
【八尾市総合戦略における指標・ＫＰＩ数値目標一覧】

○基本目標１　地域の多様性を尊重したまちづくりが進み、安全・安心に暮らせるまち

●平成29年度における総括

○基本目標２　みんなの健康をみんなで守る健康づくりのまち

●平成29年度における総括

達成状況の原因分析、説明等

基本目標
指標

市民協働と地域自治の推進に関する満足度 % 22.9 21.8 30.0
H28年度の実績値よりは増加したものの、H31年度の目標達成に向けて、より一
層地域分権の推進を図る必要がある。

安全安心のまちづくり満足度 %

指標・ＫＰＩ 単位
Ｈ27年度
実績値

Ｈ28年度
実績値

31年度
目標値

28.1 27.0 35.1
街頭犯罪の発生件数を減少させるなど、安全安心のまちづくりに向け、より一層
取り組みを進める必要がある。

地域活動への参加状況 % 55.1 61.9 65

2,081 1,764 2,000
目標値は達成しているが、さらに街頭犯罪の発生件数が減少するよう、引き続き地域と
連携した防犯啓発活動実施していく必要がある。

公益的活動の参加機会の多様化などにより、地域活動及び市民活動の参加経験及び意
向はH31年度の目標値を達成した。ついては更なる地域分権の推進のために、引き続き
公益的活動への参加を促す取り組みを行う必要がある。

自主防災組織結成率 % 83.2 86.0 96.0
未結成地区において、積極的に結成促進を行った。引き続き、未結成地区に対し結成促
進を実施する必要がある。

　基本目標１については、基本目標指標が昨年度実績と比較するとどちらも増加しており、また、各KPIについても前年度実績を上回る成果となっており、各種の取り組みについては概ね順調な進捗を見せている。
　地方創生加速化交付金を活用した平成28年度の出張所機能再編の周知等を踏まえ、平成29年10月1日より証明書等発行業務を終了し、地域のまちづくりの拠点施設としての施策展開を新たにスタートした。今後、市民が抱える不安や悩みを解消する為、
初期相談を受けるとともに、必要に応じて関係各部局との連携を図りながら解決へ導くなど、行政と地域をつなげる地域のまちづくり支援の拠点としてその機能の充実を図った。
　また、災害時に自ら避難行動をとることが困難な避難行動要支援者の名簿を作成し、日常生活の見守り体制の充実に向け活用を進めた。また、昨年度に引き続き、取り組みマニュアルを活用して地域での活用についての理解を求めるなどし、暮らしの安全
を守る地域力の高まりや、見守りのネットワークが充実し、誰もが安全に安心して暮らせるまちの実現に向け、各種取り組みを進めた。

指標・ＫＰＩ 単位
Ｈ27年度
実績値

Ｈ28年度
　実績値

31年度
　目標値

達成状況の原因分析、説明等

「高齢者見守りサポーターやお」協力事業者の登録数 事業所 684 694 650
登録事業者数は増加しており、今後も登録事業者に対して見守り意識の継続が図れるよ
うにしていく必要がある。
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施策
ＫＰＩ

避難行動要支援者名簿「同意リスト」を提供した小学校
区数

小学校区 2 5 28
関係部署と連携を図りながら、地域における同意者リストの活用について理解を求める
必要がある。

市内街頭犯罪発生件数 件

健康のために運動などを心がける市民の割合は、平成28年度の48.9％から29年
度49.5％と上昇しているが、目標達成に向け、引き続き、市民や地域の健康づくり
に対する機運の醸成や健康意識の向上を図る必要がある。

施策
ＫＰＩ

健康づくりに取り組む地域数 地域 13 28 28

平成29年度については、「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」
に基づき、地域住民が主体的に健康づくりに取り組めるよう、各地域住民で組織する校
区まちづくり協議会に働きかけたことで、目標達成を維持することができた（実績値は校
区まちづくり協議会の総数）。今後も達成状況を維持できるよう、引き続き各地域への働
きかけが必要である。

健康相談利用者数 人

基本目標
指標

健康のために運動を心がける市民の割合 % 46.4 48.9 65.049.5

14,939 17,210 11,400
出張所等の地域拠点等の保健師による「あなたのまちの健康相談」の認知度が向上し、
それに伴い目標達成を維持することができた。今後も市民に身近な健康相談を実施する
ことにより更なる利用者数の増加をめざす必要がある。

