
目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.1 安全なまちをつくる防犯の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 件 80 59

2 件 12.6 13.2

3 ％ 1,684 1,779

4 回 2 1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

広く関係課、関係機関がまたがるため、計画的推進は、必
要不可欠である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ひったくりを始め、街頭犯罪及び刑法犯に件数の増加が見
られたが、目標値には到達しつつある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施においては、市民や各種団体、ボランティアなどの協力
を得ながら、官民一体となった取り組みであり、実施手法と
しては 適である。

庁内会議開催回数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

広く協働の意識を持って、防犯に取り組むことを計画にて推
進している。

評価の観点 評価内容

１日当たりの犯罪発生件数【市内
のみ】

《道府県警察本部調》
 年間刑法犯認知件数累計／日

（年間平均）1月から12月まで

人口10万人当たりの刑法犯認知
件数（犯罪率）【市内のみ】

 《道府県警察本部調》
年間刑法犯認知件数累計（12.31）／人口（住民基本台帳人

 口＋外国人登録者数）（10.1）×100,000
[（年間集計）1月から12月まで]

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 防犯計画推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要 やお防犯計画の内容に基づき、計画的かつ効果的に防犯事業を推進する。

事業の対象 市民（安全の確保）

事業の目的 市民が安全で安心して生活することができる地域社会を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

○計画に基づく各種犯罪防止の取り組みの推
進
○庁内会議開催による計画の進捗状況の確認

平成24年度
実施内容

防犯計画に基づき、各課、関係機関との協議を
行いながら、防犯の取り組みの推進を行った。

ひったくり発生件数
 市内で発生したひったくり被害件数

（警察統計による年間発生数）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.1 安全なまちをつくる防犯の取り組み

現状 今後

○ 1 ○

計画値 実績値

1 灯 500 4,200

2 灯 500 274

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

防犯灯の新設及びＬＥＤ防犯灯への取替ニーズに答えるこ
とができた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

防犯灯の実増加数は、目標を下回ったが、ＬＥＤ防犯灯への
取替が大幅に進んだ。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

要綱改正により、効率的な補助金交付が実現した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域が主体となり、防犯灯整備の推進が実現し、防犯意識
の向上に大きく前進した。

評価の観点 評価内容

市内防犯灯数 町会（自治会）による防犯灯の設置数

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 防犯灯整備推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要 犯罪のない明るいまちづくりのために、町会（自治会）による防犯灯の整備を促進する。

事業の対象 町会（自治会）

事業の目的
町会（自治会）による防犯灯の設置を促進することで、「自分たちの地域の安全は地域で守る」といった、自助、共助の防
犯意識を高め、安全なまちづくりを進める。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 87,288 実績額（千円） 131,943

平成24年度
計画内容

○八尾市防犯灯整備補助金交付要綱、八尾市
特別防犯灯整備補助金交付要綱、八尾市防犯
灯電気料金等補助金交付要綱に基づき補助金
を交付することで、町会（自治会）による防犯灯
の設置を促進
○消費電力が少なく球交換が不要なＬＥＤ防犯
灯の普及の取り組み

平成24年度
実施内容

○八尾市防犯灯整備補助金交付要綱、八尾市
特別防犯灯整備補助金交付要綱、八尾市防犯
灯電気料金等補助金交付要綱に基づき補助金
を交付することで、町会（自治会）による防犯灯
の設置を促進
○消費電力が少なく球交換が不要なＬＥＤ防犯
灯の普及の取り組み

ＬＥＤ防犯灯設置補助灯数 町会（自治会）設置のＬＥＤ防犯灯に対する補助金交付灯数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.1 安全なまちをつくる防犯の取り組み

現状 今後

3 ○

計画値 実績値

1 個 10,000 10,000

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

安全安心のまちづくりの推進においては、必要不可欠な事
業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ひったくり発生件数のピーク時の半減まで達成するなど、安
全なまちづくりにおいて効果が出ている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施においては、市民や各種団体、ボランティアなどの協力
を得ながら、官民一体となった取り組みであり、実施手法と
しては 適である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりの他、ＨＰやチラシ・防犯速報等を通じて、情報提
供及び犯罪被害防止啓発を積極的に行っている。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

2,961

ひったくり防止カバー取り付け数
防犯協議会委員、地域ボランティア等と協働した自転車へ
のひったくり防止カバー取り付け数

活　動　指　標

事務事業名 地域防犯活動支援事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要
犯罪のないまちづくりのために、地域における防犯活動を支援し、ひったくり被害防止のため、自転車にひったくり防止カ
バーを取り付ける。

事業の対象 自治会（町会）、地域ボランティア団体、事業者等

事業の目的
防犯パトロールの実施など、地域が取り組む自主的な防犯活動を支援することで、「自分たちの地域の安全は地域で守
る」といった、自助、共助の防犯意識を高め、安全なまちづくりを進める。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,950 実績額（千円）

地域安全条例に基づく各種防犯啓発活動及び
活動支援

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○条例及び計画に基づく、自治会（町会）、地域
ボランティア団体、事業者等が行う防犯の取り
組みへの支援
○ひったくり防止カバーの取り付け

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.1 安全なまちをつくる防犯の取り組み

現状 今後

2 ○

計画値 実績値

1 台 32 42

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

防犯カメラ設置ニーズは高い。
設置コストや運用の問題があり、市の関与は一定、妥当で
ある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標を達成。
防犯カメラの犯罪抑止効果は、近年注目されており、安全安
心なまちの実現に有効な手段である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実現の手法は、有効性とのバランスにおいて 適である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

行政のサポートの下、地域が主体となり設置を推進した。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

12,380

防犯カメラ設置台数 市及び地域による設置の防犯カメラ設置台数

活　動　指　標

事務事業名 防犯カメラ整備推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要
犯罪のないまちづくりのために、防犯カメラ設置要綱にもとづき防犯カメラの設置を行うほか、地域おける整備を促進する
ために補助金を交付する。

事業の対象 校区まちづくり協議会、市民

事業の目的 市民が安全で安心して生活することのできる地域社会の実現に向け、街頭犯罪の抑止効果を狙う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 13,761 実績額（千円）

１７小学校区まちづくり協議会を通じ、合計４２
台の防犯カメラ設置補助を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○防犯カメラ設置補助金により、全小学校区へ
の設置を促進

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.1 安全なまちをつくる防犯の取り組み

現状 今後

○ 4 ○

計画値 実績値

1 地区 16 12

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事業自体の評判はよく、活用というよりは、いかに地域の後
の世代に踏襲していくのかという点で、役割分担について
は、今後検討していく必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績達成には至らなかったが、地域安全マップ事業の地域
へ浸透し、 終目標を達成する礎を築けた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

手法は 適

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域が主体となり、地域の大人と子どもが協力して取り組む
ことで、自分たちの地域をいかにして自分たちで守るかとい
う、意識向上に寄与した。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

310

暗がり診断及び（仮称）地域安全
マップづくり実施済み地区数

暗がり診断及び（仮称）地域安全マップづくりに取り組んだ
地区数

活　動　指　標

事務事業名 地域安全マップ推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要 全市域で通学路を中心に暗がり診断を実施し、地域の自主的な防犯活動を積極的に推進する。

事業の対象 市民

事業の目的
地域において、暗がりや見通し等も含めた危険箇所を調査し、改善に向けて共通認識をもつことで、防犯意識の向上にも
つながる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,060 実績額（千円）

刑部地区、高安西地区において、子どもの視点
も踏まえて、地域安全マップ事業を実施。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○地域において、暗がりや見通し等も含めた危
険箇所を調査し、改善に向けて共通認識をもつ
ためのマップを作製

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.1 安全なまちをつくる防犯の取り組み

現状 今後

15

計画値 実績値

1 人 350 400

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

防犯意識の啓発は、市の大きな役割の一つである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ひったくり発生件数のピーク時半減を達成するなど安全なま
ちづくりにおいて効果が出ている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施の手法は 適

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域と協働し、意識啓発を行った。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

209

防犯イベント・キャンペーン参加者
数

活　動　指　標

事務事業名 防犯意識啓発事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要
八尾市地域安全条例及びやお防犯計画の趣旨に基づき、市、防犯協議会、警察、各関係団体などが連携を図りながら
安全・安心なまちづくりを進める。

事業の対象 市民（安全の確保）

事業の目的
八尾市地域安全条例、やお防犯計画の趣旨に基づき、市、防犯協議会、警察、各関係団体が連携し、各種犯罪の未然
防止の取り組みを進め、市民が安全で安心して生活することができる地域社会を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 669 実績額（千円）

地域安全条例に基づく各種防犯啓発活動及び
活動支援を行った。
龍華中学校、大正中学校において、「やお市民
のつどい」を開催し、地域の防犯意識の向上に
寄与した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市、防犯協議会、警察、各関係団体の連携
強化のための地域安全推進会議等を開催
○空き家条例設置の取り組み

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.2 安心を高める防災力の強化

現状 今後

○

計画値 実績値

1 回 5 6

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民の生命・身体及び財産を守るために実施は妥当であっ
た。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

有効であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施の手法は適当であった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働の取り組みを進められた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

22,681

地域防災計画研修実施回数 地域防災計画を庁内周知するための研修会等実施回数

活　動　指　標

事務事業名 地域防災計画推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要
市民の生命及び財産を災害から保護するため、地域防災計画が現状に適した計画となるよう適宜改訂を行い、その推進
に努める。さらに地域防災計画を推進するための庁内会議や研修会等を実施する。

事業の対象 市民、市職員、関係機関

事業の目的
防災計画を定期的に見直し、現状に即したものにする事で、防災体制の確立、被害の軽減を図る。また、災害によって想
定される浸水被害について、住民に周知することにより防災意識の高揚を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 26,015 実績額（千円）

○地域防災計画改訂に係る市民意見聴取を実
施
○地域防災計画改訂の実施
○職員初動マニュアルの改訂
○小学校区ごとの地区別防災マップを市民との
協働によるマップ作成

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○「地域防災計画推進会議」の検討結果を踏ま
えた市民意識調査の実施
○「（仮称）地域防災計画庁内検討会議」を開催
し、地域防災計画改訂に向けた検討を全庁的
に実施
○「地域防災計画推進会議」、「市民意識調
査」、「（仮称）地域防災計画庁内検討会議」の
結果を踏まえた地域防災計画の実施
○小学校区ごとの地区別防災マップを市民との
協働により作成し、地域防災力を向上

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.2 安心を高める防災力の強化

現状 今後

○ ○

計画値 実績値

1 ％ 78.9 100

2 個 13 51

3 人 2,355 1,638

4 台 6 6

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事務事業の実施は妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

無線及び衛星電話整備については目標値を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国の補助金等の制度を利用し、防災行政無線（デジタル化）
の整備を実施した。

衛星電話の整備 衛星電話設置台数/全整備数（6台）

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働を必要としない。

評価の観点 評価内容

避難所用携帯無線機の整備
避難所（64箇所）用の携帯無線機（1箇所2台配置）整備数／
全整備数（128台）

災害時職員連絡体制強化システ
ム登録数

災害時職員連絡体制強化システム登録数/八尾市職員数
（再任用含）

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 災害時情報伝達体制強化推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要
災害時における職員初動体制の早期確立や市民への災害情報提供及び避難勧告等を行うとともに、防災関係機関及び
生活関連機関との情報伝達体制を確立する

事業の対象 市民、防災関係機関、生活関連機関

事業の目的

○市民、防災関係機関、生活関連機関と情報伝達を確実に行う事により、災害から市民の生命と財産を守り被害の軽減
を図る。
○市民に対して災害情報提供及び避難勧告等を迅速に行い、災害による被害発生を最小限に抑え、これまでのトラン
ペットスピーカー等の音声よる情報伝達が不可能であったスピーカー難聴地域住民及び聴覚障がい者等に対しても、携
帯電話等の端末機等から災害情報伝達及び避難勧告を行う事が可能となる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,605 実績額（千円） 231,047

平成24年度
計画内容

○防災行政無線の整備
○災害時職員連絡体制強化システムの導入・
運用
○災害時緊急メール配信システムの導入・運用
○携帯型衛星電話の整備・運用

平成24年度
実施内容

○防災行政無線（デジタル化）の整備実施
○災害時職員連絡体制強化システムの導入・
運用
○携帯型衛星電話の整備・運用

避難所用携帯無線機の整備率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.2 安心を高める防災力の強化

現状 今後

○

計画値 実績値

1 倉庫数 29 4

2 ％ 2 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

目標どおりの実績が達成された。
最終目標に実績値が近づいている

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標どおりの実績が達成された。
最終目標に実績値が近づいている

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

一部資器材の見直しを行い、コストは削減できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

訓練などを通じて、必要資器材のニーズなどを聴き取りし資
器材整備の材料とした。

評価の観点 評価内容

防災備蓄の充足率
大阪府の指定物資である、食料、生活必需品、簡易トイレな
どの備蓄充足率

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 防災資器材等の整備 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要
災害時、消火、救助・救護活動に活用できるよう指定避難所となる小中学校に分散配備している防災資器材等の更新充
実を図る。

事業の対象 市民

事業の目的 防災資器材等を分散配置する事で、災害時に迅速対応することが可能となり被害を最小限に抑えることが可能となる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 47,867 実績額（千円） 46,168

平成24年度
計画内容

○食料等の更新を含む継続的な資器材の整
備・充実

平成24年度
実施内容

○食料等の更新を含む資器材の整備・充実

小中学校備蓄倉庫単独設置数 小中学校等備蓄倉庫単独設置数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.2 安心を高める防災力の強化

現状 今後

5 202001 ○

計画値 実績値

1 ％ 86 80.1

2 ％ 13.43 -0.6

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

各地区等からの、問合せもあり、地域防災力向上のために
も必要である。また、市の関与については、未結成地区の
結成促進及び結成済地区の活動補助を今後も行っていく必
要が有る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標どおりの実績達成にはいたらなかったが、着実に最終
目標に実績値が近づいている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施の手法は最適

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働の取り組みを進め、地域分権の推進に寄与し
た。

評価の観点 評価内容

自主防災組織加入世帯率

平成26年度までに自主防災組織加入世帯率100パーセント
 を目標とする。

自主防災組織加入世帯数（災害対策基本法に基づき、災害
から地域社会を守るため、住民が自発的に結成し運営する
組織加入世帯数）／世帯数＊100

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 自主防災組織の育成事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要

災害発生時に市民が地域で主体的に防災活動に取り組むことにより、災害による被害を最小限に抑制することができ
る。そのための組織である自主防災組織の結成促進を積極的に進めるとともに、地域の防災活動のリーダーとして活動
することができる防災士の育成を行う。また、近年、多発する局地的な豪雨等による土砂災害からの被害を防ぐため、土
砂災害ハザードマップを作成し、自主防災組織と連携を図りながら啓発を行う。

事業の対象 全町会

事業の目的
市民（町会）が自主的な防災組織を結成することで、災害による被害が軽減できる。
また、地域の防災リーダーとして活動できる防災士を育成することで、自主防災組織の活性化をはじめ、地域防災力の向
上を図る。さらに、土砂災害ハザードマップの作成・配布により、土砂災害をはじめとした防災意識の高揚に努める。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 12,654 実績額（千円） 9,190

平成24年度
計画内容

○自主防災組織の結成促進及び活動の充実
○防災士養成講座の実施

平成24年度
実施内容

○自主防災組織の結成促進及び活動の充実
○防災士養成講座の実施

町会数に対する自主防災組織結
成率

平成26年度までに自主防災組織加入町会率100パーセント
 を目標とする。

自主防災組織加入町会数／全町会数＊100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.2 安心を高める防災力の強化

現状 今後

計画値 実績値

1 団体 20 13

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事務事業の実施は妥当であった

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおりの実績が達成されなかったものの申請事
業の内容については基金の目的への貢献が高い内容であ
る

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務の執行体制は効率的業務の執行体制は効率的であっ
た

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働の取り組みを進められた

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

4,822

助成申請団体数 安全・安心基金の助成申請団体数

活　動　指　標

事務事業名 地域安全・安心のまちづくり基金事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要 誰もが安全・安心に生活できるよう、地域の防犯・防災を推進するための事業及び市民活動に対する支援を行う。

事業の対象 市民、市民団体等

事業の目的
安全・安心なまちづくりに資する自主的かつ積極的な活動の促進を図る。また、市が行う地域の防犯・防災を推進するた
めの事業を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 10,066 実績額（千円）

市民団体13団体への防犯・防災活動への助成
金の交付

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○安全・安心のまちづくりのための助成事業及
び推進事業の実施

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.2 安心を高める防災力の強化

現状 今後

○

計画値 実績値

1 地区数 43 64

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事務事業の実施は妥当

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標達成

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務の執行体制は効率的

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働の取り組みを進められた

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

416

防災訓練実施済数 防災訓練実施済地区数(自主防災組織数＋防災訓練)

活　動　指　標

事務事業名 防災訓練事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要
災害時の被害の軽減、防災関係機関の連携、市民の防災意識の向上等を目的として、市職員・市民が連携して防災訓
練を行う。

事業の対象 市民、市職員、防災関係機関

事業の目的
実災害に即した訓練を定期的に行い、市職員をはじめ、防災関係機関と連携強化を図るとともに、市民にも直接参加・体
験してもらう事で防災意識の高揚と防災体制の強化を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,145 実績額（千円）

○自主防災組織訓練の実施
○職員向け訓練（参集シミュレーション訓練等）
の実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○大阪府と中河内地域３市（八尾・柏原・東大
阪）の合同防災訓練により、市民参加・体験型
訓練を実施
○自主防災組織訓練の実施
○職員向け訓練（非常召集・応急対策訓練等）
の実施

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.2 安心を高める防災力の強化

現状 今後

計画値 実績値

1 日数 14 14

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

り災者に対し、早急に見舞金を支給できた。また、市民ニー
ズも高い。なお、今後は見舞金の増額等が課題である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおりの実績が達成できた

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的に業務が実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

り災者に対して、速やかな見舞金の交付が行えた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

590

見舞金等支給までの日数
八尾市災害見舞金等支給要綱に基づき災害見舞金を支給
するまでに至った日数

活　動　指　標

事務事業名 災害支援基金活用事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要
災害により被災した市民、地方公共団体及び当該地方公共団体から本市へ避難した者に対する見舞金、物資による支
援、その他被災者の支援を八尾市災害支援基金を活用して実施する。また、これまで火災等の被害者に支給してきた八
尾市災害見舞金等支給要綱に基づく災害見舞金等を支給する。

事業の対象 災害により被災した市民、地方公共団体及び当該地方公共団体から本市へ避難した者

事業の目的
災害により被災した市民、地方公共団体及び当該地方公共団体から本市に避難した者に対する見舞金、物資等の支
援、その他被災者の支援を行うことによって、被災者の福祉及び生活の安定を図るとともに、被災地の一日も早い復興・
復旧支援を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 10,840 実績額（千円）

○災害により被害を受けた市民に見舞金等の
支給を実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○災害により被害を受けた市民、地方公共団体
及び当該地方公共団体から本市に避難した者
に対する見舞金等の支給

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.2 安心を高める防災力の強化

現状 今後

201001
802001

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

庁舎管理を怠れば来庁者の安全や法令基準の遵守等がで
きなくなり、その実施にあたっては必要性を疑いようがない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ほぼ予定予算どおりに実施

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

安全性とコストの両面を考慮しながら事業実施を行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

庁舎草花植付業務の一部を市民ボランティアの協力により
実施している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

202,835

年間保守等計画に基づく実施率
従来は点検等の実回数としていたが、平成23年度より法定
点検項目及び機器設備等の庁舎管理上必要な点検等の実
施率とした。

活　動　指　標

事務事業名 庁舎管理事務 担当部局・課
総務部

総務課

事業概要 庁舎の維持管理に関する事務を実施する。

事業の対象 市民及び市職員

事業の目的 継続的な庁舎利用及び安全かつ安心のできる市役所を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 251,332 実績額（千円）

○空調・消防・防災・警備・清掃等の保守管理
○電話等の維持管理

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○空調・消防・防災・警備・清掃等の保守管理
○電話等の維持管理

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.2 安心を高める防災力の強化

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

庁舎機能の更新は必要であり、計画的・効率的な実施は妥
当。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

財政的観点も踏まえ、緊急性の高いものから計画的に実施
している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

機能更新により、ランニングコストの低減を図ることが可能。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

防災設備及び非常放送設備改修工事に伴う設計業務につ
いては入札により透明性を図った。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

302,205

庁舎利用上必要となる改修等の実
施率

平成23年度より、庁舎利用上必要となる改修等の実施率と
する。

活　動　指　標

事務事業名 庁舎機能更新事業 担当部局・課
総務部

総務課

事業概要 庁舎の機能更新及び修繕業務を実施する。

事業の対象 市民及び市職員

事業の目的 執務環境の適正維持及び庁舎利用における安全性・利便性の向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 364,746 実績額（千円）

○本館・西館空調熱源機器改修事業完了
○防災設備及び非常放送設備改修工事に伴う
設計業務完了
○中長期修繕計画を策定
○各種設備等更新業務の遂行

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○本館・西館空調熱源機器改修事業
○中長期修繕計画の策定
○各種設備等更新業務

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.2 安心を高める防災力の強化

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推
進度

A

総合
評価 A

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基づき、
市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

計画段階において、地元住民への説明会やワークショップ等を通
じ、周知を図った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国の補助メニューを活用し実施した。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

災害時の防災拠点としての機能を発揮することはもとより、平常時
は市民のスポーツ利用等に寄与する事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業であったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸びはあっ
たか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画どおり進捗し、整備が完了した。

評価の観点 評価内容

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 八尾南高校跡地活用事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

事業概要 元八尾南高校跡地を活用し、防災公園及び防災コミュニティセンターの整備を推進する。

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
災害時の防災拠点としての機能を発揮することはもとより、平常時は市民のスポーツ利用等に寄
与する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現在】

整備進捗率 防災公園街区整備事業のおおよその整備進捗

活　動　指　標

指標 単位

計画額（千円） 実績額（千円）

平成24年度
意味・算式等

0 0

平成24年度
計画内容

○公園整備
○防災コミュニティセンター（体育館）整
備

平成24年度
実施内容

○公園（南木の本防災公園）の供用
○防災コミュニティセンター（南木の本
防災体育館）供用



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.2 安心を高める防災力の強化

現状 今後

○ ○

計画値 実績値

1 回 10 23

2 回 4 4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○若林地区防災拠点整備
○水防センター整備（基本設計・実施設計）

平成24年度
実施内容

関係部門との協議回数（協議、会
議)

若林地区河川防災拠点(災害時及び平常時)の整備に関す
る国との協議と市役所関係部門との協議回数。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 河川管理者 市民 水防団員

事業の目的 洪水時等における円滑かつ効果的な河川管理施設及び緊急復旧活動の拠点を整備促進する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 （仮称）若林地区水防拠点整備促進事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

事業概要 洪水時等における円滑かつ効果的な河川管理施設及び緊急復旧活動の拠点を整備促進する。

評価の観点 評価内容

地元説明会の実施回数 3ヵ月に一回程度の説明。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.2 安心を高める防災力の強化

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事務事業の実施は妥当であった

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業であっ
た

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務の執行体制は効率的

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

防災拠点を訓練の場にするなど、訓練を通じて地域分権の
推進に寄与した

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

7,193

大阪府中部広域防災拠点機能維
持率

災害時の災害応急活動を行う拠点としての機能維持率

活　動　指　標

事務事業名 防災関係事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

地域安全課

事業概要 大阪府の委託を受け、大阪府中部広域防災拠点、調節池及び調節池附帯施設の管理を行う。

事業の対象 市民

事業の目的
災害が発生した場合の災害応急活動を行う拠点の管理、調節池及び治水機能を確保するため、調節池に附帯して必要
となる施設の管理、及び平常時の拠点及び調節池の管理を適正に行うことを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 10,516 実績額（千円）

度 ○エレベータ、防火水槽、消防設備、ポン
プ、浄化槽などの施設維持管理

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○エレベータ、防火水槽、消防設備、ポンプ、浄
化槽などの施設維持管理

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 44.3 50

2 人 2 2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

消防業務を遂行するうえで実施は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

研修派遣予定人数（112名）に対し、24年度は126名派遣し
た。
目標（予測）を上回る実績値となった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

研修科目、派遣人員等の選定に更なる工夫が必要である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

派遣結果を消防概況・事務事業報告に掲載

評価の観点 評価内容

はしご車等大型特殊車両機関員
養成

各年度毎の第１種大型自動車免許取得者人数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 消防職員研修推進事業 担当部局・課
消防本部

消防総務課

事業概要
消防関係教育機関等へ職員を計画的に研修派遣し、多様な人材の育成及び豊かな職場環境づくりを図る。また、はしご
車等の大型特殊車両運転免許保持者が定年退職等を迎えることにより、免許保持者の減少が生じることから、計画的に
第１種大型自動車免許を取得させ機関員の育成強化を図る。

事業の対象 消防職員

事業の目的
　職務遂行にかかる使命感と旺盛な気力を養成し、実践力かつ総合対応力に富んだ人材の育成、職員の自己啓発を醸
成する職場環境の形成により、消防職員の職務能率向上による市民サービスの充実を図る。
　第１種大型自動車免許を取得させ、消防活動上必要な消防車両の運用維持を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,718 実績額（千円） 2,474

平成24年度
計画内容

○消防大学校における総合専科教育２名
○その他の委託研修80名
○大阪府立消防学校初任教育15名
○職場研修の充実
○第１種大型自動車免許取得対象者を消防署
から２名

平成24年度
実施内容

消防大学総合専科教育２名　救急救命士養成
課程２名　病院実務研修16名　気管挿管講習３
名　薬剤投与研修２名　消防学校初任教育15
名　その他の委託研修86名　第１種大型自動車
免許取得者２名

委託研修受講率 （委託研修受講職員数／消防職員数）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 85 82.5

2 回 12 12

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

庁舎管理を怠れば市民・職員の安全や法令基準の遵守等
ができなくなり、その実施にあたっては必要性を疑いようが
ない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標どおりの実績が達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コスト削減や効率的な事業実施が行えた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

透明性を高められた。

評価の観点 評価内容

衛生管理者による職場巡視
職場衛生を管理するために、衛生管理者が各署所を巡視し
た回数（毎月１回×実施回数）

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 消防管理業務 担当部局・課
消防本部

消防総務課

事業概要
　安全衛生管理、課内庶務（各種消防行事の案内等）、消耗品・ランニングコストの適正管理、職員被服の計画的更新、
庁舎内設備等の維持管理など全庁的な運営管理を行うとともに、新規採用に係る業務全般及び採用者に対する環境整
備を図る。

事業の対象 消防職員及び庁舎内設備等

事業の目的

消防組織の基礎構築を図る。
効率的・効果的な行政運営を推進する。
各法令に定められた建物管理を継続する。
職場における安全衛生の維持向上を図る。
消防行事等を通した市民への消防・防災に対する意識啓発を図る。
各種資機材の整備等（セパレート型現場外とうなど）を実施する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 49,131 実績額（千円） 52,261

平成24年度
計画内容

○庁舎内における設備、機器、資機材等の維
持管理
○庶務全般（各種消防行事に係る事務を含む）
○衛生管理者による月１回の職場巡視
○セパレート型現場外とう及び職員被服の計画
的更新
○消耗品、ランニングコストの適正管理
○新規採用職員への被服をはじめとする環境
整備

平成24年度
実施内容

○庁舎内の修繕実施、その他設備、機器等（給
湯器、暖房機器等）の維持管理　○消防出初
式・消防記念日式典・職員採用試験の実施　○
衛生管理者による職場巡視（１２回）　○セパ
レート型現場外とう４０着更新（全職員の８２.
５％）
○消耗品、ランニングコストの適正管理 ○新規
採用職員への被服をはじめとする環境整備

セパレート型現場外とうの充足率
（整備進捗率）

（セパレート型現場外とうが整備された職員数（名）／消防職
員数（名））×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

○ 6 701002

計画値 実績値

1 ％ 20 20

2 ％ 20 0

3 ％ 50 57.1

4 ％ 4.1 2.8

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

消防庁舎の機能更新による災害対応力向上は、市民の安
全安心の確保のため、必要不可欠であり、妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

消防庁舎の機能更新については、目標どおりの実績を達成
し、また、女性消防吏員の職域拡大等については、向上し
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

消防本部庁舎の改修と事務所棟の建設（プレハブ）に係る
双方の設計業務について、一般競争入札にて決定、経費削
減に繋がった。

女性消防吏員就業率 (女性消防吏員総数/消防吏員総数)×100

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

該当なし（システム調整入力）

評価の観点 評価内容

老朽化した消防庁舎の新築又は
改築達成割合

（新築又は改築完了の庁舎数／老朽化庁舎数（５））×100

女性消防吏員の警防活動業務従
事割合

（女性消防職員の警防活動業務従事人数/女性消防吏員総
数）×100

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 消防体制充実・強化対策事業 担当部局・課
消防本部

消防総務課

事業概要

１　八尾市消防力整備計画及び消防庁舎の機能更新や適正配置に係る基本構想に基づき、災害活動拠点となる消防庁
舎の整備及び適正配置を着実に進める。
２　女性消防吏員の24時間交替制勤務従事に必要な環境整備及び能力開発を積極的に図り、女性消防吏員の職域を拡
大する。

事業の対象 市民、消防職員

事業の目的
消防庁舎の移転を含めた整備や中枢機能更新に伴う改築等を計画的に実施し、大規模災害時における災害対応拠点と
しての機能を維持するとともに、災害対応能力向上及び地域防災力向上、職場環境の充実、女性吏員の能力開発及び
職域拡大などにより、効果的な消防行政サービスの実現を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 38,865 実績額（千円） 5,549

平成24年度
計画内容

○高機能指令センター移設に伴う庁舎改築等
の設計業務
○八尾市消防力整備計画、消防庁舎の機能更
新や適正配置に係る基本構想に基づく段階的
整備
○庁舎・設備の維持整備等（修繕を含む）
○職場での能力開発（教養訓練など）の実施
○消防職員の計画的採用

平成24年度
実施内容

○高機能消防指令センター移設に伴う庁舎改
築等の設計業務の実施
○職場での能力開発（教養訓練など）の実施
○消防職員の計画的採用（前期10名・後期４
名）実施

消防本部庁舎の新築又は改築達
成割合

 消防本部庁舎にかかる新築又は改築の進捗状況
（基本構想・基本設計・実施設計・整備）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

15

計画値 実績値

1 回 150 262

2 回 100 44

3 回 1,100 726

4 人 4 2

5 人 4 4

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

　都市化の進展や生活様式の変化等により、災害が複雑多
様化し、人命の潜在的危険が増大しており、それに伴い市
民ニーズも高まっている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

　訓練実施回数については目標どおりの実績は達成されて
いないが、確実に救助技術の向上がみられる。クレーン及
び玉掛の資格取得者数は着実に 終目標値に近づいてい
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施の手法は 適。

救助関連技術習得（移動式クレー
ン・玉掛等）

救助工作車に搭載されている小型移動式クレーンの運転及
び玉掛作業をするために必要な資格の取得

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

　市民に対して、訓練披露等を行っている。

評価の観点 評価内容

専科教育派遣（警防、救助）
警防・救助の専科教育に職員を派遣することによって高度
な知識と技術を修得し、個人の能力をレベルアップさせる。

救助器具取扱訓練
　救助工作車及び救助ポンプ車に積載の各種救助資機材
を安全・迅速かつ効率的に取扱うことを目的とする訓練。

救助訓練

　多種多様な救助事案に対応することを目的とする各種訓
 練。

　訓練回数の基準を見直したためＨ20から目標値を「1100」
 とした。

　内容は、基礎体力訓練「本署及び分署」・その他救助訓練
全般の合計値である。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 警備・救助業務 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要
様々な訓練や研修派遣等を行い消防活動で必要となる技術、知識、体力の向上に努めるとともに、各種災害に対して警
防対策を樹立し、消防機能を 高度に発揮して被害を軽減する。

事業の対象 消防職員

事業の目的 消防職員個々の災害対応能力が向上し、様々な災害活動を迅速かつ的確に行い、災害発生時の被害を軽減できる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

○警防、救助訓練の実施
○専科教育課程への職員派遣
○警防、救助資機材の整備
○空き家条例設置の取り組み

平成24年度
実施内容

　計画内容については、おおむね達成。

警防訓練 新採職員及び新小隊長等を対象とした、警防訓練等を実施

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

7

計画値 実績値

1 回 1,100 726

2 回 100 44

3 人 4 2

4 人 4 2

5 着 8 8

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

　見直す必要なし。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

訓練実施回数については目標どおりの実績は達成されてい
ないが、確実に救助技術の向上がみられる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適正。

救助専科教育課程派遣  救助技術高度化のための派遣。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民に対して、訓練披露等を行なっている。

評価の観点 評価内容

救助服貸与数
複雑化する災害現場に見合った各種訓練の実施にあたり、
被服の損傷度合の増加及び新規格となった救助服の貸与
数

救助器具取扱訓練
  （救助訓練実施回数／救助訓練計画（500回））×100

「警備・救助業務」と同じ。

救助関連技術習得（移動式クレー
ン・玉掛等）

「警備・救助業務」と同じ。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 救助体制の充実 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要
救助技術の専門的な教育訓練を充実させるとともに、救助資機材や訓練施設を計画的に整備し、救助隊の高度化、専門
化に努める。

事業の対象 消防職員

事業の目的 救助隊員個々の能力が向上し、様々な災害活動を迅速かつ的確に行い、災害発生時の被害を軽減できる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,127 実績額（千円） 1,115

平成24年度
計画内容

○行動規律訓練
○救助基本・応用訓練
○救助器具取扱い訓練
○救助訓練・現場資機材の整備
○救助隊被服の整備
○救助隊員養成と関連技術習得

平成24年度
実施内容

　行動規律訓練を除き、計画内容については、
ほぼ達成。

救助訓練

 「警備・救助業務」と同じ。
訓練回数の基準を見直したためH20から目標値を「1,100」と

 した。
内容は、基礎体力訓練(本署及び分署)・その他救助訓練全

 般の合計値である。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 15 11.2

2 人 6,032 5,075

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

救急業務を実施することで救命率向上に寄与すること、ま
た、応急手当普及啓発を行い救命率向上を図ることは市政
の根幹である、市民の生命を守るという業務であり妥当であ
ると考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

平成17年度までの累積で、八尾市の成人人口の20％の応
急手当訓練実施者を達成している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

予算内で実施完了、コストの削減とまでは行かないが、概ね
予算どおり事業は実施完了したと考える。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

該当なし（システム調整入力のため）

評価の観点 評価内容

応急救命手当・普通救命講習受講
者数

市民に対して、年間３回の普通救命講習会を公開募集し、
また市内の小中高校の教員及びＰＴＡ、事業所、町会等に
幅広く応急手当訓練を実施する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 救急業務 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要
災害により生じた事故若しくは屋内において生じた傷病者又は生命に危険を及ぼし、著しく悪化するおそれがある症状を
示す疾病者を医療機関、その他の場所に搬送すること。

事業の対象 医療機関、その他の場所に搬送する必要のある傷病者

事業の目的
都市化の進展、生活様式の変化等により救急事故の様態も複雑多様化している。今後一層増加すると予測される多様な
救急活動を迅速かつ円滑に行い、住民の安全確保を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

○災害により発生した患者搬送及び救護業務
平成24年度
実施内容

普通救命講習・応急手当訓練・応急手当普及
啓発活動資器材の整備、普通救命講習用消耗
品の整備は予算内で実施。

心肺停止患者の救命率

救急隊の救急活動時に院外心肺停止状態となり病院へ救
急搬送された患者の内、心原性でかつ一般市民により心肺
機能停止の時点が、目撃された症例で一ヶ月生存者数の割
合。（一ヶ月生存者率）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

7

計画値 実績値

1 人 40 40

2 署所 6 6

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

救急業務そのものが市政の根幹である「市民の生命を守
る」という業務であり実施に関し妥当と考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画的な救命士の養成により高度な救命処置が実施でき
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コスト削減とは至らないが予算内で実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

該当なし（システム調整入力のため）

評価の観点 評価内容

救急隊配置署所数 八尾市内に救急隊が配置されている署所数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 救急高度化事業 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要

救急業務の高度化、救命率の向上のため救命士を含めて教育体制の充実とメディカルコントロール体制の充実強化。
感染症（結核・HIV・HCVなど）予防対策として抗体の接種・専用マスク等・感染防止着を配備し、死亡率が高いとされる新
型インフルエンザ対策として、専用の感染防止キットを各救急隊に配備し資機材備蓄場所の確保と充実を計り、救急隊員
各個には、ワクチン接種を実施する。

事業の対象 救急業務全般及び各種資機材

事業の目的
高度な搬送体制を確立し、救命率の向上を図る。
救急隊員から感染症を出さないようにする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,569 実績額（千円） 8,775

平成24年度
計画内容

○救急隊員・救急救命士の養成と技術の向上
○救急活動資器材の整備
○感染防止資機材の整備
○救急業務の高度化

平成24年度
実施内容

救急隊員・救急救命士の養成と技術の向上
救急活動資器材の整備
感染防止資機材の整備
救急業務の高度化

運用救急救命士有資格者の人数

各救急車に常時救命士を２名以上乗車させるには、週休等
を考慮すると、各救急隊に３名以上の救命士の配置が必要
になる。そのためには救急隊配置数７（非常用救急車含
む）、各署所３名、２部制の合計42名の救命士が必要とな
る。目標人員＝救急車７台（非常用含む）×２名×係数1.5
×２（両課）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 件 3,821 5,644

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が救急車を呼ぶべきか否か迷う場合の不安に応える
救急相談窓口である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

利用件数はほぼ横ばいであるが、指標目標どおりの実績を
達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

負担金支出による参画。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

各種広報媒体を通じて、広報活動に努めた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

4,975

「救急安心センターおおさか」利用
件数

八尾市民が「救急安心センターおおさか」の専用回線を利用
 した件数。

単年度計画値については、年中の総着信件数と八尾市の
負担金割合（2.17％）から算出したもの。

活　動　指　標

事務事業名 救急安心センター事業 担当部局・課
消防本部

消防総務課

事業概要
　住民の安全安心を担う消防機関と医療機関とが連携し、住民が救急車を呼ぶべきか否か迷う場合の不安に応える救急
相談窓口として、大阪府域で展開される「救急安心センターおおさか」事業に参画し、住民の救急相談に対応する。

事業の対象 市民

事業の目的
１　救急車の適正利用を実現する。
２　迅速な救急出場体制を構築する。
３　潜在的重症者の救護等、救命率を向上する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,161 実績額（千円）

「救急安心センターおおさか」へ事業参画した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○大阪府域で展開される「救急安心センターお
おさか」事業への参画

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

10

計画値 実績値

1 ％ 70 80.3

2 枚 3,700 3,550

3 回 424 412

4 人 200 133

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民の生命、身体、財産を守るため有効であった。
住宅用火災警報器の設置率が前年に比べ、更に向上でき
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切である。

甲種防火管理新規講習修了証の
交付者数

春季及び秋季に実施する「甲種防火管理者新規講習会」に
おける修了証交付者数を指標とする。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

適切である。

評価の観点 評価内容

防火ポスターの配布数
「（ポスター配布枚数／自治振興委員数＋市内事業所数＋
市内学校（園）数＋市役所出張所数）×100」を指標とする。

火災予防啓発活動実施数（甲種防
火管理新規講習・幼年消防クラブ・
消防音楽隊等含む）

火災件数の減少及び住宅用火災警報器の設置率向上のた
めに実施した、各種火災予防啓発活動回数を指標とする。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 予防広報推進事業 担当部局・課
消防本部

予防課

事業概要

住宅防火対策として、住宅火災及び同火災による死者の低減を図るため、住宅用防災機器等の設置対策をはじめとした
防火思想の普及啓発を積極的に実施し、防火意識の向上を図るとともに、放火が火災原因の上位を占めていることか
ら、放火防止対策の強化を図る。また震災等災害発生時において事業所等が地域における災害支援に対する協力・連
携を図るなど、地域の防災力の強化を進める。

事業の対象 市民及び防火対象物の責任者

事業の目的 市民と協働した予防行政を強化することで、火災による被害の減少を図り、災害に強いまち・人づくりをめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,048 実績額（千円） 3,799

平成24年度
計画内容

○住宅用防災機器等の設置対策
○各種イベント（防火フェスティバル・防火展等）
を通じ、防火思想の普及啓発
○地域と連携し、市民、事業者への放火防止対
策の普及啓発
○災害発生時に地域と事業所が協力・連携した
防火防災対策の推進

平成24年度
実施内容

住宅用火災警報器について各種イベント、広報
媒体で積極的に広報した結果、前年比2.6％向
上した。また、防火ポスターは市内事業所、自
治振興会、教育委員会、幼年消防クラブに配
付。春・秋の火災予防運動期間中に自治振地
区定例会に出席し消防行政の協力依頼。消防
音楽隊の派遣演奏、市政だより、ＦＭ放送、ホー
ムページ等による広報。防火チラシ配付。市内
44事業所に対し大規模な震災発生時における
災害支援協力体制を構築した。

住宅用防災機器等の普及率
住宅火災の減少及び同火災による死者の低減を図るため
の基礎資料と数値。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

5 202001

計画値 実績値

1 ％ 100 85.4

2 人 10,000 8,078

3 回 50 57

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

自主防災組織訓練を実施するにあたり、事前に各組織の
方々と綿密に調整し、各組織のニーズ等を考慮して、自主
防災組織の訓練を実施し、地域住民の防災意識及び地域
防災力が向上した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

訓練を実施している自主防災組織に対しては防災に対する
意識の底上げが出来たが、訓練を一度も実施していない組
織に対し、訓練を実施するよう啓発する必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

必要 小限の予算で事業を実施することができた。
現時点では、待つのではなく働きかける手法が 適である
が、今後、各自主防災組織の方が今以上に防災意識を持
ち、こちらから働きかけるのではなく、住民主導の防災体制
を構築していく必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

訓練内容や地域の防災対策について市民の皆さんと計画・
協議を実施できた。
また、インターネット、広報紙、ＦＭちゃおなどで広く市民に対
し情報提供及び啓発を行うことができた。

評価の観点 評価内容

自主防災組織の訓練参加人員 自主防災組織の訓練参加人員の数値

自主防災組織の訓練実施回数 自主防災組織訓練実施回数（重複実施含む）

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 自主防災組織活動支援事業 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要
災害に強いまちづくりをめざすため、地域における自主・自衛の防災組織及び一般市民に対し、災害発生時の備えや活
動マニュアルなどの指導に努めるほか、各種訓練への参加や防火講演により、防火防災意識の高揚に努める。

事業の対象 自主防災組織員・自衛消防組織員・一般市民

事業の目的
各地域において、様々な災害を想定した訓練を反復して実施することにより、地域の連帯感、災害発生時の行動や協力
体制について効果が得られる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,732 実績額（千円） 1,701

平成24年度
計画内容

○防災活動の訓練指導
○防災組織リーダーの育成
○図上訓練の導入
○地区スポーツ祭における防災競技支援

平成24年度
実施内容

全ての項目を実施した。

自主防災組織の訓練実施率 自主防災組織の訓練実施率（重複実施含まず）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 件 3,900 3,848

2 件 857 950

3 ％ 370 306

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・不特定多数の人が利用する施設や災害時要援護者のいる施設を
含む特定用途防火対象物への査察を重点的に実施することができ
た。
・査察実施時には、他部局との積極的な連携体制を築き、査察を実
施する必要がある。
・LPガス器具販売店への立入検査においては、産業政策課による
都市ガス及び電器器具販売店への立入検査の業務と重複する点
があるため、役割分担を見直す必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・積極的な検査の実施及び検査実施方法の見直しにより、特定用
途防火対象物への査察率が目標値に到達することができた。
・各種検査及び許認可等の事務を適正に行うこと及び火災予防上
危険である施設に命令等を行うことにより、八尾市における様々な
建物や、危険物施設等における火災発生原因を排除することがで
き、安全安心のまちづくりの達成に有効であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・検査実施方法の見直しにより、効率的な業務の実施及び
燃料使用料の削減を実現できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・積極的に検査実施状況又は火災予防に関する法令改正
等の通知を　公表することができた。
・権限移譲により市民の利便性に寄与した。

評価の観点 評価内容

防火対象物査察数

「（査察数／防火対象物数）×100」を１年間に実施する予防
 査察の指標を平成23年度から「査察数/特定用途防火対象

物数×100」を１年間に実施する予防査察の指標に変更す
る。

保安３法の検査率
「（検査数／高圧ガス、ＬＰガス、火薬類許可施設数）×100」
を１年間に実施する検査の指標とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 許認可・指導等業務 担当部局・課
消防本部

予防課

事業概要
防火対象物などの防火・安全対策を図るため、査察、危険物保安、建築の３係において許認可事務、消防同意等事務等
及び予防査察等の消防指導業務を実施する。

事業の対象 防火対象物、危険物施設、高圧ガス施設、ＬＰガス施設、火薬類施設及び関係場所

事業の目的 火災等の災害から市民の生命や財産を守り、「安全安心のまちづくり」をめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,510 実績額（千円） 1,351

平成24年度
計画内容

〇実施計画に基づく関係施設の査察及び検査
の実施
〇審査基準に基づく許認可等の事務
○予防専従員の充実を図り、査察実施体制の
強化

平成24年度
実施内容

防火対象物査察状況では、不特定多数の人又は災
害時要援護者のいる施設等の特定防火対象物への
査察を重点的に実施した。また、火災予防上重大な
法令違反対象物に対する違反処理を実施し、違反事
項を改善させた。危険物の保安取締り状況では、製
造所等の査察を実施。製造所等の許認可、検査等の
状況では、許可、完成検査を実施した。消防用設備等
の設置、設備検査、特例承認、消防同意事務、開発
行為に対する消防同意を行った。

防火対象物及び危険物保安施設
査察数

「（査察数／防火対象物数）×100」を１年間に実施する検査
の指標とする。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 98.4

2 件 45 61

3 件/万人 2.1 2.3

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

特異な火災事例(亜麻仁油)をホームページに掲載し市民に
知らせたので、少しでも火災件数は減ると考えるため妥当で
ある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

原因究明率の向上により、火災統計に反映することができ、
概ね有効な実績である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

関係機関や燃焼実験を実施し、コストを 小で実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

該当なし（システム調整入力のため）

評価の観点 評価内容

火災原因調査と火災予防啓発に
よる放火・失火件数

火災の原因を調査し、火災予防啓発に反映させて放火・失
 火を撲滅させ火災件数を減少させる。

注・上記の単年度計画値は年中の「火災件数」を計上し目
標値としている。

出火件数（人口１万人あたり）

《所管課調》
出火件数／人口【住民基本台帳+外国人登録者数】（毎年12

 月31日現在）÷10,000人
注・上記の単年度計画値は年中の「火災件数」÷「人口」×
10,000を計上し目標値としている。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 火災原因調査業務 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要 火災の原因及び損害の調査を実施する。

事業の対象 市民の生命・財産

事業の目的 消防諸施策樹立の基礎資料を得るとともに、放火・失火の撲滅を期する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 137 実績額（千円） 130

平成24年度
計画内容

○原因究明技術の向上
平成24年度
実施内容

○燃焼実験を実施して火災原因の究明ができ
た。
○独立行政法人 製品評価技術基盤機構の技
術支援より火災原因の究明ができた。
○ディーラーの協力により火災原因の究明がで
きた。

出火原因の究明率

１年間に発生した火災の出火原因を全件数判明できるよう
 に努める。言い換えれば、「不明火」をなくす。

注・上記の単年度計画値は「出火原因判明件数」÷「火災件
数件数」×100を計上し目標値としている。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

8 202001 ○

計画値 実績値

1 ％ 82 77.2

2 ％ 70 30

3 人 280 280

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

目標のとらえかたは適切であり、市民のニーズは高い。市の関与と
しては消防団が非常勤の特別職という公的ボランティア機関である
ので常勤消防職員が指導等を行う現在の姿勢を見直す必要はな
い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

平成21年度に消防団員の定数を280名に条例改正した事で、近
年、消防団のサラリーマン化が進む中、青年層の入団を促進するこ
とが困難であるが、指標を維持することができた。
また、各消防機械器具置場の建替えについても計画どおり進んで
いる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

前年度並みの効率性を維持した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

各分団で地域に密着した活動の実施及び、年２回の広報誌
の発刊並びに、火災予防運動時の警戒パトロール、年末に
実施している特別歳末警戒等、積極的に消防団のPRを実
施しました。

評価の観点 評価内容

各分団毎の青年層（45歳未満）構
成率

「年度当初において、45歳未満の団員が70％を占める分団」が、全
 10分団中何分団あるかをパーセンテージで示したもの。

 例えば、10分団中２分団が達成できれば20％となる。
70％以上の達成を目指す。

消防団員数

未曾有の非常時災害に対応するため、消防団員の定数を平成20
年度に条例改正し、平成21年度から280人体制とし青年層の入団を

 促進することとした。
指標は、年度当初の消防団員の実員数を表し、実員280名を目指

 す。
《所管課調》常勤、非常勤の合計

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 消防団活性化事業 担当部局・課
消防本部

警防課

事業概要
地域における災害発生時の防災体制強化を図るため、高齢化の進む消防団への青年層の入団を促進するとともに、消
防団施設等の整備や装備、訓練、処遇等を充実させる。

事業の対象 八尾市消防団員

事業の目的

地域における消防団の役割は重要で地域防災の要であることから、消防団の活性化と充実強化を図り、地域コミュニ
ティーと安全で災害に強いまちづくりをめざす。消防団は「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神に基づき活動して
おり、その消防団の活性化と充実強化を実施することは、より一層の地域住民（自主防災組織等）との連携強化が期待さ
れ、結果防災体制の強化につながり災害に強いまちづくりの早期実現が可能となる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 45,892 実績額（千円） 31,156

平成24年度
計画内容

○厚生事業
○部会活動実施
○林野火災資機材の整備
○教育訓練の充実と資格取得の支援
○消防団施設等整備及び機械器具置場の建替え

平成24年度
実施内容

○厚生事業（消防団員ボウリング大会）の実施
○広報誌「火の見櫓」の発行（年２回）
○林野火災用資機材（林野火災用ホース40本）の整
備
○第２級陸上特殊無線免許取得支援実施（２名）
○龍華分団亀井分隊消防機械器具置場建替え

消防団屯所の耐震化率

昭和56年６月に施行された新耐震基準に適合し耐震化されている
屯所の数を％で示したもの。
例えば、全22箇所の屯所のうち16箇所が耐震化していれば、16（耐
震済の屯所）÷22（全屯所）×100＝72.7（小数点第２位以下切り上
げ）
耐震化率100％を目指す。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 回 120 120

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

該当なし（システム調整入力のため）

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

消防団・資機材等の維持管理に努めることができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

災害件数等の増減に伴う費用弁償の執行は予測できない
部分であった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

該当なし（システム調整入力のため）

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

50,306

各分団での訓練回数

 各分団（10分団）での自主訓練実施回数の合計。
各分団で毎月１回以上の自主訓練を実施することを目標と

 する。
10分団×12ヶ月×１回＝120回

活　動　指　標

事務事業名 消防団に関する事務 担当部局・課
消防本部

警防課

事業概要 八尾市消防団員に関する全ての事務を行う。

事業の対象 八尾市消防団員

事業の目的
条例に基づき団員に報酬及び費用弁償並びに退職報償金を支払う。
条例に基づき団員の公務災害認定に係る事務を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 38,833 実績額（千円）

報酬・費用弁償・退職報償金の支給、身分・表
彰、訓練、研修に関する事務及び新団員に対す
る被服の貸与、現場用資機材等の維持管理に
努めた。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○報酬・費用弁償・退職報償金の支給、身分・
表彰、訓練、研修に関する事務
○新団員に対する被服の貸与
○現場用資機材等の維持管理

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 件 10,000 8,704

2 人 0 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

防火診断等を実施することにより、災害時要援護者等を把
握し、火災の未然防止及び防災・防火意識の向上が図れ
た。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

住宅防火診断等を実施することが、市民の安全安心を実現
する上で有効な事務事業であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

現状の人員で必要 小限の予算で実施することができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

該当なし（システム調整入力のため）

評価の観点 評価内容

住宅火災による死者数 年中の住宅火災における死者の人数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 災害時要援護者対策の推進事業 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要 高齢者、身体障がい者等の災害時要援護者の住宅火災における死傷防止対策を推進する。

事業の対象 高齢者、身体障がい者等の災害時要援護者

事業の目的
高齢者、身体障がい者等の住宅防火診断により火災予防を推進する。
住宅火災における高齢者、身体障がい者等の死傷防止をめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 255 実績額（千円） 246

平成24年度
計画内容

○住宅防火診断の推進
○防火安全対策の徹底
○関係消耗品の整備

平成24年度
実施内容

それぞれの項目を推進した

防火診断実施件数
ひとり暮らし高齢者、身体障がい者等の災害時要援護者の
住宅火災における死傷防止対策を推進するため各家庭を
訪問し防火診断を実施する

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 6,032 5,075

2 ％ 50 50.65

3 体（器） 1 1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

救命率向上には市民による応急手当が不可欠であり、広く
応急手当の普及啓発を行うことは行政の根幹である、市民
の生命を守るという目標に直結すると考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

累積で、八尾市の成人人口の20％の応急手当訓練実施者
を達成しているが、応急手当指導基準の一部改正等によ
り、再受講等も含め普及啓発活動を継続する必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

予算内で実施し完了。コスト削減とは言いがたいが、おおむ
ね予算内に予算完了できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

現在時点での市民との協働の取り組みはなし
広報に関しては広報紙やＦＭちゃお等で積極的に実施して
いる。

評価の観点 評価内容

バイスタンダーによる応急手当（Ｃ
ＰＲ）実施率

心肺停止状態の患者数に対して、バイスタンダーにより人
工呼吸または胸骨圧迫などの救命処置がされている患者
数の割合をあらわしたもの。平成22年から50％の目標値を
設定した。平成21年の実績値は目標設定前の参考値です。

応急手当普及啓発資機材の整備

市民に対して、年間３回普通救命講習会、市内の小中高校
の教員及びＰＴＡ、事業所、町会等幅広く応急手当訓練を実
施する上で、応急手当普及啓発資機材（訓練人形、ＡＥＤ）
は、必要不可欠であり、使用するなかで破損し更新も必要で
ある。各署所に訓練人形（成人３、小児１、ベビー１）５体とＡ
ＥＤﾄﾚｰﾅｰ３器が必要であり全署所で30体と18器になる。毎
年更新しても、１サイクル更新するのに30年と18年が必要な
計算となる。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 応急手当の普及啓発事業 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要
救命効果の一層の向上と、災害発生時における市民の自主救護能力の向上のため、市内の居住者や就業者に対して、
心肺蘇生法やAEDの使用方法。止血方法等の応急手当の普及啓発活動を推進及び資器材の充実を図る。

事業の対象 市内の居住者・就業者及び普及啓発資機材

事業の目的
救急医療の高度化や救命率を向上させるには、市民の救命意識の向上と救命技術を取得した市民を増やすことが重要
であることから、応急手当や普通救命等の救急講習を積極的に開催し、市民の受講を促進及び資機材の充実を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 454 実績額（千円） 770

平成24年度
計画内容

○普通救命講習
○応急手当講習
○応急手当普及啓発活動資器材の整備
○講習活動用消耗品の整備

平成24年度
実施内容

普通救命講習
応急手当訓練
応急手当普及啓発活動資器材の整備
普通救命講習用消耗品の整備

応急救命手当・普通救命講習受講
者数

市民に対して、年間３回普通救命講習会を公開募集、また
市内の小中高校の教員及びＰＴＡ、事業所、町会等幅広く応
急手当訓練を実施する。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

202001

計画値 実績値

1 セット 5 1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

「安全安心のまちづくり」の推進に関して、当該整備事業の
実施は、地域の防災力の向上が図られることから妥当で
あった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

大規模地震発生時の同時多発火災に備え、市内の耐震性
貯水槽設置公園内に分散して配備することで、各地域の自
主防災組織等がポンプセットを使用して、初期消火活動を迅
速に行える体制の確立として有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

これまでの事業として、市内の公設公園内に耐震性貯水槽
の整備を行ってきたが、ほぼ市内全域の公園に設置が完了
し、当初の目標を達成できたため、平成２２年度からポンプ
セットの設置に変更したことでコスト削減が図られ、また、当
該貯水槽の付近に設置することで双方の効率的な活用が
出来る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

自主防災組織との連携

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

1,598

消火活動用資機材（ポンプセット）
の設置数

耐震性貯水槽が整備されている公設公園内に消火活動用
 資機材（ポンプセット）を設置する数。

自主防災組織結成地区優先に毎年度５箇所を設置していく
 ことを目指す。

活　動　指　標

事務事業名 消防水利整備事業 担当部局・課
消防本部

警防課

事業概要 耐震性防火水槽の付近に消火活動用資機材（ポンプセット）を計画的に設置する。

事業の対象 災害現場周辺住民

事業の目的
耐震性貯水槽の付近に消火活動用資機材（ポンプセット）を設置することにより自主防災組織等による初期消火活動も可
能となり、大規模災害及び消火栓断水時における初期消火体制が充実し、被害を軽減することができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,638 実績額（千円）

・消火栓標示板500枚、消防水利標識５枚の整
備
・消火栓位置明示88基の整備
・ポンプセット１箇所の設置

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○消火栓標示板の整備
○消火栓位置明示
○消火活動用資機材（ポンプセット）の整備

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

7

計画値 実績値

1 台 5 3

2 台 6 6

3 署所 6 6

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

消防資機材が充実することにより、消防職員の安全確保が
図られるとともに、市民ニーズに合った消防活動が展開され
地域住民の被害の軽減が適切に図ることができる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

特殊性のある各種災害対応資機材を整備することにより、
有事に対して万全の消防体制を確立することができる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

消防車両、消防資機材の整備に際し、仕様書等の見直しを
積極的に行いコストの削減に努めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

新規更新車両等についてホームページ、消防出初式等で広
く市民に情報公開を進めている。

評価の観点 評価内容

救急車の台数【市内のみ】

消防力の整備指針に基づき、八尾市人口から算出した結
 果、基準は７台とする。

 現在は、常時６台で運用（予備車１台を除く）
年間出動件数　平成22年中　14,283件

救急車出動署【市内のみ】 署所の数は、本署１、分署１、出張所４

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 消防資機材整備事業 担当部局・課
消防本部

警防課

事業概要 消防車両、装備等について更新計画等に基づき更新整備を行う。

事業の対象 災害現場周辺住民及び消防職員

事業の目的
消防資機材が充実することにより、消防職員の安全が確保されるとともに、消防活動範囲が拡大され地域住民の生命、
身体、財産の保全及び被害の軽減が図られる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 48,721 実績額（千円） 48,644

平成24年度
計画内容

○消防車両（現場指揮車１台、災害支援車１
台、消防団積載車　１台）の整備
○救助及び救急資機材の整備
○現場活動用資機材等の整備

平成24年度
実施内容

・消防車両の整備(現場指揮車１台、災害支援
車１台、消防団積載車１台)
・救助・救急資機材の整備
・現場活動用資機材の整備
・高度救急資機材の整備

消防車両更新の達成度

消防車両更新整備計画に基づき、平成23年度から平成32
年度までの10年間で49台の消防車両を計画どおりに更新

 することを指標とする。
単年度計画値は、更新予定の台数を表す。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 台 4 1

2 台 0 0

3 台 0 0

4 台 0 0

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

災害対応に万全を期すために、事業実施は妥当であったと
思われる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

予算の関係上、実績値は低いが、災害対応に万全を期すた
めに目標値に近づける必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

前年並みの効率性を実施した。

化学車のオーバーホール
平成28年度に１回目のオーバーホールの実施が必要であ
る。（１回目のオーバーホールについては車両登録より７年
後実施）

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

該当なし（システム調整入力のため）

評価の観点 評価内容

栄町梯子車のオーバーホール

平成22年度に、製造メーカーによる１回目のオーバーホー
ルを実施済み、２回目のオーバーホールは、平成27年度に
実施が必要である。（２回目のオーバーホールについては１
回目のオーバーホールより５年毎に実施）

本署梯子車のオーバーホール
平成29年度に１回目のオーバーホールの実施が必要であ
る。（１回目のオーバーホールについては車両登録より７年
後に実施予定、以後５年ごとに実施予定）

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 消防主力機械等維持管理業務 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要
特殊車等高能車（梯子車2台、救助工作車、化学車）の業者による分解整備（オーバーホール）及び職員による点検整備
を行い、災害時の円滑な運用及び事故防止を図る。

事業の対象 消防車両、消防職員

事業の目的 災害時の円滑な運用及び事故防止

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 18,046 実績額（千円） 19,001

平成24年度
計画内容

○梯子車保安検査整備　40m級1台　15m級1台
○救助工作車保安検査整備（ウインチ・クレー
ン・照明装置）
○化学車保安検査整備（薬剤抜取・薬剤交換・
洗浄）
○車両年間維持（車検・法定点検・車両修繕）

平成24年度
実施内容

化学車の年次点検実施

高能車保安検査（保守年次点検）
・梯子車　40m級１台　15m級１台　救助工作車１台　化学車
１台の年次点検として製造メーカーに委託し保安検査を実

 施する。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 回 24 24

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民からのSOSを直接受けるセクションとして、質の高いも
のが求められているため、実施は妥当であり継続実施が必
要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

現係員の初期目標は概ね達成できたと思われる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

主に通常の勤務時間中に実施したもので、実質のコストは
ゼロに抑えることができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

該当なし（システム調整入力のため）

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

災害想定対応訓練回数 多種多様な災害事案に対応できることを目的とする訓練。

活　動　指　標

事務事業名 指令業務 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要 119番等の受信及び各出場指令並びに統制等の実施。

事業の対象 災害発生関係者

事業の目的
災害発生時における119番通報の受付、指令、管制等を迅速、的確に処理して、市民の救命率の向上と被害の軽減を図
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

○119番等緊急通報受信業務
○各出場指令及び統制業務
○各種災害想定対応訓練
○消防緊急情報システム操作訓練

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○119番等緊急通報受信業務
○各出場指令及び統制業務
○各種災害想定対応訓練
○消防緊急情報システム操作訓練

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

○ 6

計画値 実績値

1 ％ 35 50

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

「安全安心のまちづくり」の推進に関し、市民の安全安心を
守るために必要不可欠なシステムの更新に係る設計業務な
ので妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標どおり本年度中に実施設計を終え、成果品に基づき翌
年度から整備を行う。当初の整備計画から期間は短縮され
平成25年度中の完成を目指し実施する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

システム導入にあたり必要な機器等の設計を、コンサルタン
ト業者に業務委託することで 適な機器等の設計を行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

該当なし（システム調整入力のため）

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

7,395

消防救急無線デジタル化整備の
進捗率

整備完了を100％とし、これに向けて各年度ごとの進捗状況
 を数値化する。

 電波伝搬調査完了　15/100
 基本設計完了　25/100
 実施設計完了　50/100
 整備完了　　　100/100

活　動　指　標

事務事業名 消防・救急無線デジタル化事業 担当部局・課
消防本部

警防課

事業概要 消防救急無線のデジタル化及び高機能指令センターへの更新整備を行う。

事業の対象 市民、消防職員

事業の目的
消防体制に万全を期するため、災害時における重要な情報伝達手段である消防、救急無線について、平成28年5月を期
限とするデジタル化の整備と高機能指令センターへの更新整備等を行い、個人情報保護や消防、救急無線の高度化に
対応するとともに、迅速かつ円滑な消防、救急活動の実現を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,899 実績額（千円）

消防救急デジタル無線及び高機能消防指令セ
ンターの実施設計を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○消防救急無線デジタル化実施設計
○高機能指令センター実施設計

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.3 災害に強い消防体制づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 件 0 26

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

当該システムの重要性から市民ニーズを果たせたと言える
が、レベルについては十分とは言い難いと思われる。（発信
地表示システムは除く。）

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

予算の範囲で出来る 大限の機能維持に努めた。
障害は発生したが、重度のシステム障害は発生しなかっ
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

当該システムの特殊性から手法の選択肢は限定されるが、
執行体制は十分に検討された。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

該当なし（システム調整入力のため）

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

24,030

消防緊急情報システム障害発生
件数

効果の高い保守内容及び機器更新の考案・施行並びに障
害に起因するヒューマンエラーを防ぎ、システム障害発生件

 数を減少させる。
注：単年度計画値は障害発生件数「0件」を目標値としてい
る。

活　動　指　標

事務事業名 緊急情報システム管理事業 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要 消防緊急情報システムの機能維持及び保守管理を実施する。

事業の対象 消防緊急情報指令システム

事業の目的
災害発生時における119番通報の受付、指令業務を的確に処理する事により、市民の生命、身体及び財産を災害等から
守る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 31,951 実績額（千円）

○現消防緊急情報システムの保守管理
○発信地表示システムの保守管理

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○現消防緊急情報システムの保守管理
○発信地表示システムの保守管理

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.4 緊急事態への対応力の強化

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 50 10

評価

妥当性 B

有効性 D

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 D

○八尾市国民保護計画の改訂箇所の検討

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市国民保護計画の措置実施マニュアル
等の検討・作成

平成24年度
実施内容

事業の目的 市民に対し、武力攻撃等事態発生の際に、速やかに避難誘導等を行い、市民の安全を守る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 96 実績額（千円）

事業概要
武力攻撃事態等や緊急対処事態に対処するため、「武力攻撃等事態等における国民の保護のための措置に関する法
律」に基づき、国民保護計画の改訂等国民保護措置等の整備を行う。

事業の対象 市民及び防災関係機関

事務事業名 国民保護計画策定等事業 担当部局・課
総務部

総務課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

計画改訂率 八尾市国民保護計画の改訂

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

想定する危機の内容から市民ニーズは自然災害に比べ低
いが「武力攻撃等事態等における国民の保護のための措
置に関する法律」により実施が義務付けられており、実施は
妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画の改訂の具体的な作業は未着手である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

危機管理事業でありコストや受益者負担の効率性の評価に
は適さない事業である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

協議会の構成は法で定められている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.4 緊急事態への対応力の強化

現状 今後

11 503002

計画値 実績値

1 ％ 80 90

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○市政だより、ホームページ等での危機管理に
関する啓発
○市民講演会の開催
○職員研修の実施
○各所管の危機事象の抽出と対策・対応マニュ
アルの作成・見直し

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市政だより、ホームページ等での危機管理に
関する啓発
○市民講演会の開催
○職員研修の実施
○各所管の危機事象の抽出と対策・対応マニュ
アルの作成・見直し

平成24年度
実施内容

事業の目的
市民の生命や財産などにかかわる甚大な事件や事故などの緊急事態が発生した場合、あるいは発生する恐れがある場
合、迅速かつ的確な事前対策をはじめとした対応が図られ、市民の生命、身体及び財産が保護される。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,613 実績額（千円）

事業概要
危機事象発生時の被害軽減を図るため、迅速かつ的確な情報の受伝達や対策･対応が講じられるような体制、マニュア
ルを整備するとともに、研修等を通じて職員の危機管理意識の徹底を図る。また、市民に対しては、市政だよりやﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞ等の媒体及び講演会の開催等、様々な機会を通じて危機管理に関する啓発を図る。

事業の対象 市民及び市職員

事務事業名 危機管理対策事業 担当部局・課
総務部

総務課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

855

危機管理マニュアル整備率 各所管で想定される危機事象に対応するマニュアル整備率

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

危機管理・防災講演会を実施し、市民・職員が一同に会し、
危機管理意識や防災意識の知識の向上を図った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

伸びはないものの当初設定していた指標はクリアしており、
目標に近づいている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

危機管理・防災講演会は、八尾市自治振興委員会と協働で
開催し、また職員研修もかねて開催した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

危機管理・防災講演会は、八尾市自治振興委員会と協働で
開催し、市民との協働に取り組んだ。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.5 交通事故をなくすための安全意識の高揚

現状 今後

12 ○

計画値 実績値

1 ％ 73 72.6

2 回 8 6

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

「交通事故をなく運動」八尾市推進本部への運営補助を行う
ことにより、市民の交通安全意識の啓発・醸成に寄与するた
め必要性がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民の交通安全意識の啓発・醸成に寄与するための様々
な行事が実施されているが、啓発の有効性評価が難しい。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市が実施する啓発活動と「交通事故をなく運動」八尾市推進
本部との連携の中で、一定市の事業が削減できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

積極的な情報公開ではないが、要請があれば惜しむもので
はない。

評価の観点 評価内容

高齢者交通安全教室開催回数 高齢者交通安全教室開催回数

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 交通安全教育推進事業 担当部局・課
建築都市部

交通対策課

事業概要
警察、交通安全協会、地域などの関係団体と連携し「交通事故をなくす運動」八尾市推進本部を中心として交通安全に関
する各種啓発活動や交通安全教育を推進する。

事業の対象 市民

事業の目的 交通事故のない安全で安心な社会をめざし市民一人ひとりの交通安全意識の高揚を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,711 実績額（千円） 7,381

平成24年度
計画内容

○学校園等での交通安全教室の実施
○各種交通安全啓発活動の実施
○団体への運営費負担

平成24年度
実施内容

団体への運営補助
学校園等での交通安全教室の実施
各種交通安全啓発活動の実施

交通安全教室実施率（市内の保育
所・幼稚園・小学校・中学校）

交通安全教室実施校数／市内の学校数（保育所・幼稚園・
小学校・中学校）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.5 交通事故をなくすための安全意識の高揚

現状 今後

12 ○

計画値 実績値

1 人 265 248

2 回 11 10

3 900 855

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

近鉄八尾駅周辺等のパトロール活動等により、違法・めい
わく駐車追放の啓発を行い、迷惑駐車の減少を図るもので
あり、ニーズや必要性は高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

雨天時以外は計画どおり実施している。啓発活動に対する
有効性評価は難しいものがある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

福祉委員会や町会等関係地域住民や関係機関・団体等とと
もに実施しており、効率的であると考える。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

福祉委員会や町会等関係地域住民や関係機関・団体等とと
もに実施しており、地域にも啓発されているものと思われ
る。

評価の観点 評価内容

近鉄八尾駅周辺違法・迷惑駐車防
止啓発パトロール開催回数

近鉄八尾駅周辺違法・迷惑駐車防止啓発パトロール開催回
数

自動車臨時運行許可件数

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 交通安全対策事業 担当部局・課
建築都市部

交通対策課

事業概要
警察をはじめ各関係機関と連携し交通安全の確保に向けた取り組みを行う。また、地域、警察、行政が連携してめいわく
駐車パトロール活動を行う。

事業の対象 危険行為や違法駐車などで危険や迷惑を感じている市民

事業の目的 交通安全の確保の取り組みを進めながら交通事故の防止を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,683 実績額（千円） 2,458

平成24年度
計画内容

○危険箇所における注意・啓発看板等の設置
○近鉄八尾駅周辺のめいわく駐車パトロール
の実施
○警察に対する取り締りの強化の要請等
○自動車の臨時運行許可事務
○路外駐車場の届出等の受理に関する事務

平成24年度
実施内容

近鉄八尾駅周辺の啓発パトロールの実施。
市内各所の迷惑駐車の防止看板設置や地域
住民の迷惑防止活動支援
警察に対する取り締りの強化の要請等
自動車の臨時運行許可事務
路外駐車場の届出等の受理に関する事務

近鉄八尾駅周辺違法・迷惑駐車防
止啓発パトロール参加人数

近鉄八尾駅周辺違法・迷惑駐車防止啓発パトロール参加人
数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.6 市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進

現状 今後

13
806004
806011

○

計画値 実績値

1 台 1,130 673

2 回 1,920 2,107

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

放置自転車問題は利用者のマナーやモラルによるところが
大きく、引き続き移動撤去を行なうとともに、自転車利用者
への啓発活動を行なう必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

撤去回数は横ばいながら、放置台数が１割程度減少した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

今年度より破砕処分を行っていた引取りのない自転車につ
いて、業者への売却を実施し、一定の収入があった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

放置自転車問題は利用者のマナーやモラルによるところが
大きく、引き続き移動撤去を行なうとともに、自転車利用者
への啓発活動を行なう必要がある。

評価の観点 評価内容

放置自転車移動回数 放置禁止区域内の放置自転車撤去回数

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 放置自転車対策事業 担当部局・課
建築都市部

交通対策課

事業概要
鉄道駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定し、自転車利用者への指導や放置自転車の移動保管及び返還業務を行
う。

事業の対象 自転車利用者

事業の目的 安全な歩行空間の確保と街の美観の維持を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 77,741 実績額（千円） 77,256

平成24年度
計画内容

○放置自転車の移動保管及び返還業務、街頭
指導の実施
○放置自転車に関する啓発活動の実施
○自転車保管所の改修

平成24年度
実施内容

○放置自転車の移動保管及び返還業務、街頭
指導の実施
○放置自転車に関する啓発活動の実施
○自転車保管所の改修

自転車等放置禁止区域内の放置
自転車台数

ある平日の午前10～11時頃の各駅周辺放置禁止区域内の
放置自転車等の台数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.6 市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進

現状 今後

13 807011

計画値 実績値

1 ％ 83 80.6

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

放置自転車対策の一つとして、引き続き必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標値を若干下回ったもののほぼ同様の実績を確保でき
た。利用促進を図る取り組みは、放置自転車の減少につな
がり有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市営自転車駐車場３施設は指定管理者制度を導入し、収益
の一部を納付金として市へ納入している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

利用者アンケート等に基づく利用者ニーズの把握を随時
行っている。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

24,688

自転車駐車場利用率 公的自転車駐車場の利用率

活　動　指　標

事務事業名 自転車駐車場整備事業 担当部局・課
建築都市部

交通対策課

事業概要
市営自転車駐車場（指定管理）及び八尾シティネット(株)・(財)自転車駐車場整備センターが運営する自転車駐車場の利
用促進に関する取り組みと新規施設整備の検討を行う。

事業の対象 駅周辺での自転車利用者

事業の目的 駅周辺における適切な駐輪の誘導により放置自転車の減少を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 24,904 実績額（千円）

○市営自転車駐車場及びその他の駐輪施設の
利用促進
○市営自転車駐車場の改修

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市営自転車駐車場及びその他の駐輪施設の
利用促進
○市営自転車駐車場の改修

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.7 消費者の保護と自立を支援する取り組み

現状 今後

14

計画値 実績値

1 回 450 471

2 回 27 37

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○消費者教育講座や消費者大会、出張講座、
街頭啓発活動、FM放送、消費生活展等の開催

平成24年度
実施内容

消費者教育3講座や消費者大会、消費生活展
及びコミュニティFM放送は定期的に実施してい
る。
出張講座・街頭啓発の回数が増加しており、実
績が上がっている。今後も出張講座について積
極的に広報したい｡

消費者教育講座参加者数

・消費生活入門講座、子ども消費者教室、消費者教育基礎
 講座への参加者数。

・くらし学習館の最大収容者数（540人）を逆算して各年度の
目標値を設定。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 953 実績額（千円） 606

平成24年度
計画内容

事業の対象 消費者（市民）

事業の目的
消費生活に必要な幅広い知識と判断力を消費者に習得させ、トラブルを未然に回避できるような自立した消費者の育成
を目的とする。

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 自立する消費者の育成事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
消費者教育講座、消費者大会、出張講座、街頭啓発活動、FM放送、消費生活展等を通じて、消費生活に必要な幅広い
知識と判断力を消費者に習得させ、自立した消費者の育成を図る。

評価の観点 評価内容

啓発活動実施回数

①出張講座（市開催分＋消費者相談員開催分）、②FMちゃ
お｢くらしの情報｣放送回数、③街頭啓発とﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ実施回

 数（市開催分＋消費者相談員開催分）
①＋②＋③の合計（←目標は①10、②12、③5）　H22①11
＋②12＋③5＋3(八尾警)

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

施策目標である、消費生活相談件数を減少させるために
は、未然にトラブルを回避できるような自立した消費者の育
成が不可欠。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

施策目標である、消費生活相談件数を減少させるために
は、未然にトラブルを回避できるような自立した消費者の育
成が不可欠｡
今年度は指標の目標値を上回る実績を残せた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

受益者負担対象外。消費者団体の協力を得て教育講座等
の事業を実施しており、効率性は高い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

消費者団体の協力を得て教育講座等の事業を実施してお
り、協働の取り組みは進められている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.7 消費者の保護と自立を支援する取り組み

現状 今後

14

計画値 実績値

1 件 1,561 1,377

2 件 225 34

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○消費生活・多重債務相談の実施
平成24年度
実施内容

相談窓口の広報を継続しつつ、消費生活相談
件数を減少させる方向性については、相談件数
が昨年度よりも若干増加しているが年度目標は
達成できている。多重債務相談については現状
維持を目標としていたが、法改正により相談件
数が減少傾向であり、今後は消費生活相談と
同様、減少を目標としていきたい。

消費生活相談件数
 ・八尾市消費生活係で対応した相談件数

・H32年度でH21年度実績の1割減（166件）。目標値はH27
年度1,530件、H32年度1,450件。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 16,681 実績額（千円） 12,619

平成24年度
計画内容

事業の対象 相談者（市民）

事業の目的
消費生活に関連する諸問題を解決に導き、消費生活トラブルの被害者を救済することで、消費者の保護（権利擁護）の推
進を図る。
多重債務問題を解決に導き、また再び多重債務に陥らないよう導くことで相談者の救済を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 消費生活・多重債務相談事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要

消費生活相談員を配置し、消費者安全法第8条第2項各号に基づいて、消費者（市民）から寄せられる苦情相談に対応し
助言や斡旋を行う（消費生活相談）。同時に、関係団体と連携し、消費者相談員を委嘱し、くらし学習館や市内各地域での
消費者相談を実施する。
また多重債務相談については、多重債務者の生活再建支援を含めた相談を受け、関係機関と連携しつつ、多重債務問
題の解決を図る。

評価の観点 評価内容

多重債務相談件数
八尾市消費生活係で対応した相談のうち多重債務相談件
数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

現在も消費者の保護と自立支援は国の重点項目であり、市
民からのニーズも高い。また消費者安全法において、消費
生活センターの業務のひとつとして相談窓口の開設が求め
られている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

相談窓口の広報を推進しているため、昨年に比べ相談件数
は若干増加しているが、一定の効果が現われていると認め
られる。年度ごとの波はあるものの、目標値は達成できてい
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コスト削減に関しては既に実行されており、効率性は最大限
に担保されている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民の中から消費者相談員を選出・委嘱し、くらし学習館や
市内各地域での消費者相談を実施した。消費者相談員は
居住地域での啓発活動や地域の消費者トラブルのすくい上
げにも貢献していただいており、効果的な市民参画・協働が
進められた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.7 消費者の保護と自立を支援する取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 回 12 12

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

定例会は毎月開催している｡研修会について
は、今後会議内容をさらに充実させるよう検討
が必要｡

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○消費者団体への研究の題材や情報の提供
○大阪府の研究発表会への参加の促進
○消費者相談員の参加する定例会に毎月出席
し、消費生活相談に関する教育・指導の実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
行政と連携して消費者運動を行う意思のある消費者団体を指導育成し、消費者行政を効果的に遂行することを目的とす
る。
消費者相談員に対し消費生活相談に関する教育・指導を行い、消費者相談業務を円滑に遂行することを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 74 実績額（千円）

事業概要
消費者行政を効果的に遂行するため、行政と連携して消費者運動を行う意思のある消費者団体を指導育成する。特に消
費者相談員が所属する消費者団体が自主的に消費生活問題を研究することで、消費者相談のレベルアップが図れるよう
知識・技術・実費面での支援を行う。

事業の対象 消費者団体

事務事業名 消費者団体の指導育成事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

70

消費者相談員研修会等の開催 消費問題研究会定例会及び消費者相談員研修の開催回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

くらしの安全安心の実現のために、消費者トラブルを未然回
避できる消費者の育成が不可欠であり、そのためには消費
者団体の指導育成が必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

くらしの安全安心の実現のために、消費者トラブルを未然回
避できる消費者の育成が不可欠であり、そのためには消費
者団体の指導育成が必要である。目標値、実績値に増減な
し。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

研修会講師を行政関係者等とし、コスト削減に努めた｡

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

消費者団体との協働が進められた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.7 消費者の保護と自立を支援する取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 件 20 25

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

市内のスーパー等を衛生面、値段等を監視し
た｡

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○製品表示に関する立入検査の実施
○商品量目及び特定計量器（水道メーター等を
含む）の検査及び有効期間等に関する立入検
査の実施
○関係団体と連携し、商品量目試買調査及び
食品衛生パトロールの実施
○H24年度より大阪府から権限移譲を受ける
「JAS法に基づく申出受理と立入検査業務」及
び巡回相談等の実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 事業所への立入検査により、製品の適正表示・適正計量を推進し、消費者保護を図ることを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 50 実績額（千円）

事業概要

家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法、計量法、電気用品安全法、ガス事業法それぞれに規定されている製品
表示または商品量目等に関して、適正に実施されているか事業所に立入検査を行う。不適正事業者には指導等を行い、
適正表示・適正計量を推進する。また関係団体と連携して商品量目試買調査を行い、商品量目立入検査の基礎データを
収集するとともに、食品衛生パトロールを行う。

事業の対象 事業所

事務事業名 製品表示及び商品量目等に関する立入検査 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

50

事業所への立入検査件数

・集計方法①家庭用品品質表示法＋消費生活用製品安全
法＋電気用品安全法＋ガス事業法立入件数＋②計量法
（商品量目・水道・ガス・燃料油メーター）立入件数 Ex.H22は

 ①4＋②3
・H24年度JAS法の権限委譲により巡回点検を開始。人員増
となればH24年度より20件、H25年は25件を目標値とする。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

適正な製品表示の市民ニーズは高く、それを実現するため
の法に基づく事業者への立入検査等であり、事業の妥当性
は高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

製品の適正表示を促すために、事業者に対して立入検査等
を実施することは有効な手段である。今年度よりJAS法の権
限委譲分が加わったが、目標値を達成できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

受益者負担に該当するものではなく、商品量目試買調査等
は保健所・消費者団体の協力も得て実施しており、効率性
は高い｡

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

商品量目試買調査については消費者団体に委託し、一部
協働の取り組みを進められた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.7 消費者の保護と自立を支援する取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 戸 9 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

計量法第19条に基づく（集合検査･所在場所検
査）検査等を行った。
計量士による検査報告の管理及び適正計量管
理事業所の管理等の業務を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○計量法第19条に基づく定期検査（集合検査･
所在場所検査）等の実施
○計量士による検査報告の管理
○適正計量管理事業所の管理及び新規申請時
の立入調査

平成24年度
実施内容

事業の目的 計量法第１条に基づき、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 718 実績額（千円）

事業概要 計量法第19条に基づく定期検査（集合検査･所在場所検査）等を行う。

事業の対象 一般事業者

事務事業名 計量法に基づく定期検査 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

572

検査戸数
特定計量器の定期検査の受検事業所数（集合検査＋所在

 場所検査）。
集合検査は、２年毎（奇数年）に実施。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

計量法に基づく業務であり、市の関与は必要。適正計量に
ついては市民の関心が高く、定期検査等事業の実施は妥当
である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計量法に基づいて適正な計量の実施を確保することで、正
量取引の推進及び食品等の安全安心を確保することがで
き、有効にくらしの安全安心を確保できる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大阪府計量協会に計量器定期検査を委託しており、計量士
の資格を持った職員が職務に当たることに比べ、費用面で
効率的に事務を遂行できている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

民間団体に職務を委託することで、協働の取り組みが推進
されている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

15

計画値 実績値

1 件 0 -

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズは多様化しており、ニーズに対応するため、住ま
いに関する情報発信は必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

多様化する市民ニーズを的確にとらえ、住まいに関する情
報発信を行う必要があり、事業は有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大阪府と連携・協力し、インターネット等を活用しながら、住
まいに関する情報発信をおこなっており、効果的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページに情報の掲載や、窓口での情報冊子等の配
架により、情報公開されており、透明性は高い。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

0

住まいに関する調査件数 住まいに関する情報を調査する件数

活　動　指　標

事務事業名 住宅政策推進に係る事務 担当部局・課
建築都市部

都市政策課

事業概要 都市計画と連携した住宅政策の方向性を示すとともに、市民にとって安全・快適な住環境を促進する。

事業の対象 在住住民在勤市民等

事業の目的
安心で、快適な市民生活の創造を支援するための住宅政策の方針を示した住宅マスタープランを推進し、より良い市民
生活を創造する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

大阪府や関係団体の情報を収集し、本課ホー
ムページに取り入れ反映した。また、空き家条
例設置に向け、関係課と調整を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○住宅マスタープランの進行監理や推進
○住まいに関する情報の収集発信
○特定優良賃貸住宅や高齢者円滑入居登録
簿、あんしん賃貸支援事業の利用案内などの
情報発信
○空き家条例設置の取り組み

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 2,000 723

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

多様化・高度化する住まいやまちづくりに関する市民ニーズ
に的確に応えていくため、今後も啓発事業を継続していく必
要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

例年応募数を上回る申し込みがある事業もあるなど、啓発
事業を実施することにより、多様化・高度化する住まいの
ニーズに対し、一定効果があった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市・NPO法人・地域住民が連携し、効率的に事業が進めら
れている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市・NPO法人・地域住民が連携し、効率的に事業が進めら
れている。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

2,673

各イベントにおける参加者数
住宅月間行事、すまいる講座における参加者数（年度ごと
の累積）

活　動　指　標

事務事業名 個性豊かな住環境づくり事業 担当部局・課
建築都市部

都市政策課

事業概要
住宅マスタープランを踏まえ、良質で公正な住情報の提供など、市民の多様化するニーズを幅広い選択肢の中から享受
できるような条件整備を行う。また、地域のまちづくりスタッフを養成することを目的に「まちづくり教室」を開催する。

事業の対象 住情報を必要とする在住住民と在勤市民等

事業の目的
住まいは市民生活の拠り所であり、少子高齢化・社会情勢の変化のなか、人々の暮らしの基礎となる施策を展開する。
市民の住生活の向上を図ると共に、定住魅力と活力ある住環境の創造をめざす。
住民主体のまちづくりの実現により、「住民主役の自律都市」の実現及び都市計画マスタープランの充実を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,324 実績額（千円）

NPOと協働で事業を実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市民意識調査に基づく事業の実施
○NPO等と協働での事業の実施

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 件 14 13

評価

妥当性 -

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 D

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

支援及びサポートを行なった事業は達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

個々の事業内容の建築技術面について、審査して、より
適な手法及びコストの節減を計った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

住宅改造件数 1年間に住宅改造助成事業を行なった件数を指標とする。

活　動　指　標

事務事業名 住宅改造助成事業の技術的サポート 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要 高齢福祉課・障がい福祉課が行っている住宅改造助成事業について、建築技術面からの支援及びサポートを行う。

事業の対象 市民

事業の目的 住宅改造を支援することで、住み慣れた地域で自立し安全な生活を送ることを支援する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

住宅改造助成事業の技術的サポート

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○住宅改造助成事業の技術的サポート
平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 回 3 3

評価

妥当性 D

有効性 B

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 D

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

公的住宅整備に関するため、市の位置付けに変わりはな
い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

関係団体との協議回数 独立行政法人都市再生機構などとの協議

活　動　指　標

事務事業名 公的住宅の整備促進 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要
公的住宅（市営住宅を除く）の整備を促進する。
住宅政策に関する調査及び研究（民間住宅等に関するものを除く）を行う。

事業の対象 市民・国・府・独立行政法人都市再生機構　等

事業の目的 市営住宅以外の公的住宅の整備について関係団体へ要望をする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

関係団体と公的住宅（市営住宅を除く）の整備
についての情報交換を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○公的住宅（市営住宅を除く）の整備について
関係団体への要望

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 件 100 34

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法律に基づく事務であり、市の関与や役割分担を見直す必
要が無い

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

住環境の向上や公共の福祉の増進が図られる

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

件数の多い建築基準法第４３条ただし書き許可について、
一括同意基準を設けることで、許可にかかる時間の短縮、
審査会開催回数の削減を図っている

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

建築主に対し、良好な住環境形成のための建築物に関する
許可、承認等の重要性を周知するため啓発を行った。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

1,230

建築基準法に基づく許認可等件数

活　動　指　標

事務事業名 建築物等の許認可に係る事務 担当部局・課
建築都市部

審査指導課

事業概要 建築基準法に基づく許認可・承認業務を行う。

事業の対象 許認可等を受けようとする建築主等

事業の目的
法、条例で建築制限を受ける建築物で公益上、地域特性上必要性のある建築物等について、交通上、安全上、防火上及
び衛生上支障がないと認めるものに対して例外許可等を与えることにより、市民の利便性やまちづくりの形成に寄与す
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,230 実績額（千円）

１、建築基準法第43条ただし書の規定に基づく
許可等（受付・審査・許可含む。）
２、建築基準法第７条の６の規定に基づく承認
（受付・審査・承認含む。）
３、建築基準法第85条第５項の規定に基づく許
可等（受付・審査・許可含む。）
４、建築基準法第86条の規定に基づく認定等
（受付・審査・認定含む。）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○建築基準法第43条ただし書の規定に基づく
許可等
○建築基準法第７条の６の規定に基づく承認
○建築基準法第85条第５項の規定に基づく許
可等
○建築基準法第86条の規定に基づく認定等
○建築基準法第42条第１項第５号の規定によ
る道路の指定等
○建築審査会業務（許認可に際しての同意な
ど）

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 棟 10 1

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

アスベストに起因する健康被害を防止するため必要な施策
である

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

国の補助金を利用して調査費用の全額を補助している

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

申請書類をホームページからダウンロード出来るようにし、
コスト削減を図った。
また、 小限の人員で効率的に業務を行った

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページ等で市民に対しPRに努めている

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

47

アスベスト対策済棟数

民間既存建築物の吹付けアスベストに関する調査において
 有りと報告のあった建築物の内、対策を行った棟数。

平成20年度より調査費用の100%補助を行っており、指標の
計画値を上げた。

活　動　指　標

事務事業名 民間既存建築物の吹付けアスベスト対策事業 担当部局・課
建築都市部

審査指導課

事業概要
建築物の壁、柱、天井等に露出した吹付けアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、その生命及び身体の保護
を図る。

事業の対象 多数の者が利用する吹付けアスベストのある民間建築物

事業の目的 市民の健康障害を予防し、その生命及び身体の保護を目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 900 実績額（千円）

吹付けアスベストの調査をする建築物の所有者
に対し、補助金の交付を行った

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○アスベストの分析補助
○啓発及び進行管理

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

15

計画値 実績値

1 件 200 121

2 ％ 100 99.8

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法律に基づく事務であり、市の関与や役割分担を見直す必
要が無い

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

パトロールや完了検査の受検を促す事で、受験率及び交付
率が向上した

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

小限の人数で効率的に認定業務を実施している

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・近隣住民紛争の未然防止を図る為、八尾市中高層建築物
指導要綱に基づき計画建築物の近隣説明を指導した。

評価の観点 評価内容

完了検査済証交付率 （完了検査済証交付件数／確認通知件数）×100

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 建築指導に係る事務 担当部局・課
建築都市部

審査指導課

事業概要
建築行政の企画、調査及び指導業務、
安全で良好な建築物等の供給促進業務、中高層建築物指導業務、建築防災業務、建築協定業務、建築物等に関する監
察業務、マンション建替円滑化法に基づく業務を行う。

事業の対象 申請者市民等

事業の目的
建築物に要求される 低基準である建築基準法を遵守させ、安全で良好な建築物等の供給を促す。
住環境の増進・改善を図り住みよいまちづくりをめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

○中高層建築物の指導等（直営）
○建築防災週間（年２回）の取り組み（直営）
○建築基準法に基づく建築協定の許可（直営）
○建築協定の啓発等（直営）
○工事監理業務の適正化とその普及
○中間検査及び完了検査の受検促進
○違反建築物対策
○違反建築物防止週間の取り組み
○空き家条例設置の取り組み

平成24年度
実施内容

１．中高層建築物の指導等（直営）
２．建築防災週間（年２回）の取組み（直営）
３．建築基準法に基づく建築協定の許可（直営）
４．建築協定及び自主協定の啓発等（直営）
５．建築基準法に基づく壁面線の指定（直営）

八尾市中高層指導要綱に基づく受
付件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 件 120 137

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務で
あり、市の関与や役割分担を見直す必要が無い

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

優良な住宅が長期にわたり良好な状態で使用されること
で、住環境の向上や環境負荷の軽減が図られる

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

小限の人数で効率的に認定業務を実施している

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページで事業内容の説明や手続き等市民へのPRに
努めている

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

0

長期優良住宅建築等計画の認定
件数

活　動　指　標

事務事業名 長期優良住宅建築等計画の認定事務 担当部局・課
建築都市部

審査指導課

事業概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進する
ため、長期優良住宅建築等計画の認定等を行う。

事業の対象 住宅を新築し、増築し、又は改築しようとする市民

事業の目的
現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、長期にわたり良好な状態で使用されることにより、住
生活の向上及び環境への負荷の低減を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５
条、８条及び９条に基づく認定業務を行った

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○長期優良住宅の普及の促進に関する法律第
５条に基づく認定等
○長期優良住宅の普及の促進に関する法律第
８条に基づく変更の認定等

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 件 450 534

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

　法律（建設リサイクル法）に基づく事務であり、事務の実施
は義務付けられたものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

　法の施行から4年を経過し、説明会や現地パトロールを実
施することにより法の認知度があがったと思われる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

小限の人数で効率的に業務を実施している

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページで事業内容の説明や手続き等市民へのPRに
努めている

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

0

対象建設工事の届出受付件数
平成20年度から課の統合により建築工事、土木工事ともに
審査指導課で受付することとなったので、平成20年度の指
標の値が増えているが、実質は、現状維持の数値である。

活　動　指　標

事務事業名 建設リサイクル法に係る届出等に関する事務 担当部局・課
建築都市部

審査指導課

事業概要
分別解体等の実施に関する対象建設工事の届出及び通知の受理に関する事務、分別解体等の実施に関する助言、勧
告、命令に関する事務を行う。

事業の対象 対象建設工事の発注者

事業の目的 特定建設資材の分別解体、再資源化の促進をはかり、資源の有効利用を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

建設リサイクル法に基づく届出及び通知の受付
分別解体等の届出事務の周知のため、関係団
体向けの説明会の実施（府内特定行政庁共催）
現地パトロールの実施（年２回）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○建設リサイクル法に基づく届出及び通知の受
付
○分別解体等の届出義務の周知のため、関係
団体向けの説明会の実施
○現地パトロールの実施

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 件 90 100

2 件 30 13

3 件 60 16

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

既存民間建築物の耐震化を促進するため、耐震化（診断・
設計・改修・除却）にかかる費用の一部を国・府・市にて負担
し、建築物の所有者に補助を行う事業であり、適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

安心して暮らせる住環境の確保が図られるよう、既存民間
建築物の耐震化を進めるため、耐震補助制度の拡充策を
検討した。耐震補助制度について広く知ってもらうため、積
極的に啓発活動を実施した。（イベント41回開催、お知らせ
ビラ約21,000枚配布）

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国・府より交付金を受け、耐震化（診断・設計・改修・除却）
にかかる費用の一部を建築物の所有者に補助を行ってい
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域の方に対して、住宅の耐震化を促進するための勉強会
を開催し、耐震化の必要性を理解していただくことが出来
た。

評価の観点 評価内容

耐震改修補助事業 耐震改修補助件数

耐震改修設計補助事業 耐震改修設計補助件数

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 耐震化推進事業（既存民間建築物） 担当部局・課
建築都市部

都市政策課

事業概要 民間建築物の耐震診断及び木造住宅の耐震改修等に要する費用を国・府・市で補助をする。

事業の対象 市民

事業の目的 耐震化率を増進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 41,250 実績額（千円） 16,907

平成24年度
計画内容

○既存民間建築物の耐震化を促進するため、
あらゆる広報媒体を利用し、またイベント等機会
があるごとに相談窓口を設けるなど啓発の推進
○耐震化率の増進

平成24年度
実施内容

安心して暮らせる住環境の確保が図られるよ
う、既存民間建築物の耐震化を進めるため、耐
震補助制度の拡充策を検討した。耐震補助制
度について広く知ってもらうため、積極的に啓発
活動を実施した。（イベント41回開催、お知らせ
ビラ約21,000枚配布）

耐震診断補助事業 耐震診断補助件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 88 88.5

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地震による建築物の倒壊等の被害から住民の生命、身体
及び財産を保護するため。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

既存建築物の耐震性の向上を図るために、国、府、市で二
分の一の補助を行っている。
現段階では耐震性の重要性をＰＲする上では手法としては

適である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

所有者に対する説明会の開催及びパンフレッの送付などを
行うとともに相談窓口も行っている。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

564

特定建築物の改修率
（耐震性能を有する民間特定建築物/民間特定建築物の総
数）×100

活　動　指　標

事務事業名 民間既存建築物の耐震診断・改修促進事務 担当部局・課
建築都市部

審査指導課

事業概要
民間建築物の耐震性の向上を促進し、市民の生命と財産の保護を図るため、民間既存建築物所有者が実施する耐震診
断等の取り組みを支援するとともに、耐震性向上に向けた啓発や情報提供を行う。

事業の対象 旧耐震基準（昭和56年以前に建築された）建築物の所有者、建築士

事業の目的 市民の生命と財産の保護（地震による被害の軽減及び二次災害の防止に努める）を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 606 実績額（千円）

１ 民間建築物の耐震診断補助
２ 耐震診断・改修の進行管理
３ 耐震性向上の諸事業の開催
① 情報提供
② 専門技術者養成
③ 所有者等への説明会等
４ 応急危険度判定士及び判定ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養
成と体制の整備

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○耐震診断・改修の進行管理
○耐震性向上の諸事業の開催
  ①情報提供
  ②専門技術者養成
  ③所有者等への説明会等
○応急危険度判定士及び判定ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養
成と体制の整備

平成24年度
実施内容



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

801003
801022
806003

○

計画値 実績値

1 件 1,400 953

2 ％ 36 35.754

3 戸 2,112 1,980

4 倍 14 16.6

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

本事務は市所有の住宅の管理を行うものであり、住宅地区改良法
及び公営住宅法に基づいた必須の事務である。
ただし、管理人制度等、管理体制については検討課題も有してい
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

口座振替については、単年度目標値は僅かに未達成であるが。
入居者の高齢化が進む中、口座振替は入居者負担の軽減効果も
高く、有効性は高いと考えられる。今後もさらに入居者への口座振
替制度の推進に向けた広報等の充実が必要と考える。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

口座振替等家賃徴収にかかる業務については滞納対策員を中心
に行っており、手法・実行体制は適正である。また、手作業が必要
なためコストを極端に削減することは困難であるが、目標達成に向
けてさらに手法の研究・実践を進めていきたい。

入居競争率

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市営住宅の管理事務をスムーズに進めていく上では、地域の西郡
まちづくり協議会などの地域団体と協議するなど連携をしながら
行っている。

評価の観点 評価内容

家賃口座振替率
【３月家賃分として金融機関に口座振替を依頼した件数】÷
【３月末入居世帯数】

公営住宅等管理戸数【市営】

市営住宅建替事業中のため、年度によって除却分、建設分で増減
 が発生

 H21年度：安中住宅建替竣工で60戸増
 H22年度：大正住宅2期24戸竣工

 H23年度：大正住宅59戸除却、安中住宅3号館10戸用途廃止
H24年度：西郡住宅１から５号館建替え80戸増、132戸減

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 市営住宅管理事務 担当部局・課
建築都市部

住宅管理課

事業概要
市営住宅家賃・共益費・駐車場使用料の賦課徴収及び入退去管理を行う。
また、市営住宅及び附帯設備の日常的な修繕・維持管理を行う。

事業の対象 市営住宅入居者、市営住宅施設及び設備

事業の目的 市営住宅入居者の生活を安定させ、環境を維持する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 126,211 実績額（千円） 115,774

平成24年度
計画内容

○市営住宅管理事務の充実
○営繕業務の外部委託の推進
○老朽化対応住宅の整備

平成24年度
実施内容

○年2回の空家募集を実施した。
○既存の住宅に計画営繕業務を実施した。

年間修繕件数
市営住宅の維持管理のために市の負担で修繕した年間の
件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 棟 7 34

2 ％ 2.8 5

3 ％ 1 4.8

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

良質なストック（市営住宅）の維持保全のため、計画的な維
持改修をする必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

老朽化が進む市営住宅の維持管理と一定の周期での計画
的な改修を行っている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的に事業を実施するよう、一定の周期で計画的に改修
を行っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業の実施にあたって、入居者への情報提供に努め、入居
者の意見を聞きながら改修を進めている。

評価の観点 評価内容

市営住宅におけるバリアフリー化
率

 《所管課調》
一定（浴室・トイレへの手すり、居室の段差解消等）のバリア
フリー化された市営住宅管理戸数／全市営住宅管理戸数

 【公営住宅管理戸数等事業主体別調査書】×100
　※一定のバリアフリー化とは、浴室・トイレなど２箇所以上
の手すり設置、又は、屋内の段差解消に該当。国土交通省
「住生活基本計画」に示されたバリアフリー指標。

市営住宅のバリアフリー化率（EV
設置住宅率）

エレベーター設置棟の住宅管理戸数／全市営住宅管理戸
数×100

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 既存市営住宅等改修事業 担当部局・課
建築都市部

住宅管理課

事業概要 市営住宅の老朽化等により生じる修理営繕について、規模・時期の関係から計画的に工事を行う。

事業の対象 市営住宅入居者、市営住宅及び附帯設備

事業の目的 建物の老朽化が進む中、建物や附帯設備の維持管理を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 48,965 実績額（千円） 46,767

平成24年度
計画内容

○排水設備改修工事
○外壁改修工事
○屋外物置改修工事
○ガス設備改修工事
○屋上防水工事
○水道メーター取替工事
○空家募集用改修工事

平成24年度
実施内容

・受水槽地上式切替え工事
・給排水設備改修工事
・ガス管改修工事
・空家募集用改修工事
・水道メーター取替工事

改修棟数 既存の市営住宅維持保全のために改修する棟数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.8 安心して暮らせる良質な住まいづくり

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ％ 32 32.58

2 ㎡ 3,170 3,170

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

西郡住宅、安中住宅とも昭和40年代を中心に建設され、ほ
とんどが中層耐火構造の住宅で、老朽化や居住性の低下
が著しく、また入居者の安全面からも建替・改善等による機
能更新が必要である。また、住宅に困窮する低所得者に低
廉な家賃で住宅を提供することにより、市民生活の安定と社
会福祉の増進に寄与することを目的としており、市が行うべ
き事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

老朽化や居住性の低下が著しく、入居者の安全面からも建
替・改善による機能更新が必要である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストの節減のため、八尾市営住宅機能更新事業計画にお
いて、建物ごとに建替にするか、改善にするかの計画を立
てている。また、住民参加型の機能更新を進めており、事業
実施まで多くの時間と労力を要するが、入居者の意見を反
映した機能更新ができ、 適の手法と思われる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

住宅まちづくり協議会活動について、行政はそのための側
面支援を行っており、市民と共同して事業を進めている。

評価の観点 評価内容

市営大正住宅余剰地の処分済地
積

 処分予定地積合計（11,560㎡）
【内訳】飛地：2,340㎡、第二期工区有効活用地：3,170㎡、市
営住宅西側余剰地：6,050㎡  大正住宅余剰地処分地積を
指数とすることで、地域のまちづくりの進捗を把握する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 市営住宅機能更新事業 担当部局・課
建築都市部

住宅整備課

事業概要
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、市営住宅の建替・改善・維持保全等を進める
とともに、市営住宅の整備を契機とした地域住民等によるまちづくり活動を支援する。

事業の対象 市営住宅入居者及び周辺地域住民

事業の目的
「八尾市営住宅機能更新事業計画」に基づき、事業を推進することにより、居住水準の向上や安全安心な住まいづくりを
行い、住みよいまちづくりを実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 690,857 実績額（千円） 694,682

平成24年度
計画内容

○安中住宅
・10号館耐震補強工事・11号館耐震補強設計
○西郡住宅
・１から５号館入居移転・33号館耐震補強等工
事（後期）・まちづくり協議会助成・機能更新事
業協力者住替え移転用住戸改善

平成24年度
実施内容

○安中住宅
・10号館耐震補強工事・11号館耐震補強設計
○西郡住宅
・１から５号館入居移転・33号館耐震補強等工
事（後期）・まちづくり協議会助成・機能更新事
業協力者住替え移転用住戸改善

バリアフリー化率 市営住宅におけるバリアフリー化率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.9 公共施設・設備の効率的な機能更新

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 44 43.4

2
アクセスポ
イント

600 291

評価

妥当性 -

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 D

○職員に対する基本理念の啓発の実施
平成24年度
実施内容

今後の当該事務事業の方向性の検討を行い次
年度より他事務事業との統合を行う。

公共施設が利用しやすいと感じる
市民の割合

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 子ども、高齢者、身体障がい者を含めた全ての人

事業の目的
ユニバーサルデザインの視点を活かした市有建築物などの整備を行なえる仕組みづくりに努め、安全安心のまちづくりを
めざす。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 市有建築物におけるユニバーサルデザインの推進 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要 ユニバーサルデザインの推進手法について、関係課とともに協議を行いユニバーサルデザインの推進を行う。

評価の観点 評価内容

建物のユニバーサルデザインの関
心度（平成18年度から公開）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値は微増ではあるが指標計画値を概ね達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

職員による事業計画であるためコストは前年並みの効率性
であった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.9 公共施設・設備の効率的な機能更新

現状 今後

計画値 実績値

1 件 7 10

評価

妥当性 -

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 B

市設建築物の新築、増築及び改築・改造工事
の設計、監理・監督業務

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○公共建築物(市営住宅及び学校園を除く)の
新築、増築及び改築・改造工事の設計、監理・
監督業務

平成24年度
実施内容

事業の目的
公共建築物として、快適で親しみやすく、施設の利用者が便利に利用でき、建築物の安全性の確保と質的水準の維持・
向上を目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 公共建築物(市営住宅及び学校園を除く)の整備・改修工事の設計、監理・監督業務を行う。

事業の対象 事業課より委託された公共建築物の新増改築・改造工事

事務事業名 公共建築物整備・改修事業 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

工事の設計、監理・監督受託件数
指標は事業課より本年度受託した件数の為、年度により増
減し、件数と工事費、規模とは比例しない。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

受託事業全て達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

夫々の受託事業内容を検討し、可能な限りコストの縮減を
計った

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.9 公共施設・設備の効率的な機能更新

現状 今後

16

計画値 実績値

1 件 150 160

2 件 120 81

3 件 4 0

4 件 3 5

評価

妥当性 -

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 C

○公共建築物(市営住宅及び学校園を除く)の
営繕工事の設計、監理・監督業務

平成24年度
実施内容

市設建築物の営繕工事の設計、監理・監督（市
営住宅及び教育施設を除く）業務

公共建築物の営繕工事業務受託
件数（市営住宅及び学校園を除く）

公共建築物の営繕業務の受託した件数(市営住宅及び学校
 園を除く)

指標は事業課より本年度受託した件数の為、年度により増
減し、件数と工事費、修繕費、規模とは比例しない。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 事業課より委託された公共建築物の営繕(増・改修・修繕)工事

事業の目的
公共建築物の老朽化に伴う改修・修繕を行う事により、施設の利便性及び安全性の確保と、施設利用者の新たなニーズ
に対応する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 公共建築物営繕業務 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要 公共建築物（市営住宅及び学校園を除く）の営繕に関すること。

公共建築物の予算見積受託件数
（市営住宅及び学校園を除く）

 毎年予算見積依頼を受託する件数
指標は事業課より本年度受託した予算見積件数であり、年
度により増減し、件数と規模とは比例しない。

公共建築物の内部設計件数（市営
住宅及び学校園を除く）

 設計を外注しないで内部で設計した件数
指標は内部設計件数であり、件数と規模とは比例しない。

公共建築物の設計を外注した件数
（市営住宅及び学校園を除く）

 設計業務を外部委託した件数
指標は外部委託した件数であり、件数と規模とは比例しな
い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

受託事業件数全て達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

各々受託事業内容を検討し、可能な限りコストの縮減を計っ
た



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.1 安全安心のまちづくり

施策No.9 公共施設・設備の効率的な機能更新

現状 今後

○ 17 202001

計画値 実績値

1 ％ 79 80

評価

妥当性 -

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 D

市設建築物の耐震診断・補強工事の設計、監
理・監督（市営住宅及び教育施設の一部を除く）
業務

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○公共建築物（市営住宅及び学校園を除く）の
耐震診断・補強工事の設計、監理・監督業務

平成24年度
実施内容

事業の目的
大震災による被害を少なくする為、現行の耐震基準以前に建築された公共建築物の安全性の確保とあわせて機能更新
による利便性の増大確保を行い、質的向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 公共建築物（市営住宅及び学校園を除く）の耐震診断・補強工事の設計、監理・監督業務を行う。

事業の対象 事業課より委託された公共建築物の耐震診断・補強工事

事務事業名 公共建築物耐震改修事業 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

公共建築物の耐震化率 市営住宅・学校園を除く市有建築物の耐震化率

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

所管課より受託した件数が実積値となる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストの節減は補強工事の設計、施工において比較設計し
て検討を行うので、節減できている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

22

計画値 実績値

1 人 44,354 36,491

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

各種がん検診を市内委託医療機関や保健セン
ターにおいて実施
がん検診推進事業の実施
検診対象者への個別勧奨はがきの送付
精度管理センターによる受診勧奨の効果検証
及び次年度の受診勧奨対象者・勧奨方法の検
討
様々な機会でのがん検診の啓発

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○各種健（検）診受診率向上に向けた啓発と受
診促進のための勧奨
○集団検診実施回数の増加
○要精検者への事後フォローと精度管理

平成24年度
実施内容

事業の目的 がん検診を受診することにより、がんの早期発見と予防を図り、がんに関する正しい知識の普及啓発が推進される。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 217,644 実績額（千円）

事業概要
がん疾患等の早期発見や予防により、健康の維持増進に寄与するため、がん検診（胃、大腸、肺、子宮、乳）、を市内委
託医療機関や保健センター等において実施する。

事業の対象 健康増進法に定める年齢に達した市民（胃がん検診は市独自での年齢設定あり）

事務事業名 健康増進事業（がん検診） 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

195,867

各種がん検診年間総受診者数

各種がん検診（胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん（視触
診）・乳がん（マンモグラフィ）・子宮がん）の受診者数の合

 計。
目標値については、大腸がん検診の経年の受診率の伸び
率を参考に算出した各種がん検診の目標受診率に、対象者
数推計値を乗じて設定している。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

がんは死因の第１位であり、市民の生命と健康にとって重
大な問題であるため、本事業の実施は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民への普及啓発、対象者への個別勧奨、集団健診の回
数増加と地区開催の拡大により、受診率の向上に努めてい
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

検診を同時実施（大腸がん検診と胃がん検診、住民健診と
大腸がん・肺がん検診等）することで効率化を図っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業案内の全戸配布や市政だより・ホームページの掲載な
どでＰＲに努めている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

計画値 実績値

1 冊 9,900 5,611

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

健康手帳の交付
健康手帳活用に向けた啓発

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○健康手帳活用に向けた啓発、各種保健事業
実施時の配布や関係機関への設置の継続

平成24年度
実施内容

事業の目的
特定健診・保健指導等の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、自らの健康管理と適切な医療に資する
ことを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,312 実績額（千円）

事業概要 ４０歳以上の希望者及び必要と認めた者に対し交付を行う。

事業の対象 満40歳以上の者で健康教育、健康相談、訪問指導、特定健診等及び第19条の２に基づく健康増進事業等を受けた者

事務事業名 健康手帳の交付事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,224

年間交付数 年間交付数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が自ら、疾病予防や健康の保持増進に取組むために
必要な事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

健康管理のために必要な情報を掲載。満40歳になる市民へ
の送付、市関係機関窓口や健康相談時の配付に努めた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

満40歳になる市民への送付時には、保健事業の案内等を
同封し効率化を図っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

満40歳誕生月に送付すると共に保健事業案内の全戸配布
によりPRしている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

○ 23 ○

計画値 実績値

1 人 40 38

2 人 5.1

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○健康日本21八尾第2期計画の推進
○自殺対策事業
○健康コミュニティ構築の推進

平成24年度
実施内容

健康日本21八尾第2期計画の推進
自殺対策事業の推進
健康コミュニティ構築の推進

健康づくり推進員の人数
志紀地区健康大学参加人数（実人数）＋その他の地域にお
ける健康づくり推進員養成講座の参加人数（実人数）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,505 実績額（千円） 3,528

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的
生活習慣病の増加や壮年期死亡の問題、健診受診率の課題を踏まえ、健康施策を図るとともに、市民･地域･関係団体と
連携・協働した健康づくりの推進を目的とする。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 健康づくり推進事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

事業概要 生活習慣病予防に関する知識の普及啓発及び地域における健康づくり推進のための健康コミュニティ構築を進める。

評価の観点 評価内容

人口1千人当たりの三大死因によ
る死亡者数【特例市間比較指標】

三大死因による死亡者数（《道府県調》悪性新生物、心疾
患、脳血管疾患による死亡者数（年間集計）1月～12月）（前
年の12.31現在)／人口（当該年の10.1現在）【住民基本台帳
+外国人登録者数】×1000

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が自ら、疾病予防や健康の保持増進に取組むため本
事業の実施は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

推進員を養成し、その後の健康づくり活動の支援を継続して
行っている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

保健事業案内の全戸配布、市政だよりでのPR等により事業
の周知に務めている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

