
後期基本計画施策評価シート

施策１９ 施策担当課 子育て支援課
関係課 こども政策課、こども施設課、桂青少年会館、安中青少年会館

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

地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

・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
　「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。

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

　児童虐待の相談対応件数が著しく伸びている現況があるな
か、切れ目のない支援で母子保健の強化により、特定妊婦・
要支援・要保護児童の把握が進んでいるため、子育て総合支
援ネットワークセンターへの相談・通告件数が急増しており、
体制の強化が急務となっている。さらに、要保護児童対策ネッ
トワーク等の関係機関によるソーシャルワーク機能の強化を
図ることにより、事案の度合いに応じた対応を高めていくこと
が必要である。
　また、子ども子育て支援法に基づく認定こども園の整備が進
み、就園年齢の早期化が進み、在宅子育て家庭の割合が減
少する構造の中で、国の就学前教育・保育の無償化方針が
流れに拍車を掛けている。在宅子育て家庭も安心して地域で
子育てできるよう、きめ細やかな相談支援体制や、地域ぐるみ
で子どもを見守る仕組みの構築が急がれる。

【結果（見込）】　平均達成率83.4％
　成果指標の達成見込み状況は、概ね順調に推移しているが、児童虐待対策では国の手引き改正の影響もあ
り、心理的虐待等による通告件数は増加傾向にある。また、つどいの広場利用組数は、保育利用による在宅子
育て家庭の減少の影響もあり、微減傾向が進んでいる。

【実施状況】　基本方針の要素はすべて実施した。
　「妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援」の実現に向け、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」を整備を図
り、子育て世代包括支援センターとの緊密な連携による相談・支援の体制づくりと仕組みの構築を進めることで、
「未然防止」を図る観点から、子どもが、虐待から守られる社会づくりに取り組んだ。
　さらに、地域で子育てに関する相談や交流ができるよう、「地域子育て支援拠点」の体制拡充を図り、子育て
サークルへの支援、地域交流事業などを行い、専門職間のみならず、地域の子育て分野の人材交流を進めた。
　また、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った。

（１）子育て支援・相談体制の充実・（３）児童虐待防止の相談・活動の充実
・寄り添い型の相談・支援体制の充実に向け、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」の整備や「地域子育て支援
センター」の増設を進めるとともに、児童虐待防止の観点から関係機関との緊密な連携の強化に取り組んだ。
（２）子育て家庭への生活支援
・「八尾市子どもの未来応援推進プラン」を策定し、子どもの貧困対策として、ひとり親家庭等の子ども（中学生）
に対する学習支援を実施したほか、法律相談を定期的に実施するなど、ひとり親家庭の自立支援に取り組ん
だ。
・中核市移行に伴い権限移譲される母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度の運用をはじめた。
（４）子どもの権利擁護の推進
・「八尾っ子元気・やる気アップ提案事業」により、子どもの提案実現に取り組んだほか、「やお子育てアプリ」の機
能充実を図り子育て世代への情報発信に努めた。

地域で子育てに関する相談や交流ができるよう、前期基本計画期間で１５カ所体制に拡充した「つどいの広場」
や、平成31年度に５カ所体制となる「地域子育て支援センター」といった「地域子育て支援拠点」を基軸とし、両青
少年会館や、出張所等の「地域拠点」とも連携しながら、地域実情に即して、子育てサークルへの支援や地域交
流事業などを行った。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・平成29年児童福祉法の改正により、市区町村子こども家庭総合支援拠点の整備が、努力義務として定められ
た。
・児童虐待への対応において、一時保護や施設入所等の行政処分としての措置を行うケースは都道府県（児童
相談所）、身近な場所で継続的に在宅支援を行うケースは市町村との役割分担が進められ、平成30年度より、
都道府県（児童相談所）から市への事案送致が開始され、対応件数の増加につながっている。
・こどもの貧困問題について自治体間の連携検討が進み、こども食堂の取り組みも、全国的な広がりを見せて来
た。
・平成30年度から、本市の中核市移行により、母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度の運用等が市に移管された。
・平成29年児童福祉法の改正により、中核市における児童相談所設置の支援方針が定められた。

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

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

・児童虐待が、相談・通告件数ともに増加し、法改正により市
の役割が増加する中で、持続可能な児童虐待対応体制の構
築が、喫緊の課題となっている。★★☆

資料９－１ 
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後期基本計画施策評価シート

施策２０ 施策担当課 こども施設課
関係課 こども政策課、子育て支援課

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

指標値と
事業の実施状況

保育サービスの充実

・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。

　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。

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

（１）認定こども園等の整備の推進
　「認定こども園等整備計画推進事業」により、認定こども園等の新設、増築及び認定こども園への移行による
定員拡大、既存施設の入所枠拡大を行った
（２）保育内容の充実
　「公立認定こども園推進事業」、「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画」に基づき、質の高い就学
前教育・保育や子育て支援を提供するため、公立認定こども園の整備を進めてきた。さらに、「保育士確保事
業」、「保育士就労支援事業」、及び「子育て支援員研修事業」等により、全国的に保育士不足が課題となる中
で、人材確保の取り組みを進めた。
（３）多様化する保育ニーズへの対応
　多様化する保育ニーズへの対応として、「病児保育事業」や「一時預かり事業」に取り組んだほか、「障がい児
保育」の受入れ充実に取り組んで来た。