　基本目標２における、基本目標指標は昨年度実績と比較すると増加しており、また、KPIについては前年度実績から微減しているものもあるが、ともに平成31年度目標値を既に上回っている。特に、過去には地方創生加速化交付金も活用する等して取り組
みを進めてきた、出張所等の地域拠点等での専門職による身近な健康相談の場である「あなたのまちの健康相談」を引き続き積極的に開催し、地域拠点に配置されている保健師を中心に、地区組織や関係機関等と連携した健康コミュニティづくりを通じて、
市民全体の健康増進を図り、住民の健康に対する意識が確実に向上している。
　このほか、加速化交付金活用事業として実施した、大阪大学大学院医学系研究科との「健康づくり事業の推進に関する協定」に基づく助言や支援による、地域の健康課題の抽出に向けた「健康づくりに関する市民アンケート」について、科学的分析結果を
踏まえ、地域ごとの健康課題の抽出を図り、庁内各部局連携のもと、健康増進施策の展開を図っていくためのデータ整理を進め、平成30年度中の公表に向け取り組んだ。
　また、平成30年4月1日の中核市移行に伴う八尾市保健所設置を新たなチャンスと捉え、平成30年10月の健康まちづくり宣言に向け、「みんなの健康をみんなで守る」をキーワードに、住民に身近な地域拠点等を積極的に活用した、健康づくりをより一層後
押しする環境づくりを進めるとともに、各種健康づくりの取り組みを引き続き進めた。
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○基本目標３　若い世代が自分の将来を見つめ学び、ライフプランが実現できるまち

●平成29年度における総括

指標・ＫＰＩ 単位
Ｈ27年度
　実績値

Ｈ28年度
　実績値

31年度
　目標値

達成状況の原因分析、説明等

基本目標
指標

こどもが健やかに育ち、子育てしやすい環境満
足度

% 27.3 23.2 35.0

多様な子育て関連事業が実施され、施策ＫＰIでも一定の実績値をあげていること
から、満足度が前年度より微増となったと考えられる。目標値達成に向けて、今後
も継続して妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援の推進を図るとともに、子育
て関連事業について、よりわかりやすい情報発信を推進する必要がある。

就学前施設利用者が増加し、広場利用対象の在宅児童が減少傾向にあるため実績値
は減少したと考えられる。目標達成に向けて、これまで広場を利用していない人にも情報
が届くよう、今後も継続的に広場の取り組みを発信する等、情報発信等を推進する必要
がある。

妊婦の把握率 % 90.0 94.7 100.0

妊娠届出時、保健センター・各出張所では助産師・保健師で面接を実施している。その他
面接を実施出来なかった場合や市民課分については後日助産師から電話にて確認、そ
れでも把握できない場合は妊娠アンケートを郵送し返送があれば把握できている。返送
が無い場合は保健師等で訪問を実施し、把握に至った場合もある。若年の方は連絡がつ
きにくいこともあるため、Ｈ29年度よりメールでの対応も導入し、把握に繋がったこともあっ
た。実績値は年々増加しており、目標達成に向け、更に把握率の増加を図る必要があ
る。

施策
ＫＰＩ

つどいの広場のべ利用者数（組数） 組 19,037 19,567 23,000

保育所等の待機児童数 人 19 47

幼稚園教員・保育所（園）保育士等合同研修会の出席
率

% 94.5 92.0 100.0

平成29年度の実績値は上昇しており、引き続き、就学前施設と小学校における連携の重
要性を伝えるとともに、研修に出席しやすい日程調整に配慮していく必要がある。
また、就学前施設から小学校への円滑な接続を図るために、幼保小合同研修会の取り
組みとして、平成28年度より小学校教員の保育体験を実施している。
引き続き、幼稚園、保育所（園）、認定こども園、小学校の交流・連携や、互いの教育・保
育の体験、小学校授業参観などの自主的な取り組みについても促進していく必要があ
る。

0

既存の園による入所枠の確保や認定こども園等の新設、増築等により解消を図ったが、
平成29年度より、国から待機児童の定義について変更があり、実績値では待機児童数
増となっている。旧定義でカウントすると平成29年度は45人となり、前年比で微減となっ
た。（H29　新設１・増改築１）目標達成に向け引き続き取り組みを進める必要がある。