計画値 実績値

1 組 1,200 803

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 D

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 B

地域組織支援事業の依頼回数 84回,参加組数
（支援者数）　803組で前年度より依頼数、参加
者数ともに増加。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○子育て自主サークル・民生児童委員主催の
子育て支援広場・各幼稚園・保育所（園）などか
らの依頼による乳幼児相談・健康教育
○地域のつどいの広場での乳幼児相談・健康
教育

平成24年度
実施内容

事業の目的 子育てグループへの支援を行うことにより、母子の孤立、育児不安を解消するとともに、地域の育児力を高める。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 16 実績額（千円）

事業概要
育児ノイローゼなどの育児不安や母子の孤立化を解消し、地域での子育て支援体制を形成するため、つどいの広場や子
育て自主グループの支援と参加者の支援を行う。

事業の対象 母子

事務事業名 母子保健地域組織育成事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

16

地区組織支援者数
地域からの依頼に応じて地域組織活動を実施しているの
で、地区組織活動の参加者数を指標にしている。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民からの依頼で実施しているので市民ニーズはあり、市
は依頼に対して役割をはたしていく。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績の伸びあり、今後も実績値ののびをめざす。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

当課が主体的に行う必要性は無いと思われる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

次世代育成の視点で実施



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

203001
601002

計画値 実績値

1 千円 447,334 438,590

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

対象者　　3,529人
助成額　　438,590千円

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○老人医療（一部負担金相当額等一部助成）
制度の運用

平成24年度
実施内容

事業の目的
対象となる高齢者の医療費自己負担分について助成を行うことによって必要な時に医療が容易に受けられることにより、
疾病の早期回復と健康指導を図り、高齢者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 447,334 実績額（千円）

事業概要
一定要件に該当する年齢65歳以上の高齢者の生活の安定、健康増進及び福祉の向上を図るため、医療保険により受診
した場合に医療費の一部自己負担額を控除した額を公費で負担する。

事業の対象 65歳以上の高齢者で一定要件及び所得制限にあてはまる方

事務事業名 老人医療費公費負担事業 担当部局・課
健康福祉部

健康保険課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

438,590

医療助成費 単年度助成見込額合計

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

老人保健法に準じた高齢化社会の医療保障としてニーズは
高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

高齢者の医療保障制度として高齢社会を支える観点から、
寄与度は高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

電子化の推進を検討することで、事務処理の効率化及び適
正化をはかる余地がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

「市政だより」及び「八尾市ホームページ」を活用し広報活動
を行っている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

○

計画値 実績値

1 人 3,500 2,040

2 回 60 67

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○介護予防普及啓発事業の実施
平成24年度
実施内容

基本チェックリスト及び二次予防事業対象者検
査の実施
介護予防普及啓発事業の実施

受診者数

平成22年度は生活機能評価受診者数。計画値は第4期高
 齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画より。

実施要綱改正により平成23年度より、基本チェックリストの
実施と二次予防事業対象者検査に変更。指標は、二次予防
事業対象者検査受診者数。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 41,812 実績額（千円） 28,845

平成24年度
計画内容

事業の対象 第1号被保険者、その支援のための活動に関わる者

事業の目的
本事業は介護保険制度の円滑な実施の観点から、被保険者が要介護状態となることの予防と、要介護状態となった場合
にも状態の悪化を予防することで、できる限り地域において自立した生活を送れるよう支援する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 地域支援事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

事業概要
介護保険被保険者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り地域に
おいて自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域支援事業の二次予防事業対象者把握事業の
一部と、介護予防一般高齢者施策のうち介護予防普及啓発事業を実施する。

評価の観点 評価内容

年間延べ回数

平成23年度までは健康教育の実施回数（計画値は第４期高
 齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画より）

平成24年度以降、介護予防普及啓発事業（65歳以上の市
民への健康教育）の実施回数。平成22年度実績が58回。以
降１回ずつ増加の目標。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が自ら介護予防に安全に取組むため本事業の実施は
必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

203001
601002
806003

計画値 実績値

1 ％ 99 98.96

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

保険料については窓口及び電話応対にて納付
相談を行った。一定期間無受診者や一部未納
者については居住確認をかねて職員で訪問を
行った。２２年度から行っている窓口業務委託
についてはおおむね円滑な運用ができている。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○保険料徴収事務（コールセンター等含む）
○各種申請受付事務
○相談事務
○統計事務
○特別会計事務

平成24年度
実施内容

事業の目的
運営主体である大阪府後期高齢者医療広域連合と連係を密にしながら、適正かつ円滑に制度運営が行われるよう各種
事業を実施する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,939,622 実績額（千円）

事業概要
75歳（一定の障害があると認定された方は65歳）以上の高齢者を対象とする独立した医療制度である。大阪府後期高齢
者医療広域連合が保険者となり事務を行うが、保険料の徴収と各種届出・申請受付等の窓口業務は市が行う。

事業の対象 75歳（一定の障害があると認定された方は65歳）以上の高齢者

事務事業名 後期高齢者医療事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

健康保険課（後期高齢特会）

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

4,902,286

保険料徴収率（現年分）
大阪府後期高齢者医療広域連合収納対策計画における予
定収納率（99.0％）が大阪府統一の目標数値である。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

国民皆保険のもと必要不可欠である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

さらなる改善取り組みの必要はあるが一定の収納対策を講
じ、目標数値に近い収納率となる見込みである。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

口座振替のダイレクトメールの送付やペイジーによる口座振
替受付サービスの開始など、効率的に業務を行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

「市政だより」「市ホームページ」を活用した広報活動を行っ
ている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

203001
601002

計画値 実績値

1 人 2,740 2,393

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○健康診断助成事業
○医療費通知事業
○健康づくり支援事業
○健康啓発事業
○保健指導

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○健康診断助成事業
○医療費通知事業
○健康づくり支援事業
○健康啓発事業
○保健指導

平成24年度
実施内容

事業の目的 被保険者の健康保持と増進を図るため、保健事業を実施する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 100,413 実績額（千円）

事業概要 被保険者の健康保持と増進を図るため、生活習慣病の予防対策及び健康指導を実施する。

事業の対象 国民健康保険被保険者

事務事業名 国民健康保険　保健事業事務【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

健康保険課（国保特会）

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

84,681

各種保健事業参加者数 人間ドック助成者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズに対応するため委託医療機関を拡大した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

受診者数は年々伸びている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

受益者負担について検討し、25年度からの特定健診自己負
担無料化に伴って40歳以上の被保険者の負担額を変更し
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページ等を活用し、継続して広報に努めている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

203001
601002

計画値 実績値

1 人 28,000 20,520

2 人 82,975

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○資格の届出管理
○資格の適正化事務
○窓口の受付業務の業務委託

平成24年度
実施内容

○資格の届出管理
○資格の適正化事務
○窓口の受付業務の業務委託

資格の異動件数
資格の取得・喪失者数が国保の資格届出の適正化指標と
なる。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,207 実績額（千円） 8,382

平成24年度
計画内容

事業の対象 国民健康保険被保険者

事業の目的
いつでも、どこででも必要な医療が受けられるよう、国民健康保険の取得・喪失等に伴う資格を管理し、適正かつ円滑な
国保運営を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 国民健康保険　資格管理業務【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

健康保険課（国保特会）

事業概要
いつでも、どこででも誰もが必要な医療が受けられるよう、国民皆保険制度の理念に基づき、国民健康保険の取得・喪失
等に伴う資格を管理する。

評価の観点 評価内容

国民健康保険被保険者数 《所管課調》

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

窓口業務委託において、引き続きモデル事業を実施し、市
の役割分担は概ね妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

資格管理事務の適正化について、概ね有効に実施できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

窓口業務委託において、引き続きモデル事業を実施し、前
年度並みの効率性を維持した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事務手続きを適正に進め、透明性を一定程度高められた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

203001
601002

計画値 実績値

1 件 1,100,000 1,119,817

2 円 330,250

3 件 40 1

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○療養給付費の支給
○療養費の支給
○高額療養費の支給
○各種任意給付の支給
○高額介護合算療養費の支給　他

平成24年度
実施内容

○療養給付費の支給
○療養費の支給
○高額療養費の支給
○各種任意給付の支給
○高額介護合算療養費の支給　他

一般被保険者に係る療養給付費
の給付件数

平成19年度の一人当たり給付件数が約11件。これを一般被
保険者数の約8万人に乗じ、880,000件を計画値とする。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 31,930,130 実績額（千円） 31,766,472

平成24年度
計画内容

事業の対象 国民健康保険被保険者

事業の目的
経済的な負担の軽減を図り、いつでも、どこででも被保険者が必要な診療や各種給付が受けられるよう、国民皆保険制
度を維持する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 国民健康保険　各種給付業務【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

健康保険課（国保特会）

事業概要
被保険者証の提示により、一部負担金を負担するだけで、いつでも・どこででも必要な医療を受けられるよう国保制度を
維持する。また、各種保険給付を行う。

評価の観点 評価内容

国民健康保険医療費1人当り費用
額(年額)

《国民健康保険事業状況報告書（事業年報）、国民健康保
 険退職者医療事業状況報告書（退職者医療事業年報）》

（医療給付の療養給付等+療養費等費用額）／年間平均被
保険者数　全体（一般・老人・退職）

出産資金貸付件数 貸付件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

窓口業務委託を導入し、民間のノウハウを活用して市民
サービスの向上を図りながら実施している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

必要な医療や各種給付を受けられるよう国保制度を維持・
運用している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施手法及び業務執行体制の改善については検討可能。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページ等を活用し、継続して広報に努めている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

19

203001
601002
802004
806003

計画値 実績値

1 ％ 87.8 86.29

2 ％ 20 19.05

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○広域化の推進（国・府の動向注視）
○所得の適正把握
○収納率の向上（コールセンターの設置、債権
管理室との連携強化等）
○収納の利便性の向上（マルチペイメントの導
入）
○口座振替の推進

平成24年度
実施内容

○広域化の推進（国・府の動向注視）
○所得の適正把握
○収納率の向上（コールセンターの設置、債権
管理室との連携強化等）
○収納の利便性の向上（マルチペイメントの導
入）
○口座振替の推進

収納率の向上（現年分）
大阪府国民健康保険広域化等支援方針に沿った形での、
保険料の目標収納率（現年度分）を指標とする。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 87,055 実績額（千円） 72,021

平成24年度
計画内容

事業の対象 国民健康保険被保険者（納付義務者）

事業の目的
国民健康保険料の適正賦課及び収納対策業務を実施することにより、国民健康保険加入者が常時適切に医療を受ける
ことができるよう、国民健康保険財政の健全化並びに国民健康保険制度の継続的な維持に資することを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 国民健康保険　保険賦課収納業務【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

健康保険課（国保特会）

事業概要 国民健康保険料の賦課・収納業務を行う。

評価の観点 評価内容

収納率の向上（滞納繰越分） 滞納繰越分保険料の収納率を指標とする。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

国民健康保険事業の安定した運営の維持に事業実施は妥
当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

事業運営には必須内容であるため、継続実施していく。但
し、指標の計画値には未達であったため、今後の取り組み
強化が必要である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業の効率性を高めるため、事業整理を図りつつ、人員増
等により執行体制を強化する必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

今後も相互扶助の観点から市政だよりやホームページを利
用して情報公開を進め、市民への制度周知を図る必要があ
る。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

20

計画値 実績値

1 人 290 224

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・養成講座 12人
・推進員研修 延べ 212人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○養成講座、推進員研修の実施
平成24年度
実施内容

事業の目的
食生活改善の実践に関心を有する市民に対して、地区組織活動の実践方法を教育する養成講座を開催する。
養成講座修了者には、食生活改善を普及するボランティア活動実践者としての役割を認識してもらい、地域での普及･啓
発を目的とした活動を行うための研修を開催する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 513 実績額（千円）

事業概要
市民の食生活の改善に向け、地域での実践・普及を進める人材の育成を図るため、食生活改善推進員（ボランティア）の
養成を行う。

事業の対象 食生活改善の実践に関心を有する者

事務事業名 食生活改善推進員養成事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

420

参加延べ人数 養成講座実参加者数＋推進員研修延べ参加者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が自ら、疾病予防や健康の保持増進に取組むために
本事業の実施は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

毎年推進員を養成し、健康づくりへの取り組みを継続してい
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

一部業務委託し、推進員の養成と活動を効率的に進めてい
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより掲載などでPRしている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

計画値 実績値

1 人 350 309

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

年間４クール 1クール３回 定員15組で参加人数
も増え、保護者の正しい食生活について学ぶ機
会になった。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○母子の健康づくりの推進、及び妊産婦及び乳
幼児の保護者が正しい食生活について学ぶ機
会づくりのため、年間４クール・１クール３回・定
員15組を対象に講習会を実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 妊産婦及び乳幼児の保護者に対して正しい食生活の普及を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 355 実績額（千円）

事業概要 母子の健康づくりを推進するため、妊産婦及び乳幼児の保護者が正しい食生活について学ぶ機会づくりを行う。

事業の対象 栄養や食生活において不安のある親子及び妊産婦

事務事業名 母子栄養管理事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

229

教室受講者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

予約が定員数より多くなることもあり市民ニーズが多く、妥
当な事業だと思われる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

集団開催であるが、個別に応じて対応もできており、アン
ケートでも満足している人が多い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

試食や調理実習もあるので参加者に受益者負担をしてもら
い事業としてのコスト削減ができている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

次世代育成の視点で実施している。保健センターで実施し
ており地域分権の推進には寄与していないが、個別で相談
に応じている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

22
203001
601002

計画値 実績値

1 人 34,596 13,267

2 ％ 65 25,06

評価

妥当性 B

有効性 C

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 C

○特定健康診査の実施
○特定保健指導対象者の抽出
○未受診者への受診勧奨

平成24年度
実施内容

○特定健康診査の実施
○特定保健指導対象者の抽出
○未受診者への受診勧奨

特定健診受診者数 特定健康診査等実施計画（５ヵ年）に基づく指標。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 154,411 実績額（千円） 112,591

平成24年度
計画内容

事業の対象 当年度４月1日時点で加入者のうち、年度内に40歳から75歳となる国民健康保険被保険者

事業の目的
高齢化の進展に伴い、生活習慣病の増が懸念される中、保健事業の充実や質の高い効率的な医療を提供する取り組み
を進めることにより、被保険者の健康増進と、医療費の適正化を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 保健事業（特定健康診査事業）【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

健康保険課（国保特会）

事業概要
40才以上の国保加入者に対しメタボリックシンドローム該当者及び予備群を抽出するための特定健康診査を保健推進課
と連携を図りながら実施する。

評価の観点 評価内容

特定健康診査受診率
高齢者の医療の確保に関する法律に定める特定健康診査
の受診率(受診者数/対象者数×100）　(国保加入者のみ）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

保険者に義務付けられた事業であるが、市民の健康づくり
を所管する保健推進課に事務委任し、国保連合会に一部の
事務を委託して、おおむね円滑に実施している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

国が示す目標受診率を達成できておらず、一層の受診率向
上の取り組みが必要である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

受益者負担について検討し、25年度から自己負担無料化を
実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域イベントでのＰＲを含め、市政だより・ホームページ等を
活用し、継続して広報に努めている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

○ 18

計画値 実績値

1 人 3,720 4,097

3 人 500 36

4 人 4,000 2,194

5 人 680 505

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

平成24年度
計画内容

○各種健（検）診受診率向上に向けた啓発や勧
奨方法の工夫
○健診結果に基づく事後フォロー

平成24年度
実施内容

各種健（検）診受診率向上に向けた啓発・受診
勧奨
健診結果に基づく事後フォロー

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 58,826 実績額（千円） 51,673

活　動　指　標

事業の対象 健康増進法に定める年齢に達した市民（骨密度検診、成人歯科健診については市独自での年齢設定あり）

事業の目的
各種健康診査を受診することにより、疾病の疑いのある者又は危険因子を持つ者をスクリーニングし、疾病の予防・早期
発見を図るとともに、医療機関への受診を指導することにより健康についての認識と保持増進を目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 健康増進事業（健康診査等） 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

事業概要
生活習慣病予防と疾患の早期発見、及び生活習慣病に関する正しい知識の普及啓発を目的とし、特定健康診査等、健
康増進法に基づく健康診査、骨密度検査、歯科健診、肝炎ウィルス検診を市内委託医療機関や保健センター等において
実施する。

歯科健診受診者数
「第４期高齢者保健福祉計画」の計画値を参考に125/年の

 増加を目標とする。
計画値はマニフェストから引用。

健康診査（健康増進法に基づく）

生活保護受給者等、高齢者の医療に関する法律第20条の
加入者に含まれない40歳以上の者に関する健診。生活保
護受給者のうち満40歳以上を5,000人とし約10％受診すると
見込む。

肝炎ウイルス検診
肝炎ウイルス検診は平成18年度までの実施。平成19年度よ
り経過措置で継続。対象者は４０歳以上で同検診を受けた
ことのない者。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業案内の全戸配布や市政だより掲載などでＰＲに努めて
いる。

評価の観点 評価内容

骨密度検査 骨密度検査受診者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が自ら、疾病予防と健康の保持増進に取り組むために
必要な事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

事業案内の全戸配布などＰＲに努めた。
利便性を図るため骨密度検査は肺がん検診と、肝炎ウィル
ス検診は住民健診との同時実施を継続している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

アルバイト人員を活用するなど効率的な事業実施に努め
た。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

計画値 実績値

1 人 900 894

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業
　健康回復教室　２回　26人
　１泊２日ﾘﾊﾋﾞﾘ １回　22人
・家庭療養指導事業　　501件
・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種助成事業　345人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業
健康回復教室　２回30人
１泊２日ﾘﾊﾋﾞﾘ１回延20人
○家庭療養事業600件
○ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種費用助成事業　300人

平成24年度
実施内容

事業の目的
公害認定患者に対し、リハビリ、家庭療養指導、インフルエンザ予防接種費用助成等の保健福祉事業を行うことにより、
その健康回復及び保持・増進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 8,236 実績額（千円）

事業概要
公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、リハビリ、家庭療養指導、インフルエンザ予防接種費用助成等の事業を
実施。

事業の対象 公害認定患者

事務事業名 公害保健福祉事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

5,313

利用参加人数 公害保健福祉事業納付金実績報告書の数値

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法に基づき認定患者の健康回復、保持、増進のため事業実
施は必要でありおおむね妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

家庭療養指導事業については、実績が達成できなかった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

補助事業であり、また嘱託職員の配置など、概ねコスト効率
はよい。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

法により対象者や事業内容等が特定されているため評価が
難しい面があるが透明性等に努めている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

計画値 実績値

1 人 2,300 2,033

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

対象乳児数　　 2,033人
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ後　    714人
問診　　　　　　　　260人
血液検査指導　　 22人
食事栄養指導　　122人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○対象乳児数　2,300人
○ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ後　1,000人
○問診　　　　　500人
○食事栄養指導　150人

平成24年度
実施内容

事業の目的
生後６カ月児を対象に、ぜん息・アレルギｰ健診のアンケｰトによるスクリｰニングを行い、専門医による検診、食事指導等
を実施することによって疾病に対する健康予防を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,887 実績額（千円）

事業概要
ぜん息・アレルギーの早期発見と疾病予防・健康増進を図るため、公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、生後
６ヶ月児を対象に専門医によるぜん息・アレルギー健診を行う。

事業の対象 生後６ヶ月児

事務事業名 環境保健事業（健康診査事業） 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

2,921

参加人数
健康被害予防事業助成金実績報告書の数値(アンケート送
付数）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

ぜん息アレルギー早期予防のため必要な事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

少子化で対象者が減少傾向である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

全額補助事業である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

対象者に案内状等送付している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

計画値 実績値

1 人 65 56

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・水泳訓練教室
　日程：７月23日～27日（５日間）
　対象者：（小１から小６）26人
・ぜん息キャンプ
　日程：８月25日～27日（２泊３日）
　対象者：（小３から小６）30人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○水泳訓練教室
日程：７月下旬(５日間)
対象者：(小１から小６)  35人
○ぜん息キャンプ
日程：８月中旬(２泊３日)
対象者：(小３から小６)   30人

平成24年度
実施内容

事業の目的
公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、気管支喘息児童・生徒の健康回復、保持及び増進を図るため、水泳訓
練、キャンプ合宿等の機能訓練事業を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,170 実績額（千円）

事業概要
気管支ぜん息を罹患している15歳未満の児童・生徒の健康回復・保持・増進を図るため、公害健康被害の補償等に関す
る法律に基づく予防事業として各種の機能訓練事業を実施する。

事業の対象 小1から小６の気管支喘息息罹患者

事務事業名 環境保健事業（機能訓練事業） 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

3,666

参加人数
健康被害予防事業助成金実績報告書の数値(事業参加人
数）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

ぜん息児の健康回復、予防のため必要な事業と考えてい
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

特定対象者のため、実績値の伸びはなかった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

環境再生保全機構の補助を受け、職員が減る両事業とも委
託化を図った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

対象者に対して、市政だより等でＰＲをおこなっている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

計画値 実績値

1 人 125 112

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

講習会を年６回実施。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○講習会の実施（年６回）
平成24年度
実施内容

事業の目的
口腔内衛生の確保
及び歯科診療が必要となったとき、支障なく診療を受診できるような訓練の場を設ける。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 526 実績額（千円）

事業概要
障がい児（者）の円滑な歯科受診を促すとともに、健康の増進を図るため、歯科疾患の予防講習やブラッシング指導を行
う。

事業の対象 障がい者（児）のうち希望者

事務事業名 障がい者（児）歯科予防教室事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

498

年間延べ利用者数 延べ参加者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が自ら、疾病予防や健康の保持増進に取組むため本
事業の実施は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

PR等により増加傾向。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業案内の全戸配付や市政だより掲載などでＰＲに努めて
いる。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

801014

計画値 実績値

1 人 150 125

評価

妥当性 B

有効性 D

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 D

・健康回復奨励金受給資格者  791人
・ 健康回復奨励金受給者　   125人
15歳以上の対象者は受給資格者122人は資格
者ではなくなり、新規申請者38人分が増加して
いくが、全体としては年々減少していく。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○奨励金支給延人数　150人
平成24年度
実施内容

事業の目的
気管支ぜん息又はぜん息性気管支炎にかかっている児童の症状や病気原因を把握し、その予防と健康回復を図ること
によって福祉の増進に資する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,479 実績額（千円）

事業概要
気管支ぜん息やぜん息性気管支炎にかかっている児童の健康回復を促すため、病気の原因や症状の把握など支援事
業を行う。

事業の対象 15歳未満の気管支ぜん息児等

事務事業名 特定呼吸器疾病予防回復事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

1,816

支給者延人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

申請者は40人前後と横ばいだが毎年申請者はある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値を維持している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

代替案についての検討しているが現事業ほどの効果はな
い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

次世代育成支援の視点で実施



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

計画値 実績値

1 人 12,558 4,533

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

各種健（検）診受診率向上に向けた啓発
健診結果に基づく事後フォロー

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○電話、面接等による個別指導及び助言の実
施

平成24年度
実施内容

事業の目的
心身の健康に関する個別の相談に応じ必要な指導及び助言を行い、家庭における健康管理に資することを目的として実
施する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 149 実績額（千円）

事業概要 健康増進法に基づき、心身の健康に関する個別の相談に応じ必要な指導及び助言を、電話、面接等により実施する。

事業の対象 40歳から64歳までの市民とその家族

事務事業名 健康相談事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

193

健康相談実施人数
 健康相談実施延べ人数＝39人×実施回数

平成23年度321回・平成24年度322回・平成25年度323回・
平成26年度324回

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が自ら、疾病予防や健康の保持増進に取組むため本
事業の実施は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

事業案内の全戸配布などＰＲに努めた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

アルバイト人員の活用など事業の効率化に努めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業案内の全戸配布や市政だより掲載などでＰＲに努めて
いる。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

計画値 実績値

1 千円 1,366 1,325

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・認定審査会（委員13人）
・開催回数12回
・審査延件数725件
・補償給付費
　件数　23,459件
　金額　955,252,744円

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○認定審査会(委員13人)
開催回数12回
審査延件数850件
○補償給付費
件数　24,000件
金額1,087,321千円

平成24年度
実施内容

事業の目的
公害による健康被害者に対し、法に基づき、審査による補償給付を行うことにより、公害健康被害者の迅速かつ公正な保
護及び健康の確保を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,062,160 実績額（千円）

事業概要
公害による健康被害者の迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図るため、公害健康被害の補償等に関する法律に基
づき、認定審査を行い、補償給付を実施する。

事業の対象 公害認定患者

事務事業名 公害健康被害補償事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

980,466

一人あたり補償費 補償給付費納付金÷年度末患者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法に基づき実施している

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

対象者の高齢化に伴い、一人当たりの補償費は減る傾向に
ある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

金額等の改定があれば、対象者に通知している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

21

計画値 実績値

1 人 3,900 5,620

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

成人については、熱中症対策のための訪問や
がん検診からの追跡訪問、不発弾処理避難周
知の訪問を実施。
特定健診より訪問指導対象者（特定保健指導
対象外）を選定して実施。
保護者（乳児を持つ）への訪問を実施。
母子については、妊産婦・新生児・乳幼児に加
え、未熟児の訪問を実施。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○がん検診精密検査未受診者、特定健診にお
ける特定保健指導対象者以外の要指導者等へ
の訪問指導の実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
療養上の保健指導が必要であると認められる者及びその家族に対して、保健婦等が訪問し、その健康に関する問題を総
合的に把握し、必要な指導を行いこれらの者に心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図ることを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 236 実績額（千円）

事業概要
療養上の保健指導が必要な家庭等に対して健康の保持増進を図るため、保健師等が家庭を訪問し保健指導などの指導
を行う。

事業の対象 満40歳以上で療養上保健指導が必要であると認められる者

事務事業名 訪問指導事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

118

年間延べ訪問数  成人訪問数（延べ）+母子訪問数（延べ）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が自ら、疾病予防や健康の保持増進に取組むため本
事業の実施は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

特定健診における要指導者（特定保健指導対象外）への訪
問指導は虚血性心疾患予防対策の推進（八尾市の健康課
題）に大きく貢献している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

一部外部委託により効率化を図った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

保健事業案内の全戸配布により事業のPRをしている。
関係機関との連絡調整会議の場等においても事業の周知
に努めている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

22

計画値 実績値

1 人 2,246 145

評価

妥当性 B

有効性 C

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 C

○特定保健指導の実施
（運動指導、栄養指導等）
○未利用者への利用勧奨

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○特定保健指導の実施
（運動指導、栄養指導等）
○未利用者への利用勧奨

平成24年度
実施内容

事業の目的
高齢化の進展に伴い、生活習慣病の増が懸念される中、保健事業の充実や質の高い効率的な医療を提供する取り組み
を進めることにより、被保険者の健康増進と、医療費の適正化を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,723 実績額（千円）

事業概要
40才以上の国保加入者に対しメタボリックシンドローム該当者及び予備群を抽出するための特定健康診査の結果からリ
スクに応じた特定保健指導を保健推進課と連携を図りながら実施する。

事業の対象 当年度４月１日時点で加入者のうち、年度内に40歳から75歳となる国民健康保険被保険者

事務事業名 保健事業（特定保健指導事業）【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

健康保険課（国保特会）

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

3,782

特定保健指導実施者数 特定健康診査等実施計画（５ヵ年）に基づく指標。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

保険者に義務付けられた事業であるが、市民の健康づくり
を所管する保健推進課に事務委任し、特定保健指導の実施
は専門知識のある事業者に事業委託して、おおむね円滑に
実施している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標値は達成できず、実績値の減少が続いている。
利用者の増加を目指し、保健指導プログラムの再構築やさ
らなる利用勧奨に取り組んでいく。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

マンパワー不足により専門の事業者に委託しているため、コ
スト面では課題がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

「市政だより」「市ホームページ」を活用した広報活動を行っ
ている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

○

計画値 実績値

1 人 7,225 5,811

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

保健センター及び地域において健康教育を実
施。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○保健センター及び地域における健康教育の
実施回数の増加

平成24年度
実施内容

事業の目的
生活習慣病の予防その他健康に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、健康の保持増進に資するこ
とを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 870 実績額（千円）

事業概要
生活習慣病の予防その他健康に関する事項について、正しい知識の普及を図るため、保健センター及び地域において集
団での健康教育を実施する。

事業の対象 40歳から64歳までの八尾市民及びその家族

事務事業名 健康教育事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

437

健康教育参加人数
 健康教育参加延べ人数

 平成23年度　衛生対策問題協議会目標値
平成24年度以降1回×40人ずつ増加

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が自ら、疾病予防や健康の保持増進に取組むため本
事業の実施は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

事業評価のためのアンケートを随時実施すると共に事業の
見直しを行い、常に改善に努めている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業評価のためのアンケートを随時実施すると共に事業の
見直しを行い、常に改善に努めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

保健事業案内の全戸配布、市政だよりでのPR等により事業
の周知に務めている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

計画値 実績値

1 人 0 1

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

関係機関と連携しながら対象者に応じた支援を
実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○対象者に応じた支援の実施
平成24年度
実施内容

事業の目的 地域生活がスムーズに行えるための支援及び偏見・差別意識撤廃のための啓発活動を実施する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する。

事業の対象 ハンセン病の患者であった市民

事務事業名 ハンセン病問題の解決に向けた支援 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

対象者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

民間での実施主体はない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ハンセン病患者の支援及び偏見・差別意識撤廃のための啓
発活動は、市民が元気に暮らすというめざす暮らしの姿の
実現には一定の寄与をしていると考える。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務については効率的に実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域性を活かす事業ではない。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

24

計画値 実績値

1 人 60,000 96,641

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○法定予防接種の実施
○子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の
実施
○個別通知や広報などによる予防接種率の向
上

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○法定予防接種の実施
○個別通知や広報などによる予防接種率の向
上

平成24年度
実施内容

事業の目的 感染性疾病等の発生及び蔓延を予防するために、予防接種を行い公衆衛生の向上、及び増進に寄与する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 718,372 実績額（千円）

事業概要
感染性疾病等の発生及び蔓延の予防を図るため、乳幼児、児童、生徒、及び高齢者に対して予防接種を実施する。平成
20年度より、柏原市との相互乗り入れ事業を開始するとともに、麻しん排除計画に基づく重点勧奨を実施する。

事業の対象 乳幼児、児童、生徒、及び65歳以上高齢者

事務事業名 予防接種事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

681,110

接種者数 接種者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

円滑な予防接種を実施することにより、市民ニーズにも対応
できており、事務事業の実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標を大幅に超える実績が達成されている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市内医療機関に個別予防接種を委託。手法は 適。委託
先の選択権がないため、委託料のコントロールが困難。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

予防接種が義務から勧奨へ変更されており、引き続きＰＲに
努める。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.10 疾病予防と健康づくりの推進

現状 今後

計画値 実績値

1 頭 11,000 8,577

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 C

○狂犬病の発生の予防
○公衆衛生の向上
○公共の福祉の増進
○飼犬の登録管理とあわせた予防接種の実施
○広報の充実

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○狂犬病の発生の予防
○公衆衛生の向上
○公共の福祉の増進
○飼犬の登録管理とあわせた予防接種の実施
○広報の充実

平成24年度
実施内容

事業の目的 狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止し、これを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共福祉の増進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,149 実績額（千円）

事業概要 狂犬病の発生を予防し、公衆衛生の向上・公共の福祉の増進を図るため、飼犬の登録管理とあわせて予防接種を行う。

事業の対象 飼い主・飼い犬

事務事業名 狂犬病予防事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

3,284

接種頭数 注射済頭数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

本事業は、狂犬病予防法の目的達成に寄与するものであ
り、その実施は妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

前年度実績より278頭増加した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

狂犬病の集合注射の広報を年１回掲載しているが、啓発ポ
スターの作成と掲示など、より一層ＰＲを行う必要があると考
えられる。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.11 医療サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 10,000 8,989

2 人

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 B

○医師会・歯科医師会・薬剤師会と連携し、保
健センターにおいて急病診療を実施（市内医療
機関の休診日）

平成24年度
実施内容

内科･小児科診療日数　75日 患者数8,144人
歯科診療日数　72日 患者数258人
小児科（土曜日）診療日数　49日 患者数845人

患者数 年間のべ患者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 102,973 実績額（千円） 91,455

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民周辺自治体住民

事業の目的 市内医療機関の休診日に、応急的な医療を提供することによって、市民の生命の安全を確保する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 休日急病診療事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

事業概要
市民の生命の確保を図るため、医師会・歯科医師会・薬剤師会と連携し、保健センターにおいて市内医療機関の休診日
における急病診療を行う。

評価の観点 評価内容

医師1人当たりの人口 人口（住民基本台帳+外国人登録者数）／医師数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.11 医療サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1
科目数（延
べ）

50 45

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 B

中河内二次救急医療体制の充実を図るため負
担金を支出した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○中河内医療圏における2次救急医療機関の
確保
○小児初期救急医療体制の確保

平成24年度
実施内容

事業の目的
休日急病診療所等の初期救急医療施設及び救急搬送機関との円滑な連携体制のもとに、重病救急患者の医療を確保
するとともに、小児初期救急医療を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 20,732 実績額（千円）

事業概要 中河内医療圏における2次救急医療機関の確保及び小児初期救急医療体制を確保する。

事業の対象 救急医療を必要とする患者

事務事業名 救急医療機関の充実促進 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

19,966

二次救急医療圏診療科目数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

誰もがいつでも安心して生活できるよう中河内二次医療圏
内の二次医療機関の経費の一部に対し、補助金を支出し、
二次医療機関維持に努めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.11 医療サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 病院数 19 19

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

民間医療機関の救急告示病院の増設及び診療
科目の拡充を促進するため、国及び府に対して
要望を行なった。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○民間医療機関の救急告示病院の増設及び診
療科目の拡充の促進に向けた、国及び府に対
する要望の継続

平成24年度
実施内容

事業の目的 医療提供機能の低下する休日・夜間帯での多様な救急患者に対応できる救急医療体制を整備する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 民間医療機関の救急告示病院の増設及び診療科目の拡充を促進するため、国及び府に対して要望を行う。

事業の対象 各医療機関

事務事業名 救急告示病院の充実促進 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

救急告示病院数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が健康で安心して生活していくためにも、救急告示病
院の増設は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.11 医療サービスの充実

現状 今後

139
809007
809008

計画値 実績値

1 人 4,048 3,965

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

公立病院として果たすべき役割である、救急・
周産期・高度医療等の政策医療を積極的に提
供することで、医療サービスの向上を図った。
がん診療については、乳腺外科及び血液内科
の標榜により、がん診療体制を充実させるととも
に、大阪府がん診療拠点病院の更新手続きを
進め、大阪府から再指定を受けた。
対応実績：救急患者22,705人、分娩件数749
件、がん患者数1,954人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○24時間体制の救急医療（内科・外科）提供
○輪番制（週２回）による小児救急提供
○周産期医療（産科・ＮＩＣＵ）の提供
○小児医療の提供
○がん等の高度医療の推進

平成24年度
実施内容

事業の目的 市民の健康な生活に寄与する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円）

事業概要
当院は公立病院として八尾市民に安全で良質な医療を提供する責務を負っている。
特に、民間病院では提供されにくい不採算医療分野を政策医療として担うことは、公立病院としての使命であり、その充
実を図る。

事業の対象 医療を必要とする市民等

事務事業名 政策医療の推進 担当部局・課
市立病院事務局

企画運営課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

－

救急搬送受入数 救急車で搬送され当院で受け入れた患者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

政策医療の推進において、公立病院である当院の果たす役
割は大きく、引き続き実施していく必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

八尾市立病院経営計画において目標を設定し、取組み状況
を点検・評価しながら、適切な医療サービスの提供を進め
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

あらゆる場面で、PFI事業者の支援を受けることで、民間ノウ
ハウを活用しながら、不採算分野を含む政策医療を適切に
提供した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

八尾市立病院経営計画の取り組み状況等を情報公開する
ことにより、透明性を確保しつつ医療サービスを提供した。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.11 医療サービスの充実

現状 今後

26

809007
809008
809009
809015

計画値 実績値

1 科 20 21

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

20診療科であった診療科について、血液内科、
乳腺外科を標榜し、21診療科（神経内科は標榜
から外した）とするとともに、医師の確保等、診
療体制の充実を図った。
機能拡充に向けた施設整備案をまとめ、平成25
年度からの工事着手への準備を整えた。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○施設・設備等の更新
○医療機器の更新
○診療科目の充実
○ＳＰＣとの協働によるＰＦＩ事業の推進

平成24年度
実施内容

事業の目的 市民の健康な生活に寄与する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円）

事業概要
当院は公立病院として八尾市民に安全で良質な医療を提供する責務を負っている。
このため、地域医療の実態を踏まえて、病院施設の機能強化・医療機器の充実・運営方法の見直しや診療科目の充実を
図る。

事業の対象 医療を必要とする市民等

事務事業名 診療体制の充実 担当部局・課
市立病院事務局

企画運営課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

－

診療科目 診療科目

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地域医療の充実には、診療体制の充実が不可欠であり、そ
の充実に努めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画通り診療科の充実を進めた。また、医師の確保につい
ては、平成25年３月現在で100人となり、計画を上回る確保
を行なった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

あらゆる場面でPFI事業者の支援を受けることで、民間ノウ
ハウを活用しながら診療体制の充実を進めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

標榜科の充実により、当院の医療機能を市民に適切に情報
提供した。また、PFI事業者が主体的に発行した市立病院だ
よりにより当院の情報公開に努めた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.11 医療サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 1 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

市の災害医療センターとして、地震災害等の不
足の事態に備え、災害資器材の充実を図るとと
もに、災害発生時には、速やかに体制を整備し
患者の受入れが行えるよう、即応力を高めるト
リアージ訓練等を実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

市災害医療センターとしての機能の充実
平成24年度
実施内容

事業の目的 市民の健康な生活に寄与する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円）

事業概要 災害発生時においては市災害医療センターとして医療活動を行う。

事業の対象 医療を必要とする市民等

事務事業名 災害時医療体制の充実 担当部局・課
市立病院事務局

企画運営課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

－

災害を想定した訓練の実施 災害発生時におけるトリアージ及び治療の訓練

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市の災害医療センターとして、災害時の対応に向けた準備
は重要であり、その体制整備に努めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

災害時を想定した訓練の積み重ねが災害時の対応力を高
めることから、実際を想定した訓練を行った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

PFI事業者の支援を受けることで、民間ノウハウを活用しな
がら、資器材の充実と訓練等を進めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市立病院だよりや地域医療連携室だより等に訓練の模様を
情報発信する等、市民に適切に情報提供を行った。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.11 医療サービスの充実

現状 今後

25
28

計画値 実績値

1 部 105,000 108,000

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

保健事業案内の全戸配布を行った。その他
ホームページ、市政だより等を媒体として、市民
に保健事業を周知した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○保健センターでの各種事業情報
○成人・歯科健（検）診や予防接種の委託医療
機関情報
○休日夜間診療医療機関情報の冊子の作成
及び、全市民に周知できるよう年度当初に、自
治振興委員会等の協力を得て全戸配布

平成24年度
実施内容

事業の目的
保健センターでの全事業を広く市民に周知することにより、各健（検）診受診率の向上、各保健事業の参加者の増、予防
接種率の向上等、市民への保健サービスの向上が図れる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
係・業務別に作成配布している事業案内（老健事業、母子保健事業、予防接種事業、休日急病診療事業等）を、保健セン
ター事業として統合したＰＲ用パンフレットを作成し、全市民に周知できるよう年度当初に、自治振興委員会等の協力を得
て全戸配布する。

事業の対象 市民

事務事業名 保健センター事業広報の充実事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

保健事業案内配布数 保健事業案内配布数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民に対し、様々な媒体を用いて、各種健診受診率の向
上、保健事業参加者数の増、予防接種率の向上等を図っ
た。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

様々な媒体を用い、一定保健事業の周知が図られ、受診率
の向上が図れた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

様々な媒体を用いて、一括して案内することで市民サービス
の向上と業務の効率化が図れた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民に積極的な情報提供・ＰＲを行った。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.12 地域医療体制の充実

現状 今後

○ 27
809007
809008

計画値 実績値

1 ％ 60 60

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

逆紹介率の向上、登録医制度や開放病床の運
用等の用件整備を行い、地域医療支援病院の
承認を得た。
八尾市立病院病診薬連携システムについて
は、ネットワークの整備を進め、接続施設数は
平成25年３月時点で35施設となった。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○紹介率・逆紹介率の向上に向けた広報活動
○病診連携システムの検討及び導入
○クリティカルパスの運用
○地域医療支援病院の要件整備及び承認

平成24年度
実施内容

事業の目的 地域の医療機関との適切な役割分担のもと、医療サービスを提供するとともに、かかりつけ医を持つことを促進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円）

事業概要
当院は公立病院として八尾市民に安全で良質な医療を提供する責務を負っている。
特に八尾市の中核病院として病病連携・病診連携を積極的に推進する。

事業の対象 医師会、歯科医師会、薬剤師会、病院、診療所等

事務事業名 地域医療連携推進事業 担当部局・課
市立病院事務局

企画運営課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

－

逆紹介率
初診患者のうち、当院で治療を終えた後、紹介元の地域の
医療機関（かかりつけ医）などへ送り返した患者が占める割
合。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地域医療の質の向上に寄与するとともに、地域医療連携の
中核を担うことが求められる地域医療支援病院の承認を得
るとともに、ネットワークシステムの導入により、さらなる連携
の充実を図った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

地域医療支援病院の承認要件の整備は逆紹介率の向上に
寄与しており、地域医療連携を進めた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

PFI事業者の支援を受けることで、民間ノウハウを活用しな
がら、当院の医療について情報提供を進めることにより、地
域医療連携の活性化を図った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域医療連携を進めるため、市立病院公開講座の開催等
により、当院の医療機能を市民に積極的に情報提供した。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.12 地域医療体制の充実

現状 今後

27
28

計画値 実績値

1 ％ 76 73.2

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

医師会等の関係機関へ在宅医療体制の充実を
図るため、協力要請し、連携を図った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○外来診療や寝たきりの高齢者等に対する在
宅医療体制の充実を図るため、医師会等関係
機関への協力要請の実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 外来診療機能や寝たきり高齢者に対する在宅医療体制の充実を図り、市民の健康に保持・増進に資する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） - 実績額（千円）

事業概要 外来診療や寝たきりの高齢者等に対する在宅医療体制の充実を図るため、医師会等関係機関への要請を行う。

事業の対象 市内各医療機関

事務事業名 かかりつけ医等の普及促進 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

かかりつけ医を持っている市民の
割合

市民意識調査

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

安心してくらせる地域社会づくりには不可欠な内容で、事業
の実施は概ね妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

昨年度よりやや実績が低下しているが、近年の傾向では目
標値に近づきつつある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

おおむねコスト節減は実現したと思われる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

かかりつけ医等の必要性については保健事業案内・HPの
掲載の他、健康教育・相談等のさまざまな機会を通じて行っ
ており、概ね取り組みが進められた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.2 医療・保健の体制の整備

施策No.12 地域医療体制の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 2,040 2,505

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

各種保健福祉サービスとの連携を図りながら、
医師の指示に基づき看護師等が訪問し、在宅
において看護に重点をおき、療養上のケア、診
療の補助、家族に対する支援を行なった。ま
た、患者が居宅で安心して療養生活が送れるよ
う、24時間連絡体制をとり、いつでも看護相談を
受け、必要に応じて臨時に訪問した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○在宅療養者の心身の機能の維持回復や介
護家族の負担の軽減を図るため、医師の指示
に基づく看護師や理学療法士の家庭訪問及
び、療養者への清拭の処置や医療器具の管理
指導、リハビリテーションなどを実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
寝たきり者等の生活の質の確保に資する見地から、主治医の指示に基づき在宅における療養生活を支援し、その心身
の機能の維持回復をめざすとともに、家族などへの介護指導・援助を行い、介護負担の軽減を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 24,548 実績額（千円）

事業概要
在宅療養者の心身の機能の維持回復や介護家族の負担の軽減を図るため、医師の指示に基づき看護師や理学療法士
が家庭を訪問し、療養者への清拭の処置や医療器具の管理指導、リハビリテーションなどを行う。

事業の対象 主治医が在宅での療養を必要と認める寝たきり者等

事務事業名 訪問看護事業(八尾市訪問看護ステーション） 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

17,928

年間訪問サービス提供数 年間訪問サービス提供数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

医師の指示書に基づき、訪問看護を実施するため、利用者
の把握は適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

前年度実績に比べ延べ訪問回数は増加している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

受益者負担は、介護保険等各法律に基づき適正に負担い
ただいている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

○

計画値 実績値

1 回 5 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○第3次八尾市地域福祉計画・地域福祉活動
計画を策定した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○第３次地域福祉計画・地域福祉活動計画策
定委員会による両計画の策定

平成24年度
実施内容

事業の目的
地域福祉計画及び社会福祉協議会の地域福祉活動計画に基づいて地域福祉を推進することによって、本市の総合計画
に掲げる施策「ともに支えあう地域福祉のしくみづくり」の達成を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,818 実績額（千円）

事業概要
地域福祉計画の策定及び進行管理を行い地域福祉を推進する。地域福祉計画と関連の深い八尾市社会福祉協議会の
地域福祉活動計画の策定及び進行管理とあわせて市と社会福祉協議会とが共同で行う。

事業の対象 市や社会福祉協議会等

事務事業名 地域福祉計画推進事業 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

5,805

会議開催数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

計画を策定し地域福祉についてのグランドデザインを描くの
は市の責務であり事業としては妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

地域福祉推進に有効な工程表となった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

当初予定コストを下回る実績で策定した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民委員の参画を得て素案をまとめ、パブリックコメントを通
して市民全般の意見をいただいた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 回 3 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○第３次八尾市地域福祉計画・地域福祉活動
計画を策定した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○第３次地域福祉計画・地域福祉活動計画策
定委員会による両計画の策定

平成24年度
実施内容

事業の目的
地域福祉計画及び社会福祉協議会が策定した地域福祉活動計画に基づいて地域福祉を推進することによって、本市の
総合計画に掲げる地域福祉の推進と福祉サービスの提供の充実を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
地域福祉計画の策定及び進行管理を行い地域福祉を推進する。地域福祉計画と関連の深い八尾市社会福祉協議会の
地域福祉活動計画の策定及び進行管理とあわせて市と八尾市社会福祉協議会とが共同で行う。

事業の対象 市社会福祉協議会等

事務事業名 地域福祉推進住民協働参画事業 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

0

部会開催回数（延べ）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

計画を策定し地域福祉についてのグランドデザインを描くの
は市の責務であり事業としては妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

地域福祉推進に有効な工程表となった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

当初予定コストを下回る実績で策定した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民委員の参画を得て素案をまとめ、パブリックコメントを通
して市民全般の意見をいただいた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 40,000 29,823

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○指定管理者による管理運営
○錦温泉耐震補強及び給湯設備の更新

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○指定管理者による管理運営
○共同浴場のあり方の検討
○錦温泉耐震補修

平成24年度
実施内容

事業の目的
住民の福利厚生を図るため、引き続き運営する。
住民の保健衛生に寄与している。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 36,169 実績額（千円）

事業概要 住民の福利厚生を図るため、市立共同浴場を設置、運営を行っている。

事業の対象 共同浴場の利用者

事務事業名 市立共同浴場管理運営事業 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

33,285

共同浴場錦温泉利用者数
市営住宅の浴場設置率の増加に伴い、入浴者数の減少が

 予想されるが、入浴者の維持を目標指数としている。
平成22年度末を持って、新生温泉を廃止。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市営住宅の浴室設置率等を考慮し、事業実施している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

施設補修があり、一定期間休業していたことも利用者数に
影響している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務の執行体制は効率的であるが、施設規模や老朽化等
の要因がありコスト削減も限界がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

指定管理者とともに透明性の高い運営を心がけている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 団体 10 4

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・障がい者福祉推進
・市民福祉活動促進
・ボランティア活動支援

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○障がい者福祉推進
○市民福祉活動促進
○ボランティア活動支援
○新たな活用方法の検討

平成24年度
実施内容

事業の目的
地域福祉活動推進のための、市民活動を促進するため、先導的事業に助成する。
また、本市が行う地域福祉推進のための単独事業の拡大及び新規事業の推進を図る。
市民の自主的・自立的地域福祉活動の促進と、地域福祉推進体制の充実を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,199 実績額（千円）

事業概要
地域福祉推進基金を活用して、市民グループ、NPO等から地域福祉推進のための活動を募集し、活動を助成すること
で、住民福祉活動の促進及び住民団体同士のネットワークの構築を図る。

事業の対象 市民

事務事業名 地域福祉推進基金活用事業 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

871

地域福祉推進事業助成金申請団
体数

地域福祉推進事業助成団体数（助成確定団体数）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が自らの意志で行なう地域福祉活動や市民の福祉意
識の向上に寄与する事業に対し助成を行うものであり妥
当。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民が自らの意志で行なう活動に対する助成であり実績値
に変動がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

基金の活用方法を検討する余地がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

団体に助成金を渡すだけでなく、助成期間終了後も地域福
祉活動を継続できるよう運営委員より助言があり地域福祉
の推進に寄与している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 世帯 1,160 697

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○遺族援護事務とあわせて地域福祉政策課に
て実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○遺族援護事務とあわせて地域福祉政策課に
て実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 八尾市遺族会活動に対する協力を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 遺族会庶務事務

事業の対象 戦没者遺族

事務事業名 遺族会事務(団体事務局) 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

遺族会会員世帯数 平成16年度の世帯数を目標（1,160世帯）とする。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

会員の高齢化等により会員世帯数が減少傾向にある中で、
事務局を会自体が担うことは困難であるため今後も最小限
の関与で実施していく。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

会員世帯数は減少傾向にある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的に実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

会員に対する必要な情報提供に努めた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

801006

計画値 実績値

1 回 19 19

評価

妥当性 -

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

保護司会活動に必要な事務を行う
社会を明るくする運動の事務局を社会福祉協議
会へ移管し、社会福祉協議会にて実施した

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○保護司会活動に対する補助事務社会福祉協
議会にて実施
○社会を明るくする運動は市が実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 保護司会活動に対する協力を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 保護司会活動に協力し、必要な事務を行う

事業の対象 保護司会会員

事務事業名 保護司会事務(団体事務局) 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

理事会等会議開催数 理事会等年度内に開催する会議開催数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画どおり実施した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的に事務ができている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

積極的にＰＲ活動（社会を明るくする運動等）に努めた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

201001
801006

計画値 実績値

1 ％ 100 96.1

2 地区数 0 0

評価

妥当性 -

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○社会福祉協議会にて実施
平成24年度
実施内容

社会福祉協議会において、民生委員児童委員
の職務に関する連絡調整・関係行政機関との
連携強化・研修実施等のための事務を実施し
た。

民生委員児童委員等の充足率 定数に対する充足率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,843 実績額（千円） 1,843

平成24年度
計画内容

事業の対象 民生委員児童委員

事業の目的
民生委員法に基づき厚生労働大臣によって委嘱された民生委員児童委員は、市町村単位で協議会の設置が義務づけら
れており、その任務・関係行政機関の関わり方も定められている。それを実施していくため
の事務を行う。

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 民生委員・児童委員協議会事務(団体事務局) 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

事業概要 八尾市民生委員児童委員協議会庶務事務

評価の観点 評価内容

子育てサロン「はとぽっぽ」実施地
区数

子育てサロン「はとぽっぽ」を新たに実施する委員会数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標どおり実施した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的に事務を遂行した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

積極的に広報活動を行った。（民生委員・児童委員活動PR）
研修を継続して実施した。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

201001

計画値 実績値

1 回 3 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 B

推薦会を３回開催した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○推薦会を３回開催
平成24年度
実施内容

事業の目的 民生委員法第5条第２項による民生委員の推薦事務を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 288 実績額（千円）

事業概要 八尾市民生委員推薦会として八尾市域を担当する民生委員児童委員・主任児童委員の推薦を行う。

事業の対象 各種市民代表

事務事業名 民生委員推薦会事務 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

232

推薦会開催回数 民生委員推薦会年間開催予定回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

年間３回開催。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的に事務を遂行した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

推薦会は非公開。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

○
201001
807006

計画値 実績値

1 人 95 108

2 人 3 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○補助金交付（・八尾市社会福祉協議会運営
補助金・八尾市日常生活自立支援事業補助
金・八尾市社会福祉関係団体育成事業補助
金）

平成24年度
実施内容

（社）八尾市社会福祉協議会運営補助金交付
八尾市小地域ネットワーク活動推進事業補助
金交付
八尾市地域福祉権利擁護事業補助金交付
八尾市地域福祉住民活動育成事業補助金交
付
八尾市社会福祉関係団体育成事業補助金交
付
八尾市ボランティア活動振興補助金交付

日常生活自立支援事業契約件数 日常生活自立支援事業契約件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 90,514 実績額（千円） 89,934

平成24年度
計画内容

事業の対象 八尾市社会福祉協議会

事業の目的 社協が自律的組織として、その機能を発揮する。

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 社会福祉協議会の充実・強化 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

事業概要
社会福祉協議会が自律的組織として活動できるよう体制強化・サービス充実を図るための必要な支援を行うとともに成果
向上のための協議や指導を行う。

評価の観点 評価内容

コミュニティーワーカー配置数 小地域ネットワーク活動を支援する社協COWの配置数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

全ての人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、
地域における「地域での支えあい」（共助）の展開が必要で
あり、共助の中核を担う社会福祉協議会の充実強化は地域
福祉の推進に不可欠である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画的に推進されている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

補助要綱に基づき適正に支出している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

各事業については社会福祉協議会を通じて適宜市民の方
に対する情報提供やＰＲが行われている。また、ボランティ
アの育成などを通じてコミュニティを支える人材育成に寄与
している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

29 201001 ○

計画値 実績値

1 人 80,000 39,474

2 人 8,000 5,092

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○補助金交付（・八尾市小地域ネットワーク活
動推進事業補助金交付要綱　・八尾市地域福
祉住民活動育成事業補助金交付要綱）

平成24年度
実施内容

○補助金交付（・八尾市小地域ネットワーク活
動推進事業補助金交付要綱・八尾市地域福祉
住民活動育成事業補助金交付要綱）

小地域ネットワーク活動のグルー
プ援助活動参加者数（延べ人数）

ふれあい食事サービス、いきいきサロン活動、地域リハビリ
活動、世代間交流活動、子育て支援活動、その他の活動へ
の延べ参加者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 15,423 実績額（千円） 15,423

平成24年度
計画内容

事業の対象 八尾市社会福祉協議会（地区福祉委員会）

事業の目的 地区福祉委員会活動の充実によって、小地域における自助・共助の仕組みを作ることにより地域福祉を推進する。

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 小地域ネットワーク推進事業 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

事業概要
社会福祉協議会に対して、その内部組織である地区福祉委員会とその活動である小地域ネットワーク活動に対する補助
金を交付することで、社会福祉協議会が地域福祉推進の中核的機関としての機能を十分に発揮できるよう支援する。

評価の観点 評価内容

小地域ネットワーク活動の個別援
助活動参加者数（延べ人数）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地区福祉委員会が取り組む小地域ネットワーク活動は、地
域の共同性、連帯感を地域に取り戻し、福祉機能を備えた
システムを構築する手段として地域福祉の推進に寄与して
おり、地域の自主性独自性を尊重する市の関わり方は妥当
である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

これまで各地区福祉委員会が小地域ネットワーク活動として
取り組んできた事業・活動を、まちづくり協議会（設立準備
会）と役割分担されたことなどにより、前年度の数値より減
少した結果となった。しかし、地域では、まちづくり協議会の
取組みとあわせてより地域福祉の推進が図られていること
から事業として有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

小地域ネットワーク活動のコーディネートを担うコミュニ
ティーワーカーを通じて直接的に推進している社会福祉協
議会に、そうしたスキルを持った人員が不足するなど業務執
行体制に課題がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

昭和30年代から地域に順次設立され、平成10年度に小地
域ネットワーク活動として制度化されるまでにも、各地域の
福祉的課題に沿った活動を展開しており、まさに市民参画、
地域分権の先駆けといえる活動である。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

30

計画値 実績値

1 人 1,500 1,787

2 人 1,809 1,823

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○補助金交付（・八尾市ボランティア活動振興
補助金《「八尾市地域福祉推進基金」より支
出》）

平成24年度
実施内容

○補助金交付（・八尾市ボランティア活動振興
補助金《「八尾市地域福祉推進基金」より支
出》）

ボランティア講座参加者人数
Ｖお試し講座のべ人数＋Ｖ体験プログラム延べ人数＋精神
保健福祉Ｖ講座のべ人数＋Ｖのためのバルーンアート講座
のべ人数＋Ｖ活動展のべ人数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,420 実績額（千円） 2,292

平成24年度
計画内容

事業の対象 八尾市社会福祉協議会

事業の目的
補助金を交付することにより、事業が円滑に実施され、ボランティア活動の振興を図り、もって住民福祉の向上に寄与す
ることを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 社会福祉協議会ボランティアセンターの充実･強化 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

事業概要 八尾市社会福祉協議会ボランティアセンターの運営に必要な支援を行うとともに成果向上のための協議や指導を行う。

評価の観点 評価内容

ボランティアセンターにおける福祉
ボランティア登録者数

ボランティア保険加入者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

福祉課題が複雑化・多様化し、ボランティア活動への期待が
高まる中、ボランティアを発掘し、具体的な活動に結びつけ
るボランティアセンター事業は地域福祉推進に必要な事業
である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

新たなボランティア講座を開設するなどボランティア内容の
幅を広げたことで、講座参加者数、福祉ボランティア登録者
数が増加し、目標に近づいている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

ボランティアセンター事業を実施している社会福祉協議会に
対して助成を行うことで、ボランティアの裾野を広げる手法
は、ボランティア育成にフレキシブルに対応できるため最適
である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

様々なスキルを持った福祉ボランティアが登録されることに
より、市民協働の選択肢が広がった。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所数 3 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○コミュニティソーシャルワーカー配置事業

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○事業実施
平成24年度
実施内容

事業の目的 地域ケア体制のネットワーク化を推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 17,400 実績額（千円）

事業概要
コミュニティ・ソーシャルワーカーを配置することで身近な地域における「見守り・発見・相談・サービスへのつなぎ」機能を
強化する。

事業の対象 要援護者及び市民

事務事業名 在宅福祉ネットワークの推進及び拠点事業 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

14,931

コミュニティソーシャルワーカー配
置（生き生きネット相談支援セン
ター設置）数

コミュニティソーシャルワーカー配置(いきいきネット相談支
援センター設置）数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

コミュニティソーシャルワーカー配置については、予定より少
ないが、着実に実施している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

身近な地域における「見守り・発見・相談・サービスへのつな
ぎ」機能を地域の団体と連携して強化している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 件 20 29

2 件 0 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○指定管理者による維持管理
平成24年度
実施内容

○指定管理者による維持管理

指定管理者による補修件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 40,627 実績額（千円） 40,627

平成24年度
計画内容

事業の対象 在宅福祉サービスネットワークセンター

事業の目的 安全性の確保及び施設の効率的維持管理、耐久性の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名
在宅福祉サービスネットワークセンター

管理運営業務
担当部局・課

健康福祉部

地域福祉政策課

事業概要 在宅福祉サービスネットワークセンターの施設の維持管理及び補修

評価の観点 評価内容

市による補修件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 件 10 25

2 件 0 7

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○指定管理者による管理運営
平成24年度
実施内容

○指定管理者による管理運営

指定管理者による補修件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 34,743 実績額（千円） 37,813

平成24年度
計画内容

事業の対象 八尾市立福祉会館会館利用者

事業の目的 安全性の確保、施設の効率的維持管理、耐久性の向上及び会館事業の効率的効果的運営を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 社会福祉会館管理運営業務 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

事業概要 八尾市立福祉会館の維持管理、補修及び会館で行う事業の運営

評価の観点 評価内容

市による補修件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指定管理者による管理運営は効果的であるものの、施設の
老朽化にともなって指定管理者、市ともに修繕が増加してい
る。特に指定管理料では対応できない市による修繕が増加
傾向にある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

施設･設備の老朽化にともない、修繕費、光熱水費が増加し
ており、全体のコストは増加傾向にある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

801005

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○特別給付金、特別弔慰金の受付
○国債の交付事務
○戦没者追悼式の実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○特別給付金、特別弔慰金の受付
○国債の交付事務
○戦没者追悼式の実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 戦傷病者及び戦没者への弔意及び遺族への慰藉を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 784 実績額（千円）

事業概要
特別給付金、特別弔慰金の受付、国債の交付事務
戦没者追悼式の実施

事業の対象 戦傷病者戦没者の遺族

事務事業名 戦傷病者、戦没者遺族等の援護事務 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

706

第９回特別弔慰金申請者に対する
国債発給済み率

国債受取済み数／申請者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

戦没者遺族が高齢化しており、戦没者を追悼し、平和を祈
念する方法を慎重に検討していく必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 回 4 3

2 団体 8 5

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○福祉有償運送協議会関連事務
○福祉有償運送利用希望者への情報提供

平成24年度
実施内容

○福祉有償運送協議会関連事務
○福祉有償運送利用希望者への情報提供

運営協議会の開催数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 事業者や市民

事業の目的 移動制約者に必要な旅客運送を確保し、地域福祉の向上に寄与する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 福祉有償運送関係事務 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

事業概要
道路運送法第79条の２に基づく福祉有償運送を行いたい事業者が登録申請を陸運支局に行うために必要となる申請書
類を大阪府中部ブロック福祉有償運送運営協議会で協議が整うように助言や相談等を行うとともに運営協議会構成市の
担当課として必要な事務を行う。また、福祉有償運送を利用したいと考えている移動制約者に対して情報提供を行う。

評価の観点 評価内容

八尾市からの登録団体数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 冊 0 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○ガイドブックを活用した健康福祉部内研修の
実施
○ガイドブックを活用した円滑な市民応対、情報
提供の実施
○次回発行に向けた検討

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○ガイドブックを活用した健康福祉部内研修の
実施
○ガイドブックを活用した円滑な市民応対、情報
提供の実施
○次回発行に向けた検討

平成24年度
実施内容

事業の目的
健康福祉分野の仕事がわかりやすく伝わることでサービスを利用しやすくなったり、市の事業についての理解が深まる。
冊子と同じ内容のデータをホームページに掲載し、タイムリーに更新することで市民の方がよりサービスについて理解で
きるようになる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
平成23年度発行の「暮らしのガイド」のうち健康福祉分野の掲載記事について、部内で「簡潔さ」「わかりやすさ」「詳細情
報へのアクセスのしやすさ」などの視点で検討を行う。広告収入に基づき市の歳出なしで作成し全戸配布も行う。

事業の対象 市民等

事務事業名 市民向け福祉ガイドブックの作成及び活用 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

発行部数

平成23年度より3年に一回発行することとなった八尾市暮ら
 しのガイドブックにおいて

福祉に関する事業だけでなく市役所全体の事業案内をわか
りやすさに配慮して作成し配布するため、発行部数としてい
る。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 開催回数 3 1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

１回開催した。
（地域密着型サービスの指定を行おうとするとき
に、介護保険の被保険者その他の関係者の意
見を反映させるために講じる必要な措置として
開催するもので、今年度においては指定案件が
１件のみであったため、１回の開催となったも
の。）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市地域密着型サービス運営協議会の開
催

平成24年度
実施内容

事業の目的
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった者に対して、住み慣れた地域で、地域の特
性に応じた多様で柔軟なサービスを提供することにより福祉の増進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 428 実績額（千円）

事業概要 介護保険法に基づく、地域密着型サービス事業者の指定、指導、変更の届出等の受理等を行う。

事業の対象 指定地域密着型サービス事業者等

事務事業名 地域密着型サービス事業 担当部局・課
健康福祉部

福祉指導監査課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

135

八尾市地域密着型サービス運営
協議会

地域密着型サービスの適正かつ公平性・透明性の高い制
度運営を確保するための会議

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

介護保険法に規定されているため、市の関与の見直しの余
地はない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

地域密着型の指定にあたり、介護保険の被保険者その他
の関係者の意見を反映させるのに有効であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業所新規指定の必要性に応じて運営協議会を開催し、そ
の回数に応じた委員報酬の支払いを行っており、実施の方
法は最適である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

認知症対応型共同生活介護事業所等では、運営推進会議
として２ヶ月に一度、地域の代表として高齢クラブや民生委
員に参加していただき、協働の取り組みを進めている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

801016

計画値 実績値

1 回 10 9

2 回 50 2

3 回 10 0

4 回 4 0

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○児童福祉施設設置にかかる認可等
○指定障がい福祉サービス事業者の指定等
○指定居宅サービス事業者の指定等
○特別養護老人ホーム（定員29名以下）の設置
の認可
○老人デイサービスセンター等の設置の届出
受理
○有料老人ホーム設置届等の受理等
○社会福祉法人の設立認可等
○社会福祉事業（隣保事業）開始の届出の受
理等

平成24年度
実施内容

計画通り、平成24年度中に大阪府より８つの事
務権限の移譲を受け、その方向性を確立した。

社会福祉法人への指導監査
市内38施設について、大阪府社会福祉法人等指導監査実
施方針に基づき、２年に一度の指導監査を行う。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,066 実績額（千円） 3,603

平成24年度
計画内容

事業の対象 社会福祉法人等

事業の目的 地域に密着した行政サービスを提供することができる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 社会福祉法人の設立認可等に係る事務 担当部局・課
健康福祉部

福祉指導監査課

事業概要

大阪版地方分権推進制度実施要綱等により権限移譲される事務のうち、社会福祉事業（隣保事業）開始の届出の受理、
保育所・児童館の設置認可、障害福祉サービス事業者の指定等、指定居宅サービス事業者の指定等、特別養護老人
ホーム（定員29名以下）の設置の認可、有料老人ホーム設置届け等各種届出の受理及び運営指導等、社会福祉法人の
設立認可等の事務の執行

指定居宅サービス事業者への実
地指導

市内650事業所について、毎年度定める実施計画に基づ
き、５年に一度実地指導を行う。

指定障がいサービス事業者のへ
の実地指導

市内250事業所について、毎年度定める実施計画に基づ
き、３年に一度実地指導を行う。

有料老人ホームへの立入検査
市内12事業所について、毎年度定める実施計画に基づき、
３年に一度立入検査を行う。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

社会福祉法人に関する情報公開請求に対し適切に対応で
きているほか、施設や事業所に関する情報の公開など、透
明性は保たれている。

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

大阪府より権限移譲を受けている事務であるため、事務事
業は妥当であり、市の関与や役割分担を見直す必要はな
い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

代表指標である社会福祉法人への指導監査については、
計画値を概ね達成できたことから、有効性は評価できる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務の実施方法等については、円滑かつ効率的に遂行が
出来るよう意識するとともに、社会福祉法人や事業者、関係
機関などの協力も得ながら適切に実施することが出来てい
る。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 回 17 3

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

立入調査３件実施した。
（平成23年度に実施した立入調査の結果、適合
施設と認められる施設が比較的多くみられたこ
とから、今年度は当時適合施設とは認められな
かった施設３ヵ所のみに立入調査を実施するこ
ととなった。）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○認可外保育施設からの届出
○認可外保育施設への立入調査
○放課後児童権限育成事業の届出

平成24年度
実施内容

事業の目的 地域に密着した行政サービスを提供することができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
大阪版地方分権推進制度実施要綱により権限移譲される事務のうち認可外保育施設からの届出の受理、社会福祉事業
（放課後児童健全育成事業）開始の届出の受理等を行う。

事業の対象 認可外保育施設設置者、放課後児童クラブ設置者

事務事業名 認可外保育施設からの届出の受理等 担当部局・課
健康福祉部

福祉指導監査課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

認可外保育施設への立入調査
市内25施設について、厚生労働省の「認可外保育施設指導
監督の指針」に基づき、認可外届出対象施設は１年に一
度、届出対象除外施設は２年に一度の立入調査を行う。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

大阪府より権限移譲を受けている事務であるため、事務事
業は妥当であり、市の関与や役割分担を見直す必要はな
い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

年１回の立入調査を基本として計画値を設定したが、その
後平成23年度に実施した立入調査の結果、適合施設とは
認められなかった施設のみに平成24年度立入り調査を実施
したため、有効性は評価できる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

施設に対する通知方法等について適切かつ効率的に実施
することが出来ている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市内の認可外保育施設の情報をホームページ等で公開し
ており、透明性は保たれている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

807007

計画値 実績値

1 ％ 85 91.2

2 人 3,300 1,767

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○公益社団法人シルバー人材センターへの補
助金の交付による、当該事業の目的達成に向
けた支援

平成24年度
実施内容

36,712,000円

年間就業率
（公社）八尾市シルバー人材センター「第3次中長期計画」に
基づく

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 36,842 実績額（千円） 36,842

平成24年度
計画内容

事業の対象 60歳以上で働く意欲のある高齢者

事業の目的
高齢者が培ってきた豊かな経験と能力を活かし、臨時的かつ短期的な就業を通じて、自らの生きがいを高め、社会参加
の機会の提供と活力ある地域社会に寄与することを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 シルバー人材センター事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

事業概要 公益社団法人シルバー人材センターに補助金を交付し、当該事業の目的達成に向けた支援をする。

評価の観点 評価内容

シルバー人材センター登録者数
シルバー人材センター調べ》（公社）八尾市シルバー人材セ
ンター「第3次中長期計画」に基づく

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

国の法律に基づいている事業であるので目的は適切であ
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

就労を通じての高齢者の生きがいづくりの場として有効性は
高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

センターの自主事業の実施に向けたより一層の働きかけが
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の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページで法人の運営状況を公表している。市政だよ
り等で会員の募集をしている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

130

計画値 実績値

1 ％ 16 11.8

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

高齢クラブ活動助成金　161クラブ　10,002人
9,058,000円

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○活動助成の実施
平成24年度
実施内容

事業の目的 高齢クラブ活動を通じて高齢者の生きがいを高め、高齢者の生活を健全で豊かにする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 10,702 実績額（千円）

事業概要 高齢クラブ連合会及び単位クラブの活動に対して助成金を交付する。

事業の対象 高齢クラブ（連合会及び単位クラブ）

事務事業名 高齢クラブ活動助成事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

9,641

高齢クラブ加入率 加入者数／65歳以上人口

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

府の補助基本額に準じて補助
活動内容、目的も基準に乗っているので適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

昨年から今年にかけ、クラブ会員数の加入率がさらに減少
傾向にある。加入促進の手段を続けて講じていく。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

府の補助金要綱に準じ、市でも実施しているので適正と判
断する。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

高齢クラブ活動の内容や、役員の研修、さらに各種団体か
ら委員の派遣要請もあり、左記の評価観点は充足してい
る。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1,500 922

評価

妥当性 B

有効性 C

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 C

委託先　安中老人クラブ連合会　245,000円
参加者　安中老人福祉センター　922人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○該当地区高齢クラブ連合会に対し、事業を委
託して実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 老人福祉センターを活用し、高齢者が交流する事業を展開することにより､地域福祉の向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 245 実績額（千円）

事業概要
老人福祉センターを活用し、施設所在地区内高齢者に限らず、市内全域の高齢者を対象に、文化伝承活動や健康増進
活動等を行う。

事業の対象 60歳以上の高齢者

事務事業名 老人社会活動推進事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

245

参加人数 当該委託事業の参加者の増を目指す。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

桂、安中両老人福祉センターを活用し、地区内外の高齢者
にも事業参加してもらうことが目的であるので、目的は適切
である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

センター立地地域外の参加者が少ない。桂老人福祉セン
ター立地地域の高齢クラブが解散したため事業が実施でき
ていない。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

老人福祉センターが指定管理者制度に移行して、各種事業
の展開に注力しているため、同種の事業がセンター事業とし
ても可能。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

実施にあたっては高齢クラブが主体となっている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

32

計画値 実績値

1 ヶ所 26 23

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

青山町農園が閉設し、小畑町３丁目農園が新
設。
区画数　100減　20増
合計23農園
ふれあい交流事業は、20農園で実施。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○農園活動への支援
○新規農園開園に向けた調整

平成24年度
実施内容

事業の目的 農作物の耕作や入園者どうしのふれあい・交流を通じて、高齢者の生きがいづくり・健康づくり・仲間づくり等に寄与する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,888 実績額（千円）

事業概要
新規農園の整備、耕作を通じたふれあい農園活動を支援するとともに、地域の保育園児や幼稚園児等とのふれあい交流
活動を通じた生きがい創生活動への支援を行う。

事業の対象 65歳以上の高齢者（H24年度より変更）

事務事業名 高齢者ふれあい農園事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

1,693

ふれあい農園設置数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

土地の有効活用、地域資源の活用と生きがい施策をとらえ
た施策として適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

農園数の増加は土地の貸し手あってのことであり、増減を
繰り返している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

農園の運営は園芸クラブを組織し、自主運営している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

年2回の抽選会ではかなりの応募があり、人気は高い。
地域に根ざした農園をキャッチフレーズに世代間交流を積
極的に展開している。又、農園活動を通じての次世代育成
や産業振興にも一役担っている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 40 35

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

平成24年度
修了生　一般コース　合計35人
（内訳）
健康づくりボランティアコース　21人
世代間交流ボランティアコース　14人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○夏期から秋季にかけて「一般コース」を開催
○冬季に「上級コース」を開催

平成24年度
実施内容

事業の目的
高齢者の方の知識・教養の向上を図るとともに地域活動の実践者を養成するために開催する。講座修了後には、講座で
習得した知識や技術を活かして、地域における様々な活動やボランティア活動などでシルバー世代のリーダーとして活躍
されることを期待する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,072 実績額（千円）

事業概要
シルバーリーダーとして地域活動やボランティア活動を行う意欲のある高齢者に対して、活動をする上で必要とされる知
識・技能を盛り込んだ講座を開催する。

事業の対象 60歳以上の高齢者

事務事業名 シルバーリーダー養成事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

708

一般コース修了者数
平成22年度より３コース（定員60名）を２コース（定員40名）
に変更

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地域福祉を担うボランティアを養成する事と受講者の生きが
い及び外出機会の創出の目的から必要な事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

修了したあとの活躍が課題となる。修了後は同窓会やＯＢ
会を組織し、活躍の機会を設けている。又、市の事業にもボ
ランティアとして参加してもらっている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

約５ヶ月間で20日以上の講座がある。又、受講生には２つ
のコースのうち１コースを選択してもらうので、実施手法は適
切である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市の広報、自治進行委員会の回覧、各機関でのポスター掲
示
人権については、講座の中で実施している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

801007

計画値 実績値

1 人 1,000 758

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

敬老祝寿式758人参加
最高齢者、施設訪問実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○高齢者保健福祉月間の各種行事の実施
○敬老祝寿式の地区開催の拡大

平成24年度
実施内容

事業の目的 ９月の高齢者保健福祉月間の趣旨を踏まえ、高齢者に敬意と感謝の意を表すために実施する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,266 実績額（千円）

事業概要 ９月の高齢者保健福祉月間に関連して、様々な敬老事業を展開する。

事業の対象 高齢者

事務事業名 敬老祝寿等関係事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

3,440

「金婚式・長寿を祝う会」参加者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市として、高齢者の長寿を祝福する場は必要と考えており、
手法については、一部を委託により実施している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

前年度と比較し参加人数が減少した。内訳として市高連会
員の参加人数はほぼ横ばいであるが、一般参加者数が減
少した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

平成23年度から金婚式と敬老祝寿式を同時開催すること
で、事業費をより少なく行うことが出来ている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地区高齢クラブ連合会への委託により、各地区における敬
老祝寿式を開催している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 2,400 4,994

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

平成24年度　のべ利用者人数4,994人　開催日
数177日
祝日を除く火、木、土曜日の週３日を開催。
一人暮らし高齢者を対象とした昼食会なども実
施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○運営
平成24年度
実施内容

事業の目的
高齢者の閉じこもり・孤立化の防止をめざし、高齢者の交流や情報交換、仲間づくりの場を設けることで、外出機会の創
出、生きがいづくりへつなげる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,998 実績額（千円）

事業概要 高齢者の交流や情報交換の場としての常設型の「高齢者ふれあいサロン」をモデル的に設置する。

事業の対象 高齢者等

事務事業名 高齢者ふれあいサロン運営事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

2,733

年間利用者数 施設利用者の年間のべ人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

　委託運営している団体に宛てて利用者から様々な意見が
投げかけられており、日々運営に関して改善している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

　指標実績は目標を上回るものである。さらに利用者獲得
のために施設の拡大が必要とされる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

委託により効率的に業務を行っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

八尾市高齢クラブ連合会、年度途中からNPO法人やお市民
活動ネットワークに運営業務を委託。それぞれの期間、意見
を取り入れて運営し運営委託者だけでなく利用者の方々の
意見も取り入れるようにし、協働を図った。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

33

計画値 実績値

1 ％ 17 1.6

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

地域型の介護予防支援業務全般に関する指導
助言の実施
介護予防支援給付請求（市直営・地域型）の受
付事務

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○地域型の介護予防支援業務全般に関する指
導助言
○介護予防支援給付請求（市直営・地域型）の
受付事務

平成24年度
実施内容

事業の目的
高齢者の自立した生活を支援し、要介護状態とならないよう介護予防マネジメントを実施することにより、高齢者の要介護
状態への進行を防止し、介護保険給付費の削減に寄与する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,860 実績額（千円）

事業概要 要支援者に対する介護予防支援事業を実施する。

事業の対象 要支援者

事務事業名 地域包括支援センター運営事業【一般会計】 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

7,067

要介護度改善者割合

要介護度改善者（要支援２→要支援１、自立、要支援１→自
立／新予防プラン作成対象者数。改善者数の増加は見込
まれるが、新予防プラン作成対象者数も同時に増加するた
め、改善者割合の計画値は維持とする。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

介護予防支援給付請求を直営地域包括支援センターで集
中的に受付することにより、ケアマネジャーが各地域包括支
援センターに回る手間を省け、また、地域型地域包括支援
センターも請求のためにセンター内に常時人を置いておく必
要があるが、そこの負担を軽減することができる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

高齢者人口の増加に伴い、要支援者数は増加傾向である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

介護予防支援給付請求を直営地域包括支援センターで集
中的に受付することにより、ケアマネジャーが各地域包括支
援センターに回る手間を省け、また、地域型地域包括支援
センターも請求のためにセンター内に常時人を置いておく必
要があるが、そこの負担を軽減することができる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

運営状況等については、地域包括支援センター運営協議会
にて報告。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 10,000 7,978

2 人 400 263

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

○ふれあい入浴事業
○ふれあいの湯交流事業を実施する浴場へ補
助金を交付

平成24年度
実施内容

ふれあい入浴（基本料）@30,000×17浴場
=510,000円
（利用実績分）@155×7449人=1,162,345円
@100×479人=47,900円
ふれあいの湯交流　@30,000×20回=600,000円

ふれあい入浴利用者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,528 実績額（千円） 2,320

平成24年度
計画内容

事業の対象 ①70歳以上の高齢者②65歳以上の高齢者

事業の目的
浴場組合が提唱して実施している「ぬくもりとやさしさのある地域社会づくり推進事業」に対して助成し、公衆浴場を高齢者
の健康増進とコミュニケーションの場として活用する。

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 高齢者ふれあい入浴事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

事業概要 ①ふれあい入浴事業、②ふれあいの湯交流事業を実施する浴場へ補助金を交付する。

評価の観点 評価内容

ふれあいの湯利用者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

浴場という地域資源の有効活用と、高齢者の生きがい施策
を目的にした当事業は、評価できる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

利用者数については、計画より若干下回っているが、広報
を積極的に実施し、目標数に近づける。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市、組合、利用者の３者の負担により実施。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりへの掲載、ちらし配布、ポスター掲示、回覧板に
よる周知等を実施。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 700 668

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

単価＠1,100×668人＝734,800円
事務費　100,000円
合計　   834,800円

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾盲人福祉協会への委託事業として実施
平成24年度
実施内容

事業の目的 マッサージ施術により、高齢者の健康の保持・増進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 998 実績額（千円）

事業概要 マッサージ治療を希望する高齢者への施術サービスの実績に対し、委託先へ委託料を支払う。

事業の対象 60歳以上の高齢者

事務事業名 老人健康マッサージ事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

886

利用人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

高齢者が健康な生活を送る観点からニーズが高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

受入数が限られてはいるが、利用率は高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市、受益者、団体の３者の負担により実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

盲人福祉協会との協働により実施している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1,400 1,084

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

単価＠1200×1,084人＝1,300,800円
事務費　50,000円
合計　1,350,800円

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市鍼灸マッサージ師協議会への委託事
業として実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 鍼灸施術により、高齢者の健康の保持・増進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,640 実績額（千円）

事業概要 鍼灸治療を希望する高齢者への施術サービスの実績に対し、委託先へ委託料を支払う。

事業の対象 65歳以上の高齢者

事務事業名 ハリ・灸老人福祉施術事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,384

利用人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

高齢者の健康の維持・増進には効果がある。ニーズも高
い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

毎年横ばい状態であり、予算の範囲内で推移している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

平成23年度から市負担金を1,200円とし、団体、受益者とも
三分の一とした。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市の広報、ポスター、ちらしでＰＲしている。
出張所でも受付、ポスター掲示をしている。
高齢者の健康増進に向けて、鍼灸マッサージ師協議会との
協働により実施。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

601004

計画値 実績値

1 人 45,500 44,690

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

平成24年度老人福祉センター利用者数　44,690
人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○老人福祉センターの管理運営について指定
管理者制度により実施
○施設の修繕

平成24年度
実施内容

事業の目的
市内の高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーション等の場を総合的に提供し、もって高齢者福祉の増進を図る
ことを目的とする。また、指定管理者制度導入により、より効率的かつサービスの向上を見込む。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 70,926 実績額（千円）

事業概要 市内在住の満６０歳以上高齢者に対し、講座等の事業を老人福祉センターにて実施する。

事業の対象 60歳以上の高齢者

事務事業名 老人福祉センター運営管理事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

72,685

利用人員

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

高齢者の健康及び生活の相談等各種イベント・情報提供の
場として必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

利用人員は増であるが計画値以下。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

指定管理者制度を導入済み。設置条例により受益者負担
は行わなかった。維持管理については節電等により削減に
努めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

平成23年度から社会福祉法人ポポロの会を指定管理者とし
ており、さまざまな視点から事業の企画運営の検討に取り
組んでいる。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 回 160 245

2 人 3,200 4,200

3 人 15,000 12,171

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○地域型介護予防教室の実施
平成24年度
実施内容

○地域型介護予防教室の実施
○街かどデイハウスでの介護予防事業の実施

地域型介護予防教室実施回数 地域型介護予防教室実施回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,800 実績額（千円） 4,736

平成24年度
計画内容

事業の対象 65歳以上の高齢者

事業の目的
地域介護予防活動支援事業を実施することにより高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく健康で生き生きした生活
を送れるよう支援する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 地域介護予防活動支援事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

事業概要
実施することにより高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく健康で生き生きした生活を送れるよう支援するために
地域型介護予防教室を実施する｡

評価の観点 評価内容

地域型介護予防教室参加者数 地域型介護予防教室参加者数

街かどデイハウス介護予防事業参
加者のべ人数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

健康で生き生きした在宅生活を送れるように、介護予防に
ついて学ぶ機会を提供。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

より多くの高齢者に介護予防について学んでもらうことがで
きるように、身近な地域で教室を開催している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域型地域包括支援センター及び街かどデイハウスへの委
託により効率的に事業を実施。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

街かどデイハウスでの開催については、施設運営者である
住民参画方団体との協働により実施。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 64,149 66,862

2 人 110 85

3 人 1,700 395

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○介護予防事業の実施・評価
平成24年度
実施内容

実施回数　150回　　延べ参加人数　2,417人

高齢者数 八尾市高齢者人口（第4期高齢者保健福祉計画数値）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,917 実績額（千円） 21,522

平成24年度
計画内容

事業の対象 65歳以上の高齢者

事業の目的
介護予防プログラムを実施し、高齢者の心身状態の悪化を防ぎ、健康で生き生きした生活を送れるよう支援する。また、
普及啓発活動を行うことにより、多くの人に介護予防に関心を持ってもらうとともに、介護予防の知識や取組み方法を身
につけてもらい、セルフケアによる健康維持の大切さを広めることにより、元気な高齢者の増加を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 介護予防事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

事業概要
要支援･要介護になる恐れのある高齢者に対して運動器の機能向上等をテーマとした短期間のプログラムを提供する教
室を実施する。また、普及啓発を目的としたパンフレットの作成や運動・認知症予防のショートプログラムや各種イベント
開催等を行う。

評価の観点 評価内容

参加者数（二次予防事業対象者） 介護予防プログラム参加者数合計

参加者数（一般）
 介護予防教室参加者数合計（地域巡回型体験教室等）

※計画値は延べ人数。実績値は実人数（指標2と合わせる
ため変更）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

要介護・要支援状態とならないようにするためには必要不可
欠な事業。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

高齢者の自立支援・介護予防に有効。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

教室開催は委託により実施。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域の在宅介護支援センターとも情報交換を密にしつつ、
高齢者及びその家族支援に寄与。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 64,149 66,862

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

介護保険運営協議会にて第5期計画の進捗状
況を報告

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○第４期高齢者保健福祉計画実績評価
○第５期高齢者保健福祉計画初年度

平成24年度
実施内容

事業の目的 高齢者保健福祉計画の策定を行うことにより、高齢者の保健福祉施策の充実及び適正運営を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
老人福祉法に基づき、本市における高齢者の保健・福祉分野における目標設定や取組みの方向性を計画の中で位置づ
けし、策定した計画に基づき各施策を実施する。第5期高齢者保健福祉計画は平成24年度から26年度の3ヶ年計画。

事業の対象 65歳以上の高齢者等

事務事業名 高齢者保健福祉計画の策定 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

高齢者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法定計画であるため、計画策定は市が主体的に実施すべき
ものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

介護保険行政、高齢福祉行政の指針となる計画である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

平成２４年度は実績はないが、計画策定業務は一部委託し
つつ進めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

介護保険運営協議会へは市民委員も参加している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 27,000 28,014

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

よりきめ細やかで柔軟な事業実施を目指し、実
施施設に対する助成事業を行っている。
平成24年度　　施設数　13ヵ所　のべ利用者人
数　28,014人
補助金額　35,365,000円（うち地域福祉・子育て
支援交付金17,682,000円）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○助成事業の実施
平成24年度
実施内容

事業の目的
高齢者の生活の助長、社会的孤独感の解消、心身機能の維持・向上を図るとともに、高齢者の福祉の増進と地域福祉活
動の促進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 70,200 実績額（千円）

事業概要
地域の高齢者の身近な介護予防拠点及び日中の居場所として、住民参加型非営利団体等による柔軟できめ細やかな
サービスの提供に対して補助金を交付する。

事業の対象
概ね65歳以上の介護保険の要介護認定で「非該当」と判定された高齢者で自立した日常生活を確保するために支援が
必要な者と要介護状態に陥るリスクのある者

事務事業名 街かどデイハウス支援事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

62,824

延べ利用人数 実績報告に掲載している数値

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

高齢者の居場所づくりとして必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

高齢者の介護予防・自立支援に有効なサービスである。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

基準に沿った補助金の交付により事業を実施。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

運営団体は市民が主体となった活動団体である。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

801008

計画値 実績値

1 件 40 13

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

補助件数　13件
補助金　2,089,975円
委託料　14件　268,000円

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○見直し・調整に基づき実施
平成24年度
実施内容

事業の目的
介護保険の住宅改修を補完する助成制度で、高齢者の身体状況に応じた住宅改造費への補助金を交付することで、在
宅高齢者の自立生活を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,520 実績額（千円）

事業概要

高齢者が住宅の改造工事を行う際に、対象となる工事費が介護保険の住宅改修給付額を上回る場合又は介護保険の
要支援要介護認定において非該当と判定されたものの身体状況により改造工事が必要な場合に、対象工事に対し補助
金を交付する。

事業の対象 住宅改造が必要な65歳以上の高齢者がいる世帯（要支援・要介護認定者及び非該当者）

事務事業名 高齢者住宅改造助成事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

2,358

住宅改造助成件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

介護保険の住宅改修費制度の補完的要素が強く、制度とし
ては適切と判断できる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績数は昨年度より減少する見込み。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務の一部（見積書のチェック等）を外部委託することで効
率的に補助金を執行できている。効果は多大である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

介護保険ケアマネ部会や介護保険登録業者に対し、説明を
している。保健と福祉等冊子にも情報提供している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

601002

計画値 実績値

1 人 6 4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

利用者数４人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○事業実施（直営＋委託）
平成24年度
実施内容

事業の目的
軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅の一人暮らし高齢者等の生活環境の改善を図り、自立した生活を可能
にするとともに、要介護状態等への進行を予防する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,814 実績額（千円）

事業概要 在宅の一人暮らし高齢者等の自宅を訪問し、日常生活上の援助を行う。

事業の対象 65歳以上の二次予防対象者（うつ、閉じこもり）

事務事業名 軽度生活援助事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

3,215

利用者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

在宅１人暮らしの高齢者の生活支援に寄与している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

在宅高齢者の自立生活を可能にするとともに介護予防にも
有効。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

受益者負担は介護報酬単価あわせており適正である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

他の高齢者の介護予防・自立支援サービスとの整合性をど
うはかっていくかが課題である。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 40 32

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

利用者　32人　事業費　130,500円

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○訪問理容の実施
平成24年度
実施内容

事業の目的
在宅で老衰、心身の障害及び疾病等の理由により理容院に出向くことが困難な高齢者等に対してその居宅を訪問して理
容サービスを実施することにより、高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 176 実績額（千円）

事業概要 在宅で疾病等の理由により理容院に出向くことが困難な高齢者等に対して訪問理容サービスを実施する。

事業の対象 ６５歳以上の在宅の寝たきり高齢者等

事務事業名 訪問理容助成事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

130

利用者数 訪問理容サービス利用者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

散髪に行けない在宅高齢者のために有用。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

高齢者の保険衛生の向上・福祉増進に寄与

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

出張費のみの助成であり、受益者負担は適正である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ガイドブック等で周知を図っている



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 20 20

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

府営緑ヶ丘住宅　20戸

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○生活援助員の派遣（常駐）
平成24年度
実施内容

事業の目的
日常的な安否の確認、緊急時の対応等のサービスの提供を行うことにより、高齢者が安心して生活できる環境を確保す
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,500 実績額（千円）

事業概要
高齢者に配慮した住宅（大阪府営住宅シルバーハウジング）に生活指導員を派遣し、安否の確認、緊急時の対応等の福
祉サービスの提供を行う。

事業の対象 大阪府営緑ヶ丘住宅(シルバーハウジング)住民

事務事業名 高齢者住宅等安心確保事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

3,500

利用者数
大阪府営緑ヶ丘住宅シルバーハウジング20戸のうち入居戸
数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

生活指導員を住み込みで常駐し、毎日の声かけや入居者
への見守り事業を継続することで、入居者への安心感は向
上している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

生活指導員を常駐することが高齢者の安否確認に効果的
である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

入居者各世帯の収入状況に応じた受益者負担を徴収する
ようになっているが、入居者のほとんどが年金受給者もしく
は生活保護費受給者のため、負担額が０円である。（ただ
し、入居者は府への別途家賃支払いあり）

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

常駐する生活指導員が地区の自治会の役員になるなどし、
市民ニーズに対して柔軟に対応している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 個 32 14

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

電磁調理器　14個
自動消火器　0個
火災報知器　0個

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○日常生活用具の給付
○委託先事業者の入札実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
独居高齢者の防火等安全を図るための用具を給付することにより、地域での生活の継続を支援し、かつ地域の防火を図
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 575 実績額（千円）

事業概要 独居高齢者の防火等安全を図るための用具を給付する。

事業の対象 判断力の低下により火の不始末等の防火の配慮が必要な６５歳以上の独居高齢者

事務事業名 老人日常生活用具給付事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

213

給付数
日常生活用具（電磁調理器・火災報知機・自動消火器）の給
付数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

在宅高齢者の安心できる日常生活を支援するために必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

高齢者の防災対策にも有効。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

納入価格は入札により決定。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ガイドブック等で周知を図っている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 210 249

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

支給者　249人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○介護用品の支給
○委託事業者の入札実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
在宅で高齢者を介護している家族等に対し高齢者の介護に必要な物品を支給することにより、当該家族等の精神的・経
済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続と福祉の向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,741 実績額（千円）

事業概要 在宅で高齢者を介護している家族等に対し介護用品を支給する。

事業の対象 要介護度3・4・5の在宅高齢者を介護する市民税非課税世帯の同居家族

事務事業名 家族介護用品支給事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

9,039

支給者数 介護用品支給人数（実人数）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

要介護高齢者を抱える家族の負担軽減に必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

要介護高齢者を抱える家族の負担軽減に寄与。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

委託業者については２年に１度入札を行っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ガイドブック等で周知している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 2 4

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

利用者　４人　利用日数　36日

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○短期宿泊事業の実施
平成24年度
実施内容

事業の目的
基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しない等のいわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、日常生活
に対する指導・支援を行うことにより要介護状態への進行を予防する。
また、虐待の疑いがある者を緊急一時保護する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 61 実績額（千円）

事業概要 養護老人ホームを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。

事業の対象 65歳以上の在宅の高齢者（二次予防事業対象者）等

事務事業名 生活管理指導短期宿泊事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

4

利用者数 短期入所利用者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

高齢者の緊急対応の仕組みとして必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

虐待等緊急時の対応に有効

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

委託により実施。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ガイドブック等で周知している



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 台 102 97

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

25年３月末現在設置数　90台

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○老人福祉電話回線の貸与
平成24年度
実施内容

事業の目的
電話の設置が困難な低所得者のひとり暮らし高齢者に対し電話を取り付けることによって孤独感を和らげ高齢者福祉の
向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,752 実績額（千円）

事業概要 経済的理由により電話回線を持つことができない高齢者に対して、市が保有する電話回線を貸与する。

事業の対象 市民税非課税の一人暮らし高齢者

事務事業名 老人福祉電話貸与事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

2,600

設置台数 月平均数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

連絡手段のない高齢者の孤独感を和らげるために必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

高齢者の安否確認・緊急時の連絡手段としても有効。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

利用者負担分は通話料のみ。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ガイドブック等の案内。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 回 60 70

2 人 960 865

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○各地域型地域包括支援センターにて家族介
護教室の実施

平成24年度
実施内容

教室実施回数70回、参加者人数865人

開催回数 家族介護教室の開催回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,800 実績額（千円） 1,765

平成24年度
計画内容

事業の対象 要援護高齢者と同居する家族等

事業の目的
要援護高齢者と同居する家族に対して在宅介護に必要な知識の伝達と技術の支援を行うことにより、高齢者の在宅生活
の継続を可能にし、生活の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 家族介護教室事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

事業概要
要援護高齢者と同居する家族に対して在宅介護に必要な知識の伝達と技術の支援を行うために家族介護教室を実施す
る。

評価の観点 評価内容

参加者数 家族介護教室の参加者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

委託の地域包括支援センター10ヶ所で実施

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

１包括支援センター６回/年×10ヶ所の契約内容であり、平
成24年度70回開催しており、年間の計画数を達成できる見
込み。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

もっと多くの介護者家族の方に参加してもらえるように教室
の工夫や参加促進のための啓発に努める。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

もっと多くの介護者家族の方に参加してもらえるように教室
の工夫や参加促進のための啓発に努める。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 64,149 66,862

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

システムの維持管理

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○新システムの稼動
○新たな庁内データ連携基盤への接続
○システムの維持管理

平成24年度
実施内容

事業の目的
システムの運用により、在宅サービス提供業務の効率化を図るとともに、利用者ごとのサービス利用状況や緊急連絡先
を把握することで、緊急時等に迅速な対応が行えるようにする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,498 実績額（千円）

事業概要
在宅サービスのデータベースシステムの構築・運用により、利用者ごとの各サービスの利用状況の把握や緊急連絡先の
管理を行うとともに、各種通知書等の帳票の出力を行う。

事業の対象 おおむね65歳以上の高齢者

事務事業名 高齢者セーフティネットシステム管理事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,203

高齢者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

各種の高齢者福祉サービスを支える仕組みとして必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

高齢者の介護予防施策への基礎データとして有効。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

高齢者個々の必要なサービスの提供と緊急時の迅速な対
応が可能。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 21 16

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

上半期支給分　920,000円　16人
下半期支給分　860,000円　15人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○福祉金の支給
平成24年度
実施内容

事業の目的 高齢者福祉金を支給することにより在日外国人高齢者の福祉の増進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,400 実績額（千円）

事業概要
国民年金法の改正により外国人にも国民年金法が適用されたが、老齢年金等の適用を受けられなかった在日外国人に
対し、高齢者福祉金を支給する。

事業の対象 大正15年４月1日以前生まれの在日外国人高齢者

事務事業名 在日外国人高齢者福祉金支給事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,780

支給対象者

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

当制度の目的や対象者は適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

大正15年４月１日以前に生まれた方を対象にしているため、
毎年自然減少する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

福祉金の支給のため。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報提供としては、市民課窓口にチラシを置いている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1,600 1,604

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○地域防災計画の策定過程、高齢者孤立化検
討会議の中で、今後の方向性について議論
○新システム稼動に伴う登録データの整理

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○関係課により今後の運用方法について協議
○リストの登録受付及び管理

平成24年度
実施内容

事業の目的
災害発生時に自力避難が困難と考えられる在宅の重度障がい者や高齢者の安否確認を迅速に行うことで、避難誘導や
救助活動を効率的に行えるようにする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
本人からの申込みにより、安否確認リストへの登録を行い、避難命令または避難勧告が出された場合や震度５強以上の
地震が発生した場合に、協力機関である民生委員等が安否確認を行い、避難誘導等の適切な支援を行う。

事業の対象
重度障がい者、65歳以上の高齢者のみの世帯で自力避難が困難な方、高齢者又は障がい者で災害時の避難に不安を
感じる方

事務事業名 災害時安否確認リスト運用事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

リスト登録者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

東日本大震災以降、要援護者の支援に向けた市民ニーズ
は高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

登録者数の伸び率が低調。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

汎用システムを利用した運用であるため低コストで運用。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

民生委員児童委員協議会と、平常時からの名簿の共有や
安否確認活動といった点で協働を行っている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 700 610

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

利用者数25年３月末現在　592人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○緊急通報システムの運用実施
平成24年度
実施内容

事業の目的
急病や火災等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることにより、高齢者が住み慣れた地域社会で生活が送れるように
する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 8,247 実績額（千円）

事業概要
対象者が、急病や火災等の緊急時に緊急ボタンを押す事により、自動的に受信センターに情報が入り、状況確認、援助
員の緊急派遣及び協力員への連絡を行い、必要に応じて救急車の出動要請等の適切な対応を行う。

事業の対象 60歳以上で病弱ねたきりの独居高齢者等

事務事業名 緊急通報システム事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

7,808

利用人数 設置利用者数月平均

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

病弱寝たきりの高齢者の増加とともにニーズは高まってい
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値の伸びはない。
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう
有効な事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

H17年入札実施したことにより、事業者も代わり利用者負担
額も軽減された。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域包括支援センター等を通じて、積極的な制度説明がな
されている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

○ 35 ○

計画値 実績値

1 事業所 100 540

2 人 6,100 6,553

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○地域住民等による定期的な訪問活動等の実
施
○事業者等も加えた新たな見守りネットワーク
の運用・充実化

平成24年度
実施内容

サービス受給者　24人　　利用回数　1,135回
「高齢者見守りサポーターやお」登録事業者数
540件

高齢者見守り活動協力事業者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,315 実績額（千円） 2,146

平成24年度
計画内容

事業の対象 ひとり暮らし高齢者等

事業の目的 地域社会における高齢者の孤立化の解消を図る。

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 孤立化防止事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

事業概要
これまでの高齢者の見守りネットワークに、日常的に地域で活動する様々な業種の事業者を加え、特に「気づき」の面で
の強化を図るとともに、これらの事業者に対して、見守り活動に役立つ情報提供や研修を提供するとともに、地域包括支
援センターとの連携を図り、効果的かつ確実な見守り活動に向けた支援を行う。

評価の観点 評価内容

ひとり暮らし高齢者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

要援護高齢者の見守りに対する市民ニーズは高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

今年度予定していた検討会議による検討は計画どおり進め
ることができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

報告書策定については、職員で対応し、費用の抑制を図っ
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

検討会議には、地域団体からも委員として参画した。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 6,500 6,553

2 人 400 359

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○八尾市民生委員児童委員協議会に委託し、
65歳以上の独居及び寝たきり高齢者を対象とし
て実態調査を実施

平成24年度
実施内容

委託料　2,414,000円
独居高齢者数　　6,553人
寝たきり高齢者数　359人

独居高齢者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,414 実績額（千円） 2,414

平成24年度
計画内容

事業の対象 65歳以上の独居又はねたきりの高齢者

事業の目的 独居及びねたきり高齢者の実態把握を行うとともに、訪問による孤独感の軽減、孤立化の防止を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 独居・ねたきり高齢者実態調査事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

事業概要 独居及びねたきり高齢者の調査を実施する。

評価の観点 評価内容

寝たきり高齢者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

民生委員児童委員協議会に委託している事業で、目的・事
業効果は適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

毎年度の予算の範囲内での委託になっているが、対象者は
毎年増加している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

予算の範囲内で実施している事業であり、対象者が毎年増
加することから、コストの削減をせざるをえない。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

民生委員児童委員協議会との協働より実施している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

○

計画値 実績値

1 回 80 105

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

連絡協議会　年2回開催
ケース会議　年105回開催

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○連絡協議会：年２回開催
○ケース会議：年85回程度開催

平成24年度
実施内容

事業の目的
効果的な介護予防・生活支援サービス及び在宅福祉サービスの総合調整が推進できる。
また、地域における虐待防止に向けたネットワークの形成を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
保健・医療・福祉及び地域との円滑な連携と調整を図るために、関係機関の代表からなる連絡協議会と実務担当からな
る地域ケアケース会議を行う。

事業の対象 要援護高齢者及びその家族

事務事業名 地域ケア会議推進事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

開催回数 定例会議＋随時会議

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

要介護となるおそれのある高齢者等対象に保健・医療・福
祉及び地域との円滑な連携に必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

介護予防・生活支援サービス・在宅福祉サービスの総合調
整推進に寄与。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市の保健福祉部各課、医師会、民生委員等福祉業務に携
わる関係者が一同に会して意見・情報交換するためきわめ
て効率的。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

33 203001 ○

計画値 実績値

1 件 13,000 19,506

2 人 80 170

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○地域包括支援センター（11ヶ所）における相
談対応の強化

平成24年度
実施内容

特養　７ヵ所
老健　1ヵ所
病院　1ヵ所
サポートやお　1ヵ所
基幹型　1ヵ所

相談件数 地域包括支援センター（地域型+直営）での相談受付件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 183,485 実績額（千円） 204,785

平成24年度
計画内容

事業の対象 概ね65歳以上の要援護高齢者及びその家族

事業の目的
要援護高齢者等及びその家族に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、各種サービスが総合的に受けられる
よう関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、福祉の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 地域包括支援センター運営事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

事業概要
保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が高齢者自身やその家族等からの相談に応じ、特定高齢者の
マネジメントや虐待・権利擁護への対応、困難事例の調整、介護支援専門員への助言などを行う。

評価の観点 評価内容

特定高齢者マネジメント実施人数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

今後の高齢化と進行とともにますますニーズは高まる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

福祉の専門職による効果的な福祉サービスが提供されてい
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

福祉の専門職による各々高齢者自身の状態に即した効果
的な福祉サービスが提供される。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

各々の高齢者の居住地近くに施設があるため、実態の把握
やニーズの確認、民生委員等との情報連携も容易。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 19 11

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

他市養護老人ホーム措置者数　11人（25年３月
末）
やむを得ない事由による特別養護老人ホーム
への措置者数　２人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○老人福祉法第11条に基づく、身体･精神･環
境･経済的理由により在宅生活が困難な高齢者
を養護老人ホームへの入所
○老人福祉法第11条に基づく、虐待等により保
護が必要な高齢者を特別養護老人ホームへの
入所
○措置に伴う老人保護措置費の入所施設への
支払い、被措置者の負担能力に応じた入所者
負担金の請求

平成24年度
実施内容

事業の目的 必要に応じて措置を行い保護することで、対象となる高齢者の福祉の向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 31,253 実績額（千円）

事業概要
老人福祉法第11条に基づき、身体･精神･環境･経済的理由により在宅生活が困難な者を養護老人ホームへ、また虐待
等により保護が必要な者を特別養護老人ホームへ入所させる措置を行う。措置に伴い発生する老人保護措置費を入所
施設に支払いし、また収入等被措置者の負担能力に応じて入所者負担金の請求を行う。

事業の対象 65歳以上の高齢者

事務事業名 老人保護措置関係事務 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

24,846

措置者数 市外の養護老人ホームへの措置者数（年度末）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

老人福祉法第11条による市町村の責務

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

老人福祉法第11条による市町村の責務

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

法に基づく費用

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働や情報公開に適するものではない。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○措置による在宅介護サービスの提供
平成24年度
実施内容

事業の目的 措置により必要な介護サービスが受けられるようにすることで、在宅生活が送れるようにし高齢者の福祉の向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 186 実績額（千円）

事業概要
在宅の高齢者が虐待等のやむを得ない理由により必要な介護サービスを受けることが困難な場合に、老人福祉法に基
づく措置により各種の在宅サービスを提供する。

事業の対象 虐待等のやむを得ない事由により介護保険制度の利用申請が困難な在宅高齢者

事務事業名 在宅サービスやむを得ない事由による措置 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

措置者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

老人福祉法第10条の４に基づくもので市町村の責務であ
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

老人福祉法に基づくやむを得ない措置であり、目標設定す
るものではない。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コスト及び負担金は法による根拠がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働や情報公開に適さない。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 31 16

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

24年度末　入所者数　16人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○施設の管理運営方法の方向性について検討
平成24年度
実施内容

事業の目的
身体上･精神上･環境上･経済上の理由により在宅生活が困難となった高齢者を入所させ、必要な支援を行うことにより高
齢者の福祉の向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 50,598 実績額（千円）

事業概要
八尾市立養護老人ホームの管理運営　※施設維持管理を除く
（全国の市町村より老人福祉法に基づく措置を受けた高齢者を受入れし、日常的な世話を行う施設）

事業の対象 八尾市立養護老人ホーム入所者

事務事業名 市立養護老人ホーム運営委託事務 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

43,237

入所者数
 八尾市立養護老人ホーム入所者数

計画的に行うものではないため、指標はなじまない。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

利用者は八尾市民だけではないが、高齢者にとってニーズ
の高い施設。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ほぼ入所定員いっぱいである。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

入所者の所得に応じた利用者負担金を徴収している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働や情報公開に適するものではない。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 件 10 2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

申立件数　２件

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○後見開始等審判の申立て支援
平成24年度
実施内容

事業の目的
判断能力が不十分な認知症高齢者の方が成年後見制度による支援、保護を受けることにより、高齢社会への対応及び
福祉の充実をめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,192 実績額（千円）

事業概要 制度についての情報提供や相談対応を行う。また、制度の利用が必要で親族がいない人について市長申立てを行う。

事業の対象 認知症高齢者及びその家族等

事務事業名 成年後見支援制度事務（高齢福祉課対応分） 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

932

市長申立件数 市長申立件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市の業務。今後身寄りの無い認知症高齢者が増加すること
も予想される。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標になじむものではない。親族等から支援を得られない
認知症高齢者の支援に有効。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

法令に則った処理を行っている

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

相談を通じて必要な人には制度の説明を行っている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

36

計画値 実績値

1 ヶ所 19 0

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

広域型特別養護老人ホーム整備事業者及び特
定施設入居者生活介護サービス指定事業者を
選考

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

第５期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保
険事業計画に基づく整備に対して補助金を交付

平成24年度
実施内容

事業の目的 計画に基づき齢者施設の整備を図ることにより、高齢者の福祉の増進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 240 実績額（千円）

事業概要 八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、地域密着型介護保険施設等の整備を図っていく。

事業の対象 社会福祉法人等

事務事業名 高齢者福祉施設及び設備整備事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

301

特別養護老人ホームの整備数 各年度の特別養護老人ホーム整備数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

介護保険施設の整備に対するニーズは高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

地域密着型特別養護老人ホームの事業者の選考が予定よ
り遅れている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

補助金を活用。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

施設の整備を進めるにあたっては、事業者を通じて地域住
民への説明を十分に行うようにしている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

○ 34

計画値 実績値

1 人 1,800 2,157

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

認知症サポーター数　累計2,157人（平成25年３
月末時点）
認知症啓発講演会　参加者数　1,010人
認知症関連教室、講演会等の実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○認知症サポーター養成講座の実施
○キャラバン・メイトの養成
○認知症月間における認知症関連教室、講演
会等の実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
認知症やその家族に対する理解を深め、地域での見守り体制を充実することにより、認知症になっても安心して暮らせる
まちづくりをめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,299 実績額（千円）

事業概要 高齢者の家族やまわりの人々が、認知症に対する正しい知識を持ち、理解が深まるように取り組みを進める。

事業の対象 高齢者の家族をはじめとする市民

事務事業名 認知症啓発事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,236

八尾市における認知症サポーター
数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

認知症の疾患の理解や対応方法などを、地域の住民に理
解してもらい、見守りの目を増やすことで、高齢者が住み慣
れた地域に長く住み続けることが出来る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

認知症啓発講演会は大盛況であり、認知症の関心の高さが
うかがえた。
認知症サポーター養成について啓発をし、拡大していく必要
がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

委託可能な教室開催等は委託により実施。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

認知症サポーターには多くの市民になっていただいている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 50 60

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

登録者数　60人

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○認知症高齢者に対する見守り体制の充実
平成24年度
実施内容

事業の目的
徘徊高齢者を早期に発見できるネットワークやシステムを活用し、事故の防止を図り、徘徊高齢者の家族が安心して介護
できるよう支援する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 75 実績額（千円）

事業概要 徘徊高齢者を早期に発見できるネットワークやシステムを活用し、援助を行う。

事業の対象 徘徊高齢者を介護する家族等

事務事業名 徘徊高齢者家族支援サービス事業 担当部局・課
健康福祉部

高齢福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

20

徘徊高齢者登録者数 徘徊高齢者家族支援事業登録者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

高齢化の進行とともにニーズは増加

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

徘徊高齢者を抱える家族に安心感を与えている

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

GPS端末利用者は初期投資のみ市負担で受益者負担は適
正である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

徘徊発生時には、多くの機関・団体の協力により動く。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.15 介護サービスの提供

現状 今後

計画値 実績値

1 回 1 1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○介護保険運営協議会開催
○給付実績の分析

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○介護保険運営協議会開催
○給付実績の分析

平成24年度
実施内容

事業の目的
安定的かつ公正な介護保険事業運営を図るため、市民参加のもと、3年を単位とする事業計画をたて、被保険者数、サー
ビス利用額等を見込むことにより、事業運営に必要な額を算定し、その必要額に基づき、第１号被保険者の額を決定す
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,121 実績額（千円）

事業概要 第5期介護保険事業計画の進行管理を行う。また、平成26年度には第6期介護保険事業計画を策定する。

事業の対象 介護保険被保険者

事務事業名 介護保険事業計画推進事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

介護保険課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,250

介護保険運営協議会の開催数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

介護保険法に基づき介護保険事業計画を策定しており、事
業実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

介護保険事業は介護保険事業計画に基づき運営されてお
り、めざす暮らしの姿を実現する上で目標どおり実績値を達
成することができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業計画の進捗状況については分析を委託し、効率的な事
業実施ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

介護保険運営協議会により介護保険事業について審議さ
れている。また、議事録等についてホームページ等で公開し
ている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.15 介護サービスの提供

現状 今後

801008

計画値 実績値

1 ％ 100 103.3

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

①介護保険給付

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○介護保険給付
平成24年度
実施内容

事業の目的
介護保険制度を適正に運用することにより、高齢化社会の進展する中で、介護を社会全体で支え、高齢者が安心して住
み慣れた地域において自立した生活ができることをめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 17,039,263 実績額（千円）

事業概要
65歳以上の第1号被保険者保険料の他、40歳から64歳の第2号被保険者保険料、国、大阪府、市町村負担金を財源とし
て、要介護者等が利用した介護サービス費の原則9割を負担する。

事業の対象 介護保険被保険者

事務事業名 介護保険給付事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

介護保険課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

17,657,886

保険給付費の事業計画と実績の
対比

保険給付費/計画費

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

介護保険理念を実現するには不可欠である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画値以上のサービス供給となっており有効な事務事業と
なっているが、計画と実績との比較により将来の保険料負
担に大きな影響が生ずる可能性がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

利用者負担割合（１割）が定められており、介護保険法に基
づき適正に実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

住み慣れた地域でいきいきと暮らすことの実現のため、介護
事業者によるサービス提供が行われ、給付実績について
は、介護保険運営協議会にて審議され、ホームページ上で
公開している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.15 介護サービスの提供

現状 今後

203001
601002

計画値 実績値

1 ％ 100 102.2

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○介護認定審査会の円滑な運営
○適切な認定調査の実施
○高齢者の状況に応じた認定調査の実施
○調査を通じた介護支援の推進

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○介護認定審査会の円滑な運営
○適切な認定調査の実施
○高齢者の状況に応じた認定調査の実施
○調査を通じた介護支援の推進

平成24年度
実施内容

事業の目的 要介護認定を適切に実施する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 171,551 実績額（千円）

