
後期基本計画施策評価シート

施策７ 施策担当課 産業政策課
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

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

・ますます多様化・複雑化する消費生活問題に対応するため、
消費生活相談員のスキルアップはもとより、啓発に傾注できる
体制づくりが課題となります。
・消費者が、消費生活トラブルや特殊詐欺等に巻き込まれるこ
とを未然に防ぐため、自立した消費者の増加を図るとともに、
被害に直面する消費者への消費生活相談も含めた効果的な
啓発が必要です。

★★☆

　成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる民法改正が行
われることで、親の同意なく契約した場合に原則取り消すこと
ができる規定は、18歳以上は適用されなくなることから、相談
件数の増加が予想されます。

【結果（見込）】　平均達成率 95.5％
　指標のめざす値については、概ね順調に推移しており、消費者団体とともに消費者教育・啓発活動を行い、市
民が消費生活問題への関心を深め、知識を身につけることで消費生活相談利用者数の減少に結びついている
ものの、近年、インターネットをはじめとするＩＴ関係等の複雑な内容の契約が増加しており、それに起因するトラ
ブルが多くなっていることが消費生活相談利用者数の減少を鈍化させています。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　消費生活に関するトラブルを防止するため、消費者教育を充実し、自立した消費者を育成するため、消費生活
センターにおいて、出張講座の開催や街頭啓発を行いました。

・消費生活センター事業については、地域の各種団体等からの要請に応じた出張講座の開催や、市内スーパー
などに協力を要請し、店頭における啓発チラシの配布といった啓発活動を行いました。
・加えて、消費生活問題が多様化する状況のなかで、消費生活相談員の研修会等への参加を積極的に進める
ことで、消費生活相談の対応力の向上を図りました。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・高齢者の増加に伴い、高齢者をターゲットにさらに巧妙化した新手の詐欺行為等が増加することが想定されま
す。
・制度においては、民法の成年年齢を20歳から18歳へ引き下げられることに伴い、18歳、19歳が「未成年者取消
権」を失うことになり、社会生活上の経験の少ないこれらの人の消費生活トラブルについても増加する可能性が
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

消費者の保護と自立を支援する取り組み

・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。

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。

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８ 施策担当課 住宅政策課
関係課 審査指導課、住宅管理課

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

安心して暮らせる良質な住まいづくり

・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。

　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。

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

・人口減少に伴う空家等の増加及び高齢化等に伴う住宅確保要
配慮者の増加に伴い、管理不良な状態の空家等の解消・住宅確
保要配慮者及び公営・民間賃貸住宅のストックの実態及び動向
の把握及び検証が必要です。
・機能更新、既存市営住宅等改修の重要な財源である社会資本
整備総合交付金等の動向の把握が必要です。
・市営住宅ストックの老朽化並びに居住水準や耐震性の低いス
トックの存在。さらに、建て替え対象となる市営住宅の増加に伴
い、入居者に寄り添った効率的かつ効果的な機能更新事業の推
進が必要です。
・地震・風水害等の自然災害の増加に伴い、災害対応のための
施設及び資機材の整備並びに職員研修等の充実が必要です。

【結果（見込）】　平均達成率98.4％
　成果指標の達成見込み状況は、既存民間建築物等の耐震化率については、計画値を下回っているものの、着実に上昇し
ており、積極的な啓発活動が実を結んでいます。

【実施状況】基本方針の要素はすべて実施した。
　市営住宅の入居者の安全安心を確保する観点から導入を進めた指定管理者とともに施設の維持管理を行い、入居者サー
ビスの向上に努めました。
　八尾市営住宅機能更新事業計画（八尾市営住宅長寿命化計画）に基づく事業を実施し、安全で安心して暮らせる良質な住
まいづくりを図ることができました。

・民間住宅の耐震化の促進について、広報誌、本市ホームページ、チラシの発行等による啓発活動はもとより、関係団体及び
NPOと連携し、セミナーや相談会を実施した結果、既存民間住宅等の耐震化率は向上しています。今後も引き続き啓発活動
を実施するとともに、新たな周知方法の検討及び実施を行い、より効果・効率的な既存民間住宅等の耐震化の促進を図りま
す。
・安全で良質な民間住宅の供給の促進について、関係団体、各種専門家、NPOと連携し、まちづくり教室や住生活月間行事
として本市の建築物や住環境に関する展示、並びに、「八尾市空家等対策計画」の策定を行いました。
　また、建築等に関する指導や許認可等を通じて、地域の住環境の悪化を未然に防ぎ、居住環境の改善を図りつつ、良質な
住環境の確保に努めています。今後も、庁内関係部署はもとより、庁外の各団体等と緊密な連携の上、さらなる住環境等の
向上を図ります。
・市営住宅の維持管理について、これまで市直営で管理や営繕などの業務を行なっていましたが、入居者のさらなる利便性
の向上安全安心な生活環境を整備していくため指定管理者による市営住宅の管理運営を開始しました。
・市営住宅の整備について、八尾市営住宅機能更新事業計画（八尾市営住宅長寿命化計画）に基づき、耐震補強工事や大
規模な計画修繕工事などを実施することにより、耐震性や居住性といった住宅の機能を高め、入居者の安全安心の確保に
努めました。

　地域のまちづくりスタッフの養成を図るため、まちづくり教室を開催しているが、一部、参加者の固定化等も見受けられ、今
後のまちづくりの担い手づくりに関して、新たな手法の検討等を要します。
　市営住宅機能更新事業計画に基づき、ストックの課題及び地域の課題等をふまえた事業を実施し、施策成果指標を達成す
ることができました。

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

・管理不良空家となることを未然に防ぐ、また、空家等の利活用に
資する具体的な施策の実施に向けた検討を行い、順次、事業化
を図り管理不良な状態の空家の解消を目指します。
・住宅確保要配慮者等に関する実態調査等を実施し、公営住宅を
含めた本市の住宅ストックの活用の検討等、具体的な施策の検
討の上、住宅確保要配慮者向けの施策展開を図ります。そのた
め、きめ細かい住宅や住環境に関する市民ニーズの把握及び既
存民間住宅や民間賃貸住宅のストックの状況の把握を行い、そ
れらに対応した施策展開と事業化に向けた検討及び体制づくりを
行います。
・市営住宅について、効率的かつ効果的な機能更新事業の推進
のため、特に、建て替え対象となる住棟が増加することから、PFI
方式等の新たな事業方式の検討を行います。

★★☆

考慮すべき
社会経済環境の変化等・「八尾市住宅マスタープラン」の中間見直しを実施し、改訂しました。

・八尾市空家等対策計画を策定しました。
・「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」いわゆる「住宅セーフティーネッ
ト法の改正法」が公布及び施行されました。
・市営住宅の管理運営について、指定管理者制度を導入しました。
・「八尾市営住宅機能更新事業計画（八尾市営住宅長寿命化計画）」の中間見直しを実施し、改訂しました。

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
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後期基本計画施策評価シート

施策９ 施策担当課 公共建築課
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

・厳しい財政状況の中、人口減少等により公共施設の利用需
要が変化しています。そのような状況下において、既存施設の
老朽化にどのように対応していくかが問題となることから、施
設整備を長期的な視点により更新、長寿命化を効率的かつ計
画的に行う必要があります。

公共施設・設備の効率的な機能更新

・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

　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。

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

・水道局を含む公共施設の耐震化事業については平成３０年度末（２０１８年度）で完了予定であり、施設の安全
性は一定確保されているといえます。後期計画策定後は平成２９年６月に策定した「八尾市公共施設マネジメン
ト実施計画」に基づき限られた財源の中で、施設の安全性を確保し、効率的・効果的に長寿命化を行っていきま
す。

・公共施設の改修においては、各施設管理者と協議・連携を行い、市民が安全・安心して利用できるよう、耐震
化及びバリアフリー化に努めました。
・竹渕コミュニティセンター建設工事では施設管理者と協議・連携を行い機能更新を行いました。
・認定こども園整備事業ではこども政策課と共に園児、保護者、職員にとって利用しやすいと感じる施設とするた
め整備を行っています。

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

・指標である「公共施設の利用しやすさ」の割合を向上させる
ためには、公共施設の長寿命化や安全性の確保を進める必
要があり、公共施設マネジメントの推進に取り組み、公共施設
の効果的・効率的な維持保全や機能更新を行う必要がありま
す。また、継続的な施設点検業務及び施設情報の整備を段階
的に進めていきます。
・公共施設の機能更新・改修時にはバリアフリー化、省エネル
ギー化、長寿命化及び安全性の確保に努めて、利用者に高
水準で利用しやすい公共施設サービスを提供します。

★★☆

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 96.3％
　指標のめざす値については、概ね順調に推移しています。
　水道局を含む公共施設の耐震化事業については平成３０年度末（２０１８年度）で完了予定であり、施設の耐
震化を進めました。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　公共施設を安全に安心して利用出来るよう、各所管課と連携し耐震化計画に基づいた事業推進に努めまし
た。
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後期基本計画施策評価シート

