市民活動団体と校区まちづくり協議会＊を含むさまざまな活動団体やグループとのネッ
トワーク化の取り組みが進んでいます。また、市の行うさまざまな取り組みの中で、市民活動団
体との協働による取り組みが広がってきています。
　今後、大阪府における市民公益税制＊の導入など、国・府の動きを注視しながら、市民の社会
貢献活動を促進するとともに、市民活動における人材の確保およびリーダーの育成や、さまざま
な活動団体やグループ間での連携強化を進めていくことが必要です。
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市民活動団体と協働した事業数（事業）  

実績値
計画値

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。
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目標 6 　みんなでつくる八尾

基
本
計
画
（
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支援策の充実を図ります。
・ 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。
・ さまざまな活動の連携が図れるよう、情報収集・発信およびコーディネートを

行います。

市　　民 ・市民一人ひとりが社会的問題や地域の抱える課題に対して、その解決に向けて
自らが活動します。

地域など ・市民活動団体などをパートナーとして、まちづくりを担う力を向上します。

事 業 者 ・さまざまな活動団体やグループと連携・協力してまちづくりを進める関係をつ
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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
市民活動団体と
協働した行政の事業数

（事業）
115 259

280
（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。

②
地域活動や市民活動に
参加経験もしくは意向の
ある市民の割合（％）

－
55.1

（H27）
60

市民が行うさまざまな公益的な活
動へ参加する市民の割合が増加
している状況をめざします。

政策 15　市民協働と地域自治の推進
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主な関連計画 八尾市はつらつプラン～八尾市男女共同参画基本計画～

施策56　女性活躍の推進

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。とりわけ、就職・結婚・出産・子育てなどさまざまな転機を迎えるにあたり、女
性が個性と能力を発揮し活躍しています。

・ 女性の力が発揮されることで、職場や家庭、地域など、日々の暮らしのあらゆる場面で多様な
視点や創意工夫をもたらし、すべての人にとって暮らしやすいまちづくりにつながっています。

前期計画の取組状況と課題

　男女共同参画の拠点施設の名称を「男女共同参画スペース」から「男女共同参画センター」へ
と改め、講座事業、相談事業などの拠点機能の充実を図りました。
　また、DV（ドメスティック・バイオレンス）＊被害者への総合的な支援を行うこと等を目的に、

「八尾市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」を策定するとともに、
DV をはじめとする女性のさまざまな相談に対応するため、相談枠の拡充および関係機関との連
携強化を図るなど、女性相談事業を充実しました。
　審議会等への女性委員の登用率向上に向けては、実効性を高めるとともに、その目標達成を図
るため、「審議会等への女性委員の登用に関するポジティブ・アクション＊プラン」を策定しまし
た。
　今後、豊かで活力ある社会の実現に向け、女性が職場や家庭、地域などさまざまな場面で能力
を発揮し、活躍できる環境づくりを進めるとともに、政策・方針決定過程において女性が力を発
揮できるように、女性のエンパワーメント＊に向けた支援や男女共同参画の視点に立った市民活
動を促進し、女性リーダーの育成を支援することが必要です。

20  

30  

40  

初期 H23 H24 H25 H26

審議会、委員会などにおける女性委員の  

登用の割合（％）  

実績値
計画値

 

20  

40  

60  

初期 H23 H24 H25 H26

男女共同参画が実現していると思う市民  

の割合（％）  

 
実績値
計画値

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。
　とりわけ、女性が職場や家庭、地域などさまざまな場面で能力を発揮し、活躍できる環境づく
りを進めます。
　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 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。
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目標 6 　みんなでつくる八尾

基
本
計
画
（
目
標
６
）

施策の体系

施策56　女性活躍の推進

（1） 女性が活躍できる環境づくりの推進
主な取り組み： ・ さまざまな立場にある女性の意見や女性を取り巻く状況を踏まえ、

女性が職場や家庭、地域などさまざまな場面で能力を発揮し、活
躍できる環境づくりを進めます。

（2） 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。

（3） 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。

（4） 様々な分野への男女共同参画の促進
主な取り組み： ・ 地域コミュニティ等で多くの男女が活き活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、「八尾市はつらつプラン～八尾市男女共同参画基本計画～」の実
現化を図ります。

市　　民 ・ 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
が活き活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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） 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 30.6 40

平成 20 年（2008 年）における
国の割合は、32.4％です。平成
32 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） 27.2 35

（55）

性別に関わらず互いに認め合える
差別のない社会が実現している
と思う市民の増加をめざします。

③ 男女共同参画啓発事業
参加者数（人） － 413 500 男女共同参画啓発事業へ参加す

る市民の増加をめざします。

政策 15　市民協働と地域自治の推進
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主な関連計画 八尾市公共施設マネジメント基本方針

施策57　計画行政の推進

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。

前期計画の取組状況と課題

　総合計画の推進を図るため、「総合計画推進会議」および「地域分権＊推進会議」を設置し、基
本計画（目標別計画および地域別計画）の着実な推進を図りました。また、施策評価の導入など、
限られた行政経営資源を戦略的に重点的な内容に配分できるようマネジメント改革を進めてきま
した。
　また、「八尾市公共施設マネジメント＊基本方針」を策定し、計画的な公共施設の機能更新を図っ
ていくべく、取り組みを進めてきました。
　今後も、公共施設マネジメントをはじめとした計画的な行政経営を進めていく必要があります。
　地方自治法の改正により中核市＊の人口要件が引下げられことを契機に、今後は、中核市への
移行も視野に入れた施策展開が必要です。

50  

75  

100  

初期 H23 H24 H25 H26

住み続けたいと感じる市民の割合（％）  

実績値

計画値

 

40  

55  

70  

初期 H23 H24 H25 H26

八尾市の取り組みに満足している市民の割合（％）
 

実績値
計画値

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。
　未来を選択できる権限と財源を確保し、住民に最も身近な基礎自治体としての自主性・自立性
を高めるため、平成30年（2018年）4月を目標として中核市へ移行し、市民サービスのさらな
る向上を図ります。
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目標 6 　みんなでつくる八尾

基
本
計
画
（
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。

（3） 中核市への移行と権限を活かした取り組みの推進
主な取り組み： ・ 中核市への移行をめざし、権限移譲に向けた準備や権限を活かし

た取り組みの検討を進めます。
・中核市への移行を契機として、きめ細やかで質の高い市民サービ

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 ・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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
住み続けたいと感じる
市民の割合（％）

79.7
（H22）

81.9
90

（100）

全国的に人口減少が進むなか、
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）

66.4 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。

政策 16　信頼される行政経営の推進
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主な関連計画 －

施策58　広域行政の推進

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。

前期計画の取組状況と課題

　災害時の対応や防犯の取り組みなど広域的な行政課題に対応するため、東大阪市や柏原市など
近隣都市との連携や、東播磨地域との協定などの取り組みを進めました。また、大阪市と松原市
とともにごみの共同処理体制についての一部事務組合＊の設立に向けた取り組みを実施しました。
　今後、人口減少・高齢化が著しく進む都市部の課題は近隣市とも共有する課題であり、行政サー
ビスの水準を維持していくための一つの手法として、広域行政のあり方について検討を進めてい
く必要があります。
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八尾市の取り組みに満足している市民の割合（％）
 

実績値
計画値
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25 
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初期 H23 H24 H25 H26

近隣都市との事務の共同処理件数（件）  

実績値
計画値

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。
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目標 6 　みんなでつくる八尾

基
本
計
画
（
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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） 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）

66.4 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 39
40

（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。

政策 16　信頼される行政経営の推進
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主な関連計画 八尾市行財政改革指針

施策59　行財政改革の推進

めざす暮らしの姿

・ 市民が弛
たゆ

みのない行財政改革を推進する本市の行政活動に満足し、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。

前期計画の取組状況と課題

　提案型公共サービス実施制度＊の導入や指定管理者制度＊の拡大を図るとともに、多様な人材の
活用や市民との協働＊を推進し、効率的・効果的なサービス提供体制の構築を推進しました。また、
市民の身近なところで、きめ細やかに行政サービスを提供する基礎自治体として、大阪府からの
権限移譲を受け、これに対応して組織体制の見直しを図っています。
　情報システムについては、これまでの自己開発運用方式から汎用性のあるオープン化方式＊に
システムの再整備を行い、関連経費の圧縮を実現したほか、マイナンバー＊に関する着実なシス
テム対応を進めています。
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八尾市の取り組みが改善されていると  

思う市民の割合（％）  

実績値
計画値
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初期 H23 H24 H25 H26

八尾市の取り組みに満足している市民の割合（％）
 

実績値
計画値

−50 

0 

50 

初期 H23 H24 H25 H26

八尾市の主要情報システムに係る経費の

削減割合（％）

実績値
計画値

基本方針

　「選択と集中」の徹底を図るとともに、これまでの「行政や財政の仕組み」や「行政の仕事の
仕方」の変革を進めることで、行財政改革に取り組み、効率的・効果的な行政サービスの提供と
持続可能な行政経営をめざします。
　地方分権に対応した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。
　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ます。



133

目標 6 　みんなでつくる八尾

基
本
計
画
（
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、八尾市行財政改革指針に基づ
き、選択と集中を図り、行政や財政のしくみや行政の仕事の仕方
を変える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、効果の検証を行い、その結果を市民に周知します。
・ 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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） 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） 24.1 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） 66.4 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。

政策 16　信頼される行政経営の推進
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主な関連計画 －

施策60　行政情報の提供と個人情報保護

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。

前期計画の取組状況と課題

　市政だよりの表紙リニューアルや市ホームページのデザインリニューアル、商業施設での情報
発信コーナーの開設など広報活動を充実してきました。各部局においても、ホームページや各種
チラシの積極的な活用など、市政情報の発信に向けた意識が向上してきています。また、積極的
な情報公開に向け、公文書公開条例を改正するとともに、個人情報を保護するため適切に管理運
用しています。
　今後、市民により分かりやすく的確に行政情報を手に入れてもらえるよう、各所管課の取り組
みを組織的・体系的な広報につなげ、話題性やデザイン性、マスコミの活用等による効果的な手
法で行う「戦略的な広報」を実践していくことが必要です。

70  

80  

90  

初期 H23 H24 H25 H26

市政だよりで情報を得ている市民の割合（％）

 

実績値
計画値

 

50 

65 

80 

初期 H23 H24 H25 H26

八尾市ホームページアクセス件数（万件）

実績値
計画値

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。
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目標 6 　みんなでつくる八尾

基
本
計
画
（
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＊、SNS＊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 ・積極的かつ効果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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

①
市政だよりで情報を
得ている市民の割合（％）

82.3
（H22）

79.3 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）※1

10,528,988 12,869,488
13,600,000
（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。

③
市ホームページの
公開コンテンツ数（件）

ー 5,478 6,500
市政情報に関するコンテンツが充
実し、市政情報の提供が進んで
いる状況をめざします。

※ １）指標②の値は、前期基本計画期間の定義「トップページへのアクセス件数」から「市ホームページへ
の年間アクセス件数の総数」へ変更。

政策 16　信頼される行政経営の推進
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主な関連計画 －

施策61　人材の活用と組織の活性化

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。

前期計画の取組状況と課題

　効率的・効果的な行政経営のための適正な職員配置、各種研修による人材育成、多種多様な職
員採用試験による必要な人材の確保などに取り組みました。
　今後、複雑化・多様化・高度化する市民ニーズに対応し、組織の使命・目標を達成していくた
めに、良好な職場風土を醸成するとともに、効率的・効果的な職員体制を築く必要があります。
また、地方公務員法に基づく人事評価制度を構築・実施していくことが必要です。

40  

50  

60  

初期 H23 H24 H25 H26

八尾市職員の応対に満足している

市民の割合（％）  

実績値
計画値

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。
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目標 6 　みんなでつくる八尾

基
本
計
画
（
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監督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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①

市役所の各窓口や
電話での職員の説明が
わかりやすかったと思う
市民の割合（％）

－
50.3

（H27）
65

職員が丁寧にわかりやすく説明し
ていると感じる市民の割合が高
まっている状態をめざします。

②
八尾市職員の管理監督
職全体に占める女性の
割合（％）

29.6 34.5 40
八尾市職員の管理監督職全体に
占める女性の割合が高まっている
状態をめざします。

政策 16　信頼される行政経営の推進
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主な関連計画 －

施策62　窓口サービス機能の充実

めざす暮らしの姿

・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。
・市民が、適切な相談を受けることができます。

前期計画の取組状況と課題

　親切・丁寧な窓口サービスの提供に努め、さらなるサービス向上のために、窓口業務における
外部委託の導入や、来庁者が多い本庁舎1階の窓口での番号表示機の更新を行いました。このほ
か、大阪府からの権限委譲により旅券発給事務を開始しました。
　市民の利便性向上のため、マイナンバーカード＊（個人番号カード）の普及を図り、住民票の
写し等の証明書に関してはコンビニエンスストア交付を導入し、市役所に来庁しなくても証明書
を受け取れるようにする必要があります。

40  

50  

60  

初期 H23 H24 H25 H26

八尾市職員の応対に満足している

市民の割合（％） 

実績値
計画値

基本方針

　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、案内業務を充実し、的確に窓口への誘導や必要な手続きをサポートします。
　各種手続が円滑に行えるように、マイナンバーカードの普及を図るとともに、住民票の写し等
の証明書をコンビニエンスストアで交付できるしくみを構築します。
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目標 6 　みんなでつくる八尾

基
本
計
画
（
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。

・ 各種手続きの円滑化に向けた取り組みや、証明書等のコンビニエ
ンスストア交付を実施します。

（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）
実績値 めざす値

めざす値の水準について
H21（2009） H26（2014） H32（2020）

①

市役所の各窓口や
電話での職員の説明が
わかりやすかったと思う
市民の割合（％）

－
50.3

（H27）
65

職員が丁寧にわかりやすく説明し
ていると感じる市民の割合が高
まっている状態をめざします。

政策 16　信頼される行政経営の推進
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主な関連計画 －

施策63　健全かつ公正な行財政運営

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。

前期計画の取組状況と課題

　前期計画期間において、連結実質赤字比率＊などの財政健全化判断比率＊について、早期健全化
基準＊を下回っており、財政状況は概ね健全な状況となっています。当面、少子高齢化に伴う社
会保障費の増大などが見込まれることから、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るとともに、中長期的な財政見通しの基礎となる財政運営の指針
のもと財政運営に取り組んでいく必要があります。
　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きました。八尾
市職員全体の法務能力について、更なる向上をめざした取り組みを進める必要があります。また、
入札契約事務では、一般競争入札＊および電子入札＊の推進を図り、透明性・公正性・競争性の向
上に努めてきました。入札契約事務の適正な執行のため、さらなる入札制度の改革推進を進める
必要があります。

85  

95  

105  

初期 H23 H24 H25 H26

経常収支比率（％）  

実績値
計画値

 
−20 

−10 

0 
初期 H23 H24 H25 H26 

連結実質赤字比率（％）  

実績値
計画値

50  

75  

100  

初期 H23 H24 H25 H26

一般競争入札の実施率（％）  

実績値
計画値

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。



141

目標 6 　みんなでつくる八尾

基
本
計
画
（
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、債権管理条例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を行います。

・売却可能資産を把握し、計画的な売却を進めます。
（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 ・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） 実績値 めざす値 めざす値の水準についてH21（2009） H26（2014） H32（2020）

① 経常収支比率＊（％） 97.6 99.8 94
（92）

平成 26 年度（2014 年度）の大
阪府内の中核市＊および特例市の
平均（94％）をめざします。

② 連結実質赤字比率（％） － 5.53 －18.37 －19
（－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 96.5 85

（90）
一般競争入札の実施率 85％をめ
ざします。

政策 16　信頼される行政経営の推進
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参考資料１. めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標　前期計画期間の推移

目標１：誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

施策 指標（単位）
初期値 推移
H21 H23 H24 H25 H26

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）

計画値 2,600 2,500 2,400 2,300
実績値 2,749 1,946 2,715 2,245 2,421

2 安心を高める防災力
の強化

① 自主防災組織の組織率（％）
計画値 64.0 73.1 70.8 75.0
実績値 55.4 56.1 58.2 57.5 55.0

② 災害に対する取り組みを行っている
市民の割合（％）

計画値 32.0 36.0 40.0 45.0

実績値 21.6
（H22） 27.5 28.4 27.3 28.1

③ 防災行政無線（携帯型）の
指定避難所整備率（％）

計画値 71.0 78.9 100 100
実績値 63.0 88.0 100 100 100

④ 防災備蓄の充足率（％）
計画値 83.0 81.1 87.7 89.7
実績値 77.1 85.3 89.3 98.9 100

3 災害に強い消防体制
づくり

① 住宅火災の発生件数（件）
計画値 0 0 0 0
実績値 19 24 24 17 22

② 住宅火災による死者数（人）
計画値 0 0 0 0
実績値 1 2 5 5 1

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（％）

計画値 33.0 38.0 43.0 48.0

実績値 26.3
（H22） 35.2 33.2 34.8 33.8

② 防災行政無線（携帯型）の
指定避難所整備率（％）

計画値 71.0 78.9 90.0 100
実績値 63.0 88.0 100 100 100

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）（％）

計画値 73.0 73.0 73.0 74.0
実績値 72.8 69.0 72.6 68.9 69.8

② 高齢者交通安全教室開催回数（回）
計画値 8 8 9 9
実績値 7 7 6 10 10

③ 交通事故件数（件）
計画値 1,440 1,380 1,320 1,260
実績値 1,551 1,445 1,467 1,329 1,112

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（％）
計画値 83.0 83.0 83.7 84.4

実績値 82.6 79.5 80.6 81.0 82.8

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）
計画値 440 450 460 470
実績値 421 358 471 402 478

② 消費生活相談利用者数（人）
計画値 1,572 1,561 1,550 1,540
実績値 1,615 1,295 1,377 1,451 1,493

③ 事業所への立入検査実施件数（件）
計画値 6 20 22 25
実績値 4 8 25 28 28

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（％）
計画値 30.0 32.0 32.0 32.0
実績値 27.7 30.5 32.58 32.61 33.81

② 既存民間建築物の耐震化率（％）
計画値 72.0 73.0 79.0 84.0
実績値 70.0 72.0 73.0 74.0 75.0

③ 既存民間特定建築物の耐震化率
（％）

計画値 87.0 88.0 89.0 89.5
実績値 85.7 88.0 88.5 89.0 89.5

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（％）

計画値 42.0 44.0 46.0 48.0

実績値 39.5
（H22） 43.1 43.4 47.1 48.9

② 市有公共建築物の耐震化率（％）
計画値 45.0 79.0 70.0 98.0
実績値 41.6 56.3 80.0 82.5 85.9

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（％）

計画値 56.0 57.0 58.0 59.0

実績値 50.8
（H22） 52.4 53.1 47.6 47.4

② 国民健康保険加入者における特定
健診受診率（％）

計画値 55.0 65.0 65.0 65.0
実績値 25.2 24.90 24.89 26.23 27.62



145

参
考
資
料

参考資料

施策 指標（単位）
初期値 推移
H21 H23 H24 H25 H26

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）

計画値 40 40 40 40

実績値 40 43 43 45 47

② 市立病院におけるがん患者の診療
実績（人）

計画値 1,635 1,960 1,980 2,000
実績値 1,603 1,942 1,954 2,072 2,254

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（％）

計画値 75.0 75.0 78.0 78.0

実績値 71.9
（H22） 73.7 73.2 70.2 73.7

②
市立病院における紹介率（％）

計画値 51.6 50.0 50.0 50.0
実績値 47.8 44.9 46.4 47.7 52.6

市立病院における逆紹介率（％）
計画値 60.0 60.0 60.0 60.0
実績値 41.7 61.7 60.0 64.5 73.5

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（％）

計画値 29.6 32.0 34.3 36.6

実績値 27.3
（H22） 30.0 30.5 32.8 31.3

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）

計画値 1,778 1,809 1,839 1,869
実績値 1,718 1,792 1,823 1,972 1,946

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）

計画値 33 33 33 33
実績値 29 33 33 33 33

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（％）
計画値 16.0 16.0 17.0 18.0
実績値 14.9 13.4 11.8 10.5 10.1

② 介護予防普及啓発の回数（回）
計画値 53 53 68 86
実績値 43 43 54 69 85

③ 高齢者ふれあい農園の設置数
（ヶ所）

計画値 24 26 28 30
実績値 24 23 23 24 24

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（％）
計画値 18.97 19.10 19.15 19.11
実績値 17.2 18.10 18.80 19.70 19.86

② 介護保険給付費の計画値に対する
実績値の割合（％）

計画値 100 100 100 100
実績値 95.3 98.6 103.3 105.3 107.3

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）

計画値 8,857 9,122 9,396 9,678
実績値 7,589 8,941 8,724 9,908 11,113

② 訓練等給付事業の月平均利用量
（人日）

計画値 8,735 9,058 9,393 9,741
実績値 6,169 6,183 7,355 8,061 9,199

③ 移動支援事業の年間延べ利用時間数
（時間）

計画値 163,108 165,392 167,707 170,055
実績値 153,288 160,490 166,994 173,428 178,738

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（％）
計画値 40.0 47.0 44.0 48.0
実績値 36.8 42.6 47.0 50.0 57.1

② 久宝寺緑地（八尾市管内）における
ホームレス数（人）

計画値 18 16 14 10
実績値 20 15 11 7 4

目標２：子どもや若い世代の未来が広がる八尾

施策 指標（単位）
初期値 推移
H21 H23 H24 H25 H26

18 母子保健の増進

①
4 か月児健康診査受診率（％）

計画値 96.6 97.8 97.9 98.0
実績値 96.4 98.1 97.3 97.8 96.1

4 か月児健康診査把握率（％）
計画値 100 100 100 100
実績値 100 100 100 100 100

②
1 歳 6 か月児健康診査受診率（％）

計画値 95.5 96.0 96.5 96.8
実績値 94.1 96.8 94.7 93.7 94.8

1 歳 6 か月児健康診査把握率（％）
計画値 100 100 100 100
実績値 99.7 99.8 99.9 100 100

③

こんにちは赤ちゃん事業訪問率
（％）

計画値 79.1 79.2 86.0 86.0
実績値 78.4 85.3 83.4 96.3 92.4

こんにちは赤ちゃん事業把握率
（％）

計画値 100 100 100 100
実績値 100 100 100 100 100
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施策 指標（単位）
初期値 推移
H21 H23 H24 H25 H26

