
後期基本計画施策評価シート

施策５０ 施策担当課 人権政策課
関係課 桂人権コミュニティセンター、安中人権コミュニティセンター

めざす暮らしの姿
[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

・平成28年度に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消推進法）、「本邦外出身
者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消法）、「部落差別
の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）が施行され、個別人権課題に対する法整備が行われまし
た。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・平成28年度に「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律」（障害者差別解消法）、「本邦外出身者に対する不当
な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（ヘ
イトスピーチ解消法）、「部落差別の解消の推進に関する法
律」（部落差別解消推進法）が施行され、個別人権課題に対す
る法整備が行われました。

基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

【結果（見込）】　平均達成率 100％
　指標のめざす値については、達成しており、順調にめざす暮らしの姿に向けた取組が進んでいます。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　庁内における人権主担者研修やトップセミナーの実施、また全市的には市民との協働による市民フォーラムや
交流会を実施することで、人権尊重の社会づくりを推進しました。また専用ダイヤルによるこどもいじめ相談窓口
を設置したほか、いじめ防止啓発カードを作成し、市内小中学校の児童生徒に配布することで、いじめ防止と相
談先に関する啓発を行いました。

・人権尊重の社会づくり推進事業において、いじめ防止対策を実施した。とりわけいじめ防止カードを作成し、市
内の小中学校の児童生徒全員に毎年配布することで、啓発効果を高めるよう取り組みを行いました。
・人権教育・啓発プラン推進事業において、人権尊重の社会づくり審議会の中で「第２次八尾市人権教育・啓発
プラン」の進捗内容について意見を得つつ、同プランの推進を図りました。
・市民との協働による市民フォーラムや交流会の開催、一般財団法人八尾市人権協会との連携を通じて、市民
への人権啓発を推進しました。

指標値と
事業の実施状況

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

・人権意識の向上が求められる中で、「障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）、「本邦外
出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推
進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消法）、「部落差別の解消
の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）が施行されたほ
か、LGBT等の人権課題も取り上げられており、引き続き個別
課題への対応についても適切に行っていかなければなりませ
ん。

★★★

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況

一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちづくり

・人権が尊重され、ともに認めあい、幸せに暮らしています。

　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。

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化

資料９－１ 
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後期基本計画施策評価シート

施策５１ 施策担当課 人権政策課
関係課 桂人権コミュニティセンター、安中人権コミュニティセンター

めざす暮らしの姿
[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

・人権啓発の推進において、市民主体の人権草の根運動を目指し、八尾市人権啓発推進協議会の協力のもと、
人権啓発推進委員の養成や地域・市民主体の企画・立案による地区人権研修を実施するなど、市民主体の人
権「草の根」運動が展開できました。
・人権コミュニティセンターとして、健康、住宅、就労など生活上の様々な問題について、市民に寄り添いながら
相談対応を行うことができました。今後も、引き続き、日々の暮らしの困りごとや悩みが速やかに解消できるよ
う、市民のニーズをより正確に把握しながら地域のまちづくりを進めていきたい。

　人権啓発の推進において、市内30の各種団体と市内32地区の全地区福祉委員会で構成される八尾市人権啓
発推進協議会の協力のもと、各地区福祉委員会を活動単位として、地域自らの企画・立案による地域・市民主
体の地区人権研修を実施しました。
　後期基本計画において掲出した人権コミュニティセンター相談事業について、市民に寄り添いながら生活上の
さまざまな相談に対応した。今後、高齢化や孤立化がさらに進むことも踏まえながら、地域福祉のさらなる向上を
図っていきたい。

指標値と
事業の実施状況

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

・部落差別解消推進法に規定されている部落差別の実態に関
する調査について、国の動向を注視しながら研究を進めていく
必要があります。
・インターネットによる差別事象など新たな差別形態への対応
が必要とされています。
・人権意識の向上が求められる中で、「障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）、「本邦外
出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推
進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消法）、「部落差別の解消
の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）が施行されたほ
か、LGBT等の人権課題も取り上げられており、引き続き個別
課題への対応についても適切に行っていかなければなりませ
ん。

★★★

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況
基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

【結果（見込）】　平均達成率 100％
　指標のめざす値については、達成しており、順調にめざす暮らしの姿に向けた取組が進んでいます。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　八尾市人権啓発推進協議会や人権擁護委員八尾地区委員会、世界人権宣言八尾市実行委員会等の各種団
体や市民が協働して人権啓発と差別撤廃の取り組みを行ったものであり、目指す暮らしの姿の実現に向けた施
策展開ができました。

・平成28年度に「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律」（障害者差別解消法）、「本邦外出身者に対する不当
な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（ヘ
イトスピーチ解消法）、「部落差別の解消の推進に関する法
律」（部落差別解消推進法）が施行され、個別人権課題に対す
る法整備が推進されました。

人権意識の高揚と差別のない社会の推進

・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。

　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。

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・平成28年度に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）、「本邦外出身者に
対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消法）、「部落差別の解
消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）が施行され、個別人権課題に対する法整備が行われました。
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後期基本計画施策評価シート

施策５２ 施策担当課 文化国際課
関係課

めざす暮らしの姿
[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

・八尾市における外国人市民が増加（平成27年度から比較して約500人増加）
・「経済財政運営と改革の基本方針2018（骨太の方針）」において、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた新た
な在留資格の創設が盛り込まれました。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・地方の中小事業者の労働者不足の深刻化や介護分野の人
材確保等の観点から、国においては、新たな在留資格の創設
による新たな外国人労働者の受け入れ拡大する方向で動い
ており、八尾市においても外国人市民が増加し、その割合は
高まっていく可能性が高い。