事業概要
介護保険の被保険者に対し、保険者である市町村が日常生活上の介護の必要性を確認するとともにその程度を認定す
る。

事業の対象 介護保険被保険者

事務事業名 介護保険認定調査事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

介護保険課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

161,859

要介護（要支援）認定者数の計画
値との対比

認定者数/計画値

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

要介護認定にかかる業務は法定業務であり、介護サービス
を受けるために必要不可欠なものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

認定者数は計画値を上回っているが、要支援・要介護認定
者に介護サービスが提供されるものであり、有効な事務事
業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

認定調査業務については一部委託しており、効率的な事業
実施ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

条例及び要綱に基づき情報開示を行っている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.15 介護サービスの提供

現状 今後

806003

計画値 実績値

1 ％ 98 98.2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○介護保険料に関する情報提供
○介護サービスの適切な利用に向けた納付勧
奨の実施
○口座振替の推進
○不納欠損対策
○納付制限への対応

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○介護保険料に関する情報提供
○介護サービスの適切な利用に向けた納付勧
奨の実施
○口座振替の推進
○不納欠損対策
○納付制限への対応

平成24年度
実施内容

事業の目的 保険料を適切に賦課・徴収する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 18,662 実績額（千円）

事業概要 65歳年齢到達者・65歳以上の転入者等の資格取得者を把握し、被保険者証の交付及び介護保険料の賦課徴収を行う。

事業の対象 介護保険被保険者

事務事業名 介護保険賦課徴収事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

介護保険課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

14,934

介護保険料収納率（現年度） 次期計画により計画値を設定

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法定業務であり、事業実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画値以上の収納率を達成することができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

手数料条例改正により納付証明書発行における受益者負
担金の見直しができた。
封筒広告にかかる収入を受け入れ予定。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

介護保険事業運営、また、保険料改定等の情報提供に努
めた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.15 介護サービスの提供

現状 今後

36

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○重要８事業について適正化事業を実施
①認定訪問調査の点検
②ケアプランの点検
③住宅改修の点検
④医療情報との突合
⑤縦覧点検
⑥介護給付費通知
⑦福祉用具購入・貸与調査
⑧給付実績の活用

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○重要８事業について適正化事業を実施
①認定訪問調査の点検
②ケアプランの点検
③住宅改修の点検
④医療情報との突合
⑤縦覧点検
⑥介護給付費通知
⑦福祉用具購入・貸与調査
⑧給付実績の活用

平成24年度
実施内容

事業の目的
介護給付費が増加し、保険料負担が大幅に増加する中で、介護保険事業運営において適切な介護給付に努め、制度の
信頼感を高めるとともに、持続可能な制度運営を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,233 実績額（千円）

事業概要 適切な介護保険事業運営を図るため、適正化事業を計画的に実施する。

事業の対象 介護保険サービス提供事業者

事務事業名 介護給付費等費用適正化事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

介護保険課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

11,601

適正化事業実施率 適正化重要８（６）事業の実施率

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

給付適正化事業はサービスの質の向上につながるものであ
り、保険者として持続可能な制度の維持のため、事業実施
は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標どおりの実績が達成され、有効な事務事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

システムを活用したり、交付金の活用しての事業を開始する
などし、多面的に効率性を高めることができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業者の協力を得て、適正化事業を推進した。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.15 介護サービスの提供

現状 今後

36

計画値 実績値

1 ％ 100 92.9

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○介護保険制度利用に関する相談・苦情処理
体制の整備（住宅改修・保険料相談員）
○介護保険情報の提供
○介護相談員派遣等事業
○福祉用具・住宅改修支援事業

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○介護保険制度利用に関する相談・苦情処理
体制の整備（住宅改修・保険料相談員）
○介護保険情報の提供
○介護相談員派遣等事業
○福祉用具・住宅改修支援事業

平成24年度
実施内容

事業の目的 介護保険利用者の適切な制度利用を促進するため、支援体制を整備する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,022 実績額（千円）

事業概要 利用者が適切に介護保険サービスを利用することができるよう環境整備（利用者支援体制）を行う。

事業の対象 介護保険被保険者及びその家族等

事務事業名 介護保険利用者支援事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

介護保険課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

9,566

介護相談員派遣施設普及率 介護老人福祉施設14施設に対する普及率

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

保険者として利用者支援事業は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

介護相談員派遣施設普及率については目標どおり実績は
達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

介護相談員派遣制度は、本来的には告発型ではなく、施設
自身が自主的に導入するべきものであるという考えにより費
用は当初の１年間、２年目は半年間を市が負担し、以降は
各施設が負担となっている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより、ホームページ、パンフレットや郵送時の同封物
等にて情報提供に努めた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.15 介護サービスの提供

現状 今後

36

計画値 実績値

1 件 23,600 41,314

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

①介護サービス提供に関する相談・苦情処理
体制の整備
②介護保険事業者連絡協議会の支援
③介護保険事業者情報の提供
④事業者指導体制の整備

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○介護サービス提供に関する相談・苦情処理
体制の整備
○介護保険事業者連絡協議会の運用
○介護保険事業者情報の提供
○事業者指導体制の整備

平成24年度
実施内容

事業の目的
介護保険利用者に対して適切な介護サービスを提供することができるよう、介護サービス提供事業者に対する支援体制
を整備する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 利用者が適切に介護保険サービスを利用することができるようサービス提供事業者支援を行う。

事業の対象 介護保険サービス提供事業者

事務事業名 介護保険事業者支援事業【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

介護保険課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

介護サービス事業者情報システム
のアクセス件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

行政組織が賛助会員として参加することにより、事業者の自
主的な活動を尊重しつつ、利用者に対するサービスの向上
に必要な情報提供を行っている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

国の運営していた事業者情報システムが変更されたことに
より、市独自の事業者情報システムの必要性が高まり、実
績値が伸びた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

賛助会員(参加負担金年3万円)として協議会の運営に参画
しているが、この参加負担金で行政が行うべきことが、協議
会において行われている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業者連絡協議会と連携しつつ事業運営ができた。また、
事業者情報の提供も進めることができた。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

○

計画値 実績値

1 回 12 4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

推進協・部会実施回数 障害者施策推進協議会・作業部会の実施回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○第３期障害者基本計画及び第３期障害福祉
計画の進行管理
○第３期障害者基本計画中間見直し

平成24年度
実施内容

○第３期障がい者基本計画及び第３期障害福
祉計画の進行管理
○障がい者基本計画中間見直しの実施

事業の対象 障がい者

事業の目的
社会の状況や市民のニーズに対応した障がい者施策を推進するため、障害者基本計画、障害福祉計画を策定し、本市
における障がい者施策のあり方や方向性を示すことにより、障がい者の生きがいづくりや生活の質の向上に努めていく。

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 障害者基本計画推進事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要 障害者基本計画及び障害福祉計画の策定、進行管理の実施を行う。

支援業者選定については、プロポーザル方式を採用し、支
援内容、価格について評価し決定した。
業務が多岐にわたり、本業務については支援業者は必要と
考える。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

障がい当事者などにより構成されるワーキング会議におい
ても、計画策定段階において検討・議論を実施した。

評価の観点 評価内容

8,257 実績額（千円） 7,740

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法律で計画策定が義務付けられているだけでなく、計画的
かつ総合的な事業実施のために、市民意識調査や市民意
見提出制度を実施した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

前期計画期間の実績について、障害者施策推進協議会な
どにより検討いただいた。評価を受けて後期計画期間につ
いての見直しを実施した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1 4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

やむを得ない措置による短期入所
利用者数

やむを得ない措置による短期入所利用者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○緊急時等やむを得ない者に対して実施
平成24年度
実施内容

○緊急時等やむを得ない者に対して実施

事業の対象 在宅の障がい者

事業の目的
在宅の障がい者が緊急やむを得ない場合に、一時的に短期入所サービスの利用等を行うことにより、障がい者（児）及び
その家族の福祉の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 緊急時障がい者保護事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
在宅の障がい者が緊急やむを得ない事由で、福祉サービスの支給を受けることが困難な時に、一時的に短期入所サー
ビス等の利用を行うことにより、日常生活の安定を図る。

社会福祉法人への委託により実施し、専門性を持って実施
している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

委託であり、民間との協働となっている。

評価の観点 評価内容

1,690 実績額（千円） 885

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

緊急時の障がい者の権利保護の支援として十分に活用で
きた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

利用実績は増えている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1 1

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

受給者数 受給者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○手当の支給
平成24年度
実施内容

手当を支給した

事業の対象 障がい者

事業の目的
制度上の無年金の障がい者で、身体障害者手帳1・２級及び療育手帳Ａの所持者に対し、特別給付金を支給し心身障が
い者の福祉向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 重度心身障がい者特別給付金支給事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要 障害基礎年金を受給できない外国人等重度心身障がい者の福祉の向上を図るため、特別給付金を支給する。

事務量自体が少なく、業務は効率的に行なえている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

障害者手帳交付時に対象者がいれば説明を行なう。

評価の観点 評価内容

240 実績額（千円） 240

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

元々本人の責なく年金を受給できなかった者に対する救済
目的で支給されており、それにより障害者の福祉向上が図
られているため。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

手当の性格上、受給資格者は概ね受給していると思われ、
いまからの新規申請はあまり見込めない。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 6,290 5,921

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

受給者延人数
 手当は月単位支給しているため。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○手当の支給
平成24年度
実施内容

特別障害者手当を支給

事業の対象 重度障がい者

事業の目的 在宅重度障がい者(児）やその家族の経済的、精神的な負担を軽減し、日常生活の安定を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 特別障害者手当等支給事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
日常生活が著しく制限され、常時特別の介護を要する在宅の重度障がい者（児）等に対し、特別障害者手当等の支給を
行う。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市広報にてＰＲを行う他、手帳交付時に手当についての説
明を載せたしおりを配布。またその際、該当すると思われる
者には、手当について案内するようにしている。

評価の観点 評価内容

136,994 実績額（千円） 131,312

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法律に基づき支給しているものであり、市の判断にて必要
性を論じられるものではない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

24年度は計画値とほぼ同程度の実績となった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 延べ食数 4,500 0

評価

妥当性 -

有効性 -

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 D

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

在宅障がい者配食サービス事業 のべ食数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○事業のあり方検討を実施
平成24年度
実施内容

24年度より廃止

事業の対象 単身の重度身体障がい者で原則65歳未満の者

事業の目的
食事作りが困難な在宅の重度障がい者に対して、栄養バランスのとれた食事の定期的な提供を通じて健康の維持及び
疾病の予防を図るとともに配食時に安否確認などを実施することにより、障がい者の在宅生活を支援する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 在宅障がい者配食サービス事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
食事作りが困難な在宅の重度障がい者に対して栄養バランスのとれた食事を提供し、健康の維持及び疾病の予防を図
るとともに、配食時に安否確認を実施する。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

650 実績額（千円） 0

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 件 6,013 6,036

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

給付件数 給付件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○市内の障がい者等に対する特殊寝台等の日
常生活用具の給付

平成24年度
実施内容

市内の身体障害者に対して特殊寝台等の日常
生活用具を給付した。

事業の対象 市内の障がい者等

事業の目的
市内の在宅障がい者等に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、そ
の福祉の増進に資することを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 重度身体障がい者等日常生活用具給付事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
在宅の障がい者等に対し、日常生活を円滑に行うことができるよう入浴補助用具、歩行支援用具等の日常生活用具の給
付・貸与を行う。

効率性を論ずることは困難な事業であるものの、用具を給
付する際にも市場価格を考慮した上で給付決定を行ってい
る。一方適正価格、適正給付の徹底に関してはなお改善の
余地はあると思われる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

障害者手帳の交付対象者に対して『障害者福祉のしおり』を
配布、制度の説明を行う事により制度の周知を図っている。

評価の観点 評価内容

66,293 実績額（千円） 65,362

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

在宅における生活利便性を向上するための用具、並びに必
要不可欠な用具を給付するための制度であり、障害者福祉
における も重要な事業の一つである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

事業の性質上、実績値の伸びが必ずしも行政努力の成果と
は言えず左記評価観点に基づく有効性は論じ難いが制度
の周知などの行政努力による部分も含め実績値は大局的
には増加傾向にある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1
実利用者
数

2 0

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

難病患者ホームヘルプサービス

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○難病患者ホームヘルパーの派遣
平成24年度
実施内容

難病患者ホームヘルパーの派遣（実績なし）

事業の対象 難病患者

事業の目的 要援護者の自立を支援し、介護者の負担軽減を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 難病患者ホームヘルプサービス事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要 日常生活を営むのに支障のある難病患者に対して身体介護・家事援助を行うため、ホームヘルパーを派遣する。

全部委託しており実施手法は効率的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

委託であり、民間との協働となっている。

評価の観点 評価内容

820 実績額（千円） 0

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

少数だが当制度がないと日常生活に大きな支障がある市民
はいるため、制度としては必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

利用対象となる方が少ないため、実績のない年度がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1
延べ利用
者数

380 325

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

訪問入浴サービス事業 のべ利用者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○気管切開や胃ろうをしているなどにより、ホー
ムヘルパーや施設での入浴が困難な 重度の
身体障がい者に対する、自宅に訪問入浴車を
派遣しての入浴サービスの実施

平成24年度
実施内容

○気管切開や胃ろうをしているなどにより、ホー
ムヘルパーや施設での入浴が困難な 重度の
身体障がい者に対する、自宅に訪問入浴車を
派遣しての入浴サービスの実施

事業の対象 重度の身体障がい者

事業の目的
重度障がいのために、ホームヘルパーや施設での入浴が困難な者に対して、訪問入浴サービスを実施することによって
清潔の保持を図り、もって 重度障がい者の在宅生活を支援することを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 訪問入浴サービス事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要 ホームヘルパーや生活介護事業等で入浴が困難な重度障がい者に対して、訪問入浴サービスを実施する。

専門の居宅介護事業所に委託して実施しており効率的。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

委託であり、民間との協働そなっている。

評価の観点 評価内容

3,963 実績額（千円） 4,252

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

少数だが、当制度がないと日常生活に大きな支障がある市
民がいるため、制度の必要性はある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

利用人数・利用回数は微増傾向。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1
月平均利
用量（時
間）

11,432 10,875

2
月平均利
用量（日）

945 664

3
利用実人
員

165 165

4
月平均利
用量（日）

351 0

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

居宅介護等
訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同
行援護、重度障害者等包括支援）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○居宅系･･･居宅介護、重度訪問介護、行動援
護、短期入所、重度障害者等包括支援、児童
発達支援放課後等デイサービス、共同生活介
護、同行援護
○施設系･･･療養介護、生活介護、施設入所支
援

平成24年度
実施内容

事業の目的
障がい者・児が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、必要な障害福祉サービスに係る給付や支援を
行う。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 介護給付事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
障がい者・児が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、必要な障害福祉サービスに係る給付や支援を
行う。

短期入所 宿泊を伴う短期入所

2,401,252 実績額（千円） 2,801,337

○居宅系･･･居宅介護、重度訪問介護、行動援
護、短期入所、重度障害者等包括支援、児童
発達支援放課後等デイサービス、共同生活介
護、同行援護
○施設系･･･療養介護、生活介護、施設入所支
援

事業の対象 障がい者・児

評価の観点 評価内容

共同生活介護 ケアホーム

児童デイサービス

第２期障害福祉計画策定にともない指標を合わせるため、
平成21年度より指標を延べ人数から月平均利用量に変更
する。24年度より制度改正により、障害児通所支援での実
施。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

日常生活に不可欠な支援であり、ニーズは高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

23年度とほぼ横ばい状況。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

民間との協働となっている。

指定事業所での実施。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1,824 786

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

日中一時支援事業利用人数
第２期障害福祉計画策定にともない、平成21年度より指標
を回から人に変更を行う。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○日中、障害福祉サービス事業所、障害者支
援施設等において、障がい者等に活動の場を
提供し、見守り、社会に適応するための日常的
な訓練、その他市町村が認めた支援の実施

平成24年度
実施内容

○日中、障害福祉サービス事業所、障害者支
援施設等において、障がい者等に活動の場を
提供し、見守り、社会に適応するための日常的
な訓練、その他市町村が認めた支援の実施

事業の対象 障がい者・児

事業の目的
障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している
家族の一時的な休息を目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 日中一時支援事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応す
るための日常的な訓練、その他市町村が認めた支援を行う。

委託により実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

委託であり、民間との協働となっている。

評価の観点 評価内容

37,477 実績額（千円） 19,265

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

日常生活における支援であり、利用ニーズは高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

放課後等デイサービス事業所へ変更となった事業所があ
り、実績値は２３年度に比べ下がっている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 件 640 701

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

交付件数 交付件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○補装具の交付・修理に要する費用につき、身
体障がい者（児）に対する補装具費の支給

平成24年度
実施内容

義足・義肢・装具・補聴器・車椅子など補装具の
交付・修理を行った。

事業の対象 身体障がい者（児）

事業の目的
補装具の交付又は修理により、身体障がい者（児）の失われた身体機能を補完・代替し、身体障がい者の職業その他日
常生活の能率向上を図る。身体障がい児にあっては、将来社会人として自立生活するための素地を育成・助長すること
等を目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 身体障害者児補装具交付事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
身体障がい者（児）が障がいのある部分を補って、必要な身体機能を獲得するため、あるいは補うために用いられる用具
の交付・修理を行う。

障害者自立支援法に基づく補装具の交付及び修理。厚生
労働省の基準により金額が定められている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

身障手帳を交付する際に「しおり」により説明。
対象者からの要望があれば提供できるよう、登録業者リスト
を用意している。

評価の観点 評価内容

58,180 実績額（千円） 68,815

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障害者自立支援法に基づく補装具の交付及び修理。
大阪府の巡回相談や医師の意見書により大阪府の判定を
受け決定する事業。身体障がい者・児の失われた機能を補
完する為のものであり必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

大阪府の判定に基づき決定。不公平な交付や無駄な支出
はないと考える。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

801008

計画値 実績値

1 件 20 7

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

改造実施件数 改造実施件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○住宅改造が必要な対象者の属する世帯に対
する改造費用の一部助成
○事業の進行管理・向上のための住宅改造連
絡会議の実施

平成24年度
実施内容

住宅改造が必要な対象者に対し、改造費用の
一部を助成した。また、２ヶ月に１回、住宅改造
連絡会議を行い、事業の維持・向上に努めた。
その他、啓発活動の一環として研修会に出席し
た。

事業の対象 改造が必要な重度身体障がい者等

事業の目的
住宅改造を必要とする重度身体障がい者等の世帯が生活の利便性を向上させる目的で改造を行ったとき、その費用の
一部を助成することで住み慣れた地域で自立し安全な生活を送ることを支援する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 重度身体障がい者等住宅改造助成事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要 住宅の改造が必要な重度の身体障がい者等の属する世帯に対して改造費用の一部を助成する。

補助対象経費については、経費対効果を考慮し、改造内容
の検討、見積り額の審査等を行っている。行政の専門職員
から構成された住宅改造推進チームによる調査や決定は本
事業には不可欠である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

関連課との情報提供やチラシの配布、講習会での説明など
事業所や支援機関へのＰＲを実施。補助事業としての業務
だけでなく、改造の必要性や要点、ポイントなど支援者や支
援機関への改造に関する知識や技術の提供も行っている。

評価の観点 評価内容

10,000 実績額（千円） 3,347

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障害者が安心して在宅生活を継続できるよう支援するため
の事業であり、適切な事業実施のため市が主体的に行う必
要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

相談件数が年度により異なることや、予算の範囲内での実
施のため、実績値の伸びが必ずしも成果とは言えず有効性
は評価しにくい。住宅改造推進チームによる定例会議等に
より随時、質の向上や業務改善を検討、実施している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 3 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

市内障がい者グループホーム・ケ
アホームの増加数

八尾市内の障がい者グループホーム・ケアホームの増加数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○検討に基づき実施
平成24年度
実施内容

○検討により内容を見直し実施。

事業の対象 市内障がい者グループホーム等運営法人

事業の目的
市内のグループホーム及びケアホームの安定的運営と新規参入の誘導を図ると共に、障がい者の地域での安定した生
活の支援をおくれるよう運営法人に対し補助を行っている。

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 障がい者地域生活援助事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
八尾市の障害福祉サービスにおける共同生活介護及び共同生活援助事業の受給者が居住している市内グループホー
ム運営法人に対し、グループホーム運営経費の内、一部の補助を実施している。

補助制度を見直し、補助金額を削減することができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

障がい者のグループホームについては、施設や病院からの
地域移行も重要になることから、これからの重要な社会資源
であると認識しており、スタッフの人材育成もこれからの課
題である。

評価の観点 評価内容

4,320 実績額（千円） 3,936

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

国の制度改正を受け、補助金額を下げることになったが、補
助金の目的や対象などを新たに見直しを実施した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

補助制度を見直したことで今まで対象となっていなかった事
業所についても対象となり、増加傾向となっている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 20 9

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

安否確認登録者（障害者） 年間新規登録者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○広報等により希望者を募集し、事前登録名簿
づくりを行う一方、自主防災組織づくりを推進

平成24年度
実施内容

希望者募集について、障がい者団体や相談支
援事業所に対し、あらためて制度周知を依頼す
るなど実施。

事業の対象 重度障がい者、65歳以上の高齢者のみの世帯で自力避難が困難な方、高齢者又は障がい者で災害時に不安を感じる方

事業の目的
災害発生時に自力避難が困難と考えられる在宅の重度障がい者や高齢者が事前に登録し、災害時に安否の確認を行う
ための名簿の作成業務を行うことで、安否確認の実施に伴う仕組みづくりを推進する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 災害時における安否確認事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要 災害弱者に対する災害時の安否確認のしくみづくりを行う。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

0 実績額（千円） 0

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

制度周知が十分とれているかどうか検討の必要性がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

障がい当事者や家族だけでなく、施設・事業者からの問合
せもあり、関心も高まっている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 千円 0 0

2 千円 7,560

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

平成24年度
計画内容

○診断結果を踏まえた施設の維持管理
平成24年度
実施内容

事業の目的
耐震診断を行うことにより、安心して施設を利用することができる。また、今後の改修計画（建て替え、移転等）の策定に
あたって、費用帯効果を見極めるためのデータを取得できる。結果をもとに施設の維持管理を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円）

活　動　指　標

事業概要 耐震診断を行うことにより、今後の施設の維持管理手法等を検討する資料を得る。

事業の対象 八尾市立いちょう学園が使用している施設

事務事業名 市立いちょう学園施設管理事務 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

施設の維持管理費用

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

耐震診断の実施 いちょう学園園舎の耐震診断

指標 単位
平成24年度

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

17,199 実績額（千円） 14,169

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 100 75

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

参加者数 「障がい者雇用を考える集い」における参加者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○障害者就業・生活支援センター、産業政策
課、柏原市、大阪府総合労働事務所との共催
により、「障がい者雇用を考える集い」を開催予
定
○障害者雇用連絡会議（ハローワーク主催）、
八尾・柏原障害者就業・生活支援センター運営
委員会への出席予定
○企業における障がい者雇用促進にむけ、就
労支援のあり方を検討し実施

平成24年度
実施内容

「障がい者雇用を考える集い」を開催した。

事業の対象 障がい者

事業の目的 関係機関との連携強化により、障がい者の雇用促進・職業の安定や、相談・支援体制の充実を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 障がい者就労支援事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携により、障がい者就労に関する相談や支援、障がい者雇用の促進
への取り組みを行う。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

23,558 実績額（千円） 16,674

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障がい者雇用については施策上も重要であり、市民ニーズ
は高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値は伸びている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 2,100 2,320

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

制度利用者数 介護給付、施設訓練等給付などの制度利用者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○区分認定審査会の運営
○区分認定調査の実施等
○支給決定・受給者管理業務
○システム運用

平成24年度
実施内容

○区分認定審査会の運営
○区分認定調査の実施等
○支給決定・受給者管理業務
○システム運用

事業の対象 障がい者・児

事業の目的
障害者自立支援法に基づく区分認定審査会や区分認定調査などの実施により、障がい者に対し適正な資格管理と給付
管理に対応した計画的な事業実施を行う。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 自立支援制度推進事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
平成18年度の自立支援法の施行に伴い、障害程度区分認定審査会の運営、認定調査など円滑なサービス提供を行うた
めの事務や利用者の管理、国保連合会への異動、請求審査事務を行っていくためのシステム事務を実施している。

制度改正が重なる中で、業務フローを検討しつつ対応が行
えた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

引き続き適正かつ効率的な事務運営に努める。また、制度
改正についも国、府の動向に注視していく必要がある。

評価の観点 評価内容

44,545 実績額（千円） 30,469

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

区分認定に関する事務、支給決定に関する事務を適切に実
施した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

制度利用者は安定しており、新たなサービスについても利
用者の増加が見込まれている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 1 1

2 人 3,150 6,497

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

平成24年度
計画内容

○アンテナショップ運営事業の実施
平成24年度
実施内容

運営の継続

事業の目的
・作業所製品の普及と販路の拡大を図る。
・働く場の確保、接客技術の取得により障がい者の自立と社会参加の促進を図る。
・消費者のニーズを把握することにより市場でも通用する製品造りに役立てる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円）

活　動　指　標

事業概要
作業所製品の普及と販路拡大を図り、障がい者の働く場の確保や障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、アンテ
ナショップの運営を支援する。

事業の対象 障がい者福祉作業所

事務事業名 アンテナショップ支援事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

顧客数 アンテナショップの年間顧客数

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

設置数 ショップ設置数

指標 単位
平成24年度

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

999 実績額（千円） 946

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

授産製品の販売拠点であり、必要な施設である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

顧客数も年々増加傾向にある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

37

計画値 実績値

1 人 6,200 5,444

2
利用実人
員

119 61

3
利用実人
員

399 393

4
利用実人
員

19 6

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

訓練等給付事業利用者（年間延べ
利用人数）

就労移行支援、就労継続支援Ａ・Ｂの年間のべ利用人数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○居宅系･･･共同生活援助（グループホーム）
○施設系･･･自立訓練、就労移行支援、就労継
続支援

平成24年度
実施内容

事業の目的 障がい者の身体機能・生活能力の向上や一般就労に向けた訓練などの効果がある。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 訓練等給付事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をしたり、就労を希望する
障がい者に生産活動などの機会の提供を通じて就労に必要な訓練などをする場を提供する。

就労移行支援事業

599,335 実績額（千円） 619,950

○居宅系･･･共同生活援助（グループホーム）
○施設系･･･自立訓練、就労移行支援、就労継
続支援

事業の対象 障がい者

評価の観点 評価内容

就労継続支援事業 就労継続支援事業Ａ・Ｂ

共同生活援助

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障がい者の就労・訓練等の支援として、ニーズは高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

23年度とほぼ横ばい。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

民間との協働により実施。

指定事業所にて実施。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 5 10

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

中途失明者歩行訓練者数 当該年度における中途失明者歩行訓練者の数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○手話奉仕員養成講座
○パソコン講習会
○三療講習会
○中途失明者歩行訓練
○点字案内文書作成
○障がい者対策に関する点訳作成
○点字講習会
○音訳講習会

平成24年度
実施内容

・パソコン講習会
・点字・音訳講習会
・中途失明者歩行訓練
・点字案内文書等作成
・三療講習会

事業の対象 聴覚及び視覚障がい者

事業の目的 聴覚及び視覚障がい者に対し、各種福祉事業を行うことで、障がい者の社会参加と生きがいづくりの促進を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 生活支援事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要 聴覚及び視覚障がい者の福祉の向上を図るため、各種講習会等を実施する。

対象者のニーズを把握している。当事者団体への委託によ
りコスト効率は良い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

対象者に市政だより等で情報提供を行っている。

評価の観点 評価内容

2,200 実績額（千円） 2,032

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

視覚障害者に対する情報の提供と社会参加の促進を図る
上で、目的に適合している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

対象者の需用は充たしている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 人 400 356

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

地域別計画

実施率 手話公開講座（実施回数/計画回数）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○手話公開講座の開催
○登録手話通訳者の派遣
○要約筆記者の養成及び派遣

平成24年度
実施内容

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

事業の対象 言語・聴覚障がい者、中途失聴者等

事業の目的
手話通訳が必要な聴覚障がい者等に手話通訳者を派遣することで、聴覚障がい者の福祉向上を図る。
聴覚障がい者の社会参加の促進及び聴覚障がい者に対する市民の理解が深まるなど、その福祉向上に寄与している。

事務事業名 コミュニケーション支援事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

評価の観点 評価内容

事業概要
市役所に来庁される言語・聴覚障がい者のコミュニケーションの確保を図るため、手話通訳者を設置する。また登録手話
通訳者の派遣を行う。（緊急時も対応可能）
要約筆記者の養成及び派遣を行う。

コミュニケーション支援利用人数
【特例市間比較指標】

 《所管課調》
手話通訳者の派遣利用延べ人数（年度間集計）4月～3月]

2,595 実績額（千円） 2,098

・手話公開講座の開催
・登録手話通訳者の派遣
・要約筆記者の養成及び派遣

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

聴覚障害者の生活向上・自立への貢献度は高く、目的とし
て適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

対象者の需用は充たしている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

当事者団体に委託することによりコスト効率は良い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

聴覚障害者が地域で生活するための生活向上に寄与して
いる。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 20,000 30,585

2 人 8,000 12,873

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

地域別計画

利用人数 学習・啓発系事業などセンター利用者の総数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○センター事業の継続
平成24年度
実施内容

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

事業の対象 在宅の障がい者（一部高齢者）

事業の目的 在宅の障がい者の自立と社会参加の促進を図るための拠点施設である障害者総合福祉センターの円滑な運営を行う。

事務事業名 障害者総合福祉センター運営事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

評価の観点 評価内容

事業概要
障がい者の各種相談、講習、訓練、情報提供等を行うと共に、生活介護事業及び短期入所事業等を実施するセンターの
モニタリングを行う。

福祉サービス事業利用人数 福祉サービス事業の利用人数

166,000 実績額（千円） 166,000

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 0 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

参加者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○柏原市において実施予定
平成24年度
実施内容

・柏原市において実施

事業の対象 身体障がい者

事業の目的 スポーツ大会の実施により、障がい者の社会参加意欲を高めることができる。

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

A.市民の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 身体障がい者スポーツ大会事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
障がい者の社会参加意欲を高めるため、スポーツ大会を開催するものである。
（八尾市、東大阪市、柏原市、松原市による当番制）

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

0 実績額（千円） 0

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 0 2

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

施設整備箇所数 申請があった場合の施設整備箇所数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○施設の整備促進
平成24年度
実施内容

施設の整備に関して、協議の上補助金の助成
を決定した。

事業の対象 社会福祉法人

事業の目的
障がい者のための日中活動の場とする施設の整備・促進を図る。
施設の整備により、障がい者の福祉向上が図られる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 民間障がい者福祉施設助成事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要 社会福祉法人が建設する施設整備の助成を行い、民間障がい者福祉施設の整備促進を図る。

国・大阪府の補助金確定に基づき、本市でも確定を行って
いる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

0 実績額（千円） 28,669

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障がい者施設障への通所のニーズは高く、施設の増加は必
要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

法人の設立希望もあり、一定の実績はある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 7 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

利用者数 利用定員の数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○事業の継続
　・ふれあいルーム運営事業【定員（１日）４名、
利用者数　７名程度】
○ふれあいルームのあり方について検討

平成24年度
実施内容

平成24年度：６名利用

事業の対象 重度重複身体障害者

事業の目的
重度の重複障害者に社会参加の場を提供し、家庭における介護の負担の軽減を図る。

上記意図に沿った事業の展開により、利用者の福祉向上に寄与している。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 八尾市障がい者ふれあいルーム運営事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要 重度障害者に対し、社会参加の場を提供し療育を行う。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

9,089 実績額（千円） 9,032

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

重度の重複障害者に社会参加の場を提供し、家庭にお
ける介護の負担の軽減を図る。上記意図に沿った事業の展
開により、利用者の福祉向上に寄与している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標に近い実績である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 7 6

2 利用日数 4,922 2,883.5

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

地域別計画

設置箇所数 地域活動支援センターへの移行数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○地域活動支援センター事業の継続
平成24年度
実施内容

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

事業の対象 在宅の障がい者

事業の目的 障がい者の日中活動の場、生きがいづくりの場を提供し障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

事務事業名 地域活動支援センター事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

評価の観点 評価内容

事業概要
自立支援法における地域生活支援事業のメニューのひとつとして、障がい者が通所し地域の実情に応じ創作的活動また
は日中活動の機会を提供したり、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センター事業を実施する。

地域活動支援センター（Ⅱ型）

45,709 実績額（千円） 47,606

○地域活動支援センター事業の継続

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

社会参加・日常生活での支援であり、ニーズは高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

委託により実施し効率的。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

委託であり、民間との協働となっている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 時間 150,641 141,181

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

移動支援利用時間
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児の

 年間利用時間の合計

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○障がい者・児の移動支援
平成24年度
実施内容

○障がい者・児の移動支援

事業の対象 障がい者・児

事業の目的
屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加
を促すことを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 障がい者移動支援事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を
支援する。

委託により実施しており効率的。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

委託であり民間との協働となっている。

評価の観点 評価内容

291,458 実績額（千円） 280,711

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障がい者の社会参加のために不可欠な支援であり、ニーズ
は高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ほぼ横ばいの実績状況。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 45 41.5

2 枚 36,000 35,549

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 D

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

地域別計画

利用率 （利用枚数／交付枚数）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○利用対象者に対する助成
平成24年度
実施内容

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

事業の対象 重度障がい者・児

事業の目的
在宅の障がい者・児にタクシー利用料金の一部を助成し、日常生活の利便と社会参加の促進に寄与し福祉の増進を図
る。

事務事業名 障がい者タクシー利用助成事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

評価の観点 評価内容

事業概要 在宅の重度障がい者(児）の社会参加を促進するため、タクシー利用料金の一部を助成する。

利用枚数 タクシーチケットの利用枚数

26,836 実績額（千円） 23,903

交付者数1,986人 利用率41.5％

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

重度障害者の外出を支援し、社会参加を促進するための目
的に適合している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

利用率は指標の目標を達成している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

タクシー基本料金は運輸局の認可によるもので、コスト削減
にはなじまない。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりで情報提供を行っている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 60 51

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

通所児童数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○施設運営及び事業の継続
平成24年度
実施内容

延措置児童数　606名　　事務費 130,810,000円

事業の対象 知的障がい児

事業の目的 知的障がい児を対象に、通所によって適切な療育及び訓練等を行うことにより、心身の発達を促すことを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名
（仮称）福祉型児童発達支援センター事業

（八尾しょうとく園）
担当部局・課

健康福祉部

障害福祉課

事業概要 知的障がい児に対して心身の発達を促すため、適切な療育・指導を行う。

既存の施設を利用しており、委託によるコスト効率は良い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

保護者に対する情報提供はなされている。

評価の観点 評価内容

130,810 実績額（千円） 130,810

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

知的障害のある児童が社会参加するため知識技能の取得
という目的に適合している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標値に近い実績値である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 40 31

2 千円 4,200 19,465

3 千円 18,000 17,526

4 千円 1,200 530

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

契約人数 施設定員に見合う契約児童数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○事業の継続
平成24年度
実施内容

事業の目的
四肢及び体幹の機能障害を有する児童に対し、母子通園による療育を行い、 また保護者及び児童に対して必要に応じ
た援助・指導を行う。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名
（仮称）医療型児童発達支援センター事業

（市立いちょう学園）
担当部局・課

健康福祉部

障害福祉課

事業概要 肢体及び体幹の機能障害のある児童の療育を行うとともに、保護者及び児童に指導・助言を行う。

診療報酬 委嘱医師による診療報酬の確保

12,463 実績額（千円） 11,728

事業の対象 肢体及び体幹の機能障害を有する児童

評価の観点 評価内容

障害児施設給付費負担金 障害児施設給付費負担金（大阪府負担金）

児童療育施設利用者負担金 児童療育施設（いちょう学園）の利用者負担金

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

通園事業だけでなく、在宅児についても相談に応じ、施設利
用や医療機関への紹介など、保護者のニーズに対応した連
携ができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

施設が有する様々な教材を有効利用するとともに、職員の
高い専門的療育手法を活用した業務を行った。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 件 1,379 1,526

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

給付件数 給付件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○更生医療の給付
平成24年度
実施内容

更生医療の給付を行った。
入院・通院合計
19,810,691円

事業の対象 身体障がい者

事業の目的
身体障がい者手帳の交付を受けた者が、心臓や肢体等の外科的手術及び腎臓の血液透析等を行うことにより社会参加
を図る。
障がいの除去や軽減により心豊かに安心して在宅生活ができるよう支援する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 身体障害者更生医療給付事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要 障がいを克服改善し、日常生活を容易にするため、身体障がい者の更生に必要な医療費の給付を行う。

法に基づく制度。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

手帳交付時に「しおり」により説明。
更生医療指定医療機関との連携を充分にとる。

評価の観点 評価内容

402,892 実績額（千円） 441,903

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障害者自立支援法に定められた公費負担医療。更生医療
の対象となる疾病に対して身体障害者手帳所持者の障害を
軽減または除去するために行われる公費負担の制度。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

更生医療の対象は、原則として臨床症状が消え永続するよ
うになった「障害そのもの」であり、疾病を対象とする一般医
療とは異なります。申請に基づき大阪府の判定により決定。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

801013

計画値 実績値

1 件 50,000 51,175

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

医療費助成件数 障がい者医療費助成件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○継続実施
○入院時食事助成のあり方を検討

平成24年度
実施内容

１．医療費助成　　対象者　　人
　　　　　　　　　助成額　　千円
　　　　　　　　　助成件数　件
２．食事助成　　　助成額　　千円
　　　　　　　　　助成件数　件

事業の対象 重度身体・知的障がい者（児）

事業の目的
重度の身体障がい者及び知的障がい者に対し医療費の一部を助成することにより、その健康の保持及び生活の安定に
寄与し、もって身体障がい者及び知的障がい者の福祉の増進を図ることを目的としている。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 障がい者（児）医療費公費負担事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
重度障がい者（児）や知的障がい者の健康増進、福祉の向上を図るため、医療保険により受診した場合に医療費の一部
自己負担額を控除した額を公費で負担する。

対象者に対し医療証を交付し助成を行っており、比較的効
率よく事業が実施されている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

「市政だより」及び「八尾市ホームページ」を活用した広報
と、障害者手帳の交付時には、障がい者医療の周知を図っ
ている。

評価の観点 評価内容

415,926 実績額（千円） 409,316

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

重度の障がい者に対し医療費の一部を公費で助成すること
により、経済負担の軽減や生活の安定、福祉の増進を図る
意味でニーズは高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

重度の障がい者に対し医療費の自己負担額を助成すること
で、経済的負担の軽減等を図ることは、「保健･医療サービ
スの充実」という基本施策への寄与度は非常に高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 千円 3,887 4,276

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

医療助成費 単年度助成額

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○継続実施
平成24年度
実施内容

対象件数　　266件
助成額　　　4,276千円

事業の対象 重度身体・知的障がい者（児）

事業の目的
重度の障がい者（児）で居宅で療養が必要な者に対し、訪問看護の利用料を助成することにより経費の負担軽減を図り、
在宅医療の推進と福祉の増進に資することを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 重度障がい者訪問看護利用料助成事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
在宅での療養が必要な重度障がい者（児）の在宅医療の推進及び福祉の増進を図るため、訪問看護にかかる経費の一
部を公費負担する。

助成事業としては、契約施設である訪問看護ステーションに
対し、利用件数に応じた出来高払いになっており、効率性は
十分ある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

「市政だより」及び「「八尾市ホームページ」を活用した広報
活動や、障がい者医療証の交付時に、「使用手引き書」を配
布し、周知を図っている。

評価の観点 評価内容

4,690 実績額（千円） 4,276

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障がい者医療全体の対象者からみれば利用者及び利用件
数は少ないが、重度障がい者の医療を支える制度であり妥
当性は高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標目標どおりの実績が達成されている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 30 21

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

利用者数 年間利用者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○発達障がい児支援センター事業の実施
平成24年度
実施内容

○発達障がい児支援センター事業の実施

事業の対象 発達障がい児及びその保護者

事業の目的 発達障がい児の療育及び保護者支援を実施する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 発達障がい児支援センター事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要 発達障がい児の専門的な療育の場を整備することにより、早期発見、早期療育を図る。

社会福祉法人への委託で実施し、専門性をもって実施して
いる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

委託実施であり、民間との協働となっている。

評価の観点 評価内容

5,134 実績額（千円） 5,134

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

発達障がい児支援センターは市内で１ヶ所であり、ニーズは
高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

利用者も増えている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

203001

計画値 実績値

1 件 7,000 7,152

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

相談件数 相談件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○障がい者福祉に関する各種の相談の受付
○適切な情報提供
○他のサービスへの手引き

平成24年度
実施内容

障がい者福祉に関する各種の相談の受付し、
情報提供や他のサービスへの手引きを行なっ
た。

事業の対象 市民、施設、サービス提供事業者など

事業の目的 市民の日常生活の継続や向上、また各種サービスの円滑な利用を促進する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 窓口等相談業務 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要 障がい者福祉に関する相談業務

窓口相談については、相談件数も多く、内容も多岐に渡るた
め、専門的知識と経験が必要。専門知識を持った職員が配
置されれば、業務効率も上がり、より的確な対応ができると
思われる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

0 実績額（千円） 0

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

相談については、市内相談支援機関と協力、業務分担して
いる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

障がい者が地域等で生活していく上で、各種の相談を受け
ることは、必要不可欠である。また、実績値は目標値を上
回っている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 件 7,500 9,300

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

手帳等申請件数 各種手帳等申請件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○府からの権限委譲に伴う身体障害者手帳･精
神障がい者手帳の交付に関する業務
○療育手帳の申請受付、手帳引渡し等の業務
○自立支援医療（精神通院）の申請受付等の
業務

平成24年度
実施内容

○府からの権限移譲に伴う身体障がい者手帳･
精神障がい者保健福祉手帳の交付に関する業
務の実施
○療育手帳の申請受付、手帳引渡し等の業務
の実施
○自立支援医療（精神通院）の申請受付等の
業務の実施

事業の対象 各種手帳等の申請者

事業の目的 各種手帳等に関する円滑な事務により、市民へのサービス向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 身障手帳等交付事務 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院）の交付にかかる申請・更新受付、交付決定
（身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳のみ）、大阪府への進達、手帳引渡しや説明等を行う。

平成24年度から身体障がい者手帳及び精神障がい者保健
福祉手帳の交付について、府から権限移譲を受け、交付ま
での期間が短縮された。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

各種障がい者手帳の交付基準についての問い合わせ等が
しばしばあった。今後も交付基準等について、市民に対して
分かりやすい説明を心がける必要がある。

評価の観点 評価内容

6,162 実績額（千円） 5,241

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障がいを持つ市民にとって、サービス受給の基本となる手
帳交付等は必要不可欠。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画値以上の申請件数となっっている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

○ 38 801011

計画値 実績値

1 ヶ所 4 4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

障がい者相談支援委託事業所数 中学校区３校を１ブロック程度

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○相談支援事業所４ヶ所に委託予定
○身障会、盲人協会、聾者福祉会に更生指導
相談業務を委託予定
○八尾市障がい者相談員に業務委託予定
○相談業務のあり方の検討
○障害者虐待防止法に基づく障がい者虐待防
止センター機能の体制整備

平成24年度
実施内容

○相談支援事業所４ヶ所に委託
○身障会、盲人協会、聾者福祉会に更生指導
相談業務を委託
○八尾市障がい者相談員に業務委託
○事業所、団体、相談員に委託している相談業
務を整理し再構築を行った
○障がい者虐待防止センター業務を一部委託

事業の対象 障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者

事業の目的
適切な障害福祉サービスに繋げる事により、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにす
る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 障がい者相談支援事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を
供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるようにする。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

障がい者相談員は障がいに精通する市民の中から推薦に
より選ばれており、市民との協働への取り組みに寄与してい
る。

評価の観点 評価内容

41,012 実績額（千円） 41,457

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障がい者相談窓口の充実は適切な福祉サービスに結びつ
けるための要であり、当該事務事業の実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

相談窓口の充実に関して指標の目標どおり達成できてい
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 4 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

成年後見制度利用者数 成年後見制度利用者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○成年後見を必要とされている方で配偶者若し
くは２親等内の親族がいない方の相談への積
極的な取り組み

平成24年度
実施内容

○成年後見を必要とされている方で配偶者若し
くは２親等内の親族がいない方の相談への積
極的な取り組み

事業の対象 知的障がい者、精神障がい者

事業の目的
判断能力が不十分な精神障がい者及び知的障がい者の方が成年後見制度による支援により本人の権利を守る。
障がい者福祉の充実をめざす。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 成年後見支援制度事務（障がい福祉課対応分） 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
成年後見開始等の市長申立てに関する必要な事務を行い、本人に資力がない場合は、成年後見人等の報酬の助成を行
う。

高齢福祉課も高齢者に対する同制度をもっており、やり方を
統一する等効率的に実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

後見人等の選定により、本人が行政機関以外との権利擁護
の関わりができ、協働を進めることができる。

評価の観点 評価内容

1,096 実績額（千円） 256

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

身寄りなく契約や金銭管理が困難な障がい者の権利擁護
のために不可欠な制度となっている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

申立の必要なケースが増えてきており、実績も増えている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1
延べ開催
数

36 13

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

本会議、サブ協議会、支援部会、
専門部会、事務局会議の延べ開
催数

１年間に開催された自立支援協議会の各部会の延べ開催
回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○継続実施
平成24年度
実施内容

本会議　1回
サブ協議会　1回
支援部会　9回
危機状況対応部会　2回

事業の対象 市内の障がい福祉サービス事業者等

事業の目的
障がい者、障がい児、障がい児の保護者若しくは障がい児の介護を行う者が、必要に応じて適切に障がい福祉サービス
を利用できる環境を整える。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

事務事業名 自立支援協議会運営事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

事業概要
本市における障がい者、障がい児、障がい児の保護者若しくは障がい児の介護を行う者が、障がい福祉サービスを適切
に利用することができるよう、地域の障がい福祉に関するネットワークを構築し、相談支援や困難事例への対応や研修、
地域課題についての検討等を行う。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

6,604 実績額（千円） 6,283

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障がい者を支援するためのネットワークであり、一定の市民
ニーズはあると思われる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

開催回数は平成23年度よりも減少したが、地域課題の解決
に向けた取組みの成果も見られた

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 件 7 5

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

地域別計画

事業実施率 実施事業数/当初計画事業数×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

計画額（千円）

平成24年度
計画内容

○障がい者フォーラムの実施
○福祉電話の設置
○地域福祉推進事業の委託
○自動車改造等への助成

平成24年度
実施内容

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

事業の対象 障がい者・児

事業の目的

○障がい者に対し、各種福祉事業を実施することにより、その社会参加と生きがいづくりの促進を図るとともに、市民への
啓発活動を行う。
○障がい者・児の社会参加及び障がい者・児に対する市民の理解がより一層深まるなど一定の効果が得られるよう事業
実施を行う。

事務事業名 障がい者社会参加推進事業 担当部局・課
健康福祉部

障害福祉課

評価の観点 評価内容

事業概要

○障がい者のコミュニケーション、緊急連絡等のため、福祉電話等の機器を設置することや障がい及び障がい者に関す
る正しい理解と知識を深める啓発・広報活動のための事業を実施していく。
○重度の身体障がい者が住み慣れた地域社会の中で自立し、社会参加を容易にするため、自動車の一部を改造する場
合や、自動車の免許を取得する場合に助成を行う。

助成件数 自動車改造等への助成件数

9,305 実績額（千円） 7,363

○障がい者フォーラムの実施
○福祉電話の設置
○地域福祉推進事業の委託
○自動車改造等への助成

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

計画とおり事務事業を実施した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画の目標を概ね達成できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域福祉推進事業については、選定業務を実施し適正かつ
効率的に事業を実施した。
業務体制についても、関係課と検討を行い見直しを検討を
実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

障がい者フォーラムの実施、地域福祉推進事業等、多くの
障がい当事者が関わりを持つ事業を適正に実施した。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.17 生活困窮者への支援

現状 今後

39 203001

計画値 実績値

1 件 3,700 2,740

2 世帯 930 690

3 ‰ 30 31

4 世帯 5,800 5,485

5 ％ 16 16.1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

○訪問調査活動の充実と実態把握の徹底
○適正なケース格付による年間訪問計画表の
策定
○援助方針に基づいた訪問実施と訪問目的の
達成
○訪問調査実施状況の確認
○実態把握に基づく保護の適格性の確認
○実態把握に基づく援助方針の適正樹立と個
別援助の充実
○不正受給の防止対策の推進

平成24年度
実施内容

・訪問調査活動の充実と実態把握の徹底
・適正なケース格付による年間訪問計画表の策
定
・処遇方針に基づいた訪問実施と訪問目的の
達成
・訪問調査実施状況の確認
・実態把握に基づく保護の適格性の確認
・実態把握に基づく処遇方針の適正樹立と個別
処遇の充実
・不正受給の防止対策の推進

年間相談件数 当該年度における相談件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 14,406,513 実績額（千円） 13,924,489

平成24年度
計画内容

事業の対象 生活保護申請者及び受給者

事業の目的 生活保護法に基づき、保護を適正に実施する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 生活保護事務 担当部局・課
健康福祉部

生活福祉課

事業概要 生活保護法に基づき保護を実施する。

生活保護新規開始件数 当該年度における生活保護開始世帯数

生活保護率 保護人員／住民基本台帳人口×1,000

生活保護受給世帯数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

民生委員と連携して事務事業を実施しているが、事務事業
の性質上、市民に対し積極的な情報提供は行えない。

評価の観点 評価内容

生活保護受給世帯の就労率
生活保護受給世帯で自立に向けて就労している者のいる世

 帯数／生活保護受給世帯数×100

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

生活保護法に基き、適切に制度を運用している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

最近の経済情勢を反映して相談来庁者が減ってきている
が、市民からの生活相談を随時受け付け、対応できるように
体制を整備し、引き続き市民ニーズを充足できている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

可能な限りのコスト節減に努力している。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.17 生活困窮者への支援

現状 今後

計画値 実績値

1 日 125 105

2 人 16 11

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 A

○国、府及び中河内・南河内ブロックの各市町
村と協働してホームレス巡回相談指導事業を中
心に、ホームレスの自立に向けた取り組みを実
施

平成24年度
実施内容

大阪府・市町村ホームレス自立支援推進協議
会の事業として、ブロック別に巡回相談事業を
行い、支援を求めるホームレスに対して、巡回
相談など支援を行った。

巡回日数
ホームレス巡回相談指導業務における、八尾市内の巡回日
数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 ホームレス

事業の目的
ホームレス特別措置法の制定を踏まえ、設置した大阪府・市町村ホームレス自立支援推進協議会が広域的な取組みの
もとに、協働して対策を講じ、ホームレスの自立を促進する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 ホームレス対策の促進 担当部局・課
健康福祉部

生活福祉課

事業概要
大阪府・市町村ホームレス自立支援推進協議会が行う事業として、ホームレスを対象とした生活相談等の自立支援を行
う。

評価の観点 評価内容

久宝寺緑地におけるホームレスの
人の数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

大阪府・市町村ホームレス自立支援推進協議会において事
業を展開しており、今後とも行政の関与は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市内のホームレス数は減少を続けているため、頻繁な巡回
相談の必要性は薄れている。現状は、実態に即して必要十
分な巡回回数が確保できている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

巡回相談については、ブロック単位で広域的に業務委託を
行っており効率的に行っている。なお、２４年度は全額補助
を受けて事業実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市町村の広域連携により進めている事業であり、現状では
八尾市だけが独自に市民との協働を進めるのは困難であ
る。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.17 生活困窮者への支援

現状 今後

203001

計画値 実績値

1 世帯 31 29

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 A

中国残留邦人等に対する、懇切丁寧な支援の
実施を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○中国残留邦人等に対する、懇切丁寧な支援
の実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 市内に在住する中国残留邦人等世帯の経済的及び社会的な生活の安定を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 95,967 実績額（千円）

事業概要
中国残留邦人等が置かれている特別な事情に鑑み、老後の生活の安定と地域での生き生きとした暮らしを実現するため
に、支援を実施する。

事業の対象 市内に在住する中国残留邦人等の世帯

事務事業名 中国残留邦人等への支援事業 担当部局・課
健康福祉部

生活福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

78,010

中国残留邦人等に対する支援給
付の受給世帯

生活支援給付を受給している中国残留邦人等の世帯数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法に基き、適切に制度を運用する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

支援対象者の高齢化にともない、支援世帯は減少傾向に転
じているが、支援を必要とするすべての中国残留邦人に対
して支援を実施している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事務コストの節減に努めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業の性質上、市民との協働や地域分権の取り組みを進め
ることは困難である。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.17 生活困窮者への支援

現状 今後

40

計画値 実績値

1 件 750 696

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

○就労支援員による、稼働能力を有する被保
護者に対する就労支援の実施
○キャリアカウンセラーによる、就労意欲向上
に向けたカウンセリングの実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○就労可能な被保護者に対する、ケースワー
カーや就労支援員、キャリアカウンセラーが中
心の、ハローワーク等の関係機関と連携しなが
らのきめ細かい就労支援の継続実施及び、保
護世帯の自立促進

平成24年度
実施内容

事業の目的 生活保護法の目的である被保護世帯の自立促進をめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,461 実績額（千円）

事業概要
就労支援員や臨床心理士、キャリアカウンセラーによるカウンセリングやハローワークへの同行訪問など、就労困難者で
ある被保護者に対し、きめ細かな就労支援を実施することにより、新規就労や増収、資格取得など世帯の自立を促進す
る。

事業の対象 生活保護受給世帯

事務事業名 自立生活支援事業 担当部局・課
健康福祉部

生活福祉課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

7,866

自立支援実施件数
就労支援員が支援対象の受給者に対してハローワーク同
行、履歴書指導等の支援を行った件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

稼働能力を有する保護受給者の経済的自立を支援すること
は、生活困窮者に対する支援として非常に重要であり、事
業実施は妥当なものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ハローワークでの求職活動の援助により、多数の世帯が就
労を開始している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

キャリアカウンセラーの活用について、内容、件数ともに、な
お検討の余地がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ハローワークと連携して事業を実施しており、関係機関との
協働は行っている。生活保護受給者を対象とする事業の性
質上、一般の市民との協働や地域分権の推進に寄与するこ
とは困難である。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.17 生活困窮者への支援

現状 今後

計画値 実績値

1 千円 50,000 50,335

2 千円 50,000 50,394

3 ％ 90 86.88

4 千円 1,000 473.3

5 ％ 90 99.24

評価

妥当性 A

有効性 D

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 D

○低所得世帯等に対する貸付及び償還指導
○制度の見直し検討
○同和更正資金貸付金滞納者に対する償還指
導

平成24年度
実施内容

○低所得世帯等に対する貸付及び償還指導
○制度の見直し検討
○同和更正資金貸付金滞納者に対する償還指
導
○同和更生資金貸付金債務整理

貸付額
指標の数値について、増加・減少の予測が困難なため経年
推移から計画値を設定している。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 482 実績額（千円） 345

平成24年度
計画内容

事業の対象 低所得世帯及び災害等による生活困窮者等

事業の目的 生活困窮者の自立更生を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 生活援護資金貸付制度事業 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

事業概要
低所得世帯及び災害等による生活困窮者の自立更生を図るため、生活援護資金の貸し付け、償還事務及び同和更正資
金貸付金滞納者に対する償還事務を行う。

償還額 当該年度内に償還された額

償還率
償還率＝償還総額÷（貸付総額‐不納欠損累計‐納期未経
過額）×100

更正資金償還額

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

必要に応じて情報の提供を行っている。

評価の観点 評価内容

更正資金償還率
償還率=償還総額（貸付総額-不納欠損額-滞納額）÷（貸付
総額-不納欠損額）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

不況や傷病による失業などを理由とする貸付が依然高く
ニーズがある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

借受人の状況に配慮しつつも、償還率の向上に向けて努力
する必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的に実施できている。



目標No.1 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

政策No.3 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

施策No.17 生活困窮者への支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 100 93

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○住宅手当受付事務
○住宅手当支給事務
○就労機会の確保に向けた支援の実施
○「福祉から就労」支援事業

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○住宅手当受付事務
○住宅手当支給事務
○就労機会の確保に向けた支援の実施
○「福祉から就労」支援事業

平成24年度
実施内容

事業の目的 住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 59,327 実績額（千円）

事業概要
住宅を喪失又は喪失するおそれのある離職者等のうち就労能力及び就労意欲のある者に対して、住宅手当を支給し、住
宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う。

事業の対象
平成19年10月１日以降に離職した者であって、就労能力と就労意欲のあるもののうち住宅を喪失している者もしくは喪失
するおそれのある者

事務事業名 住宅手当支給事務 担当部局・課
健康福祉部

地域福祉政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

35,329

支給決定者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

国の事業であり実施は必須である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

第２のセーフティネットとして有効な事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

受付相談業務について委託しており効率的効果的に実施で
きている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.18 母子保健の増進

現状 今後

○

計画値 実績値

1 冊 2,400 2,279

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・母子手帳交付数は出生数の減少とともに減少
している。妊娠届出をした人に母子健康手帳を
発行し母子の健康保持・増進を図ることを目的
に交付した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○母子健康手帳交付数　　2,400件
平成24年度
実施内容

事業の目的 妊娠、出産、育児を通じて母子の健康保持増進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,208 実績額（千円）

事業概要 母子保健サービスを実施する。

事業の対象 妊婦、乳幼児とその保護者

事務事業名 母子健康手帳交付事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

120

母子健康手帳発行数 発行数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

母子の健康保持・増進を図るために必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

発行数は横ばいである。。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

母子健康手帳のサイズを大きくし、コストは3倍かかるが誰も
が見やすいサイズである。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

国際交流、次世代育成の視点で実施。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.18 母子保健の増進

現状 今後

計画値 実績値

1 個 2,400 2,245

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

母子健康手帳交付時に配布している。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○母子健康手帳交付時に配布2,400個
平成24年度
実施内容

事業の目的 交通機関等を利用する際、周囲が妊産婦への配慮を示しやすくする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 262 実績額（千円）

事業概要
妊産婦がより安心のできる妊娠期間を過ごせるようマタニティキーホルダーの配付を行うとともにマタニティマークの普及・
啓発を図る。

事業の対象 妊産婦

事務事業名 マタニティマーク普及・啓発事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

250

キーホルダー配布数 妊娠届出時にマタニティマークのキーホルダーを配布。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

妊婦に妊娠・出産に関する安全性と快適さを確保するため
にキーホルダーを配布するので市民ニーズはある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

妊娠届出数と同数の配布ができている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

キーホルダーだけでなく、無料のマタニティマークのステッ
カーも同時に配布しより妊娠・出産時期での安全性と快適さ
を確保できている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページ等でＰＲして普及啓発に努めている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.18 母子保健の増進

現状 今後

42

計画値 実績値

1 教室 36 36

2 回 48 48

3 回 12 12

4 回数 96 96

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○マタニティー＆ベビー教室の開催
○乳児検診などへの参画
○４ヶ月健診後のフォロー教室開催

平成24年度
実施内容

・子育て相談（電話・面接）
・元気っ子教室の開催
・子育て講演会・運動会等イベントの開催
・地域子育てサークル・ボランティアなどの支援
・地域の保育資源の情報収集・提供

マタニティー＆ベビー教室開催数 ３ヶ所で開催した親子教室の回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 妊産婦及びその児童

事業の目的
核家族化が進む中で孤立しがちな在宅家庭の保護者を対象に、いろいろな機会を通じて、仲間づくりをしたり情報交換す
ることで育児不安の軽減・解消を図り、安心して子育てをすることが可能となる。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名
地域子育て支援センター事業

（妊産婦子育て支援）
担当部局・課

こども未来部

保育課

事業概要
出産を控えた妊婦に子ども（赤ちゃん）とどのように接すればいいのかなど出産後の育児等へのイメージを持っていただく
ことにより、スムーズな育児につなげ、母子の心の安定を図るとともに、親の子育て力の向上をめざす。また、出産後にお
いても支援等行うことで育児不安の解消を図る。

保健センター集団検診（4ヶ月）事
業参画数

保健推進課（保健センター）で実施してる乳幼児健康診査に
参画した回数

4ヶ月健診後のフォロー教室開催
健康推進課（保健センター）で実施してる乳幼児健康診査
（４ヶ月健診）において育児不安などが見られ、勧奨によって
参加者を限定した親子教室の実施数

妊産婦子育て支援事業実施数 該当事業ののべ実施回数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりに載せるとともに、パンフレットやビラを各施設に
おかせてもらったり、イベントの時に配布し、ＰＲ活動を行っ
ている

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

各事業に対し市民のニーズは少しずつ変化しているが、市
民のニーズに応えられるよう、多方面から取り組みを考え、
事業に反映している

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

保育所で行われている妊産婦０歳児対象の事業と連携し
て、参加者数は増加しており、最終目標値にちかづいている

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

各支援センター２名体制で連携し効率的に事業を行ってい
る



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.18 母子保健の増進

現状 今後

41

計画値 実績値

1 ％ 85 80.1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

妊婦健康診査受診率はわずかではあるが年々
増加している。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

妊婦健康診査受診率
80％

平成24年度
実施内容

事業の目的
妊婦・胎児に対して健康診査を行い、疾病の予防や早期発見、早期治療を図る。
保護者の育児不安を軽減し、安心して子育てができるよう支援を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 123,797 実績額（千円）

事業概要 妊産婦や胎児の疾病予防など母子の健康保持を図るため、各種健康診査を実施し、必要な指導を行う。

事業の対象 妊産婦及び胎児

事務事業名 妊婦健康診査事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

112,331

妊婦健康診査受診率
妊婦健康診査の助成が14回になり妊婦健康診査受診数÷
（妊娠届出数×14回）×100を受診率として指標にした

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

妊婦健康診査の公費負担額を増加させ妊婦自身の経済的
負担を軽減し、妊婦健診の受診率を上げることによりフォ
ローの必要な妊婦を必要なサービスにつなげる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値がのびており、目標値に近づいている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

妊婦健康診査をより多く受診してもらう為には妊婦健診の個
人負担（受益者負担）をなくしていく必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

次世代育成の視点で実施している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.18 母子保健の増進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 80 83.4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

４か月児健康診査までの新生児訪問や未熟児
訪問を除く乳児が対象であるが、新生児訪問や
未熟児訪問数の増加により、こんにちは赤ちゃ
ん事業としての訪問対象者は1,411人と減少し
ている。こんにちは赤ちゃん事業での訪問数は
1,160人である。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○生後4か月までの乳児に対する訪問の実施
平成24年度
実施内容

事業の目的 虐待を予防、あるいは早期発見する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,747 実績額（千円）

事業概要
すべての乳児がいる家庭を訪問し、不安や悩みを聞き、親子の心身の状況や養育環境の把握を行うとともに、子育て関
連の情報提供を行い、必要に応じて適切なサービス提供に結びつけることにより、子どもの健やかな育成を図る。

事業の対象 生後4か月までの乳児のいるすべての家庭

事務事業名 こんにちは赤ちゃん事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

1,490

訪問率 こんにちは赤ちゃん事業としての訪問の割合。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

新生児訪問等で訪問していない家庭に訪問し、虐待予防の
観点で市が関与していく必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標値に実績が近づいている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

こんにちは訪問員に訪問していただき、必要なケースは担
当保健師につないでもらっていて業務の執行体制は効率的
である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

こんにちは訪問員を地域の資源がよくわかるようなるべく同
じか近隣地区にしている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.18 母子保健の増進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 25 27.2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

妊産婦訪問 1,190件
新生児訪問 889件
乳幼児訪問 643件

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○妊産婦の妊娠中毒症や未熟児出生の予防を
図るとともに、乳幼児を抱える保護者の育児不
安の解消を図るため、保健師・助産師による訪
問指導を実施
○新生児訪問割合　25.0％

平成24年度
実施内容

事業の目的
妊婦については妊娠中毒症や未熟児出生等の予防、妊娠中の不安軽減。新生児、産婦については育児不安解消を図る
ため。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,062 実績額（千円）

事業概要
妊産婦の妊娠中毒症や未熟児出生の予防を図るとともに、乳幼児を抱える保護者の育児不安の解消を図るため、保健
師・助産師による訪問指導を行う。

事業の対象 妊婦・産婦・新生児で訪問指導が必要とされる者

事務事業名 妊産婦乳幼児訪問指導事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

3,855

新生児訪問率

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

出産して自宅に帰ってから早い時期に訪問して保護者の不
安軽減を担うのは市民ニーズにあっており妥当な事業であ
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値は伸びているが、今後も増加していくようＰＲに努め
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

虐待予防の観点からコスト面よりも希望者に早く訪問し、育
児不安の軽減に努めたい。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

次世代育成の視点で実施している。専門職の充実面で課題
あり。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.18 母子保健の増進

現状 今後

計画値 実績値

1 冊 2,200 2,084

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

４か月児健康診査来所時に赤ちゃんと保護者
に絵本の読み聞かせを行うと共に絵本を楽しむ
きっかけを提供するため絵本を配布。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○４か月児健康診査受診時において、絵本を読
み聞かせの上配布を実施　2,200冊

平成24年度
実施内容

事業の目的 赤ちゃんと保護者に絵本の大切さや心触れ合う大切さを感じてもらうことを目的に実施する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,725 実績額（千円）

事業概要
赤ちゃんと保護者がゆっくり向き合い、心ふれあうひとときを持つきっかけをつくるよう、０歳児（４ヶ月）健康診査実施時に
絵本とパンフレットを手渡す。

事業の対象 ４ヶ月児（４か月健康診査受診時）

事務事業名 えほんデビュー事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,677

えほん配布数
４か月児健康診査来所時に赤ちゃんと保護者に絵本の読み
聞かせを行うと共に絵本を楽しむきっかけを提供するため絵
本を配布。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

４か月児健康診査来所時に赤ちゃんと保護者に絵本の読み
聞かせを行うと共に絵本を楽しむきっかけを提供するため絵
本を配布しているが、市民ニーズを考慮して、すでに持って
いる絵本であれば交換して配布している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

４か月児健康診査来所時に赤ちゃんと保護者に絵本の読み
聞かせを行うと共に絵本を楽しむきっかけを提供するため絵
本を配布。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

ブックスタートという趣旨なら絵本を安く購入できるので、ＮＰ
Ｏ法人で安価で絵本を購入。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページや保健事業案内という広報誌ではば広くＰＲ。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.18 母子保健の増進

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1,000 715

2 人 1,500 1,054

3 人 650 586

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○保護者同士の交流を深め、育児不安を解消
するため、妊産婦・乳幼児の保護者に対して子
どもの疾病予防や育児知識についての講習等
を実施
○両親教室　1,000人
○乳児相談　1,500人
○離乳食講習会　500人

平成24年度
実施内容

両親教室 715人
乳児相談  1,054人
離乳食講習会 586人

両親教室参加者数 両親教室参加者（妊婦歯科教室参加者も含む）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,571 実績額（千円） 1,315

平成24年度
計画内容

事業の対象 妊産婦・乳幼児とその家族

事業の目的
地域における育児支援を行うことで、育児不安を解消し、親同士の交流を深める。
安心して妊娠、出産、育児ができるように疾病予防や育児の知識の習得と妊婦同士の交流を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 妊産婦乳幼児保健相談事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

事業概要
保護者同士の交流を深め、育児不安を解消するため、妊産婦・乳幼児の保護者に対して子どもの疾病予防や育児知識
についての講習等を行う。

評価の観点 評価内容

乳児相談参加者数 乳児相談参加者数

離乳食講習会参加者数 離乳食講習会参加人数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

妊娠中から母子保健として市が関与することは虐待予防と
して大事な役割であるので市の役割としては妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

両親教室は、妊婦のニーズにあっているのか参加者が増加
している。今後もＰＲを強化して参加者を実績値に近づかせ
ていきたい。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

八尾市立病院の産婦人科と連携し助産師に１回目の講義を
依頼するなどしてコスト面でも削減でき、ケースの連携もで
き執行体制は効率的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

男女共同参画、次世代育成の視点で実施している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.18 母子保健の増進

現状 今後

計画値 実績値

1 人 800 903

2 人 1,300 1,391

3 人 200 180

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○乳幼児の心身の健全な発達を促し、保護者
の育児不安の解消を図るため、経過観察が必
要と判断された乳幼児に対して健診や相談教
室などのフォロー事業を実施
○経過観察健診受診者　770人
○１歳６か月児健診フォロー教室参加者　1,300
人
○幼児歯科教室参加者　200人

平成24年度
実施内容

経過観察健診受診者、１歳６か月児健診フォ
ロー教室参加者 ともに増加し経過観察の必要
な児が増加している。幼児歯科教室参加者は
若干減少。

経過観察健診受診者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,862 実績額（千円） 2,713

平成24年度
計画内容

事業の対象 各種健診後の要フォロー児

事業の目的 乳幼児の心身の健全な発達を促し、保護者の育児不安の解消を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 乳幼児育成指導事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

事業概要
乳幼児の心身の健全な発達を促し、保護者の育児不安の解消を図るため、経過観察が必要と判断された乳幼児に対し
て健診や相談教室などのフォロー事業を行う。

評価の観点 評価内容

1歳6か月児健診フォロー教室受講
者数

1歳６か月児健康診査でフォローの必要な児を対象に勧奨し
来所した受講数

幼児歯科教室受講者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

一次健康診査をやる限りフォローの場の提供は必要であ
り、市の関与は今後も必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値は維持している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

他課と連携しコストの削減に努めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

次世代育成の視点で実施している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.18 母子保健の増進

現状 今後

42 ○

計画値 実績値

1 回数 36 32

2 組数 1,200 1,009

3 回 36 36

4 回数 16 17

5 回数 380 371

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○保健センターの乳幼児健診に参画
○１歳半フォロー教室への参加
○１歳半フォロー教室後の親子教室の実施
○親子教室・親子遊び会・運動会などのイベン
トを通して、市内３ヶ所で子育て支援拠点として
関係所属及び機関等との連携を図り、在宅子育
て家庭に対する支援を実施

平成24年度
実施内容

・子育て相談（電話・面接）
・元気っ子教室の開催
・子育て講演会・運動会等イベントの開催
・地域子育てサークル・ボランティアなどの支援
・地域の保育資源の情報収集・提供

親子教室（元気っ子教室）開催数
公募による希望者を対象にした年齢別親子教室の開催数
（１教室５回で１クール）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 116 実績額（千円） 41

平成24年度
計画内容

事業の対象 在宅の就学前児童及びその保護者

事業の目的
核家族化が進む中で孤立しがちな在宅子育て家庭の保護者が育児不安の解消等により安心して子育てできる環境を整
備する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名
地域子育て支援センター事業

（親子子育て支援）
担当部局・課

こども未来部

保育課

事業概要
在宅子育て家庭に対して、親子教室や様々な事業を実施し、育児に関する情報提供や相談指導により、子どもの健やか
な育ちをめざす。

親子あそび会(各種イベント・てとて
とランド)参加組数

運動会などのイベントに参加した親子数（夫婦や子ども２人
以上でも１組計算）

保健センター集団健断（1歳半健
診）事業参画数

育児不安解消や育児下手若しくは虐待の未然防止の観点
から保健センターが実施している月３回の幼児健診事業を
協働にて実施しており、その参画数。

保健センター1歳半健診フォロー教
室（ぴょんぴょん教室）等への参画

発達上の心配や育児不安などの理由により、保健センター
が勧奨して行っているぴょんぴょん教室と支援センターで
行っているフォロー教室「わくわく教室」の開催数
ぴょんぴょん教室は６回、わくわく教室は５回で１クール

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりに載せるとともに、パンフレットやビラを各施設に
おかせてもらったり、イベントの時に配布し、ＰＲ活動を行っ
ている

評価の観点 評価内容

親子子育て支援事業実施数 該当事業ののべ実施回数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

各事業に対し市民のニーズは少しずつ変化しているが、市
民のニーズに応えられるよう、多方面から取り組みを考え事
業に反映している

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

参加者数は年々増加しており、事業によっては回数を増や
して対応している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

教室などでは材料費実費を徴収している



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.18 母子保健の増進

現状 今後

41

計画値 実績値

1 ％ 97.8 97.3

2 人 96 94.7

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○４か月児健康診査　2,100人、1歳6か月児健
康診査2,100人、3歳６か月児健康診査　2,100人
○乳児一般健康診査1,900人、乳児後期健康診
査 1,900人

平成24年度
実施内容

４か月健診 2,062人
１歳６か月児健診 2,150人
３歳６か月児健診 2,059人。
受診率は３歳６か月児健診が始めて他の健診
と同様９割を超えた。

4か月児健診受診率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 41,388 実績額（千円） 40,491

平成24年度
計画内容

事業の対象 乳幼児、要精密検査児

事業の目的
乳幼児に対して健康診査を行い、疾病の予防や早期発見、早期治療を図る。
保護者の育児不安を軽減し、安心して子育てができるよう支援を行う。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 乳幼児健康診査事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

事業概要 乳幼児の疾病予防の健康保持を図るため、各種健康診査を実施し、必要な指導を行う。

評価の観点 評価内容

1歳6か月児健診受診率

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

母子保健法により実施し、児の疾病予防や早期発見・早期
治療のために母子健診は市民ニーズはあると思われる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値がのびており、目標値に近づいている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

次世代育成の視点で実施している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.18 母子保健の増進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 99.3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

99.3％と未熟児は訪問や健診等で把握してい
る。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○低体重児(未熟児）の把握及び訪問指導
把握率100％

平成24年度
実施内容

事業の目的 低体重児(未熟児）をもつ保護者の不安軽減と未熟児の健康管理

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,066 実績額（千円）

事業概要
母子保健法改正に伴い、平成24年度より低体重児(未熟児）の届出受理と未熟児の訪問指導（出生体重が2,000gから
2,500g）が大阪府より権限移譲される。低出生体重児(未熟児）の訪問指導を保健師・助産師等が訪問し、保護者の不安
軽減と未熟児の健康管理を行う。

事業の対象 出生届やハガキで低体重児と把握できたもの

事務事業名 未熟児保健推進事業 担当部局・課
健康福祉部

保健推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,818

低体重児（未熟児）把握率 把握率を上げる

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

未熟児を持つ保護者は不安が高く、育児不安解消為には早
期のかかわりが必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標に実施値が近づいている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民課と連携し早期に未熟児を把握できる体制づくりが出
来ている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業の一部が大阪府から市に移管されＨＰや妊娠届出時に
パンフレットを配布するなど情報公開に努めた。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

801017
806005

○

計画値 実績値

1 人 7,750 5,573

2 件 2 2

3 件 30 21

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○相談機能の充実
○子育てサークル支援の充実、
○子育て支援情報提供業務の円滑な実施（子
育てに関する情報収集・提供の充実、子育て講
座の開催、子育て情報冊子の作成）
○親子教室の開催

平成24年度
実施内容

・相談担当職員に臨床心理士を採用して相談機
能の充実を図った。・市内の子育てサークルの
育成・支援を行った。・子育て支援コーディネー
ターを配置して、子育て情報の収集・提供に努
めた。・子育て家庭向けの講座を実施した。

児童家庭相談件数

児童家庭相談の相談種別変更に伴い、計画値を修正した。
【内訳】・児童虐待相談・家庭児童相談・子どもの発達相談・
子育て相談・親子教室・わらべでの相談・ショートステイの相

 談
平成23年度以降の計画値（平成21年度実績値の10％増加
程度（7,750件）を目標に設定）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 26,306 実績額（千円） 25,343

平成24年度
計画内容

事業の対象 児童及びその養育者

事業の目的
孤立した子育て家庭をなくすとともに、子育てに関する相談事業と子育て支援事業を効果的に連携させ、総合的な子育て
支援事業を展開することにより、子育てしやすいまちづくりの推進に資する。また、地域の自主的で積極的な活動を尊重
し、地域の持つ子育て支援機能及び地域の子育て力の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 子育て総合支援ネットワークセンター事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
子育ち・子育てを広く支援するために、子どもと子育てをめぐる人、情報、関連機関、支援事業などをつなぐ窓口を一元化
することで相談と支援とを連携・充実させる。

評価の観点 評価内容

子育て講演会開催数

子育て相談件数（メール）  メールによる子育て相談件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

少子化が進む中、安心して子どもを生み育てられる環境作
りの一環として相談事業の充実や情報提供を行うことは、適
切なことである。また、市民のニーズは依然として高く、市が
主体となって積極的に進める必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値は児童家庭相談件数が前年度より増加した。また、
臨床心理士を採用して相談業務の質的向上を図った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

担当職員の業務分担の見直しを行い、業務の効率化を図っ
た。事業の性質上、受益者負担の考え方はなじまない。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページやリーフレットを作成するとともに、市政だより
や民間の情報誌を通じて各種事業のＰＲに努めた。本事業
は次世代育成のための中心的事業である。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

42 ○

計画値 実績値

1 組 19,500 19,536

2 ヶ所 12 12

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○12ヶ所で委託により実施
○連絡会議・研修会等の質が高く、公平･公正
なサービスの実施に向けた取り組みの実施
○現行の体制についての事業検証
○利用料等の適正化

平成24年度
実施内容

出張所及びコミュニティセンター等に子育てＭＡ
Ｐ等の配布、ＦＭちゃおの番組出演による広報
の実施。利用料等の適正化に向け、代表者会
議にて調整。

延べ利用組数 親と子で1組とする

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 45,168 実績額（千円） 45,050

平成24年度
計画内容

事業の対象 おおむね０から３歳の乳幼児及びその保護者

事業の目的
乳幼児を育てている保護者とその子どもが気軽に集い、交流したり、育児相談等を行う場を、身近な地域に設置すること
により、安心して子育てできる環境をつくる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 つどいの広場事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
子育て親子の交流・集いの場を設置する。（週３日かつ１日５時間程度）
子育てに関する相談・援助の実施、地域の子育て関連情報の提供、及び、子育て及び子育て支援に関する講習等を実
施する。

評価の観点 評価内容

広場の箇所数
つどいの広場の設置箇所数（平成22年度中に目標値が達
成）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

核家族の増加に伴い、身近な地域で子育ての不安を相談し
たり、情報交換できる同世代の保護者の交流の場を確保、
相談できる支援者の存在は大きく、次世代育成の観点から
必要である。委託事業で実施し、職員の質の向上を目的と
した研修や事業の円滑な実施に向けた調整で市の関与を
行う。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

延利用組数が計画値を上回った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業の内容・実績に見合うコストであると思われるが、精算
時に支出内容の領収書等で確認し、適正な運営ができるよ
うに指導を行う。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

委託事業者には市民団体やＮＰＯ法人が多く、市民参画で
事業を進めている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

42 ○

計画値 実績値

1 回 96 85

2 回 36 34

3 組数 1,500 1,816

4 回数 120 119

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○市内３ヶ所の子育て支援拠点として、地域に
出向く手法により、関係所属及び機関等との連
携を図り、在宅で子育てをしている家庭に対す
る支援を実施（公園・地域公共施設等での親子
遊び会　職員派遣等）

平成24年度
実施内容

・子育て相談（電話・面接）
・元気っ子教室の開催
・子育て講演会・運動会等イベントの開催
・地域子育てサークル・ボランティアなどの支援
・地域の保育資源の情報収集・提供

公園で遊ぼう会実施数 市内の公園での出前保育実施予定数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,473 実績額（千円） 6,223

平成24年度
計画内容

事業の対象 在宅の就学前児童及びその保護者

事業の目的
核家族化が進む中で孤立しがちな在宅子育て家庭の保護者が育児不安の解消等により安心して子育てできる環境を整
備する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名
地域子育て支援センター事業

（地域子育て支援）
担当部局・課

こども未来部

保育課

事業概要
子育て家庭同士の交流や公園等地域へ出向くことにより、子育て家庭と地域がつながる仕組みづくり、子育てサークル等
の育成･支援を行うことを通じて、子育て支援のネットワークづくりの充実を図る。

地域支援活動参加数
職員派遣による関係機関や子育てサークル等の事業への
参画回数

出前保育の参加組数 公園など地域への出前保育の参加組数

地域子育て支援事業実施数 該当事業ののべ実施回数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりに載せるとともに、パンフレットやビラを各施設に
おかせてもらったり、イベントの時に配布し、ＰＲ活動を行っ
ている

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

各事業に対し市民のニーズは少しずつ変化しているが、市
民のニーズに応えられるよう、多方面から取り組みを考え、
事業に反映している

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

参加者数は年々増加しており、事業によっては回数を増や
して対応しており、最終目標値にちかづいている

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域の集会所などで遊び会を開いたことで、参加数が増加
した



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

○

計画値 実績値

1 組数 3,220 2,628

2 組 150 223

3 組 280 294

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○在宅児童に対する子育て相談、地域交流、
園庭開放を通した地域の子育て力の向上

平成24年度
実施内容

地域交流、園庭開放事業等の参
加組数

公立保育所７ヵ所における地域交流、園庭開放事業の参加
 組数の合計数

22年度から0歳児限定の交流会を実施

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,540 実績額（千円） 1,469

平成24年度
計画内容

事業の対象 在宅で子育てをしている親子

事業の目的
公立保育所で培ってきたノウハウや保育所で生活をしている児童の様子を見ることにより、子育てに対する不安や負担
感の軽減・解消につながり、また児童虐待の未然防止にもなる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 公立保育所在宅子育て支援事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
公立保育所において、在宅子育て世帯への園庭開放事業や相談事業などを実施することにより、子育て支援に取り組
む。また、要保護児童対策地域協議会等の開催により関連機関と連携を図る。

評価の観点 評価内容

親子教室実施数
地域子育て支援センターを実施していない保育所におい
て、参加希望者を募集して行う親子教室ののべ参加組数

 （親子）

0歳児親子対象の交流会実施数
保育所の機能を生かし、育児不安の高い乳児期の子育てを
支えるため、全保育所で実施する「ベビーくらぶ」への年間
延べ参加数。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

身近で同じ年齢の子どもを集めている教室は大変ニーズが
高い

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

限られた保育所の時間空間を利用して、実績値を延ばして
いる

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

電話応募、直接申し込みなど利便性を重視している

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりで情報を公開している



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 人 9,000 10,676

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

お話教室・体操教室・ダンス教室・遊び教室・読
み聞かせ教室・料理教室、季節に合わせた各
種イベント教室、館外施設見学、子育てサーク
ル活動支援等

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○お話教室・体操教室・ダンス教室・遊び教室・
読み聞かせ教室・料理教室・ウクレレ教室、季
節に合わせた各種イベント教室、館外施設見
学、子育てサークル活動支援等

平成24年度
実施内容

事業の目的
基本的人権尊重の精神に基づき、青少年の健全育成と人権意識の高揚を図るとともに、自主的民主的な諸活動を推進
し、本市青少年児童活動の健全な発展向上に資することを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,183 実績額（千円）

事業概要
親子幼児教室・ファミリー教室の実施、ゆめの広場の開放、年間を通じたウクレレ教室、ベビーマッサージ教室、子育て支
援センターとの連携及び子育てサークルへの支援を行う。

事業の対象 市内の就学前の乳幼児とその保護者

事務事業名 子育て支援事業（桂青館） 担当部局・課
こども未来部

桂青少年会館

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

1,074

利用人数 年間の利用人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市内在住の就学前の子どもとその保護者に対して、親子の
交流や親同士の交流を目的として、子どもたちに色々な体
験が出来る教室等を開催しており、その目的は適切である。
また、市民（参加希望者）のニーズは多様化しており、その
要望に対応すべく、絶えず新しいメニューについて試行錯誤
を行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実施内容と実施数の充実により、利用者数は目標値を上
回った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

館指導者による自前の親子幼児教室実施に伴う、講師謝礼
金の削減

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・情報公開としてのチラシ・ポスターの配布、HP、市政だより
等による、情報提供を行った。
・実施の視点として体験、交流等の要素を盛り込み、親子幼
児教室を実施した。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 人 6,500 8,683

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

親子幼児教室を年40教室実施し、絵本の会、お
はなしランド、ウイズっこ広場等を、計画に沿っ
て実施した。子育てサークル活動の支援事業と
しては、貸館を利用している子育てサークルを
対象としてサークル代表者会議を行った。また、
子育て支援センターとの情報交換や行事応援
等を行い、施設間での連携を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○親子幼児教室（親子ミニトランポリン教室・親
子ダンス教室・ウイズランドなど）
○子育て支援講座
○絵本の会・おはなしランド
○子育てサークル活動支援
○ウイズっこ広場

平成24年度
実施内容

事業の目的
青少年会館条例に掲げる目的を基に、親子幼児教室等を実施し、参加する保護者相互のコミュニケーションを図る中で
交流を深め、幼児の健全な発達と地域・家庭における子育てに対する支援を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 474 実績額（千円）

事業概要 親子幼児教室・子育て支援講座、子育てサークルへの支援及び子育て支援センターとの連携を行う。

事業の対象 市内の就学前の乳幼児とその保護者

事務事業名 子育て支援事業（安中青館） 担当部局・課
こども未来部

安中青少年会館

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

475

利用人数 年間の利用人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

実績値が目標値を上回っており、利用者のニーズを的確に
捉えていると判断できる。今後も市民のニーズの把握に努
めるとともに、より質の高い事業実施に努める。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

上記の諸活動によって、親子交流の機会を増やし、子育て
支援の充実につなげることができた。また、利用人数につい
ても実績値が目標値を上回っている。今後も事業内容に対
する精査・工夫を行いながら、より質の高い事業実施に努め
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切な予算執行のもと、最低限の費用で充実した内容の活
動を実施するよう努め、多彩な事業を展開した。特に、遊戯
室開放（ウイズっ子広場）では、実施日数を増やすことで、コ
ストをかけずにより多くの利用者に親子交流の場を提供す
ることができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより、ホームページ、館内掲示等を活用し、情報の提
供と事業についての周知を行った。また、子育てサークル代
表者会議の開催によってサークル間の交流を図るなど、
サークル活動の支援にも大きく寄与した。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1
人（月平
均）

300 0

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

児童手当法にもとづいた、手当給付の実績はな
し。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○平成21年度以前分の児童手当の給付
○児童手当の給付の完全終了

平成24年度
実施内容

事業の目的 子育て中の家庭への経済的支援ができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 400 実績額（千円）

事業概要 児童手当法に基づき、児童手当の給付を行う。

事業の対象 給付対象児童がいる世帯

事務事業名 児童手当関係事務 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

児童手当給付対象児童数
 児童手当の額の基礎となる延児童数÷12

平成22年度よりこども手当制度移行となるため、平成22年
度以前の対象分のみの処理となる。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

子育て家庭の経済的支援を行う事業であるため、事業実施
は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

申請に基づき行われる給付事業のため、申請漏れ等のない
ようＰＲを行う。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適正な給付の確保を図るため、職員の更なる制度の理解習
熟が必要である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

申請に基づき行われる給付事業のため、申請漏れ等のない
ようＰＲを行う。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 人 3,300 3,360

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

児童扶養手当法に基づき、手当の給付を行っ
た。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○児童扶養手当法に基づく、手当の給付
平成24年度
実施内容

事業の目的 一人親家庭等の生活の安定を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,593,027 実績額（千円）

事業概要 児童扶養手当の給付管理業務を行う。

事業の対象 一人親家庭等

事務事業名 児童扶養手当関係事務 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

1,542,969

児童扶養手当受給権者
 全部支給停止を含む受給権者数（年度末時点）

また、平成22年８月より父子家庭も手当の支給対象となって
いる。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

一人親家庭の経済的支援を行う事業であるため、事業実施
は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

不正受給を防ぐための取り組みを継続して行っていく必要
がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適正な給付の確保を図るため、職員の更なる制度の理解習
熟が必要である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

適正な給付の確保を図るための情報提供を行っていく必要
がある。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 人 510 613

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

子育て支援課窓口にて申請を受付、所定の審
査を行ったのち、大阪府へ進達した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○こども政策課窓口にて申請を受付、所定の審
査を行ったのち、大阪府へ進達

平成24年度
実施内容

事業の目的 障害のある子どもがいる家庭の生活の安定を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 251 実績額（千円）

事業概要 障害のある児童を育てている保護者に対して特別児童扶養手当を給付する。

事業の対象 障害児を育てている保護者

事務事業名 特別児童扶養手当関係事務 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

203

受給権者数 12月現在の値

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障害児を育てている家庭の経済的支援を行う事業であるた
め、事業実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

適正な給付の確保を図るため、職員の更なる制度の理解習
熟が必要である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大阪府への進達業務のため、府の指導に基づき業務を行っ
ている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

適正な給付の確保を図るための情報提供を行っていく必要
がある。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

○ 203001

計画値 実績値

1 ％ 90 87.9

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○就学前児童に係る事業の継続実施
○７歳～15歳の児童に係る入院医療費助成の
実施（10月～）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○就学前児童に係る事業の継続実施
○７歳～15歳の児童に係る入院医療費助成の
実施（10月～）

平成24年度
実施内容

事業の目的 子どもにかかる医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 455,939 実績額（千円）

事業概要
子どもの健全育成・児童福祉の向上を図るため、医療保険により受診した場合に一部自己負担額を控除した額を公費で
負担する。

事業の対象 入院：0歳～15歳までの児童通院：0歳～6歳までの就学前児童

事務事業名 子ども医療費公費負担事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

408,013

０-15歳人口のうち子ども医療証交
付率

 医療証交付者数÷対象年齢者数
（但し、０～６歳人口のうちの医療証交付率）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

少子化対策及び子育て支援策の一環として、子どもの子育
て階層の経済的負担の軽減を図る意味で、市民ニーズは非
常に高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

少子化対策及び子育て支援策も含め、子どもの医療に係る
医療費の一部を助成することは、子どもの健全育成及び児
童福祉の向上にも非常に寄与している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

対象者に対し医療証を交付し助成を行っており比較的効率
よく実施されている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

「子育て支援冊子」や「市政だより」及び「八尾市ホームペー
ジ」を活用した広報活動と、市民課、健康保険課と連携し、
子ども医療についての周知を図っている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

801015

計画値 実績値

1 人 6,000 6,003

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○事業の継続実施
○入院時の食事助成廃止に係る検討

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○事業の継続実施
○入院時の食事助成廃止に係る検討

平成24年度
実施内容

事業の目的 ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、生活の安定と児童の健全な育成を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 207,240 実績額（千円）

事業概要
ひとり親家庭の生活の安定と児童の健康増進、福祉の向上を図るため、医療保険により受診した場合に医療費の一部自
己負担額を控除した額を公費で負担する。

事業の対象 ひとり親家庭等

事務事業名 ひとり親家庭医療費公費負担事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

186,775

対象者数 助成対象者数（月平均）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

ひとり親家庭に対し医療費の一部を公費で助成することは、
経済負担の軽減や生活の安定と児童の健全な育成を図る
意味でニーズは高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ひとり親家庭に対し医療費の自己負担額を公費で負担する
ことは、「保健･医療サービスの充実」という基本施策への寄
与度は非常に高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

対象者に対し医療証を交付し助成を行っており、比較的効
率よく事業が実施されている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

「子育て支援冊子」や「市政だより」及び「八尾市ホームペー
ジ」を活用した広報活動、市民課、健康保険課との連携によ
り、ひとり親家庭医療について周知を図っている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 人 27 20

2 人 10 3

3 件 6 8

4 件 180 253

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○母子家庭高等技能訓練促進費等事業
○母子家庭自立支援教育訓練給付金事業

平成24年度
実施内容

事業の継続実施、広報

母子家庭高等技能訓練促進費支
給者数

 高等技能訓練促進費支給者件数（一時金件数は含めない）
総合計画施策⑲の指標に採用。平成27年度目標値25件・
平成32年度目標値30件である。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 48,729 実績額（千円） 28,351

平成24年度
計画内容

事業の対象 母子家庭の母

事業の目的

【母子家庭自立支援教育訓練給付金事業】母子家庭の母の主体的な能力開発の取り組みを支援し、もって、母子家庭の
自立促進を図ることを目的とする。
【母子家庭高等技能訓練促進費等事業】母子家庭の母が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関での
受講を行うに際し、その期間中の生活の不安を解消し安定した修業環境を提供する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 母子家庭自立支援事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要 母子家庭の自立を促すために、就労支援を行う。

母子家庭教育訓練給付金事業
利用者数

母子自立支援プログラム策定件数

母子家庭自立支援員の相談件数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

給付金事業については、ＰＲの不足等から目標値を達成で
きなかった。
母子家庭の母の就労支援として事業を行っている。

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

母子及び寡婦福祉法及び施行令に基づき、行われている事
業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

給付金事業については、ＰＲの不足等から目標値を達成で
きなかった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

給付金事業の給付額については、母子及び寡婦福祉法施
行令により定められている。
実施方法については、各事業実施要綱及び要領によって定
めている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 時間 2,300 963

2 人 50 10

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 B

○利用者や委託事業者の従事者に対して、事
業の主旨について周知

平成24年度
実施内容

事業の継続実施、広報

支援員派遣時間数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,435 実績額（千円） 1,414

平成24年度
計画内容

事業の対象 母子家庭等（母子家庭、父子家庭、寡婦）

事業の目的 母子家庭等の日常生活を支援することによって、就労等による自立の促進と生活の安定を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 母子家庭等日常生活支援事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要 ひとり親家庭の就労支援や生活の安定を図るために、家庭生活支援員を派遣し、家事支援や子育て支援を行う。

評価の観点 評価内容

利用登録者数
平成20年度より登録更新制度を設けたため、利用見込みの
ない登録者の登録が解除されるようになったことに伴い、計
画値の見直しをおこなった。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

母子及び寡婦福祉法及び厚生労働省の通知に基づき、行
われている事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

登録者の適正化により、数的には減少となった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

受益者の負担額については、厚生労働省の通知により定め
られている。
実施方法については、事業実施要綱及び要領により定めて
いる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

母子家庭の母等が本事業を利用することにより、就職活動
等の支援につながる。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 人 30 5

2 日

3 時間

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○事業の啓発広報
○支援員への研修

平成24年度
実施内容

支援員向け研修を１回実施した。また、他の子
育て支援研修にも５回、参加要請した。

パートナー派遣利用者数 派遣件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 575 実績額（千円） 121

平成24年度
計画内容

事業の対象 乳児の育児について支援が必要な家庭

事業の目的
養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、養育に関する相談、指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適
切な養育の実施を確保することを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 養育支援訪問事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
児童福祉法第21条の10の２第1項の規定に基づき、養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、養育に関する
相談、指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する。

評価の観点 評価内容

ママサポート事業（平成23年度より
分離。指標の採用せず）

平成23年度で、新規事業へ移行。指標は終了

ママ・サポート派遣利用時間（平成
23年度より分離。指標の採用せ
ず）

平成23年度で、新規事業へ移行。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

少子化・核家族化が進展する中、子育てに関する悩みや不
安を抱く家庭は多く、特に一般的な子育てサービスを利用す
ることが難しい家庭にとって、本事業の実施は適切であり、
必要な制度である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

パートナー派遣利用者については、指標の目標値を下回っ
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

子育てパートナーには、安価な謝礼にて対応してもらってお
り、業務は効率的に執行できていると考える。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

関係機関にチラシを設置したり、ホームページや子育ておう
えんＢＯＯＫに事業内容を掲載する等、事業のＰＲに努め
た。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 2 2

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

要支援世帯の割合が多い２保育所で事業を実
施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○要支援世帯の割合が多い２保育所で重点的
に事業を実施
○必要とする保育所が増加した場合には、当該
保育所を家庭支援推進保育所とし、拡大

平成24年度
実施内容

事業の目的
日常生活習慣や態度を涵養する。
児童の健全育成を図る。
虐待の早期発見及び未然防止を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 8,521 実績額（千円）

事業概要
家庭環境に配慮が必要な保育所入所児童・在宅子育て家庭に対する支援を図ることにより、日常生活における基本的な
習慣や態度の涵養を図る。

事業の対象 家庭環境に配慮が必要な入所児童及び在宅子育て家庭

事務事業名 家庭支援推進保育所事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

8,431

実施数 家庭支援保育所事業を実施している保育所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

支援の必要な家庭のために、クラス運営を補助したり、家庭
訪問を行ったりした

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

各機関連携し、保護者支援を行ったことで、児が毎日投書し
てこられるようになった。在宅支援も行った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

園内で複数の児の支援を行っている

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域の情報を機関連携して、共有し合い、効率的に支援を
行った



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1
人（月平
均）

40,000 35,644

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

平成24年９月までの子ども手当（特措法）法分と
平成24年４月法改正にかかる児童手当分を給
付した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○平成24年度以降の手当支給にかかる国の検
討結果に基づき実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,860,567 実績額（千円）

事業概要 子ども手当の支給に関する法律に基づき、子ども手当の支給を行う。

事業の対象 支給対象児童がいる世帯

事務事業名 子ども手当関係事務 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

4,740,503

子ども手当受給者数

 子ども手当の延受給者数÷12（平成22年度のみ÷10）
ただし、現行法は平成23年９月までのつなぎ法、平成24年３

 月までが特措法となる。
子ども手当については平成24年９月末までの申請による支

 給分対象。
平成24年４月法改正の児童手当の支給分対象。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

子育て家庭の経済的支援を行う事業であるため、事業実施
は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

申請に基づき行われる給付事業のため、申請漏れ等のない
ようＰＲを行う。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

制度改正等の内容を理解習熟し、業務を行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

申請に基づき行われる給付事業のため、申請漏れ等のない
ようＰＲを行う。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 世帯 117 68

2 人 300 143

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○母子生活支援施設における母子保護の実施
（相談、入所決定等）
○入所施設の情報収集
○母子保護対応のスキルアップを目的とした研
修会等への参加

平成24年度
実施内容

母子生活支援施設における母子保護の実施
（相談、入所決定等）

母子生活支援施設入所世帯数（の
べ）

毎月１日時点での入所世帯数の合計。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 23,256 実績額（千円） 15,869

平成24年度
計画内容

事業の対象 児童と母親

事業の目的 母子生活支援施設にて必要な保護を行うことにより、母親と子どもの生活の安定を確保できる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 母子保護の実施 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
母子生活支援施設における母子保護の実施を行う。具体的には、母子家庭で、居宅で生活することが児童の福祉に欠け
る場合又は居宅が無い場合、保護者と児童（18歳未満）に対し母子生活支援施設への入所を行い、生活指導や児童の
保護を実施する。

評価の観点 評価内容

母子生活支援施設入所人員数（の
べ）

毎月１日時点での入所人数の合計。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

居宅で生活することが児童の福祉に欠ける場合や居宅がな
い母子の保護として事業実施は妥当。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

入所は３件に留まり、実績値は目標値を下回っているが、自
立し退所に至るケースは３件あり、めざす暮らしの姿の実現
に一定の有効性があった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市の窓口で母子保護の相談を実施し、入所と生活指導、自
立支援を社会福祉法人に委託している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施状況について、事務事業評価にて公表しいる。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 人 65 71

評価

妥当性 -

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

児童福祉法の規定により助産の実施を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○児童福祉法の規定による助産の実施
平成24年度
実施内容

事業の目的 出産費用を捻出ができない人が、安心して助産施設にて出産できる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 29,774 実績額（千円）

事業概要 妊婦が経済的理由により入院助産を受けることができない場合、助産施設への入所を行う。

事業の対象 妊娠している人

事務事業名 助産の実施 担当部局・課
こども未来部

保育課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

29,460

助産施設利用者数 年間延べ利用者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

概ね目標の実績は達成できたが、利用実績の多いことが評
価と成り得ない。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施の手法及び業務執行体制は適切かつ効率的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

児童福祉に関する国の制度である。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 件 5 0

2 人 12 0

3 日 34 0

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○母子生活支援施設における緊急一時保護の
実施

平成24年度
実施内容

母子生活支援施設における緊急一時保護の実
施　見込み1世帯

利用件数 一時保護の利用件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,756 実績額（千円） 2,223

平成24年度
計画内容

事業の対象 緊急に保護することを要する母子

事業の目的 不測の事態を未然に防止するとともに、必要な保護、相談又は指導等により母子福祉の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 母子緊急一時保護事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要 不測の事態により精神的又は経済的に緊急の保護を必要とする母子世帯を一時的に保護する。

評価の観点 評価内容

利用人数 一時保護の利用人数

延べ利用日数 一時保護の延べ利用日数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

緊急一時的な母子の保護として必要な事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

不測の事態を防ぐ目的として有効な事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

母子を適切に保護する設備をもつ法人に事業委託し、一定
の基準に基づいた事業費を支出している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施状況について事務事業評価にて情報公開した。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 時間 144 203

2 日 130 166

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○事業の継続実施
○事業の啓発広報

平成24年度
実施内容

事業の継続実施、広報

ヘルパー派遣利用時間

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 249 実績額（千円） 115

平成24年度
計画内容

事業の対象 出産後、親族などの応援が得られない家庭の母親で乳児の退院後2ヶ月以内

事業の目的
本事業は、昼間に出産後の母親及び乳児の介助をする者がいない家庭に対し、家庭訪問による適切な家事支援等を行
うことにより、当該家庭において安心して育児を行うための環境を整えることを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 ママ・サポート事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
核家族等で、昼間に出産後の母親及び乳児の介助をする者がいない家庭に対し、本市のホームヘルパーを派遣し、家事
及び育児援助を行う事業。

評価の観点 評価内容

ヘルパー派遣延利用日数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

昼間に出産後の母親及び乳児の介助をする者がいない家
庭に対し、家庭訪問による適切な家事支援等を行うことによ
り、当該家庭において安心して育児を行うための環境を整え
ることを目的としており、市民にとって必要な制度と判断す
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおりに達成できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

24年度は一部委託化している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

関係機関にチラシを設置したり、ホームページや子育ておう
えんＢＯＯＫに事業内容を掲載する等、事業のＰＲに努め
た。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

○ 25

計画値 実績値

1 部 6,000 13,500

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

成長手帳の作成・配布

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○成長手帳の作成・配布
平成24年度
実施内容

事業の目的
一人一人の成長の記録として生まれたときから活用でき、保育･幼児教育での利用や様々な子育て支援の場などでも利
用することにより、子育てがしやすい環境づくりに取り組む。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 400 実績額（千円）

事業概要 こどもの成長を記録する成長手帳を就学前児童に配布する。

事業の対象 市内就学前児童

事務事業名 成長手帳の配布 担当部局・課
こども未来部

保育課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,644

配布数 市内全就学前児童に対する「せいちょうぶっく」の配布数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

保健センター健康検査時配布のほか、市民窓口でも母子手
帳と一緒に配布。公立保育所と一部私立保育所で、健康て
ちょうとして使用しているほか、地域交流での利用など、広く
市民に利用されるよう、広報活動を行っていく

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

公立私立幼稚園でも、八尾市在住児童に配布された

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

多量に印刷することで単価を下げることができた

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

手帳の内容も広く公開されている



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

○ 43

計画値 実績値

1 件 405 301

2 件 125 131

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○八尾市要保護児童対策地域協議会の機能
の充実
○虐待防止の広報・啓発、研修活動
○担当職員の資質向上のための研修
○ケース対応へのスーパーバイザーの助言・指
導
○SSWの参加による学校園の個別ケース検討
会議・調整会議の充実

平成24年度
実施内容

・児童家庭相談における児童虐待相談、通告対
応
・八尾市要保護児童対策地域協議会の運営、
関係機関との連携強化
・要支援児童、特定妊婦の情報共有と支援につ
いての関係機関会議開催
・児童虐待防止啓発パンフレットの全戸配布、
オレンジリボンキャンペーンの実施
・職員の資質向上のための研修参加
・スクールソーシャルワーカーの個別ケース検
討会議、調整会議への出席による関係機関連
携の強化

児童虐待相談件数 当該年度について相談のあった被虐待児童数。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,118 実績額（千円） 4,969

平成24年度
計画内容

事業の対象 児童及びその養育者

事業の目的
近年急増している児童虐待問題に対して、子どもに関わる機関が連携し、虐待の発生予防、早期発見及び子どもとその
家庭への援助方策を検討し対応することにより、子どもの権利擁護及び児童福祉の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 児童虐待対策事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
児童虐待や虐待発生の恐れがある家庭の支援を行う。
児童虐待の発生予防・早期発見・関係機関職員の資質向上を図るために広報・啓発、研修等を実施する。

評価の観点 評価内容

虐待通告件数 関係機関及び市民からの児童虐待の通告件数。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

児童虐待の未然防止、早期発見、援助等の観点から適切な
事業でありニーズは高い。市民の協力を得ながら市が主体
となって積極的に行うべきものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民への啓発を推進するため、児童虐待防止啓発パンフ
レットを全戸配布した。また、要保護児童対策地域協議会
に、スクールソーシャルワーカーを活用し、特に学校園との
連携を強化した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

より適切な対応ができるような体制の充実を図ることが重要
である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

児童虐待防止と早期発見のための啓発を積極的に行った。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

○ 44

計画値 実績値

1 件 1,800 10,268

2 ヶ所 20 0

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○子ども向けウェブサイトの構築・運用について
検討・実施
○「公共施設等の子育てバリアフリー化の推
進」に係る庁内検討
○ワークショップ「守りたい子どもの未来」報告
書に基づいた事業の検討・実施
○「子どもの権利条約」の啓発と啓発方法の検
討

平成24年度
実施内容

○子ども向けウェブサイトを子どもたちや学識
者の意見を反映し構築・運用した。
○「公共施設等の子育てバリアフリー化の推
進」に関し市民アンケートによる意向調査を実
施した。
○ワークショップも参考にしながら次世代育成
支援推進会議で子ども・子育て事業について市
民の意見をいただいた。
○「子どもの権利条約」について、部内作成の
虐待啓発冊子に掲載

子ども向けウェブサイトアクセス件
数

目標値の1,800件＝30件／日×30日×２ヶ月。経過としてＨ
24年度は運用２ヵ月を予定。Ｈ25年度は50件/日を想定。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,206 実績額（千円） 1,694

平成24年度
計画内容

事業の対象 おおむね１８歳未満の子ども及びその家庭と、それに関わる市民・団体・企業

事業の目的 市民・企業・行政の協働により、子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境を実現する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】 D.市民の協力や参加を得なが
ら、行政の主体性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 こども施策推進事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要 次世代育成支援行動計画後期計画における重点課題に対応するための事業を実施する。

評価の観点 評価内容

赤ちゃんの駅認定数
駅・ショッピングセンター等の公共施設に、トイレ用ベビー
シート、おむつ交換台、授乳室を整備した施設を「赤ちゃん
駅」として認定した数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

子ども向けウェブサイトは子ども会議やアンケートで子ども
の意見を反映し構築できた。また子育てバリアフリーの推進
についてはアンケート調査を実施し市民ニーズ把握ができ
た。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

子ども向けウェブサイトについては新聞で取り上げられたこ
ともあり指標を大きく上回り目標値を達成し、子どもの健や
かな成長に貢献することができた。また、その他の事業につ
いても次世代育成支援推進計画の理念の実現に向け実施
できた。赤ちゃんの駅は庁内検討にとどまり、認定に至らな
かった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

子ども向けウェブサイトでは大学との連携により専門的な知
識と人材の提供を受けることができた。また、「子どもの権利
条約」の啓発において部内発行の冊子を活用しコストを削
減しながら実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

子ども向けウェブサイト構築では子ども会議やアンケートで
使い手である子どもの意見を反映し構築ができた。また、市
民の意見を集めたワークショップの報告書を活用した。さら
に子育てバリアフリーにおいても市民ニーズの把握に努め
た。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

現状 今後

44

計画値 実績値

1 回 4 4

2 回 2 1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○八尾市次世代育成支援行動計画の進行管
理
○次世代育成支援行動計画整備目標値等の
見直し業務
○八尾市次世代育成支援推進委員の会議開
催
○八尾市次世代育成支援推進本部及び幹事会
の会議開催

平成24年度
実施内容

○八尾市次世代育成支援行動計画の進行管
理
○次世代育成支援行動計画整備目標値等の
見直し業務
○八尾市次世代育成支援推進委員の会議開
催（4回）
○八尾市次世代育成支援推進本部の会議開
催

八尾市次世代育成支援推進委員
の会議開催回数

年間開催回数。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,991 実績額（千円） 3,222

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民・企業・団体

事業の目的 次代を担う子どもが健やかに成長し、子どもを生み育てて良かったと親が実感できるようなまちづくりを推進する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 次世代育成支援行動計画推進事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要

次世代育成支援対策推進法に基づき、平成21年度に次世代育成支援行動計画（後期）を策定した。平成22年度から平
成26年度まで次世代育成支援を全庁的な取り組みとして推進する。
市民・企業・関係機関・行政のパートナーシップにより八尾市次世代育成支援行動計画を推進するために推進委員の会
議を設置している。

評価の観点 評価内容

八尾市次世代育成支援推進本部
及び幹事会の会議開催回数

年間開催回数。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

本計画は平成21年度実施のニーズ調査等により設定され
た目標等の達成をめざし、推進している。また、目標事業量
の見直しにおいてもニーズの把握を行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

本計画の各事業を担当課と連携し推進することで、基本理
念の実現につながり、有効な事務事業であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

会議への市民参画を図りつつ、行政が主体的に事業を進め
ることで効率化を図っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

次世代育成支援推進委員の会議で、各種団体や公募委員
の意見を聞きながら計画の推進にあたっている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

○ 45

計画値 実績値

1 人 4,200 4,430

2 人 0 75

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○龍華保育園
増築予定
○（仮称）八尾たんぽぽ保育園
創設予定
○（仮称）やおぎ保育園創設予定

平成24年度
実施内容

龍華保育園定員増（30名増）
八尾たんぽぽ保育園創設（30名増）
やおぎ保育園創設（定員30名）
セシリア保育園【マリア保育園分園】設置（30名
増）
さくら保育園定員増（10名増）
久宝寺保育園定員増（10名増）
アスク久宝寺駅前保育園定員増（20名増）

保育所入所児童数（各年度４月１
日）

各年度４月１日現在の認可保育所への入所児童数（市内の
公立・私立保育所及び他市委託分の合計）。八尾市次世代
育成支援行動計画（計画期間は平成22年度から26年度の５
年間）の通常保育目標事業量を達成するため。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 192,456 実績額（千円） 242,593

平成24年度
計画内容

事業の対象 私立保育所（園）

事業の目的
保育所設置者に補助金を交付することで、負担軽減を行い施設の整備促進を図り、定員増による待機児童の解消や子ど
もの安全を確保する。

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 保育所整備計画推進事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要 待機児童解消のための保育所の創設や増築、または保育所老朽化にともなう改築や大規模修繕等の促進を図る。

評価の観点 評価内容

保育所待機児童数（各年度４月１
日現在）

各年度４月１日現在の待機児童数。八尾市次世代育成支援
行動計画（計画期間は平成22年度から26年度の５年間）の
通常保育目標事業量を達成するため、待機児童の解消を
目指し、平成26年度の待機児童数を０人としている。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

増加傾向にある保育ニーズへの対応のためには整備が必
要であり、必要性は高い。整備箇所の調整等は地域差等を
勘案し八尾市が行うが、実際の整備は私立保育所が行って
おり、効果的に実施している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

保育環境の整備を行うことは、子どもがいきいきと過ごす場
をつくることに、有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

フルコスト（整備にかかる総工費）に対する設置者負担比率
が高くなっている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

保育所待機児童解消は次世代育成支援推進の課題の一つ
であるとともに、男女共同参画の視点で実施している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 0 0

2 千円 10,923 10,637.40

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 A

○修繕計画の検討
平成24年度
実施内容

保育所から修繕依頼があれば至急対応（修繕）
を行った｡

整備実施保育所数
大規模改修および耐震補強工事実施保育所数(設計は含ま
ない）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 30,103

平成24年度
計画内容

事業の対象 市立保育所

事業の目的
老朽化施設のリフレッシュを図る。
保育所入所児童の安全確保を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 公立保育所整備事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要 施設の老朽化に伴う改修及び建替え等を行う。

評価の観点 評価内容

保育所の整備に要した費用
市立保育所を施設(建物)として機能維持にかかる費用(大規

 模修繕及び解体等除く）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

保育所通所児等の安全確保のため必要

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

保育所通所児等の安全確保のため必要

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

昨年比で修繕費用を削減できた

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 棟 0 0

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 C

幼保一体化施設へ移行計画中

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○新築棟工事設計（安中）
平成24年度
実施内容

事業の目的 保育所入所児童の安全確保を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,740 実績額（千円）

事業概要 法律・計画に基づき、耐震改修を実施する。

事業の対象 市立保育所(安中）

事務事業名 公立保育所耐震化事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

耐震改修等保育所施設棟数 耐震化等改修済みの建物棟数（保育所数とは異なる）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

幼保一体化施設へ移行計画中

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

幼保一体化施設へ移行計画中

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

幼保一体化施設へ移行計画中のため次年度以降に予算化
（幼保プロジェクトチーム）

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 4,200 4,430

2 人 0 75

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○要綱に基づき事業実施
平成24年度
実施内容

要綱に基づき事業を実施した。

保育所入所児童数（各年度４月１
日）

各年度４月１日現在の認可保育所への入所児童数（市内の
公立・私立保育所及び他市委託分の合計）。八尾市次世代
育成支援行動計画（計画期間は平成22年度から26年度の５
年間）の通常保育目標事業量を達成するため。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 566,975 実績額（千円） 537,401

平成24年度
計画内容

事業の対象 私立保育所（園）

事業の目的
私立保育所（園）入所児童の安定した保育内容の維持を図る。
私立保育所（園）の安定的な運営支援を行う。

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 私立保育所運営費補助事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
私立保育所（園）の経営の健全化を支援することで、安定した保育サービスの供給を図るため、私立保育所運営費補助
金を交付し、適正な運営助成を行う。