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）
計画値 390 405 420 435
実績値 379 276 301 358 399

② 児童虐待の通告件数（件）
計画値 130 125 125 120
実績値 132 130 131 114 120

③ 母子家庭高等技能訓練促進費給付
件数（件）

計画値 25 27 30 25
実績値 21 25 20 18 17

20 保育サービスの充実
① 保育所待機児童数（人）

計画値 0 0 0 0
実績値 49 48 75 87 48

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）

計画値 4 4 8 8
実績値 2 4 4 5 5

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（％）

計画値 98.0 98.0 98.0 98.0

実績値 95.5 96.3 96.2 96.3 97.3

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）
計画値 0 0 0 14
実績値 14 0 28 45 15

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）

計画値 53 56 59 62
実績値 50 49 46 49 44

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）

計画値 27 28 28 29
実績値 21 26 24 19 23

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（％）

計画値 30.0 41.0 44.0 47.0
実績値 27.0 47.3 46.1 40.72 47.15

② 学校の決まりや規則を守っている
児童・生徒の割合（％）

計画値 78.0 84.0 84.5 84.5
実績値 79.6 77.3 82.6 86.4 85.25

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）
計画値 29 45 45 45
実績値 25 32 46 47 48

② 日本語指導などの派遣時間数
（時間）

計画値 3,250 3,300 3,500 3,500
実績値 3,156 5,454 5,056.5 6,305 9,421

目標３：まちの魅力を高め、発信する八尾

施策 指標（単位）
初期値 推移
H21 H23 H24 H25 H26

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）
計画値 48 54 57 60
実績値 45 42 88 40 30

② 八尾市が所管する観光施設などの
利用者数（人）

計画値 38,800 36,500 42,400 44,200
実績値 36,514 34,874 34,835 37,422 42,036

③ 八尾市ホームページアクセス件数
（件）

計画値 656,000 687,000 719,000 749,000
実績値 624,497 657,308 637,701 628,024 592,369

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（％）

計画値 45.5 46.0 46.5 47.0

実績値 45.0
（H22） 47.1 49.0 50.1 51.3

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）
計画値 36,000 37,000 37,200 37,400
実績値 36,011 33,872 36,698 37,158 43,024

② 指定文化財などの件数（件）
計画値 103 105 107 109
実績値 99 103 106 108 111

③ 文化財情報システムのアクセス件数
（件）

計画値 18,000 21,000 21,500 22,000
実績値 16,751 15,562 13,555 14,880 15,620

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）
計画値 8.0 8.3 8.7 9.1
実績値 7.3 7.13 6.95 6.25 7.3

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）

計画値 240 247 255 262
実績値 225 214 227 218 211

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）

計画値 1,700 1,775 1,850 1,925
実績値 1,556 1,679 1,749 1,787 1,848

② 国際交流に興味のある市民の割合
（％）

計画値 56.0 57.0 58.0 59.0

実績値 55.0
（H22） 50.7 48.3 60.1 51.6
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施策 指標（単位）
初期値 推移
H21 H23 H24 H25 H26

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（％）

計画値 76.0 76.2 76.4 76.7

実績値 75.5
（H22） 73.9 72.4 65.5 73.1

② 文化会館施設利用状況（％）
計画値 84.0 84.3 84.6 84.8
実績値 83.6 85.7 87.8 86.5 85.7

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（％）

計画値 32.7 34.8 36.9 39.0

実績値 27.2
（H22） 29.9 30.1 32.6 30.9

② 健康のために運動などを心がける
市民の割合（％）

計画値 54.6 56.2 57.3 58.7

実績値 50.8
（H22） 52.4 53.1 47.6 47.4

目標４：職住近在のにぎわいのある八尾

施策 指標（単位）
初期値 推移
H21 H23 H24 H25 H26

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（％）

計画値 50.0 54.0 56.0 58.0

実績値 49.1
（H22） 51.5 47.1 42.1 47.0

② 八尾市産業振興会議の提言実現率
（％）

計画値 93.0 93.5 94.0 95.0
実績値 92.6 93.3 93.9 94.2 94.2

③ 昼間人口指数（％）
計画値 96.0 96.0 96.0 96.0

実績値 95.0
（H17） 95.0 95.7 95.7 95.7

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）

計画値 190 210 230 250
実績値 150 179 166 217 197

② 立地制度活用による工場立地件数
（件）

計画値 7 8 10 11
実績値 6 4 7 11 9

③ 「八尾ものづくりネット」
アクセス件数（件数 / 年）

計画値 273,000 279,000 282,000 285,000
実績値 270,000 370,074 437,964 491,993 448,186

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）
計画値 － － － 2,229

実績値 2,229
（H19） － － － －

② 商店街や地元の個人商店で買い物
をする市民の割合（％）

計画値 27.0 27.0 27.0 27.0

実績値 26.7
（H22） 30.6 26.2 29.2 24.0

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）

計画値 1 2 3 4
実績値 － 1 2 2 2

④ 八尾あきんど On-Do ネット新規
登録・情報更新件数（件）

計画値 248 252 256 260

実績値 240
（H20） 205 300 189 192

35 味力をうみだす
農業の振興

① 耕地面積（ha）
計画値 460 460 460 460
実績値 460 454 446 440 431

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）

計画値 5 7 5 5
実績値 － 5 6 8 5

③ 農業経営改善計画認定農業者数
（国版）（人）

計画値 31 32 32 32
実績値 30 32 32 30 29

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（％）

計画値 30.2 31.2 32.32 33.4
実績値 28.0 37.9 23.0 34.4 26.5

② 地域就労支援センターへの相談者数
（人）

計画値 320 325 330 335
実績値 311 293 209 212 189

③
八尾市ワークサポートセンターに
おける職業紹介件数に対する就職
率（％）

計画値 10.8 11.9 12.9 13.95

実績値 8.7 12.0 13.1 15.7 17.3

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（％）

計画値 27.0 27.0 29.2 30.6

実績値 24.9
（H22） 28.4 27.2 32.1 27.4
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施策 指標（単位）
初期値 推移
H21 H23 H24 H25 H26

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（％）

計画値 37.9 38.3 38.9 39.4

実績値 37.9
（H22） 39.1 39.8 42.5 42.5

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（％）

計画値 23.7 24.1 24.7 25.4

実績値 23.7
（H22） 23.5 24.6 26.4 25.9

39 都市計画道路などの
整備

① 都市計画道路の整備率（％）
計画値 46.7 46.7 46.7 46.7
実績値 46.7 46.7 46.7 54.5 54.59

② 都市計画道路の整備済延長（km）
計画値 44.98 45.00 45.04 45.06
実績値 44.95 44.98 45.02 43.43 43.45

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（％）

計画値 21.9 22.7 23.5 24.3

実績値 21.1
（H22） 17.3 22.0 22.8 22.8

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（㎡）
計画値 2.62 2.64 2.68 2.69
実績値 2.59 2.60 2.68 2.68 2.70

② 年間植樹本数（本）
計画値 36,000 36,000 36,000 36,000
実績値 19,577 24,391 39,810 36,472 44,207

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（％）

計画値 57.5 58.0 58.7 59.4

実績値 55.4
（H22） 56.9 57.5 59.9 63.3

目標５：環境を意識した暮らしやすい八尾

施策 指標（単位）
初期値 推移
H21 H23 H24 H25 H26

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（％）

計画値 32.0 34.0 36.0 38.0

実績値 30.1
（H22） 26.9 23.6 21.8 19.1

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（％）

計画値 7.0 40.0 60.0 80.0
実績値 － 22.0 30.0 37.0 40.7

③ 環境基準適合率（大気環境）（％）
計画値 100 100 100 100
実績値 98.2 98.8 99.0 99.7 99.7

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（％）

計画値 38.0 41.0 43.0 46.0

実績値 36.1
（H22） 36.9 32.3 33.5 32.4

② 地域一斉清掃実施回数（回）
計画値 360 365 370 375
実績値 352 334 402 440 518

45 地球温暖化対策の
推進

① 市域の温室効果ガス排出量
（万 t-CO2）

計画値 137.0 133.0 130.0 126.0

実績値 150.5
（H19） 146.0 151.0 － －

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（％）

計画値 66.0 69.0 73.3 77.0

実績値 61.8
（H22） 60.6 57.3 73.2 74.9

③ 市役所での温室効果ガス排出量
（t-CO2）

計画値 22,906 22,677 22,448 22,219
実績値 22,921 23,075 21,807 21,613 21,166

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）
計画値 841 803 790 780
実績値 845 816.9 813.6 814.3 778.7

② 廃棄物の資源化率（％）
計画値 16.3 17.7 15.8 16.1
実績値 16.1 15.9 15.9 15.1 14.8

③ 事業系一般廃棄物の排出量（t）
計画値 22,500 24,352 20,773 21,446
実績値 22,908 21,128 20,869 20,596 19,676

47
治水対策と環境を
意識した水環境の
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）

計画値 68.8
（26.5）

69.7
（26.8）

71.4
（27.5）

72.3
（27.8）

実績値 66.2
（25.5）

68.6
（26.4）

69.6
（26.8）

70.3
（27.1）

71.3
（27.4）
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施策 指標（単位）
初期値 推移
H21 H23 H24 H25 H26

48 上水道の安定供給
① 管路の耐震化率（％）

計画値 11.9 16.5 16.0 19.8
実績値 10.1 14.5 15.8 17.5 19.2

② 配水池耐震施設率（％）
計画値 33.2 44.9 44.9 46.5
実績値 33.2 41.1 44.9 46.5 46.5

49 下水道事業の推進
① 公共下水道（汚水）整備人口普及率

（％）
計画値 85.8 87.8 89.8 91.5
実績値 81.7 85.8 87.8 89.8 91.3

② 公共下水道接続率（％）
計画値 88.7 90.0 90.0 90.0
実績値 89.2 89.6 89.4 89.6 89.7

目標６：みんなでつくる八尾

施策 指標（単位）
初期値 推移
H21 H23 H24 H25 H26

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、ともに認め合い、
幸せに暮らせる社会が実現している
と思う市民の割合（％）

計画値 30.1 34.5 38.9 43.4

実績値 25.6
（H22） 27.3 25.5 29.7 28.8

② 市役所の職場人権研修の参加者数
（人）

計画値 552 564 576 588
実績値 534 681 549 659 613

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（％）

計画値 35.8 39.6 43.4 47.2

実績値 32.0
（H22） 30.2 29.4 28.1 34.3

② 人権啓発事業の参加者数（人）
計画値 1,300 1,320 1,340 1,360
実績値 1,268 1,140 1,602 1,470 1,453

52 多文化共生の推進

① 市役所の通訳配置日数（日）
計画値 320 320 320 320
実績値 320 334 369 457 463

② 外国人市民相談事業件数（件）
計画値 680 800 800 800
実績値 667 1,001 1,033 950 939

③ 八尾市ホームページの外国語ページ
（5 言語）の年間アクセス数（件）

計画値 18,000 19,000 25,000 25,000
実績値 2,852 32,036 22,100 25,050 39,026

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）

計画値 11,000 13,750 16,500 19,250
実績値 3,863 10,373 14,276 17,778 22,048

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（％）

計画値 16.0 17.0 18.0 19.0

実績値 14.5
（H22） 15.3 14.7 15.0 16.8

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（％）

計画値 － 100 100 100
実績値 － － 53.6 100 100

② 1 年間のコミュニティセンター利用
者数（人）

計画値 323,402 334,500 338,100 341,700
実績値 323,868 332,053 324,052 307,864 303,518

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）
計画値 135 146 156 167
実績値 115 185 186 212 259

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（％）

計画値 30.0 35.0 35.0 35.0
実績値 28.4 28.2 29.4 27.8 30.6

② 男女共同参画が実現していると
思う市民の割合（％）

計画値 35.0 40.0 45.0 50.0

実績値 30.9
（H22） 32.5 30.9 30.9 27.2

57 計画行政の推進

① 住み続けたいと感じる市民の割合
（％）

計画値 82.0 85.0 87.5 90.0

実績値 79.7
（H22） 81.6 81.9 83.9 81.9

② 八尾市の取り組みに満足している
市民の割合（％）

計画値 52.0 54.0 56.0 59.0

実績値 48.2
（H22） 57.7 55.6 61.0 66.4

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（％）

計画値 52.0 54.0 56.0 58.0

実績値 48.2
（H22） 57.7 55.6 61.0 66.4

② 近隣都市との事務の共同処理件数
（件）

計画値 4 31 31 31
実績値 27 27 36 39 39
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施策 指標（単位）
初期値 推移
H21 H23 H24 H25 H26

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（％）

計画値 23.0 23.5 24.0 24.5

実績値 22.5
（H22） 21.7 23.2 24.0 24.1

② 八尾市の取り組みに満足している
市民の割合（％）

計画値 51.0 53.0 56.0 58.0

実績値 48.2
（H22） 57.7 55.6 61.0 66.4

③ 八尾市の主要情報システムに係る
経費の削減割合（％）

計画値 －23.8 20.0 20.0 20.0
実績値 7.9 0.5 －4.2 9.7 27.3

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（％）

計画値 82.1 83.4 83.9 84.5

実績値 82.3
（H22） 82.9 80.6 76.1 79.3

② 八尾市ホームページアクセス件数
（件）

計画値 656,000 688,800 721,600 754,400
実績値 624,497 657,308 637,701 628,024 592,369

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（％）

計画値 47.0 49.0 51.0 53.0

実績値 44.7
（H22） 45.7 45.7 50.1 49.9

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（％）

計画値 46.8 49.0 51.0 53.0

実績値 44.7
（H22） 45.7 45.7 50.1 49.9

63 健全かつ公正な
行財政運営

① 経常収支比率（％）
計画値 94.0 94.5 94.0 94.0
実績値 97.6 95.6 93.6 95.2 99.8

② 連結実質赤字比率（％）
計画値 －5.76 －6.0 －6.0 －6.0
実績値 －5.53 －11.14 －13.65 －18.57 －18.37

③ 一般競争入札の実施率（％）
計画値 81.0 88.0 88.0 85.0
実績値 60.2 90.7 95.97 94.7 96.5
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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 2,421 1,950

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）

（H26年度）
2,421件

（H32年度）
現状値比20％の減少をめざす
2,421件×80％＝1,936件≒1,950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（％） 71.1 81.2 100

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
に自立した訓練等が実施さ
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
＝自主防災組織結成町会数 / 市内全町会数×100
出所：市民ふれあい課・危機管理課（地域安全課）調べ

（H26年度）
81.2％
608町会/749町会×100＝
81.2％

（H32年度）
全地区で組織されることをめざす

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） 28.1 50

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。

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

（H26年度）
①28.1％

（H32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

③ 防災備蓄の
充足率（％） 85.6 100 100

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：大阪府

（H26年度）
100％
①アルファ化米
112,950/58,679×100＝
192.5％
②高齢者用食
9,300/1,174×100＝
792.2％
③粉ミルク
1,758/616×100＝285.4％
④哺乳瓶
930/616×100＝151％
⑤毛布
24,840/17,604×100＝
141.1％
⑥おむつ
9,870/8,802×100＝
112.1％
⑦生理用品
107,940/97,260×100＝
111％
⑧簡易トイレ
1,881/587×100＝320.4％

（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

八尾市の
出火率（件）
※人口1万人あ
たりの出火件数

1.8 1.7 1.3

火災の少ない八尾市をめざ
し放火防止対策を推進する
上で重要となる指標である
ため。

大阪府下における過去10
年間の最低出火率の平均値
以下をめざします。

八尾市の出火率
＝八尾市における火災の発生件数÷八尾市の人口（万人）
出所 : 八尾市消防署調べ

（H26年度）
1.7件

（H32年度）
大阪府下における過去10年間の最低出
火率の平均値以下をめざす

②

八尾市の救命率
（％）
※心肺停止患者
が、救命措置を
施され病院へ搬
送後、1カ月以
上生存した割合

7.0 9.1 13.8

救命率の向上をめざし、救
急救命士の高度化、応急手
当の普及啓発を推進する上
で重要となる指標であるた
め。

大阪府下における過去9年
間の平均値以上をめざしま
す。

八尾市の救命率
＝1カ月生存者 / 搬送された心肺停止患者
出所：八尾市消防署調べ

（H26年度）
9.1％

（H32年度）
大阪府下における過去9年間の平均値
以上をめざす

※課名横の（　）内は、平成27年度（2015年度）現在の担当課名を表示しています。
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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 2,421 1,950

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）

（H26年度）
2,421件

（H32年度）
現状値比20％の減少をめざす
2,421件×80％＝1,936件≒1,950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（％） 71.1 81.2 100

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
に自立した訓練等が実施さ
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
＝自主防災組織結成町会数 / 市内全町会数×100
出所：市民ふれあい課・危機管理課（地域安全課）調べ

（H26年度）
81.2％
608町会/749町会×100＝
81.2％

（H32年度）
全地区で組織されることをめざす

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） 28.1 50

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。

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

（H26年度）
①28.1％

（H32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

③ 防災備蓄の
充足率（％） 85.6 100 100

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：大阪府

（H26年度）
100％
①アルファ化米
112,950/58,679×100＝
192.5％
②高齢者用食
9,300/1,174×100＝
792.2％
③粉ミルク
1,758/616×100＝285.4％
④哺乳瓶
930/616×100＝151％
⑤毛布
24,840/17,604×100＝
141.1％
⑥おむつ
9,870/8,802×100＝
112.1％
⑦生理用品
107,940/97,260×100＝
111％
⑧簡易トイレ
1,881/587×100＝320.4％

（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

八尾市の
出火率（件）
※人口1万人あ
たりの出火件数

1.8 1.7 1.3

火災の少ない八尾市をめざ
し放火防止対策を推進する
上で重要となる指標である
ため。

大阪府下における過去10
年間の最低出火率の平均値
以下をめざします。

八尾市の出火率
＝八尾市における火災の発生件数÷八尾市の人口（万人）
出所 : 八尾市消防署調べ

（H26年度）
1.7件

（H32年度）
大阪府下における過去10年間の最低出
火率の平均値以下をめざす

②

八尾市の救命率
（％）
※心肺停止患者
が、救命措置を
施され病院へ搬
送後、1カ月以
上生存した割合

7.0 9.1 13.8

救命率の向上をめざし、救
急救命士の高度化、応急手
当の普及啓発を推進する上
で重要となる指標であるた
め。

大阪府下における過去9年
間の平均値以上をめざしま
す。

八尾市の救命率
＝1カ月生存者 / 搬送された心肺停止患者
出所：八尾市消防署調べ

（H26年度）
9.1％

（H32年度）
大阪府下における過去9年間の平均値
以上をめざす

※課名横の（　）内は、平成27年度（2015年度）現在の担当課名を表示しています。
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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） 33.8 50

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。

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

（H26年度）
①33.8％

（H32年度）
市民の50％が備えをしていることをめ
ざす

②
危機管理マニュ
アルの更新率

（％）
－ － 100

変化する社会情勢に応じて
危機管理マニュアルの整
備・更新を行うことによっ
て的確な対応が図れるた
め。

緊急事態への対応力の強
化・向上を図るため、社会
情勢に応じて、危機管理マ
ニュアルが更新されている
状況をめざします。

各所属において作成した危機管理マニュアルの更新率 （H26年度）
－

（H32年度）
危機管理マニュアルの更新が100％達
成されている状態をめざす

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 69.8 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。

児童・生徒の交通事故件数
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園数 / 市内の学校園数（保育所・幼
稚園・小学校・中学校）×100
出所：交通対策課調べ

（H26年度）
106校園/152校園×100＝
69.8％

（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。

高齢者安全教室開催回数
出所：交通対策課調べ

（H26年度）
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 1,112 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」

（H26年度）
1,112件

（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 82.8 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被利用マス数（定期利用＋一時利用
一日平均）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

（H26年度）
82.8％

（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

②
放置自転車の
移動保管台数

（台）
9,504 6,236 4,200

放置自転車対策の推進によ
る効果は、放置自転車およ
び放置原付バイクの撤去台
数に反映すると考えるた
め。

駅周辺での指導啓発活動等
により放置自転車の移動保
管台数の減少をめざしま
す。

市内鉄道駅9駅周辺の放置禁止区域における放置自転車お
よび放置原付バイクの年間移動保管台数

（H26年度）
6,236台

（H32年度）
毎前年度比の概ね5％減をめざす

7

消費者の
保護と自立を
支援する
取り組み

① 啓発活動実施
回数（回） 38 50 50

啓発活動を実施すること
で、自立した消費者の育成
が図れるものと考えるた
め。

消費者教育・啓発を受けて
いる人が現状値を維持して
いる状況をめざします。

出張講座・啓発講座・街頭啓発などの消費者教育・啓発活
動の実施回数
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
50回

（H32年度）
50回を維持している状況をめざす

② 消費生活相談
利用者数（人） 1,615 1,493 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

（H26年度）
1,493人

（H32年度）
H21実績値の1,615人から1割減少を
めざす

③
消費生活相談の
あっせん解決率

（％）
2.9 6.6 8

消費生活相談をあっせん解
決することにより、消費者
の保護が図れるため。

消費生活相談が数多くあっ
せん解決している状況をめ
ざします。

消費生活相談におけるあっせん解決率
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
6.6％

（H32年度）
H27目標値の7.0％から毎年0.2％の増
加をめざす

④
事業所への立入
検査実施件数

（件）
4 9 14

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。

（H27年度（2015年度）よ
り法令改正により JAS 法
分については府の権限とな
った為件数には含めず）

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

（H26年度）
9 件（H24 ～ 26 のみ担当し
た JAS 法分は含まず）

（H32年度）
H27目標値の9件から毎年1件の増加
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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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） 33.8 50