基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

【結果（見込）】　平均達成率 　92.0％
　指標のめざす値については、概ね順調に推移しているものの、八尾市ホームページの外国語ページ（5言語）
の年間アクセス数については、増加傾向ではあるが、計画値を下回っていることから、周知方法等の工夫が必
要です。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　めざす暮らしの姿である「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。」
の実現のため基本方針に沿った施策を展開しており、周知を含め外国人市民相談の充実を図りました。

・生活文化や習慣・言語の違いなどによる生活支援が求められている外国人市民に対し、相談事業の充実や市
政情報・地域情報を提供する多言語情報誌を発行するなどの事業展開を行い、多文化共生のまちづくりを推進
しました。また、年２回の外国人市民会議により外国人市民当事者から行政サービス等市政に関するさまざまな
意見を伺い、市政に反映できるよう事業展開を行いました。
・大規模災害時に外国人市民が必要な情報を多言語化して提供する等の支援を行うため平成28年度に、（公
財）八尾市国際交流センターと協定を締結し、災害時多言語支援センターの設置・運営について検討を進めまし
た。

指標値と
事業の実施状況

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

・外国人市民にとって住みやすいまちとしていくためには、多
言語による市政情報の提供、多言語による相談対応、日本語
学習の支援など、外国人市民の生活を支えていく取り組みの
充実が求められます。
・各地域において外国人市民が受け入れられるような、多文
化共生社会の実現に向けては、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コミュニテイの醸成
が必要であり、地域住民の理解につながる取り組みを進める
必要があります。

★★☆

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況

多文化共生の推進

・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。

　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。

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化
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後期基本計画施策評価シート

施策５３ 施策担当課 文化国際課
関係課

めざす暮らしの姿
[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

平和意識の向上

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。

　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。

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化

指標値と
事業の実施状況

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

・平和な社会の実現に向け、引き続き、日本非核宣言自治体
協議会や平和首長会議の一員として、平和に関する啓発に取
り組みます。
・終戦から70年以上が経ち、平和の尊さを継承していくことが
難しくなる中、市内小中学校を対象とした長崎被爆者による体
験講話を出来る限り続けるとともに、身近な地域に残る戦争遺
跡や戦争体験談を効果的に伝え残していく取り組みをおこな
い、市民の平和意識の高揚を図ります。

★☆☆

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況

・平成29年に国連で核兵器禁止条約が加盟国の６割の賛同を得て採択されました。（日本は不参加）

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・終戦から年月が経つにつれて平和への意識を維持する事が
難しくなる一方で、国際社会情勢は、不安定であり、平和の大
切さが改めて問われる状況となっており、市としても、幅広い
世代を対象に継続的に啓発活動を進めていくことが大切で
す。

基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

【結果（見込）】　平均達成率 69.0％
　指標のめざす値については、計画値を概ね達成できています。
非核・平和啓発事業の参加者数（単年度実績値）（人）については、平成30年度は、台風の影響により小中学校
が休校となり、平和啓発事業が一部中止となったため、計画値を達成する事ができなかったが、他の年度につ
いては達成する事ができました。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　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向け、
基本方針に沿って、実施することができました。

・長崎で被爆体験された講話者を市内小・中学校（毎年約14校）に直接招いて、核兵器や戦争の悲惨さを伝え平
和の大切さを理解する被爆体験講話の取組みを毎年継続して実施しており、これまでに4万人を超える青少年
への平和啓発に取り組みました。
・平成26年に八尾市非核・平和都市宣言30周年記念誌「戦争の記憶」を発行するとともに、以降、記念誌に掲載
されている市内の戦争遺跡をめぐるイベントを開催し、市民にとって身近なところから平和について考えてもらえ
る機会を設けています。
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後期基本計画施策評価シート

施策５４ 施策担当課 コミュニティ政策推進課
関係課

めざす暮らしの姿

[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

・地域分権の成熟度に応じて、地域と行政の協働や支援のあ
り方に検討が必要である。
・校区まちづくり協議会が地域課題の解決を進めていく上で、
校区まちづくり交付金の見直し、人件費、法人化について、適
宜検討する必要がある。
・地域拠点としての機能を高め、誰もが使いやすい施設にして
いくために、公共施設マネジメントの方針に基づき、古い施設
から計画的に機能更新を行う必要がある。

★★☆

【結果（見込）】　平均達成率82.5％
　各指標については、一部計画値に達成していないものの、概ね達成できる見込みである。

【展開状況】　基本方針の要素はすべて実施した
行政と地域が適切な役割分担のもとそれぞれの地域が自らの想いの実現に向けた地域分権のまちづくりを進め
るために、地域担当制や地域予算制度等による支援を行った。また、出張所等の地域拠点において、市民に身
近なところでの「地域と向き合う行政」の施策展開を図った。地域活動の活動拠点であるコミュニティセンターにお
いて、志紀、龍華、竹渕の機能更新を行うとともに、赤ちゃんの駅・地域活動支援室の設置や、土足化・バリアフ
リー化など、誰もが利用しやすい環境整備を行った。

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況
基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化

・すべての校区まちづくり協議会において、「第２期わがまち推進計画」が策定された。
・八尾市役所出張所設置条例を改正し、出張所の機能再編に取り組み、地域分権のまちづくりを推進する体制
を整えた。
・市民のライフスタイルの変化や本市の様々な広報により、市政の情報を収集するツールも広がったことなどか
ら、地域コミュニティを支える基礎的な単位である町会加入率が低下してきている。