施策３２ 施策担当課 産業政策課
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

・長期的な視点に立ち、戦略性を考慮した産業政策を進めるため、「八尾市人口ビジョン・総合戦略」に基づき、
八尾の地域資源を活用した経済の活性化に向けての基盤づくりやイノベーションを創出できる環境づくりについ
て、平成28年度（2016年度）及び平成29年度（2017年度）の産業振興会議において議論の深化を図り、提言書と
して取りまとめ、事業展開を図っています。
・本市の未来の産業を担う次世代経営者や幹部候補者となる人材を育成するため、各主関係団体等との連携
によるセミナー開催、業種を超えた地域内外のネットワーク化の体制構築を行いました。具体的には、地域再生
計画を策定し、地域創生推進交付金を活用し、イノベーションを創出できる環境を整えるために、八尾市IoTを活
用したイノベーション推進拠点「みせるばやお」の整備に向けたデザインプロジェクトを展開し、市内企業をはじ
め、八尾商工会議所、金融機関、関係機関・団体35社と連携しながら、官民協働で実行しました。
・喫緊の課題である事業承継についても、次世代経営者養成講座及び事業承継支援事業を実施し、合わせて
約100社の支援を実行し、目標を達成しました。

・中小企業の人材育成、設備投資などによる生産性向上を集中支援するため、平成28年７月１日に中小企業等
経営強化法が施行され、国は事業分野ごとに生産性向上の方法等を示した事業分野別の指針を策定し、中小
企業は、指針に沿って、「経営力向上計画」を作成し認定を受けることで、税制や金融支援等の措置を受けるこ
とが可能となっています。更に、平成30年６月６日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づく3カ年の導入
促進基本計画を、八尾市は策定し、国から同意を受けたことにより、企業の生産性向上に向けた積極的な支援
を行っていける体制整備を図りました。
また、平成29年9月には、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果を促進させるため、地域経済
牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤計画に関する法律に基づく、国から同意を受けた基本計画を八
尾市と大阪府で策定しました。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・AI/IoT/BD時代の到来により、これまでにも増して技術革新
が加速する可能性があり、これに伴い、産業構造や就業構造
が劇的に変わる可能性があります。
・第４次産業革命では、「データ」の利活用が付加価値の源泉
になることが想定され、事務所・企業・系列の枠を超えてデー
タを共有・活用する 「プラットフォーム」の形成が必要となるた
め、「みせるばやお」がそのプラットフームとしての機能を担う
ためのソフト面の支援体制が重要となります。

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

・「みせるばやお」の組織体制の構築が急務であり、会員の増
強および企業ニーズに合わせて産業政策課のみならず、他部
局との連携を図りながら、イノベーション推進拠点の機能強化
を図る必要があります。
・第６次総合計画の策定に向け、産業振興会議にて10年後の
産業政策の在り方を議論、意見の醸成を図り、戦略的に中・
長期的な産業政策の展開が求められています。
・今後は産業振興会議での議論をはじめ、「みせるばやお」を
核として業種を超えた地域内外のネットワーク化を図り、さらな
るイノベーション創出に向けて施策の充実を図ります。

★★☆

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 90.4％
　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、まちづくりにおいて産業振興が重要と考える市民
の割合および昼間人口指数は、一定の水準でとどまっており、産業振興の重要性を市民に理解していただける
よう、身近に感じる取り組みや産業振興を進めていく必要があります。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　産業振興会議の提言を踏まえた産業振興施策に取り組むとともに、本市の未来の産業を担う次世代経営者の
人材育成や事業承継の促進のため、八尾商工会議所、日本政策金融公庫東大阪支店や、連携協定を締結して
いる地域金融機関と連携し、事業を実施しました。

産業政策を活かした「まちづくり」の推進

・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。

　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。

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

4



後期基本計画施策評価シート

施策３３ 施策担当課 産業政策課
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

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

・奨励金制度や土地情報サービスなどの活用や市の担当部
局と連携することにより、工場集積の維持向上を図ります。
・市内企業の高付加価値化のため、中小企業サポートセン
ターの専門コーディネータを活用し、医療介護機器分野への
参入支援をはじめ、各種展示会等を通じたマッチング支援など
取引拡大を図ります。
企業向けセミナーを通じて、異業種間交流を図るとともに、企
業の技術・経営の高度化を図ります。
・また、教育機関や市内事業所、異業種グループと連携し、地
域や子どもたちに「ものづくり」に関心を持ってもらう機会を創
出し、ものづくり企業の人材育成および、未来の八尾を担うも
のづくり人材の育成を図ります。

★★☆

・中小企業では、業況の改善とは裏腹に、雇用難から人材不
足が起こっています。
・設備投資やＩｏＴやＡＩ導入などの生産性向上に向けた取り組
みに対する支援が必要です。
・加えて、中小企業にとって高付加価値化が不可欠となりま
す。

【結果（見込）】　平均達成率 96.4％
　指標のめざす値については概ね順調に推移しているが、ものづくりネットのアクセス件数に関しては、横ばいの
状況にあるものの、企業の新規開拓などにより、登録件数について増加していることから、今後のアクセス件数
増加が期待できます。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　八尾市内の工業集積の維持・発展のため、中小企業サポートセンターの専門コーディネータが積極的に企業
訪問を進め、企業の付加価値向上、人材確保や人材育成に努めました。また工場立地に関しては、金融機関と
の連携や企業訪問によるニーズの発掘などにより、市内企業の集積の促進に寄与しています。

・中小企業サポートセンター事業は、ものづくり企業支援の中核を成すものであり、指標上も計画値を上回ってい
る。特に企業の高付加価値化に関わる支援（補助金の申請支援や国・府などの表彰申請支援）については、専
門コーディネータが適切なアドバイスを実施することにより、大きな成果を得ています。
・また、高齢化社会を迎える中、今後安定的な成長が見込まれる医療介護機器分野について、医工連携コー
ディネータを配置し、市内企業の参入促進を図りました。

住工共存・職住近在のまちづくりのため、小学校で行うものづくり企業のイベント（小さなロボット博）を地域住民
に対しても広く開放したり、主に小学生を対象とした地域の工場見学など、地域と企業を結び付ける取り組みの
支援を行いました。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・世界経済の回復や内需が堅調であり、市内製造業においては景気の回復基調が強まっています。

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

世界に誇るものづくりの振興と発信

・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。

　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。

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３４ 施策担当課 産業政策課
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

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

・限られた人材・資金の中で商店街等が、事業を継続し、地域
の中で役割を担う存在であり続けるには、大きく変化する環境
において、地域の中で商店街等はどうあるべきかを考え、将来
にわたる明確なビジョンやコンセプトを定め、取り組みを実施し
ていくことが必要です。
・商店街等が実施するイベント事業に対する財政的支援だけ
ではなく、ビジョン・プラン作りに対する財政的支援や人的支
援、商店街同士の連携体制づくりの支援、商業集積地での新
陳代謝や担い手づくりのための創業支援の充実が必要と考え
られます。
・観光協会などとの連携により、まちの魅力・観光資源の一つ
である商店街や各個店情報をさらに広く発信していくことが必
要と考えられます。

★☆☆

・商店街や市場等の商業団体を取り巻く環境は、人口減少や
少子高齢化等の商店街外部の要素と、経営者の高齢化、人
手不足等の商店街内部の要素の両方から大きく変化していま
す。
・消費者ニーズの多様化に迅速に対応するネット販売の利用
率がさらに増加することが予想されます。

【結果（見込）】　平均達成率　66.6％
　指標のめざす値については、達成率は、70％台となっており、商業とまちづくりを一体的に進める取組みにつ
いては、担い手不足、資金不足により達成度が低くなりました。一方で、商店街や地元の個人商店で買い物をす
る市民の割合については、概ね順調に推移しています。今後、商業団体内の人材育成、ノウハウの共有、また
商業団体間における連携を推進していく必要があります。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　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を人的、財政的な支援を集
中的に行い、商業まちづくりを推進することができ、創業支援事業において受講者から市内での創業者が出て
おり、地域商業の機能強化への一定の役割を果たしています。
　また消費者とのネットワークを構築することにより、市内の商業者情報等の周知することができました。

・商業活性化ビジョン・プラン策定の推進を継続的に行ってきたが、さらなる推進を図るとともに、スケールメリッ
ト、人材育成、ノウハウの共有を目的とした団体間における連携を推進するため、八尾市地域商業活性化事業
補助金交付要綱の一部改正を実施しました。現状では、商業活性化ビジョン・プラン策定団体は２団体である
が、商業活性化ビジョン・プラン策定に向けて動き出し始めている商業団体も存在しています。
・若手商業者育成、商業集積地における出店を促進することで、商店街等の担い手不足の解消を目的とした、
創業支援事業において受講者から市内での創業者が出ており、一定の役割を果たしています。
・地域商業の活性化を図るためには、ビジョンをもった商業団体の事業を実施することや、新しい商業者の育
成、商業団体の担い手づくりを目的とした創業支援を引き続き行う必要があります。

　商店街が、地域コミュニティの担い手として、さらには買い物を楽しめる場を提供する存在として、地域住民に
必要とされる存在であり続けなければなりません。そのために地域との繋がりを持つことの必要性を認識し、事
業を展開し始めている商業団体が出てきています。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・八尾市商店会連合会に加盟していた商店街が解散するなど、経営者の高齢化、後継ぎ・人手不足や、来街者
の減により商店街の衰退がさらに進行しています。

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

地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興

・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。

　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。

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３５ 施策担当課 産業政策課
関係課 土木建設課

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

・生産緑地法の改正（生産緑地の面積要件の緩和、特定生産緑地制度
の創設）への対応を行う必要があります。
・農地法等関係法令の改正に係る市街化区域での新たな農業の展開に
ついての検討を進める必要があります。
・近年、地震、豪雨等の大規模な自然災害が頻発して起きている中、防
災、減災の観点からのため池等の整備や、ため池のハザードマップの作
成、また防災農地に関する取り組みを進める必要があります。