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。

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

（H26年度）
①33.8％

（H32年度）
市民の50％が備えをしていることをめ
ざす

②
危機管理マニュ
アルの更新率

（％）
－ － 100

変化する社会情勢に応じて
危機管理マニュアルの整
備・更新を行うことによっ
て的確な対応が図れるた
め。

緊急事態への対応力の強
化・向上を図るため、社会
情勢に応じて、危機管理マ
ニュアルが更新されている
状況をめざします。

各所属において作成した危機管理マニュアルの更新率 （H26年度）
－

（H32年度）
危機管理マニュアルの更新が100％達
成されている状態をめざす

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 69.8 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。

児童・生徒の交通事故件数
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園数 / 市内の学校園数（保育所・幼
稚園・小学校・中学校）×100
出所：交通対策課調べ

（H26年度）
106校園/152校園×100＝
69.8％

（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。

高齢者安全教室開催回数
出所：交通対策課調べ

（H26年度）
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 1,112 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」

（H26年度）
1,112件

（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 82.8 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被利用マス数（定期利用＋一時利用
一日平均）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

（H26年度）
82.8％

（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

②
放置自転車の
移動保管台数

（台）
9,504 6,236 4,200

放置自転車対策の推進によ
る効果は、放置自転車およ
び放置原付バイクの撤去台
数に反映すると考えるた
め。

駅周辺での指導啓発活動等
により放置自転車の移動保
管台数の減少をめざしま
す。

市内鉄道駅9駅周辺の放置禁止区域における放置自転車お
よび放置原付バイクの年間移動保管台数

（H26年度）
6,236台

（H32年度）
毎前年度比の概ね5％減をめざす

7

消費者の
保護と自立を
支援する
取り組み

① 啓発活動実施
回数（回） 38 50 50

啓発活動を実施すること
で、自立した消費者の育成
が図れるものと考えるた
め。

消費者教育・啓発を受けて
いる人が現状値を維持して
いる状況をめざします。

出張講座・啓発講座・街頭啓発などの消費者教育・啓発活
動の実施回数
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
50回

（H32年度）
50回を維持している状況をめざす

② 消費生活相談
利用者数（人） 1,615 1,493 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

（H26年度）
1,493人

（H32年度）
H21実績値の1,615人から1割減少を
めざす

③
消費生活相談の
あっせん解決率

（％）
2.9 6.6 8

消費生活相談をあっせん解
決することにより、消費者
の保護が図れるため。

消費生活相談が数多くあっ
せん解決している状況をめ
ざします。

消費生活相談におけるあっせん解決率
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
6.6％

（H32年度）
H27目標値の7.0％から毎年0.2％の増
加をめざす

④
事業所への立入
検査実施件数

（件）
4 9 14

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。

（H27年度（2015年度）よ
り法令改正により JAS 法
分については府の権限とな
った為件数には含めず）

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

（H26年度）
9 件（H24 ～ 26 のみ担当し
た JAS 法分は含まず）

（H32年度）
H27目標値の9件から毎年1件の増加
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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

8

安心して
暮らせる
良質な住まい
づくり

① 既存民間建築物
の耐震化率（％） 70.0 75.0 85

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
（「建築物の耐震改修の促進
に関する法律」により、大
阪府の耐震改修促進計画に
準拠）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：住宅政策課（審査指導課）調べ

（H26年度）
79,524戸 /106,356戸×100
＝75.0％

（H32年度）
平成32年度の将来推計値は80.8％で
あるが、めざす値は85％とする

②
既存民間特定
建築物の耐震化
率（％）

85.7 89.5 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
見直しにより耐震化の対象
戸数に変更が生じるため、
めざす値を修正のうえ、引
き続き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既存耐震不適格建築
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／民間特定既
存耐震不適格建築物棟数×100
出所：民間特定既存耐震不適格建築物のアンケート調査

（H26年度）
835棟/933棟×100＝89.5％

（H32年度）
平成27年度の推計値が90％であるこ
とから、平成32年度のめざす値は95
％とする

③
市営住宅の
バリアフリー化
率（％）

27.7 36.4 41

バリアフリー化（エレベー
ター設置等）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、エレベーター設
置等バリアフリー化の向上
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
ター等が設置された戸数 = バリアフリー化住戸数／管理住
戸数×100
出所：住宅管理課（住宅整備課）調べ

（H26年度）
695戸 /1,908戸×100＝
36.43％≒36.4％

（H32年度）
バリアフリー化住戸765戸をめざす
765戸 /1,891戸×100＝40.5％≒41％

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） 48.9 60

公共施設におけるバリアフ
リー化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。

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

（H26年度）
①12.4％＋
②36.5％
＝48.9％

（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 85.9 100

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性能を満たした棟数 / 市有
公共建築物の棟数
出所：公共建築課調べ

（H26年度）
67棟 /78棟×100＝85.9％

（H32年度）
市有公共建築物の耐震化率の目標値
100％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） 47.4 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。

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

（H26年度）
①47.4％

（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 27.62 60

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〕
H29年（2017年）までに
60％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」

（H26年度）
15,523人/56,194人×100≒
27.62％

（H32年度）
国により義務づけられている目標値

（H29年（2017年）までに60％以上）
と同様の水準として60％をめざす

③ 健康相談利用者
数（人） 6,084 8,712 11,400

健康相談、特に地域での健
康相談利用者が増えること
で、市民の健康づくりに対
する意識の醸成が進むと考
えるため。

地域などで健康相談を利用
する人数が増加している状
況をめざします。

保健師（出張所保健師含む）が作成する集計表
出所：健康推進課（保健推進課）調べ

（H26年度）
8,712人

（H32年度）
11,400人

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 47 50

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」

（H26年度）
47科目

（H32年度）
50科目をめざす

②
市立病院におけ
るがん患者の
診療実績（人）

1,603 2,254 2,300

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

（H26年度）
2,254人

（H32年度）
これまでの取り組みで、がん患者数が
急増した実績を考慮して設定した目標
値を達成することが、国指定のがん診
療連携拠点病院としての役割を果たし、
市のがん診療の充実に寄与することに
なるため
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

8

安心して
暮らせる
良質な住まい
づくり

① 既存民間建築物
の耐震化率（％） 70.0 75.0 85

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
（「建築物の耐震改修の促進
に関する法律」により、大
阪府の耐震改修促進計画に
準拠）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：住宅政策課（審査指導課）調べ

（H26年度）
79,524戸 /106,356戸×100
＝75.0％

（H32年度）
平成32年度の将来推計値は80.8％で
あるが、めざす値は85％とする

②
既存民間特定
建築物の耐震化
率（％）

85.7 89.5 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
見直しにより耐震化の対象
戸数に変更が生じるため、
めざす値を修正のうえ、引
き続き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既存耐震不適格建築
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／民間特定既
存耐震不適格建築物棟数×100
出所：民間特定既存耐震不適格建築物のアンケート調査

（H26年度）
835棟/933棟×100＝89.5％

（H32年度）
平成27年度の推計値が90％であるこ
とから、平成32年度のめざす値は95
％とする

③
市営住宅の
バリアフリー化
率（％）

27.7 36.4 41

バリアフリー化（エレベー
ター設置等）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、エレベーター設
置等バリアフリー化の向上
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
ター等が設置された戸数 = バリアフリー化住戸数／管理住
戸数×100
出所：住宅管理課（住宅整備課）調べ

（H26年度）
695戸 /1,908戸×100＝
36.43％≒36.4％

（H32年度）
バリアフリー化住戸765戸をめざす
765戸 /1,891戸×100＝40.5％≒41％

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） 48.9 60

公共施設におけるバリアフ
リー化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。

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

（H26年度）
①12.4％＋
②36.5％
＝48.9％

（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 85.9 100

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性能を満たした棟数 / 市有
公共建築物の棟数
出所：公共建築課調べ

（H26年度）
67棟 /78棟×100＝85.9％

（H32年度）
市有公共建築物の耐震化率の目標値
100％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） 47.4 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。

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

（H26年度）
①47.4％

（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 27.62 60

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〕
H29年（2017年）までに
60％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」

（H26年度）
15,523人/56,194人×100≒
27.62％

（H32年度）
国により義務づけられている目標値

（H29年（2017年）までに60％以上）
と同様の水準として60％をめざす

③ 健康相談利用者
数（人） 6,084 8,712 11,400

健康相談、特に地域での健
康相談利用者が増えること
で、市民の健康づくりに対
する意識の醸成が進むと考
えるため。

地域などで健康相談を利用
する人数が増加している状
況をめざします。

保健師（出張所保健師含む）が作成する集計表
出所：健康推進課（保健推進課）調べ

（H26年度）
8,712人

（H32年度）
11,400人

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 47 50

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」

（H26年度）
47科目

（H32年度）
50科目をめざす

②
市立病院におけ
るがん患者の
診療実績（人）

1,603 2,254 2,300

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

（H26年度）
2,254人

（H32年度）
これまでの取り組みで、がん患者数が
急増した実績を考慮して設定した目標
値を達成することが、国指定のがん診
療連携拠点病院としての役割を果たし、
市のがん診療の充実に寄与することに
なるため
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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） 73.7 100

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。

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

（H26年度）
①73.7％

（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
52.6

逆紹介率
73.5

紹介率
50％
以上
かつ

逆紹介率
70％
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。
※【地域医療支援病院の承
認要件】紹介率50％以上
かつ逆紹介率70％以上

【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

（H26年度）
紹介率
11,882人 /22,584人×100
＝52.6％
逆紹介率
16,610人 /22,584人×100
＝73.5％

（H32年度）
地域医療支援病院の承認要件である紹
介率50％以上かつ逆紹介率70％以上
の数値を目標値として設定し、維持し
ていくことが、地域の中核病院として
の役割を果たすことになるため

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） 31.3 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。

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

（H26年度）
①6.9％＋
②24.4％
＝31.3％

（H32年度）
50％をめざす

②

地域の福祉活動
に関わっている
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）

－ 1,946 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

（H26年度）
1,946人

（H32年度）
ボランティア登録者数が2,000人にな
ることをめざす

③

高齢者や障がい
者を対象とした
地域の相談窓口
での相談件数

（件）

－ 47,862 60,935

高齢者や障がい者などの相
談状況をあらわすため。

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、気軽に相談されてい
る状況をめざします。

高齢者や障がい者を対象とした地域の相談窓口での相談件
数＝いきいきネット相談支援センター（3 ヵ所）＋地域包
括支援センター（11 ヵ所）＋相談支援事業所【障がい者】（4
ヵ所）での相談件数（延べ）
出所：地域福祉政策課調べ

（H26年度）
いきいきネット 3,076件
地域包括 20,772件
相談支援事業所 24,014件

（H32年度）
相談件数が60,935件になることをめざ
す

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
高齢者ふれあい
農園の設置数

（ヶ所）
24 24 28

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、全小学校区

（28校区）への農園設置を
めざします。

高齢者ふれあい農園の設置数
出所：高齢介護課（高齢福祉課）調べ

（H26年度）
24 ヶ所

（H32年度）
28小学校区全てに農園の設置をめざす

②

「高齢者見守り
サポーターやお」
協力事業者の
登録数（事業者）

－ 608 660

日常的に地域で見守りを行
う協力事業者の数は、見守
り体制の充実度をあらわす
ため。

日常的に地域で活動するさ
まざまな業種の事業者によ
る、日常の業務を行う中で
の「気づき」を通じた見守
りの強化を図ります。

「高齢者見守りサポーターやお」協力事業者の登録数
出所：高齢介護課（高齢福祉課）調べ

（H26年度）
608事業者

（H32年度）
協力事業者の数を維持しつつ、総数で
毎年10事業者ずつ増やす

③
シルバーリー
ダー養成講座
修了者数（人）

54 78 100

シルバーリーダーは高齢者
自身の生き方や生きがいづ
くりを支援し、地域活動を
推進する指導者として養成
しており、修了者数の増加
が高齢者の地域活動の活性
化を反映するため。

高齢者が永年にわたって培
った豊富な知識・経験を地
域社会に還元することので
きる担い手の養成を行いま
す。

シルバーリーダー養成講座修了者数
出所：高齢介護課（高齢福祉課）調べ

（H26年度）
78名

（H32年度）
一般コース（3課程）において60名お
よび上級コース40名の修了者の輩出を
めざす

④

河内音頭健康体
操自主グループ
の登録数

（グループ）

－ 6 28

身近な地域で自主的に行う
グループの育成が元気な高
齢者の増加を反映するた
め。

身近な地域における、通い
の場としての自主グループ
が育成されることを目標と
して支援を行うものであ
り、全小学校区での設置を
めざします。

河内音頭健康体操自主グループの登録数
出所：高齢介護課（高齢福祉課）調べ

（H26年度）
6グループ

（H32年度）
28小学校区全てに1グループ以上の設
置をめざす
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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） 73.7 100

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。

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

（H26年度）
①73.7％

（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
52.6

逆紹介率
73.5

紹介率
50％
以上
かつ

逆紹介率
70％
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。
※【地域医療支援病院の承
認要件】紹介率50％以上
かつ逆紹介率70％以上

【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

（H26年度）
紹介率
11,882人 /22,584人×100
＝52.6％
逆紹介率
16,610人 /22,584人×100
＝73.5％

（H32年度）
地域医療支援病院の承認要件である紹
介率50％以上かつ逆紹介率70％以上
の数値を目標値として設定し、維持し
ていくことが、地域の中核病院として
の役割を果たすことになるため

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） 31.3 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。

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

（H26年度）
①6.9％＋
②24.4％
＝31.3％

（H32年度）
50％をめざす

②

地域の福祉活動
に関わっている
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）

－ 1,946 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

（H26年度）
1,946人

（H32年度）
ボランティア登録者数が2,000人にな
ることをめざす

③

高齢者や障がい
者を対象とした
地域の相談窓口
での相談件数

（件）

－ 47,862 60,935

高齢者や障がい者などの相
談状況をあらわすため。

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、気軽に相談されてい
る状況をめざします。

高齢者や障がい者を対象とした地域の相談窓口での相談件
数＝いきいきネット相談支援センター（3 ヵ所）＋地域包
括支援センター（11 ヵ所）＋相談支援事業所【障がい者】（4
ヵ所）での相談件数（延べ）
出所：地域福祉政策課調べ

（H26年度）
いきいきネット 3,076件
地域包括 20,772件
相談支援事業所 24,014件

（H32年度）
相談件数が60,935件になることをめざ
す

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
高齢者ふれあい
農園の設置数

（ヶ所）
24 24 28

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、全小学校区

（28校区）への農園設置を
めざします。

高齢者ふれあい農園の設置数
出所：高齢介護課（高齢福祉課）調べ

（H26年度）
24 ヶ所

（H32年度）
28小学校区全てに農園の設置をめざす

②

「高齢者見守り
サポーターやお」
協力事業者の
登録数（事業者）

－ 608 660

日常的に地域で見守りを行
う協力事業者の数は、見守
り体制の充実度をあらわす
ため。

日常的に地域で活動するさ
まざまな業種の事業者によ
る、日常の業務を行う中で
の「気づき」を通じた見守
りの強化を図ります。

「高齢者見守りサポーターやお」協力事業者の登録数
出所：高齢介護課（高齢福祉課）調べ

（H26年度）
608事業者

（H32年度）
協力事業者の数を維持しつつ、総数で
毎年10事業者ずつ増やす

③
シルバーリー
ダー養成講座
修了者数（人）

54 78 100

シルバーリーダーは高齢者
自身の生き方や生きがいづ
くりを支援し、地域活動を
推進する指導者として養成
しており、修了者数の増加
が高齢者の地域活動の活性
化を反映するため。

高齢者が永年にわたって培
った豊富な知識・経験を地
域社会に還元することので
きる担い手の養成を行いま
す。

シルバーリーダー養成講座修了者数
出所：高齢介護課（高齢福祉課）調べ

（H26年度）
78名

（H32年度）
一般コース（3課程）において60名お
よび上級コース40名の修了者の輩出を
めざす

④

河内音頭健康体
操自主グループ
の登録数

（グループ）

－ 6 28

身近な地域で自主的に行う
グループの育成が元気な高
齢者の増加を反映するた
め。

身近な地域における、通い
の場としての自主グループ
が育成されることを目標と
して支援を行うものであ
り、全小学校区での設置を
めざします。

河内音頭健康体操自主グループの登録数
出所：高齢介護課（高齢福祉課）調べ

（H26年度）
6グループ

（H32年度）
28小学校区全てに1グループ以上の設
置をめざす
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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 19.86 25.7

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（3月分介護保険事業状況報告値）×100
出所：高齢介護課（介護保険課）調べ

（H26年度）
14,201人/71,497人×100
＝19.86％

（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
おける実績値の
割合（％）

95 107.3 100

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：高齢介護課（介護保険課）調べ

（H26年度）
19,849,215,385円／
18,492,315,000円×100＝
107.3％

（H32年度）
100％をめざす

③

八尾市介護保険
事業者連絡協議
会活動での協議
回数（回）

－ 34 40

介護事業者との直接的な連
携の機会を増やすことによ
り、一層の事業運営の円滑
な実施が期待されるため。

介護事業者との連携を図
り、事業の円滑な運営をめ
ざします。

本市も賛助会員となっている八尾市介護保険事業者連絡協
議会において、総会や会議、研修会等に本市の職員もかか
わり、意見交換や事業の運営・協議等の連携を図った回数
を通算した数
出所：高齢介護課（介護保険課）調べ

（H26年度）
34回

（H32年度）
協議回数を増やす

④
介護事業者に
対する研修会の
回数（回）

－ 13 15

研修の機会を増やすこと
で、一層の介護サービスの
資質向上が期待されるた
め。

介護サービスの質の向上、
制度の適正な運用をめざし
ます。

本市が実施した介護保険事業者に対する研修等の実施回数
出所：高齢介護課（介護保険課）調べ

（H26年度）
13回

（H32年度）
研修回数を増やす

16 障がいのある
人の自立支援

①
訪問系サービス
の利用時間

（時間）
7,589 11,113 20,100

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。

八尾市障がい福祉計画に掲
げる目標値の達成をめざし
ます。

障がい福祉サービスに係る介護給付のうち、訪問系サービ
ス利用量の総数とする。（居宅介護＋重度訪問介護＋行動援
護のサービス利用量）
出所：障がい福祉課調べ

（H26年度）
11,113時間

（H32年度）
八尾市障がい福祉計画第4期に係る見
込値を基に伸び率を加味し平成26年度
比180％の増加をめざす

②
訓練等
給付事業の
利用量（人日）

6,169 9,199 19,100

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。

八尾市障がい福祉計画に掲
げる目標値の達成をめざし
ます。

障がい福祉サービスに係る訓練等給付のうち、就労移行支
援と就労継続支援のサービス利用量の総数とする。（就労移
行＋就労継続 A ＋就労継続 B のサービス利用量）
出所：障がい福祉課調べ

（H26年度）
9,199人日

（H32年度）
八尾市障がい福祉計画第4期に係る見
込値を基に伸び率を加味し平成26年度
比207％の増加をめざす

③ 移動支援事業の
利用時間（時間） 153,288 178,738 226,000

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。

八尾市障がい福祉計画に掲
げる目標値の達成をめざし
ます。

障がい福祉サービスに係る介護給付のうちの同行援護のサ
ービス利用量と地域生活支援事業のうちの移動支援のサー
ビス利用量の総数とする。（同行援護の月平均利用量×12
か月＋移動支援のサービス利用量）
出所：障がい福祉課調べ

（H26年度）
178,738時間

（H32年度）
八尾市障がい福祉計画第4期に係る見
込値を基に伸び率を加味し平成26年度
比126％の増加をめざす

④
障がい者理解に
かかるイベント
参加者数（人）

－ 150 210

障害者差別解消法の施行を
踏まえ、障がい者（児）理
解にかかる市民啓発を行う
ことで、施策実現につなげ
るため。

障がい者（児）の理解の促
進を図り、障がいの有無に
関わらず、誰もが地域で安
心して暮らせる社会づくり
をめざします。

障がい者理解にかかるイベント参加者数の総数とする。
出所：障がい福祉課調べ

（H26年度）
150人

（H32年度）
平成26年度比140％の増加をめざす

17 生活困窮者へ
の支援

①

自立支援を行っ
た生活保護受給
者に対する効果
のあった件数の
割合（％）

－ 58.2 70

自立支援の効果をあげるこ
とが、稼働年齢層で就労可
能でありながら生活保護受
給に至った世帯の自立促進
につながると考えるため。

生活保護受給者への自立支
援の効果を高めます。

自立支援を行った生活保護受給者に対する効果のあった件
数の割合＝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 / 支援ケ
ース数（カウンセリング実施数を含む）×100
出所：生活福祉課調べ

（H26年度）
103ケース/（159＋18）ケー
ス×100＝58.19％≒58.2％

（H32年度）
毎年2％の増加により、70％をめざす
58.2％＋2％×6年＝70.2％≒70％

②
八尾市管内にお
けるホームレス
数（人）

26 4 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。

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

（H26年度）
4人

（H32年度）
ホームレスの解消（0人）をめざす

③
生活困窮者自立
支援プラン作成
件数（件）

－ 8 91

平成27年（2015年）4月
に生活困窮者自立支援法が
施行された。生活困窮者の
自立をめざし、支援するた
めのプランを立てることに
より、自立できる人が増え
ると考えるため。

生活困窮者への自立支援を
進めます。

住宅支援給付の支給については、左記の法施行後、住居確
保給付金の支給として、同法律に組み込まれた。
また、同法の施行に向けて生活困窮者自立促進支援モデル
事業（相談業務）を H26年（2014年）6月30日から実施
した。
H27年度から上記事業が一本化することとなり、それぞれ
のこれまでの実績等を鑑み、H27年度の目標値を76件とし、
以降毎年3件増をめざす。
出所：地域福祉政策課調べ