・「第２期わがまち推進計画」の策定支援と、加算制度等の見直しを行った「校区まちづくり交付金」により、地域
のまちづくり支援を積極的に行った。
・平成28年12月に八尾市役所出張所設置条例を改正、平成29年10月からすべての出張所での「証明書発行」や
「届出業務」を終了し、地域と向き合う拠点施設として、「たずねる、よりそう、つながる」をコンセプトに出張所の
機能再編に取り組んだ。
・各地域拠点では地域に応じたまちづくりを支援するために、各まちづくり支援事業を実施した。
・町会加入促進として、来庁者へのアンケート及び市民課窓口で啓発を実施するとともに、自治振興委員会と協
働し、住宅開発時の促進、各種イベントを活用し啓発に取り組んだ。また、自治振興委員会における関係団体と
の連携、各種マニュアルの作成や財政的な課題について、ともに検討を行った。
・地区集会所補助金を交付し、活発な地域活動を促進した。

・機能再編した地域拠点において、地域のまちづくり支援や健康・子育て等の相談に積極的に取り組んだ。
・平成28年度より地域担当制を改正し、地域拠点と各部局が地域の課題とその解決に向けた情報共有を行う部
局地域会議を実施した。
・コミュニティセンターを安全・安心で誰もが身近に感じ、集える環境にするため、龍華・竹渕（移転建替え）、志紀
（耐震・機能更新）を実施した。

指標値と
事業の実施状況

地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

・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。

　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。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

　少子高齢化の進行や地域におけるコミュニティの希薄化が
進んでおり、地域におけるまちづくりの担い手不足が課題と
なっている。また、共働き世帯の増加等ライフスタイルも変化
し、地域活動に参加する形の柔軟性が求められる。
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後期基本計画施策評価シート

施策５５ 施策担当課 コミュニティ政策推進課
関係課 総務課

めざす暮らしの姿
[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

・市民活動団体と地域活動団体の連携をさらに図ることによっ
て、地域活動団体の法人化の促進を行い、これによって、地域
活動団体においても自主財源の確保ができれば、より活動の
基盤が広がり、多種多様な市民活動団体や企業といった分野
においても連携できるようになっていく事が望ましい。

★★☆

　地域活動団体の法人化について、積極的に推進していく動
きが内閣府等の国の機関から情報発信されている。今後、地
域活動団体の法人化が推進されれば、行政側からの業務を
受託する団体が増加し、公的業務の代行化が促進することが
予想される。

基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

【結果（見込）】　平均達成率100％
各指標についても、達成率が100％となり達成できている。市民活動団体との協働事業はすでに実施できている
ものが多く、今後指標の伸びは緩やかに上昇するものと想定される。現状の数値を維持していくため、各部局に
対して今後も情報発信を行い、市民活動団体との連携強化を図る必要がある。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　今後は社会情勢の変化に対応した市民活動と地域活動の連携を強化する方向にシフトしていくものと考え、中
間支援組織である「つどい」には相互のつなぎ役として、市民活動団体と校区まちづくり協議会をはじめとする地
域活動団体との連携をより一層深める取り組みを進める必要があると考える。

前期計画の評価の中で提案の一つに、校区まちづくり協議会からの市民活動団体への委託の可能性であった
り、中間支援の役割を果たす相談先の充実によって、市民活動の活性化が図られるといった提案がされており、
後期に入って以降、中間支援組織である「つどい」を通じて、コミニティ推進スタッフや各地域拠点に働きかけを
行うことで、徐々に地域活動と市民活動の連携の実例が出てきている。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況

・校区まちづくり協議会に対して、市民活動団体との連携について「つどい」をとおして、機会があるごとにＰＲや
市民活動団体の紹介を行う中で徐々に連携の実績が出てきている。今後も地道な活動を継続することによっ
て、さらなる連携強化を図って生きたいと考えている。
・市民スポーツ祭等の地域が取り組んでいる地域福祉活動に対して、様々な市民活動団体等の紹介を行い、イ
ベントの充実を図ることができた。

・地域活動団体と市民活動団体との連携に向けて、中間支援組織である「つどい」がつなぎ役となって、校区まち
づくり協議会や地域拠点と情報交換したり交流したりするなど、体制整備を調えるとともにPR活動を実施した。

指標値と
事業の実施状況

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

市民の社会貢献活動の促進

・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。

　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。

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化
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後期基本計画施策評価シート

施策５６ 施策担当課 人権政策課
関係課 政策推進課

めざす暮らしの姿

[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

・施策名を「男女共同参画の推進」から「女性活躍の推進」に変更し、平成28年度から女性活躍推進プロジェクト
チーム、平成30年度からは女性活躍推進室を設置し、女性活躍を推進するための体制を整えました。
・「すべての女性が輝くまち八尾」実現事業において、「仕事で活躍する」「地域で活躍する」「生涯かがやく」の3つ
の視点で加速化事業を洗い出し、女性活躍を推進しました。
・校区まちづくり協議会で活動している女性の交流会を実施し、地域を超えたネットワークの形成に寄与しました。
・女性相談事業においては、引き続き女性相談を展開するとともに、DV相談員の配置やDV専用ダイヤルの設置
等、相談体制の充実を図ることで、DV被害者をはじめとする女性に対する相談・支援を実施しました。

・校区まちづくり協議会で活動している女性の交流会でできたネットワークを、それぞれの地域活動に活かしていた
だくようなしくみづくりが必要です。
・地域分権によるまちづくりを進めるにあたって、女性をはじめ、さまざまな人にかかわってもらうには、新たな役割
分担のしかたや、役員のあり方などのモデルを示す必要があると思われます。