-

　全国的な保育士不足の状況に加え、幼児教育・保育の無償
化等による保育ニーズの更なる高まりが想定される。

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50％
　成果指標の達成見込み状況は、保育所等利用待機児童数については各年度４月１日現在で積算しており、平
成29年度以降保育所等待機児童の定義が変更となったこともあり、未達成となったが、公民挙げて保育枠拡大
に取り組んで来た結果、入所児童数は、平成27年度の5,071人から平成30年度は5,576人にまで受入れ拡大を
実現して来たところであり、平成30年度にさらに794人の定員を増やす計画から、平成31年度に待機児童0人を
実現する見込みである。また、病児保育事業延べ利用人数については、体調不良児対応型の実施要件が緩和
されたことから、実施施設数の増加に取り組み、最終目標値を大幅に超え達成する見込みである。

【実施状況】　基本方針の要素はすべて実施した
　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った。さらに、「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画」に基づき、
質の高い就学前教育・保育や子育て支援を提供するため、公立認定こども園の整備を進めるとともに、民間施
設の認定こども園への移行を支援しながら、平成31年４月１日の待機児童解消の実現に、計画的に取り組ん
だ。

・「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）の制定及び国の就学前教育・保育の
無償化方針の表明（平成30年10月実施予定）による保育ニーズの高まり
・保育所等待機児童の定義の変更（平成29年度）
・障がい福祉施策と一般施策との連携を図る技術的助言（平成29年度）
・「教育と福祉の一層の連携等の推進について（通知）」厚生労働省・文部科学省連名通知（平成30年度）

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

・後期計画期間は、待機児童の解消という数値目標を掲げ、
最重要課題として取り組んで来たところであるが、６次総計期
間は、質の高い乳幼児期の教育と保育を総合的に提供するな
ど内容を高めていくことが課題である。
・そのテーマのひとつが「障害児保育」であり、平成30年５月の
八尾市障害児保育審議会による「八尾市における「就学前に
おける障がい児教育・保育の基本的な考え方～インクルーシ
ブ（育ちあう）保育の創造～」に関する提言」に沿って取り組ん
でいく必要がある。
・５園の公立認定こども園が核となり、地域内の教育・保育の
拠点としての役割を担い、近隣の民間施設とともに研究・研修
に取り組むことで公立私立に関わらず質の高い教育・保育を
受けることができるようにするため、公立と私立が協力して八
尾市の子育て世帯を支える体制を構築する必要がある。

★☆☆

指標（めざす値の平均達成率）

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２１ 施策担当課 指導課
関係課 教育政策課、子育て支援課、こども施設課

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

・少子化の進行や、働き方改革等の国の施策等の背景もあ
り、共働き家庭の増加などの保護者の就労形態の多様化によ
り、市立幼稚園の在籍園児は年々減少傾向にある一方で、保
育所へ入所するこどもの割合が増加しています。
・平成31年10月に予定される幼児教育の無償化による、新た
な保育ニーズの高まり等が予想されます。

【結果（見込）】　平均達成率100.0％
　指標のめざす値は、すべて達成する見込みです。

【実施状況】基本方針の要素はすべて実施した。
　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、「接続期における教育・保育実践の手引
き」等の活用の推進や、市内の公立・私立の就学前施設を対象とした、幼保小合同研修会を実施することによ
り、連携の取り組みを進め、市内全体の教育・保育の質の向上が図られました。
　また、認定こども園の推進を図るため、公立認定こども園の平成31年度の開園に向けて、すべての公立幼稚
園と保育所で、様々な遊びの中で健やかに育つ子どもの育成をめざすための研究に取り組み、より質の高い教
育・保育の提供を図りました。また、市立幼稚園に対して教育内容の充実や指導方法の工夫改善についての指
導助言を行い、幼児教育の充実、教職員の資質向上を図りました。

・幼保連携・一体化の推進（教育）において、「接続期における教育・保育実践の手引き」等の活用の推進、幼保
小合同研修会の実施、市内小学校入学予定者を対象とした小学校一斉授業見学(体験)の実施等により、幼児
教育と小学校教育への円滑な接続が図られました。また、奈良教育大学と連携協定を結び、認定こども園に向
けての教育・保育の研究について、2カ年に渡り指導・助言をいただくことで、教育・保育の質の向上が図られまし
た。
・幼稚園教育の指導事務において、市立幼稚園で毎年４０回前後開催される園内保育研究会の全てに指導主事
を派遣し、教育内容の充実や指導方法の工夫改善についての指導助言を行い、幼児教育の充実、教職員の資
質向上を図りました。

　遊びを通した一人ひとりの園児に応じた丁寧な幼稚園教育を進めながら、保護者の教育相談や園行事、園便
りを通じて、幼稚園への理解を保護者や地域住民に対して図ってきました。
　子育て支援の取り組みとして、地域人材活用による幼児教室を開催しました。

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

・幼保小合同研修会の開催や小学校一斉授業見学（体験）な
どの、幼児教育と小学校教育の円滑な接続と、教職員の連携
や教育・保育の質の向上に向けた取り組みを進める必要があ
ります。

★★★

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・国において平成31年10月に幼児教育の無償化が予定されていることから、幼児教育・保育の新たな利用希望
に対応する必要があります。

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況
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

幼児教育の充実

・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。

　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。

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２２ 施策担当課 青少年課
関係課 桂青少年会館、安中青少年会館

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

次代を担う青少年の健全育成

・青少年が、将来に希望をもち、生き生きと暮らしています。

　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。

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

・放課後児童室の整備推進については、学校内及び周辺の教
室、用地の確保を行い、併せて適切な人材の確保を行っていく
とともに、指導員の質の向上に向けた各種研修を実施してい
く。また、予算の確保を含めた関係部局と情報共有・協議を
行っていく必要がある。
・放課後子ども教室やこども会活動などの地域活動について
は、人員確保が課題であり、まずは活動を継続していただける
よう、関係団体と連携を深め、地域の状況を把握しながら、推
進や支援を行っていく必要がある。また、放課後児童室事業と
の連携により子どもの安全・安心な居場所づくりとして、放課後
子ども総合プランを推進していく必要がある。
・若者を対象とした施策として、民法上の成人年齢の引き下げ
に伴い、成人式のあり方や若者を対象とした事業、子ども・若
者育成支援推進法に基づいた支援のあり方について検討を進
める必要がある。