（H26年度）
法施行前の住宅支援給付金支
給件数 40件（現状値には含
まず）
生活困窮者自立促進支援モデ
ル事業相談件数 8件（現状値）

（H32年度）
平成27年度の目標値76件から、毎年
3件増をめざす
76件＋3件×5年＝91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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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 19.86 25.7

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（3月分介護保険事業状況報告値）×100
出所：高齢介護課（介護保険課）調べ

（H26年度）
14,201人/71,497人×100
＝19.86％

（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
おける実績値の
割合（％）

95 107.3 100

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：高齢介護課（介護保険課）調べ

（H26年度）
19,849,215,385円／
18,492,315,000円×100＝
107.3％

（H32年度）
100％をめざす

③

八尾市介護保険
事業者連絡協議
会活動での協議
回数（回）

－ 34 40

介護事業者との直接的な連
携の機会を増やすことによ
り、一層の事業運営の円滑
な実施が期待されるため。

介護事業者との連携を図
り、事業の円滑な運営をめ
ざします。

本市も賛助会員となっている八尾市介護保険事業者連絡協
議会において、総会や会議、研修会等に本市の職員もかか
わり、意見交換や事業の運営・協議等の連携を図った回数
を通算した数
出所：高齢介護課（介護保険課）調べ

（H26年度）
34回

（H32年度）
協議回数を増やす

④
介護事業者に
対する研修会の
回数（回）

－ 13 15

研修の機会を増やすこと
で、一層の介護サービスの
資質向上が期待されるた
め。

介護サービスの質の向上、
制度の適正な運用をめざし
ます。

本市が実施した介護保険事業者に対する研修等の実施回数
出所：高齢介護課（介護保険課）調べ

（H26年度）
13回

（H32年度）
研修回数を増やす

16 障がいのある
人の自立支援

①
訪問系サービス
の利用時間

（時間）
7,589 11,113 20,100

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。

八尾市障がい福祉計画に掲
げる目標値の達成をめざし
ます。

障がい福祉サービスに係る介護給付のうち、訪問系サービ
ス利用量の総数とする。（居宅介護＋重度訪問介護＋行動援
護のサービス利用量）
出所：障がい福祉課調べ

（H26年度）
11,113時間

（H32年度）
八尾市障がい福祉計画第4期に係る見
込値を基に伸び率を加味し平成26年度
比180％の増加をめざす

②
訓練等
給付事業の
利用量（人日）

6,169 9,199 19,100

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。

八尾市障がい福祉計画に掲
げる目標値の達成をめざし
ます。

障がい福祉サービスに係る訓練等給付のうち、就労移行支
援と就労継続支援のサービス利用量の総数とする。（就労移
行＋就労継続 A ＋就労継続 B のサービス利用量）
出所：障がい福祉課調べ

（H26年度）
9,199人日

（H32年度）
八尾市障がい福祉計画第4期に係る見
込値を基に伸び率を加味し平成26年度
比207％の増加をめざす

③ 移動支援事業の
利用時間（時間） 153,288 178,738 226,000

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。

八尾市障がい福祉計画に掲
げる目標値の達成をめざし
ます。

障がい福祉サービスに係る介護給付のうちの同行援護のサ
ービス利用量と地域生活支援事業のうちの移動支援のサー
ビス利用量の総数とする。（同行援護の月平均利用量×12
か月＋移動支援のサービス利用量）
出所：障がい福祉課調べ

（H26年度）
178,738時間

（H32年度）
八尾市障がい福祉計画第4期に係る見
込値を基に伸び率を加味し平成26年度
比126％の増加をめざす

④
障がい者理解に
かかるイベント
参加者数（人）

－ 150 210

障害者差別解消法の施行を
踏まえ、障がい者（児）理
解にかかる市民啓発を行う
ことで、施策実現につなげ
るため。

障がい者（児）の理解の促
進を図り、障がいの有無に
関わらず、誰もが地域で安
心して暮らせる社会づくり
をめざします。

障がい者理解にかかるイベント参加者数の総数とする。
出所：障がい福祉課調べ

（H26年度）
150人

（H32年度）
平成26年度比140％の増加をめざす

17 生活困窮者へ
の支援

①

自立支援を行っ
た生活保護受給
者に対する効果
のあった件数の
割合（％）

－ 58.2 70

自立支援の効果をあげるこ
とが、稼働年齢層で就労可
能でありながら生活保護受
給に至った世帯の自立促進
につながると考えるため。

生活保護受給者への自立支
援の効果を高めます。

自立支援を行った生活保護受給者に対する効果のあった件
数の割合＝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 / 支援ケ
ース数（カウンセリング実施数を含む）×100
出所：生活福祉課調べ

（H26年度）
103ケース/（159＋18）ケー
ス×100＝58.19％≒58.2％

（H32年度）
毎年2％の増加により、70％をめざす
58.2％＋2％×6年＝70.2％≒70％

②
八尾市管内にお
けるホームレス
数（人）

26 4 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。

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

（H26年度）
4人

（H32年度）
ホームレスの解消（0人）をめざす

③
生活困窮者自立
支援プラン作成
件数（件）

－ 8 91

平成27年（2015年）4月
に生活困窮者自立支援法が
施行された。生活困窮者の
自立をめざし、支援するた
めのプランを立てることに
より、自立できる人が増え
ると考えるため。

生活困窮者への自立支援を
進めます。

住宅支援給付の支給については、左記の法施行後、住居確
保給付金の支給として、同法律に組み込まれた。
また、同法の施行に向けて生活困窮者自立促進支援モデル
事業（相談業務）を H26年（2014年）6月30日から実施
した。
H27年度から上記事業が一本化することとなり、それぞれ
のこれまでの実績等を鑑み、H27年度の目標値を76件とし、
以降毎年3件増をめざす。
出所：地域福祉政策課調べ

（H26年度）
法施行前の住宅支援給付金支
給件数 40件（現状値には含
まず）
生活困窮者自立促進支援モデ
ル事業相談件数 8件（現状値）

（H32年度）
平成27年度の目標値76件から、毎年
3件増をめざす
76件＋3件×5年＝91件
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

18 母子保健の
増進

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
96.1

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か月児健診受診者数 /4か月児健診対象者数×100

【把握率】
（4か月児健診対象者数－4か月児健診未把握者数）/4か月
児健診対象者数×100
出所：健康推進課（保健推進課）調べ

（H26年度）
受診率＝1,925人/2,003人×
100＝96.1％
把握率＝2,003人/2,003人×
100＝100％

（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
94.8

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か月児健診受診者数 /1歳6か月児健診対象者数×
100

【把握率】
（1歳6か月児健診対象者数－1歳6か月児健診未把握者数）
/1歳6か月児健診対象者数×100
出所：健康推進課（保健推進課）調べ

（H26年度）
受診率＝2,119人/2,236人×
100＝94.8％
把握率＝2,236人/2,236人×
100＝100％

（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
92.4

把握率
100

訪問率
97

把握率
100

生後2 ～ 3か月の頃に実施
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（新生児、未熟児も含む）
/ こんにちは赤ちゃん訪問対象者数（新生児訪問数（未熟
児も含む））×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：健康推進課（保健推進課）調べ

（H26年度）
訪問率＝1,847人/2,000人×
100＝92.4％
把握率＝2,000人/2,000人×
100＝100％

（H32年度）
【訪問率】97％をめざす
（入院、里帰り中、他機関受診などで
97％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） 379 399 500

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。

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：子育て支援課（地域子育て支援課）調べ

（H26年度）
399件

（H32年度）
現状値比25％の増加をめざす
399件×125％＝498.75件≒500件

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。

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：子育て支援課（地域子育て支援課）調べ

（H26年度）
120件

（H32年度）
現状値比17％の減少をめざす
120件×83％＝99.6件≒100件

③

母子家庭等高等
職業訓練促進給
付金支給件数

（件）

21 17 30

ひとり親家庭の親の就労支
援の充実をめざします。

ひとり親家庭の親の就労支
援の充実をめざします。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給件数
出所：子育て支援課（地域子育て支援課）調べ

（H26年度）
17件

（H32年度）
現状値比の80％の増加をめざす
17件×180％＝30.6件≒30件

④ つどいの広場延
べ利用組数（組） 12,454 21,457 23,000

子育てしやすい環境整備の
状況をあらわすため。

乳幼児および保護者が相互
に交流を行い、育児相談で
きる場の充実をめざしま
す。

つどいの広場の親子延べ利用組数
出所：子育て支援課（地域子育て支援課）調べ

（H26年度）
21,457組

（H32年度）
毎年500組の増加をめざす

20 保育サービス
の充実

① 保育所待機児童
数（人） 49 48 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。

保育の必要性の認定がされ、保育所入所の申込みがされて
いるが、入所できなかった児童のうち、保育所等利用待機
児童の定義により待機児童と該当する児童の数
出所：子育て支援課（こども施設課）調べ

（H26年度）
48人

（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
育事業延べ利用
人数（人）

381 1,896 3,670

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。

病児の保育や保育中に体調
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。

病児保育および体調不良児対応型の利用者数
出所：子育て支援課（地域子育て支援課）調べ

（H26年度）
1,896人

（H32年度）
病児保育の人数と、体調不良児対応型
の現状5 ヵ所での人数を12カ所で再計
算したもの

21 幼児教育の
充実 ①

幼児教育の実践
について満足し
ている保護者の
割合（％）

95.5 97.3 100

幼児教育の教育活動や管
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。

幼児教育の実践について満
足している保護者を増やし
ます。
※保護者アンケートによる

幼児教育外部評価（保護者アンケート）での①＋②の回答
割合
出所：「幼児教育外部評価」（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）」
の向上について取り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

（H26年度）
①72.98％＋
②24.35％
＝97.3％

（H32年度）
100％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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

18 母子保健の
増進

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
96.1

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か月児健診受診者数 /4か月児健診対象者数×100

【把握率】
（4か月児健診対象者数－4か月児健診未把握者数）/4か月
児健診対象者数×100
出所：健康推進課（保健推進課）調べ

（H26年度）
受診率＝1,925人/2,003人×
100＝96.1％
把握率＝2,003人/2,003人×
100＝100％

（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
94.8

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か月児健診受診者数 /1歳6か月児健診対象者数×
100

【把握率】
（1歳6か月児健診対象者数－1歳6か月児健診未把握者数）
/1歳6か月児健診対象者数×100
出所：健康推進課（保健推進課）調べ

（H26年度）
受診率＝2,119人/2,236人×
100＝94.8％
把握率＝2,236人/2,236人×
100＝100％

（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
92.4

把握率
100

訪問率
97

把握率
100

生後2 ～ 3か月の頃に実施
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（新生児、未熟児も含む）
/ こんにちは赤ちゃん訪問対象者数（新生児訪問数（未熟
児も含む））×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：健康推進課（保健推進課）調べ

（H26年度）
訪問率＝1,847人/2,000人×
100＝92.4％
把握率＝2,000人/2,000人×
100＝100％

（H32年度）
【訪問率】97％をめざす
（入院、里帰り中、他機関受診などで
97％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） 379 399 500

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。

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：子育て支援課（地域子育て支援課）調べ

（H26年度）
399件

（H32年度）
現状値比25％の増加をめざす
399件×125％＝498.75件≒500件

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。

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：子育て支援課（地域子育て支援課）調べ

（H26年度）
120件

（H32年度）
現状値比17％の減少をめざす
120件×83％＝99.6件≒100件

③

母子家庭等高等
職業訓練促進給
付金支給件数

（件）

21 17 30

ひとり親家庭の親の就労支
援の充実をめざします。

ひとり親家庭の親の就労支
援の充実をめざします。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給件数
出所：子育て支援課（地域子育て支援課）調べ

（H26年度）
17件

（H32年度）
現状値比の80％の増加をめざす
17件×180％＝30.6件≒30件

④ つどいの広場延
べ利用組数（組） 12,454 21,457 23,000

子育てしやすい環境整備の
状況をあらわすため。

乳幼児および保護者が相互
に交流を行い、育児相談で
きる場の充実をめざしま
す。

つどいの広場の親子延べ利用組数
出所：子育て支援課（地域子育て支援課）調べ

（H26年度）
21,457組

（H32年度）
毎年500組の増加をめざす

20 保育サービス
の充実

① 保育所待機児童
数（人） 49 48 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。

保育の必要性の認定がされ、保育所入所の申込みがされて
いるが、入所できなかった児童のうち、保育所等利用待機
児童の定義により待機児童と該当する児童の数
出所：子育て支援課（こども施設課）調べ

（H26年度）
48人

（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
育事業延べ利用
人数（人）

381 1,896 3,670

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。

病児の保育や保育中に体調
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。

病児保育および体調不良児対応型の利用者数
出所：子育て支援課（地域子育て支援課）調べ

（H26年度）
1,896人

（H32年度）
病児保育の人数と、体調不良児対応型
の現状5 ヵ所での人数を12カ所で再計
算したもの

21 幼児教育の
充実 ①

幼児教育の実践
について満足し
ている保護者の
割合（％）

95.5 97.3 100

幼児教育の教育活動や管
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。

幼児教育の実践について満
足している保護者を増やし
ます。
※保護者アンケートによる

幼児教育外部評価（保護者アンケート）での①＋②の回答
割合
出所：「幼児教育外部評価」（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）」
の向上について取り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

（H26年度）
①72.98％＋
②24.35％
＝97.3％

（H32年度）
100％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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

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 15 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

（H26年度）
15人

（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 44 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

（H26年度）
44人

（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 23 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

（H26年度）
23件

（H32年度）
100％の実施（32地区）をめざす

④
地域事業への
子どもの参加数

（人）
91,749 101,401 110,000

地域における活動に参加す
ることは、子どもの健全育
成につながると考えるた
め。

放課後や休日の地域での活
動が活性化し、参加する子
どもが増加する状況をめざ
します。

放課後子ども教室参加者とすくすく子ども地域活動参加者
の延べ人数の合計
出所：青少年課調べ

（H26年度）
59,649人＋41,752人＝
101,401人

（H32年度）
約1割の増加をめざす

23

知徳体の
バランスの
とれた
小中学生の
育成

①

今住んでいる
地域の行事に
参加している
児童・生徒の
割合（％）

－ 43.8 60

地域に根ざした教育の推進
により、自分たちの住む地
域への関心がある児童・生
徒が増加すると考えるた
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．今住んでいる地域の行事に参加していますか。
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

（H26年度）
【小】1,336人 /2,411人×100
＝55.4％

【中】746人 /2,313人×100
＝32.2％
55.4％＋32.2％÷2＝43.8％

（H32年度）
60％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 85.25 90

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．学校のきまり（規則）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

（H26年度）
【小】2,015人 /2,413人×100
＝83.4％

【中】2,019人 /2,314人×100
＝87.1％
83.4％＋87.1％÷2＝85.25
％

（H32年度）
90％をめざす

③

全国体力・運動
能力、運動習慣
等調査の平均値
の全国比

0.97 0.97 1.00

児童・生徒の体力・運動能
力、運動習慣等の状況をあ
らわすため。

全国平均をめざします。 体力・運動能力、運動習慣等調査での対全国比
出所：「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

（H26年度）
0.97

（H32年度）
全国平均をめざす

④
全国学力・学習
状況調査の平均
正答率の全国比

0.95 0.93 1.00
児童・生徒の学力・学習状
況をあらわすため。

全国平均をめざします。 学力調査での対全国比
出所：「全国学力・学習状況調査等」

（H26年度）
0.93

（H32年度）
全国平均をめざす

24 教育機会の
均等

①

スクール
ソーシャル
ワーカーの
活動件数（件）

－ 48 64

スクールソーシャルワーカ
ーの活動を拡充することに
より児童・生徒の健全育成
が更に図れると考えるた
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活動件数
出所：教育サポートセンター調べ

（H26年度）
48件

（H32年度）
すべての公立小中学校でのスクールソ
ーシャルワーカーの活動をめざす

②
日本語指導など
の派遣時間数

（時間）
3,156 9,421 12,000

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

（H26年度）
9,421時間

（H32年度）
毎年450時間の増加をめざす
9,421時間＋450時間×6年≒12,000
時間
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

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 15 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

（H26年度）
15人

（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 44 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

（H26年度）
44人

（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 23 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

（H26年度）
23件

（H32年度）
100％の実施（32地区）をめざす

④
地域事業への
子どもの参加数

（人）
91,749 101,401 110,000

地域における活動に参加す
ることは、子どもの健全育
成につながると考えるた
め。

放課後や休日の地域での活
動が活性化し、参加する子
どもが増加する状況をめざ
します。

放課後子ども教室参加者とすくすく子ども地域活動参加者
の延べ人数の合計
出所：青少年課調べ

（H26年度）
59,649人＋41,752人＝
101,401人

（H32年度）
約1割の増加をめざす

23

知徳体の
バランスの
とれた
小中学生の
育成

①

今住んでいる
地域の行事に
参加している
児童・生徒の
割合（％）

－ 43.8 60

地域に根ざした教育の推進
により、自分たちの住む地
域への関心がある児童・生
徒が増加すると考えるた
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．今住んでいる地域の行事に参加していますか。
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

（H26年度）
【小】1,336人 /2,411人×100
＝55.4％

【中】746人 /2,313人×100
＝32.2％
55.4％＋32.2％÷2＝43.8％

（H32年度）
60％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 85.25 90

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．学校のきまり（規則）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

（H26年度）
【小】2,015人 /2,413人×100
＝83.4％

【中】2,019人 /2,314人×100
＝87.1％
83.4％＋87.1％÷2＝85.25
％

（H32年度）
90％をめざす

③

全国体力・運動
能力、運動習慣
等調査の平均値
の全国比

0.97 0.97 1.00

児童・生徒の体力・運動能
力、運動習慣等の状況をあ
らわすため。

全国平均をめざします。 体力・運動能力、運動習慣等調査での対全国比
出所：「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

（H26年度）
0.97

（H32年度）
全国平均をめざす

④
全国学力・学習
状況調査の平均
正答率の全国比

0.95 0.93 1.00
児童・生徒の学力・学習状
況をあらわすため。

全国平均をめざします。 学力調査での対全国比
出所：「全国学力・学習状況調査等」

（H26年度）
0.93

（H32年度）
全国平均をめざす

24 教育機会の
均等

①

スクール
ソーシャル
ワーカーの
活動件数（件）

－ 48 64

スクールソーシャルワーカ
ーの活動を拡充することに
より児童・生徒の健全育成
が更に図れると考えるた
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活動件数
出所：教育サポートセンター調べ

（H26年度）
48件

（H32年度）
すべての公立小中学校でのスクールソ
ーシャルワーカーの活動をめざす

②
日本語指導など
の派遣時間数

（時間）
3,156 9,421 12,000

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

（H26年度）
9,421時間

（H32年度）
毎年450時間の増加をめざす
9,421時間＋450時間×6年≒12,000
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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

25 八尾の魅力
発見と発信

①

八尾市に知人に
紹介できる魅力
があると思う人
の割合（％）

－ 61.6
（H27） 80

八尾市の観光振興を進める
にあたり、八尾市民に八尾
市の魅力が知られていない
ことが最も大きな課題であ
ると考えている。そこで、
八尾市の魅力を答えられる
人を増やすことが必要であ
ると考えるため。

八尾市の魅力が、市民に広
く知られている状態をめざ
します。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾の魅力について尋ねられた時、答え
ることができますか。
①八尾の魅力をたくさん答えることができる
②八尾の魅力をいくつか答えることができる
③八尾の魅力がわからない

（H27年度）
①4.8％＋
②56.8％
＝61.6％

（H32年度）
8割の市民が、八尾市の魅力を答えられ
る状態をめざす

②
八尾市が所管す
る観光施設など
の利用者数（人）

36,514 42,036 43,000

八尾市の魅力や観光施策の
成果は、八尾市への来訪者
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す
る。

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」

（H26年度）
①18,402人＋
②13,098人＋
③9,000人＋
④1,536人
＝42,036人

（H32年度）
平成26年度実績値42,036人から1,000 
人の増加をめざす
42,036人＋1,000人≒43,000人

③ ＰＲ動画再生
累積回数（回） － 14,907 250,000

八尾市の魅力を発信するに
あたり、PR 動画を作成し、
インターネット上に掲載す
ることで、効果的な情報発
信につなげる。
再生回数が増えることで、
八尾市の魅力を知る人、八
尾市に関心を持つ人が増え
ると考えるため。

八尾市の魅力が、市民に広
く知られている状態をめざ
します。

（平成26年度時点）①動画で見る八尾②河内音頭健康体操
③リカワチ！④やおの指定文化財⑤誕生大八尾市⑥びっく
りものづくり⑦ものづくりのまち・八尾の合計再生回数
今後、新たな PR 動画を作成し、インターネットへの掲載
を予定しており、これを加えた累積合計再生回数とする。

（H26年度）
H26.11.26時点の再生回数
14,907回

（H32年度）
先行自治体等が作成した PR 動画の平
均再生回数（約44,000回）をもとに算
出

（再生回数）50,000回 / 本×（作成本数）
5本＝250,000回

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） 51.3 51.3

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
の維持をめざします。

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

（H26年度）
①13.9％＋
②37.4％
＝51.3％

（H32年度）
現状維持をめざす

②
高安山の自然環
境保全活動の
参加人数（人）

－ 605 605

参加者が高安山をはじめと
したさまざまな自然に触れ
ることで、環境保全への意
識が高まると考えるため。

高安山での自然環境保全活
動に関わる参加人数の維持
をめざします。

（みどり課）自然環境保全活動（複数事業）の参加人数
（環境保全課）高安の森自然楽校の参加人数

（H26年度）
605人

（みどり課297人、環境保全
課308人、合計605人）

（H32年度）
みどり課が関連する自然環境保全活動
の参加人数および環境保全課が関連す
る高安の森自然楽校への参加人数につ
いて、現状維持をめざす

27 歴史資産など
の保全と活用

① 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

（H26年度）
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

②

文化財情報
システムの
アクセス件数

（件）

16,751 15,620 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

（H26年度）
15,620件

（H32年度）
現状値比40％の増加をめざす
15,620件×40％＝21868件≒22,000
件

③

文化財の保全・
活用に関する市
民ボランティア
の登録者数（人）

－ 16 33

文化財の保全や活用に関す
る事業にボランティアとし
て参画することは、本市の
歴史や文化財への市民の関
心の高まりが人数にあらわ
れたものと考えるため。

市民や地域とともに、文化
財の保全や活用を進め、文
化財が次世代に伝えられて
いる状況をめざします。

①市史編纂ボランティア登録者数と
②高安千塚古墳群保全活用ボランティア登録者数の総数
出所：文化財課調べ

（H26年度）
16人

（H32年度）
毎年、3人ずつの増加をめざす。
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

25 八尾の魅力
発見と発信

①

八尾市に知人に
紹介できる魅力
があると思う人
の割合（％）

－ 61.6
（H27） 80

八尾市の観光振興を進める
にあたり、八尾市民に八尾
市の魅力が知られていない
ことが最も大きな課題であ
ると考えている。そこで、
八尾市の魅力を答えられる
人を増やすことが必要であ
ると考えるため。