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）が平成28年4月1日に完全施行され、いわ
ゆるマタハラ防止のための男女雇用機会均等法の改正、保育所に入れない場合等の育児休業期間の延長等を盛
り込んだ育児・介護休業法の改正、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の施行と、女性活躍の
加速のための制度が整備されてきました。
・女性だけでなく高齢者など一億総活躍社会の実現のため、人生100年時代を見据え、「人への投資」、特に経済
成長のための施策の充実化が図られました。

・労働力調査にお　ける　いて、女性の年齢階層別労働力率
のグラフにおけるＭ字カーブの底が浅くなり、Ｍ字の底となる
年齢階級も上昇しています（平成30年版男女共同参画白書）。
・総人口の減少と生産年齢人口の減少により女性の労働力率
が上昇することでＭ字カーブは解消されると考えられ、女性の
就労継続のための事業者の取り組みが進むと考えられます。
・女性活躍の推進や高齢者の就労人口の増加等に伴い、ライ
フスタイルの変化に応じた地域活動への関わり方の柔軟性が
求められます。
・国の第４次男女共同参画基本計画（平成27年12月策定）の
めざすべき社会として、男女が自らの意思に基づき、個性と能
力が十分に発揮できる、多様性に富んだ豊かで活力のある社
会が示されており、市も性別にかかわらず、生き方の多様性を
認め合う社会づくりが必要です。

基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

【結果（見込）】　平均達成率 97.4％
　各指標については、一部計画値に至らないものの、概ね達成できています。審議会等における女性委員の比率
は計画値に達していないが年々増加しており、引き続き比率を上げるための取り組みが必要です。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　基本方針に沿い、DV 被害者をはじめとする女性に対する相談・支援体制の充実を図るとともに、女性が交流し、
行動する勇気やきっかけを得られるような場づくりや、地域で活躍する女性による情報交換やネットワークづくりに
取り組むなど、個人の経験や技能を活かし、ライフスタイルに応じた多様な働き方や活躍の場を選択できるような
環境づくりを推進し、女性だけでなく男女がともに輝くまちづくりに取り組みました。

・人生100年時代を見据え、性別にかかわらず、誰もが活躍す
るまちづくりが必要であり、男女共同参画のための意識だけで
なく、共に活躍できる環境づくりが必要であると考えます。★★☆

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況

女性活躍の推進

指標値と
事業の実施状況

社会経済環境の変化や関連
法令、制度等の整備状況（必

要性が有れば記入）

・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。

　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。

後期計画策定後の変化

考慮すべき
社会経済環境の変化等
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後期基本計画施策評価シート

施策５７ 施策担当課 政策推進課
関係課

めざす暮らしの姿
[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

　「東京一極集中是正」に代表される、国の地方創生の考え
（国のまち・ひと・しごと創生総合戦略）を考慮に入れた施策展
開が求められる。
　さらに、働き手不足、担い手不足等の人口減少社会の本格
的な到来における持続可能な行政運営が必要である。
　また、人口減少社会への対応としての若い世代の定住魅力
の向上等による、「住みたい住み続けたい」と思うまちづくりを
推進する必要がある。

基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

【結果（見込）】　平均達成率 83.7％
　各指標については、計画値に至らないものの、概ね順調に推移している。「住み続けたいと感じる市民の割合」
は、ほぼ横ばいの推移だが着実に増加しており、引き続き定住志向のさらなる向上に向けた取り組みを積極的に
進める必要がある。「八尾市の取り組みに満足している市民の割合」についても平成28年度以降増加傾向にある
が、行政の取り組みをより積極的に発信し、市民への理解を図る必要がある。今後も引き続き、総合計画基本構
想の実現に向けた、各種、各所属での取り組みが推進出来る様、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る必要がある。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　総合計画の着実な推進を図るため、庁内横断的な連携議論をより活性化することを目的とした会議体を設置す
る等、毎年度の市政運営について、限られた資源を適切に配分する行政経営の視点での取り組み推進を図った。
また、八尾市総合戦略審議会による総合戦略の取り組みに対する効果検証を実施するとともに、若い世代を中心
とした市民参画による「やお若者OTS会議」による事業提案やその実現に向けた取り組みを実施する等、人口減少
社会における地方創生の趣旨に則した取り組みを推進した。さらに、大阪府等の関係機関との連携・調整を密に
取りながら、基本方針の目標通り平成30 年（2018 年）4 月での中核市移行を実現した。

・「総合計画の推進」においては、市政運営の基本方針について庁内横断的な連携議論の活性化を目的とし、経
営戦略会議に関係部局会議を設置し、総合計画の実現に向けた各部局の取り組みの具体化に繋げる仕組みへと
行政経営手法の見直しを図り限られた財源を効果的に配分するなどの計画行政の推進に寄与した。
・若い世代にとって定住魅力にあふれるまちとなるため、地方創生推進交付金を活用し、若い世代を中心とした市
民参画による「やお若者OTS会議」を開催し、若者からの提案事業の実現に向け取り組みを推進し、平成30年度
春までに既に２事業についての事業実現に繋げた。
・「公共施設マネジメント事業」において、本市まちづくりの基本となる都市計画マスタープラン等と整合を図り、地
域力を活かした市民主体のまちづくりや都市機能誘導により、「地域の個性を発揮した多世代が住みたい・住み続
けたいと思えるまちづくり」をめざし、立地適正化計画の策定を行うとともに、公共施設マネジメント実施計画につい
て、計画的な保全の考え方を中心に策定を行うことで、人口減少社会に持続可能なまちづくりの推進に寄与した。
・「中核市移行事業」において、大阪府等の関係機関との連携・調整を密に取りながら準備を着実に進め、平成30
年（2018 年）4 月での中核市移行を行い、「地域の実情に応じた個性豊かで活力に満ちた地域社会」の実現に向
け、市民に最も身近な自治体として保健所権限などの多くの権限を活かすまちづくりを進める環境を整えた。