評価の観点 評価内容

保育所待機児童数（各年度４月１
日現在）

各年度４月１日現在の待機児童数。八尾市次世代育成支援
行動計画（計画期間は平成22年度から26年度の５年間）の
通常保育目標事業量を達成するため、待機児童の解消を
目指し、平成26年度の待機児童数を０人としている。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

私立保育所（園）における安定した保育内容の維持及び安
定した運営支援のためには不可欠な事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

保育所入所可能人数（定員外入所を含めた入所児童数）を
増やしている。ニーズにあわせて、補助内容等の見直しも実
施している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

私立の保育所（園）に各種事業を委託して実施しているの
で、効率性は高い。
また、補助額の見直しにより、コストの削減を行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

在宅子育て支援に関する事業については、市政だより、ＨＰ
等を活用しＰＲを実施している。
園庭開放事業等、地域交流にはたす役割は大きい。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

20 203001

計画値 実績値

1 倍 1 1.7

2 人 590 1,023

3 人 2 2

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○公立保育所の入所児童の保育の実施
平成24年度
実施内容

公立保育所７園での保育の実施

前年度決算額における児童一人
あたり運営経費の公私比較

実績値記入時に、当該年度の決算額が確定していないた
め、前年度決算額を記入

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 452,796 実績額（千円） 434,324

平成24年度
計画内容

事業の対象 入所児童及びその保護者

事業の目的

入所児童及びその保護者が安心して保育を受けられるようにする。また、市内の保育に欠ける児童が必要に応じ入所で
きるようにする。
適切な保育サービスの提供及び待機児童の解消、多様な保育ニーズへの対応を図るため、公立保育所の運営の効率
化、保育サービスの向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 公立保育所運営事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要 公立保育所の効率的効果的な運営を行う。また、要保護児童対策地域協議会等の開催により関連機関と連携を図る。

評価の観点 評価内容

保育士研修延べ出席者数 延べ出席者数

通訳職員配置
家庭支援事業として、特に配置を要する保育所に、中国語
通訳者・ベトナム語通訳者各１名を配置

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

公立保育所７園での保育の実施

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

公立保育所７園での保育の実施

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

児童一人あたりの運営費対前年度比１０２％（決算ベース）

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

保育所あんない・行事等をホームページや市政だより等で
発信した。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 2 2

2 回 5 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○事業の委託
平成24年度
実施内容

理事会の開催
保健衛生にかかる講演会の開催（２回）
公民33保育所（園）の簡易大腸菌検査の実施
施設見学（発達障がい児支援センター）の実施

講演会開催数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 244 実績額（千円） 234

平成24年度
計画内容

事業の対象 保育所関係機関

事業の目的 児童の健全育成及び児童福祉の向上を目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 保育所保健会事務局事務 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要 保育所（園）等の保健の振興を図る。

評価の観点 評価内容

会議の開催回数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

保育所（園）の保健振興と保健衛生思想の普及・啓発という
目的は適切である。
事業の性質上、市の関与は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおりの実績が達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業の性質上、受益者負担の考え方はなじまない。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業の性質上、市民との協働の取り組みの考え方はなじま
ない。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

801016

計画値 実績値

1 人 4,200 4,430

2 人 0 75

3 人 13,520

4 人 3,970 4,000

5 ％

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○公立保育所７ヶ所、私立保育所26ヶ所及び分
園１ヶ所、計33ヶ所の認可保育所において保育
を実施

平成24年度
実施内容

龍華保育園の定員増（30名）、八尾たんぽぽ保
育園の創設（30名）
公立保育所７ヶ所、私立保育所26ヶ所及び分園
１ヶ所、計33ヶ所の認可保育所において保育を
実施

保育所入所児童数（各年度４月１
日）

各年度４月１日現在の認可保育所への入所児童数（公立・
私立保育所及び他市委託分の合計）。八尾市次世代育成
支援行動計画（計画期間は平成22年度から26年度の５年
間）の通常保育目標事業量を達成するため。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,986,797 実績額（千円） 2,942,660

平成24年度
計画内容

事業の対象 保育所入所希望者

事業の目的 保育所待機児童を解消することにより、子育てしやすい社会環境をつくる。

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 通常保育事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
私立保育所（園）の創設、定員増、公立・私立保育所（園）における定員外入所（入所の弾力化）の適正な運用や、他市町
村の保育所への入所（広域入所）等により、保育所待機児童の解消を図る。

待機児童数（各年度４月１日現在）

各年度４月１日現在の待機児童数。八尾市次世代育成支援
行動計画（計画期間は平成22年度から26年度の５年間）の
通常保育目標事業量を達成するため、待機児童の解消を
目指し、平成26年度の待機児童数を０人としている。

保育対象者数（各年度４月1日）
各年度４月１日現在の保育所入所対象児童数（０から５歳児
人口）です。

保育所定員数（各年度４月1日）
各年度４月１日現在の保育所入所定員数（公立・私立保育
所の合計）。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

男女共同参画、次世代育成支援の両方の視点で取り組ん
でいる。保育所をはじめ、子育て支援に関するサービスの
情報提供に努めている。

評価の観点 評価内容

保育所　定数充足率
《所管課調》
総入所者数／総定員

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

保育所入所は次世代育成支援にとって重要な部分であり、
必要性が高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

待機児童が依然として多いが、保育所入所可能人数（定員
外入所を含めた入所児童数）を増やしている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

私立保育所（園）に委託して事業を実施しているため効率性
は高い。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

806007

計画値 実績値

1 ％ 99 98.9

2 円 31,500 31,500

評価

妥当性 -

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○未納対策の実施による収納率の向上
平成24年度
実施内容

未納対策の実施により収納率の向上に努め
た。

保育所保育料徴収率（現年度分）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,206 実績額（千円） 8,646

平成24年度
計画内容

事業の対象 保育所利用者

事業の目的 保育所運営にかかる財源の確保及び保育所利用世帯間の負担公平性の確保を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 保育所保育料の適正化事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要 保育所運営にかかる歳入を確保するために、収納率の向上及び未納対策等を実施する。

評価の観点 評価内容

認可保育所の月額保育料

 《所管課調》
夫婦２人の前年の所得税額が30万円で、その夫婦の３歳の

 第１子を預ける場合の保育料。
※通常の開所時間中の利用の場合。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標目標の達成ができた。
今後どのように 終目標値へ近づけるかの検討が必要。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

早期の未納対策を講じることで、滞納抑制を行い、滞納管
理に伴うコスト削減を行うことができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

当事務事業は、保育所運営にかかる歳入確保を目的として
おり、しいては人権、男女共同参画、次世代育成へとつなが
るとの視点から実施している。
保育料は利用料（受益者負担金）であることをより多くの方
に理解いただくためのＰＲを行っていく必要がある。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 590 1,023

2 箇所 3 3

3 人 8 8

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○職場集合研修会及び研究会・研修（年間15
回）・園内研究会(通年)３ヶ所
○第14回大阪保育子育て人権研究集会・第35
回全国人権保育研究会

平成24年度
実施内容

職場集合研修会及び研究会
・研修　（年間19回）

職場集合研修参加状況 （当該年度参加者数／研修参加予定数）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 422 実績額（千円） 361

平成24年度
計画内容

事業の対象 公民保育所(園）職員保育所通所児童

事業の目的 ひとりひとりの個性や人格が尊重され、豊かな人間性を育むことのできる保育を進めていく。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 「人権を大切にする心を育てる」保育推進事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
｢人権を大切にする心を育てる｣保育を推進するための学習・研究を行い、児童に保育所(園）という生活の場を通じて伝え
ていく。

評価の観点 評価内容

園内研究 実施保育所数(通年)

大阪保育子育て人権集会参加状
況

参加人数（４年ごとにブロック担当となる）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

子育て支援や保育情勢に合った研修内容を考え、私立保育
園の職員にも参加を呼びかけ、市全体で保育の資質が高
められるよう取り組んだ

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

研修の年間計画に基づき、実施することが出来た

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

参加数が増加しているのでコストを削減できたと考える

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

私立保育所からも多くの参加を得ている
情報はすべて公開されている



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

○
46
48

801023

計画値 実績値

1 回 12 12

2 回 4 4

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○幼稚園教員・保育所（園）保育士等の合同研
修等の実施
○教育・保育の実践の手引きの検討、作成
○「幼保一体化の推進について」の策定

平成24年度
実施内容

○幼稚園教員・保育所（園）保育士等の合同研
修等の実施
○教育・保育の実践の手引きの検討、作成
○「幼保一体化の推進について」の策定

推進計画策定のための協議回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 就学前児童

事業の目的 就学前児童に質の高い教育と保育双方を提供する仕組みを構築するとともに、保育所待機児童の解消を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 幼保連携・一体化の推進（保育） 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要
国の動向を注視しながら、就学前児童に質の高い幼児教育・保育の提供と待機児童の解消のために、幼保一体化の推
進と幼保連携事業の充実に取り組む。

評価の観点 評価内容

幼稚園教員・保育所(園)保育士等
合同研修

合同研修開催回数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

公立・私立の保育所・幼稚園の連携や相互理解を深めるこ
とを目的としているため、行政の主体的な実施が適当。ま
た、幼保一体化施設に関する計画策定については、公立の
就学前施設のあり方を見直すものであるため、実施手法は
妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

保育所、幼稚園双方の保育内容や取組みを共有し、保育や
幼児教育の質の向上を目指すものであり、子どもの健やか
な育ちを支える上で有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

教育委員会とこども未来部の連携により実施したため、執行
体制は効率的であった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

私立の幼稚園・保育所との連携を図ることにより、公民協働
の取組みを推進した。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

○

計画値 実績値

1 人 0 75

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

国のスケジュールが大幅に遅れ、策定に必要な
基本指針やニーズ調査項目等が平成25年夏頃
に示されることとなったため、次世代育成支援
行動計画目標事業量見直しにおけるニーズ調
査の中で新システムに位置づけられる予定の
事業のニーズについても調査を実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○子ども・子育て新システム市町村事業計画の
策定

平成24年度
実施内容

事業の目的
地域での子ども・子育てにかかるニーズ把握と、ニーズに対応したサービスを確保することにより、「子ども・子育て新シス
テム」を円滑に推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,086 実績額（千円）

事業概要

現在国で検討されている「子ども・子育て新システム」に基づき、平成25年度から新制度の下でのサービス提供を実施す
るため、新システムの給付・事業の需要見込み量や見込み量確保の方策を定める「新システム事業計画（仮称）」を策定
する。
※市町村に策定を義務付け

事業の対象 乳幼児・児童及びその保護者

事務事業名 新システム事業計画（仮称）策定事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,395

保育所待機児童数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

次世代育成支援行動計画目標事業量見直しにおけるニー
ズ調査において、平成24年度にできる範囲内で、新制度に
おいて位置づけられる予定の事業のニーズについても把握
を行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

待機児童児童の解消に向けて検討が必要。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国のスケジュールが大幅に遅れている中で、平成２５年度に
実施が義務付けられているニーズ調査の項目のいくつかを
想定してアンケートを実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

実施したニーズ調査については、実施結果を市政だよりや
ホームページに掲載し市民に知らせた。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 10 10

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

10人分委託

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○10人分委託
平成24年度
実施内容

事業の目的
児童が保育所への待機状況にあるひとり親家庭に対して保育サービスを提供することで、ひとり親家庭の自立・支援を図
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 12,240 実績額（千円）

事業概要
母子生活支援施設の保育機能を活用して、ひとり親家庭の子ども（０歳児から２歳児）に対して保育サービスの提供を行
う。

事業の対象 ひとり親家庭の児童及びその保護者

事務事業名 ひとり親家庭保育支援事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

12,240

利用児童数 １月あたりの利用児童数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

保育所への待機状態にあるひとり親家庭を対象として保育
サービスを提供する事業であり、ひとり親家庭の自立に対す
る役割は大きい。事業の性質上、現在の委託が適切であ
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

制度利用により、安定した就職につながっているケースが多
く見られる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

簡易保育施設の入所斡旋等と比較しても妥当なコストであ
ると考えられる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報誌等を発行することによりＰＲに努めている。
次世代育成支援の視点で事業実施している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 施設 22 22

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・障がい児保育の実施
・障がい児保育巡回指導

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○障がい児保育の充実・実施
○障がい児保育巡回指導

平成24年度
実施内容

事業の目的 障がい児を私立保育所（園）にて集団保育することにより、児童の心身の発達を促す。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 269,656 実績額（千円）

事業概要

障がいのある就学前児童（３歳から５歳児まで）を対象に、私立保育所（園）での保育を実施することにより、子どもの発達
を支援する。また、障がい児を担当する保育士に対して専門家の巡回指導や研修等の実施により保育内容の充実を図
る。

事業の対象 入所児童及び保育所職員

事務事業名 障がい児保育支援事業（私立保育所） 担当部局・課
こども未来部

保育課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

229,648

事業実施施設数
 障がい児保育を実施している私立保育所の数。

私立保育所のうち、低年齢児（０から２歳児）専用施設は算
定しない。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

障害児の心身の発達の向上のためには、必要不可欠な事
業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおり実績が達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

私立保育所（園）に委託して事業を実施しているので、効率
性は高い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより、保育所（園）案内等でＰＲを行っている。
次世代育成の視点で事業実施している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

47

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 施設 26 26

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○私立の全保育所（園）で実施
平成24年度
実施内容

私立の全保育所（園）で実施

延長保育実施園率

【市立+市立以外】
《所管課調》延長保育実施施設数／保育所数（市立+市立以

 外）
※11時間を超える保育

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 154,056 実績額（千円） 151,161

平成24年度
計画内容

事業の対象 保育所入所児童及びその保護者

事業の目的
仕事と家庭生活との両立を支援するとともに、子育ての負担感を軽減し、安心して子育てができるような環境整備を推進
する。

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 延長保育事業（私立保育所） 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
保護者の就労形態の多様化に伴い、全ての私立保育所（園）において通常保育時間帯（１１時間）を超える保育を必要と
する児童を対象に、延長保育を実施する。

評価の観点 評価内容

事業実施施設数

 延長保育を実施している私立保育所数。
平成23年度に私立保育所が１箇所創設。平成24年度に認
可外保育施設が２箇所認可化され、平成24年度・25年度に
それぞれ１箇所創設されるものとして実施施設数の計画値
とした。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

ニーズの高い必要不可欠な事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおりの実績が達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

私立保育所（園）に委託して実施しているため、効率性は高
い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより、ＨＰ等で積極的にＰＲを行っている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1,340 1,238

2 件 6,300 5,351

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○事業委託
により実施
　（会員の募集・登録及び研修・会員間の交流、
コーディネイト、サブリーダーの活用）
○研修等の実施

平成24年度
実施内容

・八尾市社会福祉協議会へ事業委託
・会員の募集、登録及び研修、会員間の交流
・会員間のコーディネイト
・サブリーダーの設置・活用
・会員登録数　1,238人
・年間援助活動数　5,351回

会員登録数
会員の種別（依頼会員：子育ての援助をしてほしい人、援助
会員：子育ての援助をしたい人、両方会員：時には子育ての

 援助を受け、時には子育ての援助をしたい人）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 19,428 実績額（千円） 17,848

平成24年度
計画内容

事業の対象 児童及びその養育者

事業の目的
子育てを助け合う会員組織を作り、養育者が仕事等と育児を両立できるようにすることで、子育て家庭への支援と児童福
祉の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 ファミリー・サポート・センター事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
仕事と家庭の両立支援と子育て支援の強化を図るため、育児の援助を行いたい者と受けたい者からなる会員組織を設立
し、地域における会員同士の相互援助活動を支援する。

評価の観点 評価内容

年間援助活動数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

子育てを支え合う地域の相互扶助活動として、事業目的は
適切であり、市民ニーズは依然として高い。事業の実施方
法については、現在の委託方式が適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

年間援助活動数は計画値を下回ったものの、前年よりは増
加した。会員登録数はほぼ前年並みである。
サブリーダーを設置したことにより、会員相互の交流と業務
の効率化が図られた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

会員数や活動数が増加する中で、アドバイザーとサブリー
ダーの役割分担を明確にして、効率のよい事業運営が必要
である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報誌やチラシ等を発行することで市民へのＰＲに努めると
ともに、研修会や養成講座をとおして人材の育成や組織の
強化に努めている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

47

計画値 実績値

1 施設 26 26

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

私立の全保育所（園）で実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○私立の全保育所（園）で実施
平成24年度
実施内容

事業の目的
就学前児童の保育を、家庭以外のところで一時的に必要とする保護者への対応を行うことにより、安心して子育てができ
るような環境整備を推進し、福祉サービスの充実を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 32,940 実績額（千円）

事業概要
在宅で児童を育てている保護者が、疾病や災害、育児疲れによる心理的・身体的負担を軽減するため、一時的に保育が
必要になった場合、または保護者のパートタイム勤務や育児短時間勤務等で保育できない場合に、児童を私立保育所
（園）において預かるサービスを提供する。

事業の対象 児童及びその保護者

事務事業名 一時保育事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

36,833

事業実施施設数

 事業実施施設数。
平成23年度に私立保育所が１箇所創設。平成24年度に認
可外保育施設が２箇所認可化され、平成24年度・25年度に
それぞれ１箇所創設されるものとして実施施設数を計画値と
した。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

安心して子育てができるような環境整備を推進し、福祉サー
ビスの充実を図るためには、必要不可欠な事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおりの実績が達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

私立の保育所（園）に委託して実施しているので、効率性は
高い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより、ＨＰ等を活用して、積極的にＰＲしている。
次世代育成の視点で事業実施している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 日 160 124

2 日 1,279 644

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○ショートステイ　委託施設（５ヶ所）
八尾母子ホーム、生駒学園、武田塾、ガーデン
エル、ガーデンロイ
○トワイライトステイ　委託施設（１ヶ所）八尾母
子ホーム

平成24年度
実施内容

ショートステイ実施施設（５ヵ所）
・八尾母子ホーム・生駒学園・武田塾・ガーデン
エル・ガーデンロイ
トワイライト実施施設数（１ヵ所）
・八尾母子ホーム
○ショートステイ延利用日数　124日
○トワイライトステイ延利用日数　644日

ショートステイ延べ利用日数
年間延べ利用日数。事業の性質上、需要に対して安定した
受け入れ体制を確保することが重要であるため、指標数値
は維持をめざしている。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,932 実績額（千円） 1,362

平成24年度
計画内容

事業の対象 児童及びその養育者

事業の目的
児童を養育している家庭の保護者が社会的な理由等で、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、一定
期間養育及び保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 子育て短期支援事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
家庭において一時的に養育が困難となった児童や緊急一時的に保護を要する児童を施設において、一定期間、養育・保
護する。

評価の観点 評価内容

トワイライトステイ延利用日数
年間延べ利用日数。事業の性質上、需要に対して安定した
受け入れ体制を確保することが重要であるため、指標数値

 は維持をめざしている。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

核家族化や地域の子育て力が低下する中、様々な理由で
児童を一時的に養護できない状況が発生する現代社会に
おいて、本事業の目的は妥当である。なお、児童の適切な
入所や入所児童の処遇の維持・向上のために、市の関与は
引き続き必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ショートステイ・トワイライトステイは共に目標値に達しなかっ
たが、ショートステイは前年より大幅に増加した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施方法については、事業実施要綱及び運用についてに
定められている。また、事業の内容・実績に見合うコストであ
ると思われる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ＨＰ・チラシ等活用し、積極的にＰＲを実施している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 112 99

2 施設 2 2

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○実施施設（２ヶ所）
キリン保育園
マリア保育園

平成24年度
実施内容

実施施設（2ヵ所）
キリン保育園
マリア保育園

登録人数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,324 実績額（千円） 3,185

平成24年度
計画内容

事業の対象 児童

事業の目的
保護者の就労形態が多様化する中で、休日においても保育に欠ける児童を保育することにより、安心して子育てがきる
環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 休日保育事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
就労と子育てを両立し、安心して子育てできる環境の整備を図るため、保護者の勤務状況等により、日曜・祝日等に児童
が保育に欠ける場合に私立保育園において保育する。

評価の観点 評価内容

事業実施施設数 事業実施施設数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

保護者の就労形態の多様化にともない日曜日・祝日に保育
を必要とする児童が増えている。このニーズに対応するため
には、休日保育制度は必要可欠な制度である

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標値には達せず、前年度よりも微減した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

私立保育所（園）に事業を委託して実施しているので、直接
実施よりは効率性は高い。
委託料の額、受益者負担については、国の補助制度の動
向を注視しながら、今後とも検討していく必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより、ＨＰを活用し積極的にＰＲを実施している。
次世代育成、男女共同参画の視点で事業実施している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

47

計画値 実績値

1 日 800 831

2 施設 2 2

3 人 350 412

4 施設 4 4

5 日 2,000 1,270

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○事業の委託
【病児・病後児対応型】
２ヶ所(八尾徳洲会総合病院・マリア保育園）
【体調不良児対応型】
４ヶ所(キリン第二・マリア高安・龍華・久宝寺)
○事業のＰＲ

平成24年度
実施内容

・事業の継続実施、広報

病児・病後児対応型　延べ利用日
数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 32,392 実績額（千円） 30,681

平成24年度
計画内容

事業の対象 上記状態の児童病児・病後児対応型は小学校3年生まで

事業の目的
保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合の保育需要に対応するため、
病院・保育園で病気の児童を一時的に保育することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の
向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 病児・病後児保育事業 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要

【病児・病後児対応型】
小学校３年生までで、病気回復期または病気回復期に至らないが、当面症状の急変が認められない状態にあり、集団で
の保育が困難な児童を専用のスペースにて保育する事業。
【体調不良児対応型】
事業実施保育所に通所しており、保育中に体調不良となった児童を、保護者が迎えに来るまでの間、その園の専用ス
ペース等で保育する事業。

実施施設数（病児・病後児対応型）

実利用者数　（病児・病後児対応
型）

 年間実利用人数

体調不良児対応型　実施施設数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページや子育ておうえんＢＯＯＫに事業内容を掲載す
る等、事業のＰＲに努めた。

評価の観点 評価内容

体調不良児対応型　延利用児童
数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

仕事と子育ての両立を支援する事業の観点は適切である。
また、入所児の処遇の維持・向上のために、市の関与は引
き続き必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

体調不良児対応型の延利用児童数計画値を下回ったが、
前年よりは増加した。市民ニーズは依然として高く事業の有
効性は高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業の内容・実績に見合うコストであると思われる。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 114.3

2 回 13 13

3 回 1 1

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○障がい児保育の充実
○各保育所巡回指導の実施
○障害児保育協議会の開催
○障がい児関係機関との連絡会議の実施
○特別支援ゼミの実施
○研修参加
○保護者の相談日の設定

平成24年度
実施内容

障児がい保育の充実。各保育所巡回指導の実
施。障がい児保育協議会の開催。障がい児関
係機関との連絡会議の実施。特別支援ゼミの
実施。研修参加。保護者の相談日の設定。

巡回指導の充実度 （巡回指導回数／障がい児在所保育所数）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 63,780 実績額（千円） 65,341

平成24年度
計画内容

事業の対象 公立保育所の児童保護者職員

事業の目的 障がい児の健全育成、保育士の障がい児保育技術・知識の向上、障がい児の保護者支援を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 障がい児保育支援事業（公立保育所） 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要

公立保育所における障がい児保育の充実を図るため、学識経験者など障がい児保育に専門的な知識を有する講師が巡
回し、相談・指導を行う。
障害児保育協議会を開催する。
関係機関との連携、職員の専門的な学習を進める。

評価の観点 評価内容

特別支援ゼミの実施数
事例検討や施設見学、巡回指導時の専門家からの学習な
どの実施数

八尾市障害児保育協議会の実施
数

八尾市障害児保育協議会の実施数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

専門家の指導をうけることにより、保育所も保護者もともに
学ぶことができる

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

専門家の指導をうけることにより、障害児への適切な指導
ができる

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

同種同類の事務事業はない

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

障がい児保育協議会委員には市民や学識経験者も参加し
ており、公開されている



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.20 保育サービスの充実

現状 今後

47

計画値 実績値

1 ヶ所 7 7

2 人 214 325

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○延長保育事業を継続し保護者のニーズに対
応

平成24年度
実施内容

通常保育時間外の時間帯（７時から７時30分、
18時30分から19時）の保育を全保育所（７ヶ所）
実施

箇所数 延長保育実施保育所数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 15,532 実績額（千円） 15,060

平成24年度
計画内容

事業の対象 入所児童及びその保護者

事業の目的
仕事等の社会的活動と子育て等の家庭生活との両立を容易にするとともに、子育ての負担感を軽減し、安心して子育て
ができるような環境整備を推進する。
保護者の就労形態の多様化やひとり親家庭の増加に伴う延長保育へのニーズに対応する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 延長保育事業（公立保育所） 担当部局・課
こども未来部

保育課

事業概要
保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う延長保育に対する需要に対応するため長時間保育を実施してい
るが、さらに延長保育を実施する。

評価の観点 評価内容

延長保育利用者数 延長保育利用児童数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民（利用者）のニーズに応じ実施

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市内公立保育所（7箇所）で実施

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.21 幼児教育の充実

現状 今後

806007

計画値 実績値

1 人 1,850 1,267

2 件 200 163

3 ％ 54.5 45.99

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○各幼稚園で４歳児及び５歳児の園児募集の
受付から抽選及び入園手続き
○各幼稚園に在籍する園児の入園料及び保育
料の徴収
○保育料等の減免手続

平成24年度
実施内容

○各幼稚園で４歳児及び５歳児の園児募集の
受付及び入園手続きを実施した。
○各幼稚園に在籍する園児の入園料及び保育
料の徴収を実施した。
○保育料等の減免手続を実施した。

八尾市立幼稚園園児数 ５月１日時点の市立幼稚園の園児数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 705 実績額（千円） 702

平成24年度
計画内容

事業の対象 市内在住の４、５歳児在園児

事業の目的
幼稚園教育の充実と効率的・効果的な幼稚園運営、幼稚園教育を実施するための園児募集と経費の確保及び、保育料
等の減免による保護者の経済的負担軽減を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 市立幼稚園運営事務 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要
４歳児及び５歳児の園児募集に関する事務、また、幼稚園に在籍する園児の入園料・保育料の徴収に関する事務、及び
保育料等の減免に関する事務を行う。

評価の観点 評価内容

八尾市立公立幼稚園保育料減免
件数

幼稚園（本園、分園）施設充足率
【市立＋市立以外】

公私立幼稚園定員／幼児人口

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市立幼稚園に入園及び在園する園児の充実した園生活を
送るために必要なものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

望ましい教育環境と充実した幼児教育の提供のために、有
効なものである。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市立幼稚園に入園及び在園する園児に係る必要な事務手
続きを効率的に実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより及び八尾市ホームページによる広報により、情報
公開および情報発信を広く進めることができた。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.21 幼児教育の充実

現状 今後

48

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市立幼稚園の教育課程にかかる指導助言全
般

平成24年度
実施内容

事業の目的 市立幼稚園の円滑な運営と適切な教育課程の実施を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 838 実績額（千円）

事業概要 市立幼稚園の教育課程にかかる指導助言全般。

事業の対象 市立幼稚園

事務事業名 幼稚園教育の指導事務 担当部局・課
学校教育部

指導課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

725

幼稚園教育計画の作成 幼稚園教育計画の作成園数／全園数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.21 幼児教育の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 10 9.5

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

幼児教室を19園で開設した。４歳児教室は自宅
待機幼児なしのため、開設しなかった。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○幼児教室及び４歳児教室を開設
平成24年度
実施内容

事業の目的 子育て家庭を支援するとともに、地域に開かれた幼稚園づくりを推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,027 実績額（千円）

事業概要
地域に開かれた幼稚園づくりを促進するとともに、地域での幼児教育センター的役割を担うため、未就園児を中心として
幼児教室及び４歳児教室を開設する。

事業の対象 市内在住の３、４歳児

事務事業名 幼児教育振興事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

1,021

幼児教室開催回数 幼児教室開催回数（19園幼児教室開催回数/19園）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

幼児教育センター的役割の一環として、子育て家庭の支援
と地域の教育力向上のを目指し実施している本事業は時代
に適合し、なおかつ市民ニーズも高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標をわずかに達成できなかったものの、開催総回
数は前年を上回る実績があった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

在園児と合同での取り組みの実施や、教職員の創意工夫に
よる教材の作成をおこなうなど、コスト節減をしながら、効率
的に実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域の子育て家庭を対象とした事業のため、地域への情報
提供を積極的に行いながら実施した。子育て家庭への支援
及び地域の教育力向上のために幼児教育センター的役割
を持つ幼稚園を地域に開放することによって実施した。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.21 幼児教育の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 園 19 19

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

市内19園で通常の預かり保育を実施した。
夏期休暇期間についても、市内19園で夏期預
かり保育を実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市内19園で通常期間及び夏期休暇期間とも
に実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
多様な保護者ニーズへの対応、地域の人材を活用することで地域の教育力の強化、また、園児の社会性や豊かな人間
性の育成等教育の充実を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 13,786 実績額（千円）

事業概要 預かり保育の実施により、多様な保護者ニーズへの対応、地域の教育力の強化、地域の人材活用に資する。

事業の対象 市立幼稚園に在園する幼児

事務事業名 市立幼稚園預かり保育事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

12,114

預かり保育実施園数 預かり保育実施園数（市内園数19園）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

近年の少子化や核家族化などの社会状況を受け、多様化
する子育てニーズへの対応から保護者の希望に応じて実施
している本事業は市民ニーズも高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおりの実施が達成できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

預かり保育希望者から預かり保育料を徴収し実施している
ため、コスト効率もよい。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

預かり保育実施の中で地域の人々との関わりも内容に盛り
込み、地域の教育力向上とともに「地域の中での幼稚園づく
り」を推進する必要がある。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.21 幼児教育の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 園 4 3

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

私立幼稚園が講じた安全対策に対して補助金
を交付した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○子どもの安全確保を行う上で実施
平成24年度
実施内容

事業の目的
小学校・幼稚園・保育所安全対策に係る事業として創設されたものであり、在園する園児が安心して園生活を送れる環境
を確保するとともに、地域における安全な幼稚園づくりを推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,170 実績額（千円）

事業概要
昨今の子どもたちをめぐる凶悪な犯罪を防止する観点から、幼稚園における安全対策として講じる警備員等の配置に対
する補助金の交付を行う。

事業の対象 私立幼稚園の園児

事務事業名 私立幼稚園安全対策推進事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

4,065

補助金を活用している園数
私立幼稚園数７園が、それぞれ安全対策を実施しており、そ
のうち、補助金を活用している（「専任の警備員等を配置し、
常駐している」ことが条件）園数を指標とする。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

昨今の子供たちをめぐる凶悪な犯罪を防止するという観点
から在園する園児が安心して園生活を送れるような環境を
確保するとともに、地域における幼稚園づくりにもつながる
本事業は適切であると考える。
今後は、私立幼稚園においては「設置者責任」の部分から、
自ら安全確保をしていただくよう促す必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画値は達成できなかったものの市内私立幼稚園での園
児に対する安全対策は講じられていた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

小学校、幼稚園、保育所の安全対策に係る事業として創設
されたが、本事業を実施することによって市内私立幼稚園
の園児に対する安全対策について促進することができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

本事業による「地域における安全な幼稚園づくり」が、地域
の安全なまちづくり活動につながるよう地域とのさらなる連
携はかる必要がある。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.21 幼児教育の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1,606 1,472

2 ％ 30 27.7

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○国の幼稚園就園奨励費補助金交付要綱及び
八尾市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要
綱に基づき継続実施

平成24年度
実施内容

国の幼稚園就園奨励費補助金交付要綱及び八
尾市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に
基づき実施した。

就園奨励費補助金交付者数 １年間の就園奨励費補助金交付者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 175,037 実績額（千円） 153,100

平成24年度
計画内容

事業の対象 私立幼稚園に就園する園児の保護者

事業の目的
私立幼稚園に就園する園児の保護者の所得状況に応じて、経済的負担を軽減することにより、公立と私立幼稚園の保護
者負担の格差是正と、幼稚園教育の振興を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 八尾市私立幼稚園就園奨励費補助事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要
公立と私立幼稚園の保護者の経済的負担の較差是正を図るため、私立幼稚園に就園する保護者に対して、その所得状
況に応じて補助金を交付する。

評価の観点 評価内容

３・４・５歳児の私立幼稚園在園率 （私立幼稚園在園者数／３・４・５歳児の人口）×100

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

国制度による国庫補助事業として実施しているものであり、
就学前教育の振興に寄与するものである。また、行政以外
の実施主体はない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

国制度による国庫補助事業として実施しているものであり、
就学前教育の振興に寄与するものである。また、行政以外
の実施主体はない。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国制度による国庫補助事業として実施しているものであり、
就学前教育の振興に寄与するものである。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

私立幼稚園に在園する園児の保護者が受給対象となるの
で、私立幼稚園との連携を図っているものである。また、就
学前教育に寄与するものであり、次世代育成としての事業
である。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.21 幼児教育の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1,067 1,143

2 ％ 30 27.7

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○私立幼稚園就園奨励費補助金事業と一体的
に、八尾市私立幼稚園就園助成費補助金交付
要綱に基づき継続実施

平成24年度
実施内容

私立幼稚園就園奨励費補助金事業とあわせ
て、保育料の公私間格差是正を目的とした事業
として、八尾市私立幼稚園就園助成費補助金
交付要綱に基づき実施した。

就園助成費補助金交付者数 １年間の就園助成費補助金交付者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 27,410 実績額（千円） 26,695

平成24年度
計画内容

事業の対象 市内の私立幼稚園に就園する園児の保護者

事業の目的
市内の私立幼稚園に就園する園児の保護者の経済的負担を軽減することにより、公立・私立間の格差是正と私立幼稚
園教育の振興充実を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 八尾市私立幼稚園就園助成費補助事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要
公立と私立幼稚園の保護者の経済的負担の較差是正を図るため、市内の私立幼稚園に就園する保護者に対して、一定
額を限度として補助金を交付する。

評価の観点 評価内容

３・４・５歳児の私立在園率 （私立幼稚園在園者数／３・４・５歳児の人口）×100

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

私立幼稚園就園奨励費補助金事業と伴に保育料の公私間
格差是正を目的とした事業であり、行政以外に実施主体は
無い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

私立幼稚園就園奨励費補助金事業と伴に保育料の公私間
格差是正を目的とした事業であり、就学前教育の振興及び
保護者負担の軽減につながっている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

私立幼稚園就園奨励費補助金事業と伴に保育料の公私間
格差是正を目的とした事業である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

私立幼稚園に在園する園児の保護者が受給対象となるの
で、私立幼稚園との連携を図っているものである。また、就
学前教育に寄与するものであり、次世代育成としての事業
である。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.21 幼児教育の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 2,034 1,898

2 ％ 30 27.7

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○就園奨励事業事務経費及び就学児前健康診
断にかかる事務経費を支給

平成24年度
実施内容

就園奨励事業事務経費及び就学児前健康診断
にかかる事務経費を支給した。

事務協力金算定対象者数 事務協力金算定にかかる対象人数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,578 実績額（千円） 4,270

平成24年度
計画内容

事業の対象 市内私立幼稚園設置者

事業の目的 八尾市内にある私立幼稚園との連携並びに幼稚園教育の振興を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 八尾市私立幼稚園事務協力金事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要
市内の私立幼稚園による就園奨励費等補助事業及び就学時健康診断事業の事務協力に対して、対象となった園児数に
より算出した事務協力金を交付する。

評価の観点 評価内容

３・４・５歳児の私立在園率 （私立幼稚園在園者数／３．４．５歳児の人口）×100

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

行政と地域（私立幼稚園）が連携して幼稚園教育の振興と
就学前教育の推進および小学校へのスムーズな連携に寄
与できた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

行政と地域（私立幼稚園）が連携して幼稚園教育の振興と
就学前教育の推進および小学校へのスムーズな連携に寄
与できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

就園奨励事務事業を効果的・効率的に実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

行政と地域（私立幼稚園）が連携して幼稚園教育の振興と
就学前教育の推進および小学校へのスムーズな連携に寄
与できた。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.21 幼児教育の充実

現状 今後

○
46
48

801023
801024

計画値 実績値

1 回 12 12

2 回 4 4

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○幼稚園教員・保育所（園）保育士等の合同研
修等の実施
○教育・保育の実践の手引きの検討、作成
○幼保一体化施設への移行に向けた推進計画
の策定

平成24年度
実施内容

○幼稚園教員・保育所（園）保育士・小学校教
員の合同研修等を実施した。
○就学前教育・保育実践の手引きを作成した。
○「幼保一体化の推進について」を策定した。

推進計画策定のための協議回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,000 実績額（千円） 4,993

平成24年度
計画内容

事業の対象 就学前児童

事業の目的 就学前児童に質の高い教育と保育双方を提供する仕組みを構築する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 幼保連携・一体化の推進（教育） 担当部局・課
生涯学習部

教育政策課

事業概要
国の動向を注視しながら、小学校へのスムーズな接続のために幼保連携事業等の充実に取り組むとともに、就学前児童
に質の高い幼児教育・保育を提供するために、幼保一体化の推進に取り組む。

評価の観点 評価内容

幼稚園教員・保育所（園）保育士等
合同研修会回数

合同研修会実施回数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

研修や手引きについては、幼稚園・保育所や小学校の連携
による子どもの育ちや学びの保障を目的としており、市民
ニーズ等に配慮した事業である。また、幼保一体化の推進
については公立の就学前施設のあり方を見直すものである
ため、実施手法は妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

幼稚園・保育所双方の保育内容や取組みを共有し、自らの
教育・保育の実践に活かすことができており、幼児教育・保
育の充実には有効な事業であった。幼保一体化の推進につ
いては、幼児期の教育・保育の充実を目指したものであり、
有効な事業であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

こども未来部と教育委員会の連携により実施したため、執行
体制は効率的であった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

研修会や手引き、幼保一体化の推進については、八尾市の
ＨＰに掲載し情報提供に努めた。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

○ 50 806003 ○

計画値 実績値

1 地区 0 －

2 棟 1 1

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○対象学年拡大モデル事業の実施地区の拡大
及びそのための施設環境の整備
○開設時間の拡充に係る手法や必要経費等の
検討
○教員ＯＢなどの活用に係る手法や必要経費
等の検討

平成24年度
実施内容

○対象学年拡大モデル事業の実施地区の拡大
及びそのための施設環境の整備（６年生まで24
地区、４年生まで２地区）
○開設時間の拡充に係る手法や必要経費等を
検討した。
○教員ＯＢなどの活用に係る手法や必要経費
等を検討した。

対象学年の拡大と開設時間の拡
充の実施地区数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 533,237 実績額（千円） 480,023

平成24年度
計画内容

事業の対象 小学１年生から小学３年生（モデル事業として一部４年生から６年生も対象）

事業の目的
保護者が就労等で不在となる小学１年から３年生までの児童を入室申請に基づいて受け入れ、遊びや生活の場を提供
し、児童の心と体の健全な育成を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 放課後児童室事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

事業概要 保護者が就労、疾病等のため不在となる小学１年生から３年生の児童を対象として、放課後児童の健全育成を図る｡

評価の観点 評価内容

放課後児童室独立棟の整備数 （整備棟数／目標棟数）×100

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

保護者の就労や疾病等の理由により、放課後の保育に欠
ける児童の健全な育成を図る事業であり、適切である。
ニーズの高い対象学年拡大のモデル事業の実施地区を拡
大した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標どおり、大正地区放課後児童室を整備した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

条例に基づき適切な保育料を徴収している。
安全に保育できる適正な人員で運営している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

新１年生には全員の就学通知に事業の案内を同封して送
付し、周知を行っている。その他、ホームページや市政だよ
りにより随時情報提供を行っている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

○

計画値 実績値

1 地区 27 20

2 ％ 93.1 69

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

○27小学校区での実施が目標
○すくすく子ども地域活動支援事業との統合を
検討

平成24年度
実施内容

20小学校区で実施
すくすく子ども地域活動支援事業との統合につ
いて検討を行った。

実施地区数
青少年会館においては同様の事業が実施されている為、青
少年会館が存在する２地区を除いた全地区にあたる２７小
学校区で実施することを目標とする。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 10,714 実績額（千円） 8,425

平成24年度
計画内容

事業の対象 地域のすべての子ども（主たる対象は児童）

事業の目的
地域・学校と連携を図りながら、安全・安心な子どもたちの居場所を設け、しつけや礼儀を身につけさせ、常識ある未来を
担う子どもを育成する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 放課後子ども教室推進事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

事業概要
心豊かで健やかな子どもを社会全体で育むため、地域・学校と連携を図りながら、安全・安心な子どもたちの居場所を設
け、放課後や週末におけるスポーツや文化・学習活動等様々な体験活動や地域住民との交流活動を実施する。

評価の観点 評価内容

放課後子ども教室設置率
放課後子どもプランによる放課後子ども教室設置数（文部
科学省所管）／小学校数【市立のみ】×100

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

教育コミュニティづくりの推進のため、事業実施は妥当であ
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実施地区の減となった。未実施及び活動休止の地区につい
て、継続して実施に向けた働きかけを行っていく。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

前年度と同程度のコストであり、現状適正である。
実施手法について、すくすく子ども地域活動支援事業との統
合に向けて、平成２５年度より取り組みを実施する。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業運営は各小学校区の運営委員会に委託し、実施いた
だいている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 14,000 10,898

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

学習活動・伝承遊び・文化活動・工作活動・ス
ポーツ活動・お茶お花体験等の小学生教室・館
外活動など

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○学習活動・伝承遊び・文化活動・工作活動・ス
ポーツ活動・お茶お花体験等の小学生教室・館
外活動など

平成24年度
実施内容

事業の目的
基本的人権尊重の精神に基づき、青少年の健全育成と人権意識の高揚を図るとともに、自主的民主的な諸活動を推進
し、本市青少年児童活動の健全な発展向上に資することを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 405 実績額（千円）

事業概要 低学年育成事業を実施する。

事業の対象 市内の児童

事務事業名 低学年育成事業（桂青館） 担当部局・課
こども未来部

桂青少年会館

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

386

利用人数 年間の利用人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

八尾市青少年会館の設置目的を基にした低学年育成事業
を展開しており、その目的は、適切である。
市民のニーズは多様化しており、その要望に対応すべく、絶
えず新しいメニューについて試行錯誤を行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

児童数の減少傾向等も懸念されるが、多様なニーズに対応
して、様々な活動を引き続き展開する必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

館指導者を中心として講師やボランティア等の協力を得な
がら市民ニーズに対応しつつ適切な予算執行のもと事業を
実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報公開として、HP、市政だより等による、情報提供を行っ
た。また、実施の視点として人権、国際理解、体験、交流等
様々な要素を盛り込み、低学年育成事業を実施した



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 15,000 16,339

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

学習会、学年別活動、全体活動、文化・運動
サークルなど、計画どおりに多種多様な事業を
実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○学習会
○学年別活動
○縦割り学習
○みんなで本を読もう
○全体活動
○文化・運動サークル
○遊び別活動
○公園遊び
○工作
○館外活動
○ボランティア活動
○出前絵本の会等

平成24年度
実施内容

事業の目的
青少年会館条例に掲げる目的を基に、市内の小学校低学年児童を対象とする低学年育成教室（パレットクラブ）を実施す
ることにより児童の健全育成を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,191 実績額（千円）

事業概要 低学年育成教室（パレットクラブ）を実施する。

事業の対象 市内の小学校低学年児童

事務事業名 低学年育成事業（安中青館） 担当部局・課
こども未来部

安中青少年会館

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

747

利用人数 年間利用人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

低学年育成事業での活動は、異年齢や同年齢の子どもたち
の集団活動や文化的活動、スポーツ活動や、その他様々な
体験活動が織り交ぜられており、子どもたちにとって多種多
様な学習の場や貴重な体験の場となっている。また、活動
への参加を通して、感性を磨き、価値観を育成し、人との関
わりの大切さを再認識できる場となっていると考えられる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

上記の諸活動は、低学年児童の生きる力の育成・居場所づ
くりに有効なものであった。利用人数についても、実績値が
計画値を上回っている。今後もサービスの質の向上に努
め、計画値を達成していく。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切な予算執行のもと、最低限の費用で充実した内容の活
動をより安全に実施するよう努め、多彩な事業を展開した。
また、民間企業やボランティア団体の社会貢献事業を活用
することで事業内容の幅を広げ、かつ報償費を節減すること
ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

現在、小学校を中心のパンフレットを配布し、さらにホーム
ページ等をも活用して、広く事業の周知を図っている。
また、長期休業中を中心に大学生や地域のボランティアを
活用した事業を実施し、人権学習・環境学習・伝統文化や国
際理解等のテーマに沿った活動も実施している。引き続き事
業のさらなる充実化を図りたい。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

○

計画値 実績値

1 人 100,000 62,449

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

全15中学校区及び特別支援学校に助成金を交
付
放課後子ども教室との統合について検討を行っ
た。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○助成金の交付
○放課後子ども教室推進事業との統合を検討
する

平成24年度
実施内容

事業の目的
中学校区でさまざまな交流活動・体験活動を行い、活動を通じて「豊かな心」を育むことを目的としている。また、すくすく子
ども地域活動推進組織のつながりを重視し幼小中、地域連携の強化とともに教育コミュニティの向上をめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,736 実績額（千円）

事業概要
地域に育つ子どもたちに多彩な地域活動（地域住民とのふれあい、自然体験、社会体験、ボランティア体験、職業体験、
家族ふれあい、環境美化活動、文化スポーツ体験活動）の機会と場を提供するとともに、親子で楽しめる事業を実施し、
親が子どもに関わる時間を設け「家庭の日」を啓発推進する。

事業の対象 市内中学校区の幼児から中学生と大人

事務事業名 すくすく子ども地域活動支援事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

2,649

地域活動への参加動員数 地域活動への参加者総数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

こどもの体験活動の機会を提供し、教育ｺﾐｭﾆﾃｨづくりの推
進のため、実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画値には届かないが、実績は年々増加している。
地域と子どもたちの交流の場を提供している事業であり、有
効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

前年度同様のコストであり、適正に管理している。
実施手法について、放課後子ども教室との統合に向けて、
平成25年度より取り組みを実施する。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

各中学校区で主体的に運営いただいている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 42 28.5

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

八尾市青少年育成連絡協議会事業を実施し
た。また、例年は青少年センター講座は夏休み
期間のみ行っていたが、今年度は冬休み期間
にも行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市こども会連合・ジュニア親善ソフトボー
ル大会、八尾市こども会親善つな引き大会等の
八尾市青少年育成連絡協議会事業の実施
○青少年センター講座の開催

平成24年度
実施内容

事業の目的 青少年に多様な学習機会や活動機会を提供することで、青少年の育成や自立及び社会参加を進める。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,844 実績額（千円）

事業概要 青少年の育成、自立や社会参加を図るため、青少年に多様な学習機会や活動機会を提供する｡

事業の対象 八尾市在住の青少年

事務事業名 青少年育成事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

7,041

地区育成連絡協議会への加入率 安全会保険加入者数÷児童生徒数×100

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

青少年健全育成につながる事業を実施した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標に届かなかったが、こども会の加入率の低下は市全体
の問題である。しかし、中には高い加入率の地区もあるの
で、その活動を交流会等でその他の地区に周知していく。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

一部の事業で受益者負担を行っており、適正である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

団体と連携し多くの事業を行っている。また、行事や会計報
告等は年度始めに報告を行っている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 12,000 11,906

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

絵画教室、珠算教室、パソコン教室、手話教
室、書道教室、ギター教室、英会話教室、土曜
日・学校長期休業中講座（キッズテニス・体操・
ダンス・卓球等のスポーツ講座や手話・料理・手
芸・工作等の体験講座等）、府内の児童施設を
中心とした社会見学、平日の放課後及び夏季
休業中の移動教室、宿泊体験講座等

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○絵画教室、珠算教室、パソコン教室、手話教
室、書道教室、ギター教室、英会話教室、土曜
日・学校長期休業中講座（キッズテニス・体操・
ダンス・卓球等のスポーツ講座や手話・料理・手
芸・工作等の体験講座等）、府内の児童施設を
中心とした社会見学、平日の放課後及び夏季
休業中の移動教室、宿泊体験講座等

平成24年度
実施内容

事業の目的
基本的人権尊重の精神に基づき、青少年の健全育成と人権意識の高揚を図るとともに、自主的民主的な諸活動を推進
し、本市青少年児童活動の健全な発展向上に資することを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,723 実績額（千円）

事業概要 通年・平日、土曜日、長期休業中の教室・講座事業、移動教室を実施する。

事業の対象 市内在住の青少年児童

事務事業名 桂青少年会館教室・講座事業 担当部局・課
こども未来部

桂青少年会館

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

3,236

利用人数 年間の利用人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

八尾市青少年会館の設置目的を基にした教室・講座事業を
展開しており、その目的は、適切である。
 また、市民（教室・講座の受講希望者）のニーズは多様化し
ており、その要望に対応すべく、絶えず新しい教室・講座の
メニューについて試行錯誤を行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実施講座の内容の見直しと充実により、利用者数は講師の
高齢化等講座回数の減少要因はあるものの、大幅な減少と
はならず、最終目標値に近づいた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

職員が行う講座を増やし市民のニーズに対応しながら予算
内での適切な予算執行のもと事業を実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・情報公開としてＨＰ、市政だより、近隣の学校へのチラシ・
ポスターの配布等による、情報提供を行った。
・実施の視点として人権、国際理解、体験、交流、等様々な
要素を盛り込み、教室･講座を実施した。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 17,000 17,971

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

通年教室（ストリートダンス教室、スポーツ教
室、硬筆教室、囲碁教室、パソコン教室、学習
会、ウイズクラブ等）、土曜教室（美術・手芸・工
作・料理・スポーツ・理科実験・館外活動など）、
長期休業中の教室・講座、移動教室等を、計画
に沿って実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○通年教室（ストリートダンス教室、スポーツ教
室、硬筆教室、囲碁教室、パソコン教室、学習
会、ウイズクラブ等）
○土曜教室（美術・手芸・工作・料理・スポーツ・
理科実験・館外活動など）
○長期休業中の教室・講座
○移動教室（平日の放課後及び夏休みに市内
の小学校へ出向いて行う教室）

平成24年度
実施内容

事業の目的 青少年会館条例に掲げる目的を基に、各種教室・講座等を開催し、青少年の健全育成を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,112 実績額（千円）

事業概要 通年教室及び土曜日・学校の長期休業中の教室・講座、移動教室を実施する。

事業の対象 市内の青少年及びその保護者

事務事業名 安中青少年会館教室・講座事業 担当部局・課
こども未来部

安中青少年会館

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

3,166

利用人数 年間の教室講座利用人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

利用人数の実績が計画数を上回っており、利用者のニーズ
を捉えていると判断できる。今後も利用者のニーズの変化を
見極めながら、多種多様な教室・講座を実施し、青少年の健
全育成を行う。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

小中学生の人間性・社会性を養うため、知徳体のバランス
や興味・関心等を考慮して、教室・講座の企画を行ってお
り、次世代を担う青少年の健全育成に有効である。利用人
数も計画値を上回っている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切な予算執行のもと、最低限の費用で充実した内容の活
動を実施するよう努め、多彩な事業を展開した。また、民間
企業やボランティア団体の社会貢献事業を活用することで
事業内容の幅を広げ、かつ報償費を節減することができた。
教室講座の参加に対しての受益者負担の負担内容につい
ては、今後さらに精査し、より質の高い事業実施に努めた
い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

現在、小・中学校を対象にパンフレット、チラシの配布を行
い、さらにホームページ等をも活用して、広く市民に事業の
周知に努めている。
また、大学生や地域のボランティアを活用した教室講座も行
うなど、市民と協働した取組みについても充実を図ってい
る。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 56,000 48,681

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

子育て支援、低学年育成、教室・講座各事業の
嘱託員・非常勤嘱託員による指導

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○子育て支援、低学年育成、教室・講座各事業
の嘱託員・非常勤嘱託員による指導

平成24年度
実施内容

事業の目的
基本的人権尊重の精神に基づき、青少年の健全育成と人権意識の高揚を図るとともに、自主的民主的な諸活動を推進
し、本市青少年児童活動の健全な発展向上に資することを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 28,271 実績額（千円）

事業概要 桂青少年会館で実施している子育て支援、低学年育成、教室・講座各事業における嘱託員・非常勤嘱託員による指導。

事業の対象 市内在住の青少年児童及び就学前の乳幼児とその保護者

事務事業名 事業運営補助業務 担当部局・課
こども未来部

桂青少年会館

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

25,544

利用人数 年間の利用人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 回 2 2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

館運営委員会の開催

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○館運営委員会の開催
平成24年度
実施内容

事業の目的
基本的人権尊重の精神に基づき、青少年の健全育成と人権意識の高揚を図るとともに、自主的民主的な諸活動を推進
し、本市青少年児童活動の健全な発展向上に資することを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 176 実績額（千円）

事業概要 青少年児童の健全な発展向上に資するため、事業の企画及び運営全般についての意見具申を行う。

事業の対象 市内在住の青少年児童及び就学前の乳幼児とその保護者

事務事業名 桂青少年会館管理運営事業 担当部局・課
こども未来部

桂青少年会館

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

136

運営委員会開催回数 年間の運営委員会開催回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 回 2 2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

青少年会館条例・同施行規則に基づき、運営委
員会を開催し、委員の意見を取り入れて適切な
管理運営を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○会館運営委員会の開催
平成24年度
実施内容

事業の目的 青少年会館条例に掲げる目的を基に、各事業の展開がなされているかの検討を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 160 実績額（千円）

事業概要 青少年健全育成のための、青少年会館の事業の企画及び運営について検討する。

事業の対象 市内の青少年及び就学前の乳幼児とその保護者

事務事業名 安中青少年会館管理運営事業 担当部局・課
こども未来部

安中青少年会館

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

144

運営委員会開催回数 年間の運営委員会開催回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

館運営委員会を開催したことによって市民ニーズを把握し、
その実現に向けて館の運営を図ることができた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

教室講座・低学年育成・子育て支援の各事業の運営にあた
り、事業に資するため館運営委員会の開催は有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

年に２回開催することにより、年度毎の運営方針と、次年度
の事業展開について適切な時期に検討を加えることが可能
であり、また、委員会の構成員も地域の代表者やPTA、学校
関係者等幅広く、多様な意見を聴取することができるので、
その執行体制は効率的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

館運営委員会を構成している各種団体、学校等との連携を
深め、業務内容の情報共有を図りながら協力ができた。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 57,000 66,413

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

教室・講座、低学年育成、子育て支援各事業に
おける嘱託員・非常勤嘱託員による指導

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○教室・講座、低学年育成、子育て支援各事業
における嘱託員・非常勤嘱託員による指導

平成24年度
実施内容

事業の目的
青少年会館条例に掲げる目的を基に、各事業を展開することにより、青少年の健全育成や幼児の健全な発達及び子育
てに対する支援を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 23,316 実績額（千円）

事業概要
安中青少年会館にて実施している教室・講座、低学年育成、子育て支援各事業における嘱託員・非常勤嘱託員による指
導。

事業の対象 市内の青少年及び就学前の乳幼児とその保護者

事務事業名 事業運営補助業務 担当部局・課
こども未来部

安中青少年会館

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

23,538

総利用人数 青少年会館の総利用人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

次世代を担う青少年の健全育成や居場所づくり、子育て支
援等のニーズに対し、市直で細やかな事業運営を展開して
おり、その目的は適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実施された各講座の内容の充実と相俟って、指導者の指
導・助言も有効に行うことができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切な予算執行のもと、限られた人数で充実した内容の教
室・講座等を多数実施し、市民ニーズに対応した事業を効
率的に行うことができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページや市政だより等による情報提供を行い、人権・
国際理解・体験・交流等、様々な要素を盛り込み各教室・講
座を実施した。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 100 47.44

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

暫定利用施設の管理運営
移転に向けての関係課と随時協議を行った

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○暫定利用施設で貸し出す部屋の確保と管理
○平成25年度の移転に向けての予算確保等の
準備

平成24年度
実施内容

事業の目的 本市青少年に学習と憩いの場を与え、青少年活動を助長し、その健全な育成を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,383 実績額（千円）

事業概要 青少年センターの管理・運営を行う。

事業の対象 青少年関係団体・社会教育団体等

事務事業名 青少年センター管理運営事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

5,066

青少年センター利用者数（一日当
り）

青少年センターの各室の利用定員を計画値として定め、実
績値は年間利用者を日数で割り一日当の利用者を算出す
る。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

青少年に学習と憩いの場を与え、青少年活動を助長し、青
少年の健全な育成に寄与している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

全体の利用者数は減少しているが、市民活動や青少年の
学習の場を提供した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

暫定施設での運営のため、現状管理費の減となっている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

施設管理が主な事業内容であるため現状で妥当と考える。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 件 22 13

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

審査会を２度開催。受賞者の表彰及び応援金
の交付を行った。
今年度までの審査事例を踏まえ、要綱を改正し
た。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市を全国発信する功績をあげたこどもに
対する、表彰及び応援金の交付
○表彰及び応援金交付にあたり審査を実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
スポーツ活動や文化活動において、顕著な成績をあげ、八尾市を全国発信したこどもを支援することで、こどもたちの可
能性を広げ、個性や能力の向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,161 実績額（千円）

事業概要
未来に無限の夢をもつこどもたちが健やかに育つために設置する「八尾市こども夢基金」を活用し、スポーツ活動や文化
活動において、顕著な成績をあげ、八尾市を全国発信したこどもを支援することで、こどもたちの可能性を広げ、個性や能
力の向上を図る。

事業の対象 市内在住の18歳到達最初の３月31日までの者

事務事業名 がんばる「八尾っ子」応援事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

943

表彰及び交付を受ける団体・個人
数

スポーツ活動・文化活動において顕著な成績をあげ、表彰
及び応援金の交付を受ける個人や団体の数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

こどもの個性や能力向上のため、スポーツ・文化活動を支
援する事業として妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値・目標達成値ともに減。ただし、要綱改正することに
より表彰枠を増やしているため、平成25年度以降は件数の
増加を見込める。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

消耗品の購入等、適正に管理した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民及び関係団体の方々を審査委員として委嘱し、協力い
ただいている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 34,000 29,815

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

指定管理者へ管理運営委託

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○指定管理者へ管理運営委託
平成24年度
実施内容

事業の目的
市内青少年の自主的・組織的なスポーツ・レクリエーション活動を促進し、利用者相互の交流を奨励することにより市民の
健康増進と青少年の健全育成を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,274 実績額（千円）

事業概要 施設管理運営・維持補修事業を行う。

事業の対象 青少年を含む市民

事務事業名 八尾市立青少年運動広場管理運営事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

4,033

利用者数 八尾市立青少年運動広場の年間利用人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

青少年の交流、スポーツ・レクリエーシヨン活動の促進等、
青少年の健全育成に寄与している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

昨年度比では利用人数は減少したが、市民の健康増進や
青少年の健全育成に貢献をしている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

指定管理者に業務委託を行っており、実施手法としては現
状妥当である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民・関係団体の方を運営委員会委員として委嘱し、前年
度実績を踏まえて運営に対してご意見をいただくなど、協働
いただいている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 3 3

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

地区福祉委員会に運営管理を一任

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○地区福祉委員会に運営管理を一任
平成24年度
実施内容

事業の目的 地域コミュニティづくりを推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 地域の青少年の遊び場及び地区住民のコミュニティづくりのまちを提供する。

事業の対象 地域住民

事務事業名 青少年コミュニティ運動広場事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

A.市民の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

A.市民の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

設置箇所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地域コミュニティづくりの推進に寄与している。運営は地区
福祉委員会に一任しており、市の関与はなく、現状妥当。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

現状を維持し目標を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストはかかっていない。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地区の自主運営による。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

25

計画値 実績値

1 ％ 70 65.4

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

成人式の実施。
実行委員会の設置し、企画運営を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○成人式の運営
○新成人を中心とした、成人式実行委員会の立
ち上げ

平成24年度
実施内容

事業の目的 新成人の門出を祝うとともに、成人としての自覚と責任を促す。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,230 実績額（千円）

事業概要 大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を励ます。

事業の対象 新成人

事務事業名 成人式事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

4,797

式典参加率  成人式出席者÷成人式対象者×100

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

大人として自覚し、青年を励ます機会として実施は妥当であ
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績は概ね達成した。前年比より実績値が伸びた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストは前年度比より増加したが、実施手法を見直し、より
効率的な事業実施を行うことができた。なおコストについて
は、平成22年度実績とは変わらない数値である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

新成人を実行委員として委嘱し、企画運営に協力いただい
た。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 団体 4 4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

計画どおり実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市青少年育成連絡協議会、八尾市野外
活動協会、八尾市スカウト協会への助成金の
交付

平成24年度
実施内容

事業の目的 活性化を促進することで、青年層の育成を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,642 実績額（千円）

事業概要 市内各種青少年関係団体へ助成金を交付する。

事業の対象 市内青少年活動関係団体

事務事業名 団体活動振興助成事務 担当部局・課
こども未来部

青少年課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

1,581

青少年活動関係団体数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

団体に補助金を給付し、青少年への健全育成活動に活用さ
れている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

達成されている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適正である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

団体が精力的に活動を行えるよう補助をおこなっている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 56,000 62,954

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

指定管理者への管理運営委託

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○指定管理者へ管理運営委託
平成24年度
実施内容

事業の目的 自然体験活動が可能な環境を青少年や市民に提供することで、豊かな人と人とのふれあいを図ることを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 13,818 実績額（千円）

事業概要
市内唯一の自然体験のできる公営キャンプ場であり、できる限り現在の自然を残しながら野外活動の楽しさを青少年に
知ってもらう。

事業の対象 自然体験学習を希望する青少年

事務事業名 大畑山青少年野外活動センター管理運営業務 担当部局・課
こども未来部

青少年課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

13,546

利用者数（１年当たり） 施設年間利用者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市内唯一の自然体験活動のできる公営キャンプ場であり、
青少年の活動の活性化のため必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

前年度より増加し、目標値も達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

指定管理者に業務委託しており、実施手法・コストともに現
状妥当である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

指定管理者に業務委託を行うとともに、指定管理者が主体
となって周辺地域と連携した事業展開を進めている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

計画値 実績値

1 回 1 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

委員会を招集する議事はなく未実施。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○必要性が生じた時、随時開催
平成24年度
実施内容

事業の目的 ラブホテルの建築に際して規制をかけることで、青少年に良好な教育環境を守る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 数年前から開催の実績なし。

事業の対象 建築予定街区住民

事務事業名 八尾市ラブホテル規制委員会事務 担当部局・課
こども未来部

青少年課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

委員会開催回数
ラブホテル建築規制委員会設置要綱に基づいて設置される
委員会の開催回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

ラブホテルの建築に関して規制をかけることで、青少年に良
好な教育環境を守る必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ラブホテルの新規建築がなく、青少年に良好な教育環境を
維持することができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストはかかっていない。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

建築規制要綱を公開し、新規建築の際には委員会を設置す
る旨を周知している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.4 子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり

施策No.22 次代を担う青少年の健全育成

現状 今後

51 ○

計画値 実績値

1 戸 3,000 3,059

2 地区 2 2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○青少年健全育成八尾市民大会
○「少年を守る日・家庭の日」街頭啓発
○地区住民懇談会等の実施
○青色回転パトロール、こども110番の家の推
進

平成24年度
実施内容

青少年健全育成八尾市民大会の実施
「少年を守る日・家庭の日」街頭啓発の実施
地区住民懇談会等の実施
青色回転等パトロール、こども110番の家の推
進

「こども110番の家」掲出協力戸数 こども110番の家の旗及びステッカーの掲出件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,377 実績額（千円） 1,200

平成24年度
計画内容

事業の対象 青少年を含む地域住民

事業の目的
地域社会を有機的に連携させることで、青少年を取り巻く社会環境の浄化や青少年育成に携わる保護者、育成者への啓
発、情報提供などの支援を図る。

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 青少年育成支援事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

事業概要
地域社会を有機的に連携させることで青少年を取り巻く社会環境の浄化や青少年育成に携わる保護者、育成者への啓
発・情報提供等を図る。

評価の観点 評価内容

青少年健全育成モデル地区指定
実施地区数

青少年健全育成モデル地区指定している地区の数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

青少年の健全育成及び安全安心な社会環境づくりのために
必要であり、事業実施について妥当性がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適正に管理した。また民間企業から啓発物品の協賛を得
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

すべての事業は、市民団体の会議で案件として図り、内容
を決定している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

55
64

計画値 実績値

1 － 1 0.99

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・調査実施
小学校５年（2,600人×600円）
中学校２年（2,300人×900円）
・教育課程編成・実施、指導方法の工夫・改善
について指導・助言

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○学力向上支援会議の充実
○学力調査等の分析
○「学力向上フォーラム」の開催
○教育課程編成・実施、指導方法の工夫・改善
について指導・助言

平成24年度
実施内容

事業の目的
八尾市の児童生徒が基礎・基本を確実に身につけ、それを基に自ら学び自ら考える力を育成する。
各学校が教育課程の実施状況について各教科の目標や内容の実現状況を把握し、指導上の問題点は何かを明らかにし
たり、指導方法の工夫改善を図ったりすることできる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,934 実績額（千円）

事業概要
全国学力・学習状況調査などの結果の分析等に基づき、児童・生徒一人ひとりの実態に応じたきめ細やかな指導の一層
の充実を図るとともに、各中学校区を単位とした授業改善や校種間連携について研究を推進し、本市の児童・生徒の「確
かな学力」の向上を図る。

事業の対象 児童生徒、教職員

事務事業名 学力向上推進事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

4,955

全国学力・学習状況調査の平均正
答率の全国比

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・各学校が自校の課題を客観的に把握することで、基礎基
本の定着を図り、「生きる力」を育成する。
・学力に関する保護者、市民の関心は高い

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・指導方法の工夫改善のためには、必要不可欠
・府の対国比（0.96）からみて、八尾市の対府比0.99は目標
値と開きがある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・各学校の課題とともに市全体の課題を明らかにすることが
できる適切な方法

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・調査結果に基づく学習の課題を明らかにすることで、家庭
や地域の教育力の向上にも寄与する
・次世代育成のためには欠かすことのできない



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

61

計画値 実績値

1 ％ 72 73

2 421,146

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○中学校区を単位に、全小中学校に図書館サ
ポーターを配置
○図書館の整備と蔵書管理の実施

平成24年度
実施内容

・全小中学校に図書館サポーターを配置
・八尾図書館司書を講師に招いての研修の実
施
・蔵書の整理等図書館の読書環境を整備

学校図書館図書標準に対する図
書の充足率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 20,815 実績額（千円） 20,418

平成24年度
計画内容

事業の対象 児童生徒

事業の目的 児童・生徒の学習に対してより効果的な図書活用・読書活動の充実が図られる。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 学校図書館活用推進事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要
児童・生徒の学校図書館利用を促進し、国語を適切に表現し理解する能力を高めるため、全小中学校に学校図書館サ
ポーターを配置し、学校図書館の効果的な活用を図るとともに、図書環境の充実と図書館機能の充実を図り、魅力ある学
校図書館づくりを進める。

評価の観点 評価内容

市内全小・中学校学校図書館の貸
出冊数の合計

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

児童・生徒の国語力、理解力向上のために既存の学校図書
館を有効活用することは、市民のニーズに応えることにつな
がる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標値を達成できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

有償ボランティアを有効に活用し、コスト節減に貢献してい
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民のボランティア参加という点で、市民との協働を実現し
ている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 回 10 8

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 A

学校園支援会議を開催し、事案の対応につい
て検討する中で、必要に応じて弁護士に相談し
たり、スクールカウンセラー・スクールサポー
ター・指導主事等の支援チームの派遣を行った
りした。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市学校園支援会議の設置と検証
○八尾市学校園支援会議の機能の充実
○事案の対応についての整理

平成24年度
実施内容

事業の目的
学校園における教育活動の充実。
問題が早期解決することで、学校園が日常の教育活動に専念できる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 690 実績額（千円）

事業概要
学校園だけでは解決困難な事案または長期化する事案等が生じた場合、早期解決を図るための支援会議の開催など、
課題解決に向けた適切な対応ができる体制を整える。

事業の対象 学校園

事務事業名 学校園支援事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

284

学校園からの支援要請回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民協働、地域分権には業務的になじまない。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

○ 54

計画値 実績値

1 時間 3,072 4,110

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

プロポーザル方式により、ネイティブ英語指導
者（ＮＥＴ）派遣事業者を選定、契約し、英語指
導者を全小中学校に配置。国際社会を生きる
基礎となる教育を推進するとともに、中学校で
の英語教育の充実と小学校での英語活動を実
施した。また、府補助事業「使ええる英語プロ
ジェクト」にも、高安中学校区が参加し、ＮＥＴを
活用した英語研究の研究を実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○外国語教育の充実
○国際交流の発展と諸外国との相互理解の増
進

平成24年度
実施内容

事業の目的
英語における基礎学力の向上するとともに、英語に触れたり、外国の生活や文化に慣れ親しんだりすることにより、国際
的感覚を身につける。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 71,867 実績額（千円）

事業概要
中学校での英語教育の充実のためにネイティブスピーカーを配置するとともに、市内全小学校においても、児童が外国語
に触れたり、外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど、国際社会を生きる基礎となる英語活動を推進する。

事業の対象 児童生徒

事務事業名 英語教育推進事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

66,497

英語指導者（ＮＥＴ）の小学校英語
活動の年間従事時間

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民の英語教育に対する期待も大きく、国際社会に通用す
る語学力、文化理解力を身につける基礎作りが求められて
いる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標を充分達成している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大きな投資を行っているので、投資に見合った成果がある
かどうかの検証を精査する必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

25 ○

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

 幼稚園・小学校･中学校の教育課程にかかる
指導助言全般

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市立小学校･中学校の教育課程にかか
る指導助言全般

平成24年度
実施内容

事業の目的 学校園の円滑な運営と適切な教育課程の実施を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 19,402 実績額（千円）

事業概要 八尾市立小学校･中学校・特別支援学校の教育課程にかかる指導助言全般を行う。

事業の対象 小中学校・特別支援学校

事務事業名 小･中学校教育の指導事務 担当部局・課
学校教育部

指導課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

18,755

学校教育計画の作成 学校教育計画の作成校数／全学校数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・各学校園の授業改善、指導力の向上のために必要

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・目標どおりの実績が達成されている

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・現在の業務の執行状況は適切

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

･次世代育成の視点から学校教育の内容の充実は不可欠



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

52
60

○

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 ％ 90 95

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

幼児・児童・生徒や地域の実態に応じた活動及
び特色ある学校園づくりの推進

平成24年度
実施内容

幼稚園に各園10万円、小学校に各校425,000～
500,000円、中学校に625,000～700,000を支給、
各学校園の特色ある学校園づくりを支援した。

総合的な学習時間数の達成

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 25,115 実績額（千円） 25,049

平成24年度
計画内容

事業の対象 児童生徒園児

事業の目的 学校園における幼児・児童・生徒や地域の実態に応じた活動及び特色ある学校園づくりを推進できる。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 子どもが輝く学校園づくり総合支援事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要
学校園長のリーダーシップのもと、より魅力ある学校づくりを推進していくため、子どもや地域の実態に応じた学校園独自
の取組みを支援する。

評価の観点 評価内容

子どもが輝く学校園づくり事業にお
ける「めざす子どもの姿の達成率」
の校長による評価の平均

各校から提出される「子どもが輝く学校園づくり事業」の実績
報告書に記載されている「めざす子どもの姿の達成率」の平
均値

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・保護者もニーズも高い
・「総合的な学習」の内容を充実させるために財政的な
支援は必要

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・目標どおりの実績が達成された

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・地域や学校のニーズに応じた教育改革を進めるために
は、学校園長のリーダーシップが発揮しやすい体制で行なう
のが最も効果的

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・地域の意見に耳を傾けるとともに、地域人材の活用を進め
ている。その中で、学校園と地域との相互理解が深まりつつ
ある。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 回 10 41

2 回 10 26

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○小中連携推進教員の配置
○小中連携の推進・強化
○小中学校連携推進会議の開催
○事業最終年度としてモデル地区の取り組み
の全中学校区への普及

平成24年度
実施内容

市内５中学校区を研究モデル地区に指定し、
小・中学校における教育の充実と小中学校間の
円滑な接続を実現するために、生徒指導・教科
指導等の実践的な研究を行った。また、小中連
携教育推進コーディネーターを配置し、各モデ
ル校区の特性を活かした取組みを推進し、市内
他中学校区へその成果を発信した。

小中連携推進会議の開催回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 10,287 実績額（千円） 8,672

平成24年度
計画内容

事業の対象 児童生徒

事業の目的
小・中学校の指導方法や組織体制などを共有することで、児童・生徒が戸惑いを感じている小・中学校間の段差を緩和
し、小学校から中学校へのスムーズな進学を促すことができる。また、教員が小・中学校を兼務することで、学校における
専門的な教科指導が可能になり、学力向上につながる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 小・中学校パートナーシップ推進事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要
市内５中学校区を研究モデル地区に指定し、小・中学校における教育の充実と小中学校間の円滑な接続を実現するため
に、生徒指導・教科指導等の実践的な研究を行う。また、小中連携教育推進コーディネーターを配置し、各モデル校区の
特色を生かした取組みを推進し、市内他中学校区へその成果を発信する。

評価の観点 評価内容

中学校区における合同開催行事
等の回数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学力向上の実現のためには欠かせない研究であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標値を充分に達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

前年度並みの支出で事業を実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

研究成果の発信を、保護者、地域にも行った。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

57

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・養護学級用教科書・指導書（107条本）支給、
点字訳委託、養護学級センター校備品・消耗
品、養護学級センター校通学通級費助成、養護
学級施設・設備等の整備、介助員ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ服等
の貸与、機能訓練等の巡回指導、市立養護学
校管理運営、理学療法士に係わる傷害保険

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○支援学級設置
○点字訳委託
○支援学級備品・消耗品支給、支援学級セン
ター校通学通級費助成
○支援学級施設・設備等の整備
○介助員・特別支援教育支援員の配置
○機能訓練等の巡回指導
○市立特別支援学校管理運営
○理学療法士に係わる傷害保険

平成24年度
実施内容

事業の目的 障がいのある幼児・児童・生徒の教育の充実を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 41,360 実績額（千円）

事業概要
支援学級（特別支援学級）の適正配置等の環境整備、生活や学習に支援を必要とする子どもたちへの特別支援教育支
援員や介助員の人的支援、機能訓練の必要な子どもたちへの巡回指導等により、障がいのある幼児・児童・生徒に対す
る教育の充実を図る。

事業の対象 障がいのある幼児・児童・生徒

事務事業名 特別支援教育振興事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

38,657

個別の教育ニーズに応じた学習計
画の作成

（自立活動の時間の個別の指導計画数／支援学級在籍児
童生徒数）×100

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・障害の重度重複化がすすむ中で障害のある児童生徒の
教育ニーズに応え、ともに生きる社会を築くために必要

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・全ての学校園の障害教育の内容を充実させるという面で
重要

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・障害のある児童生徒が在籍するすべての学校園で実施す
るのが適切

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・障害のある幼児児童生徒への支援にとどまらず、次世代
を担う児童生徒や市民に対する啓発としての意義も大きい



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 24,000 22,415

2 人 16,500 14,911

3 人 7,500 7,504

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○学級編制及び学校基本調査にかかる事務
平成24年度
実施内容

学級編制及び学校基本調査にかかる事務を適
正に実施した。

児童生徒数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 26 実績額（千円） 27

平成24年度
計画内容

事業の対象 児童生徒・教育関係者

事業の目的
学級編制事務によって、安定的なクラス運営が図れることを目的とし、基本統計調査により、学校教育行政に必要な学校
に関する基本的事項を明らかにする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 市立学校学級編成・学校基本統計調査事務 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要 学級編制及び学校基本調査にかかる事務を行う。

評価の観点 評価内容

小学校（本校、分校）児童数【市立
のみ】

 総児童数
（算出基準、根拠等は公共施設状況調に準ずる）

中学校（本校、分校）生徒数【市立
のみ】

 総生徒数
（算出基準、根拠等は公共施設状況調に準ずる）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 件 900 894

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○学齢期の児童・生徒が、教育委員会の指定し
た校区に通学できるよう、校区指定等を適正に
実施
○藤井寺市の一部の児童生徒に関する教育事
務を受託

平成24年度
実施内容

事業の目的
地域・家庭・学校の三者が一体となって、児童・生徒の就学の安全と安定を確保するための校区指定であり、この指定さ
れた校区を遵守するための事務である。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 546 実績額（千円）

事業概要
学齢期の児童・生徒が、教育委員会の指定した校区に通学できるよう、住民登録異動届時における校区指定や区域外就
学の是正を行う。

事業の対象 保護者

事務事業名 市立学校就学・転出入学事務 担当部局・課
学校教育部

指導課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

446

転出入学事務件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

58

計画値 実績値

1 ％ 0.9 0.91

2 ％ 34.1 34.1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○不登校児童生徒野外宿泊活動
○関係機関等との連絡会
○生徒指導に係る研修会開催
○スクールカウンセラーの配置
○いじめ不登校対策研究委員会

平成24年度
実施内容

八尾市小中生指協への委託
・不登校生野外宿泊活動
・関係機関等との連絡会
・生徒指導に係る研修会開催
スクールカウンセラーの配置
いじめ不登校対策研究委員会

不登校児童・生徒率 （不登校児童生徒数／全児童生徒数）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 678 実績額（千円） 670

平成24年度
計画内容

事業の対象 児童生徒、教職員・保護者

事業の目的
小中学校の生徒指導の望ましいあり方の追及と多発する青少年の諸問題への対応、未然防止に向けた小中一貫した取
組みと、学校・家庭・地域の連携を一層推進する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 生徒指導対策事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要
多様化する生徒指導上の諸問題の早期発見、適切な対応及び未然防止に向けて、スクールカウンセラーを学校に配置
するとともに、関係諸機関との連絡会や生徒指導に関する研修会等を開催する｡

評価の観点 評価内容

小､中学校カウンセラー配置校率
【市立のみ】

市内全市立小、中学校のうちスクールカウンセラー等が配
置されている割合。１人の人間が複数の学校を担当してい

 る場合は別カウントする。
ＳＣ数／（小学校数＋中学校数）×100

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・多発する生徒指導上の諸問題の未然防止のために、関係
諸機関との連携をすすめる必要がある
・児童生徒の健全育成に期待する保護者、市民の期待は大
きい

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・生徒指導上の諸問題に適切に対応することは、学校教育
の改善

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・生徒指導上の諸問題は全ての学校において対応支援する
必要があり、目標達成の手段として適切である

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・生徒指導上の諸問題を解決することは保護者や地域住民
の生活の安定にもつながる
・次世代を担う児童生徒の健全育成に寄与する



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

八尾市内中・高連絡会
進路保障冊子作成
私学合同説明会
進路保障協議会

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市内中・高連絡会
○進路保障冊子作成
○私学合同説明会
○進路保障協議会

平成24年度
実施内容

事業の目的
進路指導の充実を図る。
生徒が目的意識や意欲をもって進路決定できる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 718 実績額（千円）

事業概要
生徒の主体的な進路選択に適切な指導、助言ができるよう、常に進路に関する情報の収集提供を行う。府立高校の特
色、再編整備・入試改革等について、情報収集に努める｡

事業の対象 生徒・教職員・保護者

事務事業名 進路指導対策事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

713

進学希望者の進学率 （入学者数／志願者数）×100

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・生徒が目的を持って進路決定することは、生徒、保護者の
ニーズに適うだけでなく、次世代を担う人材育成という視点
からも重要な事業である

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・目標は達成されている

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・進路指導特別対策委員会が、進路状況を判断し、適切な
助言を行なうことが目的を達成する有効な手段である

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・次世代育成の観点から重要な事業



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 回 4 3.5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・東山本幼稚園に研究委嘱し（２年目、指定園
経費１園あたり20万円）、教職員の資質向上を
図るとともに、研究発表会を行い、市内学校園
全体にその成果を広めた。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○幼稚園指定園経費1園20万（委嘱２年次）
○研究の成果を共有するため、研究発表会を
開催する。

平成24年度
実施内容

事業の目的
学校園に研究委嘱することにより、今日的な教育課題の解決と教育内容の充実、指導方法の改善を図る。
教職員の指導方法の改善が進み、資質の向上が計画的・組織的に行われる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 196 実績額（千円）

事業概要
八尾市立学校園に２年間研究委嘱し、教職員の資質の向上を図るとともに、教育内容の充実と指導方法の改善を図り、
その成果を市内学校園全体に広める｡

事業の対象 教職員

事務事業名 学校園研究指定事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

195

指導助言講師派遣回数 全学校園平均指導助言講師派遣回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・学校園を研究指定をすることにより、教職員の資質が向上
し、延いては学校教育の改善に寄与する。
・教職員の資質の向上に対する保護者、市民の期待は大き
い

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・教育内容の充実と指導方法の改善を図る上において、非
常に有効

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・学校園を指定して先進的な研究を行い、その成果を各学
校園に広める方法は効率的

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・研究成果は広く公開する予定
・次世代を担う幼児の生きる力の育成に寄与している



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

全小中学校に設置
　小学校29校
　中学校15校
　養護学校１校
　　　　　計45校

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

全小中学校に設置
○小学校29校
○中学校15校
○特別支援学校１校
学校評議員研修会の開催

平成24年度
実施内容

事業の目的
学校が地域住民の信頼に応え、家庭や地域と連携して一体となって子どもの健やかな成長を図る。
地域に開かれた学校づくりを推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 30 実績額（千円）

事業概要
地域や社会に開かれた特色ある学校づくりを進めるため、校長の求めに応じて学校運営について意見を述べたり、連携
協力等のあり方について協議を行う学校評議員を各学校に設置する｡

事業の対象 学校

事務事業名 学校評議員運営事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

学校評議員設置校率 （設置校数／学校数）×100

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・地域住民のニーズを把握し、地域に開かれた学校園作り
のために重要

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・目標どおりの実績が達成された

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・学校教育法施行規則や大阪府教育委員会の示す「学校協
議会」の趣旨を踏まえて実施している

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・学校運営に市民の声が反映させると共にコミュニティー組
織との連携に寄与している



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

全校で「あいさつ」運動を実施。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○「あいさつ運動」等の取組の中で、研究の推
進、共有化

平成24年度
実施内容

事業の目的 次代を担う児童生徒が「豊かな心」を身に付けるとともに、「生きる力」を育成し、社会性や協調性、人間性が培われる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 180 実績額（千円）

事業概要
大阪府「こころの再生」府民運動の趣旨を踏まえ、地域社会におけるあいさつ運動等による体験活動の充実を図り、次代
を担う児童生徒の社会性や協調性を培うとともに、授業や行事に地域の参加協力を得るゲストティーチャーの活用など、
地域の教育力を生かした取組みにより、道徳教育を推進し、子どもたちの豊かな心の育成に努める。

事業の対象 児童生徒

事務事業名 豊かな心を育む教育推進事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

132

あいさつ運動を実施している学校
の割合

あいさつ運動を実施している学校を指標にすることで、「豊
かな心を育む」教育の普及になる。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 校区 29 29

2 時間 2,972 1,627

3 箇所 30 234

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○スクールガード・リーダーによる市内巡回等
○車両通行量の多い箇所への安全誘導員の配
置
○車両通行量の多い箇所へのスクールゾーン
道路標示・通学路標識の新設・補修

平成24年度
実施内容

○スクールガード・リーダーによる市内巡回・指
導を行った。
○車両通行量の多い箇所への安全誘導員の配
置実施。
○通学路緊急合同点検を市内全小学校区にて
実施、関係機関と協力して対策内容を検討、実
施していった。

巡回小学校区数
児童生徒の登下校時の安全確保を図るため、スクールガー
ドリーダーが小学校区単位で巡回指導を行う。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,447 実績額（千円） 19,094

平成24年度
計画内容

事業の対象 市内全域

事業の目的 子どもが安全に通学できる地域環境を確立する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 通学路の安全確保事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要

①警察官OB等を八尾市スクールガード・リーダーとして委嘱し、ボランティアや学校と連携を図り地域社会全体で学校安
全に取り組む体制づくりを支援するとともに、登下校時の巡回指導及び子ども安全見守り隊に対する指導助言を実施す
る。
②通学路の危険箇所を児童が安全に通行できるよう安全誘導員を配置する。
③車両に対し通学児童生徒への注意喚起を促すためスクールゾーン道路標示・通学路標識の設置・補修を行う。

評価の観点 評価内容

安全誘導員年間作業時間 安全誘導員が危険箇所において作業を行った時間数

路面標示（スクールゾーン・通学路
カラーシール）新設・補修数及び通
学路標識撤去・巻き看板設置数

路面標示（スクールゾーン・通学路カラーシール）の新設・補
修及び通学路標識・巻き看板の設置・撤去、を行った箇所数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

通学路の安全確保については、非常に市民ニーズが大きく
なった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

緊急合同点検の実施、対策検討実施により、大幅に目標値
を上回る結果となった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

必要な対策を実施するため、補正予算にて大幅経費を増額
して対応した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

通学路対策の危険箇所について、各校区からＰＴＡも含めた
地域の方からのご意見を頂いた。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○学校園安全計画に基づき実施される、安全
教育等への指導助言を実施した。
○モデル校による、防災教育の実践研究を行っ
た。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○学校園安全計画に基づき実施される、安全
教育等への指導助言
○モデル校による、防災教育の実践研究

平成24年度
実施内容

事業の目的
大地震などの災害が発生した際、幼児・児童・生徒がそれぞれの住む地域特性に応じて自らが的確な危機回避行動が取
れるよう、より活きた防災教育を推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
学校園安全計画に基づき実施される、各学校園内における幼児・児童・生徒への安全教育に加え、災害発生を想定した
各校区における危険箇所や登下校時の通学路などでの危険回避等、総合的な視点に立った防災教育を推進する。

事業の対象 幼児・児童・生徒

事務事業名 防災教育の充実 担当部局・課
学校教育部

指導課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

学校園安全計画の作成

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 校園 11 11

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

人権教育推進モデル校園（第８期２年目）に対
する支援事業を継続し、10校１園に実施。また
人権教育推進研究・実践助成校園（単年度）に
対する支援事業において、23校４園に実施。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○人権教育推進モデル委嘱校園等の最終報
告・成果の集約と他校園への周知及び人権教
育の充実

平成24年度
実施内容

事業の目的 本市学校園における人権教育の取組みを深化・充実させる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,480 実績額（千円）

事業概要
学校園における人権教育を充実させるため、市立学校園の中から「人権教育推進モデル校園」「人権教育推進研究・実
践助成校園」を指定し、その支援を行う。

事業の対象 幼児・児童・生徒・教職員

事務事業名 人権教育推進学校園支援事業 担当部局・課
学校教育部

人権教育課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

2,404

モデル校園委嘱数 人権教育推進学校園モデル校園数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

委嘱希望校園から提出された計画書をもとに人権教育推進
の計画性、有効性を審査し委嘱を決定した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

２年委嘱の1年目として、指定校園10校１園すべてにおい
て、計画的に事業を実施、人権教育の推進がはかられた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切且つ効率的に実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

未来の市民である幼児・児童・生徒の豊かな人権感覚の育
成、人間関係スキルの向上、社会の課題解決に資する能力
の育成を意図している事業であり、有効である。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 90 97.5

2 人 550 560

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○各種人権教育研修会の開催、実施
　・管理職人権教育研修（校園長対象と教頭対
象の各１回）
　・人権教育研修講座　（５回）
　・人権教育実践交流会（２回）　他
○人権教育研究会等旅費･参加負担金の執行

平成24年度
実施内容

○管理職人権教育研修を予定通り２回実施。参
加者の満足度は非常に高かった（98.7％平
均）。人権教育研修講座を予定通り５回実施。
当事者に学ぶ機会を増やすことで、参加者の学
びが深まった（97.0％平均）。人権教育実践交流
会を予定通り2回実施。課題提起・情報共有・実
践交流を行った。
○人権教育研究会等への積極的な参加を行
い、研修内容等を事業の発展に役立てている。

参加者の満足度
人権教育研修講座終了時のコミュニケーションカードによる
満足度

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 214 実績額（千円） 176

平成24年度
計画内容

事業の対象 教職員・指導主事等

事業の目的
教職員・指導主事の人権意識の高揚と資質向上。
若手教職員に対する人権教育の理念と手法の継承。
管理職の人権教育への見識を深め、リーダーとしての自覚を促す。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 人権教育研修事業 担当部局・課
学校教育部

人権教育課

事業概要
教職員・指導主事の人権意識の高揚と指導力の向上を図るため、人権教育に関する各種研修を行う。とりわけ、若手教
職員への人権教育の研修機会を充実させるとともに、児童生徒に対する人権教育の取組みを一層充実させる。

評価の観点 評価内容

人権教育研修講座参加人数 人権教育課主催の人権教育研修講座の参加人数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学校における人権教育の推進に際しては、教職員は人権学
習の指導者であり、支援者であり、推進役としての役割を果
たす必要があり、その資質を向上させる研修機会の確保の
意味で必要不可欠である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画的に目標を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適正且つ効率的に実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

人権教育推進の観点に合致している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 点 12 15

2 件 200 176

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○「人権教育推進のための手引」作成に向けた
手引編集委員会に幼・小・中の３研究部会を置
き、各部会で効果的な教育実践の収集・研究を
行い、学習プログラムを作成
○研修用図書・ビデオの貸出しシステムの検証

平成24年度
実施内容

○「人権教育推進のための手引第15集」作成の
ために、手引編集委員会が、教育実践の収集・
研究を行い、第15集を作成した。
○人権教育推進・啓発のための視聴覚教材及
び書籍の貸出を行った。また貸出を円滑に行う
ためのシステムの改善を行った。

人権学習プログラムの整備数
「人権教育推進のための手引き」掲載における幼・小・中の
プログラム数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 983 実績額（千円） 1,017

平成24年度
計画内容

事業の対象 幼児児童生徒教職員市民

事業の目的 学校園での人権教育の取組みを支援するとともに、ビデオの貸出等により人権啓発につなげる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 人権学習教材等整備事業 担当部局・課
学校教育部

人権教育課

事業概要
学校園や保護者・地域における人権教育の推進を図るため、人権学習プログラム及び人権教育関係資料・教材の整備を
行う。

評価の観点 評価内容

人権教育関係資料の貸出件数 人権教育課が所有する書籍・視聴覚教材の貸出件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

教職員の世代交代が急速に進む中で、人権学習プログラム
や教材の整備の必要性は増している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

人権学習プログラムは計画値を8.3%上回る実績を確保し、
人権教育関係資料の貸出件数においても計画値を18%上回
る実績を確保した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切且つ効率的に実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

人権教育推進に合致している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 作品 190 159

2 人 1150 951

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○じんけん文化祭（人権作品発表会及び展示
会）の企画･開催
○「ひゅーまんフェスタ」実行委員会への参画及
び関係部署との連携･協力
○人権作品集の発行・配布、人権カレンダー
（人権作品を掲載）の作成及び学校園・関係機
関での掲示

平成24年度
実施内容

○「じんけん文化祭」として、幼児・児童・生徒・
保護者の作品の発表会および展示会を実施し
た。これらの作品をじんけん作品集・じんけん作
品カレンダーとして啓発のために配布した。
○「ひゅーまんフェスタ」実行委員会に参画し、
関係部署と連携・協力して本年度の開催にかか
わった。また今年度は、「ひゅーまんフェスタ」の
中でも、じんけん作品の展示を行い、啓発に努
めた。

学校からの出品部門数
各学校の人権作品部門（絵画・作文・詩・標語）数＋出展幼
稚園数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 400 実績額（千円） 336

平成24年度
計画内容

事業の対象 園児児童生徒教職員保護者市民

事業の目的
作品づくりを通して、園児・児童・生徒の人権意識の向上を図る。
発表会、展示会を通して教職員や保護者、市民の人権意識の向上につなげる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 人権教育推進事業 担当部局・課
学校教育部

人権教育課

事業概要
園児・児童・生徒・保護者・教職員の人権意識の向上を図るため、園児・児童・生徒・保護者の人権作品を募集し、発表
会・展示会を開催する。また、作品集を発行し教材活用を図る。

評価の観点 評価内容

発表会･展示会参加人数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学校における児童・生徒の人権の学びの成果を、保護者を
中心とする市民啓発に活用した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

応募部門数が昨年度より上回った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストを削減し、効率よく実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

学校園の人権教育推進と連動させて事業実施している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1,100 1,212

2 回 45 50

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○人権教育研究団体への支援を通した各学校
園における人権教育の深化と充実

平成24年度
実施内容

本市の人権教育の推進や国際理解教育の推
進を図るため、本市教職員で構成する人権教
育研究団体（「八尾市人権教育研究連合協議
会」）への支援等を行った。

研究会事業参加者数
「八尾市人権教育研究連合協議会」が開催する総会・研究
集会・総括集会の参加者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,663 実績額（千円） 1,663

平成24年度
計画内容

事業の対象 教職員

事業の目的
教職員が自主的に人権教育の研究活動を行っている人権教育研究団体への支援を行うことにより、本市の人権教育の
一層の推進・充実を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 人権教育研究支援事業 担当部局・課
学校教育部

人権教育課

事業概要
本市の人権教育の推進や国際理解教育の推進を図るため、本市教職員で構成する人権教育研究団体への支援等を行
う。

評価の観点 評価内容

研究会議の開催回数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

教職員の研修・研究の支援、指導実践の質的向上のために
不可欠である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画値を上回る実績を確保することができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施の手法は最適である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

人権教育の推進を目的として実施している。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 回 11 11

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

人権教育研修講座・実践交流会等の企画立案
に努めるとともに、各課・学校園における人権教
育研修会での指導助言等に努めた。また、人権
教育推進のための手引きの編集と配布・活用を
進めた。また、教育サポートセンター所管の研
究協力員人権教育部会の企画・運営、その他、
各課・研究会との連携のもと人権教育に関する
会議に参画した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○人権教育の企画･立案
○人権教育プログラム及び関係資料の整備に
関わる会議の開催並びに資料等の案内、貸出
○人権教育に関する会議への参画等

平成24年度
実施内容

事業の目的
学校園における人権教育を推進する。
全市的な人権意識の高揚を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
人権教育を企画･立案する。
人権教育プログラム及び関係資料の整備に関わる会議を開催する。
人権教育に関する会議へ参画する。

事業の対象 教職員市民

事務事業名 人権教育の企画調整業務 担当部局・課
学校教育部

人権教育課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

人権教育プログラム立案に関する
会議の開催回数

「人権教育推進のための手引き」編集委員会（全体会＋専
門部会＋全体会）の回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

人権尊重のまちづくりのために、人権教育に関する資料の
開発や提示は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標どおりの実績を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切かつ効率的に実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民と協同しての人権教育・啓発の取組を推進した。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

各学校園内での人権研修会への講師派遣並び
に指導助言、各学校園における人権学習実施
のための教材選定への助言を行った。また、児
童虐待やＤＶに関して、関係機関との調整や、
学校園における対応への支援を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○学校園に対する人権教育に関しての指導助
言

平成24年度
実施内容

事業の目的 学校園における人権教育の深化・充実を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 学校園に対する人権教育に関しての指導助言を行う。

事業の対象 教職員

事務事業名 学校園に対する指導助言業務 担当部局・課
学校教育部

人権教育課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

学校園の人権教育の実施計画及
び実施状況の報告率

各学校園からの人権教育の実施計画書及び実施状況の報
告率

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

専門的な指導助言であるため教育委員会として実施した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標どおり実績を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切かつ効率的に実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

専門的な指導助言であるため、教育委員会として実施



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

○ 56

計画値 実績値

1 人 700 377

2 回 4,300,000 2,391,890

3 人 9.3

4 人 8.7

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○教職員に対するＩＣＴ機器活用のための研修
の実施
○ＩＣＴ活用実践モデル校の指定による有効活
用実践事例の紹介
○学校の情報セキュリティの強化を一層推進す
るためのシステム構築

平成24年度
実施内容

・教職員に対するＩＣＴ機器活用のための研修の
実施
・校務の情報化及び情報セキュリティの強化を
一層推進　するためのシステム構築・検討

情報教育関係研修参加人数

情報教育担当者研修　情報機器担当者研修　新採教職員
及び新転任教職員研修スキルアップ（２年目教員）研修　情
報モラル研修　ソフトウェア活用研修　ＩＣＴ活用のための研
修

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 27,073 実績額（千円） 1,134

平成24年度
計画内容

事業の対象 児童・生徒・教職員

事業の目的
学校におけるＩＣＴ環境整備事業により一段と進む教育の情報化に対応し、情報セキュリティの一層の強化に取り組むとと
もに、教職員が円滑に授業において利用できるように支援することを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 学校ＩＣＴ活用事業 担当部局・課
学校教育部

教育サポートセンター

事業概要 わかりやすい授業づくり、教員の指導力向上、校務の情報化及び情報モラルの推進をめざしてＩＣＴの活用を促進する。

学校園からのインターネットアクセ
ス回数

市立小中学校からのインターネットへのアクセス回数

教育用コンピュータ1台あたりの小
学校児童数【市立のみ】

 《所管課調》
総児童数【市立小学校】／児童の学習用に使用する教育用
コンピュータの総配備台数（含　コンピュータ学習室,支援学
級）

教育用コンピュータ1台あたりの中
学校生徒数【市立のみ】

 《所管課調》
総生徒数【市立中学校】／生徒の学習用に使用する教育用
コンピュータの総配備台数（含　コンピュータ学習室、支援学
級）

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

新学習指導要領や教育の情報化ビジョンなど、目指す方向
と合致した事業実施に努めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ＩＣＴ活用の推進により、児童生徒の学ぶ意欲を高めること
ができている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 枚 250 250

2 人 25 108

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○教育情報の収集・提供
○教科書センターの設置
○各種研究冊子の収集
○所報（Web版）・研究紀要（ＣＤ版）の発行

平成24年度
実施内容

・各種研究冊子、書籍等の収集
・教科書情報の収集・提供
・教科書センターの設置
・毎月末に所報を発行
・研究紀要（ＣＤ－ＲＯＭ）を提供

研究紀要発行部数 CD-ROMで提供している研究紀要発行部数(枚)

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 837 実績額（千円） 828

平成24年度
計画内容

事業の対象 教職員及び市民

事業の目的

教育情報の発信源として、資料の収集・提供を行い、教職員や市民のニーズに応えるとともに、特色ある学校園づくりに
寄与する。
収集した教育情報を提供することにより、教職員の資質の向上に寄与すると共に、教育に対する市民の信頼を深めること
ができる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 教育情報収集・提供事業 担当部局・課
学校教育部

教育サポートセンター

事業概要
教育の多様化に対応した教職員研修や学習指導及び教育相談の充実を図るため、各種教育情報の収集及び提供を行
う｡

評価の観点 評価内容

教科書センター来会者数 法定展示・法定外展示等の期間の来会者のべ人数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

教育に関する市民の関心は高く、教育に関する情報収集・
提供は今後も継続していく必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

多くの来会者があり、効率的に事業を実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

Webページによる情報公開。
サポートセンター所報の発行。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 回 4,300,000 2,391,890

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・教育情報ネットワークの維持、管理

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○教育情報ネットワークの維持、管理
平成24年度
実施内容

事業の目的 教育情報ネットワークの維持、管理を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 27,969 実績額（千円）

事業概要 教育情報ネットワークの維持、管理に関する事業

事業の対象 施設、設備維持管理

事務事業名 教育情報関係管理運営業務 担当部局・課
学校教育部

教育サポートセンター

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

27,026

学校園からのインターネットアクセ
ス数

市立小中学校からのインターネットアクセス数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学校園における教育の情報化を推進するために、必要不可
欠なものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

インターネット接続回数は若干減少してはいるが、電子黒板
やデジタルテレビなどを含め、授業においてＩＣＴ機器の利用
は、より一層有効に活用されている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 5,500 8,424

2 回 100 78

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○法定研修
○経験別研修
○職種・分掌別研修
○課題別研修
○サポート研修
○校内研修支援
○初任者の研究授業における指導助言
○研究協力員

平成24年度
実施内容

・法定研修（初任者研修・10年経験者研修）
・管理職研修、教職経験別研修、職種・分掌別
研修
・課題別研修、領域別研修
・初任者研究授業における指導助言、校内研修
支援
・研究協力員
・大阪府教育センターが主催する研修に関する
事務

研修会出席者数 研修会における全出席者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,005 実績額（千円） 841

平成24年度
計画内容

事業の対象 教職員

事業の目的
教育が多様化する中で、授業研究や研修を系統立てて実施することで、学校園での教職員の資質向上を図り、今日的な
教育課題に適切に対応できる教職員を育成することを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 教育研究・研修事業 担当部局・課
学校教育部

教育サポートセンター

事業概要
教職経験に応じた研修の体系化に基づき、学校園における経験の少ない教職員及びミドルリーダーの育成を推進すると
ともに、教職員の資質向上や指導力向上をめざし、研修事業を充実させる。
今後の八尾の教育を担う初任者に対して、初任者研修の一環として研究授業の参観を行い指導助言を行う。

評価の観点 評価内容

初任者の授業研究会回数 初任者の授業研究会回数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

教職員の資質向上に向けた研修を実施し、資質や指導力
の向上に寄与するとともに、各学校園で活用されている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

研修参加者数は、指標となる実績を達成しており、研修へ
のニーズは高いものがある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

外部講師等の活用だけでなく、市教育委員会の指導主事や
大阪府教育センター、大阪教育大学等との連携により、研
修の質を向上させつつコストを削減できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

所報を活用し研修内容を広報するとともに、研究紀要を作
成し研究成果を広めている。



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

52

計画値 実績値

1 円 601,250 256,100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

クラブ活動指導従事者に対し、指導実績に基く
報償費を支給した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○小中学校の管理運営
○クラブ活動の振興

平成24年度
実施内容

事業の目的 小中学校の管理運営及びクラブ活動の振興を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 小･中学校の管理運営及びクラブ従事者の報償事務を行う。

事業の対象 教職員

事務事業名 クラブ活動支援事業 担当部局・課
生涯学習部

教育人事課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

クラブ活動従事者の報償費

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 5 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

幼児教育の充実と活性化を図るため、幼稚園
教員の採用を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○募集要項の作成
○試験実施事務
○合否通知等の事務処理
○採用選考委員会等の運営

平成24年度
実施内容

事業の目的 幼稚園設置基準に基づき教諭採用を行い、幼児教育の充実と活性化を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 108 実績額（千円）

事業概要 幼稚園教員の採用事務を行う。

事業の対象 受験資格者

事務事業名 幼稚園教員採用事務 担当部局・課
生涯学習部

教育人事課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

96

新規採用職員数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 0 8

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

指導が不適切である教諭等に対し、専門的・多
角的見地からの支援及び研修を実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○指導が不適切である教諭等に対する、専門
的・多角的見地からの支援及び研修の実施を
通じた、指導力の回復・向上
○他の教員に危機意識を持たせ、指導力向上
や授業の工夫・改善の意欲を喚起

平成24年度
実施内容

事業の目的
指導が不適切である教諭等に対して、専門的・多角的見地から支援及び研修を実施し,指導力の回復・向上を図る。
他の教員に危機意識を持たせ、指導力向上や授業の工夫・改善の意欲を喚起する。
教職員全体の資質が向上し、学校教育の改革が推進され、子ども一人ひとりが受ける教育の質が向上し成果も上がる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
資質向上検討委員会を設置、指導が不適切である教諭等の態様と区分を明確にし、その支援及び研修をもって教員の
資質向上を図る。

事業の対象 教職員

事務事業名 教職員資質向上推進事業 担当部局・課
生涯学習部

教育人事課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

指導主事による指導を受けた人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 校 15 15

2 回 2 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○快適な作業環境の形成を通じた、職場におけ
る職員の安全と健康の確保

平成24年度
実施内容

安全衛生委員会校務員部会の委員で、各学校
園の校務員室を巡視し、その結果に基づいて、
より良い職場環境にするための会議を行った。

安全衛生委員会の職場巡視校数
安全衛生委員会校務員部会の委員で、各学校園の校務員
室の巡視をする。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,318 実績額（千円） 2,251

平成24年度
計画内容

事業の対象 教育委員会所管職員

事業の目的 快適な作業環境の形成を通じて、職場における職員の安全と健康を確保する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 福利厚生業務 担当部局・課
生涯学習部

教育人事課

事業概要 公務災害等の補償の実施、安全衛生委員会の開催及び職場巡視の実施、職員に対する被服貸与を行う。

評価の観点 評価内容

安全衛生委員会開催回数
職場巡視結果に基づいて、より良い職場環境にするため会
議を行う。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

快適な作業環境を形成し、職場における職員の安全と健康
を確保することにより公務能率の向上を図り、効率的な行財
政運営に資するものであり、実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

当初の計画どおりに学校園の校務員室巡視を行い、作業環
境の点検等により職員の安全と健康確保に努めることで公
務能率の向上が図る等、有効に実施した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 150 144

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

教職員に対する検診、被服の貸与、各種事業
等の案内を配布した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○教職員被服貸与
○教職員録配布
○乳がん検診
○子宮がん検診
○ＶＤＴ検診
○公立学校共済組合に関する組合員の異動に
関する事務
○各種事業等の案内配布

平成24年度
実施内容

事業の目的 教職員の福利厚生及び活動への支援を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,020 実績額（千円）

事業概要 教職員の福利厚生及び活動への支援を行う。

事業の対象 教職員

事務事業名 教職員の福利厚生及び公立学校共済組合関係事務 担当部局・課
生涯学習部

教育人事課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

480

乳がん検診等受診者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

601002

計画値 実績値

1 回 5 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

公務能率の向上を図るため、研修等を実施し
た。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○適材適所の人員配置による公務能率の向
上、職員の能力開発による適正、効率的な行財
政運営

平成24年度
実施内容

事業の目的
適材適所の人員配置による公務能率の向上、給与支給の適正化の実施、研修等の実施による職員の能力開発により適
正、効率的な行財政運営に寄与する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,028 実績額（千円）

事業概要 職員の適正配置、給与支給の適正化、職員研修の企画及び実施を行う。

事業の対象 教育委員会所管職員

事務事業名 人事管理業務 担当部局・課
生涯学習部

教育人事課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

6,199

実務能力の向上に重点をおいた
研修の実施

１年間に実施する研修の回数を指標とするが、職員の能力
開発は必ずしも回数には比例しないため、研修内容の精査
も必要である。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

公務能率の向上を図り円滑な行政運営を行うためには、職
員の適正配置や能力開発等は必要不可欠であり実施は妥
当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実務能力の向上に向けた研修を計画どおり実施することに
よる職員の能力開発や職員の適正配置等により公務能率
の向上が図られた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適材適所の人員配置や研修の実施による職員の能力開発
等による公務能率の向上を図るとともに多様な人材の活用
等により効率的な行財政運営に寄与した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

現状 今後

計画値 実績値

1 人 100 90

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

年度末退職者の感謝状贈呈、大阪府知事表彰
の被表彰者の推薦、元教職員の生存者叙勲予
定者の推薦事務を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○教職員の顕彰
平成24年度
実施内容

事業の目的 教職員の顕彰を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 45 実績額（千円）

事業概要 教職員を表彰する。

事業の対象 教職員

事務事業名 教職員表彰事務 担当部局・課
生涯学習部

教育人事課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

55

表彰者数、推薦者数、内申数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

57

計画値 実績値

1 件 250 379

2 人 200 202

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

「特別支援教育」の理解が学校園において深まっており、特
別な教育的ニーズのある幼児児童生徒に対する支援体制
づくりは広がってきている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標となっている巡回相談へのニーズは年々高まっており、
研修会の参加者においても目標どおりの実績が達成でき
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

巡回相談および特別支援教育担当者の資質向上のための
研修等、実施の手法は現場のニーズに合ったものであり、こ
うかてきに実施することができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域の中で障害児者理解の意識を幅広く培っていくことが
大切である。

評価の観点 評価内容

研修会参加者のべ人数 年間の特別支援教育研修会参加者の延べ人数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 特別支援教育推進事業 担当部局・課
学校教育部

教育サポートセンター

事業概要
障がいのある幼児・児童・生徒の教育の充実を図るための推進体制の確立を図り、専門家チームの巡回指導により、特
別な支援が必要な子どもへの教育を充実させる。教育・医療・福祉等の連携により、特別な支援を必要とする子どもや保
護者に対して総合的な支援を行う。

事業の対象 幼児・児童・生徒及び保護者・教職員

事業の目的
障がいの有無にかかわらず、すべての人が生き生きと活躍できる「共生社会」の形成をめざす特別支援教育の充実を図
るため、学校園への支援、市民への啓発、関係機関との連携等、支援体制の確立に努める。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 666 実績額（千円） 593

平成24年度
計画内容

○各校園の支援体制の充実
○関係諸機関との連携（ネットワークの確立）
○巡回相談の実施（定期巡回、不定期巡回）
○グループ活動の実施
○校内研修支援

平成24年度
実施内容

・各校園の支援体制の充実、スクールサポー
ターの派遣
・関係諸機関との連携（ネットワークの確立）
・巡回相談の実施（定期巡回、不定期巡回）
・校内研修支援

巡回相談延べ件数 年間の巡回相談の延べ回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 人 760 843

2 人 660 857

3 人 1,100 1,146

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地域と学校のつなぎ役として対応でき、滞りなく行事を運営
できた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

障がいのある児童生徒の教育活動の充実に努めるととも
に、多くの市民（ボランティア）との交流を図ることができてい
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

多くの市民（ボランティア）に協力・参加してもらっており、障
がい教育の理解・啓発につながっている。

評価の観点 評価内容

連合運動会参加者数 参加者数（児童生徒、教職員、ボランティア・各種団体）

八尾の小さな巨匠展参加者数 参加者数（児童生徒、教職員、一般など）

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 障がい理解・啓発事業 担当部局・課
学校教育部

教育サポートセンター

事業概要 障がいのある児童・生徒の教育の充実を図るため、八尾市教育研究会と共に、様々な啓発事業を行う。

事業の対象 児童・生徒・保護者・教職員及び市民

事業の目的
市立特別支援学校や小・中学校の支援学級に在籍する児童生徒が、楽しい交流の一日を過ごし、集団への参加意欲を
高めるとともに、中学校区の児童生徒のつながりを密にし、あわせて地域の人々との交流を図る。
障がいのある児童・生徒に対する理解を進めることにより、市民の人権認識の向上が期待できる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,206 実績額（千円） 1,032

平成24年度
計画内容

○「手をつなぐ子らの会」春のつどい（４ブロック
に分かれて実施）
○「手をつなぐ子らの会」連合運動会
○支援教育作品展（八尾の小さな巨匠展）

平成24年度
実施内容

・「手をつなぐ子らの会」春のつどい
・「手をつなぐ子らの会」連合運動会
・支援教育作品展（八尾の小さな巨匠展）

春のつどい参加者数 参加者数（児童生徒、教職員、ボランティア・各種団体）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

57

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 時間 3,500 5,056.50

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

帰国・渡日外国人児童生徒の、外国からの直接編入があ
り、多数在籍校だけでなく少数もしくはこれまでに在籍してい
なかった学校への転入もある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

外国語が使える指導補助員や支援員を派遣して、学校への
支援を行った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

指導補助員や支援員を配置するにあたり、市の職員を活用
した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域人材を活用し、指導補助員・支援員を派遣した。

評価の観点 評価内容

日本語指導などの派遣時間数
日本語指導の補助員、懇談会・生徒指導等における通訳な
どの派遣時間数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 帰国・外国人児童生徒受入等支援事業 担当部局・課
学校教育部

人権教育課

事業概要
日本語指導補助員や通訳等支援員を派遣し、日本語指導及び学習面・生活面での適応を図るとともに、民族クラブ活動
への講師派遣や教材・カリキュラム開発への支援を行うなど帰国・外国人幼児児童生徒の受入れ体制等の整備を行う。

事業の対象 市立学校園の教職員、帰国・外国人幼児児童生徒、保護者

事業の目的
日本語指導等を通して帰国・外国人幼児児童生徒の学校園での生活への適応及び将来に向けて生き抜く力の育成を図
る。また、日本人幼児児童生徒と帰国・外国人幼児児童生徒との相互理解を図り、共に生きる態度を育成していくことで
多様な価値観を尊重し合える多文化共生の社会づくりの担い手を育成する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,647 実績額（千円） 10,033

平成24年度
計画内容

○日本語指導補助員や通訳等支援員の派遣
○民族クラブ講師派遣
○民族クラブ活動支援

平成24年度
実施内容

日本語指導補助員・通訳等支援員の派遣（10
言語、小16校・中８校）
日本語指導教材の貸出
民族クラブ活動への民族講師の派遣（16校27ク
ラブ）
民族クラブ活動に対する教材等の支援

指導講師派遣達成率 (講師派遣回数/講師派遣必要回数)×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

49
65

計画値 実績値

1 件 100 168

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

特別な支援の必要な子どもの就園就学先の決定について、
専門的な立場から保護者の教育に対するニーズを聞き取り
子どもの実態把握に努めており、きわめて大きな役割を果
たしている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

八尾市立学校園または大阪府立支援学校への就園就学に
関わり、学級設置などとも関連し、スムーズな学校園生活の
スタートにつなげるため、よりよい支援を行っている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

特別支援教育へのニーズは年々増加しており、それに伴い
相談受理件数も増加しているが、ていねいな相談を行って
いる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

就園就学相談事業について、周知を進めることができた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

1,067

就園就学相談受理件数

活　動　指　標

事務事業名 就園・就学相談事業 担当部局・課
学校教育部

教育サポートセンター

事業概要
障がいのある幼児・児童・生徒や保護者の教育的ニーズや意向を踏まえ、就園・就学後も円滑に学校園生活を送ること
ができるよう、関係機関と連携しながら、専門的な立場から就園就学相談を行う。