味力をうみだす農業の振興

・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。

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。

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

・生産緑地法の改正（生産緑地の面積要件の緩和、特定生産緑地制度の創設）
・農地法等関係法令の改正
・地震、豪雨等の大規模自然災害の頻発化

・人口減少と少子高齢化により、農業の担い手が減少している現状か
ら、「農」が「人」を育み、豊かさを得る重要なツールとして認知されること
を念頭に、施策を展開します。基本的には啓発関連事業による積極的な
特産物PRを大阪府、JAとともに進めながら、若手農業者の掘り起こしに
際しては、大阪府が行う認定農業者向けプログラム、研修等の活用、
又、JAからは直売所出荷を望む帰農者の情報を共有していきます。
・大学等との連携においては作物や加工、販路開拓に加え、近郊農業
の魅力や可能性を土台として協議を進めます。
・都市部における農地規制の緩和が行われるため、新たな取組につい
て関係機関と情報共有して進めます。

★★☆

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 97.8％
　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。しかしながら、区画整理や農家の高齢化に伴い、今
後、耕地面積を維持することは非常に困難であることが想定されます。引き続き、大阪府や農業協同組合等の関係機
関と連携し、農家支援に取り組んでいきます。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　市、府、ＪＡを構成団体とする八尾市農業啓発推進協議会による積極的な啓発活動により、八尾若ごぼうやえだまめ
をはじめとする農産物の、市場からの引き合いは着実に強くなっています。また、農地バンク制度等の活用により遊休
農地活用に努めたほか、有害鳥獣の駆除対策に取り組むなど、施策の展開方針に沿った展開を図ることができました。

・八尾市農業啓発推進協議会における、八尾産えだまめや八尾若ごぼうをはじめとする八尾市の農産物のＰＲとして、
マグネットシートやポスターのデザインの公募や、セブンイレブンと連携した八尾若ごぼう商品の販売等を含めた啓発活
動により、市場からの引き合いは着実に強くなっています。一方で、八尾市外での知名度、認知度にはまだまだ伸びしろ
があり、今後も引き続き、ブランディングしながら効果的なＰＲを進めていく必要があります。
・遊休農地については、以前から八尾市独自の制度である農地バンク制度を活用し、解消に努めてきました。平成29年
度からは、市、大阪府、ＪＡと情報共有を進め、三者の連携により、農地バンク制度の更なる活用に努めました。

　各地区の農業団体を対象に特産物ブランド化や計画的組織的な出荷体制確保に向けた取り組みへの支援を行いまし
た。また、八尾産えだまめや八尾若ごぼうの掘り取りといった収穫体験により、市民が農業に直接ふれあう機会を提供
し、農業に対する親しみと理解を深める事業を実施・支援しました。

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
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後期基本計画施策評価シート

施策３６ 施策担当課 労働支援課
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

・平成27年国勢調査によると、2015年の総人口は1億2,709万
人、生産年齢人口（15歳～64歳）は7,629万人である。日本の
平均年齢はおおよそ46歳で世界一高くなっています。
・国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、総人
口は2030年には1億1,913万人、2053年に1億人を割り、2060
年には9,284万人にまで減少すると見込まれています。同様
に、生産年齢人口は2030年には6,875万人、2060年には4,793
万人にまで減少するとされています。
生産年齢人口が総人口を上回るペースで減少しています。

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 90.7％
　指標のめざす値については、概ね順調に推移しているが、企業側から見れば、人材不足が鮮明になってきて
おり、女性や高齢者等のさらなる就労促進、外国人労働力の活用といった対策が継続して必要です。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　地域における魅力ある多様な就業機会の創出の重要性に鑑み、「八尾市人口ビジョン・総合戦略」や「女性の
職業生活における活躍推進会議」の意見に基づき、積極的な就業支援や雇用創出の取り組みを進め、結果とし
て、多くの求職者の就労実現に寄与できました。
　全国的にも、中高年で主婦からパートとして働き始める人が増えるなど、2017年の女性の労働力人口は前年
から45万人増え2,937万人となり、15歳から64歳の女性の就業率は69.4％で過去最高に、また60～64歳の就業
率も66.2％と過去最高となっており、こうした高い就職率にも寄与できたものと考えています。

・女性の職業生活における活躍推進事業では、女性の就労環境の向上を図るため、事業所向けの各種支援講
座等を開催するとともに、女性活躍推進員による、女性が働きやすい雇用形態となる求人開拓を進める一方、平
成28年10月に求人検索サイト「八尾市おしごとナビ」を開設し、これまで開拓した女性が働きやすい求人を多数
掲載し就職に結びつけるとともに、女性の職業生活における活躍推進会議の意見を反映し作成した「女性の働
き応援リーフレット」も活用しながら、女性の就労実現と継続に向けた取り組みを進めました。また、ワークサポー
トセンターでは、キッズコーナーや多目的トイレを設置するなど、求職者が利用しやすい環境を整備しました。
　こうした取り組みを国や府と連携しながら推進した結果、本市においては、ワークサポートセンターにおける成
果を中心に年間約2,000人という府下でも高水準の就職に繋げられました。

【課題】
今後も深刻化が予想される人手不足を解消していくためには、
ミスマッチの解消、女性や高齢者等の潜在労働力の就業促
進、外国人労働力の積極的な活用、労働生産性の向上といっ
た施策に取り組んでいくことが重要です。

【取組】
労働力不足を解消し、一億総活躍社会を作るために、働き手
を増やす    出生率の上昇、労働生産性の向上に取り組むと
いう国の「働き方改革」の動きに合わせ、国及び大阪府との連
携の下、育児や介護との両立、高齢者の継続就労など、労働
者のニーズの多様化に対応した就労の実現と、企業による女
性やシニア層、さらには外国人の活用といったダイバーシティ
の取り組みと働き方改革を支援します。

　市内５拠点での地域就労支援事業の実施により、就労困難者等の就労支援を展開するとともに、ハローワーク
布施の協力の下、1ｄａｙマザーズコーナーを地域拠点で実施するなどの地域型の取り組みにより、就職につなが
る成果がありました。
　今後も求職者と企業、双方のニーズを把握しながら地域型の取り組みも継続していきます。

・リーマンショック時の2009年、2010年に5％程度まで上昇した完全失業率は、2018年12月時点で2.2％と1994年
以来の低水準となっており、有効求人倍率は、2018年5月時点で1.60倍と1974年1月以来の高さとなるなど、ゆる
やかな経済成長の下、リーマンショック後の雇用不安から完全に脱却しました。
・景気の回復に伴う労働需要の高まりに対して、労働供給が完全には追いついていないため、中小企業を中心
に人手不足感はバブル期並みの水準となっています。

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

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

就業支援と雇用創出

・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。

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。

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３７ 施策担当課 都市政策課

関係課 都市基盤整備課・審査指導課

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

地域と向き合う施策展開
についての総括

大阪外環状線沿道の保留区域である服部川・郡川地区のまちづくりについて、高安出張所と連携・情報共有し、取組みを進め
ます。
久宝寺寺内町の景観計画に基づく重点地区指定に向け久宝寺出張所と連携・情報共有し取組みを進めました。
曙川南土地区画整理事業においては、地域の実情に応じた土地利用の実現を図るべく平成31年度事業完了を目指します。

指標値と
事業の実施状況

★★☆

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・平成30年４月中核市移行に伴い景観法に基づく景観行政団体となり屋外広告物法に基づく事務処理団体となることから、平
成29年12月に八尾市景観条例、八尾市屋外広告物条例等制定、八尾市都市景観形成基本計画改訂、景観法に基づく景観計
画策定しました。
・立地適正化計画の策定（平成28年度：都市機能誘導区域の設定・平成29年度：居住誘導区域の設定）
・都市計画道路八尾富田林線の線形等都市計画変更（平成28年８月31日）及び事業認可（平成29年11月22日）
・都市農業振興基本計画（平成２８年５月　閣議決定）
　都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年５月公布）に伴い、改正生産緑地法が施行され、条例により生産緑地地区
指定の面積要件の緩和が可能になり、改正都市計画法が施行され、田園住居地域が創設されました。
・平成30年６月１日八尾市と近畿大学が包括連携協定を締結しました。
・曙川南土地区画整理事業地の一部区域において、平成30年２月13日に由義寺跡が国史跡指定されました。

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

重要課題、課題対応
のために必要な取り組

み

・立地適正化計画に基づき、必要な都市機能が主要駅等を中
心に集積した生活利便性の高いまちづくりを推進していくため
に、都市計画手法を活用した中心市街地の活性化対策が重
要です。
・現存する歴史、文化的な景観資源が今後減少傾向となる
中、景観的なアプローチによる保全、活用するため地域をはじ
め文化財・産業・観光等庁内連携を深め様々な人々が関わり
を持ち実践するためのプラットフォーム（枠組みと仕組み）づく
りとあわせ、表彰制度や校区まちづくり協議会との連携を通し
て積極的な景観啓発事業の推進が必要です。また、関係団体
等との啓発や誘導などを通して、実効性のある取り組みを積
み重ねる必要があります。
・今後、都市基盤施設整備に伴い安全と防災の観点を踏まえ
たその沿道地区及び新市街地の景観配慮について取り組み
を進めることが必要です。
・近畿大学との包括連携協定に基づく大学との連携を通して、
桂小学校区において各学部や学生の提案等を勘案した基盤
施設等の集約・整備を地域と進める必要があります。
・生産緑地の経年指定解除では、都市計画手法の活用により
工場の操業環境の向上や周辺住環境との調和、また、特定生
産緑地制度の活用により、地域の特性にあった適正な土地利
用を進めます。