・本格的な人口減少社会における持続可能な行政経営手法の
在り方についての継続的な見直しを行う行政経営の継続及び
第６次総合計画の策定による計画行政の更なる推進が必要で
ある。
・大都市近郊に位置する都市における地方創生の取り組みの
充実に向けた調査・研究・検討及び実行のための政策立案能
力向上に向けた取り組みが必要である。

・「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例評価委員会」を開催し、市民の参画と協働のまちづくりの現状につ
いて検証・評価をいただき、継続的な地域の支援体制づくり等の各種の取り組みを進め、部局地域会議の在り方
の見直しを行う等、地域課題を各部局の取り組みに繋げる仕組みづくりに引き続き取り組んでいる。

・地方創生の各種取り組みについての国の財政的支援について、地域再生計画での位置付けを根拠とする法整
備が成され、交付金の法的根拠付けが成された。
・持続可能なまちづくりを着実かつ確実に行えるよう、計画的に各種施策に取り組むため、総合計画の策定根拠と
なる「八尾市総合計画策定条例」を制定した。（平成30年4月1日施行）

指標値と
事業の実施状況

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

★★☆

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況

考慮すべき
社会経済環境の変化等

計画行政の推進

・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。

　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。

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化
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後期基本計画施策評価シート

施策５８ 施策担当課 政策推進課
関係課

めざす暮らしの姿
[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

　
［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

・大阪市隣接都市協議会において毎年度実施している自治体を取り巻く課題に関する研修への参加
・大阪市隣接都市協議会の運営手法変更に伴う、意見交換会への参画をH28年度より行い、地方創生や地方分
権に関するテーマなど、各自治体の抱える課題認識の共有の場へ参画した。
・大阪府市町村課による都市間連携・広域連携のあり方検討の取り組みの一つとして、平成29年度に「共同研究
会」が設置され、本市からも政策推進課職員が参画し、今後の今後の府下市町村が直面すると想定される行政
課題等についての検討・研究を府・他市との共同により報告書をとりまとめた。
・他市が幹事市を担っていた期間活動が実質休止状態であった中河内広域連携協議会に係る三市長会議を平
成30年春に開催し、クラウド運用の可能性や、各施策での連携に関する取り組みについての今後の検討を図っ
ていく再スタートを切った。
・市制施行70周年記念事業を契機として、遠隔地における各自治体のもつ歴史資産等の魅力をツールとした連
携事業を実施予定であり、今後も魅力向上以外での行政課題等について連携強化、共同処理等の可能性を引
き続き検討していく必要がある。
・近隣都市との連携については、政令指定都市（大阪市）と中核市（東大阪市）に隣接している大都市圏に位置
する本市を取り巻く環境も含め、引き続きより効率的・効果的な行政サービスの提供を図る必要がある。

指標値と
事業の実施状況

・政令市、中核市が隣接する都市圏における広域連携のあり
方や、人口減少、少子高齢化社会に対応した広域連携のあり
方等、従来とは異なる広域連携について検討を進める必要が
あるが、そのためには全体を俯瞰して見ることのできる大阪府
等の広域自治体のコーディネートのもと、広域的視点からの各
自治体の役割分担等をあらためて整理していく必要がある。

広域行政の推進

・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。

　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。

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

★★☆

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況
基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

【結果（見込）】　平均達成率 88.0％
　各指標については、一部計画値に至らないものの、概ね順調に推移している。「八尾市の取り組みに満足して
いる市民の割合」については平成28年度以降増加傾向にあり、市民生活に直結するサービス見直しへの一時的
な反動があるものの、サービス内容変更による効果等の発信を積極展開することにより、内容の浸透が進んで
いると考えられる。広域行政の取り組み内容の発信等についても今後は充実させていき、人口減少社会におけ
る自治体としての取り組みを市民に伝えるとともに、連携事業による行政サービス向上の実例を作っていく等の
更なる行政の取り組みへの満足度を向上させる取り組み推進が必要があると考える。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した
　大阪市隣接都市協議会主催の研修参加や、大阪府と中河内３市によるブロック会議における、大阪府下の広
域連携についての協議を実施した。また、大阪府主導の研究会において今後の府下市町村が直面すると想定さ
れる行政課題等についての検討・研究を近隣都市と進め、人口減少の進む時代における行政サービスの在り方
についての検討を図るほか、遠隔自治体との広域連携による魅力向上の取り組みを検討する等、広域連携によ
る効率的・効果的な行政サービスの提供を図るという基本方針の要素に沿った具体的な展開を図られた。

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・国における都市機能・都市圏の在り方議論の変遷。
・第30次地方制度調査会答申（平成25年６月25日）を踏まえ、中核市・特例市の両制度を統合する旨の地方自
治法が改正（平成27年4月1日施行）され、中核市の指定に係る人口要件変更がなされ、本市においても平成30
年4月に中核市へと移行した。
・上記答申を踏まえた地方自治法改正（平成26年11月1日施行）による、地方公共団体間の柔軟な連携を可能と
する「連携協約」の制度が導入され、連携中枢都市圏構想の制度化がなされた。
・第31次地方制度調査会答申（平成28年３月16日）を踏まえ、一定規模の圏域内に、規模・能力が一定以上の都
市が複数存在するような場合の、連携中枢都市圏等以外の都市間での水平的・相互補完的、双務的に適切な
役割分担による広域連携の推進が求められている。