八尾市の魅力が、市民に広
く知られている状態をめざ
します。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾の魅力について尋ねられた時、答え
ることができますか。
①八尾の魅力をたくさん答えることができる
②八尾の魅力をいくつか答えることができる
③八尾の魅力がわからない

（H27年度）
①4.8％＋
②56.8％
＝61.6％

（H32年度）
8割の市民が、八尾市の魅力を答えられ
る状態をめざす

②
八尾市が所管す
る観光施設など
の利用者数（人）

36,514 42,036 43,000

八尾市の魅力や観光施策の
成果は、八尾市への来訪者
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す
る。

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」

（H26年度）
①18,402人＋
②13,098人＋
③9,000人＋
④1,536人
＝42,036人

（H32年度）
平成26年度実績値42,036人から1,000 
人の増加をめざす
42,036人＋1,000人≒43,000人

③ ＰＲ動画再生
累積回数（回） － 14,907 250,000

八尾市の魅力を発信するに
あたり、PR 動画を作成し、
インターネット上に掲載す
ることで、効果的な情報発
信につなげる。
再生回数が増えることで、
八尾市の魅力を知る人、八
尾市に関心を持つ人が増え
ると考えるため。

八尾市の魅力が、市民に広
く知られている状態をめざ
します。

（平成26年度時点）①動画で見る八尾②河内音頭健康体操
③リカワチ！④やおの指定文化財⑤誕生大八尾市⑥びっく
りものづくり⑦ものづくりのまち・八尾の合計再生回数
今後、新たな PR 動画を作成し、インターネットへの掲載
を予定しており、これを加えた累積合計再生回数とする。

（H26年度）
H26.11.26時点の再生回数
14,907回

（H32年度）
先行自治体等が作成した PR 動画の平
均再生回数（約44,000回）をもとに算
出

（再生回数）50,000回 / 本×（作成本数）
5本＝250,000回

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） 51.3 51.3

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
の維持をめざします。

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

（H26年度）
①13.9％＋
②37.4％
＝51.3％

（H32年度）
現状維持をめざす

②
高安山の自然環
境保全活動の
参加人数（人）

－ 605 605

参加者が高安山をはじめと
したさまざまな自然に触れ
ることで、環境保全への意
識が高まると考えるため。

高安山での自然環境保全活
動に関わる参加人数の維持
をめざします。

（みどり課）自然環境保全活動（複数事業）の参加人数
（環境保全課）高安の森自然楽校の参加人数

（H26年度）
605人

（みどり課297人、環境保全
課308人、合計605人）

（H32年度）
みどり課が関連する自然環境保全活動
の参加人数および環境保全課が関連す
る高安の森自然楽校への参加人数につ
いて、現状維持をめざす

27 歴史資産など
の保全と活用

① 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

（H26年度）
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

②

文化財情報
システムの
アクセス件数

（件）

16,751 15,620 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

（H26年度）
15,620件

（H32年度）
現状値比40％の増加をめざす
15,620件×40％＝21868件≒22,000
件

③

文化財の保全・
活用に関する市
民ボランティア
の登録者数（人）

－ 16 33

文化財の保全や活用に関す
る事業にボランティアとし
て参画することは、本市の
歴史や文化財への市民の関
心の高まりが人数にあらわ
れたものと考えるため。

市民や地域とともに、文化
財の保全や活用を進め、文
化財が次世代に伝えられて
いる状況をめざします。

①市史編纂ボランティア登録者数と
②高安千塚古墳群保全活用ボランティア登録者数の総数
出所：文化財課調べ

（H26年度）
16人

（H32年度）
毎年、3人ずつの増加をめざす。
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

28 生涯学習の
取り組み

①
市民一人当たり
の年間の図書の
貸出点数（点）

7.3 7.3 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
果を生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」

（H26年度）
1,964,464点 /269,068人
＝7.3点

（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）

225 211 300

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」

（H26年度）
211人

（H32年度）
300人をめざす

③
地区生涯学習
推進事業講座
受講者数（人）

29,593 31,115 32,300

生涯学習に取り組むきっか
けは、身近な施設で学習で
きる環境を醸成することで
あり、本事業の受講者数が
増えることで市民の学習意
欲の高まりをあらわすこと
ができると考えるため。

地域の課題やニーズに応じ
た学習の機会が提供される
ことで、市内各地域に学習
意欲のある人が増えていく
ことをめざします。

市内10館のコミセンで実施されている標記講座の定期・特
別・現代的課題の各講座の年間延べ受講者数

（H26年度）
31,115人

（H32年度）
32,300人をめざす

29 国際交流と
国内交流

①

姉妹・友好都市
および国内交流
都市との交流回
数（回）

8 9 9

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・友好都市および国内交流都市との交流回数
出所：文化国際課調べ

（H26年度）
9回

（H32年度）
現状と同じ水準（9回）をめざす

②
国際交流に
興味のある
市民の割合（％）

55.0
（H22） 51.6 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。

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

（H26年度）
①12.0％＋
②39.6％
＝51.6％

（H32年度）
毎年1％の増加をめざす
60％（27年度計画値）＋1％×5年＝
65％

③
国際交流センター
事業参加者数

（人）
－ 3,193 3,500

交流事業に参加する市民の
数は、国際交流の浸透や多
文化共生の啓発の効果とし
てあらわれると考えるた
め。

国際交流センターが開催す
る各種事業への参加者が増
加している状況をめざしま
す。

国際交流センター実施の事業への参加者数
出所：文化国際課調べ

（H26年度）
3,193人

（H32年度）
3,500人
毎年参加者数50人の増加をめざす

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） 73.1 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。

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

（H26年度）
①25.9％＋
②47.2％
＝73.1％

（H32年度）
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5.9％の増
加をめざす
73.1％＋5.9％＝79％

② 文化会館施設
利用状況（％） 83.6 85.7 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：指定管理者からの「事業報告書」

（H26年度）
3,137日/3,658日×100＝
85.7％

（H32年度）
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
約1.3％増とした
85.7％＋1.3％＝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） 30.9 45

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。

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

（H26年度）
①30.9％

（H32年度）
45％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） 47.4 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。

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

（H26年度）
①47.4％

（H32年度）
65％をめざす
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

28 生涯学習の
取り組み

①
市民一人当たり
の年間の図書の
貸出点数（点）

7.3 7.3 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
果を生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」

（H26年度）
1,964,464点 /269,068人
＝7.3点

（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）

225 211 300

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」

（H26年度）
211人

（H32年度）
300人をめざす

③
地区生涯学習
推進事業講座
受講者数（人）

29,593 31,115 32,300

生涯学習に取り組むきっか
けは、身近な施設で学習で
きる環境を醸成することで
あり、本事業の受講者数が
増えることで市民の学習意
欲の高まりをあらわすこと
ができると考えるため。

地域の課題やニーズに応じ
た学習の機会が提供される
ことで、市内各地域に学習
意欲のある人が増えていく
ことをめざします。

市内10館のコミセンで実施されている標記講座の定期・特
別・現代的課題の各講座の年間延べ受講者数

（H26年度）
31,115人

（H32年度）
32,300人をめざす

29 国際交流と
国内交流

①

姉妹・友好都市
および国内交流
都市との交流回
数（回）

8 9 9

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・友好都市および国内交流都市との交流回数
出所：文化国際課調べ

（H26年度）
9回

（H32年度）
現状と同じ水準（9回）をめざす

②
国際交流に
興味のある
市民の割合（％）

55.0
（H22） 51.6 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。

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

（H26年度）
①12.0％＋
②39.6％
＝51.6％

（H32年度）
毎年1％の増加をめざす
60％（27年度計画値）＋1％×5年＝
65％

③
国際交流センター
事業参加者数

（人）
－ 3,193 3,500

交流事業に参加する市民の
数は、国際交流の浸透や多
文化共生の啓発の効果とし
てあらわれると考えるた
め。

国際交流センターが開催す
る各種事業への参加者が増
加している状況をめざしま
す。

国際交流センター実施の事業への参加者数
出所：文化国際課調べ

（H26年度）
3,193人

（H32年度）
3,500人
毎年参加者数50人の増加をめざす

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） 73.1 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。

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

（H26年度）
①25.9％＋
②47.2％
＝73.1％

（H32年度）
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5.9％の増
加をめざす
73.1％＋5.9％＝79％

② 文化会館施設
利用状況（％） 83.6 85.7 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：指定管理者からの「事業報告書」

（H26年度）
3,137日/3,658日×100＝
85.7％

（H32年度）
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
約1.3％増とした
85.7％＋1.3％＝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） 30.9 45

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。

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

（H26年度）
①30.9％

（H32年度）
45％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） 47.4 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。

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

（H26年度）
①47.4％

（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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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） 47.0 60

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6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。

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の産業振興について、
どのように思われますか。
①重要　②どちらかといえば重要である
③あまり重要ではない

（H26年度）
①47.0％

（H32年度）
60％をめざす

②
八尾市
産業振興会議の
提言実現率（％）

92.6 94.2 100

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

（H26年度）
130施策/138提言×100＝
94.2％

（H32年度）
100％実現をめざす

③ 昼間人口指数
（％）

95.0
（H17）

95.7
（H22） 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」

（H22年度）
259,814人/271,460人×100
＝95.7％

（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
センター相談等
対応件数（件）

1,090 1,182 1,320

中小企業サポートセンター
で、より多くの相談等に対
応することが、市内中小企
業の支援に繋がると考える
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。

中小企業サポートセンターの相談等対応件数
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
1,182件

（H32年度）
4 ～ 6月：140件 / 月
7 ～ 3月：100件 / 月
140件×３ヶ月＋100件×９ヶ月＝
1,320件

②
立地制度活用に
よる工場立地
件数（件）

6 9 10

制度活用によって企業の立
地を後押しすることによ
り、企業の市外への流出の
防止と市内への流入が促進
されると考えられるため。

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
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
9件

（H32年度）
毎年10件の指定を目指す

③

「八尾ものづく
りネット」
年間アクセス
件数（件）

270,000 448,186 466,000

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、アクセス件数が増
加することが、認知度向上
に寄与すると考えるため。

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

（H26年度）
448,186件

（H32年度）
毎年3千件の増加をめざす
44.8万件＋3千件×6年＝46.6万件

34
地域に根ざし、
貢献する商業
の育成と振興

①

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） 24.0 27

地域住民の来街者数の維持
が、事業者の事業機会（商
業の活性化）につながるた
め。

商業集積を維持します。 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

（H26年度）
24.0％

（H32年度）
27％をめざす

②

活性化ビジョン・
プランを策定
している商業
団体数（団体）

－ 2 10

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

（H26年度）
2団体

（H32年度）
1年に1団体以上の増加をめざす

③

八尾あきんど
On-Do ネット
年間アクセス
件数（件）

320,801 479,198 520,000

地域の商店情報の閲覧回数
が増えることが、経済活動、
地域貢献活動に寄与すると
考えるため。

より多くの市民が、地域の
商店情報を閲覧している状
態をめざします。

八尾あきんど On-Do ネット年間アクセス件数（件）
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
479,198件

（H32年度）
平成26年度実績から約10％（52万件）
の増加をめざす

35
味力を
うみだす
農業の振興

① 耕地面積（ha） 460 431 431
農地の減少抑制は、農業振
興・景観・環境の観点から
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：「近畿農林水産統計年報」

（H26年度）
431ha

（H32年度）
減少させないこと（431ha）をめざす

②
農用地利用集積
計画の作成件数

（件）
－ 5 10

遊休農地の解消は、農地お
よび環境の保全に必要と考
えられるため。

遊休農地を解消することに
より、農地および環境の保
全を図ります。

農用地利用集積計画の作成件数（件）
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
5件

（H32年度）
10件の作成をめざす

③
農業経営改善計
画認定農業者数

（国版）（人）
30 29 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。

農業経営基盤強化促進基本構想に基づき農業経営改善計画
（5年後の経営目標）の認定をしたもの（年度末の認定農業
者数）
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
29人

（H32年度）
過去の実績より10年間で6人の増加を
めざす（H21年度比）



171

参
考
資
料

参考資料

（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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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） 47.0 60

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6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。

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の産業振興について、
どのように思われますか。
①重要　②どちらかといえば重要である
③あまり重要ではない

（H26年度）
①47.0％

（H32年度）
60％をめざす

②
八尾市
産業振興会議の
提言実現率（％）

92.6 94.2 100

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

（H26年度）
130施策/138提言×100＝
94.2％

（H32年度）
100％実現をめざす

③ 昼間人口指数
（％）

95.0
（H17）

95.7
（H22） 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」

（H22年度）
259,814人/271,460人×100
＝95.7％

（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
センター相談等
対応件数（件）

1,090 1,182 1,320

中小企業サポートセンター
で、より多くの相談等に対
応することが、市内中小企
業の支援に繋がると考える
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。

中小企業サポートセンターの相談等対応件数
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
1,182件

（H32年度）
4 ～ 6月：140件 / 月
7 ～ 3月：100件 / 月
140件×３ヶ月＋100件×９ヶ月＝
1,320件

②
立地制度活用に
よる工場立地
件数（件）

6 9 10

制度活用によって企業の立
地を後押しすることによ
り、企業の市外への流出の
防止と市内への流入が促進
されると考えられるため。

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
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
9件

（H32年度）
毎年10件の指定を目指す

③

「八尾ものづく
りネット」
年間アクセス
件数（件）

270,000 448,186 466,000

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、アクセス件数が増
加することが、認知度向上
に寄与すると考えるため。

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

（H26年度）
448,186件

（H32年度）
毎年3千件の増加をめざす
44.8万件＋3千件×6年＝46.6万件

34
地域に根ざし、
貢献する商業
の育成と振興

①

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） 24.0 27

地域住民の来街者数の維持
が、事業者の事業機会（商
業の活性化）につながるた
め。

商業集積を維持します。 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

（H26年度）
24.0％

（H32年度）
27％をめざす

②

活性化ビジョン・
プランを策定
している商業
団体数（団体）

－ 2 10

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

（H26年度）
2団体

（H32年度）
1年に1団体以上の増加をめざす

③

八尾あきんど
On-Do ネット
年間アクセス
件数（件）

320,801 479,198 520,000

地域の商店情報の閲覧回数
が増えることが、経済活動、
地域貢献活動に寄与すると
考えるため。

より多くの市民が、地域の
商店情報を閲覧している状
態をめざします。

八尾あきんど On-Do ネット年間アクセス件数（件）
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
479,198件

（H32年度）
平成26年度実績から約10％（52万件）
の増加をめざす

35
味力を
うみだす
農業の振興

① 耕地面積（ha） 460 431 431
農地の減少抑制は、農業振
興・景観・環境の観点から
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：「近畿農林水産統計年報」

（H26年度）
431ha

（H32年度）
減少させないこと（431ha）をめざす

②
農用地利用集積
計画の作成件数

（件）
－ 5 10

遊休農地の解消は、農地お
よび環境の保全に必要と考
えられるため。

遊休農地を解消することに
より、農地および環境の保
全を図ります。

農用地利用集積計画の作成件数（件）
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
5件

（H32年度）
10件の作成をめざす

③
農業経営改善計
画認定農業者数

（国版）（人）
30 29 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。

農業経営基盤強化促進基本構想に基づき農業経営改善計画
（5年後の経営目標）の認定をしたもの（年度末の認定農業
者数）
出所：産業政策課調べ

（H26年度）
29人

（H32年度）
過去の実績より10年間で6人の増加を
めざす（H21年度比）
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施策 指標（単位）
現状値 めざす値
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（2009）
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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
就労達成の割合

（％）

28.0 26.5 40

第2次八尾市地域就労支援
基本計画に基づく就労職困
難者等への支援が成果をあ
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支援
が効果的に就労につながっ
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：労働支援課（産業政策課）調べ

（H26年度）
50人/（139人＋50人）×100
＝26.5％

（H32年度）
H21年度の実績が28.0％であり、年間
1％程度上昇させることで、H32年度
に40％の達成率をめざす

②

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 17.3 20

一般求職者の就労環境をあ
らわすため。

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

（H26年度）
2,270件 /13,110件×100
＝17.3％

（H32年度）
H21年度の実績が8.7％であり、年間1
％程度上昇させることで、H32年度に
20％をめざす

③

職業紹介件数
（件）
（会社説明会・
就職面接会参加
者＋個別紹介件
数）

－ 224 500

無料職業紹介事業による就
労困難者等を含む求職者へ
の支援と、市内事業所への
人材確保支援の成果をあら
わすため。

就労困難者等を含む求職者
と、市内求人事業所とのマ
ッチングにより雇用が実現
されることをめざします。

紹介件数（件）
（会社説明会・就職面接会において各事業所のブースを訪問
した参加者数＋個別職業紹介件数）

（H26年度）
224件

（H32年度）
毎月約42件×12 ヵ月≒500件をめざ
す

37

土地の
有効利用と
都市景観の
保全

①

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（％）

24.9
（H22） 27.4 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。

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

（H26年度）
①4.4％＋
②23.0％
＝27.4％

（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％を超えることはないと考え、
めざす姿を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） 42.5 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。

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

（H26年度）
①12.0％＋
②30.5％
＝42.5％

（H32年度）
平成22年度における市民アンケートの
結果から、10年間で約5％伸びる計画
とした
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） 25.9 29

めざす暮らしの姿（利便性・
安全性の向上、まちの賑わ
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。

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

（H26年度）
①4.3％＋
②21.6％
＝25.9％

（H32年度）
平成22年度における市民アンケートの
結果から、10年間で約5％伸びる計画
とした
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 54.59 55.4

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
出所：都市基盤整備課（都市整備課）調べ

（H26年度）
43.45km/79.59km ×100
＝54.59％

（H32年度）
都市計画道路久宝寺線とＪＲ八尾駅前
線の整備をめざす

② 都市計画道路の
整備済延長（km） 44.95 43.45 44.11

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79.59Km の計画をめざ
します。

都市計画道路の整備済延長
出所：都市基盤整備課（都市整備課）調べ

（H26年度）
43.45km

（H32年度）
都市計画道路久宝寺線とＪＲ八尾駅前
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） 22.8 26

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。

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

（H26年度）
①3.3％＋
②19.5％
＝22.8％

（H32年度）
市民の1/4以上の人が満足している状
況（26％）をめざす

②

駅前バリア
フリー

（特定経路）
整備率（％）

－ 69.7 90

交通バリアフリー基本構想
（地区構想）を策定した鉄
道駅（市内7駅）の周辺に
おいて実施する道路特定事
業計画の整備状況が、駅前
周辺におけるバリアフリー
化された歩道の整備状況を
あらわすため。

すべての市民が安全で快適
に移動できるバリアフリー
化された歩道の整備率が増
加している状況をめざしま
す。

駅前バリアフリー（特定経路）整備率
＝整備延長 / 特定経路（延長）
※1日あたりの乗降客が5,000人以上の特定旅客施設を中
心とした、半径500m ～ 1km の範囲（重点地域）における、
駅と周辺公共施設、集客施設等の周辺、並びにそれらを連
絡する道路（特定経路）における歩道の整備率。
※7駅（近鉄久宝寺口駅、近鉄恩智駅、ＪＲ志紀駅、
近鉄八尾駅、ＪＲ八尾駅、近鉄山本駅、近鉄高安駅）

（H26年度）
69.7％

（H32年度）
国が掲げる「移動等円滑化の促進に関
する基本方針」で定める整備目標（90
％完了）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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

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
就労達成の割合

（％）

28.0 26.5 40

第2次八尾市地域就労支援
基本計画に基づく就労職困
難者等への支援が成果をあ
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支援
が効果的に就労につながっ
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：労働支援課（産業政策課）調べ

（H26年度）
50人/（139人＋50人）×100
＝26.5％

（H32年度）
H21年度の実績が28.0％であり、年間
1％程度上昇させることで、H32年度
に40％の達成率をめざす

②

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 17.3 20

一般求職者の就労環境をあ
らわすため。

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

（H26年度）
2,270件 /13,110件×100
＝17.3％

（H32年度）
H21年度の実績が8.7％であり、年間1
％程度上昇させることで、H32年度に
20％をめざす

③

職業紹介件数
（件）
（会社説明会・
就職面接会参加
者＋個別紹介件
数）

－ 224 500

無料職業紹介事業による就
労困難者等を含む求職者へ
の支援と、市内事業所への
人材確保支援の成果をあら
わすため。

就労困難者等を含む求職者
と、市内求人事業所とのマ
ッチングにより雇用が実現
されることをめざします。

紹介件数（件）
（会社説明会・就職面接会において各事業所のブースを訪問
した参加者数＋個別職業紹介件数）

（H26年度）
224件

（H32年度）
毎月約42件×12 ヵ月≒500件をめざ
す

37

土地の
有効利用と
都市景観の
保全

①

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（％）

24.9
（H22） 27.4 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。

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

（H26年度）
①4.4％＋
②23.0％
＝27.4％

（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％を超えることはないと考え、
めざす姿を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） 42.5 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。