事業の対象 幼児・児童・生徒・保護者及び教職員

事業の目的
障がいのある幼児・児童とその保護者に対して相談を行うことにより、本人・保護者の教育的ニーズや意向に応じた就園・
就学が可能となる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,271 実績額（千円）

・関係機関との連携に基づいた保護者との相談
・学校園等の見学、医療相談
・子育て講座、遊びを通した子育て学習会
・就園就学フォロー

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○関係機関との連携に基づいた保護者との相
談
○医療相談
○学校園等の見学
○子育て講座
○子育て学習会
○遊びを通した子育て学習会
○就園就学フォロー
○就園就学相談ケースの事例研究会

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

58

計画値 実績値

1 ％ 100 90.9

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

ニーズのある不登校生をすべて受け入れることができた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

終目標に近づいているが、100％ではない。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

学生ボランティアの人材が不足している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

769

学校への復帰率  （学校への復帰数/全入室者数）×100

活　動　指　標

事務事業名 さわやかルーム運営事業 担当部局・課
学校教育部

教育サポートセンター

事業概要
不登校児童・生徒に対して、家庭と学校との中間点としての場を提供し、教育相談、学習支援、集団生活への適応指導な
ど、学校復帰を前提に支援活動を行う。

事業の対象 不登校児童・生徒・保護者及び教職員

事業の目的
不登校児童・生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・適応
指導を行うことによりその学校復帰が実現し、社会的自立にも資する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 817 実績額（千円）

・教育相談、学習援助、適応指導
・訪問指導
・在籍校との連携
・スーパーバイザイザーによる事例研究

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○教育相談
○学習援助（小集団・個別）
○適応指導（小集団・個別）
○訪問指導
○在籍校との連携

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 円 2,400,000 2,452,354

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

教育サポートセンターの相談・研修研究・教育の情報化等に
対する市民の期待は高く、それらの業務を滞りなく遂行する
ために、本事務事業は欠かせない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標を達成している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

トイレの節電等、市民の協力を得て実施している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

4,742

光熱水費の削減

地球温暖化防止のための京都議定書の趣旨を踏まえ、ま
た、本市が進めている環境マネジメントシステムの構築のた
めの取り組みに従い、光熱水費削減の取り組みをすすめ
る。

活　動　指　標

事務事業名 教育サポートセンター管理運営業務 担当部局・課
学校教育部

教育サポートセンター

事業概要 教育サポートセンターの管理・運営を円滑に進める。

事業の対象 施設維持管理

事業の目的
八尾市の教育における教育相談、就園就学相談、教職員研修、教育研究、特別教育支援、家庭教育支援、情報教育及
び教育の情報化を円滑に進めることを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,043 実績額（千円）

・教育サポートセンターの管理運営

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○教育サポートセンターの管理運営
平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

58 801026

計画値 実績値

1 件 10,000 9,687

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

多様な教育相談へのニーズがあり、ていねいに対応してい
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標は達成されてない。過剰な件数に対応している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

教育相談のニーズは非常に高いが、ていねいに対応してい
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

23,834

教育相談件数 総相談件数

活　動　指　標

事務事業名 教育相談事業 担当部局・課
学校教育部

教育サポートセンター

事業概要
幼児・児童・生徒が家庭や学校園で生活する中での心や身体の健康や教育上の諸問題について、来所または電話によ
る相談を実施するとともに、子育てに関する支援も行う。

事業の対象 幼児・児童・生徒及び保護者・教職員

事業の目的
幼児・児童・生徒の心や身体の健康、教育上の諸問題の解決を図るとともに、子育てに関する支援を行う。また、青少年
に関する様々な相談も行う。
様々な悩みや不安の解消を図ることで、健全な市民生活を送ることが期待できる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 23,621 実績額（千円）

・一般教育相談
・特別な支援が必要な子どもの教育相談、巡回
相談
・医療相談
・青少年相談（進路相談含む）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○一般教育相談
○特別な支援が必要な子どもの教育相談
○巡回相談
○医療相談
○子育て相談
○青少年相談（進路相談含む）

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

○ 59

計画値 実績値

1 校 45 46

2 人 78 87

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

ＳＳＷの派遣要請も増加しており、多様化する問題を抱える
子どもの支援の難しさを反映しているものと考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ＳＳＷを派遣してのケース会議を通して、子どもや家庭のア
セスメントをしっかりすることができ、明確な目標のもとに学
校園、関係機関と連携を図ることができている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

サポーターの派遣は、問題の早期発見、未然防止に役立っ
ている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

サポーターの育成に努力している。

評価の観点 評価内容

家庭教育支援コーディネーター会
議の参加者

 家庭教育支援コーディネーター会議の参加者

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 家庭の教育力レベルアップ事業 担当部局・課
学校教育部

教育サポートセンター

事業概要
学校や地域、関係諸機関との連携のもとに、児童生徒が抱える諸課題に早期対応することで、学齢期の子どもの子育て
に悩みや不安を抱く家庭の支援を通し、総合的にその教育力の向上を図る。

事業の対象 八尾市立学校

事業の目的
学校と行政が連携し、とりわけ、教育サポートセンターの来所相談に至っていないケースについて、ＳＳＷを要請のある学
校へ配置し各学校でケース会議を平易に開催できる環境を整えるなど、課題のある児童への早期の支援により、要支援
家庭を支えていく。また、子どもの健全育成や、学校での諸課題解決に向けての効果もある。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,092 実績額（千円） 1,070

平成24年度
計画内容

○ＳＳＷによる教職員研修・ケース会議の開催
○家庭教育相談員の養成と重点派遣
○家庭教育サポートチームの派遣

平成24年度
実施内容

・ＳＳＷ派遣による校内ケース会議の開催
・ＳＳＷによる教職員研修
・スクールサポーターの派遣

スクールソーシャルワーカーの派
遣学校園数

 スクールソーシャルワーカーの派遣校園数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 校 64 39

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

スクールサポーターに関する学校園のニーズは高く、本事
務事業の実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

小学校では29校中26校への派遣を達成できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

近隣大学の学生および地域在住の社会人をスクールサ
ポーターとして派遣することができた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

3,200

スクールサポーター配置学校園数 目標値：すべての八尾市立学校園

活　動　指　標

事務事業名 スクールサポーター派遣事業 担当部局・課
学校教育部

教育サポートセンター

事業概要
教育系・心理系大学の学生や社会人等地域人材を活用し、学校園の状況に応じて、その要請に応え、学校園にスクール
サポーターとして派遣する。

事業の対象 八尾市立学校園

事業の目的
八尾市立学校園での様々な教育活動に学生や地域人材を活用し、各学校園の保育・学習やクラブ活動、放課後活動な
どを支援する。とりわけ、地域で活動している方々を各学校園の要請に応じてスクールサポーターとして派遣することによ
り、地域の特色を活かした学校づくりに寄与することができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,239 実績額（千円）

・各学校園の要請に応じ、サポーターを派遣
・近隣の大学との連携・人材登録
・地域との連携・人材登録

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○近隣の大学との連携・人材登録
○地域との連携・人材登録
○各学校園の要請に応じ、登録したサポーター
を派遣

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

801027

計画値 実績値

1 ％ 0 0

2 人 7,450 6,965

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

教育基本法及び学校教育法に基づき教育の機会均等を
図っているものである。行政以外に実施主体は無い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

教育機会の均等を図るためには、欠かすことのできない事
業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施手法等の見直しを行った。（適用は次年度より。）

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報公開、情報提供は十分に行っている。

評価の観点 評価内容

就学援助認定者数 １年間の就学援助認定者数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 就学援助事業 担当部局・課
学校教育部

学務給食課

事業概要
市立小・中学校に在学する児童・生徒で生活保護法による教育扶助を受けている者及びこれに準ずる程度に就学困難と
認められるものに対して、就学援助を行う。

事業の対象 市立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者

事業の目的
教育基本法並びに学校教育法の定めるところにより、教育の機会均等を図る上から、経済的理由によって就学が困難な
児童･生徒の保護者に対し必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
市立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者の経済的負担軽減につながり教育の機会均等が得られる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 441,675 実績額（千円） 423,700

平成24年度
計画内容

○継続実施
○就学援助システム更新
○継続可能な就学援助制度に向けた方針の確
定・制度の設計

平成24年度
実施内容

就学援助認定者数　6,965人
継続可能な就学援助制度に向けた方針の確
定・制度の設計
就学援助システムの機器更新

経済的理由による不登校率 （経済的理由による不登校者数／在籍者数）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 件 4,000 3,899

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学校管理下における不慮の事故における医療費の負担を
軽減することについては、市民ニーズに即したものであると
考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

児童生徒の学校生活における日常の安全を図るうえで有効
である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストの半額を受益者負担にしている。手法については日本
スポーツ振興センター法に基づいている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

学校園に必要な情報を周知している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

20,327

災害給付件数 スポーツ振興センターに対して行った災害給付請求件数

活　動　指　標

事務事業名
学校管理下における事故の災害共済給付制度

に係る事務
担当部局・課

学校教育部

学務給食課

事業概要 学校園の管理下の災害について、法令に従い医療費、死亡見舞金、障害見舞金を支給する。

事業の対象 八尾市立各学校園の幼児・児童・生徒

事業の目的 学校管理下における災害について、その給付により、円滑な学校運営と安心な教育環境の確保を図る｡

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 20,746 実績額（千円）

学校園の管理下における児童生徒等の災害に
ついて、日本スポーツ振興センター法に基づ
き、災害給付を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○継続実施
平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 97.9

2 人 250 251

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

教育基本法及び学校教育法に基づく教育の機会均等を図
るものであり、市民ニーズは非常に高い。また、この事業は
行政以外に実施主体は考え難い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ほぼ指標の目標どおりに事業が実施できている。
教育の機会均等を図るうえでの効果は高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

対象の学校と連携し、効率的に事業を実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

大阪府、中学校及び高等学校と連携を図りながら、制度の
周知徹底が図れた。

評価の観点 評価内容

奨学金給付人数
 １年間に奨学金を給付する人数

平成22・23年度は、奨学事業への寄附金を活用し、給付人
数を50人増としている。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 奨学金事業 担当部局・課
学校教育部

学務給食課

事業概要
教育の機会均等を図るため「八尾市奨学基金」を設置し、当該基金から生じる果実等をもって経済的な理由により高等学
校等への修学が困難なものに対して奨学金の給付及び私立高等学校等入学準備金の貸付を行う。

事業の対象 公立・私立高校等の就学が困難な生徒

事業の目的

本市、奨学金制度の確立を図るため、「八尾市奨学基金」を設置し、この基金から生ずる果実等をもって、教育の機会均
等等を図り、高等学校等への修学に資する。
向学心を有しながら高等学校等への修学を断念することが無いように、奨学生及び保護者の経済的負担軽減を図ってい
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 12,000 実績額（千円） 11,984

平成24年度
計画内容

○継続実施
平成24年度
実施内容

奨学金の給付　251人
私立高等学校等入学準備金の貸付　３人

高校等進学率 高等学校等入学者数／中学校卒業者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 0 0

2 人 17 9

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

就学奨励を目的とし、日本の歴史と文化の理解を深め、教
育の機会均等を図るものである。行政以外に実施主体は無
い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

教育の機会均等に一定の効果があったと考えている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

対象の学校と連携し、効率的に事業を実施することができ
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

対象の学校と連携し、対象者に制度の周知徹底が図れた。

評価の観点 評価内容

就学奨励補助金交付者数 １年間の補助金交付者数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名
民族学校に在籍する児童・生徒に係る

就学奨励補助事業
担当部局・課

学校教育部

学務給食課

事業概要 民族学校に在籍する児童・生徒の保護者に対して就学奨励補助金の交付を行い、教育負担の軽減を図る。

事業の対象 本市に在住し民族学校に在籍する児童・生徒の保護者

事業の目的
就学奨励を行うことにより、民族学校に在籍する児童・生徒の教育費の負担軽減が図られる。
日本の歴史と文化の理解を深め、地域社会での国際理解の機会の充実に繋がる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 116 実績額（千円） 93

平成24年度
計画内容

○継続実施
平成24年度
実施内容

就学奨励補助金を交付　９人

経済的理由による不登校率 （経済的理由による不登校者数／在籍者数）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

20

計画値 実績値

1 回 188 188

2 円 205 205

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

安心・安全な給食を提供するために必要な事務事業であ
る。
安心・安全な給食の提供に向け、行政が主体的に関与する
必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

適切に管理・運営を行うことで計画どおりに給食を提供でき
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

設備保守等の維持管理業務や調理業務において可能な限
り委託を行うなど、効率的に業務を執行することでコスト削
減に努めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報公開、情報提供は十分に行っている。

評価の観点 評価内容

1食あたりの給食費【小学校】
《所管課調》
施設、食平均（1食あたりいくら給食費を徴収しているか）

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 学校給食調理・管理業務 担当部局・課
学校教育部

学務給食課

事業概要 学校給食を実施する上での、日常的な管理事務を行うとともに、選択制の中学校給食に向けた取り組みを進める。

事業の対象 児童

事業の目的 児童に、給食を提供する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 677,333 実績額（千円） 650,609

平成24年度
計画内容

○管理業務等継続実施
○学校給食献立用システムのハード入れ替え、
ソフトバージョンアップ
○選択制中学校給食実施に向けた調査及び具
体手法の検討

平成24年度
実施内容

○管理業務等を継続実施した。
○学校給食献立用システム更新業務について
は引き続き検討課題となった。
○選択制中学校給食については、導入先進都
市などの視察を行い、本市の
検討課題整理の基礎となった。

年間給食回数 年間に提供する給食の回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 人 2,500 2,223

2 人 1,500 1,504

3 人 7,600 7,316

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学校保健安全法にもとづき事業を実施した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

概ね対象者全般にわたり受診していただけた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

専門業者に委託等することできめ細かなかつ効率的な実施
が行えた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報公開、情報提供は十分に行っている。

評価の観点 評価内容

教職員定期健康診断受診者数 学校保健安全法に基づく教職員の健康診断受診者数

児童生徒の心臓検診受診者数（一
次）

学校保健安全法に基づく検診であり、小学１年、４年、中学
１年全員を対象として実施

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名
幼児・児童・生徒及び教職員の保健管理、

環境衛生業務
担当部局・課

学校教育部

学務給食課

事業概要 幼児・児童・生徒及び教職員の健康診断等及び、飲料水・教室の採光・空気等の環境衛生業務を行う。

事業の対象 市立学校園の幼児・児童・生徒・教職員

事業の目的
幼児・児童・生徒及び教職員の健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを
目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 88,802 実績額（千円） 83,706

平成24年度
計画内容

○幼児・児童・生徒及び教職員の健康診断
○飲料水、教室の採光、空気等の環境衛生業
務

平成24年度
実施内容

○幼児・児童・生徒及び教職員の健康診断を計
画どおりに実施
○飲料水、教室の採光、空気等の環境衛生業
務を計画どおりに実施

就学前検診受診者数

学校保健安全法に基づき、小学校入学予定者に対する健
康診断である。市内幼稚園、保育所園に就園して、健康診
断を受診している場合は、その健診結果の提出を受けた人
数と、幼稚園、保育所園に就園していない幼児対象に市が
実施する健康診断を受診した人数の合計

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 0 0

2 人 150 160

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

教育の機会均等をはかるものである。行政以外に実施主体
は無い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標計画値を達成した。
教育の機会均等を図るために有効な事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

対象の学校と連携して、効率的に事業が実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

対象の学校と連携して、事業の周知を図った。

評価の観点 評価内容

就学奨励補助金交付者数 １年間の就学奨励補助金交付者人数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 特別支援学校就学奨励補助事業 担当部局・課
学校教育部

学務給食課

事業概要 特別支援学校に在学する児童・生徒の保護者に就学奨励補助金を交付することにより、経済的負担の軽減を図る。

事業の対象 特別支援学校に在学する児童・生徒の保護者

事業の目的
特別支援学校に在学する児童･生徒の就学を奨励することを目的とする。
教育の機会均等を図り、特別支援学校に在学する児童・生徒の保護者の経済的負担軽減につながる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,559 実績額（千円） 2,702

平成24年度
計画内容

○継続実施
平成24年度
実施内容

就学奨励補助金を交付　160人

経済的理由による不登校率 （経済的理由による不登校者数／在籍者数）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 件 350 329

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学校管理下における事故において、スポーツ振興センター
対象外（少額）の医療費の負担軽減することは、市民ニーズ
に対応していると言える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

医療費にかかる負担の軽減を図ることで、市民に対して有
効な事務事業であると言える。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

現行の実施手法は適切である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

必要とされる市民に対し、学校園を通じ適切に情報が届い
ている。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

328

平成24年度
計画内容

○継続実施
平成24年度
実施内容

学校園の管理下における児童生徒等の災害に
ついて、治療費が少額（500点未満）により、日
本スポーツ振興センターの災害共済給付対象
外となったものに対して、災害給付を行った。

事務事業名
日本スポーツ振興センター支給対象外

災害給付に係る事業
担当部局・課

学校教育部

学務給食課

事業概要
学校等の管理下において発生した災害のうち、日本スポーツ振興センターの災害共済給付対象外となった、治療費が５０
０点未満のものに対して、災害給付を行う。

事業の対象 八尾市立学校園に在籍する幼児・児童・生徒

事業の目的 学校管理下における災害について、その給付により、円滑な学校運営と安心な教育環境の確保を図る｡

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 363 実績額（千円）

災害給付件数 センター対象外給付を行った件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 人 16,800 28,972

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市の執行機関の会議運営に関する事務ですので、市の関
与や役割分担を見直す余地は全くありません。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

前年度に引き続き、計画値を大幅に上回ることができまし
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

教育委員会の会議録作成について業務委託するとともに、
担当者2名で効率的に業務を執行している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

議事や会議録の公開は十分にできていますが、市民にとっ
てより分かりやすいように、Webページの構成も含め、改善
を進めていきます。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

479

教育政策課（教育委員会議議事）
Ｗｅｂページアクセス件数

活　動　指　標

事務事業名 教育委員会議運営事務 担当部局・課
生涯学習部

教育政策課

事業概要 教育委員会議を運営する。

事業の対象 市民

事業の目的
教育基本法の趣旨に則り、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図れるよう、
市民に開かれた教育委員会議を効率的に運営する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 658 実績額（千円）

定例会を12回、臨時会を４回開催し、その議事
と会議録をWebで公開しました。（非公開事項を
除く）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市民に教育委員会活動が理解され、建設的
な議論が交わされ適切で具体性のある教育施
策が提言されるような会議運営に関する事務の
推進

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 回 24 24

評価

妥当性 -

有効性 -

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 D

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

教育政策協議会の開催回数

活　動　指　標

事務事業名 教育課題調査検討事務 担当部局・課
生涯学習部

教育政策課

事業概要 教育施策に関する課題事項の調査・検討、関係課との調整を行う。

事業の対象

事業の目的

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

教育政策協議会を開催して政策課題について
の協議を行うとともに、必要に応じて教育政策
会議を開催した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○教育政策協議会を開催して政策課題につい
ての協議を行うとともに、必要に応じて教育政
策会議を開催

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

801025

計画値 実績値

1 校 3 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

より良い教育環境を整備し、充実した学校教育の実現に資
するための事業であるため。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画どおり事業実施することができました。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務の執行体制を整備し、効率的に業務を推進することが
できました。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民委員を含む公開の審議会で広く審議された結果として
出された答申を踏まえて事業実施を行うことができました。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

8,417

適正化の方策を講じた学校数 適正化を実施（着手）した学校の数。

活　動　指　標

事務事業名 小・中学校適正規模等推進事業 担当部局・課
生涯学習部

教育政策課

事業概要 市立小・中学校の学校規模等の適正化を推進する。

事業の対象 市立小・中学校

事業の目的 市立小・中学校のよりよい教育環境を整備し、充実した学校教育を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,789 実績額（千円）

小学校2校と中学校１校に大規模校指導充実員
を配置したほか、大規模校支援経費を予算措
置しました。
志紀小学校について、平成27年度までに教室
等を新築すべく、平成25年度予算に関係経費を
予算計上しました。
高安中学校区３校における施設一体型小・中学
校の設置に向け、保護者説明会及び住民説明
会を開催するなど、保護者や地域住民等の合
意形成に向けた取組みを進めました。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○答申に基づく、施策の企画･立案及び実施
平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 人 2,410 2,405

2 人 160 147

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

これまでと同様、学校からの実施報告では肯定的な意見を
多くいただいています。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

学校園等安全教室、ＣＡＰ子どもワークショップともに計画値
を概ね達成することができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

ＣＡＰ子どもワークショップ事業については、引き続き効率的
な事業実施をめざします。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページにおいて、事業の実施状況等について情報公
開を進め、事業の透明性についても一定程度図られた。

評価の観点 評価内容

学校園等安全教室参加者数 各学校園等で安全教室に参加する参加者数の累計

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 学校園安全対策支援事業 担当部局・課
生涯学習部

教育政策課

事業概要
①「学校園等安全教室」を開催する。
②「ＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）子どもワークショップ」を実施する。

事業の対象 ①市立学校園の教職員等②市立小学校在籍児童

事業の目的

①不審者侵入時や負傷者が発生した場合の対応等、学校園における危機対応技能等を向上させるとともに、教職員の
危機管理意識を高める。
②児童が自らを「価値ある存在」であると認識するとともに、暴力から逃れる方法等、児童が自分の身を自分で守るため
の知識や具体的な技術（スキル）を身につける。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,310 実績額（千円） 2,340

平成24年度
計画内容

①「学校園等安全教室」の開催
②「ＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）子ど
もワークショップ」の実施

平成24年度
実施内容

①学校園等安全教室を開催しました。
②ＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）子ど
もワークショップを実施しました。

ＣＡＰ子どもワークショップ受講者
数

全児童が小学校在籍時にＣＡＰワークショップを受講するた
めに、全小学校の1学年相当の児童数を目標数とする。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

○
62
63

計画値 実績値

1 ％ 83 83

2 校 13 13

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市立学校園の施設・設備を計画的に整備していくために必
要な事務です。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

安全で安心できる教育環境を整備する上で有効な事務で
す。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

調整・検討を行うという事務であり、効率性を評価できるもの
ではありません。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等の実
施状況を公表している。

評価の観点 評価内容

耐震補強工事を実施した学校園数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 学校園整備計画推進事業 担当部局・課
生涯学習部

教育政策課

事業概要
八尾市立学校園施設耐震化計画の進行管理を行うほか、良好な教育環境を整備するため、学校現場・関係部局と調整
する。

事業の対象 市立小・中学校、特別支援学校、幼稚園

事業の目的 市立小・中学校、特別支援学校と幼稚園のよりよい教育環境を整備し、充実した学校環境を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

○学校園施設整備指針の策定
平成24年度
実施内容

八尾市立学校園施設耐震化計画に基づき、関
係部局や学校園との調整のもと、計画的に耐震
補強工事等を実施することができた。また、（仮
称）八尾市立学校園施設整備指針の策定に向
けた検討を行った。

主要な特別教室におけるエアコン
の設置率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 件 5,000 5,139

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

教育委員会所管からの発注物品・印刷を公平性・経済性を
もって行うに資する事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

物品購入は教育委員会各所管からの依頼に基づくもので、
その件数についての指標の目標は「見込み」という色合いが
強く、目標値と実績値が乖離したからといって、何らかの評
価を行うことは難しい。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

配当予算管理システムを活用し効率的な物品購入事務を
行っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

入札結果については、ホームページ等において情報公開を
すすめ、事業の透明性を高められた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

物品発注件数
教育委員会事務局各所管からの購入依頼に基づく財務会
計伝票の件数

活　動　指　標

事務事業名 教育委員会物品契約・発注関係事務 担当部局・課
生涯学習部

教育政策課

事業概要 委員会内各所管の物品・印刷の契約・発注を行う。

事業の対象 委員会内各所管

事業の目的 公平性・公正性・経済性を図る中で物品の調達を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

教育委員会所管から発注依頼のあった物品・印
刷の契約・発注

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○物品契約・発注
平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 件 10 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学校園事故で発生した被害者の損害を迅速かつ円満回復
に資するための事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

学校園事故はいつ発生するかわからない、また発生するこ
と自身良いことではない。従って目標値と実績値が一致した
からといって、それをもって是とすることには問題がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

不測の事故発生に備え、あらかじめ損害保険に加入してお
くことは、市の突発的かつ大きな財政負担を防ぐことができ
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

和解結果については、情報公開をすすめ、事業の透明性を
高められた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

2,724

学校園事故発生に伴う賠償補償
保険請求手続件数

学校園事故により本市が補償しなければならない身的ある
いは物的損害が発生した場合において、あらかじめ加入し
ている学校災害賠償補償保険に対して行う保険料請求手続
の件数

活　動　指　標

事務事業名 学校園支援事務 担当部局・課
生涯学習部

教育政策課

事業概要
学校等の管理下における園児・児童・生徒等の事故に対し円満な解決により、市民との信頼関係を図るべく学校支援を
行う。

事業の対象 市民

事業の目的 学校園で子ども達が安心して過ごすことができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,291 実績額（千円）

養護学校の公用車運転業務、
夜間中学校運営業務委託、
学校園事故補償賠償保険の加入等

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○学校災害賠償補償保険の加入等
平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 名（団体） 31 39

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

儀式や式典の開催の方法については、各自治体で異なり、
見直す余地がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

各学校園での活動の中で、優秀な成績または活動があった
ものに対し、表彰を行うことで、教育活動への励みとし、次年
度の表彰者の増加に繋げることができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コスト節減を行いつつ、事業実施を行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

多くの市民の方の出席・参画を頂きながら事業実施ができ
た。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

97

平成24年度
計画内容

○文化の日記念式典（教育委員会表彰）
平成24年度
実施内容

文化の日記念式典（教育委員会表彰）を行っ
た。

事務事業名 表彰関係事務 担当部局・課
生涯学習部

教育政策課

事業概要 「文化の日」に児童生徒及び一般の個人・団体を表彰する。

事業の対象 市民

事業の目的 本市の教育振興に寄与

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 81 実績額（千円）

教育委員会表彰の受賞者数 教育委員会表彰のうち児童生徒と一般の受賞者数の合計

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 回 2 2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

教育基本法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法
律に則り実施するものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおり達成することができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施手法としては 適である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

教育委員会点検評価報告書をホームページ等で公表し、情
報公開を進め、透明性を高めた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

611

八尾市教育委員会評価委員会開
催回数

活　動　指　標

事務事業名 教育委員会点検・評価事務 担当部局・課
生涯学習部

教育政策課

事業概要
八尾市教育振興計画の進行管理を行うとともに、教育委員会における事務について点検・評価を行い、その結果に関す
る報告書を作成し、公表する。

事業の対象 教育委員会の所管する事務

事業の目的 教育行政を効率的に推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 613 実績額（千円）

教育委員会点検評価について、学識経験者の
知見を活用して実施して報告書を作成し、公表
した。また、教育振興計画に位置づけた事業実
施及び進行管理を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市教育振興計画の進行管理
○教育委員会点検・評価報告書の作成

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

62 802005

計画値 実績値

1 ヶ所 63 63

2 校園 65 65

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

子どもが健やかに伸びていく教育環境の充実にむけ、安心
安全で快適な設備環境を確保することを目的として事業を
実施している。本事業の目的達成に向けては、施設の設置
者である市が積極的に関与することが望ましいと考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

本事業により施設･設備を良好な状態に保つために、点検
補修を行い、子どもが安心・安全に教育を受けることができ
る環境を確保している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

既存施設が対象で、的確に関係部署と事前協議をはかり執
行できており、コスト効率も良い状態である。 入札等により
コストの削減を図っている。また、関係部署と協議を図る等
により、効率的な業務の執行に努めているところである。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

本事業により施設･設備を良好な状態に保ち、事故・災害等
発生時の被害を 小限に抑え、子どもが安心・安全に教育
を受けることができる環境を確保している。

評価の観点 評価内容

配当予算管理システムでの管理
学校園数

 学校園管理運営経費等執行管理校園数
幼稚園19園・小学校29校・中学校15校・夜間中学校１校・特
別支援学校１校

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 学校施設管理運営業務（特別支援・幼・小・中） 担当部局・課
生涯学習部

教育人事課

事業概要
市内64校園の管理運営経費等「光熱水費・備品・消耗品等を含む」の適正な執行と管理を行う。
浄化槽、消防設備等設備等の維持管理を行う。
体育館の非構造部材の点検を法定点検に含める。

事業の対象 学校園関係者児童生徒園児教職員等

事業の目的
市立学校園の管理運営経費等の適正な執行管理及び受水槽、高架水槽、浄化槽、消防設備等設備の維持管理を行う。
法定点検とあわせて専門家による点検を行うことにより一層の安全を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 877,163 実績額（千円） 936,310

平成24年度
計画内容

○施設設備の維持管理
○学校園配当予算管理システムの利用による
各学校園の管理運営経費の適正な執行及び管
理
○専門家による体育館の非構造部材の点検
（未実施分）

平成24年度
実施内容

消防設備のホース取換実施、専門家による体
育館の非構造部材の点検実施（小10校、中８
校）

消防設備維持管理 消防設備維持管理必要箇所数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

○ 63 202001

計画値 実績値

1 ％ 51 47.07

2 棟 36 31

3 棟 15 10

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学校園施設耐震化事業は、市民の安全安心を確保する上
で重要なもであり、事業実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

耐震化事業の工事発注について、2～3ヵ年の継続工事も含
めた発注を行い、めざす暮らしの姿を実現する上で、有効に
進められた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

一般競争入札によるコスト低減の他、学校数校の実施設
計、耐震補強工事をグループ発注することで経費の削減を
行った。

耐震補強（工事）棟数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

耐震補強（実施設計）棟数 耐震補強実施設計済棟数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

633,617

学校園施設の耐震化率

活　動　指　標

事務事業名 小学校施設耐震化事業 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要 施設耐震化整備等を計画的に実施し、教育環境の改善を図る。

事業の対象 児童、教職員、その他学校施設利用者

事業の目的 安心安全で快適な教育環境を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 452,265 実績額（千円）

○耐震補強実施設計
○耐震補強工事の実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○耐震補強実施設計
○耐震補強工事

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

○ 63 202001

計画値 実績値

1 ％ 51 47.07

2 棟

3 棟 15 14

4 棟 21 14

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学校園施設耐震化事業は、市民の安全安心を確保する上
で重要なもであり、事業実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

耐震化事業の工事発注について、2～3ヵ年の継続工事も含
めた発注を行い、めざす暮らしの姿を実現する上で、有効に
進められた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

一般競争入札によるコスト低減の他、学校数校の実施設
計、耐震補強工事をグループ発注することで経費の削減を
行った。

耐震補強（工事）棟数 耐震補強工事実施済棟数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

耐震二次診断実施棟数 耐震二次診断実施済棟数

耐震補強（実施設計）棟数 耐震補強実施設計済棟数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 中学校施設耐震化事業 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要 施設耐震化整備等を計画的に実施し、教育環境の改善を図る。

事業の対象 生徒、教職員、その他学校施設利用者

事業の目的 安心安全で快適な教育環境を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 657,946 実績額（千円） 708,209

平成24年度
計画内容

○耐震補強実施設計
○耐震補強工事

平成24年度
実施内容

○耐震補強実施設計
○耐震補強工事の実施

学校園施設の耐震化率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

○ 63 202001

計画値 実績値

1 ％ 51 47.07

2 棟 5 8

3 棟 0 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学校園施設耐震化事業は、市民の安全安心を確保する上
で重要なもであり、事業実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

耐震化事業の設計を進め、めざす暮らしの姿を実現する上
で、有効に進められた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

一般競争入札によるコスト低減の他、学校数校の実施設計
をグループ発注することで経費の削減を行った。

耐震補強（工事）棟数 耐震補強工事実施済棟数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

耐震補強（実施設計）棟数 耐震補強実施設計済棟数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

5,615

学校園施設の耐震化率

活　動　指　標

事務事業名 幼稚園施設耐震化事業 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要 施設耐震化整備等を計画的に実施し、教育環境等の改善を図る。

事業の対象 園児、教職員、その他園施設利用者

事業の目的 安心安全で快適な教育環境を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,663 実績額（千円）

○耐震補強実施設計

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○耐震補強実施設計
○耐震補強工事

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

60

計画値 実績値

1 学校園 64 64

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

子どもが健やかに伸びていく教育環境の充実にむけ、安心
安全で快適な環境を確保することを目的として事業を実施し
ている。本事業の目的達成に向けては、施設の設置者であ
る市が積極的に関与することが望ましいと考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

本事業により子どもが安心・安全に教育を受けることができ
る環境を確保している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

関係部署と調整を図る等により、効率的な業務の執行に努
めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

本事業により子どもが安心・安全に教育を受けることができ
る環境を確保している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

75,792

機械警備及び巡回業務 機械警備及び巡回業務学校園数

活　動　指　標

事務事業名 学校園安全対策推進事業 担当部局・課
生涯学習部

教育人事課

事業概要
学校園の夜間における機械及び巡回警備や幼稚園・小学校の校門付近での安全監視を行い、園児・児童等の安全確保
を図る。
学校施設に防犯カメラを設置し、安全性の向上を図る。

事業の対象 園児児童生徒

事業の目的

学校園の機械警備及び巡回警備を行い安全確保を図る。
幼稚園、小学校の校門付近での安全確保を図る。
外部からの進入防止
犯罪の抑止力
死角となる場所の監視

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 78,590 実績額（千円）

・機械化警備による夜間等の施設警備の確保
・園児、小学生徒の安全の確保
・防犯カメラを中学校５校に設置

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○機械化警備による夜間等の施設警備の確保
○幼稚園児、小学校児童の安全の確保
○防犯カメラのモデル設置

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

62

計画値 実績値

1 件 100 104

評価

妥当性 B

有効性 -

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 D

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

子どもが健やかに伸びていく教育環境の充実にむけ、安心
安全で快適な設備環境を確保することを目的として事業を
実施している。本事業の目的達成に向けては、施設の設置
者である市が積極的に関与することが望ましいと考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

入札等によりコストの削減を図っている。また、関係部署と
協議を図る等により、効率的な業務の執行に努めていると
ころである。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

施設・設備の整備時には、エネルギー効率の高い器具を設
置する等により地球環境保護に配慮するとともに、シックス
クールの原因となる化学物質等の成分を抑えた材料を使用
する等、充分に注意を払って事業を実施している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

113,055

工事件数 営繕部門における工事実施件数

活　動　指　標

事務事業名 小学校施設整備事業 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要 学校施設・整備等の改修等を計画的に行い、教育環境及び執務環境の整備に努める。

事業の対象 児童、教職員、その他学校施設利用者

事業の目的 老朽化した小学校施設、設備等の改善を図り、安全安心で快適な教育環境を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 108,786 実績額（千円）

・既存建物等改修
　　空調設備設置
・校舎大規模改造
・耐震（二次）診断

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○既存建物等改修
（便所改修、屋上防水改修、空調設備設置
他）

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

62

計画値 実績値

1 件 50 59

評価

妥当性 B

有効性 -

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 D

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

子どもが健やかに伸びていく教育環境の充実にむけ、安心
安全で快適な設備環境を確保することを目的として事業を
実施している。本事業の目的達成に向けては、施設の設置
者である市が積極的に関与することが望ましいと考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

入札等によりコストの削減を図っている。また、関係部署と
協議を図る等により、効率的な業務の執行に努めていると
ころである。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

施設・設備の整備時には、エネルギー効率の高い器具を設
置する等により地球環境保護に配慮するとともに、シックス
クールの原因となる化学物質等の成分を抑えた材料を使用
する等、充分に注意を払って事業を実施している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

71,162

工事件数 営繕部門における工事実施件数

活　動　指　標

事務事業名 中学校施設整備事業 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要 学校施設・整備等の改修等を計画的に行い、教育環境及び執務環境の整備に努める。

事業の対象 生徒、教職員、その他学校施設利用者

事業の目的 老朽化した中学校施設、設備等の改善を図り、安全安心で快適な教育環境を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 68,510 実績額（千円）

・既存建物等改修
　　空調設備設置
・耐震化に向け事業年度の検討

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○既存建物等改修
（便所改修、屋上防水改修、空調設備設置
他）

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

62

計画値 実績値

1 件 30 31

評価

妥当性 B

有効性 -

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 D

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

子どもが健やかに伸びていく教育環境の充実にむけ、安心
安全で快適な設備環境を確保することを目的として事業を
実施している。本事業の目的達成に向けては、施設の設置
者である市が積極的に関与することが望ましいと考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

入札等によりコストの削減を図っている。また、関係部署と
協議を図る等により、効率的な業務の執行に努めていると
ころである。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

施設・設備の整備時には、エネルギー効率の高い器具を設
置する等により地球環境保護に配慮するとともに、シックス
クールの原因となる化学物質等の成分を抑えた材料を使用
する等、充分に注意を払って事業を実施している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

22,822

工事件数 営繕部門における工事実施件数

活　動　指　標

事務事業名 幼稚園施設整備事業 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要 幼稚園施設・設備等の改修を計画的に行い、教育環境及び執務環境の整備に努める。

事業の対象 園児、教職員、その他園施設利用者

事業の目的 老朽化した幼稚園施設、設備等の改善を図り、安全安心で快適な教育環境を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 23,038 実績額（千円）

・既存建物等改修
　　空調設備設置
・耐震化事業優先度調査

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○既存建物等改修
（便所改修、洋式便器設置、保育室改修　他）

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

62

計画値 実績値

1 件 10 6

評価

妥当性 B

有効性 -

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 D

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

子どもが健やかに伸びていく教育環境の充実に向け、快適
な設備環境を確保することを目的として事業を実施してい
る。本事業の目的達成に向けては、施設の設置者である市
が積極的に関与することが望ましいと考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

入札等によりコストの削減を図っている。また、関係部署と
協議を図る等により、効率的な業務の執行に努めていると
ころである。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

施設・設備の整備時には、エネルギー効率の高い器具を設
置する等により地球環境保護に配慮するとともに、シックス
クールの原因となる化学物質等の成分を抑えた材料を使用
する等、充分に注意を払って事業を実施している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

5,537

修繕件数 営繕部門における修繕件数

活　動　指　標

事務事業名 特別支援学校施設整備事業 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要 特別支援学校の施設・設備の改修を計画的に行い、教育環境及び執務環境の整備に努める。

事業の対象 児童、生徒、教職員、その他学校施設利用者

事業の目的 老朽化した施設、設備等の改善を図り、安全安心で快適な教育環境を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,032 実績額（千円）

・既存建物等改修
　　間仕切り
　　サッシュ等改修
・耐震化に向け事業年度等の検討

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○既存建物等改修
（間仕切り・サッシュ等改修）

平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 件 900 849

評価

妥当性 B

有効性 -

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 D

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

子どもが健やかに伸びていく教育環境の充実にむけ、安心
安全で快適な設備環境を確保することを目的として事業を
実施している。本事業の目的達成に向けては、施設の設置
者である市が積極的に関与することが望ましいと考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務内容及び金額を精査することによりコストの削減を図っ
ている。また、関係部署と協議を図る等により、効率的な業
務の執行に努めているところである。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

施設・設備の整備時には、エネルギー効率の高い器具を設
置する等により地球環境保護に配慮するとともに、シックス
クールの原因となる化学物質等の成分を抑えた材料を使用
する等、充分に注意を払って事業を実施している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

111,260

営繕修理件数 学校園設備等営繕修理件数

活　動　指　標

事務事業名 施設営繕業務（幼、小、中） 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要 学校園の施設及び設備の維持管理を行う。

事業の対象 園児、児童、生徒、教職員、その他学校園施設利用者

事業の目的 快適な教育環境を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 89,775 実績額（千円）

施設及び設備機器修繕

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○施設及び設備機器等の維持補修
平成24年度
実施内容



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 ％ 34.5 14.6

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

安心・安全な学校給食の提供に向け、市が直接関与するこ
とが必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

調理設備の更新等を行うことで、より一層、安心・安全な学
校給食の提供が可能となった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

必要 少限の人員体制で実施するとともに、入札によりコス
ト削減を図るなどの効果はあった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

施設・設備更新達成度
平成23年度から32年度までに計画した施設・設備更新件数
のうち、更新達成した件数の各年度累積割合

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 既設給食施設更新事業 担当部局・課
学校教育部

学務給食課

事業概要
既設給食調理場のドライ化や設備、機能の更新により給食の安全衛生の向上を図るとともに、労働の安全衛生の確保を
図る。

事業の対象 給食喫食者及び給食調理関係者等

事業の目的 安全・安心な給食を提供できる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 517,007 実績額（千円） 224,050

平成24年度
計画内容

○リフト改修
○調理設備・機器の更新
○排気装置更新
○その他機器の更新
○単独調理場建設のための実施設計
○単独調理場建設のための工事施工

平成24年度
実施内容

○リフト改修(２校)
○冷蔵・冷凍機器更新(11台)
○食器食缶洗浄機更新(２校)
○スチームコンベクションオーブン更新(１校)
○単独調理場建設のための実施設計(１校)
○給食調理場改築等

修理要求に対する改善率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.5 生きる力を育む学校教育

施策No.24 教育機会の均等

現状 今後

計画値 実績値

1 件 1 3

評価

妥当性 -

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

工事・設計発注の前倒しを行った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

156,486

工事件数
 工事実施件数

活　動　指　標

事務事業名 校舎増改築事業 担当部局・課
建築都市部

公共建築課

事業概要
小学校及び中学校の施設耐震化事業に伴い、補強困難な建物について校舎等の増改築を行い、教育環境の改善を図
る。

事業の対象 児童、生徒、教職員、その他学校施設利用者

事業の目的 安心安全で快適な教育環境を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

曙川中学校校舎改築工事
曙川中学校校舎改築に伴う解体工事
大正中学校校舎改築に伴う設計業務

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○校舎増改築
（工事、設計等）

平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.25 八尾の魅力発見と発信

現状 今後

66 ○

計画値 実績値

1 回 5 2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

情報収集において制作委員体制をとりつつ、八尾の魅力を
高めるための工夫を凝らした。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

限りある誌面の中で、工夫した構成と洗練されたデザインに
より、八尾にある魅力を格調高く伝える書籍が制作できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

定価の半額を歳入として見込む等、コストを意識しつつ、効
率的な事業実施ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民をはじめとして、八尾ゆかりの多様な人々の参加によっ
て実現できた事業である。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

642

魅力発信行動戦略推進会議開催
回数

活　動　指　標

事務事業名 地域ブランド化計画推進事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
平成23年度にする策定（仮称）八尾市魅力発信行動計画に基づいて、八尾の地域資源を魅力的に発信し、市内外の
人々に知られるように（仮称）「八尾魅力満載BOOK」の発行・配信を行う。

事業の対象 市内外の人

事業の目的
八尾の魅力が広く市内外の人々に知られている。
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る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,758 実績額（千円）

八尾市魅力満載BOOK制作委員会を組織し、八
尾の魅力を満載した「Wao!Yao!八尾の入り口」を
制作した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○計画に基づいた業務実施
平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.25 八尾の魅力発見と発信

現状 今後

67

計画値 実績値

1 人 3,350 －

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

目的及び市民ニーズの変化については適切に対応できて
いると考えるが、市の関与については、振興会、一般ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ、NPO等による自主的な事業実施の可能性を検討する
必要があると考える

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

会場変更に伴いイベント内容が変わったため、指標としてい
たパレード参加者数での判断は出来ないが、来場者も増
え、目的に向けて有効な事業であったと考える。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストを節減しつつ、効率的な事業実施ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民や企業、ボランティア団体等の協力を得ながら実施す
ることができた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

A.市民の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

11,000

八尾河内音頭まつりパレード参加
者数

活　動　指　標

事務事業名 八尾河内音頭まつり支援事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
「河内音頭」を次代へ継承しながら、新しい「八尾河内音頭まつり」を創造するとともに、河内音頭一色のまつりとして市
民・企業等との協働で、河内音頭の本場にふさわしい活気と魅力あるまつりの実施に向けた支援を行うために、八尾河内
音頭まつり振興会へ補助金を交付する。

事業の対象 八尾河内音頭まつり振興会

事業の目的 市民のふれあいと交流の場の創出並びに拡充を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,000 実績額（千円）

八尾河内音頭振興会への補助金交付事業（河
内音頭を主体としたイベントの実施）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾河内音頭振興会に対する八尾河内音頭
まつり実施のための補助金の交付
（河内音頭を主体としたイベントの実施）

平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.25 八尾の魅力発見と発信

現状 今後

計画値 実績値

1 件 26 18

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

本市の伝統文化である河内音頭を後世に継承するとともに
全国に発信することを目的としており適切であると考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

全国発信イベントを通じて、本市の誇る伝統文化である河
内音頭の魅力を広く伝えており、目的を達する上で有効な
事業であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストを節減しつつ、効率的な事業実施ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

踊り連の方々の協力を得ながら、市内小学校における踊り
講座を実施できた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

2,262

年間イベント数

活　動　指　標

事務事業名 河内音頭振興事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
八尾市の伝統文化であり、地域資源である河内音頭の振興に積極的に取り組むとともに、全国発信するため各種イベン
ト事業を実施する。

事業の対象 市内外の人

事業の目的 「八尾河内音頭まつり」の集客力の向上と全国に河内音頭の本場八尾のまちをＰＲする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,756 実績額（千円）

・河内音頭全国発信キャラバン隊派遣事業
・河内音頭定期公演事業
・河内音頭創作踊り発表会等のイベント実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○河内音頭全国発信キャラバン隊派遣事業
○河内音頭定期公演事業
○イベント等の実施

平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.25 八尾の魅力発見と発信

現状 今後

○ 67 102002 ○

計画値 実績値

1 件／年 0 18,982

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市内外に情報の発信を行うことにより、八尾の魅力を高める
こととなるため。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

近鉄との協力によるまち歩きでは、ボランティアが活躍し、
市の魅力を満載した「Wao!Yao!八尾の入り口」の発行など、
市の魅力を高め発信しており、めざす暮らしの姿を実現する
うえで、有効な事務事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストを節減しつつ、効率的な事業実施ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

公共交通機関やボランティア団体との協力により、さまざま
な取組を行えた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

19,379

ホームページ「八尾の地域資源」
のアクセス件数

活　動　指　標

事務事業名 八尾の魅力発信事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要

八尾の魅力について、市民向けの啓発活動などを実施し、既存の地域資源の利活用やＰＲについて地域と連携した取り
組みを進める。
また、来訪者の目的や観光ジャンルに合わせたマップなどによる情報提供方法や観光ルートの開拓などについて検討を
行う。

事業の対象 市内外の人

事業の目的
八尾の魅力を積極的に発信することで、八尾に関わる人々の愛着と誇りを高め、転入・定住の促進、市域経済の活性化
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る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 20,781 実績額（千円）

・八尾の地域資源に関するＨＰに「八尾魅力発
見！」等のコンテンツを掲載。
・大阪ミュージアムに関わる情報提供等を実
施。
・市の魅力を満載した「Wao!Yao!八尾の入り口」
を発行
・平成25年度からの「観光WEB」の立ち上げに
向けた取組
・地域情報誌や近鉄電車等の協力を得て情報
発信を実施
・「八尾ゆかりの上映会」の実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾の地域資源に関するＨＰ作成（動画情報
の整備・個人商店情報紹介等）
○大阪ミュージアム関係事務
○市の魅力を掲載したマップや冊子・ｸﾞｯｽﾞの作
成検討
○新たな魅力の発掘や情報発信の手法につい
て検討・一部実施（観光大使任命等）

平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.25 八尾の魅力発見と発信

現状 今後

○ 68

計画値 実績値

1 回 3 4

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○基本構想策定及び構想に基づく資料館整備
○今氏所有の遺物寄贈に向けた関係者との協
議

平成24年度
実施内容

事業の目的
本市にゆかりの深い文学者の作品や資料などを収集し、保存・展示することで八尾市の魅力として全国に発信するととも
に、後世に伝えていく。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 888 実績額（千円）

事業概要 八尾にゆかりのある今東光氏の資料館を新八尾図書館に併設するための基本構想策定を行う。

事業の対象

事務事業名 （仮称）今東光資料館基本構想策定事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

250

交渉回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.25 八尾の魅力発見と発信

現状 今後

○ 69 ○

計画値 実績値

1 回 10 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

観光行政を推進するためには、ボランティアガイドの存在が
不可欠であるため。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ボランティア講座を通じて、八尾の魅力を伝えるボランティア
ガイドが生まれ、めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効
な事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストを意識しつつ、効率的な事業実施ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ボランティア講座を実施し、ボランティア団体の存在を含め、
口コミによって地域資源を広く宣伝するとともに、幅広い年
齢の人材を募集できた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

802

庁内連絡調整会議開催回数

活　動　指　標

事務事業名 観光活動支援育成事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
観光行政の推進に向け、庁内連絡調整体制を整備するとともに、市民や事業者との協働による観光施策の実施主体とな
る組織の設立、育成、支援を進める。また、八尾ブランドの確立に向け、地域資源に関わる市民、事業者、関係団体との
連携を図る。

事業の対象 市民事業者関係団体

事業の目的
八尾の魅力を求める来訪者が増え、まちが賑わっている。
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る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 802 実績額（千円）

八尾の魅力ボランティア講座を実施し、八尾市
の魅力を伝えるボランティアガイドの養成に取り
組んだ。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○観光行政のあり方について検討
○観光施策の実施主体の組織設立

平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.26 自然的資源の保全

現状 今後

71 ○

計画値 実績値

1 人 170 231

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

活動については、市民活動団体との連携を図りながら実施
しており、適切な手法である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

活動については、市民活動団体との連携を図りながら実施
しており、適切な手法である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

活動については、市民活動団体との連携を図りながら実施
しており、適切な手法である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

活動については、市民活動団体との連携を図りながら実施
しており、適切な手法である。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

0

巣箱付けクリーンハイキング等の
参加者数

活　動　指　標

事務事業名 自然保護事業 担当部局・課
土木部

みどり課

事業概要
クリーンハイキング等を実施し自然に親しむ活動・啓発を行う。また、森林法に基づく事務や、大阪府から鳥獣の飼養の
登録事務、鳥獣の捕獲等の許可等事務移譲を受け、事務を行っている。

事業の対象 市民

事業の目的 自然環境保全への市民意識の高揚を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

ハイキング道を活用した、山地美化キャンペー
ン・巣箱付けクリーンハイキング等を実施し、自
然に親しむ活動・啓発を行った。また、鳥獣の飼
養、捕獲等の許可事務を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○クリーンハイキング等の実施
○鳥獣の捕獲等の許可等

平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.26 自然的資源の保全

現状 今後

計画値 実績値

1 ha 0 0

評価

妥当性 D

有効性 D

効率性 D

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 D

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

大阪府との役割分担では、施設整備が府、用地取得が市と
なっているが、用地取得に対する補助採択がなく財源確保
と投資に見合う整備ができるか検討を要する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

今年度、事業実施なし。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

今年度、事業実施なし。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

今年度、事業実施なし。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

用地取得面積

活　動　指　標

事務事業名 高安山ふれあいの森整備事業 担当部局・課
土木部

みどり課

事業概要
本市にとって貴重な自然財産である高安山を市民のレクリエーション活動の拠点として、また、憩いの場として活用するた
め、大阪府とともに高安山保全整備構想の具体化を検討する。

事業の対象 市民

事業の目的
都市部にあって貴重な自然財産である高安山を市民のレクリエーション活動の拠点として、また、いこいの場として活用す
るため、大阪府とともに高安山ふれあいの森基本構想の実現化をめざす一方、ハイキング道整備等により、緑のネット
ワーク化を推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事務事業実施なし。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○府への要請
平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.26 自然的資源の保全

現状 今後

71 ○

計画値 実績値

1 人 274 325

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民協働による事業実施がされている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

めざす暮らしの姿の実現に向け有効であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

環境パートナーシップ協議会による主体的な取組がされて
いる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働の取組がされている。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

400

高安の森自然楽校の延べ参加人
数

環境アニメイティッドやおが主催する「高安の森自然楽校」
延べ参加者合計数

活　動　指　標

事務事業名 市民協働による里山保全事業 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

事業概要 市民・事業者・行政のパートナーシップ推進組織「環境アニメイティッドやお」による里山保全事業を実施する。

事業の対象 市民・事業者・行政

事業の目的
市民・事業者・行政が協働して、八尾市環境総合計画の推進を図り、望ましい環境像である「緑とうるおいのある、快適な
環境とふれあえるまち、やお」を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 400 実績額（千円）

○高安の森　自然楽校
○高安山自然再生定期活動
○高安山楽音寺森林整備定期活動

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○高安の森　自然楽校
○高安山自然再生定期活動
○高安山楽音寺森林整備定期活動

平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.27 歴史資産などの保全と活用

現状 今後

○ 72 101006 ○

計画値 実績値

1 回 3 1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・高安千塚古墳群保存活用事業基本構想案の
策定
・国史跡予定範囲の部分測量実測の実施
・古墳群基礎台帳の作成
・地元及び所有者等指定同意事務の準備
・庁内調整及び庁内事業説明会の実施
・高安千塚古墳群保全ボランティア組織化の検
討

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○地元調整及び所有者等指定同意事務
○国史跡予定範囲の部分測量実測
○高安千塚古墳群保存管理・活用計画の検討
○高安千塚古墳群保全ボランティア組織化の
検討
○高安古墳群等保存・調査検討会議の開催

平成24年度
実施内容

事業の目的
全国でも有数な群集墳である高安千塚古墳群を中心とする歴史資産の保存を行い、魅力あるまちづくりの要素として活
用することにより、市民の郷土への愛着を高めることができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,979 実績額（千円）

事業概要
貴重な歴史遺産である高安千塚古墳群の国史跡指定により古墳群を保存し、東部山麓の豊かな自然に親しみながら、
歴史や文化財を学べる場とする。

事業の対象 歴史・郷土を愛好する市民や生徒児童をはじめとする人々

事務事業名 高安千塚古墳群保存活用事業 担当部局・課
生涯学習部

文化財課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

2,212

古墳群等の指定にむけた検討会・
説明会の開催数

学識者等との検討会議や地域との会議の開催数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

高安千塚古墳群の保存・活用は、八尾市の貴重な歴史資
産を次世代に継承するだけでなく、八尾の魅力向上に寄与
できるものであり、その実施は市が担う必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

八尾市の歴史資産の保全と活用を進める上で、高安千塚古
墳群の保全活用は有用である。そのために庁内及び地元
調整等を早急に進める必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

古墳群保存活用事業基本構想案の作成において、担当課
による作成・印刷により、コストの縮減ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

史跡指定後の高安千塚古墳群の管理・活用に向けて市民
ボランティア等の参画を検討している。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.27 歴史資産などの保全と活用

現状 今後

807013 ○

計画値 実績値

1 件 105 106

2 回 3 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○市内文化財の調査及び目録作成と指定
○常光寺建造物(本堂等)・古文書調査
○神宮寺墓地調査報告書刊行
○旧植田家資料の調査（古文書・陶磁器）
○顕証寺建造物国指定調整

平成24年度
実施内容

・市内文化財の調査及び目録作成と指定
・常光寺本堂調査（建築物、古文書）
・神宮寺墓地調査報告書刊行
・垣内墓地石造物の調査
・旧植田家資料の調査（古文書、陶磁器）

指定文化財等の件数 国・府・市指定文化財及び国登録文化財の件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 8,711 実績額（千円） 8,528

平成24年度
計画内容

事業の対象 八尾市域に残る文化財及び文化財所有者

事業の目的
市内の貴重な文化財について、広く保存・活用事業を展開し、市民が地域で身近に文化財に親しみ、楽しみながら文化財
や歴史を学習できるまちづくりを行う。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 市指定文化財等保存・活用事業 担当部局・課
生涯学習部

文化財課

事業概要
文化財の保護を進めるため、文化財調査を行い、貴重な文化財については八尾市文化財保護審議会の意見を聴取し、
指定し、保存を図る。また、文化財の活用のため整備や普及・啓発事業を行う。

評価の観点 評価内容

文化財保護審議会の開催数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市指定候補文化財と市所蔵資料（植田家資料）の調査を実
施するとともに、指定を行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

文化財保護審議会の開催と文化財の市指定等について、
指標の目標を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

専門知識の必要な文化財調査について、学識経験者や財
団等を効果的に活用して実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

文化財調査の報告書を刊行し情報提供を進めた。また地域
の文化財を周知するために、市政だよりやホームページを
活用し、文化財の普及啓発に努めた。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.27 歴史資産などの保全と活用

現状 今後

807013

計画値 実績値

1 件 120 188

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・埋蔵文化財届出申請の事務と発掘調査の調
整
・市内遺跡発掘調査業務の委託の実施
・埋蔵文化財届出申請の事務改善の検討
・埋蔵文化財分布図の改正及び刊行

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○埋蔵文化財届出申請の事務及び発掘調査の
調整
○市内発掘調査業務の委託の実施
○埋蔵文化財分布図の改正及び刊行
○個人住宅発掘調査対象地域の再検討

平成24年度
実施内容

事業の目的 市内の埋蔵文化財を保護する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 13,534 実績額（千円）

事業概要 文化財保護法に基づく埋蔵文化財届出関連事務及び埋蔵文化財関係の国庫補助事業関連事務を行う。

事業の対象 埋蔵文化財包蔵地内及び隣接地等における開発事業者

事務事業名 市内埋蔵文化財関連業務 担当部局・課
生涯学習部

文化財課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

13,490

発掘調査件数
教育委員会が調査指示を行った埋蔵文化財の発掘調査及
び遺構確認調査の実施件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

埋蔵文化財保護は、行政が行うべき法定業務である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

開発事業等の事前に調査を行い、埋蔵文化財の記録保存
に努めた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国の制度を活用し、委託する頃で効率的に運用している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

埋蔵文化財の包蔵地の変更について、分布図の改訂版を
作成するとともに、調査報告書を刊行して、埋蔵文化財の周
知に努めた。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.27 歴史資産などの保全と活用

現状 今後

○

計画値 実績値

1 回 4 4

2 ％ 100 80

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○編纂委員会議の開催
○編集委員会議・専門部会議の開催
○調査の実施
○大阪自治体史連絡協議会への参加

平成24年度
実施内容

○編纂委員会議の開催
○編集委員会議及び専門部会議の開催
○調査の実施
○大阪自治体史連絡協議会への参加

編纂委員等との会議の開催数
市史編纂のため学識者等との会議の開催数（23年度より編
集委員の会議を含む）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 23,931 実績額（千円） 33,334

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的
古来より政治経済の中心であった畿内の一角に位置する八尾が、歴史に果たしてきた役割を明らかにすることにより、市
民に郷土への愛着や関心をもってもらい、史跡や文化財を活かしたまちづくりを進めてもらう。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 市史編纂事業 担当部局・課
生涯学習部

文化財課

事業概要 本市の歴史を後世に伝え、市民の歴史認識とまちづくりのための基礎資料として『八尾市史』を作成する。

評価の観点 評価内容

編纂事業進捗率 各年度業務の進捗具合

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

誰もが郷土の歴史を学べるようになるためには、極めて重
要な事業である。市と市民との役割分担を行いつつ、市の
関与により実施する必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

失われつつある地域の慣習や建造物を記録し、美術・古文
書等を調査することで、本市の歴史や文化財を残すことが
できる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市が直接事業を行いながらも（公財）八尾市文化財調査研
究会から職員を派遣してもらうなど、多様な人材（専門職員）
の活用を行なうなど効率的に業務を進めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

基礎的な調査は、市民の協力無くしては実施が不可能なも
のであり、資料提供や民俗調査などを地域の協力により、
実施してきた。また、会議の議事録を公開した。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.27 歴史資産などの保全と活用

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1,150 817

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市内史跡の除草、草刈、剪定、清掃
・市内史跡等の修繕
・文化財関連図書等の販売事務
・市指定文化財「環山楼」の公開

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市内史跡の除草、草刈、剪定、清掃
○市内史跡・文化財（環山楼他）の修繕
○文化財関連図書等の販売事務
○市指定文化財「環山楼」の公開

平成24年度
実施内容

事業の目的 地域に受け継がれてきた史跡や文化財への認識や愛着を深め、文化財の保護への意識を高めることができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,111 実績額（千円）

事業概要 市民に文化財を普及啓発を推進し、活用してもらうために、史跡等の保全を行う。

事業の対象 市内史跡・文化財

事務事業名 文化財保護管理事務 担当部局・課
生涯学習部

文化財課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

5,868

環山楼の見学者数 公開している市指定文化財「環山楼」の見学者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市所管文化財の保護管理であり、市の関与が必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市指定文化財の公開により、文化財の積極的な活用に資す
るものである。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

委託料等を精査した上で、事務を実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市指定文化財の公開において、市民に近いＮＰＯに委託し、
文化財に関する案内等の対応を柔軟に行うことができた。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.27 歴史資産などの保全と活用

現状 今後

○ 70 807013 ○

計画値 実績値

1 人 37,000 36,698

2 人 12,200 10,329

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○しおんじやま古墳学習館指定管理者選定
○来館者増加促進にむけた検討結果をふまえ
た対応の実施
○文化財施設機能更新事業計画の策定
○指定管理者による文化財施設の管理運営
○文化財施設連絡会議の開催
○歴史民俗資料館運営委員会の開催

平成24年度
実施内容

・しおんじやま古墳学習館指定管理者の選定
・文化財施設の無償化の実施及びその検証
・指定管理者による文化財施設における展示や
講座、講演会の実施、出前事業等の管理運営
を実施
・歴史民俗資料館運営委員会の開催（2回）

文化財施設の利用者数
八尾市立歴史民俗資料館・八尾市立埋蔵文化財調査セン
ター・八尾市立しおんじやま古墳学習館・安中新田会所跡旧
植田家住宅の利用人数の合計

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 122,872 実績額（千円） 122,458

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民及び児童、歴史を愛好する人々

事業の目的
地域の歴史を語る文化財の保存活用を図り、郷土の歴史に対する市民の知識と理解を深めるとともに、八尾の魅力発信
を進める。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 文化財施設管理運営事務 担当部局・課
生涯学習部

文化財課

事業概要
歴史民俗資料館、しおんじやま古墳学習館、埋蔵文化財調査センター、安中新田会所跡旧植田家住宅の４つの文化財
施設の管理運営を行う。

評価の観点 評価内容

八尾市立歴史民俗資料館利用者
数

歴史民俗資料館の利用者並びに講座、講演会・出前授業
等に参加した人数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

指定管理者の提案に基づいた展示や、講座、体験教室等さ
まざまな市民ニーズに答えられるような事業を行い、市民や
児童、生徒の歴史学習の場として広く利用に供することがで
きた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標目標の利用者数がわずかに達成しなかったものの、歴
史資産の活用に資するような、各文化財施設の特性を活か
した展示や事業を実施した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

指定管理者による文化財施設の管理運営の実施により、コ
ストの節減とより良いサービスの提供を効率的に行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民ボランティアを育成し、管理運営において市民協働を進
めた。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.6 「まちの魅力」発見･発信・創出

施策No.27 歴史資産などの保全と活用

現状 今後

73

計画値 実績値

1 件 21,000 13,555

2 ％ 60 60

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○史跡散策マップの作成
○案内標のリニューアル・道標等の保全・設置
○史跡・指定文化財の説明板の設置
○旧福栄橋の周辺整備
○文化財情報システムの運用
○考古学関連の展示会の開催
○埋蔵文化財普及冊子（弥生時代その２）の作
成
○心合寺山古墳出土品実測図のデジタル化作
業

平成24年度
実施内容

・街道散策マップの作成
・史跡説明板の設置、案内標のリニューアル
・旧福栄橋（移築）保存展示の周辺整備
・文化財情報システムの運用
・考古学関連の展示会の開催
・埋蔵文化財普及冊子（弥生時代その２）の作
成
・心合寺山古墳出土品実測図の作成

八尾市文化財情報システムのアク
セス件数

ホームページの八尾市文化財情報システムへのアクセス件
数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,020 実績額（千円） 2,632

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民及び児童、歴史を愛好する人々

事業の目的
史跡・文化財等の情報発信やネットワーク化を進めることによって、史跡や文化財施設の利活用を促進し、歴史資産（史
跡・文化財）の保護や地域の活性化につなげる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 歴史資産のまち‘やお’推進事業 担当部局・課
生涯学習部

文化財課

事業概要
市域の歴史資産を紹介するための情報発信や公開事業の実施、普及冊子の作成等を通じて、八尾市の魅力ある歴史資
産を活かすための環境を整える。

評価の観点 評価内容

心合寺山古墳発掘調査報告書作
成の進捗

報告書刊行（Ｈ28年度）を100％とし、報告書作成の進捗段
階ごとの達成状況を年度ごとの指標とする。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズのあった施設の案内標や史跡の説明板を設置
し、歴史資産の活用を推進した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

文化財情報システムの文化財情報を継続的に更新し、利用
の促進をさらに図る必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

史跡散策マップデータの作成について、専門性を持つNPO
法人に委託するなど効率的に実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページや市政だよりを活用して、文化財の情報を発
信し、積極的な情報提供に努めた。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

74
148

計画値 実績値

1 人 100 57

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

公開講座の実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○行政運営において必要となる大学、関西電
力、郵便局、防衛庁等の関係機関との調整を実
施
○公開講座の実施
○郵便局との相互協力について検討
○大学との包括協定締結

平成24年度
実施内容

事業の目的

円滑な行政運営を実現する。
公開講座においては、
①八尾市民、企業の社員等の生涯学習機会及び経法大の学生の学習機会の提供に資する。
②市民、企業人及び学生が行政及び企業に関わる今日的な諸課題を学ぶことにより、市民と協働のまちづくりに資する。
③市民、企業人及び学生の市政に関する主体的な政策立案に資する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
大学、関西電力、郵便局、防衛庁等の関係機関との調整。
大阪経済法科大学において、八尾市、大阪経済法科大学、企業が連携して公開講座を実施する。

事業の対象 市民(学生等を含む)

事務事業名
各種関係機関との調整事務

（大阪経済法科大学公開講座他）
担当部局・課

政策企画部

政策推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

公開講座受講生数 前期講座と後期講座の市民受講者数の合計

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

八尾市民、企業の社員等の生涯学習機会及び経法大の学
生の学習機会の提供に資することを目的としており、実施状
況も適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

講座内容によって、関心の高い内容とそうでない内容など
で、受講生の人数にばらつきがあるが、今日的な諸課題や
対策などの情報提供という面では市民と協働のまちづくりに
関する情報を共有することが出来ている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民、企業人及び学生が行政及び企業に関わる今日的な
諸課題を学ぶことにより、市民と協働のまちづくりに関する
情報を共有することが出来ている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりなどを通じて、一般公募による受講生（市民等）
に参加いただいており、講座内容についても市政全般はもと
より、多岐にわたっており、次世代育成や産業振興の視点
からみても有効である。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

○

計画値 実績値

1 人 1,500 1,117

2 地区数 20 19

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○識字・日本語学級の開催
○女性教育推進事業

平成24年度
実施内容

運営支援を行っている識字・日本語学級につい
ては、延べ1,117人の出席があり、委託実施によ
る女性教育事業（女性の社会的地位向上と社
会進出を目的とした講座等）についても、13,632
名の参加があった。

識字・日本語学級出席者数（延べ） 学級生延べ出席者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,024 実績額（千円） 4,026

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的 住民の教養向上のため。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 社会教育事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要 住民の教養向上のため、各種社会教育事業を行う。

評価の観点 評価内容

女性教育推進事業実施地区数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

「よみかき」を必要とする市民を対象とた識字・日本語学級
や、女性の社会的地位向上をめざした社会教育事業につい
ては、今後も市民の協力等を得ながら市が実施していく必
要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

だれもが生涯にわたって学ぶことができる社会の実現のた
めには、不可欠な事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

「学習する権利」を保障するための事業であり、コストは要す
るが、一人ひとりのニーズに合わせた学習を推進している現
在の実施手法は 適である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

住民の教養向上を図り、循環型の生涯学習社会を実現する
ことは、地域力の向上につながるものであり、市民参加と協
働のまちづくりに貢献するものである。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

74 201001

計画値 実績値

1 回 20 18

2 回 10 0

3 地区 10 10

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○コミュニティカレッジ事業
○地域資源を活かした学び・成長の機会の提
供

平成24年度
実施内容

市民委員の企画運営による市民大学講座に
は、延べ1,349名の参加があり、市内10館のコ
ミュニティセンター運営協議会への委託により
実施した地区生涯学習講座についても、30,975
名の参加があった。

市民大学講座実施回数 市民大学講座実施回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 23,920 実績額（千円） 23,756

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的
生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことができるよう
な生涯学習社会を実現すること。

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 生涯学習推進事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要
生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことができるよう
な各種事業を推進する。

評価の観点 評価内容

はつらつセミナー実施回数 市民大学講座へ統合

地区生涯学習講座実施地区数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民委員による企画運営や、コミュニティセンター運営協議
会への委託など、市民との連携により、市民ニーズに応じた
事業展開が出来ている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

だれもが生涯にわたって学ぶことができる社会の実現に
は、不可欠な事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民委員による企画運営や、コミュニティセンター運営協議
会への委託など、市民との連携により、市民ニーズに応じた
事業展開が出来ている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民協働のもと事業を実施している。また、市民の生涯学習
の意欲の向上を図り、循環型の生涯学習社会を実現するこ
とは、地域力の向上につながるものであり、市民参加と協働
のまちづくりに貢献するものである。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 人 15,000 16,103

2 人 15 21

3 回 750 783

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○八尾市内の在日外国人児童・生徒への子ど
も育成事業
○市内の小・中学校に設置されている民族クラ
ブへの指導や、国際理解教育への講師派遣
○その他、市内全域を対象にした多文化共生
料理教室や多文化理解講座

平成24年度
実施内容

市民を対象に、異文化への理解を深めることを
目的に、韓国語講座やものづくり体験講座等の
多文化理解講座を実施した。また、学校教育サ
ポート事業として、市内小中学校からの依頼に
基づき、民族クラブ活動のプログラムの立案及
び指導などを行うとともに、異文化ルーツ子ども
育成事業として、学習や交流等を通じて異文化
にルーツをもつ子どもたちの自尊感情とエンパ
ワーを育むための取り組みを行った。

参加人数 年間の参加人数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 24,858 実績額（千円） 23,100

平成24年度
計画内容

事業の対象 市内の在日外国人及び日本人

事業の目的
市民を対象に多文化共生・国際理解教育の推進を図る。
外国にルーツを持つ子どもの自尊感情とエンパワーを育む。
また、在日外国人と日本人との交流促進を図り、多文化共生のまちづくりをめざす。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 国際理解教育（分室）事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要
八尾市内に住む在日外国人児童・生徒を対象に多文化共生・国際理解教育事業の推進を図ると共に、市内の外国人同
士及び日本人との交流事業を行う。

評価の観点 評価内容

平均参加人数 １講座あたりの平均参加人数

講座実施数 国際理解教育事業の年間講座実施数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

今後、ますます外国人市民が増えることが予想されるなか、
国際交流や相互理解、人権尊重の視点に基づいた、国際
理解教育を行なうことは必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

生涯学習社会の実現のほか、人権尊重の社会や多文化共
生社会の実現の視点から実施している事業であり、多方面
から有効な事業と考える。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

韓国語講座等一部の講座については、生涯学習センターと
の連携を考える余地がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民自治を発展させるには、人権を尊重し、お互い違いを
認めあうことが重要であり、異文化への理解を深めること
は、市民参加と協働のまちづくりに貢献するものである。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

○

計画値 実績値

1 人 247 227

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

文化・スポーツボランティアバンク「まちのなか
の達人」の冊子を作成するとともに、幼稚園や
小中学校、コミュニティセンター等に配付し、情
報提供を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○文化・スポーツボランティアバンク「まちのな
かの達人」冊子作成と提供

平成24年度
実施内容

事業の目的 還元型生涯学習社会の実現をめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 216 実績額（千円）

事業概要 文化・スポーツボランティアバンク「まちのなかの達人」を活用し、情報提供を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 生涯学習人材バンク推進事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

168

「まちのなかの達人」登録者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学んだ成果を社会に活かす場を求める市民ニーズは高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

循環型の生涯学習社会の実現のためには、学んだ成果を
活かせる手段が必要である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

指導者等として多数登録していただいているが、今後は登
録者の活動の場を広げていく必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

学んだ成果を社会に活かし、循環型の生涯学習社会を実現
することは、地域力の向上につながるものであり、市民参加
と協働のまちづくりに貢献するものである。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

59 ○

計画値 実績値

1 人 10,000 6,337

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

保護者と学校園（市立幼稚園・小学校・特別支
援学校）の連携のもと、各学校園において、子
育て講座・食育講座・防犯講座など、子育てに
関する講座や保護者間の交流を図る講座を実
施し、延べ6,337人の参加があった。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○家庭教育学級の実施
平成24年度
実施内容

事業の目的 保護者同士の連携及び、保護者と学校園との連携を図る場を提供する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,127 実績額（千円）

事業概要 保護者と学校園（幼・小・特）の連携により家庭教育学級を実施する。

事業の対象 保護者（幼・小・特）

事務事業名 家庭教育学級事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

954

延べ参加者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

各学校園（市立幼稚園・小学校・特別支援学校）において、
保護者と学校園の連携のもと実施しており、それぞれの学
校園の保護者のニーズに応じた講座等を実施できている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

家庭教育は、子どもたちの生涯学習の基礎を築くものであ
り、その支援を行うことは、生涯学習社会の実現に有効であ
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

保護者と学校園が連携して企画・運営することにより、コスト
節減でき、また、ニーズに応じた講座を開催することができ
ている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

保護者と学校園が連携して、保護者のニーズに応じた講座
を開催し、ともに学ぶことは、市民参画と協働のまちづくり基
本条例の主旨に一致している。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

○

計画値 実績値

1 回 8 8

2 回 3 3

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○八尾市ＰＴＡ協議会事務局事務
○八尾市郷土文化推進協議会事務局事務

平成24年度
実施内容

・八尾市ＰＴＡ協議会事務局事務を行った。
・八尾市郷土文化推進協議会事務局事務を
行った。

八尾市ＰＴＡ協議会会議数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 375 実績額（千円） 347

平成24年度
計画内容

事業の対象 八尾市ＰＴＡ協議会・八尾市郷土文化推進協議会

事業の目的
ＰＴＡ活動の活性化を促進し、地域の教育力の向上を図る。
八尾の歴史的文化遺産を守り育て、次代へと継承する。

市民と行政の
協働の領域

A.市民の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

A.市民の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 団体活動振興助成事務 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要 八尾市ＰＴＡ協議会事務局事務及び八尾市郷土文化推進協議会事務局事務を行う。

評価の観点 評価内容

八尾市郷土文化推進協議会イベ
ント開催数

八尾市郷土文化推進協議会イベント開催数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民の生涯学習活動を活発にするために、社会教育団体
の支援は一定必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

社会教育団体の支援を行うことは、市民の生涯学習活動を
活発にするために必要である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

自主的な取り組みの増加もあり、効率的な実施運営となり
つつある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

概ね市民と行政の協働により取り組みが進められた。また、
社会教育団体を支援することにより、市民の生涯学習の意
欲の向上を図り、循環型の生涯学習社会を実現すること
は、地域力の向上につながるものであり、市民参加と協働
のまちづくりに貢献するものである。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

53
95

計画値 実績値

1 校 9 8

2 回 2 2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○市内ものづくり企業や大学・高専等との協働
による「小さなロボット博」「ロボット連続教室」
「ロボットコンテストジュニア大会」の開催、及び
ロボットを通じた子どもの夢実現プロジェクトの
実施

平成24年度
実施内容

市内ものづくり企業や大学・高専等との協働に
より「小さなロボット博」「ロボット連続教室」「ロ
ボットコンテストジュニア大会」を開催した。ま
た、市内在住の小学生から募集したデザインを
もとに実際に働くロボット「リボ」を製作した。

八尾ロボットコンテストジュニア大
会参加中学校数

八尾市内中学校の科学部等の対抗によるロボットのプログ
ラミングや操作技術を競う、八尾ロボットコンテストへの参加
中学校数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,000 実績額（千円） 4,929

平成24年度
計画内容

事業の対象 子どもたち

事業の目的 市民や大学等との連携による循環型の生涯学習の推進につなげていく。

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】 C.市民と行政がそれぞれの主
体性のもとに、協力して行う領域【今後】

事務事業名 子ども夢実現プロジェクト 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要 子どもたちを対象として、市内ものづくり企業、大学・高専等との協働により、ロボットを軸とした学習を実施する。

評価の観点 評価内容

ロボットなどを通じたものづくり体
験イベントの開催

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

学校との関わりの深い事業であり、一定市の関与は必要で
ある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

子どもたちの科学・技術への興味・関心を深めることにより、
生涯学習の基礎を築くものであり、生涯学習社会の実現に
むけて有効な事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市内企業等との連携により、効果的に実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民参画と協働のまちづくり基本条例の主旨にもとづき、市
内企業等との連携により実施している。また、市内企業等の
知識を子どもたちに伝えることは、地域力の向上にもつなが
るものであり、市民参加と協働のまちづくりに貢献するもの
である。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 回 4 4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

社会教育委員会議の開催にあたり事務局事務
を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○社会教育委員会議の事務局事務
平成24年度
実施内容

事業の目的 社会教育委員会議の円滑な開催。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 864 実績額（千円）

事業概要 社会教育委員会議の事務局事務を行う。

事業の対象 社会教育委員

事務事業名 八尾市社会教育委員会議運営事務 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

864

開催回数 定例会議回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市の関与や役割分担は適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

施策の「生涯学習の取り組み」を実現する上で基本となる方
向性についての検討の場として、有効な事務事業であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

規則に基づく年４回の開催は適当である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

個々の委員それぞれの活動を踏まえた、社会教育委員とし
ての活動を今後も展開していく。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 56 54.1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

市民委員の意見を反映し策定した計画に基づ
いて事業を実施している。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○計画の進行管理
平成24年度
実施内容

事業の目的 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るまちをめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 生涯学習・スポーツ振興計画の進行管理を行う。

事業の対象 生涯学習・スポーツ振興計画

事務事業名 生涯学習・スポーツ振興計画推進事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】 C.市民と行政がそれぞれの主
体性のもとに、協力して行う領域【今後】

0

生涯学習活動を実施している市民
の割合

週１回以上、運動・スポーツをしている人の割合

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民委員の意見を反映し策定した計画に基づいて事業を実
施している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民委員の意見を反映し策定した計画に基づいて事業を実
施している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民委員の意見を反映し策定した計画に基づいて事業を実
施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民委員の意見を反映し策定した計画に基づいて事業を実
施している。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 41

2 回 1,850 1,947

3 27,000 11,820

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○八尾市生涯学習センター及び市立くらし学習
館の管理運営

平成24年度
実施内容

八尾市生涯学習センター及び市立くらし学習館
の管理運営

生涯学習センター稼働率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 136,032 実績額（千円） 134,856

平成24年度
計画内容

事業の対象 八尾市生涯学習センター及び市立くらし学習館

事業の目的  効率的な管理運営を行うことにより、市民に生涯学習の場を提供し、施設の有効活用を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 生涯学習施設管理運営業務 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要 八尾市生涯学習センター及び市立くらし学習館の管理運営を行う。

評価の観点 評価内容

生涯学習センター講座数（延べ）

くらし学習館利用者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

生涯学習の推進拠点として、必要性は高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指定管理者による適切な管理運営ができている。生涯学習
社会を実現するために、拠点となる施設を適切に管理運営
することは重要である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

指定管理者制度を導入し、効率化に努めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民の生涯学習の意欲の向上を図り、循環型の生涯学習
社会を実現することは、地域力の向上につながるものであ
り、市民参加と協働のまちづくりに貢献するものである。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 回 2 2

2 回 1 2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○八尾市立生涯学習センター学習プラザ運営
審議会の開催に関する事務
○八尾市立スポーツ施設運営審議会の開催に
関する事務

平成24年度
実施内容

・八尾市立生涯学習センター学習プラザ運営審
議会の開催に関する事務を　行った。
・八尾市立スポーツ施設運営審議会の開催に
関する事務を行った。

会議の年間開催回数（生涯）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,738 実績額（千円） 1,628

平成24年度
計画内容

事業の対象 審議会

事業の目的 当該施設の円滑な運営を目的とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 生涯学習・スポーツ審議会事務 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要 八尾市立生涯学習センター学習プラザ運営審議会及び八尾市立スポーツ施設運営審議会の開催に関する事務を行う。

評価の観点 評価内容

会議の年間開催回数（スポーツ）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズを反映した施設運営に有益な意見を受けてい
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民ニーズを反映した施設運営に有益な意見を受けてい
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

開催回数は適正である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

今後、利用者ニーズの把握がより可能となるような委員構
成に変更する必要がある。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 施設 12 12

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

生涯学習施設予約案内システムに関する業務
を行なった。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○生涯学習施設予約・案内システムに関する業
務

平成24年度
実施内容

事業の目的 施設予約の利便性を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,891 実績額（千円）

事業概要 生涯学習施設予約・案内システムに関する業務を行う。

事業の対象 主に生涯学習センター及び社会体育施設を利用する市民

事務事業名 生涯学習施設予約・案内システム管理業務 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

3,910

利用可能施設数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

効率的かつ市民ニーズにあった事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

施策の「生涯学習の取り組み」を実現する上で基本ツールを
構築する事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

街頭端末のほか、自宅のパソコン等を使用し、インターネッ
ト上で身近に予約ができ効率的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 26 4.7

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

経年劣化による施設の補修・機能更新を行っ
た。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○経年劣化による施設の補修・機能更新
平成24年度
実施内容

事業の目的
経年劣化が進む生涯学習センターの施設及び附属設備を改修し、市民の学習の場としての環境を整備するとともに、セ
ンターの利用者の増を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 13,476 実績額（千円）

事業概要 経年劣化が進む生涯学習センターの施設及び附属設備を改修する。

事業の対象 生涯学習センター

事務事業名 生涯学習センター改修事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

11,723

改修率 改修率の累積値

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市の施設老朽化に伴う改修であり、市の関与のもと改修す
る必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標どおりではない部分はあるが有効な事務事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

専門的業務のため事務職担当では、効率性に欠ける。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

○ 139
101005
201003
808002

計画値 実績値

1 点 2,150,000 1,947,445

2 冊 2.2 2.0

3 ％ 300 346.1

4 ％ 17.5 15.8

5 冊 7.6 7.0

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協働
のまちづく
り推進度

C

総合
評価 B

○第２次図書館サービス計画に基づく具体的な
取組みの実施
○図書館ボランティア受入れ制度導入について
の検討と構築
○地域資料のデジタル化
○図書館サービス評価の実施

平成24年度
実施内容

・夜間開館の実施を継続
・電算システムの変更について検討
・図書館ボランティア受入れ制度について検討
・地域資料デジタル化の仕様確定、受託者選定

貸出点数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,310 実績額（千円） 1,684

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的
市民の読書要求に応じて図書資料を収集し、整理し、市民生活に役立つ情報を提供することで市民の豊かな文化・学習・交流の機会に
資する。
多様化した地域住民の生涯学習活動を支援することによって、自立した市民の育成を図り、地域の自治形成を支援する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 図書館サービスの充実事業 担当部局・課
生涯学習部

八尾図書館

事業概要

「まちの魅力を高め、発信する八尾」というまちづくりの目標を達成するための生涯学習の取り組みとして第2次図書館サービス計画に
基づき八尾図書館・山本図書館・志紀図書館・移動図書館において事業を展開する。図書館を利用する市民の必要に応じた多様な資
料を収集し、資料の貸出等を通じて市民生活に必要な知識や情報を提供するとともに市民文化の普及に向けた各種講座・講演会を開
催し、読書に対する関心を高める。

市民1人当たりの図書館総蔵書数
【市立のみ】

 《所管課調》
総蔵書数（AV資料は除く）（H23.3.31）《公共施設状況に準じ
る》／人口（住民基本台帳人口＋外国人登録者数）

図書館　年間貸出率【市立のみ】
《所管課調》
のべ貸出冊数／総蔵書数×100（ＡＶ資料を除く）

実質登録率
《所管課調》
実質登録者数／人口

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基づき、
市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ボランティア団体との協働により、お話し会などイベントの協働展開
は実施しているが、ボランティアによる図書館業務の実施に至って
おらず、業務系のボランティアの活用に関する考え方の整理が必
要である。

評価の観点 評価内容

市民1人当たりの貸出冊数 個人貸出点数／人口

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

利用者ニーズに応えるため、平成20年度から夜間開館（週３日）を
実施しており、夜間利用者は年々増加傾向にある。また、イベント
の共催や支援等によるボランティア団体との協働に努める等、事務
事業の実施は妥当であり、市の関与や役割分担についても適切で
ある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業であったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸びはあっ
たか。目標（予測）に実績値が近づいているか

夜間利用者は増加傾向にあるが全体の利用者数については停滞
傾向となっている。全体の利用者数の増加に向けては八尾図書館
の新築移転、第４地域図書館開館等の図書館整備を進めるととも
に開館日時の拡大等の検討も必要であるが、夜間利用者は増加
傾向にあることから有効性は高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

夜間開館については必要 小限の職員で実施するともに時差出勤
により対応する等、適切な手法によりコストを抑えつつ図書館サー
ビスの充実を図る等、効率的な業務執行に努めた。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

○ 75 808003

計画値 実績値

1 人 67,500 65,098

2 ％ 25.0 24.1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○八尾図書館：工事着工・新規図書購入
○第４地域図書館：実施設計

平成24年度
実施内容

・新八尾図書館工事着工済、新規図書購入
・第４地域図書館の実施設計を実施

登録者数
 図書館の利用登録を行っている市民及び周辺住民の数

図書館利用の地域格差是正に向け、市内全体の登録者数
 の増加をめざす

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 653,050 実績額（千円） 339,548

平成24年度
計画内容

事業の対象 八尾市民及び周辺自治体住民

事業の目的
市内の図書館利用に関する地域格差の是正を図るため第４地域図書館整備と八尾図書館の建替えを進めることで、市
民の図書館利用の充実を図り、市民の生涯にわたっての学習意欲の向上をめざす。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 図書館整備事業 担当部局・課
生涯学習部

八尾図書館

事業概要
現八尾図書館を青少年センターとの合築により中央図書館的機能を備えた図書館としての施設整備を実施する。
市立病院跡地にて第４地域図書館を龍華コミュニティセンターとの合築による施設整備を実施する。

評価の観点 評価内容

登録率 人口に対する図書館利用の登録者数の割合

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

登録者数については減少傾向が続いているが、新八尾図
書館の及び第４地域図書館の開館に向けた取り組みが進
む中で、地域格差を是正するため妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の実績については目標値を下回っているが、目標値達
成に向けた利用者増の取り組みを進めている。新八尾図書
館及び第４地域図書館の開館に向け、格差是正を図ってお
り有効性は高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

新八尾図書館及び地域第４図書館整備（設計）について
は、関係所管とも連携し入札実施後、予算の適正執行に努
めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

新しい図書館づくりの中で、市民や利用者の意見を参考に
取り組んでいる。また、ボランティア団体との連携しながら、
新八尾図書館及び第４地域図書館のオープニング時及び
運営を進めるための仕組みづくりを検討している状況であ
る。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

○ 76

計画値 実績値

1 件 62,000 82,839

2 件 3,500,000 5,123,014

3 点 2,200,000 1,875,454

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○自動貸出機やＩＣタグのシステム設計
○山本図書館所蔵図書資料へのＩＣタグ貼付
○図書館情報システム更新に向けた設計
○電子書籍等への対応策の検討

平成24年度
実施内容

●自動貸出機及びICタグのシステム設計を行う
●山本図書館所蔵図書資料へICタグ貼付する
●図書館情報システム更新に向けた設計を行
う
●電子書籍等への対応策の検討を行う

年間インターネット予約件数

図書資料の予約手法をインターネットにより行われる件数
 

今後、OPACからの予約手法が充実することで、インター
ネット予約件数の減少は見込まれる。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,560 実績額（千円） 9,766

平成24年度
計画内容

事業の対象 一般市民

事業の目的
図書館が保有する利用者や図書資料等のデータの効率的な処理を行うとともに、市民に対する適切で迅速な図書資料
の貸出や情報提供を進めることで、市民の生涯にわたっての学習意欲の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 図書館電子化推進事業 担当部局・課
生涯学習部

八尾図書館

事業概要
図書資料へのＩＣタグの貼付等により図書貸出業務の効率化や利用者サービスの充実を図るとともに、図書館情報システ
ムの更新に伴い、新たに電子書籍や電子資料に対応した図書館サービスの提供媒体を検討実施する。

評価の観点 評価内容

ホームページアクセス件数

個人貸出点数 年間の図書資料を市民個人が借りられた点数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

図書館の電子化を進めることが、市民にとって図書館サー
ビス利用の向上につながるものであり妥当である。また、貸
出業務の効率化や図書資料の紛失防止の観点から市民
ニーズに即するサービスを提供するために妥当と考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

インターネットによる予約件数の増加等、図書館利用者がよ
り利用しやすい環境を整えることが必要であり、また、ＩＣタ
グの導入により図書館サービスの利便性の向上が期待され
ることから、有効な事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

図書館情報システムの更新については、システム構築にあ
たり現システムの見直しや機能の刷新をする中で、入札実
施していくことを念頭に事業を進めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

電子化推進業務に対して市民の協働は難しいが、新八尾図
書館の開館にあたって読書通帳機の導入等が予定される
中で、市民へのPRなども含めて情報の提供を行いたい。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.28 生涯学習の取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 人 580,000 547,364

2 点 1,400,000 1,292,466

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○図書資料の収集・保存・提供、レファレンス等
の図書館サービスの提供
○図書館施設及び設備の維持・更新等の実施

平成24年度
実施内容

●図書資料の収集･保存･提供、レファレンス等
のサービスを継続的に実施。
●施設老朽化に伴う、修繕等を実施。

図書館個人貸出人数
第２次図書館サービス計画に利用者基づく図書館サービス
向上に伴う貸出サービス充実のための図書館利用状況を
示す指標

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 243,361 実績額（千円） 240,070

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的
図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存することで、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエー
ション等に資する図書館によるサービスを提供する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 図書館維持管理業務 担当部局・課
生涯学習部

八尾図書館

事業概要 八尾図書館、山本図書館、志紀図書館において図書館資料の貸出・レファレンス等の図書館サービスを提供する。

評価の観点 評価内容

山本図書館・志紀図書館の個人貸
出点数

山本図書館と志紀図書館の図書館サービス水準の維持を
 示す指標

平成21年度実績値＋平成22年度実績値÷２≒1,400,000冊

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民が安全、安心に図書館を利用するために施設、設備の
老朽化等に対応し維持・管理を行うものであり、市民のニー
ズは比較的高く事業は妥当である。また、施設、設備の維
持管理に関して、設置者である市が直接関与することが必
要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の実績は前年値、目標値をやや下回っており、目標の
達成に向けて図書館サービスの充実や図書館整備を図り
つつ、市民の情報収集、生涯学習等の場としての図書館が
安全、安心に利用できるように施設、設備を維持する必要
がある。市民の情報収集、生涯学習等の場の充実と安全、
安心な利用を図るため施設、設備の維持、管理を行ってい
るものであり有効性は高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

予算の管理及び執行について八尾図書館で一元的に実施
するなど効率的な執行体制に努める等一定の効率性を確
保している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

施設の維持管理業務であり、市民との協働の取り組みは難
しい部分はあるが、利用者からの意見も参考にしながら維
持管理に努めている。また、図書館ホームページでの行事
案内や蔵書検索、お知らせ等による情報提供に努めている



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.29 国際交流と国内交流

現状 今後

○ 77

計画値 実績値

1 人 50 21

2 ％ 57 48.3

3 人 1,775 1,749

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

姉妹友好都市との交流を進め、さらに市民に交流を広げる
必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

国際情勢の影響等による交流事業の中止で交流人数の指
標値を達成できなかったが、市民団体と連携した事業実施
や学校間交流事業により広がりをもった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

参加者の一部受益者負担の実施や受託事業者選定にあ
たって見積額の比較を行うなど効率的事業実施に努めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

各市民交流団体と連携して姉妹友好都市等との交流事業を
実施した。

評価の観点 評価内容

国際交流に興味のある市民の割
合

H21実績の52.8％をはじめとして年１％増を見込む。

姉妹・友好都市交流および国内交
流の累積参加者数

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 姉妹友好都市交流事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

文化国際課

事業概要
姉妹友好都市のアメリカ合衆国ワシントン州ベルビュー市及び中華人民共和国上海市嘉定区との行政・青少年・市民等
の相互交流を通じて国際感覚を持った人材育成を図るため、受入・派遣事業を行う。また、大韓民国大邱広域市中区との
友好都市交流を検討する。

事業の対象 市民及び行政関係者、姉妹・友好都市

事業の目的
姉妹・友好都市との交流を通じて、相互理解や国際親善を推進するとともに、地域の振興・活性化を図り、国際感覚豊か
な地域社会の形成をめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,961 実績額（千円） 3,502

平成24年度
計画内容

○姉妹都市アメリカ合衆国ワシントン州ベル
ビュー市、友好都市中華人民共和国上海市嘉
定区と各種受入・派遣事業を実施
○大韓民国大邱広域市中区との友好交流の検
討

平成24年度
実施内容

ベルビュー市から教育視察団を受入。
日中国交正常化40周年記念事業として北京市
で開催された日中友好交流都市中学生卓球交
歓大会に嘉定区と合同チームを結成し参加。
嘉定区訪問団の受入。
嘉定区交換職員の受入。
中区と学校間交流事業を実施。
中区から環境視察団を受入。
国際交流都市紹介パネルを作成し市民ロビー
などで展示。
やお河内音頭まつりの展示ブースで国際交流
都市を紹介。

姉妹・友好都市交流の参加者数 姉妹友好都市交流参加者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.29 国際交流と国内交流

現状 今後

807004

計画値 実績値

1 件 20 22

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

国際化に対応した国際理解ある豊かな地域社会を推進する
ため、事業運営に支援した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

事業内容に関して、市の国際化施策の方向性に沿い、多文
化共生の視点を重視した事業、また、八尾市の友好都市を
視野に入れた事業を実施するよう引き続き指導していく必要
がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切な事業評価書を作成し、効果的・効率的な事業のあり
方を協議した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

国際交流センターは、市民ボランティアを活用し、ネットワー
クとノウハウを生かして事業実施している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

29,334

(公財）八尾市国際交流センターに
おける年間事業数

活　動　指　標

事務事業名 （公財）八尾市国際交流センター支援事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

文化国際課

事業概要
八尾市の国際化に寄与するとともに、広く市民の国際意識の高揚と諸外国との相互理解の増進を図り、国際平和に貢献
することを目的とした（財）八尾市国際交流センターへの財政的支援を行うとともに、運営や事業に対して指導・助言を行
う。

事業の対象 (財)八尾市国際交流センター

事業の目的 市民と密接した国際化への対応を進めるため、財団法人八尾市国際交流センターの機能向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 28,394 実績額（千円）

　平成24年４月１日、公益財団法人に移行。
　姉妹友好都市と関連した事業や地域の多文
化共生の視点の重視など、外郭団体として本市
の国際化施策に沿った事業展開について協議
を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○（財）八尾市国際交流センターの事業評価と
補助金交付
○事業のあり方について検討

平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.29 国際交流と国内交流

現状 今後

77

計画値 実績値

1 回 10 11

2 人 1,775 1,749

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

交流市町村相互の地域資源を生かした交流事業を実施し
八尾をPRした

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

やお河内音頭まつりによる交流やパネル展示等により各交
流都市を市民に紹介し、また、八尾をＰＲする機会として交
流都市のまつりに参加した

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

物品調達の際に見積比較を行うなどコスト削減の取組みを
継続している

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりやパネル展示により国内交流都市を市民に紹介
するとともに、やお河内音頭まつりにおいては市民とともに
国内交流都市物産展を運営した

評価の観点 評価内容

姉妹・友好都市交流及び国内交流
の累積参加者数（過年度からの累
積）

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 国内交流事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

文化国際課

事業概要 国内交流市町との相互訪問（大分県宇佐市、岡山県和気町のまつり参加、八尾河内音頭まつりに各市町参加）を行う。

事業の対象 市民

事業の目的
異なる気候風土、伝統、文化などを有するまちとまちとの互いの地域資源を活かした交流から八尾を再発見し、郷土愛を
育む。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 651 実績額（千円） 630

平成24年度
計画内容

○交流市町相互の地域資源を活かした交流事
業実施
○交流市町村紹介コーナーの設置
○パネル展の開催

平成24年度
実施内容

○まつりへの相互参加
○市庁舎１階交流市町村紹介コーナーを設置
し、情報発信した。
○パネル展の開催

国内交流イベントもしくは事業の件
数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.30 芸術文化の振興

現状 今後

78
79

計画値 実績値

1 人 1 －

2 回 3 2

3 回 1 2

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民会議を通じ、市民委員とともにプランの進行管理につい
て検討し決定した。意見交換の中で、市民ニーズを考慮す
る機会を持てたので、妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

文化新人賞については、実施に向けて検討した。
サロンは目的に沿った対象者を精査して効果的に実施し
た。
市民会議は、２回の開催で必要内容を検討した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

サロン開催時、受益者に負担を求めるなど、適正に節減し
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりや文化会館のホームページ等で情報提供を行っ
ている。

評価の観点 評価内容

芸術文化振興プラン推進市民会
議開催回数

平成23年３月に策定した第２次芸術文化振興プランの進行
管理を行なう芸術文化振興プラン推進市民会議開催回数。

芸術文化の専門家と企業の出会
いの場の開催回数

芸術文化の専門家や企業関係者が集まり、八尾の芸術文
化やまちづくりについて意見交換するための「やお芸術文化
サロン」の開催回数。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 芸術文化振興プランの推進 担当部局・課
人権文化ふれあい部

文化国際課

事業概要 第２次芸術文化振興プランを推進するために市民と協働でプランの進行管理を行う。

事業の対象 市民

事業の目的
市民との協働により策定した第２次芸術文化振興プランを、市民とともに推進し「芸術文化あふれるまち」としてのまちの
魅力を高める。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,545 実績額（千円） 932

平成24年度
計画内容

○芸術文化振興プラン推進市民会議において、
第2次芸術文化振興プランを推進するための進
行管理の方法の検討・決定

平成24年度
実施内容

・芸術文化振興プラン推進市民会議において、
プランを推進するための進行管理の方法の検
討・決定
・やお芸術文化サロンを開催し、文化会館の事
業を市内企業関係者にPRし、芸術文化専門家
や教育関係者を交えて意見交換を行った。

文化新人賞の受賞者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.30 芸術文化の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 75 76.8

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズの把握を行い、芸術文化振興プランに即した事
業展開を行っている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

第２次プランに沿って、学校と連携するなどこれまで以上に
子どもに芸術文化に触れる機会を増やすことに努めるな
ど、指標の向上に努めている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

文化会館の指定管理者である八尾市文化振興事業団で
は、補助金を積極的に活用するなどコスト削減に努めてい
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりや文化会館のホームページ等で情報提供を行っ
ている。芸術文化の視点から文化的まちづくりに貢献してい
る。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

A.市民の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

5,113

１公演あたりの集客率 公演入場者総数／ホール延べ定員数

活　動　指　標

事務事業名 芸術文化振興事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

文化国際課

事業概要 市民が芸術文化を身近に親しむための場づくりと文化会館を拠点とした芸術文化活動を実施する。

事業の対象 市民

事業の目的
第２次芸術文化振興プランに基づき、市民の自主的な芸術文化活動の振興を図ることによって、豊かな社会を築き、魅力
的なまちづくりにつなげる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 25,113 実績額（千円）

･舞台芸術鑑賞機会の提供
･市民企画参加型事業の開催
・芸術文化に親しむための講座等の開催
・八尾の伝統や文化を伝える事業の検討

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○身近な舞台芸術鑑賞機会の提供
○市民の自主的な活動への支援
○芸術文化に親しむための講座等の開催
○八尾の伝統や文化を伝える事業の検討

平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.30 芸術文化の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 89.6 88.3

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

指定管理者の文化会館の管理運営方法が市民のニーズに
応じたものかアンケートを実施し、モニタリングを行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

アンケート総数により変動はあるものの、施設利用者の満
足度は良好である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

文化会館の管理運営については、指定管理者制度導入に
より効率的にコスト削減をはかっている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

施設利用者や鑑賞者のアンケートや指定管理者の事業報
告をホームページで公開する等文化会館の管理運営につ
いての情報公開をすすめるよう努めた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

222,547

施設を利用した満足度
モニタリングの市実施の施設利用者アンケート結果から、と
ても満足、満足を抽出。

活　動　指　標

事務事業名 文化会館管理業務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

文化国際課

事業概要 指定管理者制度による文化会館の管理運営と文化会館の維持補修

事業の対象 文化会館

事業の目的 芸術文化の拠点施設としての機能を維持し、効率的な管理運営を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 204,490 実績額（千円）

・指定管理者による管理
・文化会館の維持・補修

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○指定管理者による管理
○文化会館の維持補修

平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.30 芸術文化の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 34 11.038

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

耐用年数の過ぎていた設備を、市民に良質な事業を提供す
るために改修した。また経年劣化による修繕を市民の安全
を考慮し実施する等、改修事業実施は妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

改修計画額よりも、緊急性の高い施設を優先して改修した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

工事については入札を行う、修繕については建築担当課に
金額の妥当性について確認をするなどコスト削減に努め
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

改修工事実施の情報公開を行うなど、透明性を高めること
に努めた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

91,907

改修計画額に基づく達成度  改修事業額／改修計画に基づく平成32年度までの改修額

活　動　指　標

事務事業名 文化会館改修事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

文化国際課

事業概要
改修計画に基づき、基幹文化施設としての機能の確保・充実と市民が安心して利用でき、市民サービスの向上を図るた
め、計画的な文化会館施設・設備の補修及び機能更新を行う。

事業の対象 文化会館利用者

事業の目的 利用者の安全性、利便性を確保し、市民が文化に触れ合える場を確保するため改修事業を行なう。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 99,396 実績額（千円）

・小ホール音響工事、小ホール音響備品購入

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○小ホール音響改修工事
平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.30 芸術文化の振興

現状 今後

807005

計画値 実績値

1 回 3 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市が出資している団体であることから、経営改善に努めるよ
う、市が指導・助言をおこなった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民の文化活動の振興を図り、個性豊かな地域文化の創
造に寄与することを目的として設立された団体が、効率的効
果的に文化振興を行えるよう指導をおこなった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市からの助言に基づき団体で経営改善に努めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

団体の理事及び評議員として市民も参加し、団体の運営や
事業について既に市民が参画している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

公益財団法人八尾市文化振興事
業団との定例協議回数

活　動　指　標

事務事業名 （公財）八尾市文化振興事業団の指導等 担当部局・課
人権文化ふれあい部

文化国際課

事業概要 公益財団法人八尾市文化振興事業団の運営指導

事業の対象 公益財団法人八尾市文化振興事業団

事業の目的 公益財団法人八尾市文化振興事業団が効率的、安定的な経営に努めていくよう指導する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

公益財団法人八尾市文化振興事業団との定例
協議を３回実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○公益財団法人八尾市文化振興事業団との定
例協議の実施

平成24年度
実施内容



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.31 スポーツ・レクリエーションの取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 80 88.88

2 人 30,000 30,413

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○平常時開放
平成24年度
実施内容

平常時において、市民のスポーツ・レクリエー
ション活動の場として開放した。

荷捌き場稼働率
     

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,000 実績額（千円） 7,231

平成24年度
計画内容

事業の対象 スポーツに関心を持つ市民及び八尾空港周辺住民

事業の目的
大阪府が整備した中部広域防災拠点において、平常時に、市民に親しまれる施設として開放し、スポーツとふれあいの場
を提供することにより、市民のスポーツ活動の促進を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 大阪府中部広域防災拠点利活用事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要
大阪府が整備した中部広域防災拠点において、平常時に、市民に親しまれる施設として開放し、ふれあいの場を提供す
る。

評価の観点 評価内容

荷捌き室利用者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

スポーツ・レクリエーション活動の場の提供を通じてスポーツ
振興に寄与しており、目的のとらえ方は適切で、市民のニー
ズも高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値は伸びており、稼働率はすでに計画値を超えてい
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

開放業務を委託している。業務の大部分は委託しており、実
施の手法、執行体制は効率的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報提供を積極的に行い、その結果稼働率の上昇につな
がっている。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.31 スポーツ・レクリエーションの取り組み

現状 今後

○ 80

計画値 実績値

1 人 20,000 10,192

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

平常時におけるスポーツ・レクリエーション活動
としての多目的広場・体育館を提供した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○平常時におけるスポーツ・レクリエーション活
動としての多目的広場・体育館の活用

平成24年度
実施内容

事業の目的
市民が、日常生活において、定期的・継続的にスポーツ・レクリエーション活動ができる基盤を
整備し、活用の推進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 201,150 実績額（千円）

事業概要 市民の身近なスポーツ・レクリエーション活動の場の提供

事業の対象 スポーツ・レクリエーションに関心のある市民

事務事業名 八尾南高校跡地体育館整備事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

187,446

利用者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市南部に位置する市立体育館として、市民のニーズは高
い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

予定通り工事を実施した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業者選定は、入札で行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

当初から市民が体育館の整備計画に参画した。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.31 スポーツ・レクリエーションの取り組み

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ％ 20 20

2 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○整備計画に沿った改修の実施及び緊急性の
高い箇所につき施設・設備の整備
○屋内プールの下水道切替実施

平成24年度
実施内容

整備計画に沿った改修の実施及び緊急性の高
い箇所の修繕を行った。

改修率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 18,809 実績額（千円） 13,650

平成24年度
計画内容

事業の対象 スポーツ施設利用者

事業の目的
施設及び附属設備を改修し、市民のスポーツの場として施設を整備することにより、利用者の増を図る。また、新家調節
池上部整備事業を行うことにより、多くの市民が集うことのできる市民運動広場としての活用を図っていく。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 体育施設整備事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要
経年により劣化の激しい部分や保守点検を要する設備機器について、緊急性の高いものから順次改修を行う。また、新
家調節池の上部利用については、大阪府の事業終了後、平成22年7月から一般利用開始。

評価の観点 評価内容

環境整備率

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

利用者の安全を確保しつつ、改修を実施した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

緊急性の高い箇所から改修を実施した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

入札可能な業務であるか、検討した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報公開に努めている。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.31 スポーツ・レクリエーションの取り組み

現状 今後

○

計画値 実績値

1 地区 3 2

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・モデル地区の２クラブの運営の側面支援を
行った

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○モデル地区の２クラブの運営の側面支援
○創設に向けての支援（１クラブ）

平成24年度
実施内容

事業の目的
地域住民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味･目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親し
むことのできる生涯スポーツ社会を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 301 実績額（千円）

事業概要 多世代にわたる地域住民が、多種目のスポーツを楽しむことができる総合型地域スポーツクラブの育成・定着を図る。

事業の対象 地域住民全般

事務事業名 総合型地域スポーツクラブ支援事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

235

総合型地域スポーツクラブ創設地
区数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

生涯スポーツ社会実現には総合型地域スポーツクラブの育
成が必要である。クラブの認知度は低いものの、魅力を感じ
る人、参加してみたい人はそれぞれ約7割、6割に達し、ニー
ズは高いといえる。事業の啓発という観点から行政の関与
は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

２クラブがすでに創設され活動中である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民が主体となって運営され、係る経費はすべて会費等で
賄われており、手法や受益者負担は適正といえる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・クラブの意義（よさ）をわかりやすく伝えていく工夫が求めら
れる。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.31 スポーツ・レクリエーションの取り組み

現状 今後

806004

計画値 実績値

1 コマ 430 446

2 人 545,000 514,083

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○八尾市学校体育施設開放条例・八尾市学校
体育施設開放条例施行規則
に基づく、体育館施設使用料の徴収

平成24年度
実施内容

・市内小学校29校及び中学校15校の体育施設
開放の実施
・体育館施設使用料の徴収

学校体育施設開放コマ数 1年間に実施する1校あたりの開放コマ数を指標とする

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 8,316 実績額（千円） 8,326

平成24年度
計画内容

事業の対象 地域住民全般

事業の目的

住民のスポーツ活動の促進を図り、生涯スポーツ社会づくりの推進ににつながると期待される市立小中学校体育施設開
放事業を、より住民自らが管理運営を担当し、施設の活用を行い、住民のニーズに呼応する地域に根ざした開放とするた
め、学校体育施設を各開放運営委員会に委託することにより、自主管理、自主運営を進め、住民の自主的なスポーツ・レ
クリエーション活動の促進を図ると共に、地域コミュニティーの活性化を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 学校体育施設開放事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要
小・中学校の体育施設開放事業をより充実するとともに、学校体育施設を地域の基点とし、自主的で自立した活動ができ
る組織を育成していく｡

評価の観点 評価内容

学校体育施設開放利用者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地域住民のスポーツ活動推進という目的に合致しており、
市民のニーズも高い。また、すでに各校の開放運営委員会
に事業委託して自主運営・自主管理がなされており、市の関
与は少ない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

昨年度実績と同様であり、指標の目標に近いところまでの
実績を残した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業の運営を委託しており、実施手法や執行体制は効率的
である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

開放運営委員会において自主的な運営に努めている。ま
た、小中学生の利用が全体の半数近くに及び、次世代育成
の視点からも事業実施できている。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.31 スポーツ・レクリエーションの取り組み

現状 今後

74

計画値 実績値

1 人 46,000 20,982

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

(1)八尾市民体育大会春16種目、秋15種目実施
(2)各種スポーツ大会を21種目50大会実施　(3)
大阪府総合体育大会中河内地区大会・中央大
会へ選手派遣　(4)市民体力テストの実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市民体育大会の実施及び種目精査
○各種スポーツ大会の実施及び種目精査
○大阪府総合体育大会への派遣
○市民体力テストの実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
各種大会の開催を通じて市民のスポーツ振興に寄与する。
各種大会等を体育団体等に事業委託することにより、効率的な業務運営の下で、団体の自主・独立性を育む。
各種大会が効率的に運営され、市民のスポーツ振興を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 12,440 実績額（千円）

事業概要
市民自らが積極的にスポーツに親しみ、住民相互の連帯を深め、地域住民の健康・体力づくりに資するため、市民体育
大会や各種スポーツ大会等の事業を行う｡

事業の対象 スポーツを愛好する市民

事務事業名 社会体育振興事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

11,599

参加者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

スポーツ・レクリエーション活動の機会の提供として、スポー
ツ振興に寄与している。事業の大部分を委託しており、市の
関与は少ない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値は、ほぼ一定の水準を保っている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業の大部分を委託しており、委託料と参加費で事業運営
されているので、コスト・受益者負担とも適正といえる。種目
別協会によって運営されているので、手法・執行体制ともに
効率的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・大会参加者募集等について多くの媒体を活用して市から
の情報発信をしている。
・市民大会、各種大会において、小中学生が約40%参加して
おり、次世代育成の視点からも事業実施できている。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.31 スポーツ・レクリエーションの取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 人 91,000 57,754

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

28地区において、市民スポーツ祭を開催した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○地区市民スポーツ祭の実施（28地区）
○実施内容の研究、実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
各地区において、自主運営・創意工夫のもとで、世代・性別・年齢にかかわらず参加できるスポーツの祭典を開催する。
市民の体力の向上と、世代間の相互理解・地域の連帯を育む。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,711 実績額（千円）

事業概要
老若男女が互いに健康をたたえ、スポーツを通じてよりよき相互理解を図りつつ、市民の体力の向上と親睦を図るため、
毎年体育の日を中心に秋の一日を地域住民のスポーツの祭典として開催する｡

事業の対象 スポーツを愛好する地域住民

事務事業名 地区市民スポーツ祭 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

5,697

参加者数 参加者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民の体力の向上と、世代間の相互理解・地域の連帯を育
むための行事として各地区の創意工夫において実施されて
いる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

参加者数が減少傾向にある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

各地区に委託して実施されており、効率的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

多くの媒体を活用し、積極的に情報公開を行っている。住民
が一つの行事に多数参加することで、地域コミュニティーが
活性化するものと考える。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.31 スポーツ・レクリエーションの取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 48

2 人 5,000 2,288

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

○各種スポーツ教室の実施
○市民ニーズの変化の把握と検討

平成24年度
実施内容

・一般スポーツ教室（８種目）
・障がい者スポーツ教室
・親子体操教室を実施した。

受講定員の充足率 （受講希望者／定員）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,683 実績額（千円） 1,632

平成24年度
計画内容

事業の対象 スポーツに関心のある市民

事業の目的
市民が、日常生活において、定期的・継続的にスポーツ活動ができる基盤を培う為に各種スポーツ教室の開催に努め、
市民の自主的なスポーツ活動の場としての基盤の定着を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 各種スポーツ教室事業 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要 市民が、日常生活において、定期的・継続的にスポーツ活動ができる基盤を培うため、各種スポーツ教室を開催する｡

評価の観点 評価内容

スポーツ教室参加者数（延べ）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

競技スポーツの振興・健康増進のための事業であり、生涯
学習環境の充実という目的に合致しており、市民のニーズも
高い。事業運営については委託しているが、事務局として市
が関与している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

事業全体としては概ね一定の水準で推移しているが、実施
種目が固定化しており、市民ニーズを把握する必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業の大部分を委託しており、委託料と参加費で事業運営
されているので、コスト・受益者負担とも適正といえる。種目
別協会によって運営されているので、手法・執行体制ともに
効率的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・参加者募集等について多くの媒体を活用して市からの情
報発信をしている。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.31 スポーツ・レクリエーションの取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 回 20 13