　人口減少社会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、そのような中でも行政サービスの水準を維持
していくためには、今後とも広域行政の観点からの取り組みが
必要となってくる。
　また、国においても人口減少社会における基礎自治体の行
政サービス提供体制として、市町村間連携などの必要性のも
とに地方自治法改正が行われ、権限移譲の推進とともに都市
制度の在り方についての研究が進められている。具体的には
中核市を一つの核とする都市圏構想があげられるが、隣接市
に政令指定都市、中核市が所在する本市の状況に則した行
政の在り方について、府や近隣市町村と引き続き検討を進め
る必要がある。
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後期基本計画施策評価シート

施策５９ 施策担当課 行政改革課
関係課

めざす暮らしの姿

[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

行財政改革の推進

・市民が弛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。

　「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。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

　今後、人口の減少、特に生産年齢人口の減少が一層進行し、一方
での高齢者数の増加が予想される。これにより、税収が減少する中
で行政需要の高まりによる歳出増が懸念され、非常に厳しい行政経
営が求められる時代が到来することが予想される。
　ＩＣＴに関しては、国では、今、「データ」が人を豊かにする社会の実
現ということで、各種情報データについて、官民データの利活用を
図っていくとする様々な指針を示している。
　また、総務大臣主催の「自治体戦略2040構想研究会」が平成30年7
月に公表した報告書で、今後の人口減少下における社会環境におけ
る新たな自治体行政の基本的な考え方として、AI(Artificial
intelligence）やロボティクス（※）などといった技術の導入は必須であ
るといったことを示している。今後は、ＩＣＴが社会全体で何かを実現
するためのツール（手段）として、より一層求められていく状況にあ
る。
（※ロボットに関連した様々な事柄を指し、ここでは人に代わって機械
やソフトウェアが作業や処理を行い、自動化や省力化のものとして示
されている。）

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

【結果（見込）】　平均達成率 80.5％
各指標について、概ね達成できているものの、後期基本計画期間においては計画値を下回る状況にあり、引き
続き、更なる行財政改革に取り組んでいく必要がある。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
八尾市行財政改革行動計画の策定にあたり、厳しい財政状況を庁内一丸となって乗り越えるため「１課１改革」
を掲げ、取り組みを進めたことにより、行財政改革に対する全庁的な意識の醸成を図ることができ、具体的な取
り組みの成果を生み出すことにつながった。また、ICTの活用として、基幹システムの再構築事業によるＩＣＴ関連
事業に係る経費抑制、大阪府内自治体での取り組みによるセキュリティ対策の強化、マイナンバー制度の対応
により、効率的・効果的な行政経営と市民生活の利便性に寄与することができた。

・「行政改革推進事務」において、持続可能な行財政運営を実現するため、行財政改革指針に基づく取り組みを
具体化するものとして、平成28年８月に行財政改革行動計画を策定し、取り組みの目標とする効果額を定めたう
えで、全庁的に行財政改革を進め、計画初年度の平成28年度の実績では、当初の計画値を上回る効果額を生
み出すことができた。また、平成30年２月には取り組みの水平展開等を図り、新たな取り組みを計上した改定版
を策定し、更なる行財政改革の推進に向けた取り組みを進めている。
・ICTの活用については、「行政情報システム基盤整備事業」において、クラウドサービスを用いた基幹システム
の再構築事業や国が進める自治体共同取り組みによるインターネット接続等のセキュリティ対策について府内
自治体において実施し、効率的・効果的な行政運営の取り組みが行えた。また、マイナンバー制度の運用に向
け、各種規定の整備、本市ネットワークの再編やシステム導入など行い、制度が趣旨する国民の利便性の向上
や行政の効率化等に向けた、円滑な運営につなげることができた。

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

・先々を見据え、固定的な経費（特に人件費、施設の維持管理・運営
経費等）を縮減する取り組みを早い段階から実施すべきであり、事業
の選択と集中や仕事の仕組み・仕方を変える取り組みをより一層進
める必要がある。
・AIやロボティクスといった新技術の活用の可能性は大きく、この技術
を活用すべき分野や事務等を洗いだすためにも、各分野における行
政事務を取り扱う各部局においても、今後は、より多くの情報収集が
必要となるものである。なお、現時点では、これら新技術の導入事例
の数は少なく、具体的な費用と効果については見定めていく必要が
ある。

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況
基本方針の要素はすべて実施した

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化
・後期基本計画策定後の財政状況の悪化を受け、八尾市行財政改革指針に基づく取り組みを具体化するものと
して、平成28年８月に八尾市行財政改革行動計画を策定した。
・ＩＣＴは、行政事務における効率的・効果的な行政運営においても、また、スマートフォンやタブレット端末の高い
普及状況から、市民生活においも、深く関わり必要不可欠なものとなっている。

指標値と
事業の実施状況

★★☆
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後期基本計画施策評価シート

施策６０ 施策担当課 市政情報課
関係課 総務課

めざす暮らしの姿
[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

行政情報の提供と個人情報保護

・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。

　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。

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化

指標値と
事業の実施状況

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

・行政情報の提供は、これまで主に市民を対象に、毎月発行する市
政だよりやホームページなどを通じて、必要な情報を必要なときに
提供してきたが、それらに加えて、各所管課の取り組みを組織的、
体系的な広報につなげながら、市の施策や魅力ある資源を市内外
に向けて発信し、宣伝していくことにより、八尾市への関心を高め、
定住魅力へとつなげていくことが、さらに求められると考えられま
す。

★★☆

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況
基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