★★☆

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

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　　86.6％
　また、地域と連携をして実施する住民懇談会や放課後子ども教室等の多様な体験機会の創出については、参
加人数の増加について一定の成果を得ており、引き続き地域の実情に合わせ、地域とともに青少年の健全育成
をすすめていく。

【実施状況】　基本方針の要素はすべて実施した
　放課後児童室に対する保護者の入室ニーズ、安心安全のニーズの高まりに答えるべく、待機児童の解消と基
準条例の適合化に努めた。また、すべての子どもが多様な体験・活動を行う機会を創出し、安全・安心な居場所
を確保できる環境整備を進めるため、放課後子ども教室の推進、こども会活動活性化のための事業などを実施
し、子どもの主体的な地域活動の活性化や安全確保などを図るとともに、地域事業への子どもの参加数につい
ても増加させることができた。

・放課後児童室事業においては、平成27年度からの対象年齢の拡大と、都市部（主要駅近郊）の住宅開発等に
よる放課後児童室に対する保護者のニーズ増加に対応するため、教室の整備・人材の確保・研修や情報提供に
よる質の向上を併せて行い、入室児童数は平成26年度の2,654人から平成30年度には3,447人まで増加した。
・平成29年度より、社会福祉法人による放課後健全育成事業の参画（「kidsつむぎ」）を支援している。

心豊かで健やかな子どもを社会全体で育むため、地域で実施していただいている放課後子ども教室やこども会
活動について、現在も多くの活動を行っていただいているが、今後についても、子どもの居場所づくりや青少年の
健全育成の視点から、地域の状況も把握しながら継続的に推進、支援していく必要がある。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・「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)の完全施行及び働き方改革による女
性の就労促進に伴う共働き世帯の増加等による学童保育へのニーズの急増。
・都市部（主要駅近郊校区）における児童数の増加。
・放課後子ども総合プランに応じた放課後児童室、放課後子ども教室の推進。
・民法上の成人年齢の引き下げ。
・まちづくり協議会による小学校区単位での地域行事実施にかかる既存事業との並存。
・子ども・若者育成支援推進法に基づく、子供・若者育成支援推進大綱の実施により「青少年」から「子ども・若
者」へと施策範囲が広がっていることへの対応。

　子どもたちが心豊かに、健やかに育つためには、様々な人と
のコミュニケーションや多様な経験が必要であるため、それに
つながる地域活動等を継続的に推進、支援していく必要があ
る。安全面においても、地域の中で顔の見える関係であること
は非常に重要であると考える。
　そのなかで、まちづくり協議会による地域行事とこども会活動
の実施に加え、放課後子ども教室と放課後児童育成室の連携
による放課後子ども総合プランの推進により、子どもの安全・
安心な居場所を確保し、地域活動を活性化させることはより重
要となってくる。
　民法上の成人年齢の引き下げに伴い、子どもから若者の各
年代における支援の実施による、総合的な、次代を担う青少
年の健全育成を検討する必要がある。
　また、女性の社会進出、共働き世帯の増加、税制優遇の改
正により学童保育の必要性が急増しており、かつ、八尾主要
駅近郊校区における児童数の増加に対応していく放課後児童
室事業の検討が必要である。
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後期基本計画施策評価シート

施策２３ 施策担当課 指導課
関係課 人権教育課、教育センター、学務給食課、総務人事課

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

知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

・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。

　「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。

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

開かれた学校づくりの一環として、平成２６年度から市立小・中学校及び特別支援学校で、保護者、地域、関係
機関と連携して実施してきた土曜スクール事業は、３ヵ年の取組みを振り返り平成２９年度から「特色ある学校園
づくり」の一環として各学校園で実施することとしました。

・本市の中核市移行による教職員研修に係る事務の権限が移譲されました。
・平成30年2月9日付文部科学省通知「学校における働き方改革に関する緊急提言の策定並びに学校における
業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について」の発出されました。（学校における働き方改革によ
る、限られた時間の中での教師の専門性を生かした授業の実践や授業準備、研修受講機会の確保、児童生徒
と向き合うための時間の十分な確保等、教師が自らの人間性を高め、児童生徒に対しての効果的な教育活動を
行うため、各教育委員会等における取組の徹底を呼びかけたもの。）

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

・ＩＣＴ技術の進歩に伴い、情報モラルを理解したうえで情報機
器を有効に使い効果的な指導の出来る教職員の育成が求め
られています。
・小学校外国語活動の教科化等、学習指導要領の改訂への、
円滑な対応が必要です。

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94.3％
　成果指標の達成見込み状況は、概ね順調に推移しているが、目標達成に至らなかった指標については、各事
業の研究成果の具体化や地域との連携強化した取り組みを進めていきます。

【実施状況】基本方針の要素はすべて実施した。
　学校教育全体を通して、規範意識やマナー、自他の人権を尊重する意識と態度を育てるとともに、いわゆる知・
徳・体のバランスのとれた小中学生の育成や、家庭・地域との連携、教職員の指導力の向上等、効果的な施策
を展開しており、平成３０年４月の中核市移行後は、八尾市教育センターにおいて八尾市の教職員を八尾市で研
修育成するなど、研修内容の充実を図り、教職員の資質・能力向上と、八尾のまちを愛する教職員や子どもの育
成へと繋げています。
　また、「八尾市小中一貫教育基本方針」に基づき、すべての中学校区でキャリア教育の視点を活かし、義務教
育９年間を見通した一貫した指導を行うなど、「めざす暮らしの姿」の実現や「基本方針」に沿った取り組みを展開
しました。