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

・服部川・郡川地区では無秩序な開発を未然に防止し、地域の健全な発展をめざし、八尾市郡川土地区画整理準備組合が設
立され、民間事業者のノウハウや資金等を活用し、土地区画整理事業の事業化検討に向けて業務代行予定者の公募・選定を
実施しました。
・空港周辺における工場の操業環境の向上や周辺住環境との調和を図るため、老原４丁目地内の地権者との調整や地元説明
会を行い、都市計画手法による用途地域の変更及び地区計画の策定を行いました。
・久宝寺寺内町において景観計画に定める重点地区指定の方針に基づき、地域が持続して取組める景観まちづくりのルール
作りを行いました。今後、そのルールを制度化すべく景観計画、景観条例、屋外広告物条例の改正に向けた取組みを行ってい
きます。
・近畿大学建築学部との個別連携協定に基づき西郡地区におけるフィールドワークを継続して行い、学生の視点によるまちづく
りの検討に取組み、また平成28年に開設したサテライト研究室を活用した学生によるイベント開催や地域の取組みに参加し、
地域住民と若者の交流及び学生が勉強を教えるなど地域の子ども達と大学生が交流する場を通して、公共施設の利活用及び
集約化の検討を進めました。
・曙川南土地区画整理事業において、平成31年度事業完了を目指し、土地区画整理組合による事業推進を支援しました。
・都市計画法に基づく開発許可等において、公共施設の整備等により、一定水準以上の都市環境形成の誘導を行いました。
・良好な都市環境の形成・保全のため都市計画法の開発許可等に係る事務などを行いました。

土地の有効利用と都市景観の保全

・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。

　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。

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

・生産緑地の制度上、地区指定から30年が経過すと理由がな
くとも指定解除することが可能であるため、2022年には多くの
指定解除が懸念されます。
・今後の人口減少により、現存する歴史、文化的な景観資源
の維持保全が困難となることが懸念されます。

【結果（見込）】　平均達成率87.0％
　成果指標の達成見込み状況は、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に都市の
発展を進めてきたが、事業の効果が、市民の実感として現れず指標としての目標達成には至りませんでした。

【展開状況】基本方針の要素はすべて実施した。
　曙川南地区における着実な土地区画整理事業の推進や服部川・郡川地区において土地区画整理事業の成立に向けた取り
組みを進めることで地域の実情に応じた計画的な土地の有効利用につなげるとともに、都市計画道路八尾富田林線の事業化
や八尾空港西側跡地の活用検討など、今後空港周辺の土地利用が大きく活性化することを受けて、都市計画手法による産業
集積の検討や工場の操業環境の向上や周辺住環境の調和を図る取り組みを行いました。
　景観計画策定等の取り組みを進める中で、計画に実効性を持たせるため景観条例・屋外広告物条例等を制定し、久宝寺寺
内町において景観計画における重点地区指定に向けた取り組みを行うことにより、良好な景観形成・保全の促進を図りました。
　近畿大学と連携し桂小学校区のフィールドワークを実施するとともに、同大学のサテライト研究室を活用した、大学生と地域
住民との交流や子ども達への学習支援などを通して地域参画を行い、地域のまちづくりを進めました。
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後期基本計画施策評価シート

施策３８ 施策担当課 都市基盤整備課
関係課 都市政策課、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

・長期間にわたる大規模な事業であるが、交付金の大幅な増
加が見込めない中、今後、さまざまなまちづくり支援メニューを
検討し、活用していく必要があります。

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96.8％
　成果指標の達成見込み状況は、都市機能の充実と相互連携に向けた総合的な整備を計画的に進めてきたと
ころですが、事業の効果が、すぐに市民の実感として現れず指標としての目標達成には至りませんでした。

【実施状況】基本方針の要素はすべて実施した。
　近鉄河内山本駅周辺の整備に向けて交通結節点の向上と魅力ある安全・安心の都市核の充実を図るため、
近畿日本鉄道㈱、大阪府などの関係機関と、より効果的な整備内容となるように協議を進めるとともに、八尾空
港西側跡地については、駅直結の立地を活かし、にぎわいのある地域の活力と元気を引き出す「複合機能都市
拠点」として土地の有効活用が図られるよう大阪市と連携ができました。また、災害に強い安全・安心のまち、に
ぎわい・活力あるまちづくりを進めるべく、まちづくり構想（素案）や地区計画（素案）を作成するなど、国と協議、
検討を進めることができました。なお、まちなみセンターについては、引き続き指定管理者であるＮＰＯ法人寺内
町久宝寺が施設の管理運営等を行いました。

魅力ある都市核などの充実

・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。
　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。

後期計画策定後の変化

・都市核の充実と機能強化を図るため、都市計画道路をはじ
めとする駅前広場等の都市基盤施設の早期整備が必要で
す。
　とりわけ、近鉄河内山本駅周辺地域につきましては、駅前広
場の優先的な整備や、踏切改良、玉串川沿道での歩行空間
などの一体的な整備により、にぎわいを創出し、桜並木の玄関
口にふさわしい魅力あるまちづくりを進めていくために、関係機
関と協議を積み重ね、事業化を進めていきます。
・八尾空港西側跡地は広大な国有地であるため、関係者が非
常に多い中、隣接する大阪市や大阪航空局、近畿財務局、オ
ブザーバーである大阪府等と、今後も継続して連携を図って行
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

・近鉄河内山本駅周辺整備事業においては、平成29年に山本第1号踏切の歩道部の拡幅を行うために、近畿日
本鉄道㈱に委託し踏切内の測量および交通量調査を行い、踏切遮断時に歩行者や自転車が安全に待機できる
スペースを検討しました。今後引き続き、市民生活の安全性・利便性を向上させ、交通結節点等の充実を図るこ
とができるよう、関係機関と協議を進め、魅力あるまちづくりを進めていきます。
・八尾、大阪両市にまたがる約９ｈａの広大な国有地について、魅力ある都市核として充実を図るため、地権者で
ある大阪航空局をはじめ、近畿財務局、大阪市、大阪府など多岐にわたる関係者と積極的に協議・検討を行い、
まちづくり構想（素案）や地区計画（素案）を作成することができました。今後も継続して関係者間でスケジュール
など共通認識を持って、国有地の早期売却に向けて取り組む必要がありますが、関係者が多く協議・検討に時
間を要します。
・八尾空港西側跡地のまちづくりの方向性について、大正北小学校区の住民へ地元説明会を行いました。また、
まちづくり構想等が固まれば、大正出張所を通じて説明会を行いたい。
・地域団体が主体となるＮＰＯ法人寺内町久宝寺がまちなみセンターの指定管理者として施設の管理運営のほ
かまちづくり活動の拠点としての活動を行いました。また、魚の泳ぐ大正川をつくる会への支援を行いました。

　魅力ある市街地の整備として引き続き関係者間で継続的な協議を行い、計画的な市街地の形成に努めていく
とともに、産業集積の維持発展と更なる防災力の向上を図るべく、都市計画の視点から、地域特性を活かしたま
ちづくりを進める。
　八尾空港西側跡地は地下鉄八尾南駅の駅前にある広大な低未利用地で、土地活用については周辺住民への
影響が大きいことから大正出張所と連携し、大正及び大正北小学校区の住民に対して情報提供や説明会を開
催していく必要がある。

・近畿財務局では財政制度等審議会 国有財産分科会における国有財産管理処分手続きに関する見直しに向
けた方向性が示され、その方向性を踏まえ、航空局内に「航空局所管国有財産の管理処分に関する連絡会議」
や地方航空局（東京航空局及び大阪航空局）に「地方航空局国有財産処分審査会」が設置されました。 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

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）
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後期基本計画施策評価シート

施策３９ 施策担当課 都市基盤整備課
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

・都市計画道路ＪＲ八尾駅前線については、都市計画変更の後事業認可を取得し、測量等の作業や一部用地の
取得を進め、都市計画道路久宝寺線については、用地の取得を進めるとともに、文化財遺構確認調査を実施し
ました。
・都市計画道路八尾富田林線については、大阪府において都市計画変更の後事業認可を取得されたため、今
後は早期の工事着手に向け働きかけを行っていきます。
 ・都市計画道路大阪柏原線については、接続する（都）八尾富田林線や大阪市域側の（都）敷津長吉線の整備
が進む中、災害時の道路ネットワークの構築や国道25号の交通渋滞の緩和を図ることができる（都）大阪柏原線
を、広域的な府県間交通を担うバイパス路線として、重要物流道路の位置づけを行い、早期事業化に向けた取
り組みを沿線自治体と共に国に対し求めていきます。

・今後とも、公共投資の制約があるなか、計画的、効率的に安全性や利便性、防災性の向上に寄与する路線を
選定し、事業推進を図ることが望まれます。また、社会状況の変化をみて、整備を優先すべき路線を選定し、そ
の路線について道路構造等を見直しを検討します。