地域事業への子どもの参加数 人 95,640 97,586 110,000
平成29年度の実績値は上昇しており、放課後子ども総合プランに基づいた総合的な放課
後対策に取り組み、地域の協力のもと、多くの子どもたちの参加を得ることができた。目
標達成のため、引き続き取り組みを進める必要がある。

　基本目標３においては、数値目標である子育て環境への満足度は微増となったが依然として平成27年度実績を下回っている。妊婦の把握率や地域事業への子どもの参加数向上などのKPIについては実績値が上昇しているものの、全体の子育てに関する
満足度は平成31年度目標値に対して依然として差があることから、全体としての子育て関連事業の市民への周知が不足していると分析しており、今後も妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を市が一丸となって推進するとともに、市民への各種支援制度
の周知・PRを推進する必要があると考える。
　また、KPIの一つである保育所等の待機児童数が増加しているが、待機児童の解消に向けた取り組みとしては、就学前の子どもには、すべての子どもを受け入れ、より質の高い幼児教育と保育環境を提供し、待機児童解消に向け、あらゆる策を講じて精力
的に取り組むなど、次代を担う子どもが将来の夢を描き、健やかに育ち、保護者にとっては子どもの成長を心から喜ぶことができる環境づくりを進める必要があり、引き続き取り組みを進めていく。
　そのほか、平成29年度には、生活困窮世帯やひとり親世帯等の中学生に対する学習支援を実施し、子ども達の学習習慣の定着、学習意欲の向上を図るだけでなく、様々な世代の支えあいにより悩みや課題を抱える子どもに寄り添う取り組みを進めるとと
もに、子どもが安心して過ごせる居場所づくりに取り組んだ。また、 妊婦・子育て家庭を対象として身近な場所での相談や交流を通じて安心できるよう、寄り添い型の相談・支援体制の充実に向け、プレママ・親子相談・交流事業では、地域のコミュニティセン
ターでの専門職による各種相談支援・交流事業の実施や、市内15カ所でのつどいの広場での相談実施など、「妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援」のより一層の充実を図り、若い世代にとって魅力ある環境づくり、安心して子どもを生み育てることができ
るまちの実現に向け、積極的に各種取り組みを進めた。

定住を目的とした住宅の新築・購入・リフォーム等への
支援数

件（累計） 175 241 387

空家の相続やリフォームなど空家の管理・活用に役立つ情報を発信する「空家セミナー」
を開催し34人が参加した。
また、木造住宅耐震改修補助制度を活用し、13人が現在入居している住宅の耐震化を
行った。
平成29年度は合計47人に対しての支援を実施し、目標値の達成に向けて順調に推移し
ており、引き続き取り組みを進める必要がある。

「学校に行くのは楽しい」と答えた児童・生徒の割合 %

（小学校６年生）

87.8
（中学校３年生）
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（小学校６年生）
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（中学校３年生）
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（小学校６年生）
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（中学校３年生）
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平成２９度実績については、平成３０年４月に実施した全国学力・学習状況調査の結果を
反映させる必要があるが、公表が例年８月末となるため、実績値の記入はそれ以降とな
る。
「学校に行くのは楽しい」と答える背景には、「勉強が良く分かる」「クラブ活動が楽しい」
「友だちと一緒に遊べて楽しい」「給食がおいしい」など、さまざまな要因があって、それら
を総合的に判断して答えたものだと考えられる。
この指標を目標値へ近づけるためには、教員の指導力の向上や学級集団づくり等、今後
もさらなる指導・改善を図っていく必要がある。
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○基本目標４　女性が培ってきた能力や経験を活かし、地域や職場で活躍できるまち

●平成29年度における総括

○基本目標５　身近なしごとの場が充実する、未来志向の産業振興をめざすまち

●平成29年度における総括

指標・ＫＰＩ 単位
Ｈ27年度
実績値

Ｈ28年度
　実績値

31年度
目標値

達成状況の原因分析、説明等

－

施策
ＫＰＩ

福祉分野における人材育成の研修会や講習会への女
性の参加人数

人 - 64 30
参加者１１名中８名が女性の参加者であった。今後は目標達成のため、より積極的に情
報発信等を行うなど、参加者増につながる取り組みを進める必要がある。