・「子どもが輝く学校園づくり総合支援事業」「学力向上推進事業」等の様々な取り組みを通じて、複雑・困難化す
る教育課題の解決と学校の活性化を支援しており、とりわけ平成３０年度からは、小学校高学年を対象とした放
課後学習の他学年への拡大実施や、中学校の定期試験前や長期休業中の補充学習に、学習サポーターを活
用するなど取り組みの充実を進め、学習習慣の定着と学習意欲の向上を図っています。
・いじめ問題対策については、保護者や地域との協働により、「いじめ問題対策連絡協議会」を組織するなど、子
どもを地域全体で見守り育てていく環境づくりを進めました。
・八尾市教育研究会体育部と連携し、効果的な体力向上の取組みの推進を行いました。

・学校・教師が担うべき業務の役割分担・適正化、勤務時間管
理の徹底・適正な勤務時間の設定、勤務時間に関する数値を
示した上限の目安のガイドラインの検討・提示が必要です。
・必要な環境整備として、教師の補助的業務を遂行できるサ
ポートスタッフの参画、勤務時間を客観的に把握、集計するシ
ステムの構築、時間外勤務をすることのないよう自動応答電
話の設置等をはじめ、教員の働き方改革を進める必要があり
ます。
・「八尾市小中一貫教育基本方針」に基づき、すべての中学校
区でキャリア教育の視点を活かし、義務教育９年間を見通した
一貫した指導を行い、さらなる本市の教育振興を図るため、義
務教育学校の設置や特別の教育課程を編成して実施する教
育課程特例校制度、特定の学校について他の校区から就学
を認める特認校制度の検討をしていきます。
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後期基本計画施策評価シート

施策２４ 施策担当課 教育センター
関係課 人権教育課、学務給食課、教育政策課、総務人事課、公共建築

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

・子どもや家庭の抱える課題の複雑化が進み、学校における
教育的観点からのアプローチだけでは解決しがたい事象が増
えています。
・障害者差別解消法の施行に伴い支援を要する児童生徒へ
の合理的配慮が義務付けられています。
・グローバル化の一層の進行により、日本語の指導や支援の
必要な子どもや保護者が増えています。
・学校施設の老朽化が進み適切な維持管理と機能更新が求
められています。また、気候変動や災害への対応の社会的
ニーズが高まっています。
・少子化の進展に伴う学校の小規模化の一層の進行。
・学校教育法の改正を受けて、義務教育学校の設置が可能と
なりました。
・学校運営協議会の設置が義務化されることが見込まれま
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 100％
　すべての指標において、計画値を達成する見込みである。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　すべての児童･生徒が安全に、安心して等しく学ぶことができるように、多様なニーズに対応した教育の推進、
相談・支援体制の充実、経済的支援、教育環境の整備の取り組みを進めました。
　とりわけ、子どもを取り巻く環境の複雑化、多様化に対応するためスクールソーシャルワーカーを増員し、不登
校やいじめ等の問題行動の未然防止・早期発見につなげ、生徒指導体制の充実を図りました。
　また、学校、地域、出張所等の地域拠点の連携を進め、保護者や地域の力を学校運営に活かし、地域全体で
子どもの成長を見守る環境づくりを進めました。
　さらに、安全で良好な教育環境の整備を進めるため、計画的に施設・設備の機能更新、老朽化対策とともに、
学校規模等の適正化に向けた取り組みを進め、基本方針に沿った施策展開を図りました。

・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に向け、スクールソーシャルワーカーの学
校配置や日本語指導などの派遣時間数が増加したことで、学校園での教育を円滑に進めることができた。ま
た、中学校普通教室等へのエアコン整備や、学校・地域・地域拠点が連携して子どもを支えていくための仕組み
づくりを構築するなど、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の取り組みを
進めることができました。
・これまでの小中連携教育の取り組みを基礎として、平成29年11月に「八尾市小中一貫教育基本方針」を策定
し、中学校区ごとにキャリア教育の視点を活かし、義務教育９年間を見通した一貫指導による教育が受けられる
よう環境づくりを進めました。

・子どもや家庭の抱える課題の迅速かつ適切な解決に向け
た、学校の生徒指導体制づくり。
・日本語の支援を要する児童生徒に対する適切な日本語指導
員の派遣。
・学校施設の老朽化への適切な対応と気候変動や災害への
対応のための適切な環境整備が求められる。
・少子化に伴う学校の小規模化に対し、外部人材の活用等の
教育効果の向上の取り組みが必要です。
・地域の力を学校運営に生かす「地域とともにある学校づくり」
を推進するため、保護者や地域住民が学校運営に参加する
「学校運営協議会」制度の導入を検討すします。

　小・中学校適正規模等推進事業において、高安中学校区における施設一体型小・中学校を開校するとともに、
桂小学校の改築事業に取り組んだ。あわせて、小中一貫教育推進事業において、高安中学校区、桂中学校区
を研究拠点として、小中一貫教育の推進に取り組みました。

・子どもを取り巻く環境の複雑化が進み、学校園だけでの対応が難しいケースが増加しており、特別支援教育、
在日外国人教育、スクールソーシャルワーカーによる支援体制の充実が、一層求められています。
・学校施設の老朽化が進む一方、気候変動や災害への対応の社会的ニーズが高まっており、教育環境整備の
充実が一層求められます。
・平成27年6月に「学校教育法」が改正され、平成28年4月から小中一貫教育を実施することを目的とする義務教
育学校が新たな学校種として創設されました。
・平成29年4月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、学校運営協議会の設置について
教育委員会の努力義務として規定されました。