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

　南海トラフ地震をはじめ各種災害に対し、防災の強化を進め
るべく、防災軸として重要な役割を担う都市計画道路の早期整
備および幹線道路を始めとする国道・府道・市道の体系的な
整備による安全・安心な道路ネットワークの構築が必要です。
・（都）久宝寺緑地線については、大阪府の久宝寺緑地の事業
に合わせてた整備が必要であるとともに、（都）平野中高安線
への接続形態についても検討が必要です。
　また、桂小学校の周辺の公共施設マネジメントに必要な都市
計画道路東大阪中央線の早期整備について、残る事業用地
の買収を進め、早期に市道西郡第３０号線（第二寝屋川）への
接続を進めていただくため、今後も継続して大阪府に整備促
進を求めていく必要があります。
　さらに、中部広域防災拠点と（都）八尾富田林線に直結する
新たな都市計画道路（仮称）（都）八尾空港線を整備し、防災
面の更なる向上と生産性の向上による産業集積の維持発展
を図ることが必要です。

★★★

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100.0％
　めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標の達成率は、平成30年度においても「めざす値」を達成する見
込みです。

【実施状況】基本方針の要素はすべて実施した。
　都市計画道路JR八尾駅前線については、都市計画変更を行い事業認可を取得し、都市計画道路久宝寺線に
ついては、用地取得等を進めるなど計画的効果的に事業を推進することで防災性の向上や利便性の高い道路
交通網の確保に繋げました。
　都市計画道路八尾富田林線については、富田林市、羽曳野市、藤井寺市とともに促進協議会を設置し、早期
整備の実現に向け大阪府に働きかけを行った結果、都市計画変更が行われ、事業化が図られたため、安全で
安心な市民生活と利便性の高い都市活動の確保に大きく寄与することになります。

　今後も台風や豪雨による災害発生、南海トラフ地震の発生
が想定されることから都市計画道路の整備による防災軸の強
化がさらに必要になります。
・長期間にわたる大規模な事業であるが、交付金の大幅な増
加が見込めない中、今後、さまざまなまちづくり支援メニューを
検討し、活用していく必要があります。

都市計画道路などの整備

・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。

　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。

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29年10月に発生した台風21号や平成30年7月豪雨、大阪府北部を震源とする直下型地震等甚大な被害を
もたらす災害が頻発しております。
・また、マグニチュード８～９クラスの規模の南海トラフ地震の３０年発生確率が「７０～８０％」に１つ高いランクに
見直され、今後より一層安全安心のまちづくりを進めていくとともに、防災軸として重要な役割を担う都市計画道
路をはじめとする駅前広場等の都市基盤施設の早期整備が必要です。
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後期基本計画施策評価シート

施策４０ 施策担当課 土木建設課
関係課 土木管財課、土木管理事務所

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

生活道路の整備と維持

・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。

　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。

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

・事故に繋がる重大な損傷を早期発見し、施設の不具合等を早期に通報してもらうため、地域拠点を通じインフ
ラ施設の維持管理の啓発活動を行った。今後は、複合アプリを活用してより多くの情報収集を図ります。
・「八尾市通学路交通安全プログラム」に基づき、警察、学校等による点検を実施し、交差点のカラー化や路側
帯のカラー化等、通学路の安全対策を実施した。今後は、ビッグデータ等のツールを活用しつつ、より効果的な
安全対策を実施していきます。
・高安中学校区及び南高安小学校区については、地域拠点と連携して、地域とともに都市基盤施設の合同点検
を実施しました。今後も地域拠点と連携して都市基盤施設の合同点検を実施していきます。

・H25年度の道路法改正に伴い、平成30年度までに橋梁や横断歩道橋の点検が義務付けられ、平成32年度ま
でに点検結果に基づく個別施設計画の策定が必要となります。
・道路整備等や長寿命化対策事業において、事業費が多額なため国からの交付金を活用して進めているが、重
点配分事業と非重点配分事業とに分けられたことにより、採択要件が厳しくなった。また、年々配分される交付
金が減少傾向にあります。

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

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

・橋梁や横断歩道橋の法定点検の結果を踏まえ、平成32年度
までに個別施設計画を策定し、予防保全型の維持管理の考え
方を前提にメンテナンスサイクルを構築していく必要がありま
す。
・国からの交付金を確保するためには、点検計画や修繕・更
新計画を定めた個別施設計画の策定が必要です。

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92.8％
　成果指標の達成見込み状況は、限られた道路空間のなか、現状の枠組みの中で即効性のある交差点のカ
ラー舗装化等、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てきたところであるが、事業の
効果が、市民の実感として現れず指標としての目標達成には至りませんでした。

【実施状況】基本方針の要素はすべて実施した。
　市民に身近な生活道路の安全・安心を確保するために、日常的なパトロールや地域拠点とも連携し道路損傷
の早期発見に努め、迅速に対応するとともに、駅周辺（特定経路）を安全・快適に通行できるよう、歩道改良等の
バリアフリー化事業を計画的に進めることができました。
　近畿大学理工学部との官学連携により都市基盤施設維持管理基本方針（行動計画）に基づく取り組みを実践
しつつ、日常的なパトロールや地域拠点とも連携し道路損傷の早期発見に努め、迅速に対応することで市民に
身近な生活道路の安全・安心を確保しました。

・通学路の安全対策については、「八尾市通学路交通安全プログラム」に基づき、交差点のカラー舗装化、路側
帯のカラー舗装化等により、安全で快適な歩行空間の確保に努めた。また、ビッグデータを活用した安全対策も
実施しました。
・橋梁の修繕工事については、「八尾市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的に実施しました。
・「八尾市都市基盤施設維持管理基本方針（行動計画）」に基づき、都市基盤施設全体の総合的かつ計画的な
維持管理を行った。今後は基本方針基づき、限られた予算のなか、職員による簡易点検と個別施設計画策定の
ための施設毎の数量把握が課題です。
・市民が身近な生活道路を安全・快適に通行できるよう、歩道改良等のバリアフリー化事業を計画的に行いまし
た。
・不要となった里道・水路の売却に向けた調査及び沿道土地所有者へ売却広報を実施し、売却を進めるととも
に、未調査地区の調査、整理をあわせて実施しました。
・広告付き駅周辺案内地図を設置し、歳入の確保に努めました。

・「八尾市通学路交通安全プログラム」に基づき、今後も警察、
教育委員会等との連携を図り、継続的な通学路の安全確保に
向けた取組みを進めていく必要があります。
・「八尾市都市基盤施設維持管理基本方針（行動計画）」に基
づき、橋梁以外にも舗装や道路附属施設等の第三者被害が
想定できる都市基盤施設については、点検を実施し、総合的
かつ計画的な維持管理を進めていく必要があります。
・事故多発交差点及び渋滞常襲路線については、事故データ
を活用し、国・府・警察と情報共有をして、事業計画を策定し、
対策を進めていく必要があります。
・近畿大学理工学部との官学連携を通じ、道路及び道路附属
施設の安全確保と快適な環境を保全するとともに、今後導入
予定の複合アプリも活用し、適正な維持管理に努めます。
・計画的かつ継続的な都市基盤施設の整備や維持管理を行う
ため、里道水路の売却による歳入費を特定財源にしていく必
要があります。
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後期基本計画施策評価シート

施策４１ 施策担当課 みどり課
関係課 土木管理事務所

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

公園とまちの緑化による緑のある暮らし

・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。

　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。

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

・公園整備交付金の採択要件が厳しい中、今後、さまざまなま
ちづくり支援メニューを検討し、活用していく必要があります。
・成熟した高齢化社会へと変化する中、高齢者が地域社会で
活躍していただくため、ボランティア活動を支援する施策を検
討する必要があります。
・景観区域内及び隣接している公園について、関係各課と連
携し景観に配慮した整備に努める必要があります。

【結果（見込）】　平均達成率100.0％
　成果指標である「１人当たりの都市公園面積」、「緑化園芸教室受講者数」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。
　市民の憩いの場である新規公園の開設、公園の再整備、バリアフリー化等既設公園の整備及び自然散策の
確保と市民が山に関心をもち、身近に感じてもらうためにハイキング道の維持管理及び整備を行い、公園とまち
の緑化による緑のある暮らしの実現に近づく施策展開ができた。特に公園整備においては、、ワークショップ方
式により地域住民と意見交換を行いつつ整備を進めた合同宿舎跡地（曙川公園）の取り組みが大きく寄与してい
ます。
　さらに、さくら基金を活用して、玉串川等の桜再生事業によりさくらの植え替えを行い、さらなる公民協働の取り
組みも進めました。

・公園・緑地整備事業について、ワークショップ方式により地域住民の意見を取り入れた公園整備方針を決定し
ました。また、都市公園の新規開設や既設公園整備事業について、既設公園の再整備や便所等のバリアフリー
化及び長寿命化計画に基づく遊具の更新を行いました。
・今後、事業を推進する上で、まとまった用地の確保及びそれに伴う事業費の財源確保が課題です。
・玉串川等の桜再生事業について、地域の意見を取り入れながら桜の植え替えを行いました。
・民間開発による緑化協議によって、民間施設の緑化を推進し、さらに、緑化基金を活用して市民の所有地及び
事業所等の緑化の推進に対する支援や公共施設の緑化等公民協働の取り組みを進めました。

　地域を中心とした新たなボランティア団体の掘り起しを行い、それらボランティア団体と公園の清掃や花苗の植
え付けなどの美化活動を実施しました。
　玉串川等のさくらについても良好な景観を市民の財産として永続的に保つように、地域と協働で保全に取り組
みました。
　ワークショップ方式により曙川公園整備について、地域住民の意見を取り入れた公園整備方針を決定しまし
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