2 回 4 4

3 回 4 3

4 回 6 3

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

○中河内地域生涯ｽﾎﾟｰﾂ協議会の活動に関す
る事務
○八尾市スポーツ推進委員の活動に関する事
務局事務
○八尾市体育連盟事務局業務及び事業委託事
務
○八尾市スポーツ少年団本部事務及び中河内
スポーツ少年団に関する八尾市スポーツ少年
団の事務

平成24年度
実施内容

各事務局事務を行った。

スポーツ推進委員活動における会
議開催数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,295 実績額（千円） 2,067

平成24年度
計画内容

事業の対象 スポーツを愛好し、参加する市民もしくは社会体育団体、その構成員

事業の目的 市民のスポーツ活動を推進するにあたり、各団体の活動が円滑に実施できるよう事務を行う。

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 社会体育団体事務局事務 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要 八尾市体育連盟など各種社会体育団体の事務局業務を行う。

中河内地域生涯スポーツ推進協
議会会議開催数

八尾市体育連盟における会議（役
員会、理事会）開催数

スポーツ少年団活動における会議
開催数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

各団体と協働し事業運営を行った。

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

各団体の事務局として必要であり、妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標は、ほぼ達成されており有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストは、負担金等であり節減の余地は少ない。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.7 豊かな心を育む文化・学習・交流

施策No.31 スポーツ・レクリエーションの取り組み

現状 今後

601004

計画値 実績値

1 人 340,000 340,728

2 人 30,000 40,347

3 人 80,000 110,492

4 人 130,000 151,296

5 人 43,000 41,969

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○施設管理運営業務
○施設維持補修業務

平成24年度
実施内容

・施設を開放し、市民の利用に供した

総合体育館利用者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 241,813 実績額（千円） 243,650

平成24年度
計画内容

事業の対象 スポーツを愛好する市民

事業の目的
施設の整備・充実を図る事とあわせて効率的な管理運営を行うことにより、市民一人ひとりが生涯にわたりスポーツを楽

  しむための場を提供し、施設の有効活用を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 体育施設管理運営業務 担当部局・課
生涯学習部

生涯学習スポーツ課

事業概要 施設管理運営・維持補修事業を行う。

山本球場利用者数
   

福万寺町・曙町・新家町市民運動
広場利用者数

屋内プール利用者数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

多くの媒体を活用して情報提供に努めている。

評価の観点 評価内容

志紀テニス場・小阪合テニス場利
用者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

スポーツ活動の場の提供を行い、市民のニーズも高い。管
理運営については、指定管理者制度を導入するなど効率化
に努めている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値は、ほぼ一定の水準を保っている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

指定管理者制度を導入するなど、手法・執行体制ともに効
率的である。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.32 産業政策を活かした「まちづくり」の推進

現状 今後

82 806002 ○

計画値 実績値

1 ％ 93.5 93.9

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○産業振興会議の運営により産業振興方策の
検討を実施。
○産業政策懇話会での本市トップと産業政策ア
ドバイザーの意見交換の実施。
○工場及び商業施設の立地誘導方策の検討

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○産業政策懇話会での本市トップと産業政策ア
ドバイザーの意見交換
○産業振興会議による産業振興方策の検討
○工場及び商業施設の立地誘導方策の検討

平成24年度
実施内容

事業の目的

地域経済社会の構成員である商工業者、消費者等と学識経験者との連携により産業施策を立案し、的確な施策の推進
を図ることで市内商工業者の課題に対応した施策を実施することができる。
本市トップと産業政策アドバイザーによる意見交換の場を設定することで、産業政策を切り口に「まちづくり」について考え
る機会を提供し、産業政策を市政運営に反映することについて認識を醸成することができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,961 実績額（千円）

事業概要
学識経験者や市民、商工業者等からなる産業振興会議を引き続き活用し、新たな課題に対応した施策展開を検討する。
また、今後の産業政策の市政への反映などについて産業政策アドバイザーの助言等を踏まえ、産業集積の維持・発展の
施策を検討していく。

事業の対象 事業者、市民

事務事業名 産業政策検討事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

2,947

産業振興会議の提言実現率 産業振興会議からの提言についての実現率

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

産業振興施策推進には、市民、市内商工業者等の参画が
不可欠であり、妥当性は高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

産業振興会議（市民、市内商工業者等）からの意見を踏ま
え、積極的に施策への反映を行った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

産業振興会議（市内商工業者等、市民）からの意見を踏ま
え、施策に反映することが可能となり、コスト、効率性とも高
い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

産業振興会議（市民、市内商工業者等）を通じて、協働によ
り、産業振興に取り組んだ。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.32 産業政策を活かした「まちづくり」の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 回 2 1

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

調査事項の検討を行う。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○引き続き方向性の検討
平成24年度
実施内容

事業の目的
「基本計画」を策定することによって、国の支援対象となり得るが、中心市街地の活性化策に繋がるのか、八尾市の現状
を踏まえて検討する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 まちづくり三法改正の動向を注視しつつ、中心市街地の活性化策の検討を行う。

事業の対象 商業者、市民等

事務事業名 中心市街地活性化方策の検討 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

検討会議の年間開催回数 検討会議の開催回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

中心市街地活性化方策について今後の方向性を検討でき
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

今後の方向性を考える上では、中心市街地活性化方策に
ついて、まちづくり三法の動向を踏まえ検討を行うことが必
要である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

検討にあたっては、情報整理等が必要であり、現段階として
の効率性を図った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民参画と協働の必要性も踏まえ検討を進めている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.32 産業政策を活かした「まちづくり」の推進

現状 今後

81 201002

計画値 実績値

1 千円 480,000 353,570

2 件 100 95

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○市内小規模企業者に対して融資を行うため、
金融機関に預託を実施
○中小企業の振興に資するため、信用保証料
を補給

平成24年度
実施内容

●市内小規模企業者に対して融資を行うため、
金融機関に預託を実施。
●小規模企業者の資金調達を支援するため、
信用保証料を補助。

融資決定額 融資残高の目標総額

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 158,631 実績額（千円） 159,883

平成24年度
計画内容

事業の対象 中小企業者

事業の目的 本市産業の振興発展を期し、市内小規模企業者の円滑な資金調達を確保し、その育成を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 融資制度事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
市内の小規模企業者に対して事業に必要な資金の斡旋を行うとともに、各種融資制度の活用について相談を行う。
また、市融資制度利用者に対して、信用保証料の助成を行う。

評価の観点 評価内容

融資決定件数 八尾市小規模企業融資の融資決定件数。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

小規模企業者にとって資金調達を支援する事業は重要な役
割を果たしている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市内事業者のニーズは高く、融資件数・残高等の実績は伸
びている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

融資に際しての信用保証料を全額補助している。補助の方
法等については有効性・妥当性等を勘案し検討する余地が
ある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市のホームページ等で案内しているほか、市内の取扱金融
機関において積極的にPRしている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.32 産業政策を活かした「まちづくり」の推進

現状 今後

84

計画値 実績値

1 件 5 1

2 件 60 33

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○市内の中小企業者及び中小企業交流団体に
対して、新製品・技術開発や新分野進出等経
営・技術革新を支援するため、その事業の実施
に要する経費の一部を助成
○クリエイション・コア東大阪常設展示場参加企
業及び中小企業向け環境マネジメント認証取得
にも適用

平成24年度
実施内容

市内の中小企業者及び中小企業交流団体に対
して、新製品・技術開発や新分野進出等経営・
技術革新を支援するため、その事業の実施に
要する経費の一部を助成した。また、クリエイ
ション・コア東大阪常設展示場参加企業や環境
マネジメント認証取得にも適用した。

中小企業向け環境マネジメントシ
ステムの補助件数

補助件数の内、中小企業向け環境マネジメントシステム分
の補助件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,678 実績額（千円） 2,259

平成24年度
計画内容

事業の対象 中小企業者

事業の目的
市内の中小企業者及び中小企業交流団体の新製品・技術開発や新分野進出等経営・技術革新を支援し、事業者の競争
力を高めて市内中小企業者の技術・経営の高度化を図る。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 意欲ある事業者経営・技術支援補助事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
中小企業者等が、経営・技術革新のために大学や公的機関の研修や試験分析等を活用した場合に、要した経費の一部
を助成する。

評価の観点 評価内容

補助件数
１年間に補助金交付する件数（件数が同一企業で複数とな
る場合あり）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

中小企業が現状の一段上を目指して経営・技術革新をする
ことは、常に必要であり、また、中小企業の資金力不足や民
間による中小企業への経営支援態勢が不十分であること等
を考慮すると、行政による支援が必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

補助件数は伸びているが、環境マネジメント認証取得件数
が目標を下回っている。今後、更なる啓発等が必要。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

補助率を1/2、１企業１年あたりの補助金上限を年度内150
千円としており妥当と考える。開発・研究に対する経費も対
象としており、他制度との棲み分け等の整理が必要。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページ、チラシ等により情報提供を行っている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.32 産業政策を活かした「まちづくり」の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

商工会議所が行う市内事業者に対する産業振
興支援事業に対する補助金の交付。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○「八尾商工会議所補助金交付要綱」に基づ
く、補助金の交付

平成24年度
実施内容

事業の目的
八尾商工会議所が行う商工業振興事業及び情報化推進事業に要する費用の一部を補助することで、商工会議所の健全
な発展や市内商工業者の振興、情報化の促進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,200 実績額（千円）

事業概要
市内商工業の振興に寄与するため、八尾商工会議所が行う商工業振興事業への支援及び産業情報の提供、パソコン相
談、パソコン等のセミナーの実施に要する経費の一部を助成する。

事業の対象 事業者

事務事業名 中小企業振興対策補助事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

6,200

予算額に対する執行額の割合 （予算額／執行額）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

補助金は、商工会議所が多彩なメニューでの中小企業者支
援事業を展開するのに役立っており、市の中小企業振興施
策を補っているという点で、妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

八尾商工会議所補助金要綱に基づく事業展開ができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市の中小企業振興施策を補うものであり、中小企業者と幅
広いネットワークを持つ商工会議所と市が連携することで、
より施策推進していくことができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

産業振興施策として必要である。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.32 産業政策を活かした「まちづくり」の推進

現状 今後

82 102001

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

産業振興施策情報について、市内商工業者向
けに産業情報誌の配布を行うとともに、「産業情
報ポータル」サイトの運用を開始し、情報発信機
能の強化を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○産業情報誌の発行
○拠点施設を中心とした産業情報の発信
○中小企業地域経済振興功績者顕彰

平成24年度
実施内容

事業の目的

商工業者に産業施策などの情報提供を行うとともに、産業施策について市民の理解を得る。
市内事業者への支援。
本市産業を市内外に発信し、「中小企業のまち・八尾」が広く認識される。
商業者、消費者とのネットワークの手段となる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 899 実績額（千円）

事業概要
市内事業者及び市民への産業振興施策の周知手段として、事業者及び市民のニーズに合致した情報誌を発行する。事
業者向けに産業関連情報をWEBサイトで発信する。また、本市が「全国有数の中小企業のまち」であることを市内外に発
信する。

事業の対象 市民、事業者

事務事業名 産業情報発信事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

304

発行部数に対する配布部数の割
合

発行部数に対する配布部数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市内商工業者を中心に、広く産業支援施策を周知し、施策
効果を高めるため必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

企業訪問等により、情報必要対象者に直接手渡す機会を増
やし、市内の商工業者に情報を周知することができた。ま
た、「産業情報ポータル」サイトの運用を開始し、産業支援施
策等の情報発信機能を強化した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

産業支援施策についてより効果的に情報発信できるように
産業情報誌の発信方法等を見直した。また、「産業情報
ポータル」サイトの運用開始により、事業者が情報収集を容
易にできる環境を整えた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市内商工業者に広く産業振興支援施策情報等を周知するこ
とで、施策効果を高め、産業振興を図るとともに、市民理解
の促進を図り、産業を軸としたまちの発展につなげる。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.32 産業政策を活かした「まちづくり」の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 25 21.6

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

市と八尾商工会議所の連携により、四半期ごと
に業種別・就業者別の景気動向を調査し、結果
を冊子にまとめて配布した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市と八尾商工会議所が連携し、四半期毎に
業種別・就業者別の景気動向を調査し、結果を
冊子にまとめて配布
○第Ⅰ期（１‐３月）→６月頃配布
○第Ⅱ期（４‐６月）→９月頃配布
○第Ⅲ期（７‐９月）→12月頃配布
○第Ⅳ期（10‐12月）→３月頃配布

平成24年度
実施内容

事業の目的
地域経済の動向を総合的に把握し、産業振興のための基礎資料とするとともに、市内事業者にタイムリーな情報提供を
行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 940 実績額（千円）

事業概要
地域経済の動向を総合的に把握し、産業振興のための基礎資料とするとともに市内事業者にタイムリーな情報提供を行
う。

事業の対象 中小企業者

事務事業名 地域経済動向調査事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

940

調査事業所数に対する回答事業
所数の割合

（回答事業所数／調査事業所数）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市と商工会議所が役割を分担しており、引き続き、市が関与
していく必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

アンケート回収方法を変更したこともあり回収率が少し改善
している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

負担率1/2以下としており妥当。業務はアンケート内容・方
法等の検討を共同で実施し、事務作業は商工会議所におい
て一括して行っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

産業振興の視点による事業である。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.33 世界に誇るものづくりの振興と発信

現状 今後

97 ○

計画値 実績値

1 件 54 49

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○制度の運用
○工場流出・流入情報の収集
○事業効果の検証

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○制度の運用
○工場流出・流入情報の収集
○事業効果の検証（現行制度は24年度末まで）

平成24年度
実施内容

事業の目的
製造業の八尾市から八尾市外への流出防止及び八尾市外から八尾市内への流入の促進を図る。さらには、税収及び雇
用の確保や工場跡地への工場進出促進による住工混在の一定の歯止めにつなげる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 52,964 実績額（千円）

事業概要
ものづくり集積促進奨励金制度を効果的に運用するとともに、工場立地に関する手続等の支援を行うほか、工場流出・流
入情報の収集に努め、製造業の八尾市外への流出防止及び八尾市内への流入の促進を図る。

事業の対象 製造業者

事務事業名 工場立地促進事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

47,428

奨励金指定企業数
工場立地制度活用による奨励金指定件数（創設からの累
計）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

奨励金制度は、市内の工場集積を維持・促進するために
は、非常に重要な制度である。
固定資産税･都市計画税をベースに奨励金を算出・交付す
る仕組みであり、市の関与のもとで行う必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

厳しい社会経済情勢のもと、24年度の立地指定企業数の実
績は伸びなかったが、市内製造業の流出防止・流入促進に
は一定の効果があった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

奨励金制度内容(対象資産にかかる納付税額の２分の１、
最長５年）は、他市の同制度と比較しても妥当な内容といえ
る。また、納付税額に相応して、交付金額が決定する仕組
みは、事務手続きがわかりやすく、簡便である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

パンフレットや市ホームページ等を利用して幅広く制度PRを
行った。
地域では、工場集積の維持・促進は雇用確保の場としても
重要である。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.33 世界に誇るものづくりの振興と発信

現状 今後

83
95

計画値 実績値

1 人 70 104

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○人材育成に向けたセミナーの実施
○国・府などの公的機関や大学等と連携を図り
ながら企業の人材育成の課題解決の取り組み
へのサポートを実施
○教育機関や市内事業者・異業種グループと
連携しながら、子供たちに「ものづくり」に関心を
持ってもらう機会を創出

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○人材育成に向けたセミナーの実施
○国・府などの公的機関や大学等と連携を図り
ながら企業の人材育成の課題解決の取り組み
へのサポートを実施
○教育機関や市内事業者・異業種グループと
連携しながら、子供たちに「ものづくり」に関心を
持ってもらう機会を創出

平成24年度
実施内容

事業の目的
中小企業者が技術・経営の高度化を図るための人材を育成し、経営・技術開発力を向上させることにより、産業集積の高
度化へとつなげていく。
小学生等に「ものづくり」の認識を深めてもらうことにより、将来の八尾の産業を担う人材の育成・確保につなげる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要

中小企業の経営者に対して、人材育成の必要性を啓発するとともに、人材育成にかかる情報提供、公的支援制度の紹介
や各種セミナーの開催等、中小企業の技術・経営の高度化を図るための人材育成に対する支援を行い、産業集積の高
度化へとつなげる。
また、本市が産業のまちであることを理解し、ものづくりへの関心を抱いてもらうために子どもたちと事業者との交流を行
う。

事業の対象 中小企業者（製造業及びこれに類するもの）及び小学生等次世代を担うこどもたち

事務事業名 ものづくり人材育成支援事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

0

セミナー参加者数（中小企業ｻﾎﾟｰ
ﾄｾﾝﾀｰ主催分）

人材育成セミナーに参加した人数（なお、23年度以降は、中
小企業サポートセンター主催セミナーへの参加者数）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

中小企業にとって人材育成は企業の根幹に関わる課題で
あるため、従業員の人材育成のほか、
将来のものづくりを担う子どもたちへのアプローチも実施し
ており、事業内容は適切であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

商工会議所や関係機関との連携により、目標以上の実績が
達成できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

公的機関と連携してコストを抑えたセミナーとなるよう努める
とともに、企業側でニーズに応じて取
捨選択できるよう、他の支援機関等で実施するセミナー等に
ついても、情報提供を行うなど、効率
的・効果的な事業実施に努めたことは適切であった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

教育機関や市内事業者・異業種グループと連携しながら、
子供たちに「ものづくり」に関心を持ってもらう機会を創出し
た。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.33 世界に誇るものづくりの振興と発信

現状 今後

計画値 実績値

1 件 1 1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

補助金交付件数　１件（100万円）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○補助金の交付を行うとともに研究・開発され
た成果物を広く公開し、ＰＲを実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
企業間連携による新製品開発の支援を目的に実施するもの。異業種間のネットワークから新製品が開発されることで、異
業種を含む企業間ネットワークの強化及び企業個々の技術力強化につなげることを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,042 実績額（千円）

事業概要 異業種交流グループ等が新技術、新製品を研究・開発する際に助成し、企業間連携による新製品開発の支援を行う。

事業の対象 中小企業者

事務事業名 異業種交流グループ支援事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

1,042

助成件数
異業種交流グループ等新製品・新技術開発支援事業補助
金の交付件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

中小企業が受注力を高めるためには、中小企業が互いの
強みを活かして協力していくことが大切である。中小企業の
連携を促進するために、中小企業間の協力により新製品等
を開発することに対して助成することは必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

中小企業が互いに協力しあい新製品等を開発することは、
中小企業間の連携促進につながる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

補助金1件につき1,000千円を上限として、補助対象経費の1
／2を助成している。1,000千円(補助対象経費2,000千円)と
いう補助上限額は中小企業の製品・技術開発にとって現実
的な金額であり、妥当であると考える。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより、ホームページ等により情報提供を行っている。
また、産業振興の視点で事業実施している。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.33 世界に誇るものづくりの振興と発信

現状 今後

○
81
85

201002

計画値 実績値

1 件 1,100 1,142

2 事業者 210 166

3 事業者 11 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○中小企業サポートセンターで各種事業の実施
○インキュベートルーム使用者への支援
○特に、24年度は新設移転１周年記念事業とし
て、産官学連携グループとの共催によるイベン
トを開催するとともに、他の産業支援機関との
ネットワークを強化

平成24年度
実施内容

○中小企業サポートセンターで各種事業の実施
○インキュベートルーム使用者への支援
○新設移転１周年記念事業として、産官学連携
グループとの共催によるイベントを開催するとと
もに、他の産業支援機関とのネットワークを強
化

相談等対応件数 相談等対応件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 31,305 実績額（千円） 30,069

平成24年度
計画内容

事業の対象 中小企業者及び起業予定者等

事業の目的
中小企業者の技術・経営革新や人材確保・育成等を支援することにより、経営・技術の高度化を促進する。
また、起業や新分野への進出等がしやすい環境が整うことにより、特色ある事業の創出や地域産業の発展を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 中小企業サポートセンター事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要

中小企業者の様々なニーズに応えるため、専門分野のコーディネーターを配置し、相談・助言や支援機関の紹介、販路
開拓支援、産学官の連携、異業種交流の推進、技術セミナーの開催等を行う。
また、インキュベーション施設を起業予定者や新分野への展開をめざす事業者等に貸し出すことにより、創業支援を行
う。

評価の観点 評価内容

利用事業者数 実利用事業者数（複数の相談等があっても「１」でカウント）

インキュベーション施設の使用者
数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市内中小企業の振興の為には、専門的かつ中立的な立場
からの助言及び、企業間の、そして企業と大学等専門機関
との連携を進めることが重要であり、これらを実施するノウ
ハウと実績を持った当センターの必要性は極めて高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

丁寧かつ適切な助言は各企業からも評価が高く、市内の企
業間ネットワーク構築においても中心的な役割を担ってい
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市内企業からの認知度も高く、積み重ねたノウハウにより、
より効果的かつ効率的な事業実施を可能にしている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

個々に活動している市内中小企業間の橋渡し役として、ネッ
トワークづくりの中心として、情報提供等も積極的におこなっ
ている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.33 世界に誇るものづくりの振興と発信

現状 今後

86

計画値 実績値

1 件 4,750 16,883

2 人 8,000 9,718

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

計画額（千円） 8,000 実績額（千円） 8,000

平成24年度
実施内容

○ビジネスマッチング博を実施

ビジネスマッチング博の引合い件
数

ビジネスマッチング博の引合い件数（名刺交換等を含む。）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

事業の目的 市内製造業者等の新商品･技術を展示することで、販路拡大・ビジネスチャンス拡大を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 中小企業販路拡大促進事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

事業概要
八尾商工会議所との連携のもと、ビジネスマッチング博を開催する等、中小企業者や中小企業交流グループのビジネス
チャンスを高める支援事業を展開する。

来場者数 ビジネスマッチング博の来場者数

平成24年度
計画内容

○ビジネスマッチング博を実施

事業の対象 中小企業者

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市内企業の技術力・製品開発力をＰＲし、販路拡大やビジネ
スマッチングにつなげることは、中小企業の売上げ向上に
直接影響する。また、市内企業のＰＲに関して、行政以外に
中立的立場で行えるものがない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標以上の来場者を集め、市内企業の販路拡大やビジネ
スマッチングにつなげることができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市内中小企業の振興のために、八尾市、八尾商工会議所
等が費用を分担しあい、実行委員会形式で実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより、ホームページ、車内広告等あらゆる広報媒体で
のＰＲにつとめており、認知度の高いイベントとなっている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.33 世界に誇るものづくりの振興と発信

現状 今後

○ 87 ○

計画値 実績値

1 件 279,000 437,964

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

計画額（千円） 8,418 実績額（千円） 8,402

平成24年度
実施内容

英語版や企業の魅力発信コンテンツの充実な
ど、更なるコンテンツの充実を図るとともに、掲
載企業への企業訪問等により、掲載内容の更
新・充実にも努めた。
また、商工会議所との共同事業により、東京で
の大規模な展示会に出展し、八尾の企業の魅
力をＰＲした。

「八尾ものづくりネット」のアクセス
数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

事業の目的
「ものづくりのまち・八尾」を国内外に発信することにより、産業集積地としての認知度と魅力度を高め、ブランド化を推進
するとともに、市内企業の販路拡大や更なる産業集積の発展をめざす。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 「ものづくりのまち・八尾」ブランド化推進事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
「八尾ものづくりネット」において、ものづくり企業の魅力を発信するコンテンツの充実を図るとともに、大都市圏で開催され
る展示会にも出展するなど、「ものづくりのまち・八尾」を国内外に発信し、産業集積地としての認知度と魅力度を高め、ブ
ランド化を推進する。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

「ものづくりのまち・八尾」の対外的なＰＲの手段としてのみ
でなく、市内企業間における情報交換の場となっており、市
内企業間ネットワークの構築にも寄与している。

評価の観点 評価内容

平成24年度
計画内容

○「八尾ものづくりネット」における、ものづくり企
業の魅力を発信するコンテンツの充実　○産業
集積地としての認知度と魅力度を高めるための
情報発信の強化

事業の対象 製造業者

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

「ものづくりのまち・八尾」の高い技術力と多様な産業集積地
としての魅力を広く国内外に発信することは、個々の企業の
発展はもとより、市全体の中小企業振興において大きな役
割を担う。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

コンテンツ充実の効果等もあり、アクセス数が大幅に増加し
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

インターネットを利用することで、効率的に幅広く市内中小
企業の情報を発信することが可能である。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.34 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興

現状 今後

88

計画値 実績値

1 団体 2 2

2 ％ 100 59.1

3 ％ 100 36.1

4 事業所 680 763

5 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事業目的を達成するための補助金制度であり、妥当と考え
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

補助金の交付を受け事業を実施した商店街（市場）におい
て、集客に一定の効果があったが、地域商業団体の体力低
下等により、事業が実施にいたらなったものがあった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

人員、予算に無駄はない。
補助金を活用して実施される事業（イベント等）は、補助上
限金額に到達しているものが多く、補助金額は妥当と考える
が、事務手続き等が繁雑な面がある。

「商業まつり」参加事業者数 商業まつりに参加した事業所数（店舗数）

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

産業振興施策であり、地域住民にとって利便性の高いまち
づくりに役立っている。

評価の観点 評価内容

執行率（予算額に対する交付額の
割合）　※商業共同施設運営費補
助金

（交付額÷予算額）×100

執行率（予算額に対する交付額の
割合）　※地域商業活性化事業補
助金

（交付額÷予算額）×100

執行率（予算額に対する交付額の
割合）　※商業共同施設設置補助
金

 （交付額÷予算額）×100

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 商業団体活性化促進事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
活性化ビジョンやプランの策定を希望する商業団体に対する支援を行い、商業団体が自ら策定した活性化ビジョン、プラ
ンに基づき行う事業等を支援する。

事業の対象 商業団体（商店街、小売市場及びその上部組織）中小商業者

事業の目的
地域商業の集団や集積地単位での活性化を図るため、商業団体において策定された活性化ビジョン、プランを基に事業
を行い、周辺地域の活性化や市域全体の活性化に役立てていく。
地域商業の課題解決を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 13,069 実績額（千円） 7,692

平成24年度
計画内容

○活性化ビジョン・プランを策定しようとする商
業団体や商店街・市場等の取組みに対し、地域
商業活性化アドバイザーを派遣し助言を実施
○八尾市地域商業活性化事業補助金など各種
補助事業を実施
○八尾商工会議所と連携し、八尾商業まつり等
にかかる費用の一部を負担

平成24年度
実施内容

八尾市地域商業活性化事業補助金交付要綱に
基づき、13の事業に対して補助金を交付した。
予定事業数は、15件のうち、２件が中止となっ
た。また八尾市商業共同施設設置補助金交付
要綱に基づき、２団体に対し、補助金を交付し
たが、１団体においては、事業が中止となった。
以上のことから目標値を下回った。

活性化ビジョン・プランを策定して
いる商業団体数

八尾市地域商業活性化事業補助金交付要綱に基づく商業
活性化ビジョン・プラン書を策定している商業団体数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.34 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興

現状 今後

○

計画値 実績値

1 回 2 0

評価

妥当性 B

有効性 C

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 C

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

空き店舗対策や人材育成にかかる事業を市が主導的に実
施するのではないが、主体者である商業団体等が取り組め
るよう市が支援を行うことは、妥当と考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標のみでは、効果測定が困難だが、商業団体等の取り組
みや組織運営などを通して、必要となる事業を検討すること
はできる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施手法の検討をしつつ、事業を実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

産業振興施策であり、地域住民にとって利便性の高いまち
づくりに役立っている。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

165

セミナー等の開催回数 人材育成にかかるセミナー等の開催数

活　動　指　標

事務事業名 人材育成及び空き店舗対策検討事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
商業者の自己啓発を促進し、商工会議所の経営指導等により、経営革新を促すとともに、地域貢献やまちづくりの必要性
を理解し、実践する商業者を養成する。また、他店、他団体とのネットワークづくりを推進し、次代を担う経営者やまちづく
りのリーダーを育成する。商業者や地域住民のニーズに応じた空き店舗対策を検討する。

事業の対象 商業団体（商店街、小売市場及びその上部組織）中小商業者

事業の目的

個店・集団・集積地のいずれにおいても事業や活動の後継者を育成することが急務であることから、経営者の育成を図る
とともに、共同化の促進により、既存店の活性化や地域貢献活動を牽引する商業者の養成を図る。
空き店舗を発生させない仕組みづくりや発生した場合の迅速な対応が可能となるような、有効な空き店舗対策を検討す
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 304 実績額（千円）

商業まちづくり推進事業や八尾市地域商業活
性化事業補助制度を時はじめとした商業団体
活性化促進事業において、商業団体等の人材
育成や個店の経営機能の強化など間接的な支
援を実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○個店活性化のための経営機能の強化
○共同化促進のためのリーダー養成
○商業者や地域住民のニーズに応じた空き店
舗対策を検討

平成24年度
実施内容



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.34 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興

現状 今後

89

計画値 実績値

1 件 364,000 381,047

2 件 252 300

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市内の商業者のデータベース化と視覚に訴えかける形での
情報発信は、商業者と消費者及び商業者同士のネットワー
ク化を推進し、またその市内の商業振興において、存在価
値は大きい。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ＮＰＯに事業委託後、アクセス数も増加しており、目標値を
達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

平成17年度より、企画提案方式による委託先業者の選定を
始めたことにより、より高いレベルでのサービス提供が可能
になったとともに、コスト削減にもつながった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

商業者、消費者(市民）間のネットワーク化の推進により、市
内の商店が市民にとって身近なものとなり、商業の活性化
につながるとともに、地域に根付いた店づくりにつながる。

評価の観点 評価内容

八尾あきんどＯｎ-Ｄｏネット新規登
録及び更新件数

八尾あきんどＯｎ-Ｄｏネット新規登録件数及び情報更新件
 数の合計

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 商業ネットワーク化支援事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
多数の商業者等の参画によるスケールメリットを活かし、行政、支援機関等が、地域商業とまちの情報を発信していく。
また、紙媒体(冊子・チラシ等)、電子媒体(ウェブサイト・電子メール等)の活用により、地域の個店・集団・集積地の情報を
消費者、生活者に提供する。（八尾あきんどＯｎ-Ｄｏネット等）

事業の対象 商業者（小売・卸売業、サービス業、飲食店等の一部）

事業の目的
地域商業とまちに関する多様多彩な情報を、八尾市内外に発信し、地域商業とまちの魅力を伝えていく。（八尾あきんど
Ｏｎ-Ｄｏネット）
単体組織の活動の共有化を図ることによって、集積単位、市全体の商業活性化が可能となる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,390 実績額（千円） 2,384

平成24年度
計画内容

○個店情報や地域密着情報の発信
平成24年度
実施内容

個店情報の更新促進や商業団体の活動内容
等の掲載情報を充実した。

八尾あきんどＯｎ-Ｄｏネットのアク
セス件数

Ｈ22年度までは、月間アクセス平均件数を指標していたが、
各種計画との整合を取るため、平成23年度より年間アクセ
ス件数を指標とする。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.34 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興

現状 今後

計画値 実績値

1 回 5 1

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

商業施設立地誘導などの産業振興方策の検討や推進は、
商工業者、市民の参画が必要であり、必要性は高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

課題を共有している段階であり、今後、方策等を検討する地
盤づくりと考えている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

課題を共有している段階であるため、コストは妥当と考え
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域産業の振興の推進するためには、必要不可欠な事業
である。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

年間検討回数 当該年度に検討した回数

活　動　指　標

事務事業名 商業施設立地誘導方策検討事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要 無秩序な店舗開発を抑制するため、地域の特性に応じた商業施設の立地誘導について検討する。

事業の対象 事業者、市民

事業の目的
過剰な店舗開設等により、既存商業者の経営環境は悪化しており、閉店等により地域住民が生活必需品の購入に不便
を来たしている地域も一部発生している。商業施設の立地誘導対策について検討することにより、商業者における事業機
会の確保及び地域住民における買物利便性の確保の両観点からの市としての方向性を探る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

立地に関する方策検討を行うために基礎となる
商業全体の実情や国等の施策実施状況などの
理解促進を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○商業施設の立地誘導方策の検討
平成24年度
実施内容



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.34 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興

現状 今後

90 807009

計画値 実績値

1 店舗 505 429

2 店舗 65 60

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事業目的を達成するための負担金の活用であり、妥当と考
える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

イベントを実施した商店街・市場において、集客に一定の効
果があった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

各商業団体からの事業経費とあわせ、スケールメリットを生
かした事業を実施する費用としては、妥当な額と考える。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

産業振興施策であり、地域住民にとって利便性の高いまち
づくりに役立っている。

評価の観点 評価内容

八尾小売市場連合会加盟店舗数

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 地域商業にぎわい創出事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要

中小規模の商業者（商業団体）は地域に密着して営業活動を行っており、生活に必要な機能の一部であるとともに、賑わ
い創出や防犯（街路灯の設置等）などの地域貢献活動を行っている。これら、商業者が地域への貢献を更に推し進めるた
めに、大型店などを含めた商業者、商業団体による地域貢献活動を促進するしくみなどを検討し、地域貢献活動の促進
を行っていく。

事業の対象 商業者、商業団体

事業の目的
地域を市場(しじょう)とする商業には、地域社会への貢献が求められており、商業団体等が積極的に地域貢献活動に参
加し、大型店等がそれに協力することは、地域商業の活性化につながる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,400 実績額（千円） 1,400

平成24年度
計画内容

○商業者、商業団体による地域貢献活動の促
進

平成24年度
実施内容

商店街等にぎわい創出事業負担金を活用し、
八尾市商店会連合会、八尾市小売市場連合会
の２連合会において、販促事業と地域貢献活動
を併せた事業を展開した。

八尾市商店会連合会加盟店舗数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.34 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ％ 100 75

2 円 1,800,000 1,060,000

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事業目的を達成するため、提案公募型委託事業として実施
しており、妥当と考える。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

取り組み内容によって事業目的である商業とまちづくりを一
体的に推進することに関しては、効果に差はある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業推進に伴って必要な経費を支援するには、商業団体等
との協議が不可欠である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

産業振興施策であり、地域住民にとって利便性の高いまち
づくりに役立っている。

評価の観点 評価内容

地域通貨の発行量
発行主体であるNPO法人が市民・団体などに発行した地域
通貨の量。単位１フレ＝１円と換算

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 商業まちづくり推進事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要

商業まちづくりに対する理解を促進し、商業以外の分野や各地域コミュニティとの連携による「まちづくり活動」の展開や、
庁内連携による「商業まちづくり」の推進を図る。また商業者、市民に積極的な活動の展開を働きかけていく。
市が取り組み課題（テーマ）を設定し、商業まちづくり推進事業（委託事業）を実施する。
また地域通貨の特性を活かし、地域経済が活性化する仕組みづくりを行う。

事業の対象 商業団体（商店街、小売市場及びその上部組織）、市民

事業の目的
商業の活性化とまちづくりを一体的に推進し、商業まちづくりの推進を図る。
また商業の活性化を通じ、相互扶助の促進や地域社会の活性化の推進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,121 実績額（千円） 1,500

平成24年度
計画内容

○市の設定するテーマに基づく提案公募型事
業を実施
○モデル事業の創出

平成24年度
実施内容

商業とまちづくりの推進を一体的に推進する事
業を平成23年度に公募し、２年間事業として採
択を受けた事業を委託事業として実施した。ま
た新規に平成24年度に公募を行ったが、応募
がなかったため、予算の執行率が低下した。

執行率（予算額に対する交付額の
割合）　※商業まちづくり推進事業
委託料

（契約額÷予算額）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 人 12 12

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

エコ農産物の普及・啓発を進め、環境保全型の
農業を進めた。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○環境保全型農業、及び大阪エコ農産物の普
及・啓発

平成24年度
実施内容

事業の目的
農業生産活動が、より環境と調和したものとなるよう環境保全型農業、すなわち農業の持つ物質的循環機能を生かしつ
つ、生産との調和などに留意しながら、土づくりを通じて化学肥料・農薬の使用等による環境への負荷の軽減に配慮した
持続的な農業を推進していく。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 219 実績額（千円）

事業概要
農薬や化学肥料を削減することにより、環境負荷の軽減を図ると共に、有機栽培や低農薬栽培等の消費者のニーズに応
えるため、環境保全型農業技術の普及推進や大阪エコ農産物の普及啓発に努める。
また、農業者に代わって農業用廃プラスチック類の適正処理を行う農協に対して、処理費の一部助成を行う。

事業の対象 農業者、農業団体

事務事業名 環境保全型農業総合推進事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

157

大阪エコ農産物認定農業者数
大阪エコ農産物認証事業実施要綱により認定された農業者
数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

農業生産活動が、より環境と調和したものとなるよう環境保
全型農業、すなわち農業の持つ物質的循環機能を生かしつ
つ、生産との調和などに留意を図りながら、土づくりを通じ
て、化学肥料・農薬の使用等による環境の軽減に配慮した
持続的な農業を推進していくため。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

化学肥料・農薬の使用等による環境への負荷の軽減に配
慮した持続的な農業が推進される。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施手法は適切であり、コストも概ね削減できている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

エコ農産物制度の普及を今後とも進める必要がある。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ａ 5,000 4,984.65

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○特産物指定産地育成事業（神立花卉園芸組
合、大窪花卉研究会、大窪花卉継承会、南高
安相互出荷組合、八尾堆肥研究会、八尾若ご
ぼう生産者部会への補助金交付）
○特産物ブランド化に係るチラシの印版、印刷
代

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○特産物指定産地育成事業（神立花卉園芸組
合、大窪花卉研究会、大窪花卉継承会、南高
安相互出荷組合、八尾堆肥研究会、大正花卉
園芸部会への補助金交付）
○特産物ブランド化に係るチラシの印版、印刷
代

平成24年度
実施内容

事業の目的
農産物を特産物として指定し、品質と生産の向上及び産地の育成を図ることで、農産物のブランド化を推進するとともに、
計画的組織的な生産体制の確立を図ることを目的とする。
農産物がブランド化され、他産地との選別化が図られる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,354 実績額（千円）

事業概要 市内各地で顕著に作付けされる農産物を高付加価値特産物として、出荷し、農産物のブランド化を推進する。

事業の対象 農業者、農業団体

事務事業名
特産物指定産地育成事業及び

特産物ブランド化事業
担当部局・課

経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

2,530

特産物の作付け面積
八尾市特産物指定産地育成事業補助金交付要綱に
よる特産物の栽培面積

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

農産物を特産物として指定し、品質と生産の向上及び産地
の育成を図ることで、農産物のブランド化を推進しするととも
に、計画的組織的な生産体制の確立を図ることが出来た。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績は計画を若干下回った。農業団体や農業者支援に有
効な事務事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

八尾の特産物を育成・支援する手法としては効果的である
と考えられる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

農業者や農業団体と共同して、特産物の育成を行っていく
必要がある。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 台 13 0

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

新鮮で安全な農産物の安定供給に向けた機
械・施設等への整備にかかる事業費の助成(平
成24年度実績なし)

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○新鮮で安全な農産物の安定供給に向けた機
械・施設等への整備にかかる事業費の助成

平成24年度
実施内容

事業の目的
府知事から認定される「大阪版認定農業者」で安定的な農産物供給を担う主力となる農業者グループをはじめ、小規模で
も新鮮で安全な農産物を直売所等へ出荷し、地産地消に貢献する農業者等を対象に、必要な機械・施設の整備支援を
行うことにより、多方面から八尾の農業振興を図るものである。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
大阪府の「認定農業者支援事業」を活用し、農業者グループや直売所の供給体制の整備及び生産活動に伴う農地の効
率的な活用を行うための設備等の整備を図る。

事業の対象 大阪版認定農業者を含む意欲ある農業者団体、農業協同組合

事務事業名 大阪版認定農業者支援事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

整備した機械・施設の数 農業機能発揮に向け整備した機械・施設の数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

「大阪を食べよう推進事業」を活用して、直売所施設や加工
施設等を充実することにより、直販活動に積極的な農業者
グループの生産意欲の向上と新鮮で安全な地場産農産物
の供給取組を促進する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

直販活動に積極的な農業者グループの生産意欲の向上と
新鮮で安全な地場産農産物の供給が促進された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大阪府の補助と連動しており、コスト削減には効果的であ
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

大阪府や管内JAと協力しながら、情報の提供に努めてい
る。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

91

計画値 実績値

1 回 6 6

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○ＪＡが主催する農業祭等のイベント開催を支
援
○特産物PR活動
○農業体験
○その他

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○ＪＡが主催する農業祭等のイベント開催を支
援
○特産物PR活動
○農業体験
○その他

平成24年度
実施内容

事業の目的
八尾市農業啓発推進協議会が主体となり、都市農業の果たす役割を広くPRするとともに、市民が農とふれあう機会を創
出し、農に関心と興味を持ってもらい、必要性を伝える。体験農業や啓発事業の実施により、市民が農とふれあう機会を
創出し、農に対する理解や関心が深まる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,242 実績額（千円）

事業概要
都市農業の果たす役割を広くＰＲし、農業に対する理解を深めるため、八尾市農業啓発推進協議会を通じて各種農業啓
発活動を行う。
ＪＡが主催する農業祭等のイベントを支援することにより、農への興味と関心を持ってもらう。

事業の対象 市民

事務事業名 農業啓発事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

1,047

啓発イベント開催回数
八尾の特産品である枝豆、若ごぼう、紅たでをメインと
した普及啓発イベントの開催回数を指標とする。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

構成団体等で農業啓発に関わる事業を効率的・効果的に
行っており、農業そのものが見直されている中、必要性は増
している。
事業に対しての役割分担も各団体等で効率的に行ってい
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

枝豆や若ごぼうなどの啓発イベントを通じて、市民に広くＰＲ
できる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

費用は出来るだけかからないように、各団体等の資源等を
有効活用している。
また、すべての事業に対して費用対効果を強く意識してい
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

参加する市民の方々へはもちろん、市政だより、ホームペー
ジ等を活用し、積極的に情報提供を行っている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

20
91

計画値 実績値

1 人 50 298

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

市内の小学校、幼稚園の生徒、園児を対象にし
た食育(農作業体験)イベント

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市内の子ども達を対象にした食育に関する体
験型イベント

平成24年度
実施内容

事業の目的
野菜の栽培・収穫体験を通じて普段口にする野菜がどのように作られるか子ども達に実感してもらい食の大切さを体得す
ることによりひいては食料自給力の低下に歯止めをかける。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 400 実績額（千円）

事業概要
市内の子ども達を対象に、JA等の関係機関・農業者と協力して野菜の栽培・収穫の機会を設け、参加者に農業への親し
みをもってもらうとともに、収穫の喜びや地産地消の理念に基づく食の大切さを感じてもらうことを目的とする。

事業の対象 主として市内在住の小学生

事務事業名 食育を考える農業体験事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

202

イベント参加者数 食育事業に参加した子どもの人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

農作業体験等の食育イベントを通じて、子どもたちに農業に
親しみを持ってもらい、食の大切さに気づいてもらう。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

農業体験を子どもたちにさせることは、有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

学校や幼稚園と分業、協力して事業を進める。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域の学校、幼稚園と協力しながら事業を進めた。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 件 29 23

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○直売所、産地直送、掘り取り農園等市場出荷
以外の販売方法に取組む農業者組織に対する
支援や助成の実施
○ＪＡが主催するイベントを支援することにより、
地産地消の推進と農空間が果たす多面的機能
等を市民に広くＰＲ

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○直売所、産地直送、掘り取り農園等市場出荷
以外の販売方法に取組む農業者組織に対する
支援や助成の実施
○ＪＡが主催するイベントを支援することにより、
地産地消の推進と農空間が果たす多面的機能
等を市民に広くＰＲ

平成24年度
実施内容

事業の目的
主要作物の販路を開拓し、市場出荷に限らない直売所・産地直送便・掘り取り農園などの新たな販売方法に取り組む意
欲ある農業者・グループに対して支援を行い、農業者の安定的な収入の確保及び、市民の地産地消の意識を高めるとと
もに、農の持つ多面的な機能等を広くPRし、新鮮で安全な農作物を供給する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 400 実績額（千円）

事業概要
主要農産物の販路開拓をめざし、直売所・産地直送便等の新たな販売方法に取り組もうとする意欲のある農業者・グ
ループへの支援とＪＡが主催するイベントを支援することにより、地産地消の推進と農業者の生産意欲向上により農地保
全を図るとともに農空間が果たす多面的機能等を市民に広くＰＲする。

事業の対象 意欲ある農業者・市民

事務事業名 主要作物販路開拓推進事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

400

産直便事業者を含む直売所数 支援した産直便事業者を含む直売所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地産地消の推進と農空間の保全に必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

地産地消を推進する上で、有効な事務事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的な執行体制を推進できており、手法も適切である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

直売所の支援は、地域分権の推進に寄与する。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 戸 1,198 787

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

大阪府北部農業共済組合への運営経費の一
部を負担することにより、農家の保険料負担を
軽減

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○大阪府北部農業共済組合への運営経費の
一部を負担することにより、農家の保険料負担
を軽減

平成24年度
実施内容

事業の目的 農業団体の育成強化をすることで、組織の自主的な活動を促進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,159 実績額（千円）

事業概要 農業団体の育成強化を図り、組織の健全な事業活動を促進する。

事業の対象 指定する農業団体

事務事業名 農業団体事業活動促進事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

3,159

水稲共済事業及び園芸共済事業
の引受戸数

水稲共済事業及び園芸共済事業の引受戸数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

農業経営の安定に寄与する大阪府北部農業共済組合の運
営活動に対して助成を行うことは、農業団体の育成強化を
することで組織の自主的な活動を促進するため適切であ
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

農業団体の経営基盤強化のため、現在の手法で実施して
いくことは有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事務的な煩雑性はなく、負担金の交付により農業団体の経
営基盤強化にも効果がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

農業共済であるため、市民全体には積極的な情報提供を
行っていない。問い合わせがあれば、誠実に説明を行う。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 人 32 32

2 台 13 0

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○経営改善計画申請相談
○経営改善計画の認定
○研修会の開催
○情報提供（登録農家通信等）
○新鮮で安全な農産物の安定供給に向けた機
械・施設等への整備にかかる事業費の助成

平成24年度
実施内容

経営改善計画申請相談
○経営改善計画の認定
○研修会の開催
○情報提供（登録農家通信等）

認定農業者数
効率的で安定的な農業経営を目指す農業者が作成する農
業経営改善計画を市町村が基本構想に照らして認定したも

 の。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 122 実績額（千円） 76

平成24年度
計画内容

事業の対象 意欲ある農業者・農業者グループ

事業の目的
農業従事者の兼業化や高齢化が著しく進行し、今後担い手不足が深刻化する恐れがある中で、農業を職業として選択し
うる魅力とやりがいのあるものとし、意欲と能力のあるプロの農業者を確保・育成しようとするものである。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 認定農業者支援事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要

農業への意欲と能力のあるプロの農業者を確保し育成するため、認定農業者等に研修会や情報提供等を行い、農業の
経営改善を支援する。また認定農業者を対象とした農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者に対してその利子
の補助を行う。
大阪府の「認定農業者支援事業」を活用し、農業者グループや直売所の供給体制の整備及び生産活動により農業の振
興を図るべく設備等の整備を図る。

評価の観点 評価内容

大阪版認定農業者支援事業によ
り整備した機械・施設の数

農業機能発揮に向け整備した機械・施設の数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

農業従事者の兼業化や高齢化が著しく進行し、今後担い手
不足が深刻化する恐れがある中で、農業を職業として選択
しうる魅力とやりがいのあるものとし、意欲と能力のあるプロ
の農業者を確保・育成する必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

認定農業者数は増減なし。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務の執行体制は効率的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

大阪府、管内ＪＡと協力しながら情報提供に努めている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 ㎡ 1,300,000 939,232

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○八尾市農業再生協議会の開催
○米の生産目標数量面積の配分
○申告書に対する現地確認
○水田台帳の整理
○米の生産目標数量面積の確定

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○水田農業推進協議会の開催
○米の生産目標数量面積の配分
○申告書に対する現地確認
○水田台帳の整理
○米の生産目標数量面積の確定

平成24年度
実施内容

事業の目的
戸別所得補償制度の実施により、生産調整の実効性の確保、生産者・地域の自主性の尊重、望ましい営農の実現をめざ
しながら、米穀の需要と供給の均衡を図ると共に農家の経営安定に寄与し食料自給率の向上に努める。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,188 実績額（千円）

事業概要
国の要綱に従い戸別所得補償制度を実施し、一定の条件の下で米や野菜等の販売農家に対し補助金を支払うための事
務を行う。

事業の対象 販売農家

事務事業名 戸別所得補償事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,898

産地づくり(転作）面積
水田利活用交付金補助の対象(米の交付金、水田利
活用交付金)面積

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

生産調整の実効性の確保、生産者・地域の自主性の尊重
がされながら、米穀の需給の均衡が図られた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

概ね達成された。国の要綱による実施であり効率性の保持
が可能である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国の要綱により実施される本事業の手法は妥当である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

交付対象水田所有の農業者に広く情報提供した。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

92 ○

計画値 実績値

1 件 5 6

2 園 2 0

3 ㎡ 9,700 2,088

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 C

○農地貸借斡旋事業
○市民農園開設支援事業
○フラワーファーム事業

平成24年度
実施内容

○農地貸借斡旋事業
○フラワーファーム事業

農地バンク制度登録数 農地貸借斡旋事業により貸借成立した件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 500 実績額（千円） 45

平成24年度
計画内容

事業の対象 遊休農地所有者耕作希望農業者、市民

事業の目的

遊休農地の解消を図ることにより優良農地が保全され、地産地消による新鮮で安全な農産物の提供や農の持つ多面的
機能（景観、水質保全、環境など）が保全され、市民生活に潤いとやすらぎのある都市空間をつくることができる。
また、余暇を利用して土と触れたいという要望は年々増加しており、市民農園開設により農に対する理解が深まり、将来
の農業後継者が育つ可能性もある。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 遊休農地の解消対策事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要

〇貸借可能な農地を登録し、必要とする農家等に斡旋・貸し付けを行う農地バンク制度を実施する。
〇市民農園を自主的に開設する農業者に対し、開設方法や運営方法の指導や参加者募集支援など、開設支援体制を整
備する。
〇コスモス畑を創出し市民に鑑賞してもらうことを目的としたフラワーファーム事業を行う。

評価の観点 評価内容

開設支援した市民農園数
八尾市市民農園開設支援補助金交付要綱に基づき開設支
援した市民農園数

フラワーファーム整備面積 フラワーファーム整備事業でコスモスを作付けした面積

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

今後、増加していく遊休農地の解消策は絶対必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

フラワーファーム整備面積は減少している。また、市民農園
開設支援も実績なし。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

制度のＰＲに努め、指標の数値を伸ばしていく必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

遊休農地の解消のため、広く農業者向けに制度をＰＲしてい
く必要がある。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 ｍ 0 0

2 ｍ 0 0

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○農道６号（仮称楽音寺中央農道）整備
平成24年度
実施内容

農道６号（仮称楽音寺中央農道）
整備距離

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,903 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 地域の農業者

事業の目的
平成８年３月に本市北東部山麓地域の農業振興地域整備計画を策定し、農村総合整備計画等の実施計画に基づく農免
農道の整備は完了したが、農業の振興と地域の利便性を向上させるため、その他の農道の整備を行う。
法令改正・府基本方針の変更に伴う農業振興地域整備計画の見直しに向けて、基礎調査･計画策定を行う。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 農業振興地域内整備事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
農業振興地域における基幹農道として大阪府が進めた農免農道の整備は完了したが、農業の振興及び活性化を促進す
るため、その他の農道の整備を行う。
法令改正・府基本方針の変更に伴う農業振興地域整備計画の見直しに向けて、基礎調査･計画策定を行う。

評価の観点 評価内容

農免農道整備距離

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

農業振興地域は、道路の整備を含め基盤整備が遅れてお
り、農道・ため池整備による農業の振興・地域の活性化など
を行うことは適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

農業振興地域内の基盤整備を行い農業の振興を行うため
の制度に即したものであり、非常に有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

農業振興地域の整備に関する法律に基づいたものである
が、以前のように国等の補助金がつかないため、市単費で
事業を行うこととなりコストがかさむ。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

農業振興地域連絡会において、事業の内容進行具合等を
協議し事業を進め、各役員は集落に持ち帰り周知している。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

93

計画値 実績値

1 頭 90 85

2 頭 50 39

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○八尾市有害鳥獣被害対策協議会等との連絡
調整
○許可権者である市みどり課へ有害鳥獣捕獲
の許可申請
○（社）大阪府猟友会新八尾支部高安地区有
害捕獲隊へ捕獲檻や罠の設置による捕獲処分
を委託
○農業団体が設置する被害防止施設への補助
○アライグマ捕獲檻の貸し出し、捕獲時の引き
取り等を（社）大阪府ペストコントロール協会へ
委託

平成24年度
実施内容

○八尾市有害鳥獣被害対策協議会等との連絡
調整
○許可権者である市みどり課へ有害鳥獣捕獲
の許可申請
○（社）大阪府猟友会新八尾支部へ捕獲檻や
罠の設置による捕獲処分を委託
○農業団体が設置する被害防止施設への補助
○アライグマ捕獲檻の貸し出し、捕獲時の引き
取り等を（社）大阪府ペストコントロール協会へ
委託

イノシシの捕獲頭数 イノシシの捕獲頭数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,308 実績額（千円） 2,813

平成24年度
計画内容

事業の対象 主として北高安・高安・南高安地区の住民（農業者及び農業団体を含む）

事業の目的
有害鳥獣であるイノシシ・アライグマの捕獲処分により、農業被害が減少するとともに住宅地への出没も減少し、地域住
民の生命と財産の保全に効果がある。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 有害鳥獣駆除対策事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要

有害鳥獣による農業被害等を防止するため、地域住民や農業団体等で構成する八尾市有害鳥獣被害対策協議会の運
営を支援し、農業団体の被害防止施設設置に補助金を交付するとともに、（社）大阪府猟友会新八尾支部高安地区有害
捕獲隊に有害鳥獣の捕獲等を委託する。アライグマによる被害防止のため、捕獲檻の貸し出し及び捕獲時の引き取りを
業者委託により行う。

評価の観点 評価内容

アライグマの捕獲頭数 アライグマの捕獲頭数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

有害鳥獣であるイノシシの捕獲処分により、農業被害が減
少するとともに住宅地への出没も減少し、地域住民の生命
と財産の保全に効果がある。市民ニーズは高く、引き続き市
が関与する必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

イノシシの捕獲頭数は年により変動がある。気象条件による
山林でのエサ（ドングリ等）の量等により出没回数等に変化
があり、原因は確定できない。捕獲檻の設置数増や設置場
所変更等の改善を行い、市民サービスの向上を図ってい
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストは必要経費が主となっていて適正であり、実施手法も
安全面や費用効果等を考慮して適正である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

八尾市有害鳥獣被害対策協議会の委員は、北高安地区・
高安地区・南高安地区の実行組合連合会会長と副会長・区
長・被害農家・農協支店長で構成しており、委員会議以外に
被害関係者全体交流会の開催を行ったり、市広報・地区回
覧・学校長への依頼等で情報公開や事業ＰＲ等を行ってい
る。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ヶ所 1 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

南植松町３丁目地内農道整備工事　他

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○主として市街化調整区域内における農道整
備他

平成24年度
実施内容

事業の目的
農業従事者にとって、営農の機械化の充実や、農村の生活環境の改善の為の農道整備のニーズが高く、整備することに
より都市近郊型農業の育成や農地の保全が図られる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 13,929 実績額（千円）

事業概要
営農の機械化や農村の生活環境の改善を図るため、主として市街化調整区域における各農道の拡幅整備・路側整備・
舗装整備等を行う。

事業の対象 農業従事者

事務事業名 農道の整備 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

11,028

整備箇所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

農作業の効率化を進める為に必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

農道整備をすることにより農作業の効率性を高めることが
出来た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

農道用地は地権者の寄付により事業実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施にあたっては、沿道農業従事者と十分協議してい
る。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ケ所 4 4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

曙川第１４２号水路改修工事　他

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○主に市街化調整区域内における農業用排水
路整備

平成24年度
実施内容

事業の目的
用排水施設の改修、整備を行い、農業用水の安定供給と農地の湛水被害の防除をを図り、農業生産の向上を目的とす
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,500 実績額（千円）

事業概要
農業用水の安定供給のために主として市街化調整区域における用排水路の改修・整備を行い、耕作地の湛水防除と農
業生産の向上を図る。

事業の対象 農業従事者

事務事業名 農業用排水路整備事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

3,375

整備箇所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

農業生産性の向上のため、主として市街化調整区域におけ
る農業用水の安定供給を目的とし、用排水路の改修整備を
行うものであり、行政が実施する必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

用排水路の改修整備を行い、農業生産性の向上のための、
農業用水の安定供給に寄与した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域と連携し、効率良く実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地元の水利組合や役員等と協議し、事業を推進している。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.35 味力をうみだす農業の振興

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ケ所 1 1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

大阪府による恩智惣池耐震性調査・診断事業

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○財産区ため池改修工事
平成24年度
実施内容

事業の目的 老朽財産区ため池を改修することにより、①防災機能の強化　②環境整備　③用水機能の確保を図ることを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,500 実績額（千円）

事業概要
老朽化した財産区所有のため池について防災機能及び環境に配慮した整備を行い、農業用水の確保を行う。また今後
は、財産区ため池の耐震対策についての検討が必要である。

事業の対象 農業従事者

事務事業名 ため池保全整備事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

3,928

整備箇所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

防災機能の強化、水辺環境整備、用水機能の確保。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

老朽化した財産区ため池等の改修を行うことで、災害を未
然に防止している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

農業生産の確保と災害防止に加え、水辺空間の確保を図っ
ている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地元町会や愛護団体と施設愛護の覚書を交わし、地域の交
流の場としての利用を促進している。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.36 就業支援と雇用創出

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 70 －

評価

妥当性 B

有効性 -

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 D

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

八尾市内を対象とする労働関係の意識調査や統計データ
が存在しないため、市の現状把握のため必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

調査業務の凍結により指標を元にした評価は不可。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

委託内容の見直しを行い、コストの節減に努めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

次年度再開の「八尾市内労働事情調査」（４年に１回）の調
査項目の設定に産業振興（就労支援）や男女共同参画の視
点を反映させていく。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

全調査の平均回答率
市内労働事情調査は毎年実施していない。指標を平準化さ
せるため、未実施の場合は他の調査結果の平均値を実績
値とする。

活　動　指　標

事務事業名 労働実態調査 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要 労働行政に資する基礎資料を作成するため、各種意識調査を実施する。

事業の対象 市内事業所、市内事業所に勤務する労働者

事業の目的
市内の労働環境や労働者の意識等について、基礎資料を確保し、労働行政の的確な方向性を確認するとともに、調査結
果を公開することで、各事業所の労働条件の向上を促し、勤労市民の生活安定を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 600 実績額（千円）

○勤労市民意識調査の休止
○就労困難者等雇用・失業状況調査の休止

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○勤労市民意識調査の実施
○雇用・失業状況調査の実施

平成24年度
実施内容



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.36 就業支援と雇用創出

現状 今後

94 ○

計画値 実績値

1 件 150 87

2 回 1 1

3 件 46,053 64,534

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

勤労市民が抱える不安やトラブルへの相談や諸制度・諸施
策の情報及び求人情報の提供は、市民生活の安定に繋が
るものであり、必要性が高い事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

雇用環境の改善傾向の影響もあり相談件数は目標値に達
していないが、相談需要はあり、利用者からは概ね好評を
得ている。また地域職業相談室については利用件数、就職
件数ともに好調であり有効性は高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域職業相談室における職業紹介は、国の費用負担により
実施しており、効果的に事業を実施できている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

国と市の協働事業であり、地域の雇用・就労の推進に寄与
している。

評価の観点 評価内容

労働情報やお 発行回数

地域職業相談室求人情報検索機
のべ利用件数

19・20年度の利用件数の月平均値（3,007）に年間５％増。
（ワークサポートセンターは19年８月開設）

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 ワークサポート事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要

市民の就業機会の拡充を図るため、ワークサポートセンターを運営するとともに、労働者に密接に関わる各種制度や
サービス等について情報提供を行い、就労環境の安定をめざす。また雇用環境に応じ、（若年者層を中心に）一般求職者
に対してもセミナーや就職説明会等、雇用創出のための就労支援を行い地域社会の活力維持を図る。また専門家（弁護
士＆社会保険労務士）による法律相談を実施することにより、勤労者の権利を擁護する。

事業の対象 勤労市民及び市内求職者

事業の目的
市民にとって身近な場所で利用できる労働関係公共施設を運営することにより、市民の就業機会の拡充が図られる。ま
た、勤労市民の労働環境の整備を図ることを通じて、生活の安定や勤労意識の維持・高揚を図ることができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,382 実績額（千円） 8,641

平成24年度
計画内容

○八尾市ワークサポートセンターの運営
○勤労者法律相談の実施
　毎月第１・第３水曜日と最終土曜日
　午後１時から４時まで
　相談員　弁護士・社会保険労務士
○啓発誌による情報提供
○若年者を対象とした就職支援セミナー及び就
職説明会の開催

平成24年度
実施内容

・八尾市ワークサポートセンターの運営
・勤労者法律相談の実施
・労働情報やお　ｖｏｌ．54号の発行
・就職支援セミナー（２回実施）
・（若年者を中心とした）就職説明会やお・かし
わらの開催（９月）

勤労者法律相談件数
20年度実績　112件　年間５件増加を目標値とする。（24年
度目標値は132件）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.36 就業支援と雇用創出

現状 今後

○

計画値 実績値

1 件 2,776 4,799

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

相談件数は多く、市民ニーズは高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画を大きく上回る実績となり、有効性は高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

相談件数に応じて大阪府からの交付金を受けることができ、
自主財源の抑制をすることが出来た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

民間団体に事業委託しており、市民との協働の取り組みに
一定の成果があった。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

24,303

就労･生活相談事業相談件数
就労・生活相談事業開始年度（平成21年度）の相談件数の
実績（1,833件）を基準値として設定。その後毎年度５％増を
計画値として設定。

活　動　指　標

事務事業名 就労・生活相談事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要

平成20年末の金融危機から雇用不安の問題が顕著である社会情勢を受け、就労相談及び、就労につながる生活上の諸
問題の解決に向け、関係機関と連携した支援を行う相談員を新たに配置する。
市内を６地域に分け、各地域に相談員を配置し、窓口相談にとどまらず、必要に応じて自宅訪問して課題整理を行い、関
係機関への付き添い支援を含めたコーディネートを行う。

事業の対象 就労をはじめ、生活上の様々な問題や悩みを抱える市民

事業の目的
就労・雇用情勢が不安定な状況下で、就労相談の対象者の多様化と、件数増への対応が求められる。
新たなニーズにも対応すべく、就労問題とそれを支える生活上の諸問題の相談を実施することにより、市民が安心して働
ける環境の整備が進むことになる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 24,368 実績額（千円）

○就労・生活相談事業の実施
○パーソナル・サポート事業との連携強化

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○総合的な相談事業の実施
○モデル事業であるパーソナルサポート事業
（24年度単年度）の実施及びその連携強化

平成24年度
実施内容



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.36 就業支援と雇用創出

現状 今後

96
97

○

計画値 実績値

1 人 132 48

2 件 1,850 1,136

3 件 3 3

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

景気のゆるやかな改善傾向により相談件数は減少している
が、依然相談件数は多く、市民ニーズは高いため、事業の
実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

景気のゆるやかな改善傾向により、相談件数は減少してい
るが、就労困難者等を直接就労に結びつける事業の有効性
は高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

就労相談を行うコーディネーターを直営と委託を組み合わせ
ることで効率的な相談支援体制を維持している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業を一部、民間委託しており、市民との協働の取り組みを
進めている。

評価の観点 評価内容

地域就労支援事業相談件数

のべ相談件数
前年比５％アップで計算
ワークサポートセンター（相談員２名体制開始・Ｈ20年度）の
相談実績を基準値とする。

就職フェア等の開催件数

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 地域就労支援事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
働く意欲がありながら、身体的機能・年齢・性別・出身地など、さまざまな理由で雇用・就労が実現しない就労困難者を対
象に、国や府等の関係機関や地域の団体と連携を図りながら、雇用・就労に向けた支援を実施する。

事業の対象 就労困難者等

事業の目的
雇用・就労の実現は、就労困難者に経済的自立をもたらす一方、自己実現や社会参加の場としても機能する。また厳しい
財政状況において雇用の実現はセーフティーネットの回避及び税収につながる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 15,330 実績額（千円） 14,349

平成24年度
計画内容

○関係機関・団体との連携を深め、地域の様々
な資源を活用しながら雇用創出を図るとともに、
地域就労支援センターの組織体制の充実
○効果的な就労支援が行えるよう雇用環境の
実情に即した職業能力開発事業の講座の充実
○モデル事業であるパーソナルサポート事業
（24年度単年度）の実施に伴う連携強化

平成24年度
実施内容

○地域就労支援センター（市内３ヶ所）の運営
○就労阻害要因克服のための職業能力開発講
座の実施（３講座）
○就労から距離のある相談対象者へ（モデル事
業である）パーソナルサポート事業と連携しなが
ら支援を実施

地域就労支援センターにおける雇
用・就労実績

Ｈ22年度の雇用・就労実績「120」をベースに毎年６人ずつ増
加

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.36 就業支援と雇用創出

現状 今後

○

計画値 実績値

1 件 55 81

2 社 22 62

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

自立を希望しながら既存の就労支援施策では自立の道筋
を描けない市民に対して支援を提供できたことは、事業とし
ての妥当性がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標値を大幅に上回る相談件数（のべ）及び協力事
業所の開拓件数となり、有効性は高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

全額補助事業であり、効率的に事業を実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

主に民間委託により事業実施しており、市民の協働の取り
組みが進められた。

評価の観点 評価内容

ＰＳ企業開拓員による協力企業数 （２社／月）×11ヶ月として単年度目標設定

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 パーソナル・サポート事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
福祉圏域が同一である八尾市・柏原市が地域就労支援事業などの経験・蓄積を活かし共同して社会的排除リスクの高い
ものを地域資源を活用して幅広く就労支援していく「パーソナル・サポート事業」の共同モデルを創出する。

事業の対象 自立を社会的に阻害されている市民の中で、既存の相談支援体制では自立への道筋が描けない市民

事業の目的
同一福祉圏域による共同事業を実施することで共通する社会資源の共同活用しながら既存の相談事業では支援が行き
届かない対象者に向けて「寄り添い型支援」を実施。広域で事業を行うことでフォローアップの強化だけでなく出口として
の事業所開拓等、効果的な事業が期待される。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 62,770 実績額（千円） 49,107

平成24年度
計画内容

○パーソナル・サポート事業の実施（柏原市と
の広域共同事業かつ単年度事業）
平成25年度以降は、国の制度化の有無により、
継続についても検討

平成24年度
実施内容

就労から距離のある就労困難者層に対しリ
ファー方式による「寄り添い型支援」を実施。自
立・職業訓練事業や社会的居場所事業のほ
か、柏原市と広域連携事業（就職フェアや協力
事業所開拓、居場所事業等）を行った。

パーソナルサポート事業相談件数
相談件数については現行の相談事業よりリファー（誘導）さ
れる就労から距離のある困難者であるため（５人／月）×
11ヶ月として単年度目標設定

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.36 就業支援と雇用創出

現状 今後

計画値 実績値

1 事業所 164 144

2 回 3 2

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

企業の社会的責任を求める声が高まっている中、企業にお
ける人権意識の高揚を促す必要性は高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

廃業や事業所統合等により、加入事業所数は他市と同様、
減少傾向にあるものの、企業内人権意識の高揚に本事業
の役割は大きく、有効性も高い。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業予算はすべて会費の範囲内で執行しており効率的に
事業実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民生活の基盤である企業内人権啓発推進に貢献してい
る。

評価の観点 評価内容

企業人権協議会主催の講演会・セ
ミナー開催数

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 事業所人権啓発事務 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
市内事業所の人権意識を啓発することにより、人権問題に関する幅広い理解を促進し、事業所内における人権問題の解
決と差別のない企業活動をめざす。

事業の対象 市内事業所

事業の目的
市内事業所で働く人々が互いの人権を尊重し合い、差別のない職場をつくるとともに、企業の運営に人権の視点を反映さ
せることを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

○八尾市企業人権協議会主催の講座・セミ
ナーの実施
○八尾市企業人権協議会の会員事業所に向け
た人権情報の提供

平成24年度
実施内容

加入事業所拡大のため、郵送による加入勧奨
を実施。
八尾市企業人権協議会主催のセミナーを年２
回実施（６月と11月）。
八尾市企業人権協議会の会員事業所に向けた
事業所向け各種研修会の案内や企業内の人権
に関する情報の提供を随時実施。

八尾市企業人権協議会に加入す
る会員事業所数

平成20年度実績152事業所　前年度より３事業所増で計算

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.8 産業振興とまちのにぎわい創出

施策No.36 就業支援と雇用創出

現状 今後

807008

計画値 実績値

1 事業所 229 206

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

大企業と本市の大多数を占める中小企業の福利厚生面で
の格差是正のために、勤労者の福祉共済事業の推進は必
要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

廃業や事業所統合、雇用形態の変化（派遣社員の増大等）
の影響を受け、会員事業所数が伸び悩んでいるものの、勤
労者の福利厚生の促進は誰もがいきいきと働くことの出来
るまちの実現に向けて有効な事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

財団法人の活動を「補助金」の形で支援することにより事業
推進しており、最小限の行政関与により、効果的に機能する
手法であると考えられる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

中小企業に勤務する労働者支援の一環として実施してお
り、産業振興に資する。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

20,334

加入事業所数
目標数値をＨ20年度実数値「220」とし、年間３事業所の増加
を目標とする。

活　動　指　標

事務事業名 勤労者福祉共済事業の推進 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
個々の中小企業で取り組むことが困難である勤労者に対する福利厚生等の各種事業を促進するため、（公財）八尾市中
小企業勤労者福祉サービスセンターへの加入促進を図る。

事業の対象 中小企業に勤務する勤労者

事業の目的
中小企業勤労者の福利厚生が充実することにより、勤労者の生活の安定が図られる。さらに労働条件の改善は、市内中
小企業の人材確保等に効果を発揮し、中小企業の振興に結びつく。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 20,600 実績額（千円）

中小企業に勤務する労働者に対し、給付、福利
厚生、健康管理、貸付等の各種サービスを提供
した。また公益法人化に向けた新体制への移行
手続きを行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○新体制への移行手続き完了
○中小企業に勤務する労働者に対し、給付、福
利厚生、健康管理、貸付等の各種サービスの
提供

平成24年度
実施内容



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.37 土地の有効利用と都市景観の保全

現状 今後

98 801021 ○

計画値 実績値

1 地区 2 2

2 回 1 1

3 ％ 12 11.2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○地元地権者による組織形成の誘導・促進
○地元組織への支援（コンサルタント派遣、助
成金）

平成24年度
実施内容

「保留区域」で有効的な土地利用を図るため、１
地区で地権者等でまちづくり研究組織を結成
し、庁内を含む関係機関と連携を図った。

保留区域において、計画的な土地
利用を誘導した地区

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的 都市計画決定（変更）を行うことにより、計画的な土地利用の促進及び良好な都市環境の形成を図る。

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 都市計画推進事業 担当部局・課
建築都市部

都市政策課

事業概要
地区計画制度を中心とした各地域の特色を活かした都市計画を住民とともに検討するため、都市計画制度に関する啓発
活動を地域のまちづくり気運熟度に応じて実施する。また、都市計画に関する調査の実施や計画的な都市の発展を誘導
するための都市計画の決定（変更）を行う。

評価の観点 評価内容

都市計画総括図作成 都市計画総括図の作成回数

市街化区域内の低・未利用地率
（都市的）

「都市計画基礎調査」市街化区域面積の自然的土地利用面
積（農地、山林、水面、その他の自然地）が占める割合。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

良好な都市環境の形成のため、市が関与することは妥当で
ある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

良好な都市環境の形成のため、事業は有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域主体のまちづくり組織が立上がっており、実施の手法
は最適である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域、地権者と協働で進めている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.37 土地の有効利用と都市景観の保全

現状 今後

計画値 実績値

1 件 0 64

2 件 20 34

3 件 20 26

4 件 25 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○都市計画法、生産緑地法に関する手続の窓
口説明、電話説明、各種調査依頼の回答
○国土交通省大和川工事事務所を事務局とす
る「大和川沿川整備協議会」への参加、ｽｰﾊﾟｰ
堤防に関する啓発活動
○国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関
する法律（公拡法）に基づく届出事務手続、窓
口説明、電話説明、各種調査の回答

平成24年度
実施内容

・都市計画法、生産緑地法に関する手続の窓口
説明、電話説明、各種調査依頼の回答
・国土交通省大和川工事事務所を事務局とする
「大和川沿川整備協議会」への参加
・国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関
する法律（公拡法）に基づく届出事務手続、窓
口説明、電話説明、各種調査の回答

都市計画法第53条の許可 都市計画法第53条の許可

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,422 実績額（千円） 9,421

平成24年度
計画内容

事業の対象 土地利用事業者市民

事業の目的
計画的な土地利用を行う。
大和川の水害を未然に防止する。
土地取引価格の監視、公有地拡大の推進を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 都市計画に係る事務 担当部局・課
建築都市部

都市政策課

事業概要

都市計画法、生産緑地法に基づく手続、指導及び説明を行う。
国土交通省大和川工事事務所を事務局とする「大和川沿川整備協議会」への参加、ｽｰﾊﾟｰ堤防に関する啓発活動を行
う。
国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関する法律（公拡法）に基づく事務を行う。

地区計画の届出 地区計画の届出（都市計画法第58条の２）

生産緑地買取申出 生産緑地法に基づく手続

大和川高規格堤防整備区域内に
位置する建築など計画の届出数

大和川高規格堤防整備区域内に位置する建築など計画の
届出数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページに情報の掲載や、窓口での情報冊子等の配
架により、情報公開されており、透明性は高い。

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法に基づく事務であるため妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画的な土地利用を誘導するなど事務は有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

法に基づく手続きを効率的に行った。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.37 土地の有効利用と都市景観の保全

現状 今後

○

計画値 実績値

1 件 80 74

2 件 5 1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○都市計画法第29条の開発許可申請の審査を
し、開発行為の許可（不許可）を実施
○宅地造成工事に係る許可申請に対し、宅地
造成工事の許可（不許可）を実施

平成24年度
実施内容

都市計画法第29条の開発許可申請を受け、申
請書類の審査、工事完了後の検査等の事務を
行った。

都市計画法第29条許可件数 　

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 630 実績額（千円） 315

平成24年度
計画内容

事業の対象 開発業者（施工業者）

事業の目的
開発行為を許可に係らしめることで公共施設の整備等、一定水準以上に開発を保たせ、また、市街化調整区域における
開発を規制することで都市計画法の区域区分制度を担保する。
宅地造成工事について、災害の防止のために必要な規制を行い、市民の生命及び財産の保護を図る。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 開発の許認可に係る事務 担当部局・課
建築都市部

審査指導課

事業概要

都市計画法第29条の開発許可申請に対して許可（不許可）に係る申請書の受理、審査、許可、開発工事完了後の検査
済証の発行業務
宅地造成工事規制区域内で行う造成工事の許可に係る申請書の受理、審査、工事の許可、工事の検査済証の発行業
務

評価の観点 評価内容

宅地造成工事許可件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法律に基づく事務であり、市の関与や役割分担を見直す必
要が無い

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

　開発許可申請の件数が景気などの社会情勢に大きく左右
されるため、目標設定の意味があまりない。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

　申請書類を外部印刷から庁内印刷に変更し、コスト削減を
図った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

　開発地の周辺住民が開発に反対して、開発申請書類の情
報開示請求するケースが毎年数件あり、ごく一部の個人情
報を除き公開している。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.37 土地の有効利用と都市景観の保全

現状 今後

○

計画値 実績値

1 件 200 144

2 件 500 393

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○一定規模の宅地開発事業について、その開
発内容を審査し指導を実施
○小規模要綱協議申出書の受付、審査し協議
先の指示等を実施
○社会情勢の変化等に対応するため、開発指
導要綱施行基準等の検討、整備を実施

平成24年度
実施内容

　一定規模の宅地開発事業について、その開
発を審査、指導し、開発同意、完了検査等の事
務を行った。

要綱開発同意件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 開発業者（施工業者）建築主

事業の目的
良好な都市環境の形成及び保全を図る。
建築確認申請の事前の調査・協議（小規模要綱協議申出）を行う。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 開発指導要綱に係る事務 担当部局・課
建築都市部

審査指導課

事業概要

八尾市開発指導要綱に定める開発事業申請の同意事務を行う。
・宅地開発に係る窓口相談業務
・要綱開発申請の受理、審査、同意
・要綱開発工事の完了検査、検査済証の発行業務
・小規模要綱協議申出書の受付、審査
社会情勢の変化等に対応するため、開発指導要綱施行基準等の検討、整備を行う。

評価の観点 評価内容

小規模要綱協議届出書の処理件
数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法律に基づく事務であり、市の関与や役割分担を見直す必
要が無い

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

　開発件数が、景気等の社会情勢に大きく左右されるため、
目標値の設定にあまり意味はない。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

　係の人員が削減された中で前年度と同様の事務量を処理
しており効率的に事務を行ったと評価できる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

　開発指導要綱の無料配布やＨＰ掲載など開発手続の情報
提供を行った。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.37 土地の有効利用と都市景観の保全

現状 今後

99 ○

計画値 実績値

1 回 4 4

2 件 120 247

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○久宝寺寺内町まちなみ保全要綱に基づく助
言及び指導
○景観形成地域における建築行為への景観に
関する助言と指導
○大阪府屋外広告物条例に基づく許認可事務
○景観行政の更なる推進

平成24年度
実施内容

○計画どおり助言・指導・許認可等を行った。
○景観行政の更なる推進のため、八尾市の景
観計画策定のための検討を実施した。

先進事例の調査研究 先進都市との意見交換並びに視察

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,245 実績額（千円） 2,354

平成24年度
計画内容

事業の対象
市内に存する建築物や工作物。久宝寺寺内町地区の住民及び訪れる住民。一定規模以上の建築物及び工作物の建
設。

事業の目的

魅力ある都市景観を形成し、歴史的な景観を保全する。
久宝寺寺内町の町並みについて、住民主体で保全を行うと共に、民間家屋等の修景についての助言・指導を実施する。
大阪府景観条例に基づき、届出等に関する事務を行うことにより、申請者の利便と本市の都市景観形成に貢献する。
屋外広告物について必要な規制を行い、良好な景観の形成又は風致の維持及び公衆に対する危害の防止を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 都市景観形成基本計画推進事業 担当部局・課
建築都市部

都市政策課

事業概要

景観法等の活用による魅力的な景観の維持・保全
を行う。
環濠都市としての歴史的遺産である久宝寺寺内町の町並みについて、住民主体で保全を行うと共に、民間家屋等の修
景についての助言・指導を行う。
大阪中央環状線及び大阪外環状線の景観形成地域における、建築行為への景観に関する助言や指導を行う。
屋外広告物における必要な規制について、許認可を行う。

評価の観点 評価内容

屋外広告物の許可 屋外広告物の許可

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

良好な都市景観を形成するための計画を策定検討する事
業であり、市の関与は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

良好な都市景観を形成するための計画を策定検討する事
業であり、有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

計画の策定については、市や専門家及び市民で構成される
検討委員会を設置して検討を行っており、実施手法は適正
である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

計画を策定するための検討委員会については、市や専門家
及び市民で構成されており、協働の取組みを推進できた。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.38 魅力ある都市核などの充実

現状 今後

○ 100 ○

計画値 実績値

1 ％ 64 85

2 ％ 64 85

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○関係機関との協議調整
○工事実施（駅舎、自由通路、北側道路）
○サイン整備

平成24年度
実施内容

○関係機関との協議調整
○工事実施（駅舎、自由通路、北側道路）

JR八尾駅周辺整備の内、駅舎、自
由通路、踏切改良、周辺道路、自
転車駐車場、南側駅前広場の整
備率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,549,542 実績額（千円） 1,988,038

平成24年度
計画内容

事業の対象 JR八尾駅周辺地域

事業の目的 ＪＲ八尾駅周辺整備の推進により、駅及び駅周辺の安全性、利便性及び防災性の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 JR八尾駅周辺整備事業 担当部局・課
建築都市部

都市整備課

事業概要
地域が抱える都市課題への早急の対応として、市民生活の安全性・利便性等に対し効果が期待できる都市基盤整備を
図る。地元協議会等の論議を見極めながら、住民参画の下で具体的な事項について検討を進める。

事業進捗率
全体事業費に対する当該年度までの事業進捗率（事業費
按分率）

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民生活の利便性向上やＪＲ八尾駅周辺の安全性の向上
を図るため、市の事業計画等に地域住民の意見を反映する
ことを目指している。

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

現総合計画において副次核として位置付けられている当該
地の基盤整備を推進する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標に基づき、事業発注等を行い、年次計画どおり
事業を推進する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

専門的な知識を有する部分については、外部委託も活用し
ており効率的もよい。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.38 魅力ある都市核などの充実

現状 今後

120 ○

計画値 実績値

1 ㎥/分 2.8 2

2 件 5 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○上部利用施設の運営（民間事業者）
○再生水利用の開始

平成24年度
実施内容

・上部利用施設の運営（民間事業者）
・再生水利用の開始

処理水供給量 竜華地区内再生水供給量とする。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,640 実績額（千円） 1,921

平成24年度
計画内容

事業の対象 大阪府内住民八尾市域住民

事業の目的
下水処理場の上部に、広域的施設を立地することにより市民生活の向上に寄与する。
地区計画による施設立地により、まちの活性化を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 竜華都市拠点地区まちづくり事業 担当部局・課
建築都市部

都市整備課

事業概要
竜華水みらいセンターの上部利用に伴う補強負担とともに大阪府と協力して上部利用を行う。
竜華水みらいセンターから排出される処理水を高度処理し、竜華地区の潅水及びせせらぎ（人工の水路）に活用する。

評価の観点 評価内容

竜華都市拠点地区まちづくりに関
する関係者との協議件数

・竜華都市拠点地区まちづくりに関する関係者（大阪府、庁
内関係機関、地区内地権者）との協議件数としている。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

竜華地区におけるまちづくりとして妥当。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

竜華地区におけるまちづくりとして有効。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

竜華水みらいセンター上部利用については、大阪府と連携
し、利用の促進をおこなった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

再生水活用（せせらぎ）事業については、民間事業者との協
働ですすめている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.38 魅力ある都市核などの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 5 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

再生水利用の開始、試験運用

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○再生水利用の開始、試験運用
平成24年度
実施内容

事業の目的
誰もが安全に安心して利用できる人に優しいまちづくりを促進するため、橋上駅舎である久宝寺駅と駅前に立地する施設
を２階レベルで結ぶための人工デッキの維持管理を行う。
また、竜華水みらいセンターから排出される処理水の再利用施設の維持管理等を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 10,580 実績額（千円）

事業概要 竜華地区内の再生水利用、人工デッキ等の維持管理及び施設の管理引継ぎ。

事業の対象 施設利用者

事務事業名 竜華都市拠点地区施設管理業務 担当部局・課
建築都市部

都市整備課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

5,424

竜華都市拠点地区施設管理に関
する関係者との協議件数

・竜華都市拠点地区施設管理に関する関係者（大阪府、庁
内関係機関、地区内地権者等）との協議件数としている。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

竜華地区におけるまちづくりとして妥当。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

竜華地区におけるまちづくりとして有効。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

再生水活用事業に関しては、行政主導。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

再生水活用におけるせせらぎについては、民間事業者と協
働ですすめている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.38 魅力ある都市核などの充実

現状 今後

100 ○

計画値 実績値

1 回 10 16

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

国土交通省大阪航空局、大阪府、大阪市等関
係機関との協議を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○土地利用検討結果に沿った都市機能の導入
平成24年度
実施内容

事業の目的
西側跡地の土地利用を周辺住民の生活環境向上に役立てる。
八尾空港周辺地域の活性化及び総合計画の新都市核を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 183 実績額（千円）

事業概要
大阪府・大阪市等関係機関との連携のもと、国に対し国有地である八尾空港西側跡地の土地活用方策及び整備手法等
についての提案や要望を行い、地下鉄八尾南駅前という立地特性を活かした地域住民の利便性向上に寄与する都市機
能の導入など、新都市核にふさわしい、魅力ある都市環境の誘導を図る。

事業の対象 八尾空港周辺市民

事務事業名 八尾空港西側跡地活性化促進事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

関係機関との協議回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

大規模な未利用用地であり、まちづくりに与える影響も大き
い事が予測される。また、本市の新都市核の位置づけもあ
り、市が利活用を促す必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標については、協議回数としているが、最終目標は、土地
の有効活用である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.38 魅力ある都市核などの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 1 1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

○計画における事業について関係機関との調
整等

平成24年度
実施内容

・関係機関との調整
・都市防災関連事業に関するまちづくりの技術
研修への参加

八尾空港周辺地域・災害に強いま
ちづくりに関する協議回数

・八尾空港周辺地域・災害に強いまちづくりに関する協議
（八尾富田林線整備促進協議会等）回数としている。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 89 実績額（千円） 86

平成24年度
計画内容

事業の対象 八尾空港周辺地域

事業の目的 市民が安全で安心して快適に暮らせる活力あるまちづくりと広域ネットワークの形成を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 八尾空港周辺地域・災害に強いまちづくり計画 担当部局・課
建築都市部

都市整備課

事業概要
八尾空港周辺地域において、災害に強いまちづくりを進めるため、地域の防災性の向上や広域道路ネットワークの形成
を図る。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

災害に強いまちづくりを推進するため、地域の防災性向上
は必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

災害に強いまちづくりを推進するため、地域の防災性向上
は必要。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

前年並みの効率性を維持。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域住民のまちづくりに対する積極的な参加を図り、地域と
行政が共有したまちづくりを進めることが必要。

評価の観点 評価内容



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.38 魅力ある都市核などの充実

現状 今後

100

計画値 実績値

1 回 1 1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市内面的一団地の活用に向けた関係機関と
の協議および整備手法・事業化の検討
・市立病院跡地活用事業者の募集

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○地元の都市基盤関連の相談への対応
○都市基盤関連の課題解決の為の事業化の
検討
○市内面的一団地の活用に向けた調査及び検
討

平成24年度
実施内容

事業の目的 都市機能の向上、都市防災の推進により、市域の利便性及び安全性の向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,298 実績額（千円）

事業概要
都市の再生や機能の高度化をめざして地区の課題の解決、災害に強い都市の構築及び土地利用の促進、市内面的一
団地の活用等のため、面的な整備の推進を図る。市立病院跡地活用事業事業について土地譲渡までに適正な用地管理
に向けた整備を行う。

事業の対象 市域全域

事務事業名 市街地整備関連事業 担当部局・課
建築都市部

都市整備課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

5,333

市街地整備に関する関係機関との
協議回数

・現時点は、市街地整備に関する関係機関（大阪府等）との
協議回数としている。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

駅周辺の活性化、交通利便性の確保、住み良いまちづくり
を推進していく等、計画的市街地整備を促進するもので、事
業目的は適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

事業を進めていくには、地元住民、地権者、商業者、鉄道事
業者などの協力が不可欠であり、協議等を続けている手法
は適切である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市立病院跡地事業者募集においては、一般公募型提案競
技と買受希望価格見積の併用方式により事業提案を募り、
事業者選定をおこない、適正かつ効率的に事業をおこなっ
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市立病院跡地事業者募集において、応募された提案につい
ては情報公開を進め、透明性を高めた。また、市街地整備
事業を進めるには、地域住民の意見を反映させる。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.38 魅力ある都市核などの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 1 1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

土地区画整理事業における関係機関との協議
およびヒアリングの実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○土地区画整理の事業化に向けた調査及び関
係者協議

平成24年度
実施内容

事業の目的
公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法の定めに従って行われる土地の区画形質の変
更及び公共施設の新設又は変更に関する事業を推進することにより、安心・安全かつ機能的で潤いのあるまちづくりをめ
ざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 土地区画整理事業法に基づく手続き等を行う。

事業の対象 区画整理事業中の建築事業者土地区画整理組合等

事務事業名 土地区画整理事業関係事務 担当部局・課
建築都市部

都市整備課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

0

土地区画整理事業に関する関係
機関との協議回数

・土地区画整理事業に関する関係機関（大阪府等）との協議
回数としている。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

魅力ある市街地整備には必要。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

事業実施に至る箇所はなかったが、関係機関との協議およ
び庁内関係課との情報共有は継続している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業実施予定箇所がないため、前年度並みの効率性を維
持。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

区画整理事業完了後の土地確定図の閲覧等により、情報
公開での透明性は確保。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.38 魅力ある都市核などの充実

現状 今後

601004

計画値 実績値

1 ％ 81 91.9

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

久宝寺寺内町の歴史的遺産の継承者づくりの
場を提供するとともに、八尾市のまちづくりに関
する地域活動を支援した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○久宝寺寺内町の歴史的遺産の継承者づくり
と八尾市のまちづくりについての地域活動の支
援及び施設貸出

平成24年度
実施内容

事業の目的 久宝寺寺内町の歴史的遺産の継承者づくりと八尾市のまちづくりについての地域活動の充実を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,751 実績額（千円）

事業概要 久宝寺寺内町の歴史的遺産の継承者づくりと八尾市のまちづくりについての地域活動の支援及び施設貸出を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 まちなみセンター管理運営事務 担当部局・課
建築都市部

都市政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

2,802

施設利用率 年間の施設利用率

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

歴史的遺産の継承者づくりと八尾市のまちづくりについての
地域活動を支援することにより、市民ニーズに応えるととも
に平成26年度（予定）の指定管理者制度導入に向けて適正
に事業を進めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標（施設利用率）の実績が計画値を上回り、八尾市のまち
づくり活動に貢献した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

施設利用率が向上していることから、効率的な施設管理業
務が行えた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

久宝寺寺内町の歴史的遺産の継承者づくりの場を提供し、
地域が開催するイベントを通じ、地域分権の推進に寄与し
た。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.38 魅力ある都市核などの充実

現状 今後

101

計画値 実績値

1 団体 2 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・街づくり活動支援制度要綱に基づく、街づくり
協議会への支援（アドバイザー・コンサルタント
派遣）
・専門委員会の開催
・街づくり活動支援制度要綱等のＰＲ及び協議
会等の募集
・支援団体による街づくり提案書の作成

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○街づくり活動支援制度要綱に基づく、街づくり
協議会及び同研究会2団体程度の支援
○専門委員会議（委員３名）の開催
○街づくり活動支援制度要綱等のＰＲ及び協議
会等の募集
○街づくり提案の庁内調整

平成24年度
実施内容

事業の目的
住民主体のまちづくり活動の支援及び啓発により、「市民主役の自律都市」の実現及び都市計画マスタープランの充実を
図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,894 実績額（千円）

事業概要 都市基盤分野における地域主体のまちづくりを促進し、住民主体のまちづくり活動の支援及び啓発を行う。

事業の対象 まちづくり活動を行う地域住民等

事務事業名 まちづくり支援・啓発事業 担当部局・課
建築都市部

都市政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

2,617

街づくり推進団体数
平成27年度時点で、街づくり推進団体数を10団体とす目標
値に対する設立された街づくり推進団体の累計数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

都市基盤分野における地域主体のまちづくりを促進し、活動
の支援及び啓発を行う事業であるため、妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

都市基盤分野における地域主体のまちづくりを促進し、活動
の支援及び啓発を行う事業であるため、有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域の要請に応じてアドバイザーやコンサルタントを派遣
し、効率的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域主体のまちづくりを促進したため地域分権の推進に寄
与した。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.39 都市計画道路などの整備

現状 今後

102 801021

計画値 実績値

1 ％ 46.7 46.7

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民のニーズを考慮して妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

めざす暮らしを実現するための事務事業であり、目標どおり
の実績をあげた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業概要
都市における円滑な交通機能の確保と都市景観を形成する空間、都市防災等の機能を備えた良好な市街地の形成を図
り、安全で快適な日常生活を営むための道路整備を図る。また、社会状況や都市構造等の変化に対応し、効率的、効果
的な都市計画道路の整備計画となるよう見直しも進める。

効率的な事務事業ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地権者等へ事業の説明をしながら事業をすすめた。

評価の観点 評価内容

計画額（千円） 325,465 391,868

事務事業名 都市計画道路整備事業 担当部局・課
建築都市部

都市整備課

○用地等の取得（久宝寺線）
○用地管理業務（東大阪中央線）
○測量業務（久宝寺緑地線）
○都市計画道路見直しの個別路線の確認及び
カルテの検討

事業の対象 市民当該道路利用者

事業の目的
交通利用者に対して交通のネットワーク化を図ることにより、交通渋滞の緩和と歩行者の利便性や安全性を確保するた
め。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

実績額（千円）

平成24年度
計画内容

○用地等の取得（久宝寺線）
○用地管理業務（東大阪中央線）
○測量業務（久宝寺緑地線）
○都市計画道路見直し評価業務

平成24年度
実施内容

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

都市計画道路整備率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.39 都市計画道路などの整備

現状 今後

100

計画値 実績値

1 ％ 16.7 16.8

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地区計画に基づき計画

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

街区内道路整備を実施した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業概要
都市のスプロール化を防ぎ、市街地として積極的なまちづくりの推進と土地利用の適正化並びに防災上の安全なまちづく
りを進めるため、地区計画に位置づけられた道路網を整備する。

関係者との協議を行い達成した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施にあたり地区との協議を行い地域理解を得てい
る。

評価の観点 評価内容

計画額（千円） 60,021 56,374

事務事業名 街区内道路整備事業 担当部局・課
建築都市部

都市整備課

市道久宝寺第53号線道路整備工事 L= 88.68m
市道久宝寺第87号線外道路整備工事
L=147.88m
市道高安第106号線道路整備工事　L=7.40m
市道久宝寺第53号線用地買収 A=157.30㎡

事業の対象 地域住民

事業の目的
地区計画により位置づけされた街区内道路を整備することにより、スプーロール化を防ぎ市街地として積極的なまちづくり
の推進と、対象者の土地利用の促進・適正化、並びに防災上安全なまちづくりが推進できる。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

実績額（千円）

平成24年度
計画内容

○各街区内道路整備
平成24年度
実施内容

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

街区内道路整備率 （整備済延長／整備予定延長）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.39 都市計画道路などの整備

現状 今後

計画値 実績値

1 回 1 2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市の役割として妥当

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目指す暮らしの姿を実現させるために要望を行った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業概要 都市計画道路の整備促進について、関係機関にはたらきかけ、早期実現をめざす。

事業は効率的に実施。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

各市連携し、公式な要望を行った。

評価の観点 評価内容

計画額（千円） 77 75

事務事業名 都市計画道路の整備促進事業 担当部局・課
建築都市部

都市整備課

関係機関に対して整備要望を行った。

事業の対象 関係機関市民当該道路利用者

事業の目的 交通のネットワーク化を早急に図るため、関係機関に対して事業の早期実施を働きかける。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

実績額（千円）

平成24年度
計画内容

○関係機関に対して整備促進のための働きか
け

平成24年度
実施内容

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

要望回数 関係機関への要望回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

103 808001 ○

計画値 実績値

1 ヶ所 44 32

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○市道志紀第30号線道路拡幅工事　L=105.8m
他

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市内各市道拡幅及び新設・改良工事
平成24年度
実施内容

事業の目的
市管理道路を通行する歩行者や自転車や通行車両を対象とし、通行の安全性や快適性を高め、生活の基盤となる住環
境の改善を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 120,459 実績額（千円）

事業概要 都市基盤整備とともに良好な居住環境を図るため、各地域の状況を考慮しつつ、道路、橋りょうの新設改良等を図る。

事業の対象 市管理道路利用者

事務事業名 道路橋りょう新設改良事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

120,380

整備箇所数 道路拡幅及び新設・改良工事を実施した箇所数。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

道路は市民生活において密接に関連しており、生活の基盤
となる住環境の改善を図るための道路拡幅や、道路の新
設・改良工事は必要不可欠である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

道路拡幅や道路の新設・改良工事を実施することにより、歩
行者や自転車の通行の安全性や快適性を高めることが出
来た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事前に事業調整を十分図ったうえで、事業着手することによ
り、効率的に事業を進めることが出来た。また、社会資本総
合交付金の活用によりコスト削減を図ることが出来た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施にあたっては、地域住民の方と十分協議を行い、
理解と協力を得たうえで作業を進めている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

計画値 実績値

1 回 2 2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

中部防災拠点へのアクセス道路である八尾富
田林線、木の本田井中線の整備を主な課題とし
て、整備手法、整備スケジュール等の方針につ
いて、関係機関と協議を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○関係機関との調整、地元協議等
平成24年度
実施内容

事業の目的
八尾空港周辺地域の災害に強い安全で快適なまちづくりの推進を図る。
道路利用者に対して交通のネットワーク化を図ることにより、空港北部地域の交通機能の質的向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 八尾空港周辺地域・災害に強いまちづくり構想及び各地区懇談会等の住民ニーズを踏まえ周辺地域の整備を行う。

事業の対象 地域住民

事務事業名
八尾空港周辺地域・災害に強いまちづくり

推進事業
担当部局・課

土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

関係機関との協議回数
八尾空港周辺地域・災害に強いまちづくり推進事業に関す
る関係機関との協議回数。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

八尾空港周辺地域・災害に強いまちづくり構想及び各地区
懇談会等の意見を踏まえ、地域と一体となった災害に強い
まちづくりをめざしており、必要不可欠な事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

中部防災拠点へのアクセス路として重要な役割を担う八尾
富田林線、木の本田井中線の整備について、大阪府へ働き
かけることにより、事業の必要性、理解を促すことが出来
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

中部広域防災拠点へのアクセス路として重要な役割を担う
木ノ本田井中線の整備について、大阪府の支援を取り付け
るべく府へ働きかけた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施にあたっては、地域住民の方と十分協議を行い、
理解と協力を得たうえで作業を進めている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

116

計画値 実績値

1 ｍ 300 230

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

平野川管理用通路整備工事

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○平野川管理用通路整備について大阪府と協
議・調整
○進捗状況の把握

平成24年度
実施内容

事業の目的 平野川管理用通路を散策路として整備し、誰もが出歩きたくなるまちづくりを府市連携して推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 22,000 実績額（千円）

事業概要 府への要望と調整を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 平野川管理用通路整備促進事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

22,687

整備延長

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

環境にやさしいまちづくりを進める上で必要な事業であり、
市としては早期整備を府に対して求めていく。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

平野川沿いに連続した遊歩道整備を実施し、市民の憩いの
場として利用されている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大阪府と協働しながら、整備を進めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施に際しては、地域の協力を求めながら整備を進め
ている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

計画値 実績値

1 回数 10 8

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・クリーンアップロード作戦
・大阪府屋外広告物条例の事務委譲に伴う不
法広告物撤去　対策及び撤去委託事業
・放置自動車調査委託及び撤去委託事業

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○クリーンアップロード作戦等を展開
○不法屋外広告物及び放置自動車、バイク、自
転車の一掃とゴミのないきれいな街づくりに向
けた取り組み
○駅前広場の清掃実施により、景観の維持及
び快適な施設利用に向けた取り組み

平成24年度
実施内容

事業の目的
クリーンアップロード作戦等を展開することにより市民の景観に対する意識の向上を図る。
不法屋外広告物及び放置自動車、バイク、自転車の一掃とゴミのないきれいな街づくりをめざす。
駅前広場の清掃実施により、景観の維持及び快適な施設利用をめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,225 実績額（千円）

事業概要
近鉄八尾・ＪＲ志紀・ＪＲ久宝寺・地下鉄八尾南各駅広場の日常及び定期清掃業務を行うとともに、八尾市屋外広告物等
撤去対策協議会による、クリーンアップロード作戦及びシルバー人材センタへの業務委託により、きれいなまちづくりを進
める取り組みを行う。

事業の対象 道路の利用者及び駅前広場の利用者

事務事業名
環境美化活動推進事業

（クリーンアップロード作戦等）
担当部局・課

土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

10,189

活動実施率 （実施回数／目標回数（ｘ回／年））×100

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

不法屋外広告物・放置自動車等の撤去を行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

雨天を除いて、目標どおりの活動実施となった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

前年度の同様の手法で実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域役員等の参加があった。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 15 6

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

「八尾市私道舗装助成に関する要綱」に基づ
き、私道舗装助成の可否及び内容等について
私道舗装審査会に諮り、助成金の交付を行っ
た。（助成件数N=６件）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○私道舗装助成申請が出されたものについて、
「八尾市私道舗装助成に関する要綱」に基づ
き、私道舗装助成を実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 私道の舗装をするものに対し助成金を交付することにより、市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 10,800 実績額（千円）

事業概要 現に一般交通の用に供されている私道について、一定の基準のもと予算の範囲内で助成金を交付する。

事業の対象 助成申請者（市民）

事務事業名 私道舗装助成事業 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

6,510

助成申請達成度 助成件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・私道舗装審査会に諮り、助成金の交付を行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・実施（件数）が申請主義の為、目標が定めにくい。
・実施件数等は前年度より減少している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・実施（申請件数）が少なかったので、事業費は減少した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・市政だより等に助成事業内容を掲載して、ＰＲを図った。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

計画値 実績値

1 ㎡ 18,700 20,670

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

幹線道路　A= 5,169㎡
一般道路　A=14,698㎡

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○幹線道路　Ａ＝5,000㎡
○一般道路　Ａ＝13,700㎡

平成24年度
実施内容

事業の目的
道路法に基づき、道路を常時良好な状態に保つよう舗装の維持・補修を行い､一般交通の確保を図っていく。また、良好
な都市景観を創造する為の舗装整備を行う。
（上記サイクルの繰り返し）

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 102,220 実績額（千円）

事業概要
市域管理道路について、常時良好な状態に保つよう維持・補修するとともに、良好な都市景観を創造するための舗装整
備や未舗装道路等を整備する。

事業の対象 地域住民

事務事業名 道路舗装整備事業 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

106,481

補修面積

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズや緊急度を考慮し整備を進めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績の伸びは図れた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

路面性状調査に基づき維持補修計画を策定し、計画的に舗
装補修を実施することが出来た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市主体で事業を進める場合が多かった。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

103 808001

計画値 実績値

1 千円 198,610 191,867

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

街路樹関係：35,287千円
路側整備：4,133千円
防護柵補修：3,883千円
交通安全施設補修：3,360千円
道路維持補修工事：76,535千円
その他工事等：69,911千円

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○道路橋りょう維持管理
平成24年度
実施内容

事業の目的 道路法に基づき道路橋梁を常時良好な状態に保つよう橋梁の維持補修を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 188,924 実績額（千円）

事業概要 市域の道路橋梁について、常時良好な状態に保つよう維持補修を行う。

事業の対象 地域住民

事務事業名 道路橋りょう維持管理 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

193,109

維持管理費

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズや緊急度を考慮して道路維持補修等を実施し
た。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民ニーズが多様化してきており、予算・人員等不足するな
か年間単価契約や年間管理業務を実施し緊急度の高い補
修箇所から迅速に維持補修を行った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

年間単価契約や年間管理業務を実施しコストの削減を図っ
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市主体で事業を進める場合が多かった。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 100 95

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

・調査の委託料1,512千円（A＝154ｈａ）上之島
町北他
・改善の工事費8,422千円（95箇所）相生町他

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○調査の委託料
3,500千円（Ａ＝250ha）
○改善の工事費
8,500千円（80ヶ所）・八尾木他

平成24年度
実施内容

事業の目的 市域全域における、既設排水施設の点検蓋の安全性の確認を行い、生活環境の改善を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,800 実績額（千円）

事業概要 道路安全の確保のため、道路敷地内の既設排水施設の点検蓋の不良箇所の改善を図る。

事業の対象 地域住民

事務事業名 道路敷地内危険箇所（点検蓋）改善事業 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

9,934

改善箇所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

危険箇所を改善することにより、市民の安全・安心の確保が
出来きた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ほぼ目標通り実施できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

前年度の調査業務、パトロール等をもとに危険蓋の補修工
事を実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市主体で事業を進める場合が多かった。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

○ 103 ○

計画値 実績値

1

（反射・照
明）基
（防止柵）
ｍ

（反射）40
（照明）16
（防止柵）

300

（反射）51
（照明）14

（防止柵）530

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

道路照明灯設置：Ｎ＝14基
道路反射鏡設置：Ｎ＝51基
防護柵：Ｌ＝530ｍ

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○道路反射鏡　Ｎ＝40基
○道路照明灯　Ｎ＝25基
○転落防止柵　Ｌ＝300ｍ

平成24年度
実施内容

事業の目的 交通安全施設整備を行うことにより、交通事故防止等を含め、交通環境の改善を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 21,000 実績額（千円）

事業概要
交通安全のため、道路反射鏡等の施設整備を行う。
また、新設する道路照明灯については、環境にやさしいLED道路照明灯の推進を図る。

事業の対象 地域住民

事務事業名 交通安全施設等整備事業 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協力
して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

21,000

交通安全施設設置数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

設置基準等により判断し予算の範囲内で対応した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標通りの実績値は確保した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

直営作業を増やすことでコストの削減を図れた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域との連携をとり、事業の遂行に取り組めた。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

計画値 実績値

1 台 0 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

－

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

－
平成24年度
実施内容

事業の目的 維持作業車等の効率的な更新を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 維持作業車等の経過年数等による車両の更新

事業の対象 所管車両

事務事業名 維持作業車等更新事業（道路） 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

0

入替台数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

維持車両等買換計画の検討

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

維持車両等買換計画の検討

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

維持車両等買換計画の検討

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市主体の事業である。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

103

計画値 実績値

1 ％ 41 43.4

2 ％ 66.5 66.1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○交通バリアフリー基本構想に基づく道路特定
事業

平成24年度
実施内容

○市道八尾第401号線　L=107.0m　他

公共施設を利用する際にバリアフ
リーであると感じる市民の割合

公共施設を利用する際にバリアフリーであると感じる市民の
割合。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 46,600 実績額（千円） 46,598

平成24年度
計画内容

事業の対象 身体障害者・高齢者・交通弱者等の全ての市民

事業の目的
交通バリアフリー基本構想に基づき、道路特定事業計画を策定し、駅周辺の道路及び駅前広場などの重点的・一体的な
バリアフリー化を図り、すべての市民が安全・安心して移動できる街づくりを推進する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 交通バリアフリー整備構想推進事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

事業概要
交通バリアフリー構想を策定した鉄道駅を中心に概ね５００ｍ以内に立地する公共施設･集客施設等の周辺並びにそれら
を連絡する道路において、バリアフリー化を図る。

評価の観点 評価内容

特定道路（生活関連経路）におけ
るバリアフリー化の整備率

1日の利用客が5,000人以上の特定旅客施設（市内7駅）の
周辺地区における特定道路（生活関連経路）のバリアフリー
化の整備率。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

高齢者や身体障害者の方をはじめ、多くの人々が通行する
特定旅客施設を中心とした特定道路における歩道整備（バ
リアフリー化）は、誰もが安全安心に移動できるために必要
不可欠である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

「バリアフリー化の整備率の指標」が計画値に届いていない
が、誰もが安全安心に移動できる歩行空間の整備に向け、
確実に事業計画は進んでいる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

特定旅客施設（市内7駅）の周辺地区について作成した特定
道路事業計画に基づき、計画的な歩道整備（バリアフリー
化）を行うことにより、効率的に事業を進めることが出来た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施にあたっては、地域住民の方と十分協議を行い、
理解と協力を得たうえで作業を進めている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

○ 103 ○

計画値 実績値

1 ％ 22.7 22

2 ％ 22.4 24.1

3 ％ 44.8 48.3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○市内各市道交通安全施設等整備
平成24年度
実施内容

○市道八尾第221号線歩道設置工事　Ｌ＝
56.4m　他

道路が安全に利用できると思う市
民の割合

道路が安全に利用できると思う市民の割合。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 164,950 実績額（千円） 170,127

平成24年度
計画内容

事業の対象 身体障害者・高齢者・交通弱者等の全ての市民

事業の目的
交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、もって交通事故の防止・
交通の円滑化を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 交通安全施設等整備事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

事業概要 交通安全のための道路改良を行う。

評価の観点 評価内容

通学路安全対策工事に着手した
小学校数（全体）

八尾市内の小学校毎の通学路について、「児童の通行数」
と「車両の通行台数」より優先度をＡ～Ｆの６段階に区分し、
交差点のカラー化や路側帯のカラー化等の安全対策工事
に着手したＡ～Ｆ（全体）の路線の校数の割合。

通学路安全対策工事に着手した
小学校数（Ａ～Ｃ）

八尾市内の小学校毎の通学路について、「児童の通行数」
と「車両の通行台数」より優先度をＡ～Ｆの６段階に区分し、
交差点のカラー化や路側帯のカラー化等の安全対策に着
手した優先度Ａ～Ｃの路線の校数の割合。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民生活の基盤となる生活道路の利便性、安全性を向上さ
せるためには、歩行空間の確保等、安全施設の整備は必要
不可欠である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

水路暗渠化による歩行空間の確保や、歩道の段差解消の
ほか、歩道整備が困難な場所については、路面のカラー舗
装化等により、市民生活の利便性・安全性を向上させること
が出来た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

通学路を中心とした生活道路の事故防止対策として策定し
た通学路安全対策計画に基づき、計画的な安全対策工事
を行うことにより、効率的に事業を進めることが出来た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

交通安全総点検等により地域の実情把握・情報共有を図
り、市民ニーズに基づく事業に取り組んだ。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

計画値 実績値

1 件 600 423

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

河川・水路への水道管等埋設や宅地等への出
入りのための通路橋の設置に伴う、占用申請の
受付、許可事務及び占用料の徴収を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○準用河川及び水路（法定外公共物）に係る占
用許可及び占用料の徴収

平成24年度
実施内容

事業の目的
河川、水路の本来の使用目的である水路施設以外に、河川管理者以外の者が水路敷地等を占用することを許可し、占
用料を徴収する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
Ⅰ．準用河川の占用・施行承認許可
Ⅱ．法定外公共物の占用・施行承認許可
Ⅲ．河川、水路に関する工事調整（区間や時期等）

事業の対象 準用河川、法定外公共物占用者

事務事業名 河川水路占用許可等に関する事務 担当部局・課
土木部

土木総務課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

河川水路占用許可申請

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

占用申請に基づき、許可事務を行うとともに占用料の徴収
に努めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民生活に必要なものである。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

占用システムにより効率的に実施。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

申請は透明性を高めている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

156

計画値 実績値

1 分 8.5 8.5

2 件 80 91

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○河川・水路台帳更新
平成24年度
実施内容

河川・水路の工事実施に伴い管理台帳の更新
を行った。

窓口業務の迅速化
法定外公共物に関わる調査窓口対応について、迅速化を

 図る。
平成17年度は、かなり窓口対応も時間がかかっている。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 31,502 実績額（千円） 30,913

平成24年度
計画内容

事業の対象 準用河川、法定外公共物を利用するもの

事業の目的

河川水路に関する適正な財産管理
システムによる事務処理の迅速化
用途廃止による歳入を確保
河川水路占用に関する基礎データの確保
河川水路に関する権原の確保

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 河川水路管理（財産管理） 担当部局・課
土木部

土木総務課

事業概要

工事等に伴う普通河川・水路構造物の台帳更新及び整備等
システムによる河川台帳に関するデータの更新及び整備等
用途廃止（水路敷）に関する調査・調整等
水路敷の寄付・帰属・交換に関する処理

評価の観点 評価内容

法定外公共物境界明示申請 法定外公共物(里道・水路）の境界明示申請件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

台帳更新により適正な財産管理に努めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

適正な財産管理を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

台帳管理システムにより効率的実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

適正な財産管理により透明性を高めている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

計画値 実績値

1 件 2,300 3,002

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

道路への水道管等埋設や電柱等設置の場合
の占用申請の受付、許可事務及び占用料の徴
収を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○占用に係る占用許可及び占用料の徴収
平成24年度
実施内容

事業の目的
道路の本来の使用目的である一般交通以外に、道路管理者以外の者が道路を占用することを許可し、占用料を徴収す
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
Ⅰ．市道と法定外公共物（里道）の占用・施行承認許可と道路掘削許可
Ⅱ．ＪＲ久宝寺駅自由通路の占用・施行承認許可
Ⅲ．道路に関する工事調整（区間や時期等）

事業の対象 道路占用者

事務事業名 道路占用許可等に関する事務 担当部局・課
土木部

土木総務課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

道路占用許可申請

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

占用申請に基づき許可事務を行うとともに占用料の徴収に
努めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民生活に必要なものである。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

占用システムにより効率的に実施。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

申請は透明性を高めている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾
政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.40 生活道路の整備と維持

現状 今後

156
801021
808001

計画値 実績値

1 分 7.5 7.5

2 km 32.4 32.4

3 ％ 76.5 76.7

4 ％ 95.5 95.5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○道路台帳等更新
平成24年度
実施内容

道路の新設や改良に伴い、認定・廃止・区域変
更等の道路法に基づく手続きと管理台帳の更
新を行った。

窓口業務の迅速化
窓口対応１人あたりの対応時間を短縮し業務の効率化・適
正な業務サービスを行う。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 36,531 実績額（千円） 31,756