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

教育機会の均等

・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。

　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。

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２５ 施策担当課 産業政策課
関係課 八尾図書館

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

・現在、大阪府・大阪市で進められている外国人旅行者の観
光集客策に加えて、2020年に開催される「東京オリンピック」や
2025年に開催を目指している「大阪万博」などの国際イベント
の動向によっては、さらなる外国人観光客が訪れることが想定
されることから、本市の観光戦略を大きく見直す必要が生じま
す。

・一般社団法人八尾市観光協会を設立してから約５年が経過
し、この間本市の魅力発信に取り組んできたが、その一方で市
民の本市の魅力認知度が大きく増えるまでには至っていませ
ん。
市民が八尾市の魅力をより深く感じるためには、地域の特色
ある資源を具体的な取り組みに盛り込んでいくことが必要であ
ることから、地域資源の掘り起こしとともに、地域との連携を強
化する必要があります。
・八尾河内音頭まつりは、昭和53年の開催から40回目を迎え
ました。開催会場を久宝寺緑地とし、多くの方に楽しんでいた
だいています。しかしながら、市の負担が大きく、市民が主体
的に、能動的にまつりに参画し、運営する枠組み等を検討する
必要があります。

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  91.2％
　指標については、概ね順調に推移しており、指標値であるＰＲ動画の再生累積回数については、国の交付金を
活用して、八尾市のＰＲ動画等を作成し、積極的なプロモーション活動を行ったことにより、目標値を大きく上回っ
ており、八尾市の魅力の認知度の向上や来訪者の増加に寄与できました。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　平成25年11月に設立した一般社団法人八尾市観光協会と積極的に活用し、民間手法を用い、八尾の魅力発
信に取り組み、本市に関わる人々の愛着と誇りを高め、市域の持続的な発展につなげることができました。

・国の交付金を活用して、中国語圏をはじめ、海外向けのＰＲ動画や多言語対応パンフレット・マップを作製し、プ
ロモーション活動を行いました。また、八尾市観光振興プランのメイン事業として位置づけられた「八尾探（やおた
ん）」事業の継続を目的とした仕組みづくりを行いました。
・市内外へ地域資源の魅力を発信し、本市のイメージアップを図るため、ＣＭを作成し映画館にて放映しました。
・本市の伝統文化・地域資源である「河内音頭」の魅力を広く発信するため、「八尾河内音頭まつり」を開催してお
り、特に第40回は、これまで市民とともに作りあげてきた経験を最大限活かし、盆踊りを一斉に踊る最多人数の
世界新記録を達成することができました。また、こども音頭とり講座や河内音頭全国発信事業、魅力大使関連イ
ベントを開催しました。

・「八尾市」の魅力発信を実施しており、地域に特化した魅力については「今ある魅力資源」を題材とした紹介を
行っています。今後は地域の魅力の再発見・発掘を行い、その魅力を題材とした体感プログラムの提供、動画で
の発信などを進めていく必要があります。

・平成28年3月に明日の日本を支える観光ビジョン構想会議において、「明日の日本を支える観光ビジョン」が決
定され、2020年の訪日外国人旅行者数4,000万人、旅行消費額8兆円等の新たな目標が設定されました。
・平成24年に策定された「大阪都市魅力創造戦略」における重点取組の1つとして大阪観光局が平成25年4月に
設立されました。現在、大阪府市の共通の「大阪の観光戦略」に掲げる「2020年外国人旅行者650万人達成」に
向け（※平成28年11月に1,300万人に上方修正）、戦略的に観光集客を促進するための取り組みがなされていま
す。
・その結果、本市に隣接する大阪市をはじめ、近隣の奈良、京都への来訪者も増大しています。

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

★★☆

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

八尾の魅力発見と発信

・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。

　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。

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

7



後期基本計画施策評価シート

施策２６ 施策担当課 産業政策課
関係課 環境保全課、みどり課

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

・「環境アニメイテッドやお」による「高安の森　自然楽校」や、絶滅危惧種に指定されている「ニッポンバラタナゴ」
を含む生物多様性を保全するための「高安山自然再生定期活動」をNPOと共同で行い、市民が里山に親しむ機
会づくりを行うとともに、間伐等の整備を行うことで里山の保全に努めました。
・自然保護事業について、ハイキング道を活用した山地美化キャンペーン、地域・企業・ボランティア団体等との
連携による自然に親しむ活動、啓発を行いました。

　「環境アニメイテッドやお」とNPOの共同による高安山自然再生定期活動など、継続して高安地域での活動を展
開してきました。
　里山の再生・保全のため、市民、地域等とともに清掃等のボランティア活動を行い、自然に親しむ活動・啓発を
行いました。

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

・めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標にもなってい
る、高安山の自然環境保全活動の参加人数が減少しており、
担い手の確保が課題となっています。
・ハイキング道は、健康づくりや観光資源、歴史遺産といった
面でも大きな可能性を秘めた資源でもあることから、庁内連携
を図ることでより効果的な取り組みが可能となります。
・高安山をはじめとする自然的資源については、観光資源とし
ても活用が可能であることから、一般社団法人　八尾市観光
協会における事業展開の材料となり得ます。

★★☆

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 81.4％
　指標のめざす値については、概ね順調に推移している。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　市民・事業者・教育機関・行政のパートナーシップ協議会である「環境アニメイテッドやお」による里山保全を実
施し、本市の自然的資産である高安山の保全に努めました。
　また、山地美化キャンペーン等を実施するなど、高安山の自然環境の保全を図りました。
　自然に親しめる貴重な空間を整備するため、地域・企業・ボランティア団体等との連携により、高安山の植生の
保全に努めました。

自然的資源の保全

・高安山が市民や来訪者の憩いの空間となっています。
・貴重な生き物が、八尾の自然の中で生息し、市民に大切にされています。

　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。

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２７ 施策担当課 文化財課
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