【結果（見込）】　平均達成率 88.0％
　指標のめざす値については、概ね順調に推移しているが、　市政だよりで情報を得ている市民の割合およひ八
尾市ホームページアクセス件数については、計画値を下回っていることから誰もが行政情報を必要なときに手に
入れることができるよう、より一層、多様な情報発信媒体を活かした行政情報の提供を行っていくことが必要と考
えています。
　
【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　八尾市への関心と定住魅力を高めるために、市の施策や魅力ある資源を市内外へ情報発信するなど、広報を
充実した。また、個人情報の適切な取り扱いを徹底しながら、情報公開条例に基づく情報公開を推進しました。
　平成30年度については、必要とする情報に容易にアクセスできるようホームページを一部改修するとともに、市
民に身近な情報を手軽に入手できる複合アプリを導入することで、情報を誰もが容易に得るための環境を整備し
ます。

・市政情報の発信として、毎月発行する市政だよりについては、町会等を通じて戸別配布するとともに、市内公
共施設をはじめ、市内鉄道駅・郵便局・金融機関などに配架するほか、ホームページへの掲載やアプリ配信な
ど、誰もが入手できる環境を整えています。掲載情報量や即時性に優れるホームページについては、最新情報
を提供できる有効な媒体であることから、各所管課において、必要とする情報を必要な時に掲載し、コンテンツ数
については7,344件（平成30年3月時点）となっています。また、即時性や拡散性のあるSNSについては、ツイッ
ターによるホームページの新着情報の提供とともに、フェイスブックを活用し、行政情報のみならず、八尾の魅力
情報をほぼ毎日発信しています。
・個人情報保護に関する業務として、個人情報保護審議会等を開催し、適切に運用管理を行うとともに、職員の
意識向上のため個人情報保護に関する研修会を実施しました。

　市政だよりの連載記事として「まちづくりルポ」を掲載することで、市が進める取り組みのほか、地域が実施する
特徴ある取り組みなどを紹介し、地域分権の推進について市民への周知を図りました。
　コミュニティFM放送局に対して、地域での取り組みへの積極的な取材活動を行っていくよう働きかけを行うとと
もに、番組を通じて、地域情報の発信を進めています。

・スマートフォンやタブレット型携帯端末の普及が急速に進むとともに、SNSの普及などの情報発信手段（媒体）
の多様化への対応として、市公式フェイスブックの開設やアプリによる市政だよりの配信、複合アプリの導入など
を行っています。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・人口減少社会に向けた対応として、定住魅力を高める取り組みの
市内外への効果的な情報発信を強化する必要があります。
・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が改正され、
行政機関が所有する個人情報の利活用への対応が必要となる可
能性があります。
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後期基本計画施策評価シート

施策６１ 施策担当課 人事課
関係課 職員課

めざす暮らしの姿

[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

・人事管理業務においては、効率的かつ効果的な人事配置を進めるとともに、平成２９年度から全ての職員に人
事評価制度の試行導入を行い、職員の意欲向上や活力ある組織づくりに努めた。
・国の働き方改革等の動きを見据え、超勤縮減を推進するとともに、ワーク・ライフ・バランスを進めるため、人材
育成基本方針の改定、女性活躍推進室からの提案を受けた具体的な取り組み等を進めた。
・今後は、八尾市版ワーク・ライフ・バランス推進方針に基づき、各取り組みを着実に進めていく必要がある。

・地域分権を推進するための人材育成について、新規採用職員研修において「地域を体験する」カリキュラムを
導入し、地域のまちづくりに対する意識を高める取り組みを進めた。

指標値と
事業の実施状況

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

・地方公務員法の一部改正により、平成３２年度から会計年度
任用職員の任用等に関する制度の具体的な運用を開始する。
・働き方改革関連法の成立により、労働時間に関する制度の
見直しによる、公務員への適用を検証し、組織的な対応を実
施する。
・将来の人口減少社会における持続可能な行政サービス提供
体制を構築するための職員体制を検討する。
・公務員の定年引上げの結論を得て、具体的な制度設計を行
う。

★★☆

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況
基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

【結果（見込）】　平均達成率87.0％
　成果指標については、達成率が80％を超えて推移しており概ね達成できている。「市役所の各窓口や電話で
の職員の説明が分かりやすかったと思う市民の割合」は計画値には至らないものの継続的に増加している。決
して余裕があると言えない人員体制の中、時間制約のある職員の割合も高くなりつつある状況下で、さらに行政
サービスの質を高めることが求められている。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
職員の能力を最大限発揮できるよう、職員の意欲や能力の向上や効率的・効果的な体制づくりを推進した。ま
た、ワーク・ライフ・バランスの向上に取り組むため、働き方の見直し等を進めた。

　地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、地方公
共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率
的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員の臨時・非常
勤職員（一般職・特別職・臨時的任用の３類型）について、特
別職の任用及び臨時的任用の適正を確保し、並びに一般職
の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を図る
とともに、会計年度任用職員に対する給付についての規定を
整備する必要がある。（平成32年４月１日施行）
　また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関す
る法律案の成立に伴い、長時間労働の是正、多様で柔軟な働
き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等の
ための措置の実施が必要である。
　人口減少社会を迎え、持続可能な行政サービス提供体制の
構築が求められている。
　加えて、地方公務員の定年引上げの検討を行う必要があ
る。

人材の活用と組織の活性化

・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。

　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。

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化

考慮すべき
社会経済環境の変化等
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後期基本計画施策評価シート

施策６２ 施策担当課 コミュニティ政策推進課
関係課 市民課、各出張所

めざす暮らしの姿
[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

・平成29年10月から、市民課窓口ならびに庁舎案内業務について、第2期目の窓口委託を開始した。第1期目に
引き続き、窓口業務の迅速化・効率化を図るとともに、親切・丁寧な案内業務の推進を図った。
・証明書交付については、平成28年10月からマイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアでの証明書交
付サービスを開始し、その利用促進に向け、マイナンバーカードの申請に必要な顔写真の無料撮影サービスを
実施する等、普及啓発に取り組んだ。これにより、マイナンバーカードの交付率、件数とともに証明書のコンビニ
交付利用割合も徐々に上昇した。