審議会等における女性の登用率 %

基本目標
指標

女性が活躍しやすい環境づくりが進んだと思う
市民の割合

% - 36.4 40.038.3

34.3 35.5 39.0
「審議会等への女性委員の登用に関するポジティブ・アクションプラン」に基づく、具体的
で実効性のある取り組みを促し、女性委員の登用を図った。引き続き、目標達成のため
取り組みを進める必要がある。

女性の活躍推進講座の参加者 人 - 370 530
男女共同参画センターにて、男女共同参画センター講座を46講座、出前講座を4講座実
施した。講座のテーマ設定や周知方法を工夫し、参加を促す必要がある。

　基本目標４においては、平成28年度からの実績が発生している基本目標指標については、増加しており、平成31年度目標値の達成に向け、順調な推移を辿っていると言える。また、福祉分野における人材育成研修会等への女性参加人数については平成
28年度、大幅に目標値を達成していたが、昨年度は参加者数が減少している為、福祉現場のやりがいや魅力の発信について周知方法や実施方法等のより一層の工夫が必要である。他の指標については概ね順調に推移しているものの、引き続き各種の取
り組みを積極的に展開していく必要がある。
　本目標を達成するためには、引き続き潜在的な福祉に関心がある層の掘り起こしと育成に取り組み、福祉の資格を保有する人の「しごと創生」にもつなげていく為の福祉人材確保の取り組みを推進するとともに、平成28年5月に実施した女性の労働事情調
査結果を基に、女性が職業生活において活躍するために必要となる具体的な取り組みについての検討を行う必要がある。
　また、女性のネットワーク力を活かした地域間のつながりづくりや、女性ならではの視点を地域のまちづくりに活かし、より地域を活性化していくことを目的として、各小学校区まちづくり協議会で活動している女性の交流会を開催したほか、“働きたい”、“何か
はじめたい”と考える女性が、仕事や地域、生涯にわたり輝く形を自ら選択できる、きっかけやノウハウを得られるよう、就労、スキルアップ、相談の機会となる統合的イベントを開催し、様々なライフステージに応じた女性の活躍を応援した。そのほか、男女共
同参画センター「すみれ」において、地域活動や職場などにおいて主体的に役割や責任を担うことができる女性を育成する講座の開催や、地域において起業活動などで社会参加をめざす女性を対象に、実践の場を提供し、参加者間のネットワーク形成につ
なげたほか、各種講座の実施や情報発信を行うなどの各種取り組みを実施した。

指標・ＫＰＩ 単位
Ｈ27年度
実績値

Ｈ28年度
実績値

31年度
　目標値

達成状況の原因分析、説明等

女性に対して職業紹介したうちの就職件数 件 1,159 1,028 1,200
H31年度目標値の達成に向け、各年度において求職者が就職に結びつくよう、きめ細や
かな職業紹介を行っていく必要がある。

指標については減少となったものの引き続き、八尾市中小企業地域経済振興基本条例
の主旨に基づき、産業振興の重要性について市民周知の機会を得るための活動を進め
る必要がある。

施策
ＫＰＩ

ワークサポートセンターにおける就職件数 件 2,238 2,028 2,502
H31年度目標値の達成に向け、各年度において求職者が就職に結びつくよう、きめ細や
かな職業紹介を行っていく必要がある。

新製品・商品開発支援企業数 社

基本目標
指標

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

% 50.4 51.4 60.0

73 98 30
インキュベート卒業者が創業に伴い市内で事務所を開業した。今後も、卒業者による市
内での事務所開業につながるよう、引き続き取り組みを進める必要がある。

155 199 174168

4,561
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8
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714

994

Ｈ29年度
実績値

Ｈ29年度
実績値

47.7

2,041

　基本目標５においては、各指標において前年度実績に比して減少している指標があるものの、平成31年度目標値に対しては、概ね順調な数値である。
　地方創生推進交付金を活用した取り組みとしては、地域内連携を図る取り組みとして、市内企業３５社による「八尾市IoTを活用したハードウェアイノベーション推進拠点」構想デザインプロジェクトを始動させ、「組織づくり」に尽力しているが、今後はより一層
の地域住民との協働を進められるよう、平成３０年度は「ひとづくり」「まちづくり」へと発展できるよう、地域住民を巻き込んだ取り組みを行っていく。また、引き続き、市立中小企業サポートセンターと各支援機関が連携し、市内企業にきめ細かい支援を実施し、
市内経済の活性化を図った。このほか、平成28年度に地方創生加速化交付金を活用した取り組みを踏まえ、引き続き、成長分野である医療介護分野への参入促進支援について、展示会でのマッチングや交流機会の創出などに取り組んだ。また、総合戦略
には直接の記載が無いが、農業振興の分野においては、本市産品の知名度向上、販路拡大、ブランド化の推進に向け、八尾市農業啓発推進協議会の事業として、えだまめ、八尾若ごぼうの掘り取り等の市民啓発事業や、八尾南駅でのマルシェ、八尾・柏原
夏の味覚ツアー、セブン-イレブンとの連携による八尾若ごぼう商品の販売等の主要作物販路開拓推進事業を行った。