歴史資産などの保全と活用

・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。

　東部山麓に残る古墳群をはじめとする郷土の貴重な歴史資産を後世に伝えるために、地域と連携して保全を
進めます。
　市民、NPOと協働して文化財を積極的に活用するとともに、歴史資産の情報を広く発信し「八尾の魅力」を伝え
ます。

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

・新たに国指定となった高安千塚古墳群と由義寺跡を核とした
歴史資産のまちやおの魅力発信が必要であります。
・指定の有無を問わず地域にある文化財を、まちづくりの一環
として保護・活用するために、文化財のマスタープランとなる
「文化財保存活用地域計画」の策定を行ったうえで保存・活用
していくことが求められます。

★★☆

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 93.0％
　指標のめざす値については概ね順調に推移しており、新たに発見された由義寺跡の国史跡指定や市史編纂
をすすめる中で新たな文化財の把握に努めて、市指定による保護を行うとともに、文化財の保全や調査などを
市民ボランティアとともに行いました。また、歴史民俗資料館等の文化財施設を中心に指定管理者と連携し、展
示や講座、講演会などを通じ、文化財の活用を図ることにより、計画値を達成することができました。一方で、文
化財情報システムのアクセス件数については、計画値には届かなかったことから、今後、周知や活用方法を工
夫する必要があります。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　歴史資産の保全については、平成26年度の高安千塚古墳群に続いて平成29年度に由義寺跡を国史跡とする
とともに、文化財の市指定をすすめ、また文化財の保全や調査などを市民ボランティアとともに行いました。
　歴史民俗資料館等の文化財施設を中心に指定管理者と連携し、文化財を積極的に活用した講座や講演会の
開催などを通じ、歴史資産を八尾の魅力として市内外への情報発信や周知を図りました。
　また、市史編纂事業で悉皆的な調査を進めて、新たな知見や成果を地域へ紹介、報告する機会を設けるなど
情報発信を進めました。

・歴史資産のまち‘やお’推進事業では、曙川南土地区画整理事業に伴う発掘調査で発見された由義寺跡につ
いては、文化庁、大阪府の指導・助言のもと迅速な対応を行い、約10,000㎡を本市3件目の国史跡と保存するこ
とができました。その他、市指定文化財保存・活用事業において年２～３件の文化財を市指定としました。
・市史編纂事業は、市域の文化財を総合的に調査し、市史の刊行に取組んでおり、入門編である『物語　八尾の
歴史』の他平成29年度から資料編の刊行を行っています。調査の実施にあたっては、市民ボランティアに参加し
てもらって協働で進めています。こうした調査によって蓄積した資料や新たに発見された成果については、現地
調査報告会や講演会を行い、積極的な情報発信に努めました。

市史編纂における調査等のボランティアのほか、平成28年度から高安千塚古墳群の国史跡指定を契機に市民
ボランティアとの協働による古墳群の保全活動や講演会等の運営を実施しました。また、由義寺跡の国史跡指
定を受け、平成30年度以降は、対象を「やおの史跡」に拡大した協働事業として展開することができました。

・海外からの旅行者の増加に伴い、全国的に観光施策に重点が置かれるようになっています。
・観光資源の一つである文化財の活用への取り組みが国をあげて検討されるようになりました。
・東京オリンピックまでに日本遺産を１００件認定をめざす国の施策の推進。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・過疎化・少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸等
の防止が緊急の課題となっており、未指定を含めた文化財を
まちづくりに活かしつつ、地域も一緒になって、その継承に取
組んでいくことが必要であることから、文化財保護法が改正さ
れ、地域の文化財を総合的に保存・活用を進めるための「文
化財保存活用地域計画」や国指定文化財の確実な継承のた
めの「保存・活用計画」の策定が位置付けられた。さらに保存
と活用を進めるために、文化財保護事務を地方公共団体の長
が担うことも選択肢の一つとされました。
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後期基本計画施策評価シート

施策２８ 施策担当課 生涯学習スポーツ課
関係課 八尾図書館

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

・人口減少、高齢者の増加傾向により、元気な高齢者が、いつ
までも学び、地域で活躍したいと思う人数が増加しており、合
わせて、人生100年時代と言われるなか、担い手づくりを進め
るためにも、様々な施策との連携した生涯学習の推進施策が
必要となります。その中で、家族形態の多様化や家族の中で
働く方の増加にともない、生涯学習を求める人が増える一方で
時間の制約により学ぶ機会の時間確保が困難な方々が学習
できる環境づくりの検討も必要となります。
・中央教育審議会では、社会教育関係部署を自治体の判断で
首長所管に移管できるよう答申をまとめる方向であり、これら
を含めた検討がいくつかの自治体において進められます。

生涯学習の取り組み

・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。

　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。

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

・人生100年時代と言われ、生涯にわたり学び活躍する担い手づくりが求められ、国・経済界においても、人づくり
に関する学習の機会や活躍の場づくりと言ったことに取り組みが進んでいます。そのため、小さな子どもから高
齢者まで学び・活躍する環境整備へのニーズが一層高まっています。
・子どもの読書活動の向上を図るため、家庭や学校において読書習慣づけ等をめざし、平成30年に「子どもの読
書活動の推進に関する基本的な計画」が閣議決定され、各自治体における施策展開が求められています。

・子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を
豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていくため
に、自主的に読書活動を行うことができるように環境づくりを進
める必要があり、「八尾市子ども読書活動推進計画」をより実
効性のあるものにするため改訂版を策定します。
　
・昨年度より出張所の再編により、地域拠点と教育委員会が
連携した取組みが進められるが、生涯学習推進事業など、こ
れまでの取組みを含めて、さらに、地域における担い手づくり
に向けた連携事業の展開を教育委員会としても働きかけてい
く必要性が高まっています。また、家庭における教育力向上を
めざし、地域拠点との連携についても深めていく具体的な取組
みが必要となります。