平成24年度
計画内容

事業の対象 道路（市道）を利用するもの・境界明示を行うもの・法務局への登記を行うもの・工事を行うもの

事業の目的

道路に関する適正な財産管理
システムによる事務処理の迅速化
道路占用に関する基礎データの確保
道路に関する権原の確保
窓口閲覧用ＰＣによる市道認定内容の確認
交付税算定基礎数値積み上げ処理の迅速化
道路更新処理等における迅速化・効率化
基準点成果の迅速な窓口での閲覧・交付
基準点の使用承認の迅速化
基準点の成果の正確な更新

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 道路管理（財産管理） 担当部局・課
土木部

土木総務課

事業概要

工事等に伴う市道構造物等の台帳更新及び整備、データ入力等
国土交通省等に対する報告及び各種調べの作成
用途廃止（里道）に関する調査・整備等
道路敷等の寄付・帰属・交換に関する処理
市道認定業務
街区基準点の閲覧複写の交付・使用承認処理
復元・廃点に伴う国土地理院・土地水資源局への届出

街路樹延長【市道のみ】
《所管課調》
国土交通省 「道路交通管理統計調査」緑化済道路延長

道路改良率【市道のみ】
 《所管課調》算出基準、根拠等は公共施設状況調に準ずる

改良済延長／実延長

道路舗装率【市道のみ】
 《所管課調》算出基準、根拠等は公共施設状況調に準ずる

舗装済延長／実延長

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

適正な財産管理により透明性を高めている。

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

台帳更新により適正な財産管理に努めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

適正な財産管理を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

台帳管理システムにより効率的に実施した。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.41 公園とまちの緑化による緑のある暮らし

現状 今後

31 601004 ○

計画値 実績値

1 ha 1.8 1.82

2 ㎡ 0.018 0.08

3 ％ 0.011 0.043

4 ㎡ 0.019 0.09

5 ％ 0.011 0.044

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○南木の本第２公園 (A=1.8ha) 施設整備
○ハイキング道（十三街道）整備

平成24年度
実施内容

○南木の本第２公園(A=1.8ha)施設整備
（南木の本防災公園）
○ハイキング道（十三街道）整備

公園整備面積 当該年度の都市公園の整備面積

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 394,098 実績額（千円） 371,151

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的
自然の供給・地域を中心としたレクリエーションの場の提供・地域コミュニティの醸成による市民福祉の向上及び健康増進
等と、災害時の緊急避難場所を提供する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 公園・緑地整備事業 担当部局・課
土木部

みどり課

事業概要 良好な都市景観を形成するとともに、市民の憩いの場である公園、緑地等の整備を進める。

市民1人当り公園面積
 《所管課調》算出基準、根拠等は公共施設状況調に準ずる

全公園面積（都市公園＋その他の公園）／人口（住民基本
台帳人口＋外国人登録者数）

市の面積に占める公園面積の割
合

 《所管課調》算出基準、根拠等は公共施設状況調に準ずる
全公園（都市公園等＜都市計画区域内＞＋その他の公園
＜都市計画区域外＞）の面積／市域面積×100

都市計画区域内人口1人当り都市
公園等面積【市立+市立以外】

《所管課調》算出基準、根拠等は公共施設状況調に準ずる

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

公園開設にあわせて、開園式を開催するなど、市民への公
園に対する意識の高揚を図った。

評価の観点 評価内容

都市計画区域の緑地面積率
《所管課調》（都市公園面積（供用済）＋風致地区面積）／都
市計画区域面積

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地域を中心としたレクリエーションの場の提供・自然の供給
を行い、一人当たり公園面積の拡大を図った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

南木の本第２公園（南木の本防災公園）の整備を行い、開
園した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域の意見を公園の計画案づくりに反映させて事業実施を
行ったため、公園に対する市民の愛着が生まれた。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.41 公園とまちの緑化による緑のある暮らし

現状 今後

計画値 実績値

1 ha 0.3 0

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

大阪府に公園用地取得の要請を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○早期、公園開設に向け大阪府に公園用地
（0.3ｈａ）の取得の要請を実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 本市において、唯一の広域公園であり、また、本市の公園整備水準の低い状況では、重要な公園である。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 久宝寺緑地の未開設区域（9.7ｈａ）の早期実現化を大阪府に要請する。

事業の対象 市民

事務事業名 久宝寺緑地整備促進 担当部局・課
土木部

みどり課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

用地取得面積 未開設部の用地取得面積

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

都市の貴重な空間を緑豊かな公園として拡大することで、環
境保全やレクリエーション機能等の充実とあわせ、防災公園
としての機能拡充を図ることができるため事務事業の実施
は妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

めざす暮らしの姿を実現するうえで、概ね有効な実績をあげ
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

僅かなコストで効率よく事務事業を行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

概ね取り組みを進められた。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.41 公園とまちの緑化による緑のある暮らし

現状 今後

601004
808001

○

計画値 実績値

1 ％ 1.5 1.8

2 箇所 1.5 1

3 ％ 1.3 1.8

4 ％ 0 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○太子堂公園（A=0.29ha)  施設改良
○桂公園　実施設計
○【その他施設整備】
　時計塔設置
　水場設置
　休憩施設設置
　照明灯設置
　遊戯施設改良
　遊戯施設設置
　管理施設改良
　健康遊具設置
　小規模分散型ネットワーク化整備
　園路･広場・便所等のバリアフリー化
　公園施設長寿命化計画策定

平成24年度
実施内容

○太子堂公園(A=0.29ha)施設改良【その他施設
整備】・時計塔設置・休憩施設設置・照明灯設
置・遊戯施設改良・遊戯施設設置・管理施設改
良・健康遊具設置
・小規模分散型ﾈｯﾄﾜｰｸ化整備・園路･広場･便
所等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化・公園施設長寿命化計画策
定

都市公園内園路・広場のバリアフ
リー化の適合率

バリアフリー法改正に伴い都市公園内園路・広場について、
バリアフリー化の適正な改修を行った割合

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 146,811 実績額（千円） 144,929

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的
公園施設の安全性や機能の向上を図ることで利用者に、より安全に、より憩いやすい空間を提供する。また、災害時には
緊急避難地としての利用がしやすくする。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 既設公園施設改良事業 担当部局・課
土木部

みどり課

事業概要
開設後相当な年数が経過し、老朽化した都市公園について、防災機能や公園施設の安全性の向上を図るため、公園施
設の改修を行う。また、機能の向上が図られる公園施設の整備を行う。

老朽化都市公園数
老朽化都市公園のうち全面改修（リニューアル整備）を行っ
た都市公園数

都市公園内便所のバリアフリー化
の適合率

バリアフリー法改正に伴い都市公園内便所について、バリ
アフリー化の適正な改修を行った割合

都市公園内駐車場のバリアフリー
化の適合率

バリアフリー法改正に伴い都市公園の駐車場について、バ
リアフリー化の適正な改修を行った割合

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

整備にあたって、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ形式により、地域の意見を公園
再整備に反映させて事業実施を行ったため、市民との協働
の取り組みを進められた。

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

施設の老朽化に伴う安全確保及び健康や憩える空間、バリ
アフリー等の現在の市民ニーズを満たす地域の公園として
のリニューアル整備を行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な実績をあげた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

設計・積算において、コスト縮減を図った。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.41 公園とまちの緑化による緑のある暮らし

現状 今後

101004
808001

○

計画値 実績値

1 公園 6 1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

公園愛護会及び地域ボランティアにより管理を
行った。遊具点検を実施し、遊具補修及び維持
管理を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○地域住民による公園の自主管理の実施
○公園遊具施設等の点検・修理及び日常の維
持管理

平成24年度
実施内容

事業の目的 公園や緑地の適正な管理により、良好で安全、安心な場の提供を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 152,085 実績額（千円）

事業概要
公園の清掃・除草等の日常的な管理について、地域の方々を中心にボランティアの団体を結成し、協力いただく。
公園施設の適正な管理と点検を実施する。
大阪府から自然公園施設及び恩智川治水緑地の維持管理に関する業務を受託する。

事業の対象 公園利用者

事務事業名 公園・緑地等の管理（自主管理） 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

152,428

愛護に関する年間覚書締結公園
数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズに迅速に対応するため、職員間の事務の共有
化を行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民要望を考慮し、市民とともに目指すまちづくりができて
いると思われるため、目標に近づいている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

公園愛護会や地域ボランティアによる自主的な維持管理が
行われて、コスト縮減につながった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働により、よりよい公園維持管理を行った。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.41 公園とまちの緑化による緑のある暮らし

現状 今後

101004 ○

計画値 実績値

1 公園 6 4

2 ％ 1.8 1.2

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

○公園愛護の覚書の締結
平成24年度
実施内容

新たに４団体と公園愛護の覚書の締結を行っ
た。

公園愛護の年間覚書締結公園数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 公園利用者

事業の目的
市民の共通の財産である公園の日常管理を地域で行う事により、地域コミュニティの推進を図るとともに、身近な公園とし
て愛着を持っていただき、適正な公園利用につなげる。住民活動の組織化と継続性を持たせる。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 愛護団体による公園・緑地等の管理推進事業 担当部局・課
土木部

みどり課

事業概要
市民の共有の財産である身近な公園の清掃・除草等の日常的な管理について、地域の方々を中心にボランティアの団体
を結成し、その団体と公園愛護の覚書を締結し実施する。

評価の観点 評価内容

市民団体等による公園管理率

 《所管課調》算出基準、根拠等は公共施設状況調に準ずる
市民団体（公園愛護会、自治会等）が管理する公園数／全
公園数（都市公園等＜都市計画区域内＞＋その他の公園
数＜都市計画区域外＞）×100

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民の共有の財産である身近な公園の清掃・除草等の日
常的な管理について、地域の方々を中心にボランティアの
団体を結成し、その団体と公園愛護の覚書の締結を行っ
た。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

新たな団体と公園愛護の覚書の締結を行った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

新たな団体と公園愛護の覚書の締結を行うことにより、公園
の維持管理についてコストをかけずに実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民の共通の財産である公園の日常管理を地域で行う事
により、地域コミュニティの推進を図るとともに、身近な公園
として愛着を持っていただき、適正な公園利用につなげる。
住民活動の組織化と継続性を持たせる。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.41 公園とまちの緑化による緑のある暮らし

現状 今後

計画値 実績値

1 回 157 154

2 件 32 39

3 件 6 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 B

○公園施設の適正な管理及び要望への土木管
理事務所と協力した対応
○都市公園法及び八尾市都市公園条例に基づ
いた公園の使用及び占用の許可

平成24年度
実施内容

公園施設の適正な管理及び要望への土木管理
事務所と協力した対応を行った。また、都市公
園法及び八尾市都市公園条例に基づいた公園
の使用及び占用の許可事務を行った。

年間公園使用許可申請数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 18,864 実績額（千円） 18,597

平成24年度
計画内容

事業の対象 公園利用者

事業の目的 豊かな自然環境や人の温かみ・ふれあいの感じられる身近な緑を維持保全し、安全安心な場の提供を行う。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 公園管理事務 担当部局・課
土木部

みどり課

事業概要
公園施設の適正な管理を実施するための事務を行うとともに都市公園法及び八尾市都市公園条例に基づいた公園の使
用及び占用の許可事務を行う。

評価の観点 評価内容

公園占用許可数

公園敷明示受付数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

八尾市都市公園条例に基づいた公園の使用及び占用の許
可事務であり、適正な公園管理を行っている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

八尾市都市公園条例に基づいた公園の使用及び占用の許
可事務であり、適正な公園管理を行っている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

八尾市都市公園条例に基づいた公園の使用及び占用の許
可事務であり、適正な公園管理を行っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.41 公園とまちの緑化による緑のある暮らし

現状 今後

104 ○

計画値 実績値

1 本 1,200 1,091

2 本 36,000 39,810

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○緑化啓発行事、園芸講習、花いっぱい運動
（グリーンボックス貸出し、街かど緑化推進支援
事業、小中学校への芝生化支援、草花植付業
務）、保全樹保護対策、緑化推進地区の新たな
指定、緑のカーテン推進事業、緑化樹・記念樹
配付、生垣設置助成等緑化基金を活用した事
業の実施
○公共施設等の緑化事業の実施等及び企業等
民間施設への緑化支援制度の検討

平成24年度
実施内容

春・秋の緑化啓発行事、緑化推進フェア、緑化
園芸講習会、グリーンボックス貸出し、街かど緑
化推進支援事業、小中学校への芝生化支援、
草花植付業務、保全樹保護対策、緑のカーテン
推進事業、緑化樹・記念樹配付、生垣設置助成
等緑化基金を活用した事業の実施、また、緑化
条例に基づき、公共施設の緑化を実施するとと
もに、民有地の緑化を促進した。

樹木配布本数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 18,150 実績額（千円） 17,504

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的
市民の緑化意識の高揚や緑化に関する知識の普及を図り、緑に対する知識・関心をもってもらうことにより地域の緑化を
進める。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 緑化推進事業 担当部局・課
土木部

みどり課

事業概要
市民の緑化意識の高揚や知識の普及を図るため、各種イベントや緑化施策を実施する。また、緑化基金を活用し、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を行う等、みどりの環境を守り、つくり、育てるた
めの事業を行う。

評価の観点 評価内容

年間植樹本数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

緑化条例に基づいて、市として緑化推進に努めており、適切
である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

樹木本数を増やすために緑化条例に基づいた取り組みを進
めている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

緑化条例に基づき、公共施設や民有地の緑化を進めるため
の検討を行っており、効果的である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページの活用等広報手法により、行事の参加者を増
やし、緑化推進の普及啓発に努めている。また、ボランティ
ア団体と協働で緑化啓発行事を行なっている。



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.42 公共交通網の充実

現状 今後

105 ○

計画値 実績値

1 回 3 3

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

八尾市における交通まちづくりを考えていく上で、市民と情
報等の共有を行う機会として懇話会やセミナーの開催は必
要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

懇話会やセミナーの参加者との協働による取り組みの実施
など発展的な展開が期待できる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施の手法等、効率的に行えた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との情報交換や意見交換を行うとともに、会議録等を
ホームページにて公開し、広く市民に情報を伝えるように努
めた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

233

交通まちづくり懇話会の回数（全
体版）

交通まちづくり懇話会（全体版）の開催回数

活　動　指　標

事務事業名 交通まちづくり推進事業 担当部局・課
建築都市部

交通対策課

事業概要
交通に関する様々な問題の解決に向けて交通まちづくり懇話会の開催や交通問題等に取り組む地域への支援などに取
り組む。

事業の対象 市内で、移動行動をする全ての人

事業の目的 地域が主体となって交通問題に取り組むしくみづくりとして交通まちづくりの推進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 453 実績額（千円）

○交通まちづくり懇話会、交通まちづくりセミ
ナー等の開催
○地域の交通利便性の向上に関する取り組み
○バリアフリー基本構想の進行管理

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○交通まちづくり懇話会、交通まちづくりセミ
ナー等の開催
○地域の交通利便性の向上に関する取り組み
○バリアフリー基本構想の進行管理

平成24年度
実施内容



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.42 公共交通網の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 0 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

大量高速輸送を可能とする鉄道事業（高架化及び大阪環状
モノレール等）は本市にとって有効であり、妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

大量高速輸送を可能とする鉄道事業（高架化及び大阪環状
モノレール等）は本市にとって有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大量高速輸送を可能とする鉄道事業（高架化及び大阪環状
モノレール等）は本市にとって有効であり、各組織に参加す
るなど促進要望活動を効率的に実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報公開につとめ、透明性を高めた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

30

鉄道整備事業箇所

活　動　指　標

事務事業名 鉄道計画関連事業 担当部局・課
建築都市部

都市政策課

事業概要
JR関西本線、近鉄線の高架化及び大阪環状モノレール等の鉄道計画について関係機関と協議を行い、事業化への検討
を行う。（ただし、おおさか東線を除く）

事業の対象 市域全域

事業の目的
ＪＲ八尾駅周辺及び近鉄山本駅周辺の鉄道高架化等の事業計画の推進により、駅周辺の土地利用の増進と地域分断を
解消し都市機能の更新が図られる。
また、大阪環状モノレールの南進計画については、市域の南北交通の向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 57 実績額（千円）

・大阪中央環状モノレール建設促進会議におい
て大阪府に対し南伸の要望書を提出
・大阪中央環状線鉄軌道建設問題研究会での
調査、研究活動の実施
・関西本線複線電化促進連盟において関係機
関に対し複線電化の要望書を提出

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○地元意見の把握
○関係機関との協議（大阪府、ＪＲ西日本、近畿
日本鉄道㈱、関連市）
○事業手法の検討

平成24年度
実施内容



目標No.4 職住近在のにぎわいのある八尾

政策No.9 まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

施策No.42 公共交通網の充実

現状 今後

105

計画値 実績値

1 ％ 65 63

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

関係公共団体等の出資等により進めている事業であり、八
尾市として行政関与が必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

放射線状に整備されている鉄道を有機的に結ぶため、広域
鉄道ネットワークの充実が図られ、市民等の利便性が向上
する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

所要経費削減を努めながら、効率的な事業実施を行ってい
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民の円滑な移動手段として寄与した。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

83,829

八尾市負担執行率 （執行済負担金額／総負担金額）×100

活　動　指　標

事務事業名 大阪外環状線鉄道の整備促進 担当部局・課
建築都市部

都市整備課

事業概要

ＪＲ久宝寺駅から新大阪駅までの旅客線を整備するため、旧城東貨物線の施設や用地を活用しながら複線化・電化の整
備を関係自治体や関係機関とともに推進する。
なお､平成20年３月に「おおさか東線」として久宝寺駅から放出駅間の南区間が開通された。
新大阪駅から放出駅の北区間については引き続き整備を行っている。

事業の対象 市域全域

事業の目的
既設の放射状に拡がる各鉄道路線を相互に連絡することで、同地域の南北流動、都心部へのアクセスを大いに向上させ
る路線となるほか、関西圏での広域鉄道ネットワークの充実と沿線のまちづくりに寄与する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 81,100 実績額（千円）

・大阪外環状線鉄道整備促進事業費の執行
・関係公共団体との連携のもと事業を進めた

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○大阪外環状線鉄道整備促進事業費の執行
○事業費の見直し及び鉄道ネットワークへの取
り組み

平成24年度
実施内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.43 快適な生活環境づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 ％ 100 100

3 ％ 100 92.5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○大気汚染常時監視
○有害大気汚染物質モニタリング調査
○アスベストモニタリング調査
○ダイオキシン類環境測定（大気･水質）
○公共用水域等水質監視測定
○環境騒音測定
○測定･分析機器等の更新及び点検･補修等
○ＰＲＴＲ法に係る事務の実施

平成24年度
実施内容

大気汚染常時監視 有害大気汚染物質モニタリ
ング調査 アスベストモニタリング調査 二酸化窒
素簡易測定 ダイオキシン類環境測定（大気･水
質） 公共用水域等水質監視測定 環境騒音測
定 測定･分析機器等の更新及び点検･補修等
PRTR法に係る事務の実施

大気環境基準達成率
八尾保健所局における二酸化窒素の長期的評価による環
境基準達成率（環境基準達成日数／有効測定日数）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 18,990 実績額（千円） 14,022

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的
得られた環境情報の公開等を通じて市民意識の啓発を図る。また、測定結果を環境基準等と対比して評価することによ
り、環境改善のための施策に反映させる。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 環境の監視（大気監視、水質監視、騒音監視） 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

事業概要
環境悪化の防止を図るため、公害関係法令に基づき、市域の大気・水質環境、騒音等の状況を継続して測定・監視す
る。

評価の観点 評価内容

水質環境基準達成率
恩智川における生物化学的酸素要求量(BOD)の年平均値
による環境基準達成率（環境基準値／年平均値、100％以
上は100％と表示）

騒音環境基準達成率 道路に面しない地域の騒音に係る環境基準達成率

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

監視業務の殆どが法定受託事務であり、環境省より示され
ている処理基準に基づき実施している。それ以外の業務に
ついても、前述の業務を補完する必要から実施しているもの
であり、見直し
の余地はほとんど無い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画通りの監視・測定が実施できた。また、指標の目標どお
りの実績がほぼ達成できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

原則として、入札による委託を実施しており、コスト節減に努
めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

測定結果は市のＨＰで公開するなど、市民への情報提供に
努めているが、なお提供方法については検討の余地があ
る。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.43 快適な生活環境づくり

現状 今後

○

計画値 実績値

1 件 100 213

2 件 800 721

3 件 800 865

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○工場・事業所等の監視、指導（典型７公害）
○法、条例による規制、指導
○アスベスト対策の徹底
○屋外燃焼行為の監視指導
○悪臭防止指導指針の活用
○総量規制(COD､窒素､燐)の実施
○有害物質使用工場調査結果に基づく監視指
導
○公害防止責任者研修会の開催
○公害防止責任者だよりの発行
○八尾市公害防止条例の見直し
○ダイオキシン類対策の実施
○深夜営業制限に係る規制

平成24年度
実施内容

工場・事業所等の監視、指導等（典型７公害）
法、条例による規制、指導等 アスベスト対策の
徹底 屋外燃焼行為の監視指導 悪臭防止指導
指針の活用 総量規制(COD､窒素､燐)の実施
有害物質使用工場調査結果に基づく監視指導
公害防止責任者研修会の開催 公害防止責任
者だよりの発行　八尾市公害防止条例の見直し
ダイオキシン類対策の実施　深夜営業制限に
係る規制

公害苦情受付件数 大気、水質、騒音･振動に係る苦情受付件数

活 動 指 標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,546 実績額（千円） 3,424

平成24年度
計画内容

事業の対象 事業者等

事業の目的
公害発生源（工場・事業場等）に対する規制、監視、指導、啓発活動等を実施することにより、公害の未然防止を図るとと
もに、新たな公害や複雑多様化する環境問題に対応できる体制の整備を推進する。また、事業者とのパートナーシップに
よる環境保全活動を充実し、環境への負荷の低減を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名
発生源の監視・指導啓発

（大気対策、水質対策、騒音対策）
担当部局・課

経済環境部

環境保全課

事業概要
公害の未然防止を図るため、公害関係法令、府条例及び八尾市公害防止条例に基づき、工場・事業所等に対して発生
源の規制・監視・指導・啓発活動等を実施する。

評価の観点 評価内容

申請・届出受理件数
八尾市公害防止条例に基づく許可申請及び届出件数並びに環
境関連法令・大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく
届出件数

規制立入件数
八尾市公害防止条例及び環境関連法令並びに大阪府生活環
境の保全等に関する条例に基づく規制立入件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

規制業務については、工場･事業場への不利益処分の行使
を伴うことから、市が主導で実施する必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

規制立入件数は昨年度より増加させることがでた。しかし苦
情受付件数が昨年度より増加している為、工場･事業場へ
の規制立入調査等を更に強化することにより、公害の未然
防止を図る必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

役割分担の枠を超え、柔軟な対応により業務の効率化を
図っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

八尾市環境行動レポートや公害防止責任者研修会の開催
等により、積極的に情報提供を行っており、市民の環境に対
する指標となるよう努めているが、より効果的なＰＲ方法に
ついて検討する
余地がある。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.43 快適な生活環境づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 92 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○生活排水対策に係る啓発の推進
○市内河川等の水質測定・評価
○地域実践活動等の支援

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○生活排水対策に係る啓発の推進
○市内河川等の水質測定・評価
○地域実践活動等の支援

平成24年度
実施内容

事業の目的
河川等における水質改善をより一層推進させるため、市民と行政が協働して取組を行い生活排水の対策と啓発を推進す
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 333 実績額（千円）

事業概要
本市は、生活排水対策重点地域の指定を受けたことにより、生活排水対策推進計画を策定。その計画に基づいて河川等
の水質汚濁改善に向けた啓発などの取組みを実施している。

事業の対象 市民

事務事業名 生活排水対策の推進 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

303

恩智川水質目標(BOD5㎎/ｌ)達成
率

 恩智川における理想とする水質目標
（BOD5㎎/ｌ／BOD年平均値㎎/ｌ）×100

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

生活排水問題は、市民の身近な暮らしを守るために必要で
あり、今後も継続して環境に配慮した取組みが必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標を達成することができた。今後も継続して事業を実施す
ることで目標値達成を継続させる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民・行政とのネットワークを発展させることにより効率的な
事業の推進を行なった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

河川の清掃活動を通じて、地域住民と河川の汚れの事態観
察を行い、水質改善に係る啓発を行った。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.43 快適な生活環境づくり

現状 今後

107

計画値 実績値

1 回 10 9

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・大気汚染常時監視システムの運用
・エコドライブ啓発事業
・グリーン配送啓発及び同協議会運営
・低公害車普及啓発

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○大気汚染常時監視システムの運用
○エコドライブ啓発事業
○グリーン配送啓発及び同協議会運営
○低公害車普及啓発

平成24年度
実施内容

事業の目的

大気汚染について改善対策をより一層進めるために、関係機関との連携を図り、自動車に係る環境監視の強化や低公
害車の普及、環境にやさしい運転など市民・事業者への啓発を進めるとともに、グリーン配送を市民・事業者・行政との
パートナーシップのもとに推進することにより、自動車公害対策を総合的、計画的に実施し、市民の生活環境の保全と向
上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,663 実績額（千円）

事業概要
交通騒音や渋滞など自動車による環境問題、とりわけ大気汚染について改善対策をより一層進めるために、関係機関と
の連携を図り、自動車に係る環境監視の強化や低公害車の普及、環境にやさしい運転など市民・事業者・行政とのパート
ナーシップのもとに推進する。

事業の対象 市民、事業者

事務事業名 自動車公害対策の推進 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

3,445

啓発活動の実施回数 自動車公害対策に係る啓発活動等の実施回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

大気汚染の常時監視は、法律上の義務であり市が実施す
べきである。
啓発事業については市が率先して推進するなど、適切な役
割分担を行っている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標値は概ね達成できた。
また、啓発の機会は増えてきている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業の性質上効率は追求できないが、コストパフォーマンス
は大きい。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

グリーン配送推進協議会の開催並びに啓発イベント、ホー
ムページ、市政だよりなどで積極的にＰＲを行っている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.43 快適な生活環境づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 本 25 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○清掃庁舎プレハブ棟の維持管理

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○清掃庁舎プレハブ棟の維持管理
平成24年度
実施内容

事業の目的 建物管理に関する各法令を守り、職員が職務を安全、快適に遂行できるようにする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,503 実績額（千円）

事業概要 清掃庁舎プレハブ棟の維持管理事務

事業の対象 職員

事務事業名 清掃庁舎管理業務 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

1,440

蛍光灯の取り替え本数
清掃庁舎プレハブ棟に設置の蛍光灯の消耗による取替（交
換）回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事務事業の遂行に当たり、本業務の実施は妥当であり、か
つ、市の関与や役割分担を見直す必要はない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

節電意識の向上によるこまめな消灯の実施等により蛍光灯
の耐用期間が長くなったことで指標の数値に削減の効果が
あらわれた。また、本業務の実施は、事務事業の円滑な遂
行に当たり、不可欠であり、かつ、有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

節電意識の向上により消耗品の耐用期間が長くなったこと
によるコスト削減が図られらたほか、平成23年度実施の庁
舎清掃業務の内容の見直し及び委託に係る入札によりコス
ト削減がなされた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

来庁される市民等が不自由さや不快感をもたれることがな
いよう施設管理について 大限配慮して業務を進めた。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.43 快適な生活環境づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 日 60 54

2 日 100 127

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

環境教育や各種イベントの支援延べ日数

平成24年度
計画内容

○環境パネル展、キャンペーン等の開催
○環境カレンダー、啓発ちらし等の作成・配布
○学校の環境教育や市民等による環境保全活
動への支援
○環境情報の提供

平成24年度
実施内容

○環境パネル展、キャンペーン等の開催
○環境カレンダー、啓発ちらし等の作成・配布
○学校の環境教育や市民等による環境保全活
動への支援
○環境情報の提供

指標 単位
平成24年度

事業の目的
市民等が環境の保全と創造について関心と理解を深め自主的な活動を促進することによって、環境保全に努めることが
出来る。また、自主的で自立した指導者及び団体の育成を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,473 実績額（千円）

事業概要
市民等が環境の保全と創造について関心と理解を深め自主的な活動を促進するため、環境教育・学習、啓発活動を推進
する。また、市民等が行う環境保全活動を支援し指導者の育成を図る。

事業の対象 市民

事務事業名 環境教育・啓発推進事業 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

評価の観点 評価内容

支援事業延べ日数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

1,210

イベント等開催延べ日数 各種イベントや研修会、講習会等の開催延べ日数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民等が環境の保全と創造について関心と理解を深め自
主的な活動を促進し、及び市民等が行う環境保全活動を支
援するに当たり、事業実施は妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

前年度よりさらに実施地域も拡大し、かつ、市民・事業者とと
もに、イベントその他の啓発を実施するとともに、市民・事業
者の環境教育への支援を実施した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

新規実施・拡大・既存事業の見直しをしたものがある中、前
年度並みの効率性をおおむね維持した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民・事業者とともに進める取組が前年度より拡大した。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.43 快適な生活環境づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 11 9.21

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○浄化槽の設置等に関する届出受理
○設置後の法定検査などの指導及び啓発
○法定検査実施状況調査
○浄化槽に係る立入検査

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○浄化槽の設置等に関する届出受理
○設置後の法定検査などの指導及び啓発
○法定検査実施状況調査
○浄化槽に係る立入検査

平成24年度
実施内容

事業の目的
浄化槽設置者に対し、浄化槽の機能を正常に維持させるための保守点検・清掃等について指導することによって、浄化
槽から河川等に放流される水質について公衆衛生上の観点から改善を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,068 実績額（千円）

事業概要
河川等への水質保全を図るため、浄化槽法に基づき浄化槽設置者に対し、維持管理や保守点検等の使用上の管理を徹
底させるため、監視・指導・啓発活動等を実施する。

事業の対象 市民(浄化槽設置者）

事務事業名 浄化槽の適正管理に関する業務 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

3,379

法定検査受検率
浄化槽法第11条検査に係る受検率の向上（１％）を目指す

 （合併浄化槽のみ）
（平成22年度の法定検査受検率約10％）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

河川等の水質保全及び公衆衛生上の観点から、浄化槽設
置者への維持管理等の指導は必要であり、継続して啓発指
導に取り組む。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標推進は難しいが、継続して啓発事業を推進する
ことにより目標値に近づけるものと考える。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

指標向上のために、現在の手法が適正かどうか等の見直し
が必要。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

浄化槽の設置者に対して、維持管理等の向上のため啓発
チラシを作成し、受検率の向上の啓発を行った。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.43 快適な生活環境づくり

現状 今後

106

計画値 実績値

1 ％ 40 30

2 人 100 288

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

市民環境講座の年間延べ参加者数

平成24年度
計画内容

○環境施策推進会議の運営と施策の推進
○環境総合計画に基づく施策の進捗状況の取
りまとめとその評価及び公表
○環境審議会の運営
○八尾市環境行動計画に基づく事業実施

平成24年度
実施内容

・環境総合計画に基づく施策の進捗状況の取り
まとめとその評価及び公表
・市民・事業者・行政のパートナーシップ推進組
織「環境アニメイティッドやお」とともに具体的な
環境保全活動の実施

指標 単位
平成24年度

事業の目的
市民・事業者・行政が協働して、八尾市環境総合計画の推進を図り、望ましい環境像である「緑とうるおいのある、快適な
環境とふれあえるまち、やお」を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,337 実績額（千円）

事業概要
平成21年度に改訂した八尾市環境総合計画の基本方針にそって環境施策を実施するとともに、市民・事業者・行政の
パートナーシップ推進組織「環境アニメイティッドやお」とともに具体的な取り組みを進めていく。

事業の対象 市民・事業者・行政

事務事業名 環境総合計画推進事業 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

評価の観点 評価内容

市民環境講座の延べ参加人数

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

3,664

環境行動計画における数値目標
の達成率

八尾市環境行動計画における数値目標の達成率

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

環境問題は、市民生活や事業活動に直接かかわる問題で
あり、また深刻化しているため、事業実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

めざす暮らしの姿を実現するうえで有効であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

環境アニメイティッドやおの事務局業務は、 適化に向け取
組んでいるところであり、さらなる効率化を進めているところ
である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・計画の進捗状況については、年度ごとにレポートを発行
し、ホームページ等でも公表している。
・コミュニティ組織育成については、環境アニメイティッドやお
を中心に活動を進めている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.43 快適な生活環境づくり

現状 今後

計画値 実績値

1 回 2 1

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 C

任期満了に伴う委員の委嘱及び委員会総会を
開催したが、和解の仲介又は調停を行った事件
はなく、調停委員会の開催はなかった。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○生活環境紛争処理委員会総会の開催
○申請があれば、委員を選任し、調停委員会を
開催
○八尾市生活環境紛争処理条例の見直し

平成24年度
実施内容

事業の目的
良好な生活環境の確保に係る紛争が生じた時には、条例に基づく仲介・調停により、迅速かつ適切な解決を図る。
市民等が相互理解を深め、住みよい生活環境の実現に努める。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 339 実績額（千円）

事業概要
生活環境に係る紛争を処理するため、「生活環境紛争処理委員会」を設置し、事案の処理にあたっては、和解の仲介、調
停を行う。

事業の対象 生活環境に係る紛争当事者

事務事業名 生活環境紛争処理制度の活用 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

105

紛争処理委員会・調停委員会開催
回数

八尾市生活環境紛争処理委員会及び調停委員会の開催回
数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市域内における市民の良好な生活環境の確保に係る紛争
について、その迅速かつ適正な解決に寄与するものとして、
事業実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

和解の仲介又は調停を行った事件がなく、調停委員会の開
催はなかった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

和解の仲介又は調停の件数によってフルコストは増減する
が、コストの大部分を占める委員報酬額の改定もなく、前年
度並みの効率性を維持した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業の性質上、調停委員会の手続は非公開であり、申請件
数その他の活用状況のみ情報公開を行った。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.44 きれいなまち八尾の実現

現状 今後

108

計画値 実績値

1 ％ 1.8 1.6

2 ％ 0.9 0.5

3 ％ 55.3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

吸い殻のぽい捨てや歩行喫煙による被害のために、喫煙マ
ナーに関する関心が高まってきているため、市民ニーズにも
合致しており事務事業の実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値が目標値を上回ったが、歩行喫煙率等は減少幅が
縮小してきているため、より効果的な事業展開を検討・実施
していくことが必要である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

啓発活動の要である八尾市路上喫煙マナー向上推進員を
構成員として、新たに組織された八尾市路上喫煙マナー向
上推進員連絡会において活動内容等を積極的に議論の
上、自主的に実施していただいており、市民の視点に立った
効果的な活動となっている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

八尾市路上喫煙マナー向上推進員の委嘱や八尾市路上喫
煙マナーの向上を応援するサポーターの拡充を行い、協働
して啓発活動等を行った。

評価の観点 評価内容

路上喫煙禁止区域での路上喫煙
率

通行者数に占める路上喫煙者数の割合。（路上喫煙禁止区
域内で実施する路上喫煙等実態調査結果による。）

八尾市内での歩行喫煙率
路上喫煙者数に占める歩行喫煙者数の割合。（市内主要駅
で実施する路上喫煙等実態調査結果による。）

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 路上喫煙対策事業 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

事業概要
路上での喫煙者状況の把握やポイ捨てされたたばこの状況調査、意識啓発活動、喫煙マナー指導などを行うことで市民
理解を深め、喫煙マナー向上効果を得る。

事業の対象 八尾市民並びに八尾市に滞在する者又は八尾市内を通過する者

事業の目的
条例施行及び路上喫煙禁止区域の指定による効果測定として路上喫煙実態調査を継続して実施しながら、より効果的な
路上喫煙のマナー啓発・指導を実施することで、市民等、事業者及び市の協働による清潔で快適な生活環境の実現、市
民等の身体及び財産の安全の確保並びに健康への影響の抑制に資する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 13,274 実績額（千円） 11,367

平成24年度
計画内容

○路上喫煙実態調査の実施
○喫煙マナー啓発物品の配布
○路上喫煙啓発指導員による啓発・指導
○路上喫煙対策重点地域の検討・指定
○過料徴収について検討

平成24年度
実施内容

○路上喫煙実態調査の実施
○喫煙マナー啓発物品の配布
○路上喫煙啓発指導員による啓発・指導
○路上喫煙対策重点地域の検討

 ○過料徴収について検討

八尾市内での路上喫煙率
通行者数に占める路上喫煙者数の割合。（市内主要駅で実
施する路上喫煙等実態調査結果による。）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.44 きれいなまち八尾の実現

現状 今後

15

計画値 実績値

1 ％ 100 78.3

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民の健康で快適な生活環境及び自然環境を保全すること
を目的とする事業であり、不可欠である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

所有者が不明である等調査不能な事例を除けば改善され
ており、ほぼ目標どおりの実績が達成されたと評価する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

草刈機の修繕や買換えなど必要最低限の経費で抑えてい
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民の健康で快適な生活環境及び自然環境を保全すること
を目的として実施した事業である。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

261

通報件数に対する改善率
通報件数に対する改善率。計画段階において件数が未定
である為、目標を100％と設定している。

活　動　指　標

事務事業名 あき地の適正管理業務 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

事業概要 不適正な管理がなされているあき地所有者に対し、調査のうえ指導を行う。

事業の対象 不適正なあき地の管理者

事業の目的 あき地の管理を適正に行うことによって、市民の健康で快適な生活環境及び自然環境を保全することを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 338 実績額（千円）

市民からの通報により、不適正なあき地の管理
者に対し、雑草の除去、さく、立札の設置等の
指導、勧告等を実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○不適正な管理がなされているあき地所有者
に対する、雑草や不法投棄物の除去、柵・立札
の設置等適正化に向けた指導・勧告
○草刈機の貸出
○空き家条例設置の取り組み

平成24年度
実施内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.44 きれいなまち八尾の実現

現状 今後

108 ○

計画値 実績値

1 回 365 402

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズにも合致しており、事務事業の実施は妥当であ
る。地域住民や事業者が主体的に実施されており、今後も
市の役割は後方支援的な分野に限定して行っていく。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績が目標を上回ったが、まちの美化促進の観点から、さら
に実績を伸ばす努力を継続していくことが必要である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

『犬のふん禁止』や『ぽい捨て禁止』の啓発看板の要望が増
えてきているが、予算上の制約から看板購入数を飛躍的に
伸ばすことが困難である。そのため、コストのあまりかからな
い新たな啓発手法を検討・実施していくことが必要である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

八尾をきれいにする運動推進本部を中心に市民・事業者と
市が協働して進めており、今後も継続して実施していく。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

1,216

地域一斉清掃実施回数 地域一斉清掃の収集依頼回数（＝延べ実施件数）

活　動　指　標

事務事業名 環境美化活動推進事業 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

事業概要
散乱ごみや不法屋外広告物のない快適で美しいまちづくりを推進するため、「八尾をきれいにする運動推進本部」を中心
に、市民や事業者と協力し、啓発・実践活動を行う。

事業の対象 市民、事業者

事業の目的

市民、事業者、行政が協働して、「八尾市環境の美化に関する条例」に基づき、散乱ごみや不法屋外広告物のない快適
で美しいまちづくりを推進する。
市民、事業者、行政が協働して、環境美化に関する関心と理解を深め、その自主的な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組みを促進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,240 実績額（千円）

○啓発・清掃活動の推進
○地域一斉清掃への支援
○美化重点地域への美化用道具等購入費補
助
○美化用道具購入費補助
○美化功労者への表彰
○路上喫煙マナー啓発活動

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○啓発・清掃活動の推進
○地域一斉清掃への支援
○美化重点地域への美化用道具等購入費補
助
○美化用道具購入費補助
○美化功労者への表彰
○路上喫煙マナー啓発活動

平成24年度
実施内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.45 地球温暖化対策の推進

現状 今後

○ 109

計画値 実績値

1 万ｔ-CO2 133
135

（H22）

2 個 5 9

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○『八尾市地球温暖化対策実行計画』の進行
管理
○地球温暖化対策推進のため、啓発活動や環
境教育を推進

平成24年度
実施内容

○『八尾市地球温暖化対策実行計画』の進行
管理
○地球温暖化対策推進のため、啓発活動や環
境教育を推進

市域から排出する温室効果ガス量
八尾市地球温暖化対策実行計画で定める中期の目標値を
達成するための年間の市域から排出される温室効果ガス総
量

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 15,346 実績額（千円） 23,745

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民・事業者・行政

事業の目的
地球温暖化による大規模な自然災害や水不足・食料不足等、将来の人類や環境への悪影響を防止し、八尾市民の生活
環境を守る。また市民・事業者・行政によるパートナーシップ組織で取り組みを進め、温暖化対策の取り組みの中で産業
の活性化やコミュニティの再生等をはかったまちづくりを行う。

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 チャレンジ８０（やお）市域推進事業 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

事業概要
八尾市地球温暖化対策実行計画に基づき、中期目標を達成するためのリーディングプロジェクトなどの具体的な対策・施
策を市民・事業者・行政のパートナーシップにより取り組んでいく。

評価の観点 評価内容

リーディングプロジェクトの取り組
み個数

八尾市地球温暖化対策実行計画に定める中期目標を達成
するための中期ビジョンを牽引するリーディングプロジェクト
の取り組み個数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地球温暖化の問題は、市民生活や事業活動など生活に直
接かかわる問題であり、また深刻化しているため、事業実施
は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

めざす暮らしを実現するうえで有効であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

多様な主体による取組が必要であり、市民、事業者との連
携を一層進める必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働による地球温暖化対策の取組を進めている。
市民・事業者・行政のパートナーシップによる推進組織で
「八尾市地球温暖化対策実行計画」の進行管理を行ってい
る。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.45 地球温暖化対策の推進

現状 今後

114

計画値 実績値

1 人 200 243

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○環境管理組織・環境活動実行組織の運営
○環境マネジメントシステムの管理・運用と内部
監査の実施
○職員に対する研修・啓発
○市内事業者の環境マネジメントシステム構築
への支援

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○環境管理組織・環境活動実行組織の運営
○環境マネジメントシステムの管理・運用と内部
監査の実施
○職員に対する研修・啓発
○次年度グリーン調達方針の策定と進捗状況
の確認
○市内事業者の環境マネジメントシステム構築
への支援

平成24年度
実施内容

事業の目的

行政自らも事業者・消費者であることを認識し、市民・事業者の模範となるよう、環境マネジメントシステムを運用し、率先
的な活動を行う。また、市内事業者にも、環境マネジメントシステムの普及、拡大に努める。
省エネ･省資源、リサイクル等の環境保全活動を実践することによって環境改善を図るとともに、事務経費の節減や地球
温暖化防止にも貢献する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 653 実績額（千円）

事業概要
市の実施する事務事業における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行するため、全庁的(水道局・市立病
院・指定管理者・小･中学校・幼稚園を除く)に八尾市環境マネジメントシステムを構築し推進する。また市内事業者に環境
マネジメントシステムの普及啓発を図る。

事業の対象 市職員

事務事業名 環境マネジメント推進事業 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

652

環境マネジメントシステム研修受
講人数

八尾市環境マネジメントシステム運用要綱に定める研修の
うち、環境マネジメントシステム事務局（環境保全課）が主催
する研修会の受講人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市の内部におけるマネジメントの推進が主たるところであ
り、市の関与や役割分担を見直す必要はなく、また、庁内エ
コオフィス及び市役所が率先垂範することによる事業者の
自主的な環境管理をより推進していくに当たり、本事業の実
施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標につき、昨年度の実績より増加することで指標
の目標が達成し、さらに庁内でのエコオフィスについての理
解が進んだ。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストは概ね前年度と大きく変わりはなかったが、研修の受
講人数の増加により、より効率的な事業実施ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業の性質上、直接的に、市民との協働の取組を進めるも
のではないが、従前どおりその取組につき情報公開を行っ
た。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.45 地球温暖化対策の推進

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ｔ-CO2 22,677 21,807

2 ％ 1 2

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○環境施策推進会議及び環境施策推進会議作
業部会による八尾市地球温暖化対策実行計画
（事務事業編）などの実績評価
○職員の意識向上を目的とした研修・啓発活動
の実施

平成24年度
実施内容

八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業
編）、エネルギーの使用の合理化に関する法律
（省エネ法）の中長期計画、大阪府温暖化防止
等に関する条例の削減計画など各種計画に基
づく地球温暖化対策に関する事業実施や省エ
ネ対策事業の実施

八尾市役所での温室効果ガス排
出量

 八尾市役所が年間で排出する温室効果ガス量の総量
（大阪府温暖化防止等に関する条例の削減計画による排出
量）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,348 実績額（千円） 1,998

平成24年度
計画内容

事業の対象 市職員

事業の目的
八尾市役所が、率先して地球温暖化対策、省エネ対策に取り組むことにより、市域の地球温暖化対策の推進を牽引す
る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 チャレンジ８０（やお）率先取組事業 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

事業概要
八尾市役所も、市内の一事業者として平成22年度に策定した『八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）』の推進
を行う。また、エネルギーの使用の合理化に関する法律の中長期計画及び大阪府温暖化防止等に関する条例の削減計
画に基づき、省エネ改修をはじめとした地球温暖化対策を実施する。

評価の観点 評価内容

エネルギー原単位による削減率 エネルギー原単位（原油換算値）による年間削減率

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市役所における取組であり、市の関与は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

エネルギー使用量の減少が出来、目標値の達成が出来た。
温室効果ガスの排出量の削減が出来たが、目標値は達成
出来なかった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

全庁をあげた取組が必要であり、各課において効率的な取
組が進められている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地球温暖化対策の取組内容や省エネ改修をした施設をPR
している。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

○
110
111

806004

計画値 実績値

1 t 76,566 76,377.90

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・ごみ減量推進員との連携強化（説明会・座談
会・施設見学会）
・本市の将来の焼却処理のあり方について、大
阪市・松原市・八尾市による共同処理の実施に
ついての協議
・粗大ごみの有料化に向けた条例改正と制度構
築
・家庭ごみの有料化についての新たな審議会の
立ち上げと検討

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○廃棄物減量等推進審議会の答申（議論）を踏
まえた一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）に基
づく各種施策の展開
○本市における焼却工場の将来のあり方、方
向性に基づく大阪市との協議及び内部での検
討
○粗大ごみの有料化についての制度構築
○家庭ごみの有料化についての審議会の立ち
上げと検討

平成24年度
実施内容

事業の目的
市民、事業者及び行政が、長期的視野に立って、計画的にごみの減量化及び適正処理を進める。「八尾市一般廃棄物処
理基本計画（ごみ編）」に示された「みんなでつくる環境にやさしい循環型都市『やお』＜ごみゼロ（ごみの 終処分量ゼ
ロ）、資源が循環するまち＞」になる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,149 実績額（千円）

事業概要
一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）に基づく取り組みを推進することにより、ごみの発生抑制、再使用、再生利用を進め
るとともに、排出されたごみについては、適正な処理を実施する。

事業の対象 市民・事業者

事務事業名 一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）推進事業 担当部局・課
経済環境部

資源循環課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

6,448

資源物を除くごみ（家庭系及び事
業系の全量）の排出量

資源類を除くごみ（家庭系及び事業系の全量）の排出量（一
般廃棄物処理基本計画（ごみ編）に基づく数値目標）。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

本市の未来における廃棄物行政の方向性を定めるにあた
り、八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の策定にあ
たっては、市民・事業者・行政が参画し検討を行っており、事
務事業の実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・基本計画（ごみ編）に掲げる目標を達成していることや、計
画に基づく廃棄物の減量が進んでいることから、各種施策
の展開は有効な事務事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民・事業者・行政が連携を図りながらごみの減量・資源化
の施策に取り組むことにより、ごみの減量が推進し、焼却委
託料の削減につながった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民・事業者・行政が協働で基本計画を策定したことや、審
議会におけて町会との関わりを踏まえた指定袋のあり方を
検討するなど、市民との協働の取り組み考慮しながら事業
を推進した。また、審議会の議事のホームページへの公開
や、八尾工事地元連絡協議会の開催による焼却工場の現
状報告など、情報公開についても透明性の確保に努めた。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 t 10,900 10,590

評価

妥当性 A

有効性 Ｂ

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・奨励金の交付
・集団回収の紙ひもの配付
・集団回収啓発看板の交付

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○奨励金の交付
○集団回収の紙ひもの配付

平成24年度
実施内容

事業の目的
市民が地域で実施している各種再生資源の自主的な回収を支援する。ごみの減量・リサイクルの推進及び地域コミュニ
ティの育成を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 55,163 実績額（千円）

事業概要
ごみの減量化及び資源リサイクルの推進を図るため、有価物集団回収実施団体に対して、各種再生資源の回収量に応
じ、奨励金の交付等を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 有価物集団回収推進事業 担当部局・課
経済環境部

資源循環課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

55,094

年間回収量 八尾市一般廃棄物処理実施計画における集団回収量

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

有価物の収集については、地域における自主的な取り組み
として実施されるとともに、回収量については本市の資源化
量に結びつくなど、市民との協働のもとに実施しており、事
務事業の実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

本事務事業は資源化量全体の割合に大きく寄与しており、
有価物の資源化や家庭ごみの抑制の視点からも、めざす暮
らしの姿を実現する上で有効な事務事業である。なお、概ね
目標値だが、古紙類の回収量の減少の影響などにより年間
総量は減少傾向にあり、組成分析等を通じた排出状況の把
握に努めながら、さらなる啓発に努める必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

収集に市が直接関与しないことや、奨励金の拠出の方が焼
却費用よりも安価であることから、収集及び処理に関するコ
ストの削減につながっているものと考える。また、地域コミュ
ニティの活性化にも寄与している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域の団体活動を助成して地域コミュニティの推進に貢献
し、市民と市が協働で資源化率の向上を図る取り組みを推
進しているという観点からも、地域分権の推進に寄与し、協
働の取り組みを進めることができたと考える。情報公開につ
いては、転入者に対する制度周知の手法や、回収地域の周
知方法など、より分かりやすい情報公開の推進を検討して
いく必要がある。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

113
806005
806008

計画値 実績値

1
枚/世帯・
回

1 1.053

評価

妥当性 A

有効性 Ｂ

効率性 Ｂ

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・指定ごみ袋を作成し、各世帯に無料配付
・市民がごみを分別し、環境事業課にて収集

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○指定ごみ袋を作成し、各世帯に無料配付
○市民がごみを分別をし、環境事業課にて収集

平成24年度
実施内容

事業の目的
市民、事業者に指定袋を使用してもらうこと等により、ごみの分別収集・処理等を行い、減量化を推し進める。持続可能な
循環型社会の構築をめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 137,023 実績額（千円）

事業概要 ごみの減量化及び資源リサイクルの推進を図るため、指定袋による分別収集・処理を行う。

事業の対象 市民・事業者

事務事業名 指定袋等による分別収集事業 担当部局・課
経済環境部

資源循環課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

125,267

1世帯・1回あたりの家庭用可燃袋
の排出枚数

（家庭用可燃袋の追加交付枚数／世帯数）／年間収集回数
（104回）＋1.0

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

指定袋による分別収集が、ごみの減量・資源化に寄与して
おり、市民にも広く認知されている。また、容器包装プラス
チックの週１回収集の実施に合わせた指定袋の配付を行
い、分別によるごみの減量が進んでいることからも事務事業
の実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指定ごみ袋にて分別して排出することは、ごみの減量・資源
化につながる有効な事務事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民から返却された未使用の指定袋を再利用することでコ
ストの節減に努めた。排出状況や未使用の指定袋の数等を
鑑みて、配付枚数を含めて指定袋制度のあり方について検
討の余地がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

町会を通じた指定袋の配付は、分別の定着に大きく寄与し
ており、市民と協働で推進してきたといえる。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 ｔ 1,794 1,697.41

2 ｔ 18.51

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○粗大ごみ及びリサイクル家電（冷蔵庫・冷凍
庫、エアコン、テレビ［ブラウン管式・液晶式・プ
ラズマ式］、洗濯機・乾燥機）を、申込方式によ
り、戸別収集
○粗大ごみ収集予約集約システムの更新
○有料化実施に向けた収集体制の構築

平成24年度
実施内容

粗大ごみ及び家電４品目（テレビ、洗濯機、冷蔵
庫、エアコン）を、申込方式により、戸別収集し
た。粗大ごみ集約システムの更新を行った。

粗大ごみ収集量 年間収集計画量を計画値としている。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 35,606 実績額（千円） 34,847

平成24年度
計画内容

事業の対象 粗大ごみを排出する市内の居住者

事業の目的 便乗排出を防止するとともに、ごみの減量、ごみ分別化、収集作業の効率化、事業者責任の明確化を図る。

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 粗大ごみ戸別収集事業 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

事業概要
事務の効率化の観点から、粗大ごみ及びリサイクル家電（冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、テレビ［ブラウン管式・液晶式・プラ
ズマ式］、洗濯機・乾燥機）の申込受付業務を委託するとともに、電算システムを活用して戸別収集を実施する。

評価の観点 評価内容

不法投棄物収集量
不法投棄については出来るだけ少ない方が望ましいが、無
くすことは困難であるため、前年度実績を下回ることを目標
値とする。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

予約制による戸別収集を実施することで便乗排出を防止す
るとともに、ごみの減量、ごみ分別化、収集作業の効率化を
図ることができた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

予約制による戸別収集を実施することで便乗排出を防止す
ることにより、ごみの減量化を図ることができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

便乗排出の防止やごみの減量化により、コストが節減され
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

チラシやホームページ等で積極的にＰＲを行った。また、粗
大ごみの収集は市民の関心事であり、市民からの問合わせ
も多く、その都度啓発を行った。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 台 151 56

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

助成及び貸与台数
 生ごみ堆肥化容器（コンポスト）の助成台数、

 生ごみ堆肥化ぼかし容器の貸与台数、
電動生ごみ処理機の助成台数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

事業の目的
家庭の可燃ごみの約４割は生ごみが占めており、生ごみ堆肥化容器（コンポスト）、生ごみ堆肥化ぼかし容器及び電動生
ごみ処理機の普及促進によるごみの減量と焼却委託費の軽減に関して、市民意識の高揚を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,676 実績額（千円）

事業概要

生ごみ堆肥化容器（コンポスト）購入に係る助成を行う。
生ごみ堆肥化ぼかし容器を貸与する。
家庭用電動生ごみ処理機購入に係る助成を行う。
※平成21年度（第９期実施計画）より、「生ごみ堆肥化容器（ぼかし容器）貸与事業」、「生ごみ堆肥化容器（コンポスト）購
入費助成事業」及び「電動生ごみ処理機購入費助成事業」を「生ごみ処理対策事業」として統合する。

事業の対象 市民

事務事業名 生ごみ処理対策事業 担当部局・課
経済環境部

資源循環課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

438

平成24年度
計画内容

○生ごみ堆肥化容器（コンポスト）購入に係る助
成
○生ごみ堆肥化ぼかし容器の貸与
○電動生ごみ処理機購入に係る助成

平成24年度
実施内容

○生ごみ堆肥化容器（コンポスト）購入に係る助
成
○生ごみ堆肥化ぼかし容器の貸与
○電動生ごみ処理機購入に係る助成

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

生ごみの排出抑制が、ごみの減量に与える効果は大きいと
考えられるため、事業実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の実績値は計画値に届かなかったが、新たな啓発方
法として販売店に啓発チラシ及び申請書を配架した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

補助金額が過度にならないよう、耐用年数とごみの減量に
よって圧縮される焼却委託料の金額を比較・検討した補助
金額を拠出し、コストの節減に努めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより・ホームページでの広報による制度の周知や、市
役所１階ロビーで実施した環境展における生ごみ処理機の
展示等により、広く生ごみ処理機の普及に努め、市民との
協働による生ごみ処理を促進した。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

801019

計画値 実績値

1 t/年 21,194 20,869

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○事業系一般廃棄物（可燃（燃やす）ごみ）収集
運搬業の許可更新
○一般廃棄物再生輸送業指定更新
○展開検査の実施
○排出事業者に対する啓発・指導
○多量排出事業者に対する指導
○事業系の指定袋の方針の検討

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○事業系一般廃棄物（可燃（燃やす）ごみ）収集
運搬業の許可更新
○一般廃棄物再生輸送業指定更新
○展開検査の実施
○排出事業者に対する啓発・指導
○多量排出事業者に対する指導
○事業系の指定袋の方針の検討

平成24年度
実施内容

事業の目的
事業系一般廃棄物（可燃（燃やす）ごみ）の減量化及び適正処理を進めることにより、「八尾市一般廃棄物処理基本計画
（ごみ編）」に示された「みんなでつくる環境にやさしい循環型都市『八尾』＜ごみゼロ（ごみの 終処分量ゼロ）、資源が循
環するまち＞」になる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,007 実績額（千円）

事業概要
事業系一般廃棄物（可燃（燃やす）ごみ）の収集運搬業許可に係る業務（許可業務・展開検査）・（多量）排出事業者指導
を行う。

事業の対象 許可業者・排出事業者

事務事業名 事業系一般廃棄物減量・適正処理等推進事務 担当部局・課
経済環境部

資源循環課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

1,434

事業系ごみの排出量（許可業者搬
入量）

事業系ごみの排出量（一般廃棄物処理基本計画（ごみ編））
 基づく数値目標より、推計した数値。）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事業系ごみの適正処理と事業者の排出者責任に基づく指
導の観点から、市が直接関与する必要がある事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

検査の継続的実施により、適正処理が推進され、事業系一
般廃棄物の減量にもつながっている事から、有効な事務事
業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

限られた人員の中で 大限実施できる効率的な検査体制を
構築することで、事業系一般廃棄物の適正処理がなされ、
事業系ごみの減量が進んでいる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業系ごみの適正処理の管理と事業者の排出者責任に基
づく指導を継続し、協働で事業系一般廃棄物の減量・削減
を進めた。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 千円 33,089 23,320

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○搬入許可
○受付
○手数料の徴収事務

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○搬入許可
○受付
○手数料の徴収事務

平成24年度
実施内容

事業の目的 一般廃棄物（ごみ）の適合物の搬入審査により、搬入ごみの適正化及び減量化を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 八尾市立リサイクルセンター、八尾市一般廃棄物 終処分場への搬入許可・受付及び料金徴収事務を行う。

事業の対象 市民（ごみ持込み）

事務事業名
一般廃棄物（市民搬入ごみ）の搬入許可、

受付及び手数料徴収
担当部局・課

経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

自己搬入ごみ処理手数料の徴収
額

自己搬入された一般廃棄物に係る処理手数料の徴収額

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・市民・事業者搬入ごみの適正処理指導を要するため市の
直接運営により実施。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・ごみの適正処理を進めることができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・市の直接運営により自己搬入ごみの適正処理指導を行っ
た。
・平成25年10月に手数料の改定を行い、受益者負担割合の
適正化を図った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・当該事務を実施しているリサイクルセンターにおいては、
近隣における大気中有機化合物濃度測定を行い、この測定
結果を情報公開しており、一般廃棄物 終処分場では、昨
年度より法改正に伴う施設の維持管理情報の公開を行って
いる。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

112 101003

計画値 実績値

1 回 40 45

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

市内の学校園やリサイクルセンターでの環境教
育及び各地域でのイベントにおいては、３体の
キャラクターによる３Ｒの啓発を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市内の学校園やリサイクルセンターでの環境
教育
○各地域でのイベントにおいては、３体のキャラ
クターによる３Ｒの啓発

平成24年度
実施内容

事業の目的
市内の学校園等やリサイクルセンターでの環境教育を通じ、ごみの分別や減量をより身近な問題として感じてもらう。ま
た、各地域でのイベントにおいては、３体のキャラクターによる３Ｒの啓発を実施する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 300 実績額（千円）

事業概要
ごみ収集に関する紙芝居の実施や、塵芥車・ごみの収集作業の紹介をすることで、関心を持ちやすくし、ごみの分別や減
量につき、より身近なものとして身につけられるようにする。

事業の対象 市内の保育所・小学校・中学校に通う園児・児童・生徒及び地域住民

事務事業名 環境啓発（教育）事業 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

448

出前講座の訪問数
市内の学校園やリサイクルセンターでの環境教育の実施回
数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

ごみの分別や３Ｒについては市民の関心が高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

開催回数・参加人数ともに目標を達成できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

出前講座で使用する紙芝居などは職員により作成してい
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

各種イベントにおいては市民と一緒に３Ｒの重要性について
考える機会となった。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

112
101003
601004

計画値 実績値

1 人 12,000 11,203

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○小学生の社会見学施設としての運用
○環境シアター、工房等の施設利用による体験
学習の実施
○ガレージセールや赤ちゃん・子ども用品バ
ザーなどのイベント開催
○ゆずります・ゆずってくださいコーナーの運用

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○小学生の社会見学施設としての運用
○環境シアター、工房等の施設利用による体験
学習
○ガレージセールやフリーマーケットなどの開催
○ゆずります・ゆずってくださいコーナーの充実

平成24年度
実施内容

事業の目的
市民が学習プラザでごみの３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）を学んだり体験することで、これまでの大量生産、大量消
費、大量廃棄の生活を見直し、市民が自ら循環型社会の形成に向けてごみの３Ｒに取り組むなど、ごみの減量に対する
市民の関心と理解が深まり、その自主的な活動が促進される。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,309 実績額（千円）

事業概要
ごみの３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）について、見学コースや環境シアターで説明するとともに、工房や研修室でリ
サイクルの体験学習を行う。また、ガレージセールやイベントなどを開催し、市民の自主的、自発的なごみの３Ｒにむけた
活動を支援する。

事業の対象 市民

事務事業名 リサイクルセンター学習プラザの管理運営事業 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

5,586

学習プラザへの年間来館者数
学習プラザに来館され、ごみの分別や３Ｒについて啓発を
行った人の数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

ごみの減量をはじめとする循環型社会の構築に向けた環境
学習・啓発事業への市民の関心は高い。リサイクルセンター
学習プラザは25年度より指定管理者による管理運営に移行
し、今後民間のノウハウを活用した魅力ある事業展開が期
待できる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

八尾市がいつまでも住みやすい、環境にやさしいまちであり
続けるためには、市民に対するごみの分別やリサイクルな
ど環境問題についての情報発信はきわめて有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

ガレージセールなどのイベントやリサイクル工房体験教室に
ついては、本来、ごみとなる不用な物の再使用を促すもので
あるが、事業実施にかかるコストについて、参加者の受益
者負担の割合など検討していく余地はある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

工房体験教室への講師派遣についてＮＰＯ法人に依頼して
いるとともに、学習プラザの事業運営に市民ボランティアの
協力をいただくなど市民との協働の取組みを進めている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

○ 113

101002
502001
801019
806008

計画値 実績値

1 ｔ 48,368 48,966.47

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

定曜日収集を行っている可燃・容プラ・資源物・
ペットボトル・埋立・複雑に加え、粗大・臨時・リ
サイクル家電の収集や不法投棄への対応を
行った。
容器包装プラスチックの週一回収集を実施し
た。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○８種分別収集を定曜日にて実施（容器包装プ
ラスチック週一回収集の実施）
○粗大・臨時・リサイクル家電の収集を申込み
制により実施
○不法投棄への対応

平成24年度
実施内容

事業の目的
各種ごみ収集運搬を実施することで、市民の快適な生活環境を実現する。また、８種分別収集を実施することで、循環型
社会への推進につなげる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,143,659 実績額（千円）

事業概要 ８種分別収集の全市域での実施に伴い効率的な収集をする。

事業の対象 八尾市内における世帯

事務事業名 ごみ収集運搬業務 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,121,343

塵芥焼却委託費のスリム化（焼却
工場への搬入量）

年間収集計画量を計画値としている。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

当該事業は市民生活に欠かせないものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

容器包装プラスチックの週一回収集を実施、８種分別収集
を実施することで、循環型社会の推進に努めている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域ごとに各種ごみに収集曜日を設定し計画的な収集を実
施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

８種分別収集の実施には市民の協力が欠かせないもので
あり、協力しながら循環型社会の推進に努めている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 千円 32,231 33,522

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

計画的な収集業務の実施のために、適切な塵
芥収集車の点検・整備を実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○塵芥車等の整備・修繕
平成24年度
実施内容

事業の目的 塵芥車等を適宜維持管理することで、収集作業中の故障などを防ぎ、業務を円滑に行える体制を整える。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 33,500 実績額（千円）

事業概要 塵芥車等の維持管理を行う。

事業の対象 塵芥車等の収集車

事務事業名 塵芥車等整備業務 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

33,522

年間の塵芥車修繕費用
定期点検等を効率的に行うことにより、修繕費用を前年度よ
り下回ることを目標値とする。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

塵芥車等の整備や維持は、ごみ収集に直結することであ
り、当該業務の円滑な遂行により、円滑なごみ収集がなされ
た。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

塵芥車等の適正な点検・整備を行うことにより計画的な収集
を実施できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

車検は仕様を精査し、入札により適正価格にて実施してい
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 t 13,371 11,192.80

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 B

○大阪市と共同で焼却処理をしている可燃物
の焼却残渣等を大阪湾広域処理場整備事業に
より確保した 終処分場に搬入し、適正処理を
行うとともに建設工事費を負担した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○大阪市と共同で焼却処理をしている可燃物
の焼却残渣等を大阪湾広域処理場整備事業に
より確保した 終処分場に搬入し、適正処理を
行うとともに建設工事費を負担

平成24年度
実施内容

事業の目的 フェニックス計画の整備促進を図る。廃棄物の処理に不可欠な埋立処分地を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,880 実績額（千円）

事業概要
大阪湾圏域の廃棄物の長期安定的な適正処理を図るため、近畿圏内各都市が参画する大阪湾圏域広域処理場整備事
業の促進に努め、焼却灰の埋立処分地の確保と適正処理を図る。

事業の対象 市民・事業者

事務事業名 フェニックス計画整備促進事業 担当部局・課
経済環境部

資源循環課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

3,698

第２期計画搬入量 焼却残渣のフェニックスへの搬入量

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

本市においてフェニックスは焼却灰処理の唯一の 終処分
場であり、 終処分場としての機能を確保するためにも実施
は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

圏域市町村において、広域処理により排出量に応じた負担
金を拠出することにより維持管理が行われていることから、
事業の継続は不可欠であり、焼却灰の 終処分場を維持
する有効な事務事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

フェニックスは圏域市長村における 終処分場としての機能
を担っており、広域的な事業展開は妥当である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市町村における広域事業である。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 ㎥ 1,703 188

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○埋立処理及びこれに伴う施設の維持・管理

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○埋立処理及びこれに伴う施設の維持・管理
平成24年度
実施内容

事業の目的 一般廃棄物（埋立ごみ）の処分により、環境保全に寄与している。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 15,194 実績額（千円）

事業概要 一般廃棄物（埋立ごみ）の処理業務に伴う施設の管理・運営を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 一般廃棄物 終処分場の管理運営 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

15,222

埋立量  埋立量の減少により 終処分場の延命を図る。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

･廃棄物処理施設として必要不可欠

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

･ごみの適正処理が行えた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

･搬入ごみの適正処理指導のためには市の直接運営、処理
設備等の運転・維持については専門性を要することから外
部委託とした役割分担を行っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・昨年度より法改正に伴う施設の維持管理情報の公開を
行っている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 ｔ 3,082.10 3,136.57

2 ｔ 2,466.89 2,282

3 ｔ 379.06 409.07

4 ｔ 1,464.11 1,581.56

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○八尾市立リサイクルセンターの効率的な運転
管理・維持

平成24年度
実施内容

○八尾市立リサイクルセンターの運転管理・維
持

破砕ごみ処理量 八尾市立リサイクルセンターで処理される破砕ライン量

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 275,598 実績額（千円） 251,198

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的
ごみの分別と適正な処理により再資源化が図れるとともに、焼却ごみの減量化が進むことで循環型社会の形成に寄与す
る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 リサイクルセンター管理運営事業 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

事業概要
一般廃棄物の内、粗大ごみ・複雑ごみ・資源物・容器包装プラスチック・ペットボトルを適正に処理するとともに、鉄・アル
ミ・ガラスなどの有価物を売却してリサイクルを進めている。また、容器包装プラスチック・ペットボトルについてもリサイク
ルを進めている。

資源物処理量 八尾市立リサイクルセンターで処理される資源物の量

ペットボトル処理量 八尾市立リサイクルセンターで処理されるペットボトルの量

容器包装プラスチック
八尾市立リサイクルセンターで処理される容器包装プラス
チックの量

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・施設管理の一端として、近隣において大気中有機化合物
濃度測定を行っており、測定結果を情報公開している。

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・資源循環型社会の形成に寄与する施設として必要不可欠

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・ごみの適正処理やリサイクルを進め、資源循環への取り組
みが出来た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・市民搬入ごみの適正処理指導のための計量棟での市の
直接運営、工場棟での施設の運転・維持については専門性
を要することから外部委託とした役割分担を行っている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

807010

計画値 実績値

1 千円 1,400 2,580

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 B

○清協公社庁舎の適切な維持管理に必要な設
備の補修等の実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○清協公社庁舎の適切な維持管理
平成24年度
実施内容

事業の目的 し尿収集運搬業務等を円滑に遂行する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,400 実績額（千円）

事業概要 清協公社庁舎の管理を行う。

事業の対象 清協公社庁舎にて業務をしている職員

事務事業名 清協公社庁舎管理業務 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

2,580

修繕料

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

適切な庁舎の維持管理は、効率的・効果的なし尿収集運搬
業務及び使用料徴収業務遂行の基礎となるものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

突発的な修繕が必要となったが、概ね有効な実績をあげ
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

前年度並みの効率性を維持した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働の取り組みが難しい事務事業であり、推進に
ついて課題がある。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 人 20 19

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○市立納骨堂の運営・管理

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市立納骨堂の運営・管理
平成24年度
実施内容

事業の目的
限られた市立墓地の墓所（使用区画）を補完する。
安価な祭祀場所を提供する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 130 実績額（千円）

事業概要 市立納骨堂の管理を行う。

事業の対象 遺骨を持つ市民

事務事業名 納骨堂の管理運営 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

43

新規納骨壇使用者数 毎年の新規申込者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

墓地の購入までの間一次的に預かる施設として市民に利用
してもらっている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

使用者数の増加率はやや鈍化している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

使用料の徴収方法及び使用者の管理方法等について、検
討の余地がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

要綱及びホームページの記載内容をよりわかりやすく訂正
した。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 人 2,321 2,637

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

○斎場の維持・管理運営

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○斎場の維持・管理運営
平成24年度
実施内容

事業の目的 法令に伴って火葬を行うことにより公衆衛生及び公共の福祉を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 143,609 実績額（千円）

事業概要 市立斎場の施設管理を行う。

事業の対象 死体及び死獣

事務事業名 斎場の管理運営 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

139,452

斎場使用件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

火葬場は運営管理に多額の費用が必要であるが、停止す
ることができない重要な業務であるため、市による継続的な
管理が不可欠である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

適正な火葬業務を行うことにより、住民の生活環境の清潔
維持を図るために有効であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

斎場建設から10年が経過し、修繕が必要な箇所が出てくる
ため、計画的な修繕を行っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働の取り組みが難しい事務事業であり、推進に
ついて課題がある。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 千円 200 111

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

○二俣墓地の管理
○墓地使用実態調査の継続実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○二俣墓地の管理
○墓地使用実態調査の継続実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 衛生的な墓地の維持・管理を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 111 実績額（千円）

事業概要
八尾市柏原市火葬場組合の関係業務を行う。
（施設については、二俣墓地の維持・管理を行う。）

事業の対象 二俣墓地の墓地使用者

事務事業名 八尾市柏原市火葬場組合の管理運営 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

111

八尾市柏原市火葬場組合分賦金
火葬場組合運営のための八尾市と柏原市が共に出資する
分担金

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・八尾市と柏原市で構成する一部事務組合であり、公営墓
地の管理を行っているが、使用者が両市民相当数あり、手
法として妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・墓地管理は公益性、永続性の確保が求められており、関
係法では、経営主体は原則地方公共団体とされている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・組合墓地の管理については、八尾市・柏原市両市で相応
の費用分担を行っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・一部事務組合に関する情報公開について、その推進に向
けて課題がある。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 3 3

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 B

○既存の公衆トイレの維持管理

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○既存の公衆トイレの維持管理
平成24年度
実施内容

事業の目的 誰でも安心して快適に公衆便所を使用することができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,435 実績額（千円）

事業概要 近鉄八尾駅高架下、常光寺、ＪＲ久宝寺駅前の各公衆便所を安全で衛生的に維持管理する。

事業の対象 トイレ使用者

事務事業名 公衆トイレの管理運営 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

6,584

公衆トイレの設置箇所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・安全面・衛生面においてニーズにあった運営ができた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・公衆衛生の維持・向上に努め、めざす暮らしの姿の実現に
寄与した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・修繕等も多く経費全体に係る費用対効果の評価は難し
い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・市民との協働の取り組みが難しい事務事業であり、推進に
ついて課題がある。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

806010

計画値 実績値

1 千円 594 514

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○市立墓地の維持管理
○墓地使用実態調査の継続実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市立墓地の維持管理
○墓地使用実態調査の継続実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
衛生的な墓地の維持・管理を行う。
墓地使用実態調査の継続実施を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,925 実績額（千円）

事業概要
市立墓地の維持・管理業務を行う。
区画使用に関する管理事務を行う。

事業の対象 墓地使用者

事務事業名 市営墓地の管理運営 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

7,444

墓地管理手数料の徴収額

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市立墓地に空きがあれば使用したいという問い合わせも多
く、ニーズがある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

墓地管理は公益性、永続性の確保が求められており、関係
法では、経営主体は原則地方公共団体とされている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

空き墓地が発生した場合に、新たに墓地募集を行うことがで
きるよう調査を進めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市立墓地の空き状況の問い合わせがあった際、今後の墓
地募集を行う際の参考にするため、遺骨の保有状況及び墓
地における希望等に関する聞き取り調査を実施することに
より市民ニーズの把握に努めた。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

807010

計画値 実績値

1 世帯 7,300 6,629

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○新公益法人制度における公益財団法人への
移行認定を受けるための手続きを進め、大阪府
から移行認定受けた。
○職員の欠員不補充を継続し、職員体制の適
正化を引き続き進めている。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○法人形態の見直し検討
○職員の欠員不補充による職員の適正化を引
き続き進める

平成24年度
実施内容

事業の目的
安定したし尿収集運搬体制を確保する。
市民が清潔で快適な生活環境を享受できるようにする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 644,289 実績額（千円）

事業概要
し尿の効果的・効率的な収集を行うため、（財）八尾市清協公社に業務委託し、し尿月２回収集、臨時汲み取り等を実施す
る。

事業の対象 汲取トイレのある家庭・事業所等

事務事業名 し尿収集体制の整備 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

643,256

し尿汲み取り世帯数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

汲取必要世帯がまだ7000世帯弱残っている現状で、安定し
たし尿収集を継続するために適した法人形態の選択を行っ
た。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

住民の生活環境の清潔保持に寄与するために、安定したし
尿収集を維持するのに適した法人形態を選択した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

前年並みの効率性を維持した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働の取り組みを進め、透明性を高めるために、
新公益財団法人移行時の評議員に自治振興委員会委員が
入ることになった。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 千円 1,401 4,345

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

清掃・警備・光熱水費の執行・施設営繕等の施
設管理を行うことで、効率的・効果的なごみ収
集運搬業務の遂行が実現した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○清掃庁舎の適切な維持管理
平成24年度
実施内容

事業の目的 ごみ収集運搬業務等を円滑に遂行する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 24,522 実績額（千円）

事業概要 効率的・効果的なごみ収集運搬業務遂行にかかる施設管理を行う。

事業の対象 清掃庁舎にて業務をしている職員

事務事業名 清掃庁舎管理業務 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

26,663

清掃庁舎の修繕費用
清掃庁舎は老朽化が進んでいるが、丁寧に使うことによっ
て当初予算額で収まるようにする。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

適正な施設管理は塵芥収集車の維持管理やごみ収集業務
等、全ての業務の遂行に連動するものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

施設の老朽化が進んでおり、緊急的な修理が必要になった
ため修繕費が多額になった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

例年コスト節減に努めており、これ以上の改善は望めないと
いうレベルにきている。ただ、そうしたなかでも改善の余地を
模索していく必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

塵芥収集車５台を導入した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○塵芥車の更新については、可能な限り低公
害車を導入

平成24年度
実施内容

事業の目的 ＮＯｘ、二酸化炭素、ＳＰＭ（浮遊粒子状物質）の排出を抑制し、大気汚染の軽減を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 33,810 実績額（千円）

事業概要
ＮＯｘ、二酸化炭素、ＳＰＭ（浮遊粒子状物資）の排出を抑制し、大気汚染の軽減を図るため、塵芥車を低公害車等へ切り
替えていく。

事業の対象 市内在住、在勤者

事務事業名 低公害ごみ収集車更新事業 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

27,906

低公害基準を満たす塵芥車の購
入割合

低公害基準を満たす塵芥車を購入した割合

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

NOX、二酸化炭素、SMP(浮遊粒子状物質)の排出を抑制
し、大気汚染の軽減に寄与した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおりの実績が達成され、 終目標に実績値が
近づいた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

仕様を精査し、収集車の更新に伴い補助事業を有効活用す
るなど、効率的に実施することができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 件 30 40

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

　蚊・ハエ等の衛生害虫の予防薬剤散布、薬剤
の市民への交付を実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○蚊・ハエ等の衛生害虫の予防薬剤散布等
平成24年度
実施内容

事業の目的 清潔で住みよいまちづくりを目指し、衛生害虫等の防疫業務を実施する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,354 実績額（千円）

事業概要 水路に発生する衛生害虫等の駆除を実施する。

事業の対象 衛生害虫等の害を受けている市民

事務事業名 環境衛生防疫業務 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

994

臨時薬剤散布件数
定例的に散布している場所以外に市民の要望により散布を
行った件数。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

衛生害虫等の駆除の実施や、薬剤の市民への交付等によ
り市民の生活環境保持を実現した。市民生活にとって欠か
せない事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

衛生害虫等の駆除については、市民からの要望も多く、市と
して出来る範囲での対応を行っていくことから有効性の高い
事務事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストについては要望も多いことから安易に削減することは
難しいが可能な範囲で削減している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

希望する町会等に対し薬剤の交付を無償で行った。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 件 7 7

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 A

○許可業者の指導・監督

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○許可業者の指導・監督
平成24年度
実施内容

事業の目的
一般廃棄物（浄化槽汚泥）の適正処理及び浄化槽の適正管理の枠組みをつくり、民間業者に許可を与えることによって
推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法の規定に基づき収集・運搬及び清掃の許可を与える。

事業の対象 許可業者

事務事業名
一般廃棄物（浄化槽汚泥）収集運搬業及び

浄化槽清掃業の許可
担当部局・課

経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

88

許可件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

許可基準等に基づき、民間業者に許可を与えるとともに、許
可業者の指導監督を行うことによって、浄化槽の適正管理
及び浄化槽汚泥の適正処理が図られている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

浄化槽の適正管理及び浄化槽汚泥の適正処理は、公衆衛
生上極めて重要な事業である。下水道の普及に伴い、浄化
槽世帯の件数が減っていくなかで、適正かつ安全に当該業
務を遂行し得る業者のみに許可を与えることによって、市民
が安心して日常生活を営むことが可能となっている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

民間事業者に許可を与えることによって、より効率的に事業
運営が図られている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事務事業の性格上、当該評価項目は該当しない。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

801020

計画値 実績値

1 ｔ 40,585 43,827

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

○衛生処理場の効率的な運転管理・維持
○下水道放流によるプラント改造を実施（５月よ
り下水道へ放流）
○中央制御盤（ＤＣＳ）の更新を実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○衛生処理場の効率的な運転管理・維持
○下水道放流によるプラント改造を平成23年度
より継続して実施
○中央制御盤（ＤＣＳ）の更新を平成23年度より
継続して実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 市民の環境衛生の維持向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 291,623 実績額（千円）

事業概要

平成７年更新の新設当初より、施設運転管理業務を民間委託してきたが、し尿及び浄化槽汚泥の合計搬入量が年々減
少化傾向にあり、人的資源及び財源の有効活用を図るために、平成17年度より職員の人件費削減に伴い民間委託の拡
充を図り、あわせて管理運営費の削減を図っている。また、衛生処理場における処理水の河川放流から下水道放流への
切り替えを平成23・24年度で実施する。

事業の対象 下水道使用者以外の市民

事務事業名 衛生処理場の管理運営 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

282,059

し尿及び浄化槽汚泥の処分量

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

廃棄物処理施設として必要不可欠

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

処分量は目標に近づいている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

下水道放流により施設の運転経費が削減された。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働の取り組みが難しい事務事業であり、推進に
ついて課題がある。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.10 環境にやさしいまちづくり

施策No.46 資源循環への取り組み

現状 今後

計画値 実績値

1 回 3 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 B

○合特法の趣旨に基づく合理化事業に関する
調査及び協議

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○合特法の趣旨に基づく合理化の調査・研究・
調整・検討

平成24年度
実施内容

事業の目的 市民は安定した浄化槽清掃等のサービスが受けられる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 299 実績額（千円）

事業概要
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法（合特法）の趣旨に基づき、各市町村の事例
等を参考に研究し、合理化の調査・調整を行う。

事業の対象 浄化槽汚泥収集運搬業許可７業者

事務事業名 合特法の趣旨に基づく合理化の検討 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

検討会議の回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

し尿・浄化槽汚泥処理業務の安定を保持し、廃棄物の適正
な処理に資することを目的とした合特法の趣旨に基づくもの
であり妥当性は十分である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

庁内検討会議を計画のとおり実施し、具体的な協議をすす
めた。
家庭や事業所等の浄化槽の維持管理に関し、将来に渡り
適正な処理体制を確保するために有効な事務事業であると
考える。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事務事業全般に係る効率的な進行は難しい。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事務事業の性格上、当該評価項目は該当しない。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

116 ○

計画値 実績値

1 ヶ所 17 17

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

桜堤整備工事　他

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市内一円河川、水路改修工事
平成24年度
実施内容

事業の目的 河川の改修を行うことにより、治水安全度の向上と良好な水環境の整備を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 65,406 実績額（千円）

事業概要
浸水被害を防止するため、東部地域13河川を含む普通河川、水路、主要排水路の改修及び整備を行う。特に、大阪府の
恩智川改修工事に引続き、本市としても関連箇所の事業展開を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 準用・普通河川等整備事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

61,714

整備箇所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

河川・水路の改修を進めることにより、治水安全度の向上と
良好な水環境の整備を図る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

治水安全度を高めることにより、安心安全のまちづくりに寄
与している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

下水道事業と整合を図りながら整備を進めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施に際しては、地域の協力を求めながら整備を進め
ている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

115 101004 ○

計画値 実績値

1 ヶ所 15 15

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

竜華第159号水路整備工事　他

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市内一円水路整備工事
平成24年度
実施内容

事業の目的 浸水被害の防止と生活環境の改善を図るため、主として内水域における水路の整備を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 69,673 実績額（千円）

事業概要 浸水被害の防止及び生活環境の改善を図るため、排水路の整備及び排水管渠の築造を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 水路整備事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

70,041

整備箇所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

河川・水路の整備を進めることにより、治水安全度の向上と
良好な水環境の整備を図る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

治水安全度を高めることにより、安心安全のまちづくりに寄
与している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

下水道事業と整合を図りながら整備を進めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施に際しては、地域の協力を求めながら整備を進め
ている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

115 ○

計画値 実績値

1 m 600 819

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

・比較的小規模な事業実施を行なった。
　１）測量、設計等業務委託（５件）
　２）水路等整備事業（17件）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○副断面化実施
平成24年度
実施内容

事業の目的 排水路の整備及び排水管渠の築造を行い、浸水被害の防止と生活環境の改善を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 16,010 実績額（千円）

事業概要 浸水被害の防止及び生活環境の改善を図るため、排水路の整備及び排水管渠の築造を行う。

事業の対象 地域住民

事務事業名 水路整備事業 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

16,586

副断面化等の延長

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・比較的小規模な事務事業について、実施を図っている。
　１）地域(地元）要望事業、及び機能管理上（老朽化等）
による事業が、効果的に実施できた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・維持管理上の比較的小規模な事業に関して効果的に実施
できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・事業要望等を受けて実施するにあたっては、事業効果、事
業予算、事業実施時期等について十分精査をおこない経済
的に実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・市主体で事業を進める場合が多かった。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

○

計画値 実績値

1 回 2 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

恩智川治水緑地福万寺地区第２期分の整備促
進
恩智川改修の早期整備の促進
砂防事業の実施促進

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○東部大阪治水対策促進協議会等を通じた、
恩智川治水緑地整備促進の働きかけ
○東部大阪治水対策促進協議会・大和川下流
改修促進期成同盟会等を通じた、一級河川改
修整備促進の働きかけ
○大阪府への砂防事業等実施促進の働きかけ

平成24年度
実施内容

事業の目的
大阪府の関連事業早期完成のための働きかけを行い、大雨時の浸水被害の解消、並びに山手地域における土砂災害
の防止あるいは被害の軽減をめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
恩智川治水緑地の全体計画の早期実現と活用、並びに一級河川寝屋川流域の浸水解消のための恩智川改修の早期完
成について、大阪府に働きかける。また、本市東部の山手地域における水や土砂の急激な流出防止のために、砂防堰堤
等の砂防事業の実施を大阪府に働きかける。

事業の対象 市民、関係機関

事務事業名 国及び大阪府事業の整備促進 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

関係機関との協議回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

大阪府において行われる事業であり、市としては早期整備
を府に対して求めていく

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

大阪府の財政事情が厳しい中、事業は進捗しており、総合
治水や土砂災害防止に寄与している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

八尾市域における防災事業を、大阪府事業として実施して
いる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域にも情報提供を行い、防災意識が高まっている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

115 ○

計画値 実績値

1 千円 133,955 135,951

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・水路維持管理経費（泥土処理業務16件､排水
区浚渫10件､浚渫及び維持工事34件、単契維
持工事66件等）
・河川維持管理経費（樹木剪定11件､浸水ポン
プ点検1式､維持補修工事17件等）

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○水路維持管理
平成24年度
実施内容

事業の目的 水路の維持管理により、市民生活の環境及び公衆衛生の向上と利便性を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 137,125 実績額（千円）

事業概要
河川・水路などが正しく機能するために水路の小規模な補修や、雑草・木の除去また堆積した土砂のしゅん渫を行う。
また、浸水ポンプ施設調査点検を実施し、通水確保に努める。

事業の対象 水路

事務事業名 河川水路等維持管理 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

141,318

維持管理費

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・機能保持の維持管理事業を実施している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・水路機能保持（浚渫､清掃､維持補修等）事業の効果的な
実施。又景観施設等の機能管理及び緑化樹木の剪定実施
・浸水対策施設等（浸水ポンプ等）の点検実施。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・事業予算が削減されるなかで、水路の機能を一定保持す
るのは難しい要素が多いが、現場精査等により経済的な
維持管理が出来たと判断される。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市主体で事業を進める場合が多かった。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

計画値 実績値

1 台 2 1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

維持作業車１台更新

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○車両入替　１台
平成24年度
実施内容

事業の目的 維持作業車等の効率的な更新を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,300 実績額（千円）

事業概要 維持作業車等の経過年数等による車両の更新

事業の対象 所管車両

事務事業名 維持作業車等更新事業（水路） 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

0

入替台数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

維持車両等買換計画の検討

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

維持車両等買換計画の検討

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

維持車両等買換計画の検討

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市主体の事業である



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

計画値 実績値

2 千円 8,012 7,784

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

指標 単位
平成24年度

○長瀬川維持管理
平成24年度
実施内容

長瀬川汚水路の適切な維持管理

活　動　指　標

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 8,012 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 長瀬川

事業の目的 公共用水域の水質保全、環境改善を図る。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 長瀬川分担金 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

事業概要 八尾市域内における長瀬川水路に係る維持経費の分担金

評価の観点 評価内容

分担金

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

長瀬川汚水路の常時清掃等を実施し、良好な生活環境の
保持に努めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

長瀬川汚水路の常時清掃等を実施し、良好な生活環境の
保持に努めた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

各市ともに下水道整備が進み、排出される汚水量が減少し
てきており、組合存続についての問題が将来的に発生し、
維持管理の手法について、今後研究する必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市主体で事業を進める場合が多かった。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

116 ○

計画値 実績値

1 ヶ所 1 1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

流域貯留浸施設築造工事（亀井中学校）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○流域貯留浸透施設築造工事
○実施設計

平成24年度
実施内容

事業の目的 寝屋川流域水害対策計画に基づき、浸水被害の防止を図るため、雨水流出抑制施設の整備を進める。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 64,000 実績額（千円）

事業概要 浸水防止を図るため、寝屋川流域水害対策計画に基づき、雨水流出抑制施設の整備を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 流域貯留浸透事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

66,880

整備箇所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

寝屋川流域水害対策計画に基づき、浸水被害の防止を図
るため雨水流出抑制施設の整備を進める。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

治水安全度を高めることにより、安心安全のまちづくりに寄
与している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国庫補助事業として実施。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施にあたっては、地域の協力を得ながら実施してい
る。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

116 101004 ○

計画値 実績値

1 ヶ所 2 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

長瀬川景観整備工事等

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○市街化区域内水路環境整備　他
平成24年度
実施内容

事業の目的 市街地に残された貴重な公有水面を多目的に利用し、身近な都市空間として整備する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,000 実績額（千円）

事業概要
公共下水道整備等により用排水機能の低下した水路について環境整備を行い、都市の良好な水辺空間のネットワーク化
を図り、防災通路、防災用水路及び貯留施設の確保を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 市街地水路整備事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

7,642

整備箇所数 整備延長

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市街地に残された良好な地域の財産を貴重な水辺空間とし
て活用し、うるおいと安らぎの場所の創造を行っている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

うるおいと安らぎ、憩いの場所として利用されている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域と連携し、効率良く実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

実施前に地元説明会を行い、意見を取り入れる等行い、工
事着手前にはＰＲを行っている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

116 101004 ○

計画値 実績値

1 ｍ 200 117

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

玉串川護岸整備工事（曙川東地区）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○府　整備工事実施
○市　整備工事着手

平成24年度
実施内容

事業の目的
市民の散策路として利用されている玉串川沿道において、大阪府による河川護岸整備等にあわせて市民の憩いの空
間、水辺散策道として利活用出来るよう府市連携して施設整備を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 29,438 実績額（千円）

事業概要 玉串川沿道整備。

事業の対象 市民

事務事業名 玉串川沿道整備事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

32,207

整備延長

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

玉串川の石積み護岸の改修が急務である。また、桜等の沿
道環境を利用し、市民の憩いの場を提供する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

沿道通行の安全確保に寄与する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域・府・市・関連団体からなる推進協議会の運営を行い、
事業内容に反映させる。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ％ 44.9 44.9

2 ％ 18.3 18.3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

受水池施設の耐震化は水道の安定給水を図る上で必要で
あった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標計画値を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

有効性を落とさず、効率的な事業実施ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報公開を進め、透明性を高めた。

評価の観点 評価内容

ポンプ所耐震施設率
ポンプ所耐震施設率＝（耐震対策の施されているポンプ所
施設能力㎥／全ポンプ所能力㎥）×100

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 水道施設耐震化事業 担当部局・課
水道局

施設整備課

事業概要 水道ビジョンに基づき、重要基幹施設である高安受水場・他各施設の耐震補強工事を、順次継続的に実施する。

事業の対象 上水道使用者

事業の目的 安定給水を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円） －

平成24年度
計画内容

○高安受水場受水池耐震補強工事(３号池)
(受水池　3,300 ㎥ ×１池)

平成24年度
実施内容

○高安受水場受水池耐震補強工事(３号池)
(受水池　3,300 ㎥ ×１池)

配水池耐震施設率
配水池耐震施設率＝（耐震対策の施されている配水池容量
㎥／配水池総容量㎥）×100

活　動　指　標

指標 単位

平成24年度



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

809001

計画値 実績値

1 ％ 16.5 15.8

2 ％ 90.4 90.2

3 ％ 21.2 20.4

評価

妥当性 B

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

安全安心な上水の供給に当該事業は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

沿道住民の工事調整等で工事の発注に時間を要し、目標
値を達成できなかった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的な発注とコスト縮減に努めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

沿道住民の工事協力のもと工事を実施している。

評価の観点 評価内容

ダクタイル鋳鉄管率
ダクタイル鋳鉄管率＝（ダクタイル鋳鉄管延長（Ｋｍ）／鋳鉄

 管延長（Ｋｍ））×100

鉛製給水管率 鉛製給水管率＝（鉛製給水管戸数／総給水戸数）×100

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 配水管整備事業 担当部局・課
水道局

施設整備課

事業概要
平時並びに災害時において、より安全で安心な水を安定的に供給していくため、老朽管の更新及び一般幹線管路の耐震
化等を図ることとし、第７次配水管整備事業(平成23年から27年度の５ヵ年事業)を年次計画に基づき施工する。

事業の対象 上水道使用者

事業の目的 安定給水を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円） －

平成24年度
計画内容

○整備及び管路の耐震化工事
新設：1,456ｍ
布設替（耐震化）：5,900ｍ

平成24年度
実施内容

○整備及び管路の耐震化工事
新設：461ｍ
布設替（耐震化）：3,390ｍ

管路の耐震化率
管路の耐震化率＝（耐震管延長（Ｋｍ）／管路総延長（Ｋ
ｍ））×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 8 8

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

災害時の飲用水確保に当該事業は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

有効に事業目標を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切な経費にて執行した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

設置に伴い、地域への説明を含め情報公開をすすめた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

－

給水拠点（応急給水拠点）数 給水拠点施設及び緊急貯水槽の設置を事業指標とする。

活　動　指　標

事務事業名 緊急時給水拠点確保事業 担当部局・課
水道局

施設整備課

事業概要 耐震性緊急貯水槽を設置する。

事業の対象 災害時における地域住民（給水拠点周辺住民）

事業の目的 災害時における飲料水を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円）

○工事の発注(1基)及び契約、施工、検査
○起債申請・国庫補助申請
○貯水槽設計業務委託(2基)
○設置箇所選定に伴い、関係機関との調整

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○工事の発注(1基)及び契約、施工、検査
○起債申請・国庫補助申請
○貯水槽設計業務委託(2基)
○設置箇所選定に伴い、関係機関との調整

平成24年度
実施内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

○ 117

809001
809010
809011
809012
809014

計画値 実績値

1 回 12 12

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

災害時の水道事業の中枢機能維持によるライフライン確
保、情報通信技術への対応、ユニバーサルデザインの導入
や環境保全への配慮等市民ニーズに応えるため、妥当であ
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

本事業を総合的かつ効果的に推進するため、水道庁舎建
設準備委員会及び水道庁舎建設準備検討部会を設置し
た。詳細にわたり、検討、協議を重ね、基本計画を策定し、
指標の目標どおり達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

基本構想及び基本計画の策定には、予算執行はなく、本事
業の現在の取組みとしては、手法、体制とも妥当である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

基本構想及び基本計画とも予定どおり策定し、事業の進展
に基づき情報を公開したが、市民との協働の取り組みにつ
いては、今後の課題である。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

－

庁舎建設準備委員会会議開催回
数

現庁舎が抱える課題を解消するとともに、基本構想、基本計
画で掲げた基本理念及び基本方針の実現に向け、庁舎建
設準備委員会を開催する。

活　動　指　標

事務事業名 水道局庁舎建設事業 担当部局・課
水道局

経営総務課

事業概要
築40年を経、各部の老朽化、耐震性の不足、機能面の陳腐化が顕在化している現局庁舎について、長期的な視野に基
づく判断により見直しを行い、水道事業の中枢として機能する庁舎としていくものである。

事業の対象 市職員

事業の目的
災害時における水道事業の中枢機能維持によりライフラインを確保するとともに、情報通信技術の更なる進歩や柔軟な
組織改変への対応を可能とする。また、ユニバーサルデザインの導入、環境への配慮を盛り込み、将来にわたって市民
や社会からの要請に応えられる庁舎とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円）

基本構想、基本計画を策定するとともに、基本
計画に基づき、庁舎機能更新事業の予算額を
確定した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○基本計画に基づき実施
平成24年度
実施内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

809001

計画値 実績値

1 ％ 95.5 93.9

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

第5次総合計画を戦略的かつ着実に実現していくには、漏
水防止対策事業の推進は、必要不可欠であり、事業実施は
妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画した有収率には達成しなかったが、「安全安心な上水
道の供給体制づくり」には貢献した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

委託業者を競争入札により決定し、また、一定の漏水も発
見したことで、局のコストの縮減が図られた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

漏水の発見・通報を市民、お客さまにも求めていて、今年度
も多くの漏水の通報があった。これにより、漏水量の増加を
防げた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

－

有収率
有収率＝有収水量／配水量　として算出される。なお、配水
量＝有効水量＋無効水量で表される。そして、無効水量は
漏水などで無駄になった水量をさす。

活　動　指　標

事務事業名 漏水防止対策事業 担当部局・課
水道局

工事管理課

事業概要 市内一円で漏水調査を実施し、漏水の早期発見・早期修繕を行う。

事業の対象 布設年度が新しいものを除く配水管と鉛製給水管

事業の目的 有収率（無効水量でない有収水量と配水量の比）の向上及び、漏水による２次災害発生の防止を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円）

配水管（約462㎞）及び鉛製給水管（約26,500
戸）の漏水調査の実施し、調査を通じて150件、
577,284?/年の漏水量を発見し、有収率の低下
を防いだ。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○配水管（約462㎞）及び鉛製給水管（約26,500
戸）の漏水調査の実施

平成24年度
実施内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

計画値 実績値

1 人／千人 0.4 0.4

2 ％ 55 55

3 ％ 55 55

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

施設更新及び耐震化を計画どおりに遂行するため、お客さ
まに水道事業について、ご理解とご協力を得られるよう情報
発信に努めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

水道モニターや利き水会等のアンケート結果から水道事業
に対し、一定の理解を得られているものの、市域全体へ波
及する手法についても検証する必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

従来から限られた予算の範囲内で工夫して広聴広報活動を
実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

南木の本防災公園や亀井小学校における耐震性緊急貯水
槽の設置を契機に、地域と協働で防災訓練や地域イベント
等を実施した。今後、地域との協働について、拡大できるよ
う更に検証していく必要がある。

評価の観点 評価内容

水道水信頼度指数

水道水信頼度指数＝（有信頼度回答者数／アンケート調査人
数）×100
＊アンケート調査人数については信頼性確保と調査コストの観
点から 適値を検討の上調査を実施する。

水道水味評価指数

水道水味評価指数＝（水道水味好評回答者数／アンケート調
査人数）×100
＊アンケート調査人数については信頼性確保と調査コストの観
点から 適値を検討の上調査を実施する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 広報・広聴制度 担当部局・課
水道局

経営総務課

事業概要
局内広報委員会により広報・広聴制度の見直しを行い、また、下水道担当部局と連携し、全体の統一性を確保しながらこ
れらの充実を図っていく。

事業の対象 市民（水道使用者）

事業の目的
市民（使用者）に上下水道両事業をよく理解して頂き、都市基盤として不可欠な両事業の安定経営に必要かつ適正な受
益者負担について納得を得る。また、「水」に関連する環境問題にも積極的に取組んで頂けるようにする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円） －

平成24年度
計画内容

○水道モニター制度・アンケートの継続実施
○上下水道共同による広報活動の充実
○ホームページの内容充実
○パンフレット発行
○市政だより記事掲載
○施設見学
○小学校水道出前講座（直結化済水飲み場活
用）
○地域イベント参加

平成24年度
実施内容

水道モニター制度、小学校水道出前講座等を
継続的に実施するとともに、地域のイベント、防
災訓練に積極的に参加し、広聴広報活動を実
施した。

アンケート情報収集割合（水道事
業ガイドライン3203）

アンケート情報収集割合＝（アンケート回数人数／給水人口）
×1000

 消費者のニーズの収集実行度を示す。
＊計画値については信頼性確保と調査コストの観点から 適
値を再検討の上、見直しを図る。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 人 200 210

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズ、事業とも恒久的なものであり、今後も継続すべ
きものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標は達成できたものの、庁舎電力は気温の関係も
あり、若干微増した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

光熱費の削減に向け、努力を重ねたが、気温の関係もあ
り、若干微増した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

水道局において、環境マネジメントシステムを推進している
ものの、情報公開の不足により、市民までには浸透していな
い。

評価の観点 評価内容

環境マネジメントシステム活動の
延べ人数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 環境マネジメント推進事業（水道局） 担当部局・課
水道局

経営総務課

事業概要
局内に設置している環境保全員を中心に、KESの規格に基づいて水道局としての環境保全方針や目標等を設定し、継続
して環境保全に努める。

事業の対象 市職員

事業の目的
環境保全活動に積極的・計画的に取り組んでいくことで、地球環境にやさしい水道事業を展開していく。また、市組織全体
としての取組の結果、八尾市内の民間事業所や個人の環境保全活動へ波及する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円） －

平成24年度
計画内容

○より高度なレベルでのＥＭＳ活動の継続な取
組み

平成24年度
実施内容

昨年度に引続き、照明器具の間引きや巡回に
よる空調温度管理を徹底した。昨年度は、大幅
な庁舎電力を削減できたが、今年度は、気温の
関係もあり、若干微増した。

主要施設配水用電力使用量削減
率

本市水道の基幹施設である高安受配水場（ 多電力使用）
の配水用電力を、ポンプ棟の耐震化工事に伴う機器の省エ
ネ化と大阪広域水道企業団の受水圧24時間活用化により、
平成28年度において現行対比で 大５％程度削減すること
を目標とする。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

809001
809013
809014
809015

計画値 実績値

1 ％ 98.20 98.72

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズ、事業ともに恒久的なものであり、事務事業を継
続実施すべきである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標を達成できる見込みである。引き続き、収納率
の維持向上に努める。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

開閉栓等の受付業務及び料金徴収業務など、事務事業全
体の精査を行うとともに、事務改善や業務プロセス改善によ
り、有効性を維持し、コストを節減し、効率的な事業を実施し
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

引き続き、ホームページやリーフレット等により、事業の情報
提供を行い、事業の透明性の向上に努めた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

－

水道料金収納率
現年度分の水道料金収納率（％）＝収入額（千円）÷調定額

 （千円）×100    
[平成20年度実績値＝98．20％を維持]

活　動　指　標

事務事業名 開・閉栓、検針及び水道料金等収納業務 担当部局・課
水道局

お客さまサービス課

事業概要

転居等による開栓又は閉栓等の異動処理業務を行う。
量水器の取付・撤去、取替等に関する業務を行う。
検針（使用水量の計量）業務を行う。
水道料金の調定及び収納業務を行う。
給水装置工事に関する業務を行う。

事業の対象 水を必要とするお客さま（市民、企業、団体等）

事業の目的

開栓又は閉栓等の処理を迅速に行うことで、お客さまが必要な時に水を使用できる。
量水器の取付・撤去、取替等を適確に行うことで、正しい計量ができる。
使用水量を正確に計量することで、適正な料金額が確定する。
水道料金の効率的な収納は、健全経営維持への寄与とお客さまサービスの向上に繋がる。
給水装置を適切かつ合理的に運用することができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円）

○開閉栓等の受付業務のワンストップサービス
を実施し、更なるお客さまサービス向上に関し
て検討。
○量水器の取付・撤去、取替及び検針業務を実
施し、各業務仕様を精査。
○支払機会の拡大と利便性向上の為、閉栓精
算料金の口座再振替の実施。適切な対応と効
率的手法による料金収納・未納対策を実施。
○給水装置工事の設計審査、指導及び竣工並
びに指定業者や貯水槽の実態把握を行い、安
全安心安定した水供給を実施。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○開栓又は閉栓等の異動処理業務
○量水器の取付・撤去、取替等業務
○検針（使用水量の計量）業務
○水道料金の調定及び収納業務
○給水装置工事に関する業務

平成24年度
実施内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ - 89.3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○増補幹線等の早期整備を府に働きかけなが
ら、府の一元化による効果の検証及び管理運
営手法等の課題解決のための協議
○維持管理費における府との負担区分の協議・
検討

平成24年度
実施内容

関係各市負担金についての見直し協議、維持
管理費における府との負担区分の協議・検討を
行った。

整備進捗率 流域整備計画に対する進捗率。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,330,028 実績額（千円） 1,294,896

平成24年度
計画内容

事業の対象 流域下水道計画区域内の市民

事業の目的
行政区域を越えて広域的に下水道を整備し、下水を処理するほうが効果的であり、下水処理費用を格段に抑えることが
できる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 流域下水道整備促進事業【特別会計】 担当部局・課
土木部

下水道経営企画課

事業概要
本市下水道の大部分を流域関連公共下水道として計画していることから、流域下水道関連市として、流域下水道事業の
事業費に対して応分の負担を行うとともに、増補幹線等の早期整備を府に働きかける。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

本市の下水道計画区域のほとんどが、流域下水道の区域と
なっていることから、本事業を促進することは、治水対策並
びに環境への配慮した水環境を形成することになり、事業
執行面では、大阪府担当窓口と協議し、事業に関わる費用
を大阪府に対し負担しており、プロセスは適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

広域的に下水道を整備することにより、効果面、費用面等に
有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

流域下水道は広域的な観点から計画されている事業であ
り、本市が単独で下水道事業を実施するよりも２以上の市
域の下水道を排除し、且つ終末処理場を有し、関連市が下
水道計画面積に応じた建設負担金を負担する本事業が、効
率性、経済性にすぐれた手法といえる。流域下水道施設の
効率的な維持管理について、大阪府、構成市町村で協議を
している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

今後、本市の負担する経費等、市民に分かりやすい形で、
情報提供できるよう、その内容、手法について研究する必要
がある。

評価の観点 評価内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

809006

計画値 実績値

- - - -

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

平成24年度
計画内容

-
平成24年度
実施内容

下水道事業債における平成24年度元利償還金
の償還を行った。

評価の観点 評価内容

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

-

意味・算式等

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市が下水道事業債の管理、元利償還金の将来推計を行うこ
とは妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

下水道経営計画の基礎資料とすることができ有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的に業務を執行した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

下水道事業債に対する元利償還であるので透明性は高い・

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,154,110 実績額（千円） 7,107,077

事業の対象

事業の目的

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 公債費事務【特別会計】 担当部局・課
土木部

下水道経営企画課

事業概要 下水道事業債の管理を行うことにより、元利償還金の将来推計等、下水道経営計画の基礎資料とする。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

118

809001
809002
809003
809005
809006

○

計画値 実績値

1 ％ 87.8 87.8

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

整備面積73.08ｈａ／整備延長17.60ｋｍ／単年
度普及率2.0％／年度末普及率87.8％

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○整備人口普及率の2.0％増加を目標に整備
（目標:年度末87.8％の達成）

平成24年度
実施内容

事業の目的
公共下水道を整備し、浸水の防除・生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図り、市民の生命・財産と水環境を守
る。又、下水道資源の有効活用を図り、地球環境に配慮したゆとりとうるおいのある環境を提供する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 110,768 実績額（千円）

事業概要 公共下水道整備を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 公共下水道事業（計画）【特別会計】 担当部局・課
土木部

下水道普及課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

88,926

公共下水道整備人口普及率
公共下水道整備人口普及率（％）＝整備区域内人口（人）／
行政区域内人口（人）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水道整備は、浸水の防除、公衆衛生の向上、公共用水域
の水質保全に資することを目的としており、妥当である。
下水道による公共サービスを提供するもので市が関与すべ
き事項を規定する要因にも合致しており、見直す必要は無
い。
市民の財産を守るべく、安心安全のまちづくりのために必要
不可欠の事業といえる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

下水道は、浸水の防除、公衆衛生の向上、公共用水域の水
質保全に資することを目的としており、有効な事務事業であ
る。
指標の目標についても、計画通り達成される見込みである。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

下水道は、浸水の防除・公衆衛生の向上・公共用水域の水
質保全を同時に行うことができることから、目的の達成にお
いては効率的な事業といえる。事業執行面では、設計のIT
化・監理業務の一部外部委託・コスト縮減施策の実施など
一定の改善は行われているが、事務の効率化・新たなコス
ト縮減項目など、改善の余地も残されている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりやホームページ等により、情報提供を行ってい
る。
地域と密着した下水道整備を推進するため、地域役員の協
力のもと、地元説明会を開催し、地域と情報を共有し事業を
進めているが、さらなる充実を図っていく必要がある。
市内の小学生を対象に「下水道出前講座」を開き、次世代
育成を担うべく環境教育を行っている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

118

808001
809001
809002
809003
809004
809005
809006
809015

○

計画値 実績値

1 ％ 87.8 87.8

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

整備面積73.08ｈａ／整備延長17.60ｋｍ／単年
度普及率2.0％／年度末普及率87.8％

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○整備人口普及率の2.0％増加を目標に整備
（目標:年度末87.8％の達成）

平成24年度
実施内容

事業の目的
公共下水道を整備し、浸水の防除・生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図り、市民の生命・財産と水環境を守
る。又、下水道資源の有効活用を図り、地球環境に配慮したゆとりとうるおいのある環境を提供する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,196,968 実績額（千円）

事業概要 公共下水道整備を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 公共下水道事業（建設）【特別会計】 担当部局・課
土木部

下水道建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

3,820,386

公共下水道整備人口普及率
公共下水道整備人口普及率（％）＝整備区域内人口（人）／
行政区域内人口（人）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水道整備は、浸水の防除、公衆衛生の向上、公共用水域
の水質保全に資することを目的としており、妥当である。
下水道による公共サービスを提供するもので市が関与すべ
き事項を規定する要因にも合致しており、見直す必要は無
い。
市民の財産を守るべく、安心安全のまちづくりのために必要
不可欠の事業といえる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

下水道は、浸水の防除、公衆衛生の向上、公共用水域の水
質保全に資することを目的としており、有効な事務事業であ
る。
指標の目標についても、計画通り達成される見込みである。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

下水道は、浸水の防除・公衆衛生の向上・公共用水域の水
質保全を同時に行うことができることから、目的の達成にお
いては効率的な事業といえる。事業執行面では、設計のIT
化・監理業務の一部外部委託・コスト縮減施策の実施など
一定の改善は行われているが、事務の効率化・新たなコス
ト縮減項目など、改善の余地も残されている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりやホームページ等により、情報提供を行ってい
る。
地域と密着した下水道整備を推進するため、地域役員の協
力のもと、地元説明会を開催し、地域と情報を共有し事業を
進めているが、さらなる充実を図っていく必要がある。
市内の小学生を対象に「下水道出前講座」を開き、次世代
育成を担うべく環境教育を行っている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

119 808001

計画値 実績値

1 ヶ所 250 330

2 ｍ 7,000 14,300

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○公共下水道施設の補修、調査及び清掃、台
帳整備
○開発行為に伴う排水施設の協議指導
○事業所等の立入検査、水質調査
○水洗化に伴う排水設備業務等
○長寿命化計画の策定

平成24年度
実施内容

○公共下水道施設の補修、調査及び清掃、台
帳整備
○開発行為に伴う排水施設の協議指導
○事業所等の立入検査、水質調査
○水洗化に伴う排水設備業務等
○長寿命化計画の策定

人孔鉄蓋の取替工事 人孔鉄蓋の老朽化に伴い、取替を行った個数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 129,635 実績額（千円） 128,754

平成24年度
計画内容

事業の対象 公共下水道施設及び市民

事業の目的
公共下水道施設が持っている機能を保持し、かつ効果的・効率的に発揮させることにより、生活環境の改善、公共用水域
の水質保全、浸水の防除等に資する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 下水道施設の維持管理業務【特別会計】 担当部局・課
土木部

下水道普及課

事業概要
下水道台帳整備、補修工事、清掃業務、管渠調査、水質調査、また勧奨活動を通じ公共下水道への接続期限の周知を
図り、排水設備に関する指導等を行う。

評価の観点 評価内容

下水管渠の調査及び清掃
下水道機能保全のため、定期的に調査及び清掃を行ってお
り、その延長である。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

公共下水道施設において、適正に維持管理を行い、各業務
を滞りなく遂行した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

いづれの指標も目標値を達成できている。また、苦情等に
迅速に対応し、事故等の発生がなかったため、評価出来
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

調査業務と並行して清掃業務を実施したり、他企業との連
携を図ることによって、コスト削減に努めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

業務の特性上、市民参画の余地は少ないものの、苦情や情
報共有を通じ、維持管理に役立てることができた。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

809003

計画値 実績値

1 戸 1,815 1,931

2 ％ 90 89.4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○補助金・融資斡旋・代位弁済の事業を実施
平成24年度
実施内容

○補助金・融資斡旋・代位弁済の事業を実施

水洗化戸数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,646 実績額（千円） 10,787

平成24年度
計画内容

事業の対象 くみ取り便所又はし尿浄化槽付便所を水洗便所へ改造を行おうとするもの

事業の目的
下水処理区域内において、水洗便所の普及を促進し、環境衛生の向上を図る。また、水洗化を促進することにより、下水
道施設の有効利用を図る。生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に向けて、生活排水の適正な処理を図ることが
できる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 水洗化促進事業【一般会計分】 担当部局・課
土木部

下水道経営企画課
（一般会計）

事業概要 水洗便所への改造に対し、補助金の交付又は融資の斡旋を行うとともに、水洗化対象家屋への勧奨指導を行う。

評価の観点 評価内容

水洗化率【公共下水道】
 水洗化人口／公共下水道処理区域内人口×100（％）

下水道普及課が算出する計画値・実績（見込）値

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水道法第11条の３第５項に基づくものであり、水洗便所の
普及を促進し、環境衛生の向上等を図ることができている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

助成件数は、供用開始戸数の増減に影響を受けるが、助成
制度により水洗便所の普及を促進できている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