・一人当たりの公園面積がまだまだ少ないため、西弓削公園を
はじめとする都市計画公園の整備を進める必要があり、その
ための用地及び財源の確保が必要です。また、用地確保等が
困難な中、公共用地の跡地を活用した公園整備の検討や生
産緑地の解除の際に借地公園として民間用地を活用するなど
を検討する必要があります。それに加え、現在借地している公
園の用地取得に向けた財源確保が必要です。
・市民ニーズが多様化する中で、魅力ある公園とすべく、公園
の特性やいろんな世代が集える公園づくりについて、取り組み
を進める必要があります。
・緑化園芸教室受講者数については、創意工夫した新たな教
室の開講に向けた講師の発掘が課題です。
・今後も引き続き公園の整備・維持管理及び緑化推進などを
公民協働による取り組みにより進める必要があることから、活
動団体に対して必要な支援策や活動にインセンティブが働く仕
組みを検討する必要があります。

★★★

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・公園整備や長寿命化対策支援事業において、国からの交付金を活用して進めているが、重点配分事業と非重
点配分事業とに分けられたことにより、採択要件が厳しくなりました。
・また、年々配分される交付金が減少傾向にあります。

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
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後期基本計画施策評価シート

施策４２ 施策担当課 交通対策課
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

・市民の円滑な移動の利便性向上を図るため、新規路線開設について積極的な要望活動を行ってきた結果、大
阪バス株式会社において平成２８年７月に路線バス２路線（「布施八尾線」、「久宝寺出戸線」）と平成３０年４月に
近鉄八尾駅から大阪空港までの高速バスが新規運行されました。
・平成２９年８月より民間事業者の送迎バスの空席を活用した「高齢者おでかけ支援バス」お試し運行を開始し、
６５歳以上の高齢者の移動支援に有効かつ有益な事業として成り立っており、継続して実施していく必要があり
ます。
・おおさか東線については放射状に拡がる鉄道を環状方向にネットワークしながら、国土軸である新大阪へとつ
なぐ重要な路線であり、関係自治体及び関係機関等と連携して事業を推進し、平成３１年春に久宝寺駅から新
大阪駅まで全線開通することで、利便性の向上が図られます。

　新規運行された路線バスについては地域と連携し、停留所増設の要望やバス停ベンチ設置等を行い利用促進
に努めました。今後も継続して路線の維持存続、新規路線の開拓、利用促進等について連携を図ります。
　今後移動手段の検討にあたっては、地域の意見を聴き、反映させていく必要があり、しっかりと地域と連携し取
り組みます。

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

・本市の公共交通網の現状としては、１２駅、７２バス停が存在
し、このような背景をもとに、既存バス路線の維持存続と新た
な公共交通の導入をめざし、公共交通事業者会議を開催し、
その会議の意見や提案をもとに、今後の検討すべき方向性を
見出し、本市における公共交通網の充実につなげます。今後
は既存バス路線の維持存続のためには利用していただくこと
が何よりも重要であり、利用促進に関しては地域と連携し取り
組んで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89.2％
　成果指標の達成見込み状況は、市民とともに交通問題を検討し、移動手段の具体化を図ってきたところである
が、事業の効果が、市民の実感として現れず指標としての目標達成には至りませんでした。

【実施状況】基本方針の要素はすべて実施した。
・市民とともに交通問題について考える場として、開催している交通まちづくり懇話会やセミナーが自転車マナー
等身近な交通問題についての意見や課題の共有、具体的な活動のきっかけづくり等において有効的なものとな
りました。
・整備促進を進めてきたおおさか東線については平成３１年春に国土軸である新大阪駅まで全線開業が予定さ
れており、開業後は広域的な利便性の向上が図られます。

　人口減少、高齢化によるバス、タクシーの運転士の更なる不
足
　高齢者人口の増加に伴い自動車や自転車に乗れなくなり、
移動手段を持たない方の増加が考えられます。
　自転車活用推進法の施行を受け、大阪府において自転車
ネットワーク10か年計画を検討していることから本市において
も検討が必要となります。

公共交通網の充実

・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。

　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。

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

・特になし。
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後期基本計画施策評価シート

施策４３ 施策担当課 環境保全課
関係課  産業廃棄物指導課

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

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

・八尾市環境総合計画については、八尾市民の環境を守る基
本条例に基づき、平成10年に策定し、平成22年に改定しまし
た。当該計画は平成37年度を長期目標、平成32年度までを中
期目標期間と定めていますが、再度当該計画の位置づけや八
尾市総合計画との関連を明確にし、第６次総合計画への統合
も視野に検討を進めていく必要があります。
・産業廃棄物指導課所管業務の中で、特にＰＣＢ廃棄物につい
ては法で定められた処分期限が平成38年度末（高濃度ＰＣＢ
廃棄物については平成32年度末）に決まっていることから、保
管事業者に対する働きかけなどを積極的に行い、早期処理を
推進していく必要があります。
　

★★☆

・国においては、平成30年４月に第五次環境基本計画が閣議
決定されました。
・大阪府が策定している 「大阪21世紀の新環境総合計画」につ
いては、計画期間が平成32年度までとなっています。
・今後、国や大阪府の動向を注視する必要があります。

【結果（見込）】　平均達成率 98.6％
　指標のめざす値については、概ね順調に推移しておりますが、環境行動計画における事業の目標達成率につ
いては、年度ごとの達成状況にばらつきがあることから、平成32年度の八尾市環境総合計画の見直しに際し
て、より効果的な目標の設定について検討する必要があります。また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。
　基本方針に沿い、公害の未然防止と生活環境の改善に向け、規制や啓発、環境の監視などの施策を展開し
ました。

・発生源の監視・指導啓発において、工場、事業場への立ち入り指導や研修会の開催などにより、公害の未然
防止や生活環境の改善に向けた取り組みを行ってまいりました。今後は、市、事業者及び市民がそれぞれの責
務と役割を認識し、自主的に生活環境の改善に向けた取り組みを行うような仕組みを構築していくことが必要で
す。そのために八尾市公害防止条例を全部改正し、新たに「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」を制
定しました。また、それに伴い新たに「八尾市環境影響評価条例」についても制定しました。
・環境の監視については、各環境法令等に基づいて実施し、改善傾向にあることが確認されました。
・産業廃棄物関連の事務については、排出事業者に対する指導･監督や処理事業者への許認可業務などを実
施するとともに、不適正処理事案への迅速な対応や地域拠点との連携による監視強化など、基礎自治体である
メリットを活かし、不適正処理の未然防止に努めました。

　新たに制定した「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」に基づき、市民、事業者とのパートナーシップ
により、環境問題への取り組みを推進しました。今後も引き続き、生活環境の保全を図ります。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・平成30年度の中核市移行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物の許認可や指導
等の事務、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視測定や、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく
許可、浄化槽法に基づく保守点検業者の登録などの事務が、新たに市の事務となりました。

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

快適な生活環境づくり

・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。

　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。

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４４ 施策担当課 環境保全課
関係課 環境事業課

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

きれいなまち八尾の実現

・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。

　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。

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

・路上喫煙における指導エリアの条例違反者数は減少してい
ますが、未だ「ながらたばこ」を行う条例違反者が散見されて
おり、さらなる啓発等が必要であると考えています。
・屋内喫煙の規制により、路上喫煙が増加することが想定さ
れ、喫煙所の設置によるマナー向上を図るとともに、路上喫煙
禁止区域の拡大が必要と考えており、市長の諮問機関である
「八尾市路上喫煙マナー向上推進協議会」からも同様の意見
をいただいているところです。
・地域美化の推進においては、担い手の中心が高齢化してお
り、次世代の担い手の育成が必要であると考えています。

★★☆

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 99.4％
　指標のめざす値については、概ね達成できており、市民意識の変化が数値に表れていると判断しています。指
標のうち、「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かけている市民の割合」においては高
い水準を維持しており、今後も継続できるよう、新たな仕組みが必要であると考えています。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施しました。
　きれいなまち八尾の実現のため、市民、事業者及び行政が一体となって、八尾をきれいにする運動を推進し、
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。
　路上喫煙対策については、「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」に基づき、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
に努めました。

・地域一斉清掃については、事前申請としており、突発的な収集依頼もありますが、出来る限り柔軟に対応し、
市民の清掃意欲の維持に配慮しています。より分かりやすい事務手続きとなるように工夫し、これまで以上に自
主的な地域美化活動が発展するよう支援したいと考えています。
・公募による「路上喫煙マナー向上推進員」については、地域における喫煙マナーの向上に寄与いただいてお
り、全小学校区への推進員配置を目指して地域への働きかけを行った結果、推進員を増加させることができまし
た。
・いずれの事業についても、市民の地域への参画を促すもので、協働のまちづくりに寄与できているものと考え
ていることから、今後も継続すべきであると考えています。

　各校区まちづくり協議会の地域別計画において、「環境美化」を掲げている校区が多く、地域一斉清掃をはじ
めとした地域の自主的な取り組みについて、継続した支援を図ります。

・受動喫煙に対する規制強化として、国の健康増進法の一部改正や東京都の受動喫煙防止条例の制定。
・大阪府や大阪市においても受動喫煙防止の条例制定に向けた検討委員会を設置。
・平成３０年１０月の「八尾市健康まちづくり宣言」を受けて示される具体的な施策や事務事業の内容。