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

（H26年度）
①12.0％＋
②30.5％
＝42.5％

（H32年度）
平成22年度における市民アンケートの
結果から、10年間で約5％伸びる計画
とした
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） 25.9 29

めざす暮らしの姿（利便性・
安全性の向上、まちの賑わ
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。

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

（H26年度）
①4.3％＋
②21.6％
＝25.9％

（H32年度）
平成22年度における市民アンケートの
結果から、10年間で約5％伸びる計画
とした
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 54.59 55.4

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
出所：都市基盤整備課（都市整備課）調べ

（H26年度）
43.45km/79.59km ×100
＝54.59％

（H32年度）
都市計画道路久宝寺線とＪＲ八尾駅前
線の整備をめざす

② 都市計画道路の
整備済延長（km） 44.95 43.45 44.11

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79.59Km の計画をめざ
します。

都市計画道路の整備済延長
出所：都市基盤整備課（都市整備課）調べ

（H26年度）
43.45km

（H32年度）
都市計画道路久宝寺線とＪＲ八尾駅前
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） 22.8 26

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。

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

（H26年度）
①3.3％＋
②19.5％
＝22.8％

（H32年度）
市民の1/4以上の人が満足している状
況（26％）をめざす

②

駅前バリア
フリー

（特定経路）
整備率（％）

－ 69.7 90

交通バリアフリー基本構想
（地区構想）を策定した鉄
道駅（市内7駅）の周辺に
おいて実施する道路特定事
業計画の整備状況が、駅前
周辺におけるバリアフリー
化された歩道の整備状況を
あらわすため。

すべての市民が安全で快適
に移動できるバリアフリー
化された歩道の整備率が増
加している状況をめざしま
す。

駅前バリアフリー（特定経路）整備率
＝整備延長 / 特定経路（延長）
※1日あたりの乗降客が5,000人以上の特定旅客施設を中
心とした、半径500m ～ 1km の範囲（重点地域）における、
駅と周辺公共施設、集客施設等の周辺、並びにそれらを連
絡する道路（特定経路）における歩道の整備率。
※7駅（近鉄久宝寺口駅、近鉄恩智駅、ＪＲ志紀駅、
近鉄八尾駅、ＪＲ八尾駅、近鉄山本駅、近鉄高安駅）

（H26年度）
69.7％

（H32年度）
国が掲げる「移動等円滑化の促進に関
する基本方針」で定める整備目標（90
％完了）をめざす
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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（㎡） 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

（H26年度）
726,000㎡ /269,068人
＝2.6982㎡≒2.70㎡

（H32年度）
H12年から H21年の増加率を維持する
ことをめざす

（704,100 ㎡ ＋ 51,000 ㎡ × 11 年 /10
年）/272,024人＝2.79㎡

② 緑化園芸教室
受講者数（人） 1,128 1,336 1,400

受講者が増えていくことに
より、緑化への関心が深ま
るため。

受講者を増やすことをめざ
します。

緑化園芸教室受講者数
＝緑化園芸教室の受講者延べ人数
出所：みどり課調べ

（H26年度）
1,336人（12教室）

（H32年度）
H26年の実績を超えることをめざす

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） 63.3 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。

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

（H26年度）
①26.9％＋
②36.4％
＝63.3％

（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

（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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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） 19.1 92

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。

多くの人が何らかの行動を
起こしていることを目標と
します。

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（ご
みの分別、買い物袋の持参、節水など）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

（H26年度）
①19.1％

（H32年度）
H27の市民意識調査における「①行っ
ている」の回答割合の実績値（86.7％）
を約87％とし、5年間で5％の増加を
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（％）

－ 40.7 67

新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。

平 成 37 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

（H26年度）
40.7％

（H32年度）
H22を「0％」とし、H37を「100％」
とした間の該当年度の値
100％×10年 /15年＝66.7％≒67％

③ 環境基準適合率
（大気環境）（％） 98.2 99.7 100

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

（H26年度）
99.7％

（H32年度）
毎年度100％をめざす
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H26
（2014）

H32
（2020）

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（㎡） 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

（H26年度）
726,000㎡ /269,068人
＝2.6982㎡≒2.70㎡

（H32年度）
H12年から H21年の増加率を維持する
ことをめざす

（704,100 ㎡ ＋ 51,000 ㎡ × 11 年 /10
年）/272,024人＝2.79㎡

② 緑化園芸教室
受講者数（人） 1,128 1,336 1,400

受講者が増えていくことに
より、緑化への関心が深ま
るため。

受講者を増やすことをめざ
します。

緑化園芸教室受講者数
＝緑化園芸教室の受講者延べ人数
出所：みどり課調べ

（H26年度）
1,336人（12教室）

（H32年度）
H26年の実績を超えることをめざす

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） 63.3 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。

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

（H26年度）
①26.9％＋
②36.4％
＝63.3％

（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

（5）環境を意識した暮らしやすい八尾
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策
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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） 19.1 92

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。

多くの人が何らかの行動を
起こしていることを目標と
します。

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（ご
みの分別、買い物袋の持参、節水など）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

（H26年度）
①19.1％

（H32年度）
H27の市民意識調査における「①行っ
ている」の回答割合の実績値（86.7％）
を約87％とし、5年間で5％の増加を
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（％）

－ 40.7 67

新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。

平 成 37 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

（H26年度）
40.7％

（H32年度）
H22を「0％」とし、H37を「100％」
とした間の該当年度の値
100％×10年 /15年＝66.7％≒67％

③ 環境基準適合率
（大気環境）（％） 98.2 99.7 100

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

（H26年度）
99.7％

（H32年度）
毎年度100％をめざす
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

44 きれいなまち
八尾の実現

①

公共の場所で
ごみやたばこの
ポイ捨てなどを
しないように
心がけている
市民の割合（％）

－ 71.7
（H27） 80

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。

多くの人が環境を意識する
ようになることをめざしま
す。

市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．あなたは、日頃の生活において、道路・公園・駅前
等の公共の場所で、ごみやたばこのポイ捨て、ペットの
フンの放置などをしないように心がけていますか。
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

（H27年度）
①71.7％

（H32年度）
H27の市民意識調査における実績値を
踏まえ80％をめざす

② 地域一斉清掃
実施回数（回） 352 518 550

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団体による実施回数の合計
出所：環境保全課調べ

（H26年度）
518回

（H32年度）
550回をめざす

③

1時間当たりの
条例違反者の
現認数（早朝
の時間帯含む）

（人）

－ 3.53 3

路上喫煙のマナー向上が進
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。

地域とともに路上喫煙マ
ナー啓発活動を推進するこ
とにより、条例違反者の減
少をめざします。

路上喫煙啓発指導員が現認した条例違反者数 / 路上喫煙啓
発指導員が啓発指導業務に従事した時間数
出所：環境保全課

（H26年度）
3.53人

（H32年度）
3人をめざす

45 地球温暖化
対策の推進

①
市域の
温室効果ガス排
出量（万 t-CO2）

150.5
（H19）

151
（H24） 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

（H24年度）
151万 t-CO2

（H32年度）
H2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
行動をとるよう
心がけている
市民の割合（％）

61.8
（H22） 74.9 100

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。

平 成 32 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。

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（省エネ・節電など）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

（H26年度）
①20.8％＋
②54.1％
＝74.9％

（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 21,166 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
が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

（H26年度）
21,166t-CO2

（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
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）
845 778.7 680

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」

（H26年度）
76,472t/269,068人/365日×
1,000,000＝778.7g/ 日

（H32年度）
H22実績値比18％の減少をめざす
830.2g/ 日×82％＝680.8g/ 日≒
680g/ 日

② 廃棄物の資源化
率（％） 16.1 14.8 18

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」

（H26年度）
12,694t/（76,472t＋9,343t）
×100＝14.8％

（H32年度）
H26見込み値（15.5％）から毎年0.5
％の増加をめざす
15.5％＋0.5％×5年＝18.0％

③
事業系一般
廃棄物の排出量

（t）
22,908 19,676 18,700

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」

（H26年度）
19,676t

（H32年度）
H27見込み値（当初予算数値）比10％
の減少をめざす
20,756t ×90％＝18,680.4t ≒18,700t
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

44 きれいなまち
八尾の実現

①

公共の場所で
ごみやたばこの
ポイ捨てなどを
しないように
心がけている
市民の割合（％）

－ 71.7
（H27） 80

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。

多くの人が環境を意識する
ようになることをめざしま
す。

市民意識調査での①の回答割合

Ｑ．あなたは、日頃の生活において、道路・公園・駅前
等の公共の場所で、ごみやたばこのポイ捨て、ペットの
フンの放置などをしないように心がけていますか。
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

（H27年度）
①71.7％

（H32年度）
H27の市民意識調査における実績値を
踏まえ80％をめざす

② 地域一斉清掃
実施回数（回） 352 518 550

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団体による実施回数の合計
出所：環境保全課調べ

（H26年度）
518回

（H32年度）
550回をめざす

③

1時間当たりの
条例違反者の
現認数（早朝
の時間帯含む）

（人）

－ 3.53 3

路上喫煙のマナー向上が進
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。

地域とともに路上喫煙マ
ナー啓発活動を推進するこ
とにより、条例違反者の減
少をめざします。

路上喫煙啓発指導員が現認した条例違反者数 / 路上喫煙啓
発指導員が啓発指導業務に従事した時間数
出所：環境保全課

（H26年度）
3.53人

（H32年度）
3人をめざす

45 地球温暖化
対策の推進

①
市域の
温室効果ガス排
出量（万 t-CO2）

150.5
（H19）

151
（H24） 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

（H24年度）
151万 t-CO2

（H32年度）
H2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
行動をとるよう
心がけている
市民の割合（％）

61.8
（H22） 74.9 100

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。

平 成 32 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。

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（省エネ・節電など）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

（H26年度）
①20.8％＋
②54.1％
＝74.9％

（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 21,166 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
が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

（H26年度）
21,166t-CO2

（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
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）
845 778.7 680

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」

（H26年度）
76,472t/269,068人/365日×
1,000,000＝778.7g/ 日

（H32年度）
H22実績値比18％の減少をめざす
830.2g/ 日×82％＝680.8g/ 日≒
680g/ 日

② 廃棄物の資源化
率（％） 16.1 14.8 18

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」

（H26年度）
12,694t/（76,472t＋9,343t）
×100＝14.8％

（H32年度）
H26見込み値（15.5％）から毎年0.5
％の増加をめざす
15.5％＋0.5％×5年＝18.0％

③
事業系一般
廃棄物の排出量

（t）
22,908 19,676 18,700

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」

（H26年度）
19,676t

（H32年度）
H27見込み値（当初予算数値）比10％
の減少をめざす
20,756t ×90％＝18,680.4t ≒18,700t
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47

治水対策と
環境を
意識した
水環境の形成

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）

71.3
（27.4）

76.4
（29.4）

寝屋川流域水害対策計画
（平成45年（2033年）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

貯留量達成率＝貯留量 / 目標貯留量（38.5万 t）×100
出所：土木管財課（土木総務課）調べ

（H26年度）
27.4万 t/38.5万 t ×100
＝71.3％

（H32年度）
毎年0.33万 t 強の貯留をめざす
27.4万 t ＋2万 t（H27 ～ H32の6 ヵ年）
＝29.4万 t
29.4万 t/38.5万 t ×100＝76.4％

48 上水道の安定
供給

① 管路耐震化率
（％） 10.1 19.2 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

（H26年度）
101.9km/530.5km ×100
＝19.2％

（H32年度）
141.6km/529.2km ×100≒26.8％

② 配水池耐震施設
率（％） 33.2 46.5 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」

（H26年度）
38,000㎥ /81,700㎥×100
＝46.5％

（H32年度）
61,000㎥ /86,787㎥×100
≒70.2％

③ 経常収益対経常
費用比率（％） 103.2 114.2 109

経常収益対経常費用比率
は、収益性の分析において
最も重要な指標である。安
定した事業経営を持続する
ため、料金算定期間内で
100％を上回ることは必要
不可欠である。また、すべ
ての水道事業体で適用でき
る指標であり、比較を行う
上でも有効である。

効率的な経営による費用の
抑制と、収益確保により、
安定した事業経営の継続が
可能な状況をめざします。

経常収益対経常費用比率
＝経常収益 / 経常費用×100
出所：「日本水道協会水道事業ガイドライン準拠」

（H26年度）
6,127,688,754円 /
5,363,771,425円×100
＝114.2％

（H32年度）
5,815,548,000円/5,335,365,000円×
100＝109.0％

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 91.3 100
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：下水道整備課調べ

（H26年度）
245,660人/269,068人×100
＝91.3％

（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 89.7 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：下水道管理課調べ

（H26年度）
69,428戸 /77,374戸×100
＝89.7％

（H32年度）
過去の伸び率を考慮して設定
92％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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

47

治水対策と
環境を
意識した
水環境の形成

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）

71.3
（27.4）

76.4
（29.4）

寝屋川流域水害対策計画
（平成45年（2033年）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

貯留量達成率＝貯留量 / 目標貯留量（38.5万 t）×100
出所：土木管財課（土木総務課）調べ

（H26年度）
27.4万 t/38.5万 t ×100
＝71.3％

（H32年度）
毎年0.33万 t 強の貯留をめざす
27.4万 t ＋2万 t（H27 ～ H32の6 ヵ年）
＝29.4万 t
29.4万 t/38.5万 t ×100＝76.4％

48 上水道の安定
供給

① 管路耐震化率
（％） 10.1 19.2 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

（H26年度）
101.9km/530.5km ×100
＝19.2％

（H32年度）
141.6km/529.2km ×100≒26.8％

② 配水池耐震施設
率（％） 33.2 46.5 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」

（H26年度）
38,000㎥ /81,700㎥×100
＝46.5％

（H32年度）
61,000㎥ /86,787㎥×100
≒70.2％

③ 経常収益対経常
費用比率（％） 103.2 114.2 109

経常収益対経常費用比率
は、収益性の分析において
最も重要な指標である。安
定した事業経営を持続する
ため、料金算定期間内で
100％を上回ることは必要
不可欠である。また、すべ
ての水道事業体で適用でき
る指標であり、比較を行う
上でも有効である。

効率的な経営による費用の
抑制と、収益確保により、
安定した事業経営の継続が
可能な状況をめざします。

経常収益対経常費用比率
＝経常収益 / 経常費用×100
出所：「日本水道協会水道事業ガイドライン準拠」

（H26年度）
6,127,688,754円 /
5,363,771,425円×100
＝114.2％

（H32年度）
5,815,548,000円/5,335,365,000円×
100＝109.0％

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 91.3 100
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：下水道整備課調べ

（H26年度）
245,660人/269,068人×100
＝91.3％

（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 89.7 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：下水道管理課調べ

（H26年度）
69,428戸 /77,374戸×100
＝89.7％

（H32年度）
過去の伸び率を考慮して設定
92％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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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

人権主担者研修
の内容がよかっ
たと思う職員の
割合（％）

－ 68.0 100

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、人権主担者研修の充実
をめざします。

人権主担者研修を受講した職員のうち、研修内容について
「よかった」と回答した職員の割合
出所：人権政策課調べ

（H26年度）
68.0％

（H32年度）
H27年度計画値（75％）より、年間5
％の増加をめざす
75％＋5％×5年＝100％

②
市役所の
職場人権研修
への参加率（％）

22.1
（H22） 26.7 35

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を受講した職員の割合
出所：人権政策課調べ

（H26年度）
26.7％

（H32年度）
H27年度計画値（27.5％）
職員が3年に1回は職場人権研修に参加
している状態をめざし、年間1.5％の増
加をめざす
27.5％＋1.5％×5年＝35％

51

人権意識の
高揚と差別の
ない社会の
推進

①
人権啓発事業の
新規参加者の
割合（％）

－ 34.4 40

市民の人権意識の高揚の状
況をあらわすため。

人権啓発事業へはじめて参
加する市民の割合の増加を
めざします。

人権啓発事業（人権政策係所管）へはじめて参加した市民
の割合
出所：人権政策課調べ

Ｑ．今までに「人権啓発セミナー」に参加されたことが
ありますか。
①はじめて参加した
②参加したことがある（２回　３回　４回以上）

（H26年度）
①34.4％

（H32年度）
H27年度計画値（35％）より、年間1
％の増加をめざす
35％＋1％×5年＝40％

② 人権啓発事業の
参加者数（人） 1,268 1,453 1,600

市民の人権意識の高揚の状
況をあらわすため。

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

（H26年度）
1,453人

（H32年度）
H27年度計画値（1,470人）から年間
25人の増加をめざす
1,470 人 ＋ 25 人 × 5 年 ＝ 1,595 人 ≒
1,600人

52 多文化共生の
推進

①
市役所の通訳
配置延べ日数

（日）
320 463 470

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延べ日数
出所：市民ふれあい課調べ

（H26年度）
463日

（H32年度）
現状と同じ水準（463日）をめざす

② 外国人市民相談
事業件数（件） 667 939 1,000

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。

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

（H26年度）
中国語、韓国・朝鮮語82件＋
ベトナム語857件＝939件

（H32年度）
相談事業の PR・周知により、相談件数
の増加をめざす

③

八尾市ホーム
ページの外国語
ページ（5言語）
の年間アクセス
数（件）

32,036
（H23） 39,026 40,000

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。

八尾市ホームページの外国語ページ（5言語）の年間アク
セス数
出所：市政情報課調べ

（H26年度）
39,026件

（H32年度）
ＰＲ周知により、年間40,000件のアク
セス件数をめざす

53 平和意識の
向上

①
非核・平和啓発
事業の参加者数

（人）
3,863 4,270 4,300

年度ごとの非核・平和事業
の成果をあらわすため。

幅広い世代を対象とした非
核・平和啓発事業の実施に
より、市民の平和意識の高
揚を図ります。

非核・平和啓発事業の参加者数（単年度実績数）
出所：文化国際課調べ

（H26年度）
4,270件

（H32年度）
年間4,300人以上の参加者数の維持を
めざす

②

平和な社会が
大切だと感じて
いる市民の割合

（％）

－ 97.9
（H27） 100

啓発事業を推進すること
は、平和に対する意識を高
めることにつながるため。

平和な社会が大切だと感じ
ている市民の割合の増加を
めざします。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、平和な社会が大切だと思いますか。
①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わない

（H27年度）
①92.7％＋
②5.2％
＝97.9％

（H32年度）
啓発事業を効果的に行い、平和な社会
が大切だと感じている市民の割合の増
加をめざす

54
地域のまちづ
くり支援・地
域拠点の充実

①

校区まちづくり
協議会が情報を
ＷＥＢ発信して
いる割合（％）

－ 21 60

現在、紙媒体での情報発信
が主流だが、インターネッ
ト上で地域の活動状況を、
文字や画像、動画などを駆
使して公開・配布すること
で、WEB 環境にある人な
ら、いつでもだれでも地域
のまちづくりの情報を掴む
ことができるため。

校区まちづくり協議会の情
報が広く情報発信されてい
る姿をめざします。

校区まちづくり協議会が情報をＷＥＢ発信している割合
（％）＝ WEB 発信している校区数÷全校区数（28校区）×
100

（H26年度）
6校区÷28校区≒21％

（H32年度）
6割の校区での WEB 発信をめざす

②

第2期「わがま
ち推進計画」を
策定している校
区の割合（％）

－ 0 100

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。

市内全域で第2期「わがま
ち推進計画」が策定されて
いることをめざします。

第2期「わがまち推進計画」を策定している校区の割合
＝第2期「わがまち推進計画」を策定した校区数÷全校区
数（28校区）×100

（H26年度）
H26年度は第1期の「わがま
ち推進計画」が全校区（100％）
策定済みで、第2期分は策定
時期でなく0％。

（H32年度）
全校区策定（100％）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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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

人権主担者研修
の内容がよかっ
たと思う職員の
割合（％）

－ 68.0 100

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、人権主担者研修の充実
をめざします。

人権主担者研修を受講した職員のうち、研修内容について
「よかった」と回答した職員の割合
出所：人権政策課調べ

（H26年度）
68.0％

（H32年度）
H27年度計画値（75％）より、年間5
％の増加をめざす
75％＋5％×5年＝100％

②
市役所の
職場人権研修
への参加率（％）

22.1
（H22） 26.7 35

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を受講した職員の割合
出所：人権政策課調べ

（H26年度）
26.7％

（H32年度）
H27年度計画値（27.5％）
職員が3年に1回は職場人権研修に参加
している状態をめざし、年間1.5％の増
加をめざす
27.5％＋1.5％×5年＝35％

51

人権意識の
高揚と差別の
ない社会の
推進

①
人権啓発事業の
新規参加者の
割合（％）

－ 34.4 40

市民の人権意識の高揚の状
況をあらわすため。

人権啓発事業へはじめて参
加する市民の割合の増加を
めざします。

人権啓発事業（人権政策係所管）へはじめて参加した市民
の割合
出所：人権政策課調べ

Ｑ．今までに「人権啓発セミナー」に参加されたことが
ありますか。
①はじめて参加した
②参加したことがある（２回　３回　４回以上）

（H26年度）
①34.4％

（H32年度）
H27年度計画値（35％）より、年間1
％の増加をめざす
35％＋1％×5年＝40％

② 人権啓発事業の
参加者数（人） 1,268 1,453 1,600

市民の人権意識の高揚の状
況をあらわすため。

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

（H26年度）
1,453人

（H32年度）
H27年度計画値（1,470人）から年間
25人の増加をめざす
1,470 人 ＋ 25 人 × 5 年 ＝ 1,595 人 ≒
1,600人

52 多文化共生の
推進

①
市役所の通訳
配置延べ日数

（日）
320 463 470

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延べ日数
出所：市民ふれあい課調べ

（H26年度）
463日

（H32年度）
現状と同じ水準（463日）をめざす

② 外国人市民相談
事業件数（件） 667 939 1,000

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。

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

（H26年度）
中国語、韓国・朝鮮語82件＋
ベトナム語857件＝939件

（H32年度）
相談事業の PR・周知により、相談件数
の増加をめざす

③

八尾市ホーム
ページの外国語
ページ（5言語）
の年間アクセス
数（件）

32,036
（H23） 39,026 40,000

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。

八尾市ホームページの外国語ページ（5言語）の年間アク
セス数
出所：市政情報課調べ

（H26年度）
39,026件

（H32年度）
ＰＲ周知により、年間40,000件のアク
セス件数をめざす

53 平和意識の
向上

①
非核・平和啓発
事業の参加者数

（人）
3,863 4,270 4,300

年度ごとの非核・平和事業
の成果をあらわすため。

幅広い世代を対象とした非
核・平和啓発事業の実施に
より、市民の平和意識の高
揚を図ります。

非核・平和啓発事業の参加者数（単年度実績数）
出所：文化国際課調べ

（H26年度）
4,270件

（H32年度）
年間4,300人以上の参加者数の維持を
めざす

②

平和な社会が
大切だと感じて
いる市民の割合

（％）

－ 97.9
（H27） 100

啓発事業を推進すること
は、平和に対する意識を高
めることにつながるため。

平和な社会が大切だと感じ
ている市民の割合の増加を
めざします。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、平和な社会が大切だと思いますか。
①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わない