マイナンバーカードとカードに搭載されている電子証明書には
それぞれ有効期限が定められており、今後は新規交付に加え
て、更新交付及び電子証明書の更新手続き対応が必要にな
る。

基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

【結果（見込）】　平均達成率 78.6％
　成果指標については計画値を下回る状況にあり、引き続き、窓口サービスの向上に取り組んでいく必要があ
る。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　市民に対して、的確な窓口サービスを提供し、必要な手続きなどがスムーズに安心して行えるよう、窓口業務
を民間委託し、民間のノウハウを活かして親切・丁寧な窓口サービスの向上に努めた。とりわけ、住民異動届出
受付、証明書交付受付の窓口においては、休日定期開庁の実施とともに、証明書交付については、マイナン
バーカードを利用したコンビニエンスストアでの証明書交付サービスを構築し、その利用促進に向け、マイナン
バーカードの交付申請の普及啓発に取り組んだ。

・平成28年１月から、個人番号カードの申請・交付受付を開始した。
・平成28年10月から証明書のコンビニ交付サービスを開始し、平成29年３月には市内５ヵ所（計６台）の証明書自
動交付機を廃止した。
・平成29年４月から、住民異動届出受付、証明書交付受付等の窓口において、休日定期開庁を開始した。
・平成29年10月からの出張所の機能再編に伴い、出張所における相談体制をさらに強化した。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

・繁忙期における、より一層の円滑な窓口運営に向けて、更な
るマイナンバーカードの普及・啓発とともに、証明書のコンビニ
交付件数の増加をめざし、引き続き、地域拠点とも連携を図り
ながら積極的な周知・啓発に努める。
・有効期間が５年間であるコンビニ交付利用に必要な電子証
明書と、同じく有効期間が５年間である20歳未満の方のマイナ
ンバーカードのそれぞれの更新について、更新時期を失する
ことなく継続手続きができるよう積極的に周知を図る。

★☆☆

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況

指標値と
事業の実施状況

窓口サービス機能の充実

・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。

　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。

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化
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後期基本計画施策評価シート

施策６３ 施策担当課 財政課
関係課 市民税課、資産税課、納税課、財産活用課、政策法務課、契約検査課、会計課

めざす暮らしの姿

[③第６次総合計画の策定に向けて]

基本方針

［①前提条件の変化］

［②総合評価］

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆
★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

総合評価

具体的取り組みについての
総括

・重要な役割を果たした事業

地域と向き合う施策展開
についての総括

健全かつ公正な行財政運営

・ 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。

　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。

社会経済環境の変化や
関連法令、制度等の整備状況

（必要性が有れば記入）

後期計画策定後の変化
・中核市・特例市の両制度を統合する旨の地方自治法の改正（平成27年4月1日施行）により、中核市の指定に
係る人口要件変更がなされ、本市においても平成30年4月に中核市へと移行を実施した。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

指標値と
事業の実施状況

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

★★★

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況

　健全かつ公正な行財政運営を図るとともに、持続可能な行
財政運営を行っていくため、これまでと同様、国の地方財政計
画等マクロ視点を持ちながら、一般財源に着目するものとし、
現状のみならず将来も見据えた財政運営のため、公債費の市
の直接的負担割合など、今後はより深い分析等が求められる
ところである。

基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある

【結果（見込）】　平均達成率 100％
　各指標においては、達成率90％以上と高い水準で推移しており、経常収支比率については平成29年度以降改
善傾向にあり、計画値を達成するため、取り組みを進めている。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　歳入確保として市税の課税客体の把握、適正なかつ公平な賦課・徴収に取り組み、持続可能な財政運営に努
めている。その他、市民に対し分かりやすい財政情報の公表を進め、透明性、公正性が確保された行政経営を
進めた。また、契約事務においては、電子入札の実施や入札・契約制度の改革推進などを図り、契約事務の適
正化を行った。会計事務においては、研修の実施や会計事務マニュアルの見直しなどにより収入支出業務の適
正化を図った。

・「財政関連業務」・・・効率的な事務事業の実施によりコスト削減を行い、持続可能な行財政運営を進めるととも
に、わかりやすい財政状況の公表に取り組んだ。今後も特定財源の確保や地方交付税措置のある地方債を活
用するなど財源確保に努めるとともに、予算執行にあたっては効率的な事業運営が必要である。
・「歳入確保事務」・・・自主財源確保に関する取り組みの検討の結果、広告付きAEDの設置などを実施し、また、
ふるさと納税における返礼品の拡充を行うとともに、ガバメントクラウドファンディングの実施に向けた調査研究を
行うなど、寄附金の確保に努めた。今後も先進事例などを参考にし、本市での実施に向けた検証を図りながら可
能なものについては取り組みを進めていく。
・「入札制度の改革推進（電子入札システム運用含む）」・・・入札制度の改革推進を引き続き行い、工事並びに
物品購入等の入札・契約の透明性の確保、公正競争の促進、適正履行確保に向けて取り組んだ。
・「法規事務」・・・条例、規則等の制定改廃時における審査事務等を行うとともに、法規事務の適正な執行と法務
能力の向上を図るため、政策法務主任及び係長級職員を対象に政策法務研修を行った。

・財政調整基金については、標準財政規模の11.25%である60
億円をめざし、基金残高の確保や将来負担に注視し、八尾市
行財政改革行動計画に掲げた取り組み内容を着実に実施し、
財源の確保に努め、効率的な事業運営を徹底することが重要
である。
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