考慮すべき
社会経済環境の変化等

・受動喫煙については東京オリンピックやサミット、大阪万博誘
致を控え、世界的な潮流に則り、国の健康増進法改正や東京
都の受動喫煙防止条例制定など屋内の喫煙行為について規
制を強化する方向性が鮮明になっています。大阪府や大阪市
においても受動喫煙の防止に向けた条例制定の検討委員会
を設置するなど、今後もそのような動きは拡大すると想定され
ることから、本市においても、路上喫煙対策について、受動喫
煙対策と足並みをそろえた取り組みが必要となります。
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後期基本計画施策評価シート

施策４５ 施策担当課 環境保全課
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

・気候変動の適応策を位置づけた「気候変動適応法」が平成
30年６月に制定されました。（努力規定として、地域気候変動
適応計画の策定と適応策の推進が地方公共団体に求められ
ています。）
・平成30年７月に閣議決定された第5次エネルギー基本計画に
おいて、太陽光等の再生可能エネルギーが主要電源として明
記。
・八尾市環境総合計画の中間目標期間が32年度で終わり、平
成37年度から長期目標期間が継続します。
・国が定めた第五次環境基本計画で挙げている６つの重点戦
略に基づいた本市で取り組むべき事業の選定及び検討を行い
ます。

地球温暖化対策の推進

・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。

　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。

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

・我が国では平成27年12月開催のCOP21で採択されたパリ協定を踏まえ、地球温暖化対策を総合的かつ計画
的に推進するための計画である「地球温暖化対策計画」が平成28年５月に閣議決定されました。
・気候変動の適応策を位置づけた「気候変動適応法」が平成30年6月に制定されました。なお、環境基本計画の
見直しが行われ、平成30年４月に第５次環境基本計画が閣議決定されました。
・一方、本市では平成30年３月に「八尾市公害防止条例」を全部改正し、「八尾市生活環境の保全と創造に関す
る条例」を制定し、新たに「地球温暖化の防止」についての規定を設けました。

・平成27年度から平成29年度にかけて、「地球温暖化対策実行計画（チャレンジ80）」の目標達成のため、提案
型公共サービスにより民間のノウハウを活用した啓発事業を実施しました。（クールビズ啓発、こたつシェア
（ウォームシェア）等）。
・平成27年度より太陽光発電設備の設置方針に基づき、市の公共施設の新築等の施設については順次設置を
行いました（水道局庁舎の建て替え、各学校園の屋根貸し事業等）。さらに、平成30年度は国の補助制度を活用
し、国が進める地球温暖化対策のための国民運動「COOL　CHOICE」に本市が推進している「地球温暖化対策
実行計画（チャレンジ80）」を掛け合わせて相乗的に啓発を行います。
・環境マネジメントシステムの推進については、導入当初から比較すると一定の効果はあるものの、近年では効
果に停滞が見られることから、平成30年度から各部局において創意工夫のある取り組みである「業務のアレン
ジ」を取り入れ、効果の拡大を図りました。

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

・市域の温室効果ガスについては削減できていますが、引き続
き、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ます。
・行政として、市域については継続して地球温暖化対策につい
て普及啓発を推進していくとともに、併せて、公共施設の省エ
ネ機器への入れ替えや再生可能エネルギー設備の導入に率
先して取り組みます。
・国が定めた第五次環境基本計画で挙げている６つの重点戦
略（気候変動対策を含む）を踏まえ、八尾市総合計画及び八
尾市環境総合計画の改定作業を進めます。
・環境マネジメントシステムについては、職員が自発的に環境
に配慮した取り組みができるような仕組みや、職員の業務負
担が大きいことから、システムの簡素化を図る必要があると考
えています。

★★☆

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 80.6％
　指標のめざす値について、市域の温室効果ガス排出量は、実績値が２年前の数値であることから、達成状況
を判断することが困難な状態となっております。一方、市役所での温室効果ガス排出量については、東日本大震
災に伴う二酸化炭素排出係数の増加の影響もあり、計画値を達成できておりません。また「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」は微減傾向にあり、人が集まる場で啓発を行
うなど、内容、手法等の更なる工夫を行い、市民や事業者とともにより一層の取り組みを進めていく必要がありま
す。

【実施状況】 基本方針の要素はすべて実施した。
　地球温暖化対策実行計画（チャレンジ80）を定め、市民、事業者、行政のパートナーシップのもと、環境イベント
の開催や地域のコミュニティセンターを活用した啓発を行うなど、市域における温室効果ガスの排出量削減に努
めました。
　また公共施設への太陽光発電設備の設置方針に基づき、市自らも省エネルギー・省資源の推進を図るなど、
おおむね基本方針に沿った施策展開ができました。
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後期基本計画施策評価シート

施策４６ 施策担当課 資源循環課
関係課 環境事業課、環境施設課

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

・ごみの焼却処理が新たな広域処理体制へ移行することが想
定される中で、経費負担の根拠が各構成市のごみの処理量が
基礎となることから、さらなるごみの減量・資源化に向けた取り
組みが必要となってきます。

【結果（見込）】　平均達成率　96.0％
　指標のめざす値については、概ね順調に推移しているが、１人１日当たりのごみ排出量、廃棄物の資源化率に
ついては、目標達成に至らなかったものの、家庭用指定袋制の見直しや、雑がみを有価物集団回収に出すことを
積極的に啓発したことで前年度比で約6,200トンの可燃ごみが減少し、相当の成果をあげており、引き続き、、出
張所等の地域拠点と連携を図るなど、市民の様々な意見を聞くことにより制度に反映させていくことで更なるごみ
の減量・資源化の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。
　一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）に基づき、家庭用指定袋制の見直しなど、ごみの分別を市民とともに推進
し、ごみの減量・資源化の取り組みを進めた。また効率的な廃棄物処理体制の構築に取り組むとともに、大阪府
や他市町村と連携した廃棄物処理を推進し、環境負荷の低減に配慮した廃棄物処理を推進しました。
　また、ごみの３Ｒ推進の拠点であるリサイクルセンター学習プラザにおいて、学校や地域と連携し、環境教育・環
境学習に取組みました。

・平成28年(2016年)10月にこれまで取り組んできた家庭用指定袋制を見直し、市民とともにごみの減量・資源化に
取り組んだ。また新聞の発行部数の減少や有価物集団回収実施団体の実施規模の縮小により、回収量が低下
しているため、ホームページ等を活用し、雑がみの回収方法について、周知を行い、３Ｒを推進することができた。
今後も市民の意見を踏まえ、生活実態に見合った取り組みを行っていく必要があります。
・八尾市・大阪市・松原市により設立した一部事務組合により、共同処理をさらに発展させた広域的な処理体制を
効果的・効率的・安定的な処理体制を確立することができました。

　ごみ減量推進員との意見交換や各イベントおけるごみの減量・資源化に対する啓発を行い、市民とともにごみ
の削減を実現できました。今後、八尾市複合アプリを有効に活用し、市民への情報提供など迅速な対応ができる
ように、取り組んでいく必要があります。

・特になし。

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

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

・人と環境に優しいまちづくりをすすめるためには、生活者視点
でのごみ行政をすすめていく必要があり、そのために出張所等
の地域拠点と連携を図ることや、収集現場を活用するなど、市
民生活に寄り添った機会を設けていくことが必要があります。
・八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の平成32年度の
改定に向けて、八尾市廃棄物減量等推進審議会を開催し、ご
みの減量・資源化に向けての取り組みを検討していく必要があ
ります。

★★☆
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

資源循環への取り組み

・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。

　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。

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４７ 施策担当課 土木建設課
関係課 土木管理事務所、土木管財課

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

治水対策と環境を意識した水環境の形成

・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。

　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。

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）

後期計画策定後の変化

指標値と
事業の実施状況

・市域の治水安全度向上のため、公共下水道事業と連携し、河川改修や水路整備を実施しました。
・小中学校及び公園において、雨水流出抑制施設の整備を実施するとともに、民間施設に伴う、雨水流出抑制
施設の協議により特定都市河川寝屋川流域における総合治水対策を進めました。
・啓発パネル展示、出前講座、施設見学会など、総合治水対策推進の啓発に努めました。
・事業主体である大阪府と連携し、玉串川において、老朽化した護岸を改修とともに景観に配慮した整備を行い
ました。
・土砂災害特別警戒区域内の住宅に対し、住民自らが実施する移転等に対し、費用の一部について助成する制
度を創設しました。

・玉串川沿道整備事業では、玉串川整備推進会議（曙川東地区）を開催や、校区まちづくり協議会（刑部・南山
本）等への事業説明を行い、その内容を踏まえ、水辺環境に配慮した整備を行いました。
・玉串川の清掃活動や恩智川清掃活動ＷGでは、校区まちづくり協議会と協働することにより、地域にある親水
空間の重要性を地域内で意識共有し、継続した取り組みとして支援しています。
・地域一斉清掃などにより、浸水被害の原因につながる排水溝や雨水桝のごみ等を定期的に掃除して頂いてい
るが、浚渫補助金や道具の貸し出しなど協力することによって、地域との協働を進め継続的な清掃活動につな
げていきます。