（H27年度）
①92.7％＋
②5.2％
＝97.9％

（H32年度）
啓発事業を効果的に行い、平和な社会
が大切だと感じている市民の割合の増
加をめざす

54
地域のまちづ
くり支援・地
域拠点の充実

①

校区まちづくり
協議会が情報を
ＷＥＢ発信して
いる割合（％）

－ 21 60

現在、紙媒体での情報発信
が主流だが、インターネッ
ト上で地域の活動状況を、
文字や画像、動画などを駆
使して公開・配布すること
で、WEB 環境にある人な
ら、いつでもだれでも地域
のまちづくりの情報を掴む
ことができるため。

校区まちづくり協議会の情
報が広く情報発信されてい
る姿をめざします。

校区まちづくり協議会が情報をＷＥＢ発信している割合
（％）＝ WEB 発信している校区数÷全校区数（28校区）×
100

（H26年度）
6校区÷28校区≒21％

（H32年度）
6割の校区での WEB 発信をめざす

②

第2期「わがま
ち推進計画」を
策定している校
区の割合（％）

－ 0 100

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。

市内全域で第2期「わがま
ち推進計画」が策定されて
いることをめざします。

第2期「わがまち推進計画」を策定している校区の割合
＝第2期「わがまち推進計画」を策定した校区数÷全校区
数（28校区）×100

（H26年度）
H26年度は第1期の「わがま
ち推進計画」が全校区（100％）
策定済みで、第2期分は策定
時期でなく0％。

（H32年度）
全校区策定（100％）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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

H32
（2020）

55
市民の
社会貢献活動
の促進

①
市民活動団体と
協働した行政の
事業数（事業）

115 259 280

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：市民ふれあい課調べ

（H26年度）
委託事業 118 ＋共済事業 16
＋後援事業125
＝259事業

（H32年度）
H28年度260事業とし、毎年5事業増
をめざす

②

地域活動や市民
活動に参加経験
もしくは意向の
ある市民の割合

（％）

－ 55.1
（H27） 60

市民が行うさまざまな公益
的活動への市民の参加の活
発さをあらわすため。

市民が行うさまざまな公益
的な活動へ参加する市民の
割合が増加している状況を
めざします。

市民意識調査での①＋②＋③の回答割合

Ｑ．あなたは、地域活動（町会等）や市民活動（福祉や
環境等テーマに沿った活動）への参加についてどのよう
に考えていますか。
①参加した経験がある
②参加した経験はないが、今後積極的に参加したい
③参加した経験はないが、条件があえば参加したい
④参加したいとは思わない

（H27年度）
①32.6％＋
②10.7％＋
③11.8％
＝55.1％

（H32年度）
60％をめざす

56 女性活躍の
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 30.6 40

女性の社会進出の状況をあ
らわすため。

平 成 20 年（2008 年 ） に
おける国の割合は、32.4
％です。平成32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

（H26年度）
424人 /1,384人×100
＝30.6％

（H32年度）
国の目標値（H32年度：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） 27.2 35

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。

性別に関わらず互いに認め
合える差別のない社会が実
現していると思う市民の増
加をめざします。

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

（H26年度）
①4.7％＋
②22.5％
＝27.2％

（H32年度）
H27に30％への回復をめざし、毎年1
％の増加をめざす
30％＋1％×5年＝35％

③
男女共同参画啓
発事業参加者数

（人）
－ 413 500

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
え方を普及させるため。

男女共同参画啓発事業へ参
加する市民の増加をめざし
ます。

男女共同参画啓発事業への参加者数の合計
＝①男女共同参画週間講演会＋②八尾市はつらつフォーラ
ム＋③人権啓発セミナー＋④出前講座
出所：人権政策課調べ

（H26年度）
413人

（H32年度）
H27計画値（450人）から毎年10人の
増加をめざす
450人＋10人×5年＝500人

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） 81.9 90

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な
か、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。

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市内の他の場所で住みつづけたい
③いずれ市外に引越ししたい
④市外に引っ越す予定がある
⑤すでに市外に引っ越した
⑥その他

（H26年度）
①73.1％＋
②8.8％
＝81.9％

（H32年度）
現状でも住み続けたい方が8割強と愛
着度の高い本市であるが、5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、90％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） 66.4 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。

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。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市の行政の取り組みに満足していますか。
①満足　　　　②やや満足
③やや不満　　④不満

（H26年度）
①7.6％＋
②58.8％
＝66.4％

（H32年度）
現状、満足している割合が3人に2人の
割合（66.4％）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） 66.4 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。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市の行政の取り組みに満足していますか。
①満足　　　　②やや満足
③やや不満　　④不満

（H26年度）
①7.6％＋
②58.8％
＝66.4％

（H32年度）
現状、満足している割合が3人に2人の
割合（66.4％）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 39 40

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」
で回答のあった連携の件数
出所：政策推進課調べ

（H26年度）
39件

（H32年度）
現状値の維持をめざす
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（2009）

H26
（2014）

H32
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55
市民の
社会貢献活動
の促進

①
市民活動団体と
協働した行政の
事業数（事業）

115 259 280

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：市民ふれあい課調べ

（H26年度）
委託事業 118 ＋共済事業 16
＋後援事業125
＝259事業

（H32年度）
H28年度260事業とし、毎年5事業増
をめざす

②

地域活動や市民
活動に参加経験
もしくは意向の
ある市民の割合

（％）

－ 55.1
（H27） 60

市民が行うさまざまな公益
的活動への市民の参加の活
発さをあらわすため。

市民が行うさまざまな公益
的な活動へ参加する市民の
割合が増加している状況を
めざします。

市民意識調査での①＋②＋③の回答割合

Ｑ．あなたは、地域活動（町会等）や市民活動（福祉や
環境等テーマに沿った活動）への参加についてどのよう
に考えていますか。
①参加した経験がある
②参加した経験はないが、今後積極的に参加したい
③参加した経験はないが、条件があえば参加したい
④参加したいとは思わない

（H27年度）
①32.6％＋
②10.7％＋
③11.8％
＝55.1％

（H32年度）
60％をめざす

56 女性活躍の
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 30.6 40

女性の社会進出の状況をあ
らわすため。

平 成 20 年（2008 年 ） に
おける国の割合は、32.4
％です。平成32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

（H26年度）
424人 /1,384人×100
＝30.6％

（H32年度）
国の目標値（H32年度：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） 27.2 35

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。

性別に関わらず互いに認め
合える差別のない社会が実
現していると思う市民の増
加をめざします。

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

（H26年度）
①4.7％＋
②22.5％
＝27.2％

（H32年度）
H27に30％への回復をめざし、毎年1
％の増加をめざす
30％＋1％×5年＝35％

③
男女共同参画啓
発事業参加者数

（人）
－ 413 500

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
え方を普及させるため。

男女共同参画啓発事業へ参
加する市民の増加をめざし
ます。

男女共同参画啓発事業への参加者数の合計
＝①男女共同参画週間講演会＋②八尾市はつらつフォーラ
ム＋③人権啓発セミナー＋④出前講座
出所：人権政策課調べ

（H26年度）
413人

（H32年度）
H27計画値（450人）から毎年10人の
増加をめざす
450人＋10人×5年＝500人

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） 81.9 90

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な
か、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。

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市内の他の場所で住みつづけたい
③いずれ市外に引越ししたい
④市外に引っ越す予定がある
⑤すでに市外に引っ越した
⑥その他

（H26年度）
①73.1％＋
②8.8％
＝81.9％

（H32年度）
現状でも住み続けたい方が8割強と愛
着度の高い本市であるが、5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、90％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） 66.4 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。

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。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市の行政の取り組みに満足していますか。
①満足　　　　②やや満足
③やや不満　　④不満

（H26年度）
①7.6％＋
②58.8％
＝66.4％

（H32年度）
現状、満足している割合が3人に2人の
割合（66.4％）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） 66.4 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。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市の行政の取り組みに満足していますか。
①満足　　　　②やや満足
③やや不満　　④不満

（H26年度）
①7.6％＋
②58.8％
＝66.4％

（H32年度）
現状、満足している割合が3人に2人の
割合（66.4％）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 39 40

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」
で回答のあった連携の件数
出所：政策推進課調べ

（H26年度）
39件

（H32年度）
現状値の維持をめざす
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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） 24.1 30

行財政改革が進むことによ
って、行政の取り組みが改
善されている市民の割合が
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。

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

（H26年度）
①3.3％＋
②20.8％
＝24.1％

（H32年度）
H22年度値比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） 66.4 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。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市の行政の取り組みに満足していますか。
①満足　　　　②やや満足
③やや不満　　④不満

（H26年度）
①7.6％＋
②58.8％
＝66.4％

（H32年度）
現状、満足している割合が3人に2人の
割合（66.4％）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

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） 79.3 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。

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　③ FM 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

（H26年度）
①79.3％

（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8％の増
加をめざす
79.3％＋8％＝87.3％≒87％

②

八尾市
ホームページ
アクセス件数

（件）

10,528,988 12,869,488 13,600,000 

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。

八尾市ホームページアクセス件数
＝市ホームページへの年間アクセス件数の総数
出所：市政情報課調べ

（H26年度）
12,869,488件

（H32年度）
現状値より毎年度1％（対前年比）の増
加をめざす

③
市ホームページ
の公開コンテン
ツ数（件）

－ 5,478 6,500

公開コンテンツが充実して
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。

市政情報に関するコンテン
ツが充実し、市政情報の提
供が進んでいる状況をめざ
します。

八尾市ホームページ内におけるコンテンツ総数
出所：市政情報課調べ

（H26年度）
5,478件

（H32年度）
現状値より毎年度3％（対前年比）の増
加をめざす

61 人材の活用と
組織の活性化

①

市役所の各窓口
や電話での職員
の説明がわかり
やすかったと
思う市民の割合

（％）

－ 50.3
（H27） 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。

職員が丁寧にわかりやすく
説明していると感じる市民
の割合が高まっている状態
をめざします。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、市役所の各窓口や電話での職員の説明が
わかりやすかったと思いますか。
①とてもわかりやすかった　②わかりやすかった
③ややわかりにくかった　　④わかりにくかった
⑤どちらともいえない（わからない）

（H27年度）
①10.7％＋
②39.6％
＝50.3％

（H32年度）
現状値比15％の増加をめざす

②

八尾市職員の
管理監督職全体
に占める女性の
割合（％）

29.6 34.5 40

管理監督職全体に占める女
性の割合を高めることが、
新たな発想による政策提案
や行政サービスの実施につ
ながると考えるため。

八尾市職員の管理監督職全
体に占める女性の割合が高
まっている状態をめざしま
す。

八尾市の管理監督職全体に占める女性の割合 （H26年度）
34.5％

（H32年度）
現状値比5.5％の増加をめざす

62 窓口サービス
機能の充実 ①

市役所の各窓口
や電話での職員
の説明がわかり
やすかったと
思う市民の割合

（％）

－ 50.3
（H27） 65

窓口サービス機能の充実の
状況は、職員の応対につい
ての市民の満足度にあらわ
れると考えるため。

職員が丁寧にわかりやすく
説明していると感じる市民
の割合が高まっている状態
をめざします。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、市役所の各窓口や電話での職員の説明が
わかりやすかったと思いますか。
①とてもわかりやすかった　②わかりやすかった
③ややわかりにくかった　　④わかりにくかった
⑤どちらともいえない（わからない）

（H27年度）
①10.7％＋
②39.6％
＝50.3％

現状値比15％の増加をめざす

63
健全かつ
公正な
行財政運営

① 経常収支比率
（％） 97.6 99.8 94

財政構造の弾力性をあらわ
す指標であるため。

平成26年度（2014年度）
の大阪府内の中核市および
特例市の平均（94％）を
めざします。

経常収支比率
＝経常的経費充当一般財源 / 経常一般財源等×100
出所：総務省「地方財政白書」

（H26年度）
55,687,578千円 /
55,789,032千円×100
＝99.8％

（H32年度）
平成26年度（2014年度）の大阪府内
の中核市および特例市の平均（94％）
をめざす

② 連結実質赤字比
率（％） －5.53 －18.37 －19

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：総務省「健全化判断比率等算定方法」

（H26年度）
－1×（9,978,966千円 /
54,299,889千円）×100
＝－18.37％

（H32年度）
平成26年度値比1.0ポイントの改善を
めざす

③ 一般競争入札の
実施率（％） 60.2 96.5 85

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85
％をめざします。

一般競争入札の実施率（工事）
＝一般競争の入札件数 / 全入札件数×100
出所：契約検査課調べ

（H26年度）
302件 /313件×100
＝96.5％

（H32年度）
85％をめざす
170件 /200件×100＝85％
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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 現状値の算出式等 めざす値の考え方H21
（2009）

H26
（2014）

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） 24.1 30

行財政改革が進むことによ
って、行政の取り組みが改
善されている市民の割合が
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。

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

（H26年度）
①3.3％＋
②20.8％
＝24.1％

（H32年度）
H22年度値比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） 66.4 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。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、八尾市の行政の取り組みに満足していますか。
①満足　　　　②やや満足
③やや不満　　④不満

（H26年度）
①7.6％＋
②58.8％
＝66.4％

（H32年度）
現状、満足している割合が3人に2人の
割合（66.4％）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

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） 79.3 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。

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　③ FM 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

（H26年度）
①79.3％

（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8％の増
加をめざす
79.3％＋8％＝87.3％≒87％

②

八尾市
ホームページ
アクセス件数

（件）

10,528,988 12,869,488 13,600,000 

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。

八尾市ホームページアクセス件数
＝市ホームページへの年間アクセス件数の総数
出所：市政情報課調べ

（H26年度）
12,869,488件

（H32年度）
現状値より毎年度1％（対前年比）の増
加をめざす

③
市ホームページ
の公開コンテン
ツ数（件）

－ 5,478 6,500

公開コンテンツが充実して
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。

市政情報に関するコンテン
ツが充実し、市政情報の提
供が進んでいる状況をめざ
します。

八尾市ホームページ内におけるコンテンツ総数
出所：市政情報課調べ

（H26年度）
5,478件

（H32年度）
現状値より毎年度3％（対前年比）の増
加をめざす

61 人材の活用と
組織の活性化

①

市役所の各窓口
や電話での職員
の説明がわかり
やすかったと
思う市民の割合

（％）

－ 50.3
（H27） 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。

職員が丁寧にわかりやすく
説明していると感じる市民
の割合が高まっている状態
をめざします。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、市役所の各窓口や電話での職員の説明が
わかりやすかったと思いますか。
①とてもわかりやすかった　②わかりやすかった
③ややわかりにくかった　　④わかりにくかった
⑤どちらともいえない（わからない）

（H27年度）
①10.7％＋
②39.6％
＝50.3％

（H32年度）
現状値比15％の増加をめざす

②

八尾市職員の
管理監督職全体
に占める女性の
割合（％）

29.6 34.5 40

管理監督職全体に占める女
性の割合を高めることが、
新たな発想による政策提案
や行政サービスの実施につ
ながると考えるため。

八尾市職員の管理監督職全
体に占める女性の割合が高
まっている状態をめざしま
す。

八尾市の管理監督職全体に占める女性の割合 （H26年度）
34.5％

（H32年度）
現状値比5.5％の増加をめざす

62 窓口サービス
機能の充実 ①

市役所の各窓口
や電話での職員
の説明がわかり
やすかったと
思う市民の割合

（％）

－ 50.3
（H27） 65

窓口サービス機能の充実の
状況は、職員の応対につい
ての市民の満足度にあらわ
れると考えるため。

職員が丁寧にわかりやすく
説明していると感じる市民
の割合が高まっている状態
をめざします。

市民意識調査での①＋②の回答割合

Ｑ．あなたは、市役所の各窓口や電話での職員の説明が
わかりやすかったと思いますか。
①とてもわかりやすかった　②わかりやすかった
③ややわかりにくかった　　④わかりにくかった
⑤どちらともいえない（わからない）

（H27年度）
①10.7％＋
②39.6％
＝50.3％

現状値比15％の増加をめざす

63
健全かつ
公正な
行財政運営

① 経常収支比率
（％） 97.6 99.8 94

財政構造の弾力性をあらわ
す指標であるため。

平成26年度（2014年度）
の大阪府内の中核市および
特例市の平均（94％）を
めざします。

経常収支比率
＝経常的経費充当一般財源 / 経常一般財源等×100
出所：総務省「地方財政白書」

（H26年度）
55,687,578千円 /
55,789,032千円×100
＝99.8％

（H32年度）
平成26年度（2014年度）の大阪府内
の中核市および特例市の平均（94％）
をめざす

② 連結実質赤字比
率（％） －5.53 －18.37 －19

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：総務省「健全化判断比率等算定方法」

（H26年度）
－1×（9,978,966千円 /
54,299,889千円）×100
＝－18.37％

（H32年度）
平成26年度値比1.0ポイントの改善を
めざす

③ 一般競争入札の
実施率（％） 60.2 96.5 85

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85
％をめざします。

一般競争入札の実施率（工事）
＝一般競争の入札件数 / 全入札件数×100
出所：契約検査課調べ

（H26年度）
302件 /313件×100
＝96.5％

（H32年度）
85％をめざす
170件 /200件×100＝85％
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参考資料3. 用語説明

「1. 八尾市第5次総合計画の概要と後期基本計画」および「2. 後期基本計画（目標別計画）について」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る。

DV（ドメスティック・
バイオレンス）

“Domestic Violence”の略称で、夫婦や生活の本拠を共にする交際相手といった親密
な人間関係の中で起こる暴力のことで、身体的暴力だけでなく、精神的、性的、経済
的な暴力なども含まれる。

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）が定着している。

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。

ＳＮＳ “Social Networking Service”の略称で、人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュ
ニティ型の Web（ウェブ）サイトのこと。代表的なもので LINE や Facebook などがある。

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つの頭文字よりなる。

【あ】
アドプト
環境美化活動

アドプトとは日本語で「養子縁組」を意味する。八尾市では市民団体、NPO、企業等
の皆さんと行政がパートナーとなり、それぞれのまちをきれいにする活動を行いなが
ら、「わがまち意識」を育む取り組みを進めていくため「YAO アドプト環境美化活動」
を実施している。

【い】
一部事務組合 普通地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために、協議により規約を定

め、構成団体の議会の議決を経て、都道府県が加入するものにあっては総務大臣、そ
の他のものにあっては都道府県知事の許可を得て設ける特別地方公共団体のこと。

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、サービス事業者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、
フォーマルサービス以外のサービスのこと。

【え】
えだまめ 八尾産のえだまめは、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
有数の収穫量を誇る八尾の特産品。

エンパワーメント 自らの意識と能力を高め、家庭や地域、職場など社会のあらゆる分野で、政治的、経
済的、社会的、文化的に力をつけること、およびそうした力を持った主体的な存在と
なり、力を発揮し行動していくことをいう。
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【お】
大阪市・八尾市・
松原市環境施設組合

大阪市、八尾市、松原市の3市で構成し、ごみ処理施設の設置・管理運営に関する事
務および一般廃棄物の焼却処分などの共同処理を行う一部事務組合のこと。

オープン化方式 大型汎用機（メインフレーム）など、メーカーごとに独自の仕様による機材・ソフトウェ
アで構成された汎用系システム等を、標準規格の仕様などにより複数のメーカーの製
品を組み合わせて構成することができるオープンシステムに置き換えること。

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る。

【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。

外国人市民会議 八尾市では、外国人市民の人権を尊重し、多文化共生社会の実現をめざした取り組み
を行っており、この取り組みを進めるために、地域で共に暮らす外国人市民の意見を
市政に反映させることを目的として、平成23年度（2011年度）より、「八尾市外国
人市民会議」を開催している。

「かかりつけ医」・
「かかりつけ歯科医」・
「かかりつけ薬局」

「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。各家庭で月1回は家族の
団らんの場を設け、スポーツや地域行事への参加を通して、家族でコミュニケーショ
ンをとる必要性を考える機会としている。

過料 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰のこと。

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。

【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っている。

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る。

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。

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。

【け】
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。
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【け】�（つづき）
健康コミュニティ 八尾市では、「みんなの健康をみんなで守ることをめざす集団」と定義している。健康

コミュニティが構築されている状態とは、健康づくりに関する活動に地域が主体的か
つ継続的に取り組んでいる状態のこと。

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。

減災 災害時において発生し得る被害を最小化するための取り組み。あらかじめ被害の発生
を想定した上で、その被害を低減させようとするもの。

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】
公共施設
マネジメント

地方公共団体等が保有する公共施設について、今後予測される人口構成などの社会情
勢や財政環境の変化、市民の価値観やニーズの多様化等を踏まえ、総合的に企画・管理・
活用すること。