創業支援対象者数のうち創業者数 件

支援機関相談等対応件数 件 2,927 5,199 3,405
サポートセンターの相談件数は減少しているが、企業訪問など現場での対応が増加して
いる。今後は支援企業の輪をさらに広げていく必要がある。セミナー参加人数について
は、ものづくりカレッジの開催回数に比例して増加した。

企業の付加価値向上のための取り組みに対するニーズは相変わらず高い。引き続き取
り組みを進める必要がある。



○基本目標６　「にぎわい」にあふれ、いつまでも住みつづけたい魅力あるまち

●平成29年度における総括

－

施策
ＫＰＩ

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

% 34.5 32.9 38.4
平成31年度の目標達成に向け、引き続き都市計画法手法等の活用による取り組みを進
めることで指標の増加を目指していく必要がある。

都市計画道路の整備率 %

55

2

35.2

54.8

回 10 23 65

従来より提供していた体験型ではなく、まち歩きマップ、ルート情報をメインとした八尾探
プログラムを策定し、提供数は増加した。
今後はルート周辺の飲食店や名所を肉付けし、グレードアップを図り、プログラムの拡充
を進める必要がある。

基本目標
指標

住み続けたいと感じる市民の割合 % 81.0 78.2 89.079.5

　基本目標６においては、KPI数値についてはいずれも概ね順調な進捗を見せているものの、住み続けたいと感じる市民の割合について、前年度実績より向上したが依然として平成31年度目標値との差があり、各種の市の定住魅力の向上に資する取り組み
の積極的な展開、および周知・PRの推進の必要があると考える。
　地方創生推進交付金を活用した取り組みとして、人口減少が見込まれる中において、若い世代の定住意向をより一層高め、若い世代に選ばれるまちづくりを進めるため、若者会議を開催し、若者目線での実現したい事業提案を受け、29年度は提案実行に
向けた取り組みを進めた。その中で2つの事業について実現に繋げ、残りの事業についても引き続き平成30年度の実現に向け現在も取り組みを進めている。
　その他、シティプロモーション推進ロゴマークの策定、本市の魅力を市内外に発信するイベント出展やJRの駅や車輛中刷り広告へのポスター掲出等、シティプロモーションの取り組みを実施した。このほか、平成30年4月の市制施行70周年にあわせて、市内
外に本市の魅力を広くＰＲするため、市の施策やまちの魅力を紹介するパンフレットの作成や、平成30年度の音楽祭及び吹奏楽コンサートの開催に向け、市民や関係団体も含めた実行委員会を立ち上げるとともに、音楽祭の周知、機運の向上を目的にプレ
イベントを開催するなど行った。また、史跡や文化財施設の利活用を促進し、歴史資産の保護と活性化につなげるため、八尾市の貴重な歴史資産の核となる新たに国史跡指定を受けた「由義寺跡」や「高安千塚古墳群」について、その重要性や八尾の魅力
としての普及用の啓発冊子を作成し情報発信するとともに、史跡等の文化財を活用できる環境を整えるための説明板等を設置するなどした。

Ｈ29年度
実績値

地域連携活動件数 件 1 2 2
経済法科大学と連携して、商店街振興のあり方に関する研究を実施した。また、近畿大
学と連携して、かわまちづくりにおける環境教育・環境研究活動を実施した。各年度にお
いて、継続的に地域連携事業を実施する必要がある。

54.63 54.66 55.2
都市計画道路　ＪＲ八尾駅前線や、久宝寺線の整備を実施した。今後も引き続き取り組
みを進める必要がある。

八尾探プログラムの提供数

指標・ＫＰＩ 単位
Ｈ27年度
実績値

Ｈ28年度
実績値

31年度
目標値

達成状況の原因分析、説明等