★★☆

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 80.7％
　指標のめざす値については、概ね順調に推移しているが、建て替えを行った八尾図書館の開館、龍華図書館
の開館に伴い、貸出点数は27年度において、220万点を超え、増加傾向にあったが、一定期間が経過したことで
利用客も落ち着いてる状況にある。また、まちのなかの達人への登録については、計画値を下回っているもの
の、達人を掲載した冊子の見直しを契機に登録者が活躍できる仕組みの充実を図りました。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　生涯学習機会の充実については、地域のコミセンを中心に地域における学習の場の充実や地域拠点が中心と
なって生涯学習講座等を実施しました。一方で、家庭の教育力の低下による諸課題への対応を図る必要があり
ます。
　図書館サービスの充実については、八尾図書館の建て替え・龍華図書館を開館し、充実を図りました。昨今の
活字離れ傾向にある中においても、引き続き、図書館行事を積極的に行うことで、新規利用者の開拓を進める必
要があります。

・建て替えを行った八尾図書館を平成２６年４月から、さらに龍華図書館を平成２７年８月から開館し、また、夜間
開館時間の拡大や祝日開館を行い、市民が利用できる時間等を拡充することにより貸出点数等の増加に繋げる
ことができました。
・八尾市のまちづくりの担い手づくりを進める事業として、生涯学習推進事業においては、市内各コミセンにおい
て年間をとおして趣味教養・現代的課題への学習の機会が創出され、地域での担い手づくりに貢献しました。今
後は、学習した成果を地域の中で、さらに広げる活動に展開する市民を増やすことが必要であり、また、若者の
活躍応援する取り組みに関しては、若者が持つ強みを活かして、市内のまちづくりにおいて活躍できる環境づく
りが必要と考えます。

　図書館ボランティア等との連携を図りながら本の読み聞かせや行事をより積極的に行うことにより、図書館にま
ず足を運んでもらうことに心掛けました。
　生涯学習推進事業やまちのなかの達人の取組みをはじめ、地域拠点との連携により様々な取組みが進められ
ているが、地域で活躍する担い手づくりに向けて、学習の環境づくりや学んだことを地域で活かすための仕組み
の強化が求められます。

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
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後期基本計画施策評価シート

施策２９ 施策担当課 文化国際課
関係課 秘書課、産業政策課、指導課

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

・国際交流の推進にあたっては、国際社会情勢を取り巻く環境
変化を常に注視しながら進めていく必要があります。特に、中
国、韓国に友好・交流都市を持つ関係から、アジア情勢、朝鮮
半島情勢には、国の動向を含めて注視しておく必要がありま
す。

国際交流と国内交流

・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。

　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。

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

　国際交流については、姉妹都市であるアメリカ合衆国ワシントン州ベルビュー市からの訪問団の受入れや友好
都市上海市嘉定区へ友好都市締結30周年記念訪問団の派遣をはじめ、各交流都市との親交を深めた。大韓民
国大邱広域市中区とは、「青少年友好交流に関する協定書」の締結を行いました。今後は、国際交流センターや
民間団体等とも連携して事業を進め交流の幅を広げて行きます。
　国内交流については、平成29年に奈良県五條市と交流都市提携を結んだ。今後も観光協会等と連携してお互
いの魅力を発信しあい、互いの都市の魅力の発信を行っていきます。

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

・国際交流については、平和を希求し、国際理解・国際親善を
図るという観点では、今後ますます重要な施策であります。本
市には、多くの外国人市民が居住しており、多文化共生の推
進を図る上でも草の根交流としての国際交流事業は重要と考
えています。
・国内交流については、本市と交流各都市が互いの魅力発信
となるような取り組みを進めるとともに、様々な分野での交流
を進めることで、行政間での連携や市民レベルでの訪問等に
よる直接交流の活性化を図っていく必要があります。

★★☆

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況
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 92.8％
　指標のめざす値については、概ね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。
　国際交流については、大韓民国大邱広域市中区と「青少年友好交流に関する協定書」を締結し、国内交流に
ついては、奈良県五條市と交流都市提携を行うなど、国内外の都市との交流の充実を図るとともに、文化や歴
史などを通じ、人と人がつながり、相互理解を促進し、広がりある豊かな地域社会の形成に努めました。
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後期基本計画施策評価シート

施策３０ 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

芸術文化の振興

・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。

　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。

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

・本市における芸術文化振興の拠点となる文化会館も開館し
てから30年が経過し、設備の老朽化に伴う機能の低下、劣化
等様々な課題を抱えており、大規模改修が必要な時期を迎え
ています。改修箇所は、広範にわたり、相当な財政負担が必
要となります。

★★☆

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況

高安地域ゆかりの能をはじめとする八尾の地域文化を八尾の魅力として認知度を向上させるとともに、次世代へ
の継承につなげて行くことを目的として地域文化の掘り起しや、魅力発信の取組を進めます。

・平成29年に文化芸術振興基本法（平成13年12月7日法律第148号）が法改正され、文化芸術振興基本法から
文化芸術基本法へ改称され、文化芸術そのものの振興にとどまらず、観光・まちづくり・国際交流・福祉・教育・産
業その他の関連分野における施策を当該法律の範囲に取り込むとともに、文化芸術により生み出される様々な
価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用するものとされました。
・平成23年の東日本大震災発生時に吊り天井構造のホールの天井が落下し大きな問題となりました。また、平
成30年の大阪北部地震において、北摂地域のホールにおいて同様の構造の天井が被害を受け、使用不可能な
状況となりました。本市文化会館も同様の天井構造が存在することから、改善に向けた対応が求められていま
す。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・文化会館の吊り天井箇所の安全性確保をはじめ、バリアフ
リー化対応など、時代に即した対応が必要です。