校区まちづくり
協議会

各小学校区（地域の活動の状況に応じて中学校区）を「地域」の基本単位として、住
民が「わがまち意識」を共有し、地域の未来を考え、みんなの力で地域の特色をいか
して、身近な地域の課題を解決するための組織として、地域に関わる各種団体が参画
してできた組織。
平成22年度（2010年度）から「校区まちづくり協議会設立準備会」としてさまざま
な活動に取り組み、順次「校区まちづくり協議会」へ移行を進められ、平成25年（2013
年）11月末にすべての校区で「校区まちづくり協議会」へと移行された。

校区まちづくり
交付金

八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例に基づき、校区まちづくり協議会が作成
した「わがまち推進計画」をもとに自主的・主体的に取り組まれる地域活動に対する
財政的支援を目的とした交付金のこと。

合計特殊出生率 15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、その年次の年齢別出生
率により、一人の女性が15歳から49歳を経過する間に子どもを生んだと仮定した場
合の出生数のこと。

高機能消防
指令センター

消防署において最新のコンピューターと通信機器を駆使して、119番通報の受信から
その消防活動が終了するまでを、迅速かつ的確に行うためのシステムを運用している。

高度浄水処理水 「凝集沈殿」、「濾
ろ

過
か

」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
りと健康づくりに寄与すること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る。

子ども・子育て関連
3法

「子ども・子育て支援法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推
進に関する法律の一部を改正する法律」、「子ども・子育て支援法および就学前の子ど
もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のこと。
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【こ】�（つづき）
子ども・子育て支援
新制度

子ども・子育てをめぐる現状と課題を踏まえ、「子どもの最善の利益」が実現される社
会にしていくために、「子ども・子育て関連３法 *」に基づき、幼児期の学校教育・保育、
地域の子育て支援について、量の拡充や質の向上を進めていく制度として、平成27年

（2015年）４月よりスタートした制度。

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。
八尾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る。

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。

【さ】
災害時要配慮者 高齢者、障がい者、外国人、妊産婦、乳幼児、人工呼吸器使用者や人工透析患者を含

む難病患者等、大規模な災害発生時に特に配慮を要する人（要配慮者）のこと。

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。

財政健全化判断比率 地方公共団体の財政の健全化を示す「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」の4指標のこと。

さくら基金 市民に長く親しまれ愛されてきた玉串川や長瀬川などの桜は、多くの木に枯損や衰弱
が目立ちはじめており、これらの桜を守り、育てていくため、桜の植え替えや剪定な
ど維持管理にかかる経費や桜の健全度調査にかかる経費に充てるために創設された基
金。

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】
市街化調整区域 都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。

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。

指定管理者
（指定管理者制度）

「公の施設」（スポーツ施設、文化施設、社会福祉施設など住民の福祉を増進する目的で、
大勢の市民が利用するために設置された施設）の管理について、民間の事業者、NPO
法人、ボランティア団体なども含め、議会の議決を経て地方公共団体の指定を受けた
者が「指定管理者」として管理を代行する制度。
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【し】�（つづき）
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。

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る。

市民公益税制 公益的な活動を行う団体のうち、都道府県や市町村が条例で指定した団体に対する寄
附金について、個人住民税の所得割の税額控除が受けられる税制度のこと。

市民後見人 弁護士や司法書士といった専門職以外の一般市民から選任された市民による成年後見
人のこと。認知症などで判断能力が不十分となった人に親族がいない場合に、養成研
修を受講した市民が、家庭裁判所から選任され、本人に代わって財産の管理や介護契
約などの法律行為を行う制度のこと。

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。

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」
と表現される。

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す。

就労困難者等 働く意欲がありながら、身体的機能、家族構成、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、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。

商工振興拠点施設 商工振興拠点施設として、平成23年（2011年）5月にオープンし、八尾市（産業政策課）、
八尾商工会議所、八尾市立中小企業サポートセンターをはじめ、同施設内には日本政
策金融公庫などが入居している。ここでは、事業者への支援、関係機関による連携活動、
商工振興施策の立案などが行われている。

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る。

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。

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。

自助・共助・公助 「自助」とは、家庭で日頃から災害に備えたり、災害時には事前に避難したりするなど、
自分で守ること、「共助」とは、地域の災害時要配慮者の避難に協力したり、地域の方々
と消火活動を行うなど、周りの人たちと助け合うこと、「公助」とは、市役所や消防・
警察による救助活動や支援物資の提供など、公的支援のことをいう。災害時には、自助・
共助・公助が互いに連携し一体となることで、被害を最小限にできるとともに、早期
の復旧・復興につながるものとなる。
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【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。

【せ】
生物多様性 生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。地球上の生きものは40億年という長い

歴史の中で、さまざまな環境に適応して進化し、3,000万種ともいわれる多様な生き
ものが生まれた。これらの生命は一つひとつに個性があり、全て直接に、間接的に支
えあって生きており、生物多様性条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の
多様性という3つのレベルで多様性があるとしている。

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する。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う。

【そ】
早期健全化基準 財政健全化判断比率＊である4指標において、政令で定められた数値をいう。4指標の

うち、いずれかが早期健全化基準以上である場合には、早期健全化のための計画を定
めなければならない。

【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る。江戸時代の名所を紹介した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る。平成27年（2015年）3月10日付で国史跡に指
定された。

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。

【ち】
地域交流事業 保育所（園）等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こと。

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拠点となるもの。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す。

地域就労支援
センター

働く意欲がありながら、就労に結びつかない方を支援するための市の機関で、無料の
相談窓口を市内3 ヶ所に開設している。地域就労支援コーディネーターが、就労に向
けた支援や利用できる制度、能力開発の講座や職業訓練の紹介などを実施している。

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。
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【ち】�（つづき）
地域包括ケア 高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、

自分らしい暮らしを続けることができるように、医療・介護・介護予防・生活支援な
どの地域の包括的な支援・サービス提供を行うこと。

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」を設置している。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る。

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。

地産地消 地域で生産されたものを地域で消費することと、地域で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 「確かな学力（知）・豊かな心（徳）・健やかな体（体）」の趣旨を縮めた言葉。

中核市 地方公共団体のうち、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受け
た市のこと。現在の指定要件は、平成26年（2014年）5月の一部改正以降「法定人
口が20万人以上」となっている。政令指定都市が処理することができる事務のうち、
都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することと比較し
て効率的な事務を除き、中核市に対して権限が移譲される。

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）

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】
提案型公共サービス
実施制度

民間事業者などが創意工夫を発揮しつつ、公共サービスが提供できるよう、公共サー
ビスを実施するうえでの作業手順や方法を細かく指定するのではなく、市が求める
サービスの水準や民間事業者などが満たすべき業務の水準を示し、サービス実現の過
程や作業は民間事業者などの創意工夫を最大限に活用しながら、委託などの手法に
よって行う制度のこと。一般的な外部委託では、市から詳細な業務仕様を提示し、民
間事業者など業務受託者は、市から示された仕様の通りに業務を完成させるが、提案
型公共サービス実施制度では、詳細な業務仕様は示さず、民間の観点から仕事のやり
方も含めて提案を受け実施するもの。

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う。

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る。

【と】
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14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）、自閉症スペクトラム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。
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【と】�（つづき）
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。

【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。

南海トラフ巨大地震 日本列島の太平洋沖、「南海トラフ」沿いの広い震源域で連動して起こると警戒されて
いる海溝型のマグニチュード（M）9級の巨大地震のこと。この地震による八尾市の
被害は4,813棟、半壊棟数15,801棟、死傷者数1,351人（夕刻時）と想定されている。

【に】
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」。

日本非核宣言
自治体協議会

核兵器廃絶や非核三原則の遵守などを求める内容の自治体宣言や議会決議を行った、
全国の３００近くの自治体により組織された団体。総会、研修会のほか、さまざまな
平和事業などに取り組んでいる。

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。

認定救急救命士 救急救命士法施行規則が改正・施行された場合にはそれ以前に免許を受けた者を含め
た全ての救急救命士の行える行為が拡大するのではなく、大阪府救急業務高度化推進
連絡協議会で認定を受けたものにしか医師の指示を出さないという規約を設けること
により、一定の教育・課程を修了したものにしかそれらの行為をさせないという制度
のもとで、認定を受けた救急救命士のこと。

認定こども園 幼稚園と保育所（園）の機能や特徴を併せ持ち、教育・保育を一体的に提供する施設
のこと。また、地域の子育て支援も行う。

【の】
農業経営改善計画
認定農業者

市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に基づき、経営規模の拡大に関する目標、生
産方式の合理化の目標、経営管理の合理化の目標、農業従事の態様等に関する改善の
目標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。
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【は】
ハイリスク妊婦 妊娠を継続、出産することによって、産婦や胎児が病気になったり、死亡したりする

可能性が高いといったことや、出産後の子どもの養育について、虐待の可能性等が懸
念されるなど、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のこと。

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。

【ひ】
避難行動要支援者
名簿

平成25年（2013年）6月の災害対策基本法の一部改正により作成が義務付けられた、
高齢者、障がい者等の災害発生時において特に配慮を要する人（要配慮者）のうち、
避難等に特に支援を要する人の名簿のこと。

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
増えている。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」とされている。

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。

【へ】

平和首長会議

昭和57年（1982年）ニューヨークの国連本部で開催された第2回国連軍縮特別総会
において、当時の広島市長が、世界の都市が国境を超えて連帯し、ともに核兵器廃絶
への道を切り開こうと「核兵器廃絶に向けての都市連帯推進計画」を提唱し、この趣
旨に賛同する都市（自治体）で構成された機構。平成28年（2016年）2月現在、世
界161カ国・地域、6,991都市の賛同を得ている。

【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、学校等を活用し

て安全安心な子どもの居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児童を対象に、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。

防災協力事業所 災害発生時における民間事業所およびその他団体からの人的・物的支援は、被害軽減
や避難生活の早期安定に大きく寄与することから、八尾市の防災に関する取り組みに
積極的に協力・連携することを表明している民間事業所およびその他団体のこと。

ポジティブ・アクショ
ン（積極的改善措置）

男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における男女間の参画機会の
格差を改善するため、必要な範囲において男女のいずれか一方に対し、参画の機会を
積極的に提供すること。

保留区域 市街化区域への編入条件（地権者合意等）を満たしていない区域の内、次期線引きま
でに土地区画整理事業等の実施が見込まれる区域で、計画的な開発事業が実施される
ことが確実となった時点で、一斉見直しの時期に係らず、随時、市街化区域へ編入で
きる区域のこと。
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【ま】
マイナンバー 国民一人ひとりが持つ12桁の番号のこと。住民票を有する全ての方に1人1つの番号

を付して、社会保障、税、災害対策等の分野で効率的に情報を管理し、行政の効率化、
国民の利便性を高めるため、平成28年（2016年）1月より運用が開始されている。

マイナンバーカード
（個人番号カード）

プラスチック製の IC チップ付きカードで、券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイ
ナンバーと本人の顔写真が掲載されたカードのこと。本人確認のための身分証明書と
して利用できるほか、電子証明書を利用してコンビニでの各種証明書の取得、e-Tax
等の電子申請等、さまざまなサービスの利用が可能。

【み】
味力 八尾には、えだまめ・八尾若ごぼう・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
か

卉
き

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28年
（2016年）2月現在で約1,100店の店舗が登録されている。

八尾市産業振興会議 学識経験者、市民、事業者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、八尾市中小企業地域経済振興基本条例に関する提言などの役割を果たしてい
る。

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）の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。「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
ている。平成28年（2016年）2月現在で約1,000社が登録されている。

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る。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る。

【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る。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就学前の幼児教育・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。

【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。

流出抑制施設 雨水等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。
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【り】�（つづき）
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紹介等を行っている。求人情報の検索・
閲覧が可能。

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する。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指す。

ワーク・ライフ・
バランス

国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすととも
に、家庭や地域生活においても、子育て期、中高年期などといった人生の各段階に応
じて多様な生き方が選択、実現できることをいう。

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、えだまめと並ぶ八尾市の特産品。八尾の若ごぼうは、
平成25年（2013年）に地域団体商標登録され「八尾若ごぼう」と呼ばれている。

わがまち推進計画 校区まちづくり協議会を中心とする「地域」が主体となって地域のまちづくりや地域
活動を進めていくために、地域住民の想いやまちづくりの方向性などをまとめたもの。
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付属資料1. 八尾市第5次総合計画後期基本計画の策定体制

　計画の策定にあたっては、外部評価の観点での八尾市総合計画基本計画評価委員会における議論のほか、
庁内議論の場として経営戦略会議を開催するなどし、前期計画期間の検証および後期計画に向けた検討を行
いました。

（１）学識経験者、市民委員からなる会議の設置等
　学識経験者4名、公募による市民委員6名で構成される八尾市総合計画基本計画評価委員会を、また、庁
内では副市長を委員長とする八尾市経営戦略会議を設置し、本計画について検討しました。
　（※八尾市総合計画基本計画評価委員会での議論の詳細については「八尾市総合計画基本計画評価委員会
報告書」を参照ください。）

（２）各施策担当課による検討体制
　平成26年度（2014年度）には前期基本計画5年間の総括作業および後期基本計画策定に向けた各施策の
課題検討を、平成27年度（2015年度）には後期基本計画における各施策展開方針等の策定を、各施策担
当課を中心に取り組みました。
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会議（開催日） 主な議事

平　

成　

26　

年　

度

第1回全体会議
（H26.8.25（月））

（1）基本計画評価委員会の役割・進め方（案）について
（2）第5次総合計画、人口動向および財政状況等について
（3）前期基本計画施策評価について
（4）基本計画評価委員会の今後の進め方について（意見交換）

第2回全体会議
（H26.10.10（金））

（1）議事録の作成・公表について
（2）部会構成について
（3）第5次総合計画　前期基本計画実績および見込みについて
（4）部会での議論の視点や進め方について（意見交換）

第1回第1部会
（H26.11.3（月・祝））

（1）前期基本計画　施策評価シートに関する審議
　　・政策1（安全）［9施策］
　　（審議対象施策）
　　・施策1 ～施策9

第1回第2部会
（H26.11.13（木））

（1）前期基本計画　施策評価シートに関する審議
　　・政策6（魅力）［3施策］・政策7（文化）［4施策］
　　・政策8（産業）［5施策］
　　（審議対象施策）
　　・施策25 ～施策36

第2回第2部会
（H26.11.17（月））

（1）前期基本計画　施策評価シートに関する審議
　　・政策4（子育て）［5施策］・政策5（教育）［2施策］
　　（審議対象施策）
　　・施策18 ～施策24

第2回第1部会
（H26.11.26（水））

（1）前期基本計画　施策評価シートに関する審議
　　・政策2（医療保健）［3施策］・政策3（福祉）［5施策］
　　・政策14（人権）　　［4施策］
　　（審議対象施策）
　　・施策10 ～施策17
　　・施策50 ～施策53

第3回第2部会
（H26.12.23（火・祝））

（1）前期基本計画　施策評価シートに関する審議
　　・政策9（都市）［6施策］　・政策10（環境）［4施策］
　　・政策11（水環境）［1施策］・政策12（上水道）［1施策］
　　・政策13（下水道）［1施策］
　　（審議対象施策）
　　・施策37 ～施策49

第3回第1部会
（H26.12.24（水））

（1）前期基本計画　施策評価シートに関する審議
　　・政策15（協働）［3施策］・政策16（行政）［7施策］
　　（審議対象施策）
　　・施策54 ～施策63

付属資料2. 八尾市第5次総合計画後期基本計画の策定経過

（１）八尾市総合計画基本計画評価委員会
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会議（開催日） 主な議事

平　

成　

26　

年　

度

第3回全体会議
（H27.1.27（火））

（1）目標別計画について
　　1）各部会の審議結果（評価と検証）の報告（部会長より）
　　2）指標に関する提案事項（案）について
　　3）提案書のとりまとめに向けての意見交換

（2）地域別計画について
　　1）前期計画期間の取り組みについて
　　2）後期計画期間の取り組みに向けての意見交換

第4回全体会議
（H27.3.19（木））

（1）目標別計画について
（2）地域別計画について
（3）報告書の最終とりまとめについて

報告書手交式
（H27.3.24（火））

（1）委員長挨拶および報告書の概要説明
（2）市長挨拶
（3）意見交換

（２）八尾市経営戦略会議
会議（開催日） 主な議事

平　

成　

26　

年　

度

第1回
（H26.8.12（火））

（1）経営戦略会議の趣旨について
（2）人口動向・財政状況等について
（3）部局マネジメント目標における各部局戦略の共有について
（4）今後、総合計画期間で取り組むべき主要テーマについて

第2回
（H26.9.18（木））

（1）第5次総合計画前期基本計画施策評価について
（2）「健康づくりの推進」について

第3回
（H26.11.13（木））

（1）「健康づくりの推進」について
（2）「未来の八尾創り」について

第4回
（H26.12.17（水））

（1）「健康づくりの推進」について
（2）「未来の八尾創り」について
（3）「地域分権の推進」について

第5回
（H26.12.24（水））

（1）「未来の八尾創り」について
（2）「地域分権の推進」について

第6回
（H27.3.17（火））

（1）「地域分権の推進」について
（2）八尾市における後期計画期間に向けた経営戦略について（まとめ）

（３）施策担当課による検討等の実施
時　期 内容

平成26年度
および

平成27年度

H26.5.20（火） 第5次総合計画前期基本計画 施策評価説明会

H26.5.20（火）～ 6.23（月） 前期基本計画施策総括評価の実施

H26.8 ～ H27.3 八尾市総合計画基本計画評価委員会への参席

H27.2.13（金） 第5次総合計画後期基本計画素案策定に関する説明会

H27.2.13（金）～ 第5次総合計画後期基本計画施策策定
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（4）後期基本計画（目標別計画）市民意見提出制度（パブリックコメント）実施
時　期 内容

平成27年度 H27.10.1（木）～
10.30（金）

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
基づく市民意見提出制度（パブリックコメントの実施）
・提出方法別の提出人数（人）および意見件数（件）

提出方法 提出人数（人） 意見件数（件）

電子メール 1 3

直 接 持 参 0 0

郵 便 0 0

F A X 1 2

合 計 2 5

（５）八尾市総合計画基本計画評価委員会委員構成
（50音順・敬称略）

氏　名 市民委員・学識委員（所属）など 専門部会など

岡見　厚志 市民委員 第2部会

新福　泰雅 市民委員 第1部会

竹元　紀子 市民委員 第1部会

九十九　綾子 学識委員（神戸学院大学総合リハビリテーション学部 講師） 第1部会

鶴　宏史 学識委員（武庫川女子大学文学部 准教授） 第2部会

鄭　重成 市民委員 第2部会

初谷　勇 学識委員（大阪商業大学総合経営学部 教授）
委員長
兼 第1部会長

文能　照之 学識委員（近畿大学経営学部 教授）
副委員長
兼 第2部会長

松本　さち子 市民委員 第2部会

守屋　正博 市民委員 第1部会
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付属資料3. 八尾市総合計画基本計画評価委員会規則

八尾市規則第37号
　　　八尾市総合計画基本計画評価委員会規則

　（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、八尾市総合計画基本計画評価委員会（以下「委員会」という。）の組織、運営その他委員会につ
いて必要な事項を定めるものとする。

　（所掌事項）
第2条　委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議を行う。
　⑴　八尾市総合計画前期基本計画の評価に関すること。
　⑵　その他八尾市総合計画基本計画に関し、必要と認められる事項に関すること。
　（組織）
第3条　委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する10人以内の委員をもって組織する。
　⑴　学識経験者
　⑵　公募の市民
　⑶　その他市長が適当と認める者
　（任期等）
第 4条　委員の任期は、1年以内とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。
　（委員長及び副委員長）
第5条　委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
　（会議）
第6条　委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2　委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
　（専門部会）
第 7条　委員長が必要と認めるときは、専門的事項を分掌させるため、委員会に専門部会（以下「部会」と

いう。）を置くことができる。
2　部会の委員は、委員会に属する委員のうちから委員長が指名する。
3　部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
4　前条の規定は、部会の会議について準用する。
　（関係者の出席）
第 8条　委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。
　（庶務）
第9条　委員会の庶務は、政策企画部政策推進課において行う。
　（委任）
第10条　この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
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付属資料4. 八尾市経営戦略会議設置要綱

八尾市経営戦略会議設置要綱
平成26年7月16日施行

　（名　称）
第1条　本会は、八尾市経営戦略会議（以下「戦略会議」という。）と称する。
　（目　的）
第 2条　戦略会議は、八尾市第5次総合計画基本構想の実現に向けて、前期基本計画の庁内評価総括を行う

とともに、前期計画期間での課題認識や、今後予測される人口構成などの社会情勢や財政環境の変化を見
据えた、後期基本計画期間における中長期的な戦略について、庁内横断的な政策議論を行うことを目的と
する。

　（戦略会議の構成及び役割）
第 3条　戦略会議は、委員長、副委員長及び委員で組織し、八尾市第5次総合計画前期基本計画の庁内評価

の総括、及び後期基本計画の具体な策定作業に先駆け、必要な事項の検討を行う。
　（委員長及び副委員長） 
第4条　委員長は、原副市長とし、会務を総理する。
2 　副委員長は、山本副市長とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代
理する。

　（委員）
第5条　委員は、別表1に掲げる者とする。
　（会議の開催）
第6条　戦略会議は、必要に応じ委員長が委員を招集して行う。
2　委員に事故があるときは、その指名する者が出席して、その職務を行うことができる。
3　委員長は、必要に応じて関係する職員に出席を求めることができる。
　（庶　務）
第7条　戦略会議の庶務は、政策企画部政策推進課において処理する。
　（補　則）
第8条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総合計画調整担当が別に定める。
　（附　則）
　　　1　この要綱は、平成26年7月16日から施行する。
　　　2　この要綱は、平成27年3月31日限り効力を失う。
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別表 1（第 5 条関係）

政策企画部長
総務部長
人事担当部長
財政部長
人権文化ふれあい部長
市民ふれあい担当部長
健康福祉部長
健康推進担当部長
こども未来部長
経済環境部長
建築都市部長
公共施設建設担当部長
土木部長
消防長
市立病院事務局長
水道局長
教育委員会事務局生涯学習部長
教育委員会事務局学校教育部長
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