・大規模な水害・土砂災害が全国で頻発化しています。
・八尾市景観計画において、長瀬川及び玉串川を「水と緑のうるおい景観区域」に指定しました。

・寝屋川流域水害対策計画に基づき、小中学校及び公園、さ
らに新しい事業対象施設として財産区財産ため池において流
域貯留浸透事業を実施しつつ、さらに活用可能な施設の検討
を進め、大阪府に対しては、恩智川の改修及び恩智川（法善
寺）多目的遊水地の整備促進を強く要望し治水安全度の向上
を図っていきます。
・土砂災害特別警戒区域内の住宅移転等の費用の一部につ
いて助成することで移転等を促進するとともに土砂災害対策を
これまで以上に大阪府と連携し進めていきます。
・長瀬川沿道については、老朽化が進行している親水施設や
散策道等のリノベーションを行い、「やすらぎ」と「うるおい」の
ある水辺空間としての魅力向上を図ります。
・玉串川沿道整備事業については、現在事業中であるⅠ期区
間の完了に引き続き、Ⅱ期の事業化に向け、大阪府と連携し
つつ地元協議を進めていきます。
・水害・土砂災害の防止及び被害の軽減と良好な水環境の創
造を図るため、下水道分流区域における河川・水路整備によ
る治水安全度の向上や、災害要対策箇所の監視能力向上（監
視カメラ等）、八尾市都市基盤施設維持管理基本方針に基づ
き、各施設の効率的・効果的な維持管理に取り組んでいきま
す。

★★☆

指標（めざす値の平均達成率）

・平成30年7月豪雨においては、11府県で大雨特別警報が発
表され、西日本を中心に多くの地域で河川の氾濫や浸水害、
土砂災害が発生した。市域においても山手地区河川が逸水す
る被害が発生したことから、河川改修を行いつつ土砂・流木対
策をこれまで以上に大阪府と連携し治山・治水を進める必要
があります。
・老朽化した護岸等の治水施設や親水施設等の更新を計画的
に行っていくことが必要があります。
・八尾市景観計画において、「水と緑のうるおい景観区域」に
指定された長瀬川及び玉串川については、計画に沿った整備
（老朽化した親水施設の更新及び未整備区間の景観整備）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99.7％
　成果指標の達成見込み状況は、民間開発による貯留量がわずかに下回ることが想定されるが、計画値は概ね
達成でき、治水安全度の向上は図れています。

【実施状況】基本方針の要素はすべて実施した。
　寝屋川流域水害対策計画に基づき、学校施設において雨水流出抑制施設の整備や、民間開発に伴う、雨水
流出抑制施設の協議を行うとともに、河川・水路の適正な維持管理や機能保持のための改修工事を実施するこ
とで災害の防止と軽減に取り組みました。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、玉串川沿道整備などの景観整備を実施するとともに、河川・水路などの愛護活動の拡大を図ることによ
り、「めざす暮らしの姿」の実現に向けた施策展開を図りました。

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
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後期基本計画施策評価シート

施策４８ 施策担当課 水道局経営総務課
関係課 水道局お客さまサービス課・水道局工事管理課・ 水道局施設整

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

・水道局庁舎建設事業は平成30年度をもって竣工します。
・水道施設耐震化事業については、高安受水場の耐震化事業が平成30年度をもって完了予定です。
・配水管整備事業は平成32年度までの計画値を達成すべく鋭意取り組んでいます。
・緊急時給水拠点確保事業は平成30年度をもって計画していた事業を終え、漏水防止対策事業、広報・広聴制
度、環境マネジメント推進事業及び水道料金等総合業務については、継続して実施します。

地域の防災訓練については、要望に積極的に応え参加するとともに、耐震性緊急貯水槽を設置した地域では、
災害時を想定して住民とともに貯水槽からの給水訓練を行いました。自助の一つである飲料水の備蓄の必要性
の呼びかけについては今後も引き続き啓発を行っていく必要があります。

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

・水道施設の耐震化については、重要な課題です。一朝一夕
で解決できる問題ではないが、積極的に取り組みを進めていく
必要があるため、広域化を視野に入れて検討を行います。★★☆

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】 基本方針に沿って展開しているが、一部要素の達成が厳しい状況です。
　地震などの災害時においても、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ています。
配水池耐震施設率については、高安受水場の施設耐震化事業が平成30年度に完了し、今後は北部低区配水
池を休止した上で北部低区配水池耐震化事業に取り掛かる予定であるが、休止に備えて他の配水池から配水
するための管路整備や配水ポンプ増設等に取り組む必要があり、平成32年度の目指す値を達成することが厳し
い状況となっています。
　水道施設の維持管理として取り組んでいる漏水防止対策事業については、調査結果をもとに給水管の調査対
象範囲を拡充し、施設の適切な維持管理を進めました。
　顧客満足度の向上の取り組みである広報・広聴制度について、これまでの出前講座や地域イベントの活用、モ
ニター制度を進めつつ、広報の手法の見直しなど、戦略的広報のあり方を研究、実践していきます。

　人口減少に伴う水需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化
する人材不足等の水道事業の直面する課題に対応し、水道基
盤の強化を図るため、大阪府が「府域一水道に向けた水道の
あり方協議会」を設立し、広域化に向けて取り組みを進めるよ
う検討しています。既に大阪広域水道企業団と１０団体との水
道事業の統合が決まっており、今後さらなる統合に向けた動き
が促進されます。

上水道の安定供給

・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。

　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。

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

人口減少に伴う水需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道事業の直面する課題に対応
し、水道基盤の強化を図るため、水道法の一部を改正する法律案を国会で審議中です。
その中で水道事業者に対し水道の基盤強化に関する施策を策定することや、水道施設を適切に管理し更新費
用を含む事業計画の作成等を義務付けるとともに、指定給水装置工事事業者制度の改善や広域連携の推進な
どの措置が講じられる予定です。
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後期基本計画施策評価シート

施策４９ 施策担当課 下水道経営企画課
関係課 下水道管理課・下水道整備課

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

　大阪府流域下水道事業は平成30年度から地方公営企業法
を適用しているが、その経営戦略における収支見通しでは毎
年20～30億円程度の純損失が発生することとなり、関係市町
村に対する経費負担（維持管理負担金）の大幅な見直しを今
後求められる。
　今後も、国交付金等の財源確保が厳しい状況が続くと考えら
れます。
　平成29年度の国の財政制度等審議会で、「受益者負担の原
則」の観点から国庫補助制度の見直しについて指摘がなされ
ています。（改築事業に対する国交付金の縮小もしくは廃止の
方向性が示されています。）

下水道事業の推進

・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。

　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。

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27年４月に地方公営企業法の財務規定を適用し公営企業会計を導入、平成28年８月より財政基盤の強化
に向け下水道使用料を改定、平成30年３月に「将来にわたる持続可能な下水道サービスの提供の実現」を基本
理念とする「八尾市公共下水道事業経営戦略」（計画期間：H30〔2018〕～H42〔2030〕）を策定しました。
・「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正等による「土木工事標準歩掛等の改定」、「間接工事費の
改定」、「積算方法の見直し」などによる事業費の上昇がありました。

・今後、安定的な下水道事業経営を継続していくため、「八尾
市公共下水道事業経営戦略」計画期間（13年間）の中で、
PDCAサイクルを用いた投資財政計画の進捗管理・検証は不
可欠です。
・長期的には人口減少等による経営状況の悪化が懸念される
ため、積極的な施策の立案とさらなる経営改善が求められま
す。
・限られた財源の中、新たな整備手法の検討・実施を行いま
す。
・国の動向を注視しつつ、積極的に国に交付金の条件緩和を
申し入れていきます。

★★☆

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98.3％
　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、近年、国交付金等の安定的な財源確保が困難
な状況であり、指標の各年度における計画値達成には至っていません。また、整備の中心である山手の現場条
件が厳しいことからも、第５次総合計画最終年度における「めざす値」の達成は極めて厳しい状況です。

【実施状況】　基本方針の要素はすべて実施した。
　計画的な公共下水道整備及び改築・修繕を行うとともに、適切な維持管理を実施した。また、公営企業会計の
導入により財務・財政の透明化や収支の適正化に努めるとともに、「八尾市公共下水道事業経営戦略」を策定
し、健全かつ持続可能な経営に取り組みました。

・膨大なストックの計画的改築更新については、早期着手した３排水区を対象とした長寿命化計画に基づき、平
成26年度から事業を実施してきました。また、平成29年度には、八尾市全域の下水道施設を対象として、計画的
で効率的な点検、調査、修繕、改築を行う「下水道ストックマネジメント計画」の実施方針を策定し、これに基づ
き、事業を展開しています。
・下水道未接続の家屋に対する個別の勧奨活動に注力するとともに、地域や地域拠点とも連携し、水洗化の促
進を図りました。
・下水道経営推進事業にあっては経営の健全化、効率的な事業運営、経営基盤の強化を図るため、中長期的な
経営の基本計画である「八尾市公共下水道事業経営戦略」を策定しました。
・公共下水道整備事業においては、事業を進めるため、国交付金制度を積極的に活用して財源の確保を目指し
ました。計画値を下回るものの、「生活環境の改善、公共用水域の水質保全、浸水の防除」の公共下水道の役
割を果たすべく、事業の進捗を図りました。

　公共下水道の機能・役割への理解や適正な使用が維持管理費の軽減につながるため、出前講座を充実させ
るとともに、各種イベント等を実施しました。
　地域への工事ＰＲや水洗化促進のため、地域拠点の協力を得ながら、地域との情報共有を図り、事業を進めて
います。

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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