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 94.2％
指標のめざす値については、概ね順調に推移しており、めざす暮らしの姿である「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。」の実現に向けて基本方針に基づき実施する事が出来ました。また、指標
の計画値を概ね達成する事が出来ました。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　「第２次八尾市芸術文化振興プラン」の推進に向けて、文化会館を拠点とした事業をはじめ、各種の芸術文化
振興事業を展開しました。とりわけ、”吹奏楽のまち八尾”のイメージを高めて行くため、交響楽団や大学等との
連携による市内中学校吹奏楽部への指導や吹奏楽フェスティバルの開催など吹奏楽の普及・振興を図りまし
た。

・「第２次八尾市芸術文化振興プラン」の推進に向けて、文化会館を拠点とした事業をはじめ、各種の芸術文化
振興事業を展開しました。とりわけ、”吹奏楽のまち八尾”のイメージを高めて行くため、交響楽団や大学等との
連携による市内中学校吹奏楽部への指導や吹奏楽フェスティバルの開催など吹奏楽の普及・振興を図りまし
た。
・市制施行70周年及び文化会館開館30周年を記念した音楽イベントの開催等、芸術文化を通じて八尾の魅力に
触れることで郷土への愛着を高める取組を行いました。今後、これからも市民に愛され続ける文化会館をめざ
し、大規模改修の実施をはじめとする、あり方検討を進め、次期プランの策定にもつなげて行きます。
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後期基本計画施策評価シート

施策３１ 施策担当課 生涯学習スポーツ課
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

・市民スポーツ祭の開催や学校体育施設開放事業においては、地域においてスポーツを楽しむための事業展開
が進んでおり、それらの事業では地域住民が主体となって企画運営が展開されている。市民スポーツ祭では、
市内全小学校区で開催され、毎年、４万人を超える住民（若い世代から高齢者まで）が参加しており、学校体育
施設開放事業においても、延50万人前後の市民のスポーツ活動の場として活用されており、市民のスポーツを
楽しみたいというニーズに寄与しております。
・各種スポーツ教室や市民大会等においては、市内全体として、サッカーやバスケットボールなどスポーツ競技
単位での活動が中心となり、地域単位での活動が脆弱な面もあります。
・今後は、今までの取り組みに加えて、地域の少人数単位で取り組んでいただけるスポーツ活動への支援の強
化を図るとともに、地域拠点との連携を一層密にしながら、地域が健康維持増進・体力向上などを図るための取
り組みへの支援体制の強化を図ることが必要です。

　地域単位でのスポーツ活動へのニーズに対応した支援体制づくりを進めているが、地域拠点における生涯学
習活動の位置づけに伴うスポーツ活動支援の方策について、さらに充実化を図る必要があります。今後は、地
域住民の少人数単位でのスポーツニーズを対応できる事業展開を強化する必要があります。

・2019年のラグビー・ワールドカップの開催をはじめ、2020年東京オリンピック・パラリンピック、そして2021年関西
マスターズゲーム大会の開催など世界大会の大きなイベントが連続して、関西をはじめ日本で開催されることか
ら、文部科学省や各経済界においてスポーツをとおしてのまちづくり活動の機運等が高まっています。
・人口減少・高齢社会において、高齢者をはじめ健康づくりや健康の維持増進に向けた取組みが官民含めて、
活発化しており、健康・体力づくりの施設・サービスの提供が高まっている。一方で、子どもの体力の低下が問題
視されている側面があり、幼少期からの子どもの体力向上の向けた取組みが求められています。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

　人口減少、高齢者の増加傾向により、健康づくり意識の高ま
り、気軽に運動やスポーツを楽しみたいと思う人数が増加して
おり、健康維持増進施策と合わせたスポーツ事業が求められ
ています。また、人生100年時代と言われるなか、担い手づくり
を進めるためにも、様々な施策との連携した生涯学習の推進
施策が必要となります。

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

・2019年から始まる世界的規模のスポーツイベントの開催によ
り、日本国内では、実際に自らスポーツを楽しむ以外にも「観
る」スポーツへの需要が一段と高まることが予測され、トップク
ラスのスポーツイベントの招致活動のニーズの高まりも予想さ
れます。このような「観る」スポーツ需要に対応する事業展開を
図るとともに、誰もがも共にスポーツを楽しみたいという人々が
気軽に参加できるスポーツの機会の創出を図る必要がありま
す。
・地域分権を進める本市においては、地域住民が地域単位で
スポーツを楽しむための機会の創出や環境づくりを進めるた
めにも、地域でのスポーツ振興を果たす人材の育成と発掘を
進め、まちのなかの達人として活躍いただく場の創出を図る中
で地域のスポーツ需要への対応を図る必要があります。

★☆☆

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況
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 　75.2％
　指標のめざす値について、運動・スポーツをしている市民の割合については、年代別に見れば、30歳代、40歳
代の割合が他世代と比較して若干、低くあるが、年代が高まるにつれ割合が高い状況が以前から続いていま
す。各種スポーツイベントへの参加者は増えており、スポーツへの関心は高まっております。　また、健康維持増
進に向けた運動を心がける市民の割合の推移も上昇には至っておりません。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　市民参加型によるスポーツを振興し、多くの市民がスポーツ活動に参加できるよう、市と連携する各種スポー
ツ団体等が主体となって、地域においてスポーツを楽しむための事業展開の推進に努めました。
　平成30年度に宣言する健康まちづくり宣言を契機として、関係部署との連携を一層高め、健康意識の醸成に
加えて、気軽に簡単にできる運動や体操の普及啓発に努めました。

スポーツ・レクリエーションの取り組み

・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。

　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。

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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