助成制度により、水洗便所の普及（下水道への接続）を促
進できている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

下水道普及課と協力し、供用開始時や水洗化推進員の活
動でPRパンフレット等の資料配布を行っている。指定登録
業者にも制度の情報提供を依頼している。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

119
809003
809004
809015

計画値 実績値

1 ％ 90 89.4

2 ％ 35 26.3

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○水洗化対象家屋の現地調査や戸別訪問によ
る勧奨指導を行い、水洗化を促進

平成24年度
実施内容

○水洗化対象家屋の現地調査や戸別訪問によ
る勧奨指導を行い、水洗化を促進

公共下水道接続率
水洗化人口（水洗化している人口）／公共下水道の処理区
域内人口×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,107 実績額（千円） 2,838

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的 下水処理区域内における水洗化率の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 水洗化促進に関する業務【特別会計】 担当部局・課
土木部

下水道普及課

事業概要 水洗化対象家屋の現地調査や戸別訪問による勧奨指導を行い、水洗化促進を図る。

評価の観点 評価内容

勧奨効果率

義務期限満了前の未水洗家屋に対し勧奨指導を行い、そ
の結果水洗化された戸数の割合。（供用開始後、２年以上
経過しており、排水設備の計画を実施していない未水洗家
屋）目標値は平成17年度から平成21年度までの接続戸数
の合計を対象戸数の合計で割ったものをベースにしている。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

公共下水道は、整備区域内建物の所有者が水洗化すること
により初めて本体の機能を発揮するため、未水洗家屋に対
し、勧奨指導していく必要があり、早期の接続を目指した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

水洗化促進員の減に伴い、計画値に到達できなかったが、
一定の効果は見込めたものと判断できる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

水洗化促進員制度の活用により、効果的・効率的な勧奨を
実施することができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業の特性上、市民参画の余地は少ないが、勧奨にあたっ
ては、きめ細かいアドバイスやヒアリングを行った。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 人 30 12

2 回 11

3 人 831

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

施設見学会参加人数
平成22年度からはじめた上下水道施設見学会に参加した
人数。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

事業の目的
下水道事業は一般的に見えにくいため、いろいろな情報をわかりやすく提供することにより、下水道に対する知識を深め
てもらい、計画及び事業を円滑に進める。また、下水道に対する市民意識の向上を図ることで、下水道の普及促進に対
する市民との協働のしくみをつくる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,723 実績額（千円）

事業概要 下水道事業の普及啓発活動を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 下水道の普及宣伝に係る事務【一般会計分】 担当部局・課

土木部

下水道経営企画課
（一般会計）

下水道出前講座開催回数

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

2,592

平成24年度
計画内容

○上下水道施設見学会の開催
○下水道事業説明会の開催
○上下水道普及啓発イベントの開催
○下水道出前講座の開催
○見える下水道公園一般見学会の開催
○“下水道の日”のイベントの開催

平成24年度
実施内容

普及啓発イベントの開催、下水道出前講座の開
催、見える下水道公園一般見学会の実施、啓
発物品の補充等。

普及啓発イベント参加人数
“下水道の日”のイベント(①)に加えて、平成22年度から“夏
休み親子上下水道教室”(②)を開催しており、この両イベン
トの参加人数の合計(①+②)。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

下水道出前講座について提案型公共サービス実施制度を
活用し事業の透明性を高め、民間との協議を行った。

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水道の必要性、しくみ、建設・維持管理、経営、財政など
下水道事業全般について住民の理解と協力を得るため、広
く広報を行うことは適切であり、市民ニーズも高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

下水道フォーラム、下水道出前講座を実施することにより、
広く市民へのアピールができ、広報活動には役立った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

下水道出前講座について提案型公共サービス実施制度を
活用し、民間の観点から仕事のやり方も含め提案を受け
た。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

809003
809004
809005
809015

計画値 実績値

1 ％ 98.4 97.5

2 ％ 98.1 98.7

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○下水道事業受益者負担金・下水道使用料・
接続納付金の賦課・徴収

平成24年度
実施内容

○下水道事業受益者負担金・下水道使用料・
接続納付金の賦課・徴収

受益者負担金収納率（現年度分） 現年度分収入済額÷調定額×100＝収納率（％）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 127,425 実績額（千円） 123,523

平成24年度
計画内容

事業の対象 下水道整備区域内住民等

事業の目的
受益者負担金、接続納付金・・・公共下水道整備に係る下水道の建設に要する費用の一部に充てる。
下水道使用料・・・下水道維持管理に要する費用の一部に充てる。(汚水処理経費等)

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名
受益者負担金、下水道使用料等の

賦課・徴収業務【特別会計】
担当部局・課

土木部

下水道経営企画課

事業概要

受益者負担金・・下水道整備により、生活環境が改善され、土地の利用価値が増すことにより、利便性の向上する権利者
等に負担してもらう。
下水道使用料・・下水道を使用する者に水道の使用水量に応じて支払ってもらう。
接続納付金・・市が定める整備区域面積あたりの計画汚水量（基準汚水量）を超える汚水量（平均汚水量）を排出する建
築物を新築・増改築される方に、下水道建設費の一部を負担してもらう。

評価の観点 評価内容

下水道使用料収納率（現年度分） 現年度分収入済額÷調定額×100＝収納率（％）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水道事業に必要な財源を適正に賦課・徴収している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

下水道事業に必要な財源を確保するために、目標達成でき
るよう業務を遂行する必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

受益者負担金については、事務処理の負担軽減や効率的
な業務遂行のために受益者負担金システムの修正等を
行っている。下水道使用料については、水道局に徴収業務
を事務委任しているため、賦課徴収における情報の授受を
容易にし、効率化できるように努めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

下水道工事着工前の汚水桝設置場所確認時や下水道工事
完了後の供用開始時等でＰＲ用パンフや説明文を配付し、
理解を得られるように努めている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

117 809001

計画値 実績値

1 回 10 11

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○上下水道課題検討会議等の開催
○下水道所管内にプロジェクトチームを設置し、
企業会計への移行業務を進めた

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○上下水道課題検討会議等の開催
○プロジェクトチームを設置し、基本計画に基づ
く企業会計への移行業務

平成24年度
実施内容

事業の目的 市民サービスの向上を図り、効率的な事業運営を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,415 実績額（千円）

事業概要
上下水道一本化に向け水道局と連携強化を図り、検討会議等を継続して行っていく。下水道部局の課題として、整備普
及率が概ね90％となる時期を目途に地方公営企業法の適用を受け、企業性が発揮できる組織として効率的に運営して
いくこととする。

事業の対象 -

事務事業名 上下水道事業の一本化に関する業務 担当部局・課
土木部

下水道経営企画課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

7,409

検討会議等開催回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水道事業のさらなる経営健全化や経営状況等の明確化
を図る上で地方公営企業法の適用（以下「法適用」という。）
は必要不可欠であり、また、市民サービスの向上を図る上
で本事務事業の実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおりの実績が達成され、課題検討に有効な情
報共有と協議が図れた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

公募型プロポーザル方式により、法適用支援業務の実施事
業者を選定したが、価格面でも本市の想定した金額を一定
下回っておりコスト節減できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

本市ホームページを活用した法適用支援業務の実施事業
者を募集し、選定結果も公表しており、透明性を高められ
た。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

120

計画値 実績値

1 ㎥/分 2.9 3.0

2 km 0.76 1.15

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○関係機関との協議
○送水管等、施設の整備

平成24年度
実施内容

○大阪府並びに庁内関係機関と計画協議を
行った。
○送水管及びポンプ等送水施設の整備を行っ
た。

処理水供給量 周辺施設に供給する処理水の量

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 54,000 実績額（千円） 55,359

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的

下水処理水を有効利用し、「健全な水循環を構築する」「安定した水資源を確保する」という下水道が有する機能を生か
し、下水道に求められるリサイクル社会の構築への役割を積極的に果たしていく。水路、河川の「水質の悪化」「流量減少
による枯渇」といった問題を解決し、市街地における貴重な水辺環境を保全・改善・創造し、うるおいのある快適なまちづく
りを進める。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名
「竜華水みらいセンター」処理水の有効活用

【特別会計】
担当部局・課

土木部

下水道普及課

事業概要
竜華水みらいセンターから放流される高度処理水を市街地水路等の修景用水や維持用水として有効活用する。（新世代
下水道支援事業制度の活用）

評価の観点 評価内容

送水管整備延長
周辺施設に処理水を供給するために布設する送水管の延
長

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水処理水の有効利用については、「健全な水循環を構築
する」「安定した水資源を確保する」という下水道に求められ
るリサイクル社会の構築への役割から必要なものである。ま
た、広域的なものであり、行政でしか行えない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

水路、河川の「水質悪化」、「流量減少による枯渇」といった
問題を解決し、維持用水として活用することで、市街地にお
ける貴重な水辺環境を保全、改善、創造し、うるおいのある
快適なまちづくりを進めることができる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大阪府にて整備済の竜華送水管（二）へ接続する事業であ
り、流域下水道事業と一体となった事業展開を図ることが出
来、効率性は高い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

平成９年に策定した「アクアリサイクルプラン」に基づき事業
を実施している。また、第５次総合計画における「環境にや
さしいまちづくり」の実現に向け、今後は市民やＮＰＯと連携
し、環境を意識した暮らしやすいまちを将来の世代に引継ぐ
必要がある。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

116 ○

計画値 実績値

1 ヶ所 17 17

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

桜堤整備工事　他

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市内一円河川、水路改修工事
平成24年度
実施内容

事業の目的 河川の改修を行うことにより、治水安全度の向上と良好な水環境の整備を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 65,406 実績額（千円）

事業概要
浸水被害を防止するため、東部地域13河川を含む普通河川、水路、主要排水路の改修及び整備を行う。特に、大阪府の
恩智川改修工事に引続き、本市としても関連箇所の事業展開を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 準用・普通河川等整備事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

61,714

整備箇所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

河川・水路の改修を進めることにより、治水安全度の向上と
良好な水環境の整備を図る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

治水安全度を高めることにより、安心安全のまちづくりに寄
与している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

下水道事業と整合を図りながら整備を進めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施に際しては、地域の協力を求めながら整備を進め
ている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

115 101004 ○

計画値 実績値

1 ヶ所 15 15

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

竜華第159号水路整備工事　他

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市内一円水路整備工事
平成24年度
実施内容

事業の目的 浸水被害の防止と生活環境の改善を図るため、主として内水域における水路の整備を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 69,673 実績額（千円）

事業概要 浸水被害の防止及び生活環境の改善を図るため、排水路の整備及び排水管渠の築造を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 水路整備事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

70,041

整備箇所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

河川・水路の整備を進めることにより、治水安全度の向上と
良好な水環境の整備を図る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

治水安全度を高めることにより、安心安全のまちづくりに寄
与している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

下水道事業と整合を図りながら整備を進めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施に際しては、地域の協力を求めながら整備を進め
ている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

115 ○

計画値 実績値

1 m 600 819

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

・比較的小規模な事業実施を行なった。
　１）測量、設計等業務委託（５件）
　２）水路等整備事業（17件）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○副断面化実施
平成24年度
実施内容

事業の目的 排水路の整備及び排水管渠の築造を行い、浸水被害の防止と生活環境の改善を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 16,010 実績額（千円）

事業概要 浸水被害の防止及び生活環境の改善を図るため、排水路の整備及び排水管渠の築造を行う。

事業の対象 地域住民

事務事業名 水路整備事業 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

16,586

副断面化等の延長

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・比較的小規模な事務事業について、実施を図っている。
　１）地域(地元）要望事業、及び機能管理上（老朽化等）
による事業が、効果的に実施できた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・維持管理上の比較的小規模な事業に関して効果的に実施
できた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・事業要望等を受けて実施するにあたっては、事業効果、事
業予算、事業実施時期等について十分精査をおこない経済
的に実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・市主体で事業を進める場合が多かった。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

○

計画値 実績値

1 回 2 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

恩智川治水緑地福万寺地区第２期分の整備促
進
恩智川改修の早期整備の促進
砂防事業の実施促進

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○東部大阪治水対策促進協議会等を通じた、
恩智川治水緑地整備促進の働きかけ
○東部大阪治水対策促進協議会・大和川下流
改修促進期成同盟会等を通じた、一級河川改
修整備促進の働きかけ
○大阪府への砂防事業等実施促進の働きかけ

平成24年度
実施内容

事業の目的
大阪府の関連事業早期完成のための働きかけを行い、大雨時の浸水被害の解消、並びに山手地域における土砂災害
の防止あるいは被害の軽減をめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
恩智川治水緑地の全体計画の早期実現と活用、並びに一級河川寝屋川流域の浸水解消のための恩智川改修の早期完
成について、大阪府に働きかける。また、本市東部の山手地域における水や土砂の急激な流出防止のために、砂防堰堤
等の砂防事業の実施を大阪府に働きかける。

事業の対象 市民、関係機関

事務事業名 国及び大阪府事業の整備促進 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

関係機関との協議回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

大阪府において行われる事業であり、市としては早期整備
を府に対して求めていく

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

大阪府の財政事情が厳しい中、事業は進捗しており、総合
治水や土砂災害防止に寄与している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

八尾市域における防災事業を、大阪府事業として実施して
いる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域にも情報提供を行い、防災意識が高まっている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

115 ○

計画値 実績値

1 千円 133,955 135,951

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・水路維持管理経費（泥土処理業務16件､排水
区浚渫10件､浚渫及び維持工事34件、単契維
持工事66件等）
・河川維持管理経費（樹木剪定11件､浸水ポン
プ点検1式､維持補修工事17件等）

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○水路維持管理
平成24年度
実施内容

事業の目的 水路の維持管理により、市民生活の環境及び公衆衛生の向上と利便性を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 137,125 実績額（千円）

事業概要
河川・水路などが正しく機能するために水路の小規模な補修や、雑草・木の除去また堆積した土砂のしゅん渫を行う。
また、浸水ポンプ施設調査点検を実施し、通水確保に努める。

事業の対象 水路

事務事業名 河川水路等維持管理 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

141,318

維持管理費

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・機能保持の維持管理事業を実施している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・水路機能保持（浚渫､清掃､維持補修等）事業の効果的な
実施。又景観施設等の機能管理及び緑化樹木の剪定実施
・浸水対策施設等（浸水ポンプ等）の点検実施。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・事業予算が削減されるなかで、水路の機能を一定保持す
るのは難しい要素が多いが、現場精査等により経済的な
維持管理が出来たと判断される。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市主体で事業を進める場合が多かった。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

計画値 実績値

1 台 2 1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

維持作業車１台更新

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○車両入替　１台
平成24年度
実施内容

事業の目的 維持作業車等の効率的な更新を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,300 実績額（千円）

事業概要 維持作業車等の経過年数等による車両の更新

事業の対象 所管車両

事務事業名 維持作業車等更新事業（水路） 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

0

入替台数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

維持車両等買換計画の検討

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

維持車両等買換計画の検討

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

維持車両等買換計画の検討

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市主体の事業である



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

計画値 実績値

2 千円 8,012 7,784

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

指標 単位
平成24年度

○長瀬川維持管理
平成24年度
実施内容

長瀬川汚水路の適切な維持管理

活　動　指　標

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 8,012 実績額（千円） 0

平成24年度
計画内容

事業の対象 長瀬川

事業の目的 公共用水域の水質保全、環境改善を図る。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 長瀬川分担金 担当部局・課
土木部

土木管理事務所

事業概要 八尾市域内における長瀬川水路に係る維持経費の分担金

評価の観点 評価内容

分担金

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

長瀬川汚水路の常時清掃等を実施し、良好な生活環境の
保持に努めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

長瀬川汚水路の常時清掃等を実施し、良好な生活環境の
保持に努めた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

各市ともに下水道整備が進み、排出される汚水量が減少し
てきており、組合存続についての問題が将来的に発生し、
維持管理の手法について、今後研究する必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市主体で事業を進める場合が多かった。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

116 ○

計画値 実績値

1 ヶ所 1 1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

流域貯留浸施設築造工事（亀井中学校）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○流域貯留浸透施設築造工事
○実施設計

平成24年度
実施内容

事業の目的 寝屋川流域水害対策計画に基づき、浸水被害の防止を図るため、雨水流出抑制施設の整備を進める。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 64,000 実績額（千円）

事業概要 浸水防止を図るため、寝屋川流域水害対策計画に基づき、雨水流出抑制施設の整備を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 流域貯留浸透事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

66,880

整備箇所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

寝屋川流域水害対策計画に基づき、浸水被害の防止を図
るため雨水流出抑制施設の整備を進める。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

治水安全度を高めることにより、安心安全のまちづくりに寄
与している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国庫補助事業として実施。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業実施にあたっては、地域の協力を得ながら実施してい
る。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

116 101004 ○

計画値 実績値

1 ヶ所 2 3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

長瀬川景観整備工事等

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○市街化区域内水路環境整備　他
平成24年度
実施内容

事業の目的 市街地に残された貴重な公有水面を多目的に利用し、身近な都市空間として整備する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,000 実績額（千円）

事業概要
公共下水道整備等により用排水機能の低下した水路について環境整備を行い、都市の良好な水辺空間のネットワーク化
を図り、防災通路、防災用水路及び貯留施設の確保を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 市街地水路整備事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

7,642

整備箇所数 整備延長

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市街地に残された良好な地域の財産を貴重な水辺空間とし
て活用し、うるおいと安らぎの場所の創造を行っている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

うるおいと安らぎ、憩いの場所として利用されている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域と連携し、効率良く実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

実施前に地元説明会を行い、意見を取り入れる等行い、工
事着手前にはＰＲを行っている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.11 安全で快適な水環境の整備

施策No.47 治水対策と環境を意識した水環境の形成

現状 今後

116 101004 ○

計画値 実績値

1 ｍ 200 117

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

玉串川護岸整備工事（曙川東地区）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○府　整備工事実施
○市　整備工事着手

平成24年度
実施内容

事業の目的
市民の散策路として利用されている玉串川沿道において、大阪府による河川護岸整備等にあわせて市民の憩いの空
間、水辺散策道として利活用出来るよう府市連携して施設整備を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 29,438 実績額（千円）

事業概要 玉串川沿道整備。

事業の対象 市民

事務事業名 玉串川沿道整備事業 担当部局・課
土木部

土木建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

32,207

整備延長

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

玉串川の石積み護岸の改修が急務である。また、桜等の沿
道環境を利用し、市民の憩いの場を提供する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

沿道通行の安全確保に寄与する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域・府・市・関連団体からなる推進協議会の運営を行い、
事業内容に反映させる。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ％ 44.9 44.9

2 ％ 18.3 18.3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

受水池施設の耐震化は水道の安定給水を図る上で必要で
あった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標計画値を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

有効性を落とさず、効率的な事業実施ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報公開を進め、透明性を高めた。

評価の観点 評価内容

ポンプ所耐震施設率
ポンプ所耐震施設率＝（耐震対策の施されているポンプ所
施設能力㎥／全ポンプ所能力㎥）×100

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 水道施設耐震化事業 担当部局・課
水道局

施設整備課

事業概要 水道ビジョンに基づき、重要基幹施設である高安受水場・他各施設の耐震補強工事を、順次継続的に実施する。

事業の対象 上水道使用者

事業の目的 安定給水を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円） －

平成24年度
計画内容

○高安受水場受水池耐震補強工事(３号池)
(受水池　3,300 ㎥ ×１池)

平成24年度
実施内容

○高安受水場受水池耐震補強工事(３号池)
(受水池　3,300 ㎥ ×１池)

配水池耐震施設率
配水池耐震施設率＝（耐震対策の施されている配水池容量
㎥／配水池総容量㎥）×100

活　動　指　標

指標 単位

平成24年度



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

809001

計画値 実績値

1 ％ 16.5 15.8

2 ％ 90.4 90.2

3 ％ 21.2 20.4

評価

妥当性 B

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

安全安心な上水の供給に当該事業は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

沿道住民の工事調整等で工事の発注に時間を要し、目標
値を達成できなかった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的な発注とコスト縮減に努めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

沿道住民の工事協力のもと工事を実施している。

評価の観点 評価内容

ダクタイル鋳鉄管率
ダクタイル鋳鉄管率＝（ダクタイル鋳鉄管延長（Ｋｍ）／鋳鉄

 管延長（Ｋｍ））×100

鉛製給水管率 鉛製給水管率＝（鉛製給水管戸数／総給水戸数）×100

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 配水管整備事業 担当部局・課
水道局

施設整備課

事業概要
平時並びに災害時において、より安全で安心な水を安定的に供給していくため、老朽管の更新及び一般幹線管路の耐震
化等を図ることとし、第７次配水管整備事業(平成23年から27年度の５ヵ年事業)を年次計画に基づき施工する。

事業の対象 上水道使用者

事業の目的 安定給水を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円） －

平成24年度
計画内容

○整備及び管路の耐震化工事
新設：1,456ｍ
布設替（耐震化）：5,900ｍ

平成24年度
実施内容

○整備及び管路の耐震化工事
新設：461ｍ
布設替（耐震化）：3,390ｍ

管路の耐震化率
管路の耐震化率＝（耐震管延長（Ｋｍ）／管路総延長（Ｋ
ｍ））×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 8 8

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

災害時の飲用水確保に当該事業は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

有効に事業目標を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切な経費にて執行した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

設置に伴い、地域への説明を含め情報公開をすすめた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

－

給水拠点（応急給水拠点）数 給水拠点施設及び緊急貯水槽の設置を事業指標とする。

活　動　指　標

事務事業名 緊急時給水拠点確保事業 担当部局・課
水道局

施設整備課

事業概要 耐震性緊急貯水槽を設置する。

事業の対象 災害時における地域住民（給水拠点周辺住民）

事業の目的 災害時における飲料水を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円）

○工事の発注(1基)及び契約、施工、検査
○起債申請・国庫補助申請
○貯水槽設計業務委託(2基)
○設置箇所選定に伴い、関係機関との調整

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○工事の発注(1基)及び契約、施工、検査
○起債申請・国庫補助申請
○貯水槽設計業務委託(2基)
○設置箇所選定に伴い、関係機関との調整

平成24年度
実施内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

○ 117

809001
809010
809011
809012
809014

計画値 実績値

1 回 12 12

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

災害時の水道事業の中枢機能維持によるライフライン確
保、情報通信技術への対応、ユニバーサルデザインの導入
や環境保全への配慮等市民ニーズに応えるため、妥当であ
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

本事業を総合的かつ効果的に推進するため、水道庁舎建
設準備委員会及び水道庁舎建設準備検討部会を設置し
た。詳細にわたり、検討、協議を重ね、基本計画を策定し、
指標の目標どおり達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

基本構想及び基本計画の策定には、予算執行はなく、本事
業の現在の取組みとしては、手法、体制とも妥当である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

基本構想及び基本計画とも予定どおり策定し、事業の進展
に基づき情報を公開したが、市民との協働の取り組みにつ
いては、今後の課題である。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

－

庁舎建設準備委員会会議開催回
数

現庁舎が抱える課題を解消するとともに、基本構想、基本計
画で掲げた基本理念及び基本方針の実現に向け、庁舎建
設準備委員会を開催する。

活　動　指　標

事務事業名 水道局庁舎建設事業 担当部局・課
水道局

経営総務課

事業概要
築40年を経、各部の老朽化、耐震性の不足、機能面の陳腐化が顕在化している現局庁舎について、長期的な視野に基
づく判断により見直しを行い、水道事業の中枢として機能する庁舎としていくものである。

事業の対象 市職員

事業の目的
災害時における水道事業の中枢機能維持によりライフラインを確保するとともに、情報通信技術の更なる進歩や柔軟な
組織改変への対応を可能とする。また、ユニバーサルデザインの導入、環境への配慮を盛り込み、将来にわたって市民
や社会からの要請に応えられる庁舎とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円）

基本構想、基本計画を策定するとともに、基本
計画に基づき、庁舎機能更新事業の予算額を
確定した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○基本計画に基づき実施
平成24年度
実施内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

809001

計画値 実績値

1 ％ 95.5 93.9

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

第5次総合計画を戦略的かつ着実に実現していくには、漏
水防止対策事業の推進は、必要不可欠であり、事業実施は
妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画した有収率には達成しなかったが、「安全安心な上水
道の供給体制づくり」には貢献した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

委託業者を競争入札により決定し、また、一定の漏水も発
見したことで、局のコストの縮減が図られた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

漏水の発見・通報を市民、お客さまにも求めていて、今年度
も多くの漏水の通報があった。これにより、漏水量の増加を
防げた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

－

有収率
有収率＝有収水量／配水量　として算出される。なお、配水
量＝有効水量＋無効水量で表される。そして、無効水量は
漏水などで無駄になった水量をさす。

活　動　指　標

事務事業名 漏水防止対策事業 担当部局・課
水道局

工事管理課

事業概要 市内一円で漏水調査を実施し、漏水の早期発見・早期修繕を行う。

事業の対象 布設年度が新しいものを除く配水管と鉛製給水管

事業の目的 有収率（無効水量でない有収水量と配水量の比）の向上及び、漏水による２次災害発生の防止を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円）

配水管（約462㎞）及び鉛製給水管（約26,500
戸）の漏水調査の実施し、調査を通じて150件、
577,284?/年の漏水量を発見し、有収率の低下
を防いだ。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○配水管（約462㎞）及び鉛製給水管（約26,500
戸）の漏水調査の実施

平成24年度
実施内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

計画値 実績値

1 人／千人 0.4 0.4

2 ％ 55 55

3 ％ 55 55

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

施設更新及び耐震化を計画どおりに遂行するため、お客さ
まに水道事業について、ご理解とご協力を得られるよう情報
発信に努めた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

水道モニターや利き水会等のアンケート結果から水道事業
に対し、一定の理解を得られているものの、市域全体へ波
及する手法についても検証する必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

従来から限られた予算の範囲内で工夫して広聴広報活動を
実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

南木の本防災公園や亀井小学校における耐震性緊急貯水
槽の設置を契機に、地域と協働で防災訓練や地域イベント
等を実施した。今後、地域との協働について、拡大できるよ
う更に検証していく必要がある。

評価の観点 評価内容

水道水信頼度指数

水道水信頼度指数＝（有信頼度回答者数／アンケート調査人
数）×100
＊アンケート調査人数については信頼性確保と調査コストの観
点から 適値を検討の上調査を実施する。

水道水味評価指数

水道水味評価指数＝（水道水味好評回答者数／アンケート調
査人数）×100
＊アンケート調査人数については信頼性確保と調査コストの観
点から 適値を検討の上調査を実施する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 広報・広聴制度 担当部局・課
水道局

経営総務課

事業概要
局内広報委員会により広報・広聴制度の見直しを行い、また、下水道担当部局と連携し、全体の統一性を確保しながらこ
れらの充実を図っていく。

事業の対象 市民（水道使用者）

事業の目的
市民（使用者）に上下水道両事業をよく理解して頂き、都市基盤として不可欠な両事業の安定経営に必要かつ適正な受
益者負担について納得を得る。また、「水」に関連する環境問題にも積極的に取組んで頂けるようにする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円） －

平成24年度
計画内容

○水道モニター制度・アンケートの継続実施
○上下水道共同による広報活動の充実
○ホームページの内容充実
○パンフレット発行
○市政だより記事掲載
○施設見学
○小学校水道出前講座（直結化済水飲み場活
用）
○地域イベント参加

平成24年度
実施内容

水道モニター制度、小学校水道出前講座等を
継続的に実施するとともに、地域のイベント、防
災訓練に積極的に参加し、広聴広報活動を実
施した。

アンケート情報収集割合（水道事
業ガイドライン3203）

アンケート情報収集割合＝（アンケート回数人数／給水人口）
×1000

 消費者のニーズの収集実行度を示す。
＊計画値については信頼性確保と調査コストの観点から 適
値を再検討の上、見直しを図る。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 人 200 210

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズ、事業とも恒久的なものであり、今後も継続すべ
きものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標は達成できたものの、庁舎電力は気温の関係も
あり、若干微増した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

光熱費の削減に向け、努力を重ねたが、気温の関係もあ
り、若干微増した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

水道局において、環境マネジメントシステムを推進している
ものの、情報公開の不足により、市民までには浸透していな
い。

評価の観点 評価内容

環境マネジメントシステム活動の
延べ人数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 環境マネジメント推進事業（水道局） 担当部局・課
水道局

経営総務課

事業概要
局内に設置している環境保全員を中心に、KESの規格に基づいて水道局としての環境保全方針や目標等を設定し、継続
して環境保全に努める。

事業の対象 市職員

事業の目的
環境保全活動に積極的・計画的に取り組んでいくことで、地球環境にやさしい水道事業を展開していく。また、市組織全体
としての取組の結果、八尾市内の民間事業所や個人の環境保全活動へ波及する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円） －

平成24年度
計画内容

○より高度なレベルでのＥＭＳ活動の継続な取
組み

平成24年度
実施内容

昨年度に引続き、照明器具の間引きや巡回に
よる空調温度管理を徹底した。昨年度は、大幅
な庁舎電力を削減できたが、今年度は、気温の
関係もあり、若干微増した。

主要施設配水用電力使用量削減
率

本市水道の基幹施設である高安受配水場（ 多電力使用）
の配水用電力を、ポンプ棟の耐震化工事に伴う機器の省エ
ネ化と大阪広域水道企業団の受水圧24時間活用化により、
平成28年度において現行対比で 大５％程度削減すること
を目標とする。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.12 安全安心な上水道の供給体制づくり

施策No.48 上水道の安定供給

現状 今後

809001
809013
809014
809015

計画値 実績値

1 ％ 98.20 98.72

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズ、事業ともに恒久的なものであり、事務事業を継
続実施すべきである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標を達成できる見込みである。引き続き、収納率
の維持向上に努める。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

開閉栓等の受付業務及び料金徴収業務など、事務事業全
体の精査を行うとともに、事務改善や業務プロセス改善によ
り、有効性を維持し、コストを節減し、効率的な事業を実施し
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

引き続き、ホームページやリーフレット等により、事業の情報
提供を行い、事業の透明性の向上に努めた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

－

水道料金収納率
現年度分の水道料金収納率（％）＝収入額（千円）÷調定額

 （千円）×100    
[平成20年度実績値＝98．20％を維持]

活　動　指　標

事務事業名 開・閉栓、検針及び水道料金等収納業務 担当部局・課
水道局

お客さまサービス課

事業概要

転居等による開栓又は閉栓等の異動処理業務を行う。
量水器の取付・撤去、取替等に関する業務を行う。
検針（使用水量の計量）業務を行う。
水道料金の調定及び収納業務を行う。
給水装置工事に関する業務を行う。

事業の対象 水を必要とするお客さま（市民、企業、団体等）

事業の目的

開栓又は閉栓等の処理を迅速に行うことで、お客さまが必要な時に水を使用できる。
量水器の取付・撤去、取替等を適確に行うことで、正しい計量ができる。
使用水量を正確に計量することで、適正な料金額が確定する。
水道料金の効率的な収納は、健全経営維持への寄与とお客さまサービスの向上に繋がる。
給水装置を適切かつ合理的に運用することができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） － 実績額（千円）

○開閉栓等の受付業務のワンストップサービス
を実施し、更なるお客さまサービス向上に関し
て検討。
○量水器の取付・撤去、取替及び検針業務を実
施し、各業務仕様を精査。
○支払機会の拡大と利便性向上の為、閉栓精
算料金の口座再振替の実施。適切な対応と効
率的手法による料金収納・未納対策を実施。
○給水装置工事の設計審査、指導及び竣工並
びに指定業者や貯水槽の実態把握を行い、安
全安心安定した水供給を実施。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○開栓又は閉栓等の異動処理業務
○量水器の取付・撤去、取替等業務
○検針（使用水量の計量）業務
○水道料金の調定及び収納業務
○給水装置工事に関する業務

平成24年度
実施内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ - 89.3

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○増補幹線等の早期整備を府に働きかけなが
ら、府の一元化による効果の検証及び管理運
営手法等の課題解決のための協議
○維持管理費における府との負担区分の協議・
検討

平成24年度
実施内容

関係各市負担金についての見直し協議、維持
管理費における府との負担区分の協議・検討を
行った。

整備進捗率 流域整備計画に対する進捗率。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,330,028 実績額（千円） 1,294,896

平成24年度
計画内容

事業の対象 流域下水道計画区域内の市民

事業の目的
行政区域を越えて広域的に下水道を整備し、下水を処理するほうが効果的であり、下水処理費用を格段に抑えることが
できる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 流域下水道整備促進事業【特別会計】 担当部局・課
土木部

下水道経営企画課

事業概要
本市下水道の大部分を流域関連公共下水道として計画していることから、流域下水道関連市として、流域下水道事業の
事業費に対して応分の負担を行うとともに、増補幹線等の早期整備を府に働きかける。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

本市の下水道計画区域のほとんどが、流域下水道の区域と
なっていることから、本事業を促進することは、治水対策並
びに環境への配慮した水環境を形成することになり、事業
執行面では、大阪府担当窓口と協議し、事業に関わる費用
を大阪府に対し負担しており、プロセスは適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

広域的に下水道を整備することにより、効果面、費用面等に
有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

流域下水道は広域的な観点から計画されている事業であ
り、本市が単独で下水道事業を実施するよりも２以上の市
域の下水道を排除し、且つ終末処理場を有し、関連市が下
水道計画面積に応じた建設負担金を負担する本事業が、効
率性、経済性にすぐれた手法といえる。流域下水道施設の
効率的な維持管理について、大阪府、構成市町村で協議を
している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

今後、本市の負担する経費等、市民に分かりやすい形で、
情報提供できるよう、その内容、手法について研究する必要
がある。

評価の観点 評価内容



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

809006

計画値 実績値

- - - -

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

平成24年度
計画内容

-
平成24年度
実施内容

下水道事業債における平成24年度元利償還金
の償還を行った。

評価の観点 評価内容

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

-

意味・算式等

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市が下水道事業債の管理、元利償還金の将来推計を行うこ
とは妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

下水道経営計画の基礎資料とすることができ有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的に業務を執行した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

下水道事業債に対する元利償還であるので透明性は高い・

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,154,110 実績額（千円） 7,107,077

事業の対象

事業の目的

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 公債費事務【特別会計】 担当部局・課
土木部

下水道経営企画課

事業概要 下水道事業債の管理を行うことにより、元利償還金の将来推計等、下水道経営計画の基礎資料とする。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

118

809001
809002
809003
809005
809006

○

計画値 実績値

1 ％ 87.8 87.8

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

整備面積73.08ｈａ／整備延長17.60ｋｍ／単年
度普及率2.0％／年度末普及率87.8％

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○整備人口普及率の2.0％増加を目標に整備
（目標:年度末87.8％の達成）

平成24年度
実施内容

事業の目的
公共下水道を整備し、浸水の防除・生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図り、市民の生命・財産と水環境を守
る。又、下水道資源の有効活用を図り、地球環境に配慮したゆとりとうるおいのある環境を提供する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 110,768 実績額（千円）

事業概要 公共下水道整備を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 公共下水道事業（計画）【特別会計】 担当部局・課
土木部

下水道普及課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

88,926

公共下水道整備人口普及率
公共下水道整備人口普及率（％）＝整備区域内人口（人）／
行政区域内人口（人）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水道整備は、浸水の防除、公衆衛生の向上、公共用水域
の水質保全に資することを目的としており、妥当である。
下水道による公共サービスを提供するもので市が関与すべ
き事項を規定する要因にも合致しており、見直す必要は無
い。
市民の財産を守るべく、安心安全のまちづくりのために必要
不可欠の事業といえる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

下水道は、浸水の防除、公衆衛生の向上、公共用水域の水
質保全に資することを目的としており、有効な事務事業であ
る。
指標の目標についても、計画通り達成される見込みである。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

下水道は、浸水の防除・公衆衛生の向上・公共用水域の水
質保全を同時に行うことができることから、目的の達成にお
いては効率的な事業といえる。事業執行面では、設計のIT
化・監理業務の一部外部委託・コスト縮減施策の実施など
一定の改善は行われているが、事務の効率化・新たなコス
ト縮減項目など、改善の余地も残されている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりやホームページ等により、情報提供を行ってい
る。
地域と密着した下水道整備を推進するため、地域役員の協
力のもと、地元説明会を開催し、地域と情報を共有し事業を
進めているが、さらなる充実を図っていく必要がある。
市内の小学生を対象に「下水道出前講座」を開き、次世代
育成を担うべく環境教育を行っている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

118

808001
809001
809002
809003
809004
809005
809006
809015

○

計画値 実績値

1 ％ 87.8 87.8

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

整備面積73.08ｈａ／整備延長17.60ｋｍ／単年
度普及率2.0％／年度末普及率87.8％

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○整備人口普及率の2.0％増加を目標に整備
（目標:年度末87.8％の達成）

平成24年度
実施内容

事業の目的
公共下水道を整備し、浸水の防除・生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図り、市民の生命・財産と水環境を守
る。又、下水道資源の有効活用を図り、地球環境に配慮したゆとりとうるおいのある環境を提供する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,196,968 実績額（千円）

事業概要 公共下水道整備を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 公共下水道事業（建設）【特別会計】 担当部局・課
土木部

下水道建設課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

3,820,386

公共下水道整備人口普及率
公共下水道整備人口普及率（％）＝整備区域内人口（人）／
行政区域内人口（人）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水道整備は、浸水の防除、公衆衛生の向上、公共用水域
の水質保全に資することを目的としており、妥当である。
下水道による公共サービスを提供するもので市が関与すべ
き事項を規定する要因にも合致しており、見直す必要は無
い。
市民の財産を守るべく、安心安全のまちづくりのために必要
不可欠の事業といえる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

下水道は、浸水の防除、公衆衛生の向上、公共用水域の水
質保全に資することを目的としており、有効な事務事業であ
る。
指標の目標についても、計画通り達成される見込みである。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

下水道は、浸水の防除・公衆衛生の向上・公共用水域の水
質保全を同時に行うことができることから、目的の達成にお
いては効率的な事業といえる。事業執行面では、設計のIT
化・監理業務の一部外部委託・コスト縮減施策の実施など
一定の改善は行われているが、事務の効率化・新たなコス
ト縮減項目など、改善の余地も残されている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりやホームページ等により、情報提供を行ってい
る。
地域と密着した下水道整備を推進するため、地域役員の協
力のもと、地元説明会を開催し、地域と情報を共有し事業を
進めているが、さらなる充実を図っていく必要がある。
市内の小学生を対象に「下水道出前講座」を開き、次世代
育成を担うべく環境教育を行っている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

119 808001

計画値 実績値

1 ヶ所 250 330

2 ｍ 7,000 14,300

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○公共下水道施設の補修、調査及び清掃、台
帳整備
○開発行為に伴う排水施設の協議指導
○事業所等の立入検査、水質調査
○水洗化に伴う排水設備業務等
○長寿命化計画の策定

平成24年度
実施内容

○公共下水道施設の補修、調査及び清掃、台
帳整備
○開発行為に伴う排水施設の協議指導
○事業所等の立入検査、水質調査
○水洗化に伴う排水設備業務等
○長寿命化計画の策定

人孔鉄蓋の取替工事 人孔鉄蓋の老朽化に伴い、取替を行った個数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 129,635 実績額（千円） 128,754

平成24年度
計画内容

事業の対象 公共下水道施設及び市民

事業の目的
公共下水道施設が持っている機能を保持し、かつ効果的・効率的に発揮させることにより、生活環境の改善、公共用水域
の水質保全、浸水の防除等に資する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 下水道施設の維持管理業務【特別会計】 担当部局・課
土木部

下水道普及課

事業概要
下水道台帳整備、補修工事、清掃業務、管渠調査、水質調査、また勧奨活動を通じ公共下水道への接続期限の周知を
図り、排水設備に関する指導等を行う。

評価の観点 評価内容

下水管渠の調査及び清掃
下水道機能保全のため、定期的に調査及び清掃を行ってお
り、その延長である。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

公共下水道施設において、適正に維持管理を行い、各業務
を滞りなく遂行した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

いづれの指標も目標値を達成できている。また、苦情等に
迅速に対応し、事故等の発生がなかったため、評価出来
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

調査業務と並行して清掃業務を実施したり、他企業との連
携を図ることによって、コスト削減に努めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

業務の特性上、市民参画の余地は少ないものの、苦情や情
報共有を通じ、維持管理に役立てることができた。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

809003

計画値 実績値

1 戸 1,815 1,931

2 ％ 90 89.4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○補助金・融資斡旋・代位弁済の事業を実施
平成24年度
実施内容

○補助金・融資斡旋・代位弁済の事業を実施

水洗化戸数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,646 実績額（千円） 10,787

平成24年度
計画内容

事業の対象 くみ取り便所又はし尿浄化槽付便所を水洗便所へ改造を行おうとするもの

事業の目的
下水処理区域内において、水洗便所の普及を促進し、環境衛生の向上を図る。また、水洗化を促進することにより、下水
道施設の有効利用を図る。生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に向けて、生活排水の適正な処理を図ることが
できる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 水洗化促進事業【一般会計分】 担当部局・課
土木部

下水道経営企画課
（一般会計）

事業概要 水洗便所への改造に対し、補助金の交付又は融資の斡旋を行うとともに、水洗化対象家屋への勧奨指導を行う。

評価の観点 評価内容

水洗化率【公共下水道】
 水洗化人口／公共下水道処理区域内人口×100（％）

下水道普及課が算出する計画値・実績（見込）値

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水道法第11条の３第５項に基づくものであり、水洗便所の
普及を促進し、環境衛生の向上等を図ることができている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

助成件数は、供用開始戸数の増減に影響を受けるが、助成
制度により水洗便所の普及を促進できている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

助成制度により、水洗便所の普及（下水道への接続）を促
進できている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

下水道普及課と協力し、供用開始時や水洗化推進員の活
動でPRパンフレット等の資料配布を行っている。指定登録
業者にも制度の情報提供を依頼している。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

119
809003
809004
809015

計画値 実績値

1 ％ 90 89.4

2 ％ 35 26.3

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○水洗化対象家屋の現地調査や戸別訪問によ
る勧奨指導を行い、水洗化を促進

平成24年度
実施内容

○水洗化対象家屋の現地調査や戸別訪問によ
る勧奨指導を行い、水洗化を促進

公共下水道接続率
水洗化人口（水洗化している人口）／公共下水道の処理区
域内人口×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,107 実績額（千円） 2,838

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的 下水処理区域内における水洗化率の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 水洗化促進に関する業務【特別会計】 担当部局・課
土木部

下水道普及課

事業概要 水洗化対象家屋の現地調査や戸別訪問による勧奨指導を行い、水洗化促進を図る。

評価の観点 評価内容

勧奨効果率

義務期限満了前の未水洗家屋に対し勧奨指導を行い、そ
の結果水洗化された戸数の割合。（供用開始後、２年以上
経過しており、排水設備の計画を実施していない未水洗家
屋）目標値は平成17年度から平成21年度までの接続戸数
の合計を対象戸数の合計で割ったものをベースにしている。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

公共下水道は、整備区域内建物の所有者が水洗化すること
により初めて本体の機能を発揮するため、未水洗家屋に対
し、勧奨指導していく必要があり、早期の接続を目指した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

水洗化促進員の減に伴い、計画値に到達できなかったが、
一定の効果は見込めたものと判断できる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

水洗化促進員制度の活用により、効果的・効率的な勧奨を
実施することができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業の特性上、市民参画の余地は少ないが、勧奨にあたっ
ては、きめ細かいアドバイスやヒアリングを行った。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 人 30 12

2 回 11

3 人 831

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

施設見学会参加人数
平成22年度からはじめた上下水道施設見学会に参加した
人数。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

事業の目的
下水道事業は一般的に見えにくいため、いろいろな情報をわかりやすく提供することにより、下水道に対する知識を深め
てもらい、計画及び事業を円滑に進める。また、下水道に対する市民意識の向上を図ることで、下水道の普及促進に対
する市民との協働のしくみをつくる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,723 実績額（千円）

事業概要 下水道事業の普及啓発活動を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 下水道の普及宣伝に係る事務【一般会計分】 担当部局・課

土木部

下水道経営企画課
（一般会計）

下水道出前講座開催回数

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

2,592

平成24年度
計画内容

○上下水道施設見学会の開催
○下水道事業説明会の開催
○上下水道普及啓発イベントの開催
○下水道出前講座の開催
○見える下水道公園一般見学会の開催
○“下水道の日”のイベントの開催

平成24年度
実施内容

普及啓発イベントの開催、下水道出前講座の開
催、見える下水道公園一般見学会の実施、啓
発物品の補充等。

普及啓発イベント参加人数
“下水道の日”のイベント(①)に加えて、平成22年度から“夏
休み親子上下水道教室”(②)を開催しており、この両イベン
トの参加人数の合計(①+②)。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

下水道出前講座について提案型公共サービス実施制度を
活用し事業の透明性を高め、民間との協議を行った。

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水道の必要性、しくみ、建設・維持管理、経営、財政など
下水道事業全般について住民の理解と協力を得るため、広
く広報を行うことは適切であり、市民ニーズも高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

下水道フォーラム、下水道出前講座を実施することにより、
広く市民へのアピールができ、広報活動には役立った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

下水道出前講座について提案型公共サービス実施制度を
活用し、民間の観点から仕事のやり方も含め提案を受け
た。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

809003
809004
809005
809015

計画値 実績値

1 ％ 98.4 97.5

2 ％ 98.1 98.7

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○下水道事業受益者負担金・下水道使用料・
接続納付金の賦課・徴収

平成24年度
実施内容

○下水道事業受益者負担金・下水道使用料・
接続納付金の賦課・徴収

受益者負担金収納率（現年度分） 現年度分収入済額÷調定額×100＝収納率（％）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 127,425 実績額（千円） 123,523

平成24年度
計画内容

事業の対象 下水道整備区域内住民等

事業の目的
受益者負担金、接続納付金・・・公共下水道整備に係る下水道の建設に要する費用の一部に充てる。
下水道使用料・・・下水道維持管理に要する費用の一部に充てる。(汚水処理経費等)

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名
受益者負担金、下水道使用料等の

賦課・徴収業務【特別会計】
担当部局・課

土木部

下水道経営企画課

事業概要

受益者負担金・・下水道整備により、生活環境が改善され、土地の利用価値が増すことにより、利便性の向上する権利者
等に負担してもらう。
下水道使用料・・下水道を使用する者に水道の使用水量に応じて支払ってもらう。
接続納付金・・市が定める整備区域面積あたりの計画汚水量（基準汚水量）を超える汚水量（平均汚水量）を排出する建
築物を新築・増改築される方に、下水道建設費の一部を負担してもらう。

評価の観点 評価内容

下水道使用料収納率（現年度分） 現年度分収入済額÷調定額×100＝収納率（％）

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水道事業に必要な財源を適正に賦課・徴収している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

下水道事業に必要な財源を確保するために、目標達成でき
るよう業務を遂行する必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

受益者負担金については、事務処理の負担軽減や効率的
な業務遂行のために受益者負担金システムの修正等を
行っている。下水道使用料については、水道局に徴収業務
を事務委任しているため、賦課徴収における情報の授受を
容易にし、効率化できるように努めている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

下水道工事着工前の汚水桝設置場所確認時や下水道工事
完了後の供用開始時等でＰＲ用パンフや説明文を配付し、
理解を得られるように努めている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

117 809001

計画値 実績値

1 回 10 11

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○上下水道課題検討会議等の開催
○下水道所管内にプロジェクトチームを設置し、
企業会計への移行業務を進めた

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○上下水道課題検討会議等の開催
○プロジェクトチームを設置し、基本計画に基づ
く企業会計への移行業務

平成24年度
実施内容

事業の目的 市民サービスの向上を図り、効率的な事業運営を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,415 実績額（千円）

事業概要
上下水道一本化に向け水道局と連携強化を図り、検討会議等を継続して行っていく。下水道部局の課題として、整備普
及率が概ね90％となる時期を目途に地方公営企業法の適用を受け、企業性が発揮できる組織として効率的に運営して
いくこととする。

事業の対象 -

事務事業名 上下水道事業の一本化に関する業務 担当部局・課
土木部

下水道経営企画課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

7,409

検討会議等開催回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水道事業のさらなる経営健全化や経営状況等の明確化
を図る上で地方公営企業法の適用（以下「法適用」という。）
は必要不可欠であり、また、市民サービスの向上を図る上
で本事務事業の実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおりの実績が達成され、課題検討に有効な情
報共有と協議が図れた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

公募型プロポーザル方式により、法適用支援業務の実施事
業者を選定したが、価格面でも本市の想定した金額を一定
下回っておりコスト節減できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

本市ホームページを活用した法適用支援業務の実施事業
者を募集し、選定結果も公表しており、透明性を高められ
た。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.13 公共下水道の整備

施策No.49 下水道事業の推進

現状 今後

120

計画値 実績値

1 ㎥/分 2.9 3.0

2 km 0.76 1.15

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○関係機関との協議
○送水管等、施設の整備

平成24年度
実施内容

○大阪府並びに庁内関係機関と計画協議を
行った。
○送水管及びポンプ等送水施設の整備を行っ
た。

処理水供給量 周辺施設に供給する処理水の量

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 54,000 実績額（千円） 55,359

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的

下水処理水を有効利用し、「健全な水循環を構築する」「安定した水資源を確保する」という下水道が有する機能を生か
し、下水道に求められるリサイクル社会の構築への役割を積極的に果たしていく。水路、河川の「水質の悪化」「流量減少
による枯渇」といった問題を解決し、市街地における貴重な水辺環境を保全・改善・創造し、うるおいのある快適なまちづく
りを進める。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名
「竜華水みらいセンター」処理水の有効活用

【特別会計】
担当部局・課

土木部

下水道普及課

事業概要
竜華水みらいセンターから放流される高度処理水を市街地水路等の修景用水や維持用水として有効活用する。（新世代
下水道支援事業制度の活用）

評価の観点 評価内容

送水管整備延長
周辺施設に処理水を供給するために布設する送水管の延
長

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

下水処理水の有効利用については、「健全な水循環を構築
する」「安定した水資源を確保する」という下水道に求められ
るリサイクル社会の構築への役割から必要なものである。ま
た、広域的なものであり、行政でしか行えない。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

水路、河川の「水質悪化」、「流量減少による枯渇」といった
問題を解決し、維持用水として活用することで、市街地にお
ける貴重な水辺環境を保全、改善、創造し、うるおいのある
快適なまちづくりを進めることができる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大阪府にて整備済の竜華送水管（二）へ接続する事業であ
り、流域下水道事業と一体となった事業展開を図ることが出
来、効率性は高い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

平成９年に策定した「アクアリサイクルプラン」に基づき事業
を実施している。また、第５次総合計画における「環境にや
さしいまちづくり」の実現に向け、今後は市民やＮＰＯと連携
し、環境を意識した暮らしやすいまちを将来の世代に引継ぐ
必要がある。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.50 一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちづくり

現状 今後

121
122

計画値 実績値

1 ％ 34.5 25.5

2 人 564 549

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○八尾市人権尊重の社会づくり審議会の開催
○八尾市人権施策推進本部の開催
○人権主担者研修の実施
○職員研修、職場研修の実施

平成24年度
実施内容

八尾市人権尊重の社会づくり審議会を２回開
催。
八尾市人権施策推進本部を２回開催。
人権主担者研修を４回、うち１回は職員研修を
兼ねて実施。
全19部局にて、職場研修を実施。

人権が尊重され、ともに認め合い、
幸せに暮らせる社会が実現してい
ると思う市民の割合

市民意識調査による質問「人権が尊重され、ともに認め合
い、幸せにくらせる社会が実現していると思いますか」に肯
定的な回答をした人の割合を活動指標とする。

活　動　指　標

指標 単位

平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,830 実績額（千円） 11,301

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民・市職員

事業の目的 すべての人権が尊重される社会を実現する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 八尾市人権尊重の社会づくり推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

人権政策課

事業概要 すべての人権が尊重される社会の実現に向けて、関係機関と連携した推進体制の充実に努める。

評価の観点 評価内容

市役所の職場人権研修の参加者
数

職員の人権意識の高揚に向けて、各部局単位で人権研修
を実施し、受講した職員数を指標とする。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

昨今の人権課題に即した事業展開を図った

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

八尾市人権尊重の社会づくり審議会を2回開催した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

人権教育・啓発プランの進捗状況の把握にあたって、八尾
市人権尊重の社会づくり審議会での意見を伺い、その進行
管理を行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働や市民団体等との連携を通じて、人権教育・
啓発プランの具体化を図り、すべての人権が尊重される社
会の実現をめざすものである。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.50 一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 17,000 16,641

2 件 400 876

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○桂人権コミュニティセンターの運営管理業務
○施設の補修・維持管理業務
○貸館業務

平成24年度
実施内容

桂人権コミュニティセンターの運営管理業務
施設の維持管理業務
貸館業務

センター利用者数
センター主催事業及び貸館事業等おける来館者（参加者）
数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,039 実績額（千円） 4,928

平成24年度
計画内容

事業の対象 センター利用者

事業の目的
周辺地域を含め福祉の向上と人権啓発の拠点施設として人権尊重の社会づくりを推進している。バリアフリー施設となっ
ていないため、高齢者、障害者の利用が制限されるのが現状であるが、今後は施設の整備を図ることで、多くの住民に安
全・安心な施設を提供でき、市民交流を活性化することで地域福祉の向上をめざす。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 桂人権コミュニティセンター施設管理 担当部局・課
人権文化ふれあい部

桂人権コミュニティセンター

事業概要 桂人権コミュニティセンターの運営管理と補修、整備改修を含めた施設の維持管理及び貸館業務を行う。

評価の観点 評価内容

部屋貸出件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

行政財産の設置目的遂行のための整備であるため、行政
が実施すべきであり設置目的に合致する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

来館者数においてはほぼ計画値で、貸館は大幅に上回っ
た。また、施設維持管理、運営管理についても適正に遂行さ
れた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

築49年を経過し、本来、建て替え時期と考えられるが財政
状況等から改修としている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより、ホームページで掲載する他、地域総合情報紙
を毎月全戸配布を配布し有効利用に努めている。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.50 一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちづくり

現状 今後

計画値 実績値

1 人 13,000 14,798

2 人 8,000 10,447

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○安中人権コミュニティセンターの運営管理業
務
○施設の補修・維持管理業務
○貸館業務

平成24年度
実施内容

安中人権コミュニティセンターの運営管理業務、
施設の補修・維持管理業務、貸館業務の実施。

センター利用者数
センター主催事業及び貸館事業における来館者（参加者）
数。

活　動　指　標

指標 単位

平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,837 実績額（千円） 5,703

平成24年度
計画内容

事業の対象 センター利用者

事業の目的
周辺地域を含め福祉の向上と人権啓発の拠点施設として人権尊重の社会づくりを推進している。バリアフリー施設となっ
ていないため、高齢者、障害者の利用が制限されるのが現状であるが、今後は施設の整備を図ることで、多くの住民に安
全・安心な施設を提供でき、市民交流を活性化することで地域福祉の向上をめざす。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 安中人権コミュニティセンター施設管理 担当部局・課
人権文化ふれあい部
安中人権コミュニティ

センター

事業概要 安中人権コミュニティセンターの運営管理と補修、整備改修を含めた施設の維持管理及び貸館業務を行う。

評価の観点 評価内容

センター貸館人数 センター貸館事業における来館者（参加者）数。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

行政財産の設置目的遂行のための整備であるため、行政
が実施すべきであり設置目的に合致している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

耐震診断、施設の維持管理、運営管理について概ね適正に
遂行した。
平成25年度に耐震化補強工事実施予定。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

施設及び館内設備が老朽化し、維持経費がかかる。本来、
建て替え時期にあるが、財政状況等から厳しい状況にあ
る。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより、ホームページで情報を掲載する他、センターだ
よりを毎月配布し、有効利用に努めている。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.50 一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちづくり

現状 今後

121

計画値 実績値

1 回 4 6

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○人権教育・啓発プランの進捗状況について、
人権尊重の社会づくり審議会にて報告した。
○平成24年度は、市民フォーラムを６回開催し
た。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○人権教育・啓発プランの進行管理
○市民フォーラムの開催

平成24年度
実施内容

事業の目的 すべての人権が尊重される社会を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,453 実績額（千円）

事業概要
市民との協働により、すべての人権が尊重される社会の実現に向けた人権教育・啓発についての取り組みを総合的かつ
計画的に推進するとともに、進捗状況の把握を行う。

事業の対象 市民・市職員

事務事業名 人権教育・啓発プラン推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

人権政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

924

市民フォーラムの開催数 １年間の市民フォーラムの開催件数を活動指標とする。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

当事者の参画をはじめ、市民ニーズを考慮の上、事業を実
施した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

すべての人の人権が尊重される社会の実現に向けた人権
教育・啓発であり、有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民との協働により実施しており、 適な手法と考える。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民フォーラムや交流会の開催にあたり、市民との協働に
より実施した。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.51 人権意識の高揚と差別のない社会の推進

現状 今後

122

計画値 実績値

1 人 1,320 1,602

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○人権啓発セミナーを3回開催した。
○八尾市人権啓発推進協議会及び地区福祉委
員会の協力の下、地区人権研修を市内11地区
で実施した。
○人権週間に街頭啓発を行い、啓発用のぼり
等を出張所などにて掲出した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○人権啓発セミナー開催
○地区人権研修をはじめとする八尾市人権啓
発推進協議会活動の促進及び支援
○人権週間街頭啓発、啓発用のぼり等の掲出

平成24年度
実施内容

事業の目的 差別のない社会を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,822 実績額（千円）

事業概要 市民、事業者などの人権意識の向上を図るため、啓発事業を実施するとともに、市民による啓発活動への支援を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 人権啓発の推進 担当部局・課
人権文化ふれあい部

人権政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

9,332

人権啓発事業の参加者数
市民向け人権啓発事業（人権啓発セミナー、ひゅーまんフェ
スタ）の参加者数を指標とする。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民ニーズ等を考慮して、啓発テーマの選定などを行い、実
施した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

めざす暮らしの姿を実現するうえで、非常に有効な事業であ
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民、地域との役割分担の下、効率的に実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

人権啓発事業の実施にあたっては、市民との協働により実
施した。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.51 人権意識の高揚と差別のない社会の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 回 400 337

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・講座開催事業
・人権啓発事業

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○各種講座事業
○人権啓発事業

平成24年度
実施内容

事業の目的
地域福祉の向上を図るとともに、人権啓発の推進及び市民交流を促進し、一人ひとりの人権意識の高揚に資することを
目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,034 実績額（千円）

事業概要 人権尊重の社会づくりを推進するため、「自立支援」「人権啓発」「市民交流」「生涯学習」等、各種事業を実施する。

事業の対象 地域住民、センター利用者をはじめ市民全般

事務事業名 桂人権コミュニティセンター講座事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

桂人権コミュニティセンター

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

3,509

講座・自主サークル開催数 講座・自主サークルの開催、活動回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地域の中心拠点として、講座・講習による地区内外の交流
に取り組むとともに地域情報紙の発行により人権啓発に努
めた。また、センターは社会福祉法に基づき、隣保事業を行
なう施設として設置されており「隣保館設置要綱(厚生労働
省）」にて市が設置運営すると定められている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

自主サークルの休止により計画値は下回った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大阪府補助金をうけて実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域の関係機関・団体等とともに地域の総合情報紙を作
成、配布した。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.51 人権意識の高揚と差別のない社会の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 回 450 460

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

各種講座事業および人権啓発事業の実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○各種講座事業
○人権啓発事業

平成24年度
実施内容

事業の目的
地域福祉の向上を図るとともに、人権啓発の推進及び市民交流を促進し、一人ひとりの人権意識の高揚に資することを
目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,981 実績額（千円）

事業概要 人権尊重の社会づくりを推進するため、「自立支援」「人権啓発」「市民交流」「生涯学習」等、各種事業を実施する。

事業の対象 地域住民、センター利用者をはじめ市民全般

事務事業名 安中人権コミュニティセンター講座事業 担当部局・課

人権文化ふれあい部

安中人権コミュニティ
センター

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

2,658

講座・自主サークルの開催数 講座・自主サークルの開催、活動回数。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地域の中心拠点として、講習講座をはじめ地域住民の交流
の場として、また各種団体からの貸館の要望などそのニー
ズは高い。
センターは社会福祉法に基づき、隣保事業を行う施設として
設置されており、「隣保館設置運営要綱（厚生労働省）」にて
市が設置し、運営すると定められている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

センター利用者数は、計画値より大幅増となった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業によっては、効率性のみを問うことは妥当ではない。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより、ホームページ、センターだより等で広報してい
る。センター事業は多岐にわたっており、左記の視点を踏ま
えて企画・実施している。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.51 人権意識の高揚と差別のない社会の推進

現状 今後

123

計画値 実績値

1 回 1 2

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

「八尾市における同和問題を解決するための施
策のあり方について」の進捗状況について、関
係課に照会を行い、八尾市同和問題協議委員
の会議にて報告した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○「八尾市における同和問題を解決するための
施策のあり方について」の進行管理
○八尾市同和問題協議委員会議の開催

平成24年度
実施内容

事業の目的 差別のない社会を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 365 実績額（千円）

事業概要 同和問題の解決に向けて、「八尾市における同和問題を解決するための施策のあり方について」の進行管理を行う。

事業の対象 市民

事務事業名
八尾市における同和問題を解決するための

施策のあり方についての推進
担当部局・課

人権文化ふれあい部

人権政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

286

八尾市同和問題協議委員会議の
開催数

１年間の本会議の開催件数を活動指標とする。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

同和問題に関する課題が解決されるまで実施していく必要
がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

平成24年度については、八尾市同和問題協議委員の会議
を２回開催し、目標値は達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

「八尾市における同和問題を解決するための施策のあり方
について」の進行管理を、八尾市同和問題協議委員が一同
に会した場で行うことにより、効率性は図れた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働の中で事業実施した。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.51 人権意識の高揚と差別のない社会の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 件 240 218

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・総合生活相談事業

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○生活相談事業
平成24年度
実施内容

事業の目的
地域福祉の向上を図るとともに、人権啓発の推進及び市民交流を促進し、様々な人権問題の速やかな解決に資すること
を目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
市内とりわけ近隣地域の住民の福祉の向上、自立支援を図るため生活相談事業を実施する。同時に関係機関や関係課
との連携を図る。

事業の対象 地域住民、センター利用者をはじめ市民全般

事務事業名 桂人権コミュニティセンター相談事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

桂人権コミュニティセンター

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

相談件数 センター生活相談事業における相談件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地域の自立支援センターとして、福祉・保健・人権等の総合
相談業務を実施している。また、センターは社会福祉法に基
づき、隣保事業を行なう施設として設置されており「隣保館
設置要綱(厚生労働省）」にて市が設置運営すると定められ
ている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画値は下回ったが、一定の相談、ニーズはある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大阪府の補助金をうけて実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

相談内容によっては地域の関係機関や団体との情報共有
化や連携を図りながら対応している。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.51 人権意識の高揚と差別のない社会の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 件 130 65

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

生活相談事業の実施

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○生活相談事業
平成24年度
実施内容

事業の目的
地域福祉の向上を図るとともに、人権啓発の推進及び市民交流を促進し、様々な人権問題の速やかな解決に資すること
を目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
市内とりわけ近隣地域の住民の福祉の向上、自立支援を図るため生活相談事業を実施する。同時に関係機関や関係課
との連携を図る。

事業の対象 地域住民、センター利用者をはじめ市民全般

事務事業名 安中人権コミュニティセンター相談事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

安中人権コミュニティ
センター

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

相談件数  センター生活相談事業における相談者数。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

社会福祉法に基づき、隣保事業を行う施設として設置され
ており、「隣保館設置運営要綱（厚生労働省）」にて市が設
置し、運営すると定められている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

相談者数は減少したものの、多種多様な相談内容に対応す
べく、関係諸機関との連携強化を今後とも図っていく。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率性だけて判断しがたい事業である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だより、ホームページ、センターだより等で広報してい
る。何か解らない事があれば、気軽に相談できるセンターと
なるよう努めています。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.51 人権意識の高揚と差別のない社会の推進

現状 今後

123

計画値 実績値

1 ％ 39.6 29.4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○人権擁護委員八尾地区委員会などによる人
権相談を実施し、人権の擁護に努めた。

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○人権擁護委員八尾地区委員会などによる、
人権相談や人権擁護活動支援
○当事者参画の検討

平成24年度
実施内容

事業の目的 差別のない社会を実現する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,691 実績額（千円）

事業概要
差別の実態を把握し、差別をなくすための取り組みを推進するとともに、当事者が参画できるしくみづくりに努める。また、
人権相談などの充実を図る。

事業の対象 市民

事務事業名 差別のない社会づくりの推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

人権政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,418

社会的身分、人種、民族、年齢、
性別、障がいのあることなどによる
差別がなくなったと思う市民の割
合

市民意識調査による質問「社会的身分、人種、民族、年齢、
性別、障がいのあることなどによる差別がなくなったと思い
ますか」に肯定的な回答をした人の割合を活動指標とする。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

差別をなくすための取り組みを推進する事業であり、適切で
ある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

差別のない社会の推進において、不可欠な事業である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

人権擁護委員や関係団体等との連携により事業実施した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

人権擁護委員や関係団体等との連携により事業実施した。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.52 多文化共生の推進

現状 今後

124 ○

計画値 実績値

1 件 800 1,033

2 日 320 369

3 件 19,000 22,100

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

多言語での通訳相談や行政情報の提供など、市民ニーズ
の高い事業を実施している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標値を達成し、外国人市民が安心して暮らせる多
文化共生社会構築のための事業を実施した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

委託費が前年同額で相談件数は増加している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

外国人市民会議や情報提供事業など外国人市民を交えた
運営を行い、市政だよりやホームページでも広報している。

評価の観点 評価内容

市役所の通訳配置日数 市役所窓口通訳の配置日数の維持。

八尾市ホームページの外国語
ページ（５ヶ国語）の年間アクセス
数

年間1,000件のアクセス増加をめざす。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 多文化共生推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

文化国際課

事業概要 相談・情報提供事業などの外国人市民応援のための施策を実施する。

事業の対象 市民、市職員

事業の目的 外国人市民が安心して生活できる地域作りを行い、多文化共生社会の実現をめざす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,957 実績額（千円） 12,881

平成24年度
計画内容

○外国人市民相談事業・外国人市民への情報
提供事業の継続実施
○外国人市民会議の開催

平成24年度
実施内容

外国人市民相談事業、外国人市民情報提供事
業を実施。
外国人市民会議を年２回開催。

外国人市民相談事業件数 相談件数の維持。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.52 多文化共生の推進

現状 今後

124

計画値 実績値

1 ％ 100 99

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

国際化がますます進展しており、計画に基づいた全庁的な
多文化共生の視点での施策展開ができた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

多文化共生の視点を踏まえた業務を遂行するために計画
の進行管理は重要である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

計画を進行管理する手法は最適であった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

「多文化共生推進事業」の中で取り組まれている外国人市
民会議の場を活用し、国際化施策推進計画に沿って意見交
換をいただいた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

35

八尾市国際化施策推進計画に位
置付けた事業の実施割合

八尾市国際化施策推進計画に位置付けた事業の実施割合

活　動　指　標

事務事業名 八尾市国際化施策推進基本指針・計画の推進 担当部局・課
人権文化ふれあい部

文化国際課

事業概要
多文化共生社会の実現をめざし、「八尾市国際化施策推進基本指針」及び「八尾市国際化施策推進計画」に基づき、国
際化施策の推進を図る。

事業の対象 市民、市職員

事業の目的 国籍、民族、文化などの違いを尊重し、互いから学びあい、ともに生活できる地域社会を創造する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 45 実績額（千円）

平成25年３月に八尾市国際化施策推進計画の
24年度進行状況を作成。
国際化計画に位置づけられている職員向け多
文化共生推進研修を人事課と共催で実施（９
月）。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○国際化施策推進計画の進捗管理による施策
の推進

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.14 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現

施策No.53 平和意識の向上

現状 今後

125

計画値 実績値

1 人 13,750 14,276

2 ％ 17 14.7

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民に平和の大切さを考える機会を提供している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

今年度は若年層を対象とした平和講演会を実施し、平和意
識の高揚につなげた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

平和啓発の事業手法・規模が適切であった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民の戦争体験を募集し、FMちゃおやホームページで広報
を行った。

評価の観点 評価内容

八尾市が行っている非核・平和事
業を知っている市民の割合

市民意識調査結果を活用。H21実績の14％を基点に、年
１％の増を見込む。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 平和意識の啓発事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

文化国際課

事業概要 市民を対象として、各種非核・平和啓発事業を行う。

事業の対象 市民

事業の目的 市民一人ひとりの心の中に、平和の尊さ、大切さを訴え、平和意識の高揚を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,674 実績額（千円） 1,071

平成24年度
計画内容

○講演会の実施や、平和報告集を発行するな
ど、市民の平和意識を高める事業の実施

平成24年度
実施内容

○被爆体験講話を市内16校にて実施。
○市民向け平和講演会を開催。
○平和報告集を作成。
○平和パネル展を開催。
○市民の戦争体験を募集し、FMちゃお、HPで
紹介。

非核・平和啓発事業の参加者数
(累積）

毎年約3,000人の増加をめざす。

活　動　指　標

指標 単位

平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.54 地域のまちづくり・地域活動への支援

現状 今後

計画値 実績値

1 回 28 0

評価

妥当性 A

有効性 D

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価 D

○平成25年度における実施内容を検討。

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○「市長と語る地域まちづくり事業」の実施
平成24年度
実施内容

事業の目的
市長自らが総合計画の理念や市政の方向性等の説明を行うことにより、一人でも多くの方に市政に対する理解を深めて
いただく。また、市長と市民の直接対話による意見交換や市民から市政への提案を行うことにより、市民参画と協働のま
ちづくりをさらに推進することができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 市内各地域（小学校区又は中学校区単位）にて、「市長と語る地域まちづくり事業」を実施する。

事業の対象 市民

事務事業名 市長と語る地域まちづくり事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

0

開催回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市長自ら地域へと市政の説明を行なう事業であり、市の直
接実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

次年度の実施検討は行なったものの、当年度の実施には至
らなかった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

次年度は、出張所及びコミュニティセンターのあり方をテー
マに、「地域拠点あり方検証事業」との一連の流れで効率的
な実施手法で行なう方向で、検討を行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

今年度については、次年度の開催テーマの検討を庁内での
み行うに留まった。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.54 地域のまちづくり・地域活動への支援

現状 今後

128
130

101001 ○

計画値 実績値

1 ％ 73 70.8

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○コミュニティ推進スタッフ等によるコミュニティ
活動支援
・町会加入促進検討に基づく取り組みの実施、
町会加入促進マニュアルの発行・配布
・地域フォーラムの開催
・パネル展の実施
・ホームページの活用などによる広報活動

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○コミュニティ推進スタッフ等によるコミュニティ
活動支援
・町会加入促進検討に基づく取り組みの実施、
町会加入促進マニュアルの発行・配布
・地域フォーラムの開催
・パネル展の実施
・ホームページの活用などによる広報活動

平成24年度
実施内容

事業の目的 地域のまちづくりを支援することによって、地域コミュニティを活性化し、市民との協働を推し進めることができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,462 実績額（千円）

事業概要
コミュニティ推進スタッフ等によるコミュニティ活動支援を行うとともに、庁内関係部局との連携により、地域分権の推進に
よる身近な地域のまちづくりを進めていくための取り組みを行う。

事業の対象 地域で活躍する全ての人、組織、市職員

事務事業名 コミュニティ活動支援事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

1,467

加入率（町会加入世帯率）

加入率：町会加入世帯数÷全世帯数×100自治会：特定の
地域に住む人々が、自らの福祉向上をめざして自主的に運
営する任意の住民組織世帯数：住民基本台帳＋外国人登
録者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

コミュニティ活動を支援する中で、コミュニティの活性化を目
的として町会加入促進事業や地域フォーラム等を行ってお
り、事務事業の実施においては妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画値には達していないが、町会加入促進事業を行うこと
により、町会は地域の基盤であり、任意加入ではあるが地
域のつながりを深めるためにも市として加入の促進を進め
ていることを広く周知する事ができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

町会加入事業については、行政が単独で行うのではなく、
自治振興委員を含め地域の方々と行うことができ、職員の
コストを減らすことができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

町会加入促進事業については、自治振興委員の方々と行っ
ており、また地域フォーラムについても、地域の方々が活動
を発表しており、市民と協働しながら事業を行っている。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.54 地域のまちづくり・地域活動への支援

現状 今後

○
126
127

101001

計画値 実績値

1 ％ 100 53.6

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○地域分権の推進に向けた各種制度の実施
・地域まちづくり支援事業の実施
・地域担当制の実施
・わがまち推進計画の策定支援
・校区まちづくり協議会への移行支援
・やお地域まちづくりアドバイザー派遣事業の実
施

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○地域分権の推進に向けた各種制度の実施
・地域まちづくり支援事業の実施
・地域担当制の実施
・（仮称）わがまち推進計画の策定支援
・校区まちづくり協議会への移行支援
・やお地域まちづくりアドバイザー派遣事業の実
施

平成24年度
実施内容

事業の目的
全市的な施策展開とともに、地域の特性・事情に応じたまちづくり支援を行うことにより、それぞれの地域が行政と地域と
が適切な役割分担のもと協力しあい、各地域にて地域の想いの実現に向けて主体的にまちづくりをすることができる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 42,381 実績額（千円）

事業概要
第５次総合計画では、地域別計画の策定をはじめとして「地域分権」の考え方を取り入れた計画内容をもとに、地域分権
の推進に向けた各種制度を実施する。

事業の対象 市民

事務事業名 地域分権推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

36,594

わがまち推進計画を策定している
校区の割合

わがまち推進計画を策定している校区／市内28校区まちづ
くり協議会

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地域分権は第5次総合計画の核となるべきものであり、事業
実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

いくつかの校区まちづくり協議会でわがまち推進計画が完
成しており、計画値以上である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

わがまち推進計画の作成についても、作成の方法など地域
で考えていただいて効率的な事業実施ができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域まちづくり支援事業など、地域が主体となった取り組み
を進めることができた。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.54 地域のまちづくり・地域活動への支援

現状 今後

計画値 実績値

1 団体 85 75

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

市民憲章啓発活動の実施。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○啓発事業等を通じた市民憲章精神の普及
平成24年度
実施内容

事業の目的 住みよく働きよい憩いのある近代都市建設のため、必要な各種実践活動の推進に努めること。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 950 実績額（千円）

事業概要
市民の努力目標としての市民憲章精神の周知と各種実践活動の推進を目的に設立された八尾市市民憲章推進協議会
の活動を支援する。

事業の対象 市民、団体、事業所

事務事業名 八尾市市民憲章推進協議会事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

950

会員及び賛助会員数 市民憲章精神の普及に協力・賛助する団体・事業所数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

明るく住みよい希望のまちづくりと幸せな市民活動の実現を
目指した事業であり適切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

当初の目標にたどり着いていないが、会員数が減少しない
ように努めた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施手法は妥当である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

成人式等のイベントや事業を通じてＰＲを行うとともに、憲章
旗の配置掲揚を実施。
市民憲章推進協議会発足40周年記念式典では、一般の市
民へ広く参加を呼びかけ、式典では市民憲章の唱和を行
い、普及に努めた。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.54 地域のまちづくり・地域活動への支援

現状 今後

○

計画値 実績値

1 ％ 73 70.8

2 世帯 87,000 85,179

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

○補助金や委託料の交付等を通じた、八尾市
自治振興委員会の活動の継続支援

平成24年度
実施内容

補助金の交付等を通じて、八尾市自治振興委
員会の活動を支援し、その育成に寄与した。

加入率（町会加入世帯率）

 加入率：町会加入世帯数÷全世帯数×100
自治会：特定の地域に住む人々が、自らの福祉向上を目指

 して自主的に運営する任意の住民組織
世帯数：住民基本台帳＋外国人登録者数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 30,957 実績額（千円） 29,517

平成24年度
計画内容

事業の対象 八尾市自治振興委員会

事業の目的
本市の協力団体としての八尾市自治振興委員会の活動を支援するため、市補助金を交付する。
市政だよりの配布、ポスターの掲示、ちらしの回覧等の業務を委託し、市の情報を市民に円滑に提供することにより市政
の透明性を高める。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 自治振興委員会支援事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

事業概要 市内町会(自治会)の連合体である八尾市自治振興委員会に補助金や委託料を交付し、その活動を支援する。

評価の観点 評価内容

町会加入世帯数
町会(自治会)に加入している世帯数(住民登録の有無は問
わない。)

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

現事務局のあり方を見直し、自治振興委員会の事務局を別
に設置し、事務職員を配置するなどの方策を検討する必要
がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

加入率の減少傾向に歯止めがかからないのが実情である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務の執行体制は手薄であり、必ずしも効率的とは言えな
い。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

機関紙等を通じて、自治振興委員会事業のＰＲに努めてい
るほか、研修会の開催等を通じて、人材の育成、見聞の拡
大、人権意識の高揚等を図っている。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.54 地域のまちづくり・地域活動への支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1,800 1,783

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○10館合同コミセンまつり（舞台発表）を実施し
た。
○一般コミュニティ助成（宝くじ助成）へ申請し
た。
○コミュニティセンターでの各種講座等を実施し
た。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○10館合同コミセンまつり（舞台発表）
○一般コミュニティ助成（宝くじ助成）への申請
ほか
○コミュニティセンターの講座・イベント等情報
の発信拡充

平成24年度
実施内容

事業の目的

市内10館のコミュニティセンター相互の交流を促進する。
地域コミュニティを促進する。
生涯学習機会を充実させる。
地域コミュニティ活動の拠点施設であるコミュニティセンターのあらゆる情報を発信することにより市民サービスの維持、
向上を図る。
市民相互の交流を促進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,800 実績額（千円）

事業概要
市内10館のコミュニティセンターごとに組織されているコミュニティセンター運営協議会の連合体が主体となり、10館コミュ
ニティセンター相互の交流を図るための事業を合同で実施するとともに各館の実情について意見交換等を行う。
コミュニティセンター（出張所）に関するあらゆる情報を本市のホームページに登録し、情報提供していく。

事業の対象 市民

事務事業名 八尾市コミュニティ推進連絡協議会事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

6,263

10館合同コミセンまつり参加者数
スポーツ大会は参加選手の総数、舞台発表は芸能発表とカ
ラオケの出演者及び来場者の総数（いずれもスタッフの数
は除く）。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

コミュニティ推進連絡協議会事業に対する市民ニーズ等を
考慮すると、本事業の実施は妥当であったと判断する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標計画値をほぼ達成しており、本事業の実施は有効で
あったと判断する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

本事業の実施手法は適正であり、執行体制も効率的であっ
たと判断する。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

10館合同コミセンまつりの開催にあたり、市民と協働しなが
ら事業を進めることができたと判断する。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.54 地域のまちづくり・地域活動への支援

現状 今後

計画値 実績値

1 件 4 4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○地方自治法等の規定に基づき、地縁団体認
可等事務を実施した。

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○地方自治法等の規定に基づき、引き続き、地
縁団体認可等事務を実施する。

平成24年度
実施内容

事業の目的
地区集会所等の地域財産を地縁団体名義で登記・登録することができるようになり、地域財産の適正な管理・運営が図ら
れる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 地方自治法第260条の２の規定に基づく地縁団体の認可等を行う。

事業の対象 町会（自治会）、町内会、認可地縁団体

事務事業名 認可地縁団体事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

認可団体件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地方自治法で定められた事務であり、本事務の実施は妥当
であったと判断する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標計画値を達成しており、本事務は有効であったと判断
する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地縁団体の認可方法は適正であり、執行体制も効率的で
あったと判断する。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

本事務を実施することにより、地域分権の推進に寄与したも
のと判断する。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.54 地域のまちづくり・地域活動への支援

現状 今後

○ ○

計画値 実績値

1 件 3 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○龍華コミュニティセンター実施設計を行った。
○大正コミュニティセンター基本設計･実施設計
を行った。
○山本コミュニティセンター機械式駐車装置部
品交換を行った。
○山本コミュニティセンター空調機部品交換を
行った。
○山本コミュニティセンター非常灯バッテリー取
替を実施した。

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○龍華コミュニティセンター実施設計
○大正コミュニティセンター基本設計･実施設計
○山本コミュニティセンター機械式駐車装置部
品交換
○山本コミュニティセンター空調機部品交換
○山本コミュニティセンター非常灯バッテリー取
替
○コミュニティセンターごとに計画的な改修の実
施

平成24年度
実施内容

事業の目的
利用者の利便性の向上と安全性の確保を図る。
地域コミュニティを促進する。
生涯学習機会を充実させる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 50,315 実績額（千円）

事業概要 コミュニティセンターの施設の安全性・機動性を確保するための改修を行う。

事業の対象 市民

事務事業名 市立コミュニティセンター機能更新事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

34,602

施設改修件数 屋上防水・外壁防水・内壁塗装に係る改修件数等

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市立コミュニティセンターの機能更新に対する市民ニーズ等
を考慮すると、本事業の実施は妥当であったと判断する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の計画値を達成しており、本事業の実施は有効であっ
たと判断する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

本事業の実施手法は適正であり、執行体制も効率的であっ
たと判断する。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

本事業を実施することにより、地域分権の推進に寄与したも
のと判断する。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.54 地域のまちづくり・地域活動への支援

現状 今後

201001

計画値 実績値

1 件 80 66

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○コミュニティセンターの施設管理事務を継続
的に実施した。
○出張所及びコミュニティセンターのあり方につ
いては、政策企画部とともに検討し、今後のコ
ミュニティセンターのあり方等について議論を深
めた。

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○「出張所及びコミュニティセンターのあり方検
討会議」での検討
○コミュニティセンターの施設管理事務の継続
的な実施

平成24年度
実施内容

事業の目的
利用者の利便性の向上と安全性の確保を図る。
地域コミュニティを促進する。
生涯学習機会を充実させる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 65,196 実績額（千円）

事業概要 市内10館のコミュニティセンターの維持管理を行う。

事業の対象 各コミュニティセンター

事務事業名 コミュニティセンター施設管理事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

62,954

施設修繕件数 施設修繕件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

コミュニティセンターのあり方について検討中である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の計画値をほぼ達成しており、本事務は有効であった
と判断する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コミュニティセンターのあり方について検討中である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

コミュニティセンターのあり方について検討中である。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.54 地域のまちづくり・地域活動への支援

現状 今後

○

計画値 実績値

1 件 20 11

2 件 6 8

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

○地区集会所の整備（用地取得・新築・購入・
増改築等・耐震診断）及び家賃等に対し、自治
会等からの申請に基づき補助金を交付すること
により、引き続き、自治活動の拠点整備の推進
と活発な市民活動を促進

平成24年度
実施内容

○自治活動の拠点整備の推進と活発な市民活
動を促進するため、下記のとおり、補助金を交
付した。
・地区集会所整備補助金の交付　11件
・地区集会所家賃等補助金の交付　８件

補助金交付件数 整備補助金（建替、修繕等）交付件数

活　動　指　標

指標 単位

平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 38,955 実績額（千円） 20,097

平成24年度
計画内容

事業の対象 町会（自治会）等

事業の目的 自治活動の拠点整備の推進と活発な市民活動の促進を図る。

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

事務事業名 地区集会所整備促進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

事業概要 自治会等が実施する地区集会所の整備（用地取得・購入・新築・改築・増築・修繕）に対する補助金の交付等を行う。

評価の観点 評価内容

補助金交付件数 家賃等補助金（地代、家賃等）交付件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地区集会所の整備等に対する市民ニーズ等を考慮すると、
本事業の実施は妥当であったと判断する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

地区集会所整備補助金の申請件数が当初見込みを下回っ
たため、指標計画値はあまり達成できなかった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

本事業の実施手法、補助割合は適正であったと判断する。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

本事業を実施することにより、地域分権の推進に寄与したも
のと判断する。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.54 地域のまちづくり・地域活動への支援

現状 今後

129 ○

計画値 実績値

1 ヶ所 4 6

2 箇所 0 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○亀井小学校区集会所の設計業務
○「小学校区集会所」未整備地域への整備を検
討

平成24年度
実施内容

○亀井小学校区集会所の設計業務を行った。
○「小学校区集会所」未整備地域への整備を検
討した。

小学校区集会所整備に向けた検
討及び取り組み実施数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,996 実績額（千円） 1,960

平成24年度
計画内容

事業の対象 地域住民（小学校区単位）

事業の目的
「小学校区集会所」を地域活動の拠点施設として活用することにより、地域安全、地域コミュニティ、自主防災、生涯学習
その他の地域活動の推進を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 小学校区集会所整備事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

事業概要 市内29校の小学校区を単位とする「小学校区集会所」をそれぞれ順次整備していく。

評価の観点 評価内容

小学校区集会所数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

小学校区集会所の整備に対する市民ニーズ等を考慮する
と、本事業の実施は妥当であったと判断する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標計画値を達成しており、本事務の実施は有効であった
と判断する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

本事業の実施手法は適正であり、執行体制も効率的であっ
たと判断する。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

亀井小学校区集会所の設計業務を行うにあたり、ワーク
ショップ等の手法をとることにより、市民と協働しながら事業
を進めることができたと判断する。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.54 地域のまちづくり・地域活動への支援

現状 今後

計画値 実績値

1 件 10 10

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○地域と連携し、「小学校区集会所」の維持・管
理を実施した。

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○地域と連携し、「小学校区集会所」の維持・管
理を実施

平成24年度
実施内容

事業の目的 地域活動の拠点施設として整備した「小学校区集会所」を維持管理することにより、地域活動の推進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,504 実績額（千円）

事業概要 「小学校区集会所」の管理事務を行う。

事業の対象 地域住民（小学校区単位）

事務事業名 小学校区集会所管理事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

1,991

施設修繕件数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

小学校区集会所の管理に対する市民ニーズ等を考慮する
と、本事務の実施は妥当であったと判断する。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の計画値を達成しており、本事務の実施は有効であっ
たと判断する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

小学校区集会所の管理手法について適正であり、執行体制
も効率的であったと判断する。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

本事務の実施を通じ、地域分権の推進に寄与したものと判
断する。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.55 市民の社会貢献活動の促進

現状 今後

132

計画値 実績値

1 団体 360 322

2 人 8,000 5,994

3 団体 80 64

4 件 40 33

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○八尾市市民活動支援ネットワークセンターの
運営
○八尾市市民活動支援ネットワークセンターの
事業委託
○市民活動団体との協働事業の推進
○ＮＰＯ法人の設立の相談

平成24年度
実施内容

・八尾市市民活動支援ネットワークセンターの
運営
・八尾市市民活動支援ネットワークセンターの
事業委託
・市民活動団体との協働事業の研究及び実施

八尾市市民活動支援ネットワーク
センター登録団体数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,570 実績額（千円） 6,411

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民活動を行う市民・団体

事業の目的
市民が主体となった市民参加のまちづくりを促進するため、市民活動の拠点である市民活動支援ネットワークセンターを
核としてＮＰＯのネットワーク強化とＮＰＯの活動を促進することで、行政との協働事業を促進する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 市民活動支援事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

事業概要
市民活動支援の拠点となる八尾市市民活動支援ネットワークセンターの運営を行うとともに、主にテーマ型で活動する市
民活動団体の促進を図るため、市民活動支援を行うＮＰＯと連携するとともに、その支援を行う。

八尾市市民活動支援ネットワーク
センター来館者数

センター来館者延べ人数

市内NPO法人数

NPO法人への委託事業数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

センターニュース・ＨＰなどを使い積極的な情報提供を実施
している。

評価の観点 評価内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民参加のまちづくりを促進するため、ＮＰＯのネットワーク
強化とＮＰＯの活動を促進するための事業であり、適切であ
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ほぼ目標どおりの実績が達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

妥当である。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.55 市民の社会貢献活動の促進

現状 今後

計画値 実績値

1 事業 15 13

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

公開プレゼンテーション、審査会、実績報告会
は次年度に実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○実績報告会
○公開プレゼンテーション、審査会

平成24年度
実施内容

事業の目的 市民活動団体が行う社会貢献活動を支援することを通じて、公益に資する自主的かつ積極的な市民活動の促進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,176 実績額（千円）

事業概要 市民活動支援基金を活用し、市民活動団体の支援を行うことにより、市民活動の活発化を図る。

事業の対象 市民活動団体

事務事業名 市民活動支援基金運営事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

2,790

助成事業数
八尾市市民活動支援基金事業助成金を受けて実施した事
業（市民活動）数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

基金を活用し、市民活動団体が行う社会貢献活動支援とい
う内容であり、妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ほぼ計画値どおりの実績値となった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

公開プレゼンテーションを開催後、市民活動支援基金運営
審査委員により、当該事業の公益性、実現可能性、創造
性、自立性、継続性、発展性、参加度、透明性について審
査を行った上で助成を実施。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働のまちづくりを進めるための基金助成制度で
あり、市政だより等により、積極的に情報提供を実施したほ
か、助成を通じて、コミュニティの活性化、人材育成にも寄与
した。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.55 市民の社会貢献活動の促進

現状 今後

計画値 実績値

1 団体 235 235

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

住民活動災害保障保険を活用し、地域住民活
動の事故等によるケガ等の保障を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○住民活動災害保障保険制度の継続実施
平成24年度
実施内容

事業の目的 地域住民活動の促進と社会福祉の向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 500 実績額（千円）

事業概要
地域住民活動を促進するため、住民活動災害保障保険制度を活用し、地域住民団体による活動の参加者等の事故によ
るけが等について保障を行う。

事業の対象 主たる活動拠点を八尾市内に有し、かつ、構成員が５人以上で組織された住民団体

事務事業名 住民活動災害保障保険事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

470

保険届出団体数 保険届出団体数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

活動時の事故について保障を行うことにより、安心して住民
活動を行うことができ、地域住民活動の促進を図る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

加入件数は年々伸びており、市民のニーズが大きいことを
表している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民ニーズが増加している中で、現在は年１回の市政だよ
りのみの公報であるが回数等について、検討の余地があ
る。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.55 市民の社会貢献活動の促進

現状 今後

計画値 実績値

1 名（団体） 100 129

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○文化の日記念式典（市民表彰）
○年賀交礼会
○有功者の推挙と顕彰状等授与

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○文化の日記念式典（市民表彰）
○年賀交礼会
○有功者の推挙と顕彰状等授与

平成24年度
実施内容

事業の目的
地方自治振興に寄与するなど、市政の発展功績のあった市民等に対し表彰し、その功績をたたえることにより、市民の福
祉増進に資する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,546 実績額（千円）

事業概要
定例の儀式・式典を執り行っている。具体的には、文化の日に個人及び団体を表彰するほか、国の褒章・叙勲、府の表彰
への上申等を行っている。また、有功者待遇条例に基づく有功者推挙の議会上程等を実施している。

事業の対象 市民及び市民活動団体等

事務事業名 表彰・式典関連事務 担当部局・課
総務部

総務課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

2,409

市民表彰の受賞者数
市民表彰のうち文化賞と一般表彰の受賞者数の合計（感謝
状贈呈者は除く）

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

儀式や式典の開催の方法については、各自治体で異なり、
見直す余地がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

選考基準を見直した結果、指標を上回る結果となった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コスト節減を行いつつ、事業実施を行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

多くの市民の方の出席・参画を頂きながら事業実施ができ
た。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.55 市民の社会貢献活動の促進

現状 今後

計画値 実績値

1 団体 80 64

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○NPO法人設立認証等事務

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○NPO法人設立認証等事務
平成24年度
実施内容

事業の目的
多くのＮＰＯ法人の活動エリアは市町村域内であり、より身近な基礎的自治体での事務手続きを可能とすることによって、
住民サービスの向上が図られる。また市町村にとっても、ＮＰＯ法人活動の活性化やＮＰＯ法人との協働事業の推進施策
の円滑な展開が期待できる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 558 実績額（千円）

事業概要 大阪府特定非営利活動促進法施行条例第１６条に基づく、NPO法人設立認証等事務

事業の対象 八尾市域内のみに事務所を設置する特定非営利活動法人（NPO法人）又は、設置しようとする者

事務事業名 NPO法人設立認証等事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

284

市内NPO法人数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

大阪府による権限移譲事務

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

大阪府による権限移譲事務

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大阪府による権限移譲事務

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

大阪府による権限移譲事務



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.56 男女共同参画の推進

現状 今後

133

計画値 実績値

1 ％ 40 30.9

2 人 720 751

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○男女共同参画週間講演会
○やお女と男のはつらつフォーラム
○人権啓発セミナー
○出前講座等
○啓発冊子「えいぷりる10」の発行

平成24年度
実施内容

○男女共同参画週間講演会
○やお女と男のはつらつフォーラム
○人権啓発セミナー
○出前講座等
○啓発冊子「えいぷりる10」の発行

男女共同参画が実現していると思
う市民の割合

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,731 実績額（千円） 1,357

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民・市職員

事業の目的
性別による固定的な役割分担意識がなくなり、男性も女性も充実した仕事や家庭生活を営むことができるように、男女共
同参画意識の高揚を図る。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 男女共同参画啓発事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

人権政策課

事業概要 男女共同参画の視点に立った講座・セミナーの開催など啓発事業などに取り組む。

評価の観点 評価内容

啓発事業参加者数
男女共同参画週間講演会、はつらつフォーラム、人権啓発
セミナー、出前講座の参加者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民や事業課等と連携し、ニーズを考慮して事務事業を実
施することができた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

啓発事業を他の事業課等と連携しながら実施したこと等に
より、幅広く市民に啓発を行うことができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

他の事業課等と協働で実施したこと等により、コストを削減
できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民等との協働により事業を実施するなど、市民等との協
働によるまちづくりの視点を重視し事業を行った。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.56 男女共同参画の推進

現状 今後

134

計画値 実績値

1 回 216 167

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○面接相談実施　167回
○単発の電話相談実施　年２回（計４日)
○緊急相談（ＤＶなど）には随時対応

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○面接相談実施　216回
○単発の電話相談実施　年２回（計４日)
○緊急相談（ＤＶなど）には随時対応

平成24年度
実施内容

事業の目的
女性の抱える様々な悩みに対して相談事業を行い、女性自身が問題解決できるよう自立支援を行う。
また緊急を要する場合には、相談者の危険回避を図る等の支援を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,230 実績額（千円）

事業概要
女性を取り巻く問題の解決援助、支援を図るため、専門家による女性相談を行う。
また、ＤＶ等により緊急に対処する必要がある場合には、関係課及び大阪府等関係機関と連携して支援を行う。

事業の対象 相談及び支援を必要とする市民（女性）

事務事業名 女性相談事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

人権政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

942

面接による女性相談の実施回数 面接による女性相談の実施回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

女性の人権確立の観点からも必要であり、事業実施は妥当
である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

当日キャンセルなどにより、実績値が伸びなかった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切な手法等により効率的な事業実施を行うことができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

積極的な情報提供を行った。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.56 男女共同参画の推進

現状 今後

134

計画値 実績値

1 人 3,650 3,802

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○男女共同参画を推進する拠点施設の管理運
営と利用者の拡大
○ＤＶ被害者をはじめ様々な課題を抱える女性
などに対する講座・相談事業などを通じての支
援

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○男女共同参画を推進する拠点施設の管理運
営と利用者の拡大
○ＤＶ被害者をはじめ様々な課題を抱える女性
などに対する講座・相談事業などを通じての支
援

平成24年度
実施内容

事業の目的
性別に関わりなく自分らしく個性と能力を発揮し、自分らしい生き方ができるようになるために、一人ひとりの男女共同参
画の実現を支援する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,246 実績額（千円）

事業概要
ＤＶ被害者をはじめ様々な課題を抱える女性などを支援する拠点施設として、啓発・交流・情報発信・相談等の事業を展
開し、相談・支援体制の充実を図る。

事業の対象 市民・市職員

事務事業名 男女共同参画センター事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

人権政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

4,310

施設利用者数
啓発事業、交流事業、情報発信事業、相談事業等における
施設利用者数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

適切に事務事業を実施することができた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

周知・啓発等を継続的に行い、新たな利用者を増やした結
果、実績値を目標に近づけることができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

管理運営業務等の事業委託について一般競争入札を行っ
た結果、コストを大幅に縮減することができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民の意見を取り入れながら講座を実施するなど、まちづく
り基本条例の趣旨に基づき取り組みを進めた。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.15 市民協働と地域自治の推進

施策No.56 男女共同参画の推進

現状 今後

135

計画値 実績値

1 ％ 35 29.4

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○ＤＶ対策基本計画の策定
○八尾市男女共同参画施策推進本部会議の
開催と研修の実施
○プラン進捗状況の確認と担当課との連携
○審議会等を所管する部署との事前協議の実
施
○八尾市男女共同参画審議会の設置・運営と
重要事項の審議
○先進事例等の調査研究

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○ＤＶ対策基本計画の策定
○八尾市男女共同参画施策推進本部会議の
開催と研修の実施
○プラン進捗状況の確認と担当課との連携
○審議会等を所管する部署との事前協議の実
施
○八尾市男女共同参画審議会の設置・運営と
重要事項の審議
○先進事例等の調査研究

平成24年度
実施内容

事業の目的
地域コミュニティで多くの男女が生き生きと活躍できるようにするため、さまざまな分野における男女共同参画を促進す
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 568 実績額（千円）

事業概要
性別にとらわれることなく男女があらゆる分野に参画し、互いにその責任を分かち合う男女共同参画社会の実現をめざ
し、八尾市男女共同参画施策推進本部会議や八尾市男女共同参画審議会での審議等を通じて、「第２次 やお女と男の
はつらつプラン」に掲げる事業の推進を図る。

事業の対象 市民・市職員

事務事業名 男女共同参画推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

人権政策課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

407

審議会、委員会などにおける女性
委員の登用の割合

 数値は３月31日現在
市の設置する審議会・委員会等における女性委員の割合

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

適切に事務事業を実施することができた。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値向上に対する取り組みを進め、概ね有効な実績をあ
げることができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切な手法等により効率的な事業実施を行うことができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

審議会委員に市民公募を取り入れるなど、まちづくり基本条
例の趣旨に基づき事務事業を実施した。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.57 計画行政の推進

現状 今後

126
127
136

101001

計画値 実績値

1 回 15 15

2 本 702

3 件 30 29.25

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○第３期実施計画の策定
○総合計画アドバイザーへの相談実施
○総合計画推進会議開催
○地域分権推進会議開催
○市民意識調査実施

平成24年度
実施内容

○第３期実施計画の策定
○総合計画アドバイザーへの相談実施
○総合計画推進会議開催
○地域分権推進会議開催
○市民意識調査実施
○「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条
例」一部改正
○地域予算制度をはじめとする地域分権推進
制度の検討

総合計画推進会議及び地域分権
推進会議開催回数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,079 実績額（千円） 1,583

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民・市職員

事業の目的
総合計画の将来都市像「元気をつなぐまち、新しい河内の八尾」の実現に向け、本市に住み続けたい、住んでみたいと誰
もが思えるまちづくりが進む。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 総合計画の推進 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

事業概要

第５次総合計画を推進するため、基本計画（目標別計画及び地域別計画）に基づき、実施計画（３ヵ年）を毎年度見直し策
定する。
さらに、総合計画アドバイザー等からご助言を頂きながら、八尾市に住み続けたい、住んでみたいと誰もが思えるまちづく
りを推進する。
また、「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例」に基づき、市民のまちづくりへの参画と協働を推進する。

評価の観点 評価内容

実施計画事務事業数 実施計画事業数

パブリック・コメント１件当たりの意
見提出数

意見提出数/パブリック・コメント募集件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

総合計画を実現するための計画の策定である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実施計画の策定は完了している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・実施計画書の作成に庁内印刷を行うなど、コスト削減に努
めている。
・条例改正内容の周知については、地域との協働により実
施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例」の改正につ
いては、パブリックコメントにより、広く市民意見を募ったうえ
で実施した。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.57 計画行政の推進

現状 今後

16

計画値 実績値

1 ％ 75 70

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○新八尾図書館の整備
○新八尾図書館の工事進捗を踏まえ、複合施
設整備に向けた取り組みの進展

平成24年度
実施内容

事業の目的
老朽化施設の更新により市民の安全性を確保するとともに、施設機能の向上により多様化する市民ニーズへ対応してい
く。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,500 実績額（千円）

事業概要
八尾図書館をはじめとする市役所周辺公共施設の機能更新についての基本方針（配置計画等）に沿って、それぞれの施
設の整備に向けた取り組みを引き続き進める。

事業の対象 施設利用者

事務事業名 公共施設再配置検討事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

5,552

計画進捗率 全体計画に対する事業のおよその進捗状況

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.57 計画行政の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 85 25

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○公的施設実施設計（コミセン・図書館等）
平成24年度
実施内容

事業の目的 地域に密着した賑わいと活気があふれる市街地環境を創出する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要
公共施設の跡地として、周辺公共施設の老朽化対応や周辺環境に配慮し、民間活力の効果的な活用を含めた幅広い視
点でまちづくりを推進するため、跡地活用基本構想、整備計画に基づき、跡地活用の具体化を進める。

事業の対象 施設利用者

事務事業名 市立病院跡地活用事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

跡地活用進捗率 跡地全体面積18,000㎡の内、売却・整備等がされた面積

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.57 計画行政の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 回 6 6

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

本市行財政に対する援助について国・大阪府に
要望した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○国・大阪府等に対する要望書の提出
平成24年度
実施内容

事業の目的 事業の推進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 本市行財政全般について国・大阪府等に要望活動を行い、事業の推進を図る。

事業の対象 国、大阪府等

事務事業名 各種要望関係事務 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

要望回数 国・大阪府等への要望回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

国府への要望を行っている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市が直接実施する以外の方法がない。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.57 計画行政の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 回 7 12

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○社会資本整備総合交付金等協議申請
平成24年度
実施内容

事業の目的 交付金等の歳入を確保することにより、限られた財源の中で事業推進を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

事業概要 庁内関係部局及び大阪府等との調整を行い、大規模事業等の推進にあたって交付金等の財源確保を図る。

事業の対象 大阪府等

事務事業名 事業調整事務 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

大阪府との協議回数

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.57 計画行政の推進

現状 今後

137
302001
303002

計画値 実績値

1 ％ 80 42.4

2 事務事業 800 750

評価

妥当性 A

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

○平成23年度　施策・事務事業事後評価の実
施
○平成25年度　施策・事務事業事前評価の実
施
○部局マネジメント目標の実施
○行政経営アドバイザーへの相談実施

平成24年度
実施内容

○平成23年度　施策・事務事業事後評価の実
施
○平成25年度　施策・事務事業事前評価の実
施
○部局マネジメント目標の実施
○行政経営アドバイザーへの相談実施（7回）
○「行政評価システム」追加開発の実施

「めざす暮らしの姿の実現を測定
するための指標」計画値達成率

（「めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標」計画値
達成数/「めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標」
総数）×100

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,071 実績額（千円） 2,654

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民・市職員

事業の目的
限られた行政資源（人、モノ、金、情報等）を有効活用することにより、総合計画の実現を図る。また、「行政評価」情報を
公開することで市民への説明責任を果たすとともに、まちづくりへの市民参画を推進できる。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 行政経営推進事業（行政評価　他） 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

事業概要

限られた行政資源を、効率的・効果的に資源配分する「行政経営」の理念により、施策および事務事業レベルでの「行政
評価」を実施し、実施計画策定につなげていくことで、総合計画の戦略的で実効性のある推進を行う。推進にあたっては、
「部局マネジメント目標」を主体とする「行政経営フロー」により各部局の方針を明らかにするとともに、資源配分における
全体最適を図っていく。

評価の観点 評価内容

評価対象事務事業数 評価対象とする事務事業の数。同数を公表対象とする。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

第５次総合計画を戦略的かつ着実に実現していくために
は、行政経営の推進は必要不可欠であり、事業実施は妥当
である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・「めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標」計画値
達成率は、計画値まで届かなかったが、めざす暮らしの姿を
実現するため、行政経営の考え方による総合計画推進のし
くみづくりが進んだ。
・施策評価と事務事業評価の2本立てで行政評価を実施す
ることについて、庁内へはかなり浸透してきたと思われる。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

システムの再構築により、業務の効率化が図られた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページのリニューアルを行い、実施計画書や実施実
績書等を公開することで、行政評価情報を、広く市民に公表
し、透明性を高めている。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.58 広域行政の推進

現状 今後

○
111
138
139

701001

計画値 実績値

1 回 1 1

2 回 5 6

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○中河内広域連携協議会：市長会議・企画担
当部長会議・企画担当課長会議の開催
○大阪・八尾両市行政協力協議会：会議の開
催、検討課題の調整
○大阪市隣接都市協議会：会議への参加、検
討課題の調整
○八尾市柏原市広域行政研究会の開催

平成24年度
実施内容

中河内でのイベントの開催
両市協力協議会の開催

中河内広域連携協議会イベント開
催数

中河内地域広域行政推進協議会（自体）が平成22年度を
もって終了。23年度より設置した中河内広域連携協議会に
よるイベント開催回数。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 469 実績額（千円） 141

平成24年度
計画内容

事業の対象 大阪府、大阪市、東大阪市、柏原市、大阪市の隣接都市等

事業の目的 広域的な連携によって、市単独では行えない事業の実施が可能になり、市民サービスが向上する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 広域行政の推進 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

事業概要
市民の日常生活圏の拡大、地方分権の流れ、行政課題の広域化に対応するため、広域行政を推進するとともに、新たな
広域的連携のあり方について検討する。

評価の観点 評価内容

中河内広域連携協議会の会議開
催回数

中河内３市で協力・連携し、効率的効果的な広域行政に係
る施策等の実現を図ることにより、中河内地域の住民サー
ビスの向上につながるよう設置された協議会の会議開催回
数。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

各市との連携によるものであるため、大幅な実績値の延び
は期待できないが、目標値は達成している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

各市との連携によるものであり、各市との協議により効率的
な手法を採択している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.59 行財政改革の推進

現状 今後

○
140
160

201001
801001
807001

計画値 実績値

1 取り組み数 133 125

2 位 50 -

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

事業の目的 効率的・効果的な行政運営の実施により、市民サービスの向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,588 実績額（千円）

事業概要
行財政改革推進本部の運営、組織機構の見直し、外郭団体の見直し、知識等の管理・活用、全庁的業務改善運動（ＱＣ
運動）の推進、職員提案制度、事務経費の削減手法、第２期行財政改革プログラムの進行管理、行政改革推進員の活動
にかかる調整など行財政改革に関する事務等の実施、調整等を行う。

事業の対象 各部局

事務事業名 行政改革推進事務 担当部局・課
政策企画部

行政改革課

自治体ランキングにおける順位

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

第２期行財政改革アクションプログ
ラムにおける取り組み済数

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

686

行財政改革推進本部の運営、組織機構の見直
し、外郭団体の見直し、知識等の管理・活用、
事務経費の削減手法、第２期行財政改革プロ
グラムの進行管理、行政改革推進員の活動に
かかる調整など行財政改革に関する事務等の
実施、調整等を行った。

平成24年度
計画内容

○行財政改革推進本部の運営、組織機構の見
直し、外郭団体の見直し、知識等の管理・活
用、職員提案制度、事務経費の削減手法、第２
期行財政改革プログラムの進行管理、行政改
革推進員の活動にかかる調整など行財政改革
に関する事務等の実施、調整等

平成24年度
実施内容

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

第５次総合計画で示す本市の地域特性と市民ニーズに的
確に対応した施策、個性あふれる取り組みを積極的に展開
し、市民サービスを充実させていくためには、行財政改革が
必要であり、事業実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

概ね目標どおりの実績が達成できているが、さらに見直しの
スピードアップを図っていく必要がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

概ね実施できているが、さらに財政効果額の実現を進めて
いく必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

現状課題はないと考えているが、より透明性を高め、効率的
に業務遂行できないか今後も検討していく。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.59 行財政改革の推進

現状 今後

501001
503001

計画値 実績値

1 事務 23 23

2 ％ 5.2 3.5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○組織機構改革や法改正等に伴う各部局等の
事務分掌の改正にかかる条例、規則、規程、訓
令及び要綱等の改正
○行政事務の調査等（審議会の管理・調査、市
税、国保料、使用料、手数料等の減免基準に関
する「所得基準表」の管理等）等
○地方分権に関する事務（大阪版地方分権推
進制度及び地域主権戦略大綱に基づく権限移
譲等の推進）
○内部統制の強化に係る取り組みの検討

平成24年度
実施内容

・組織機構改革や法改正等に伴う各部局等の
事務分掌の改正にかかる条例、規則、規程、訓
令及び要綱等の改正を行った。
・行政事務の調査等（審議会の管理・調査、市
税、国保料、使用料、手数料等の減免基準に関
する「所得基準表」の管理等）等を行った。
・地方分権に関する事務（大阪版地方分権推進
制度にかかる事務移譲等）を行った。

1年間に大阪府より事務権限の移
譲を受けた事務数

大阪版地方分権推進制度に基づき、1年間に大阪府より事
務権限の移譲を受けた事務数（パッケージ形式での移譲に

 ついては１事務としてカウントする）
平成22から24年度までの目標値は権限移譲計画（案）で計
上した事務数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 630 実績額（千円） 630

平成24年度
計画内容

事業の対象 各部局

事業の目的 効率的・効果的な行政運営を推進する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名
行政管理事務

（条例規則等の管理・地方分権　他）
担当部局・課

政策企画部

行政改革課

事業概要
行政事務の調査・改善、組織管理及び事務分掌に関する事務、地方分権に関する事務、内部統制の強化に係る取り組
みの検討などを行う。

評価の観点 評価内容

審議会等委員の市民公募の割合
《所管課調》市の設置する審議会・委員会委員に占める公
募委員の割合

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

業務の効率性や手法については概ね適当であると考えてい
るが、さらに業務の効率化について検討を進めることは必要
である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

当業務については必要に応じて適宜遂行する性質の業務
であるため、必ずしも目標どおりの実績が達成されるもので
はないが、24年度については概ね目標どおりの実績であっ
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務の効率性や手法については概ね適当であると考えてい
るが、さらに業務の効率化について検討を進めることは必要
である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

所属間での情報共有を図り、市民に身近な基礎自治体とし
て必要となる権限移譲を進め、適切な情報公開に取り組ん
だ。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.59 行財政改革の推進

現状 今後

142
143
153

201001
803001
803003
803004
804001

計画値 実績値

1 件 3 1

2 人 60 19

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○IT資産管理システムの整備検討
○会議資料等の効果的なペーパーレス化の検
討
○eラーニングシステムの運用、教材の拡張
○電子申請システムの検討
○地図情報のホームページでの公開

平成24年度
実施内容

○IT資産管理システムの整備について検討実
施
○タブレット型携帯端末の会議での運用実施
○eラーニングシステムの運用
○電子申請システムについて動向調査
○地図情報のホームページでの公開

ホームページで公開している地図
情報の件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 16,509 実績額（千円） 17,524

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民・市職員

事業の目的 コストダウン、市民サービスの向上等を図ることにより、効率的・効果的な行政運営を推進する。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 ＩＣＴ活用の推進 担当部局・課
総務部

市政情報課

事業概要
CIO体制の下、効率的・効果的なICTの導入・活用を進めるとともに、適正な調達、資産管理、人材育成、セキュリティの向
上等を推進する。

評価の観点 評価内容

eラーニング受講者数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

タブレット型携帯端末を利用したペーパーレス会議の実施
等、ICTを活用した取り組みを実施した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

地図情報のホームページへの公開については、引き続き公
開できる情報の精査に努めたが、拡大には至っていない。
また、eラーニングについては、新たに情報セキュリティにつ
いての教材を導入しており、今後受講を進めていく。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

昨年度整備した調達ガイドラインに基づき、情報システムの
調達時において効果的な調達を推進すると共に、CIO補佐
官の専門的見地により、IT関連契約のチェックを行うことで、
費用削減に貢献した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市で予定しているIT関連調達について年間予定を公表し、
幅広く参加を促した。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.59 行財政改革の推進

現状 今後

802001

計画値 実績値

1 ％ 100 95

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

○ノートパソコン（200台）の置換え
○地域イントラネットワーク機器の更新

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○庁内・庁外ネットワークの運用
○事務用端末機器の更新

平成24年度
実施内容

事業の目的 効率的、効果的、安全な事務処理環境を整備する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 65,455 実績額（千円）

事業概要 事務用端末の整備並びにITネットワークの整備・運用を行う。

事業の対象 市職員

事務事業名 行政情報システム基盤整備事業 担当部局・課
総務部

市政情報課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

57,331

情報端末の配備率
（ノートパソコン数／対象職員数）×100
対象職員は、行政職、医療職（市立病院除く）、指導主事

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

直接市民ニーズに寄与するものではないが、パソコンの整
備やネットワークの安定運用は、効率的に業務を行うために
不可欠である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

パソコンやネットワーク関連機器を活用し業務･事務を行い、
また老朽化等に伴い定期的に置換えを行うことは、事務の
効率化を図るために有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

各課にパソコンを配置し業務に活用することによって、事務
処理の効率化が図れる。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ノートパソコンの置き換え、地域イントラネットワーク更新用
機器の調達について、入札を行うことで公平性・透明性を確
保した。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.59 行財政改革の推進

現状 今後

○ 142 803002

計画値 実績値

1 ％ 95.2 90.5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・住民基本台帳関係システムの運用開始
・財務会計システム（執行系・決算系）の運用開
始
・税関係システムの運用開始
・国民健康保険関係システムの設計開発

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○基幹システムの再構築の実施
平成24年度
実施内容

事業の目的 基幹システム全体におけるコスト削減やセキュリティの強化を推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 465,585 実績額（千円）

事業概要 情報システムアセスメント結果に基づき、汎用機システムのオープン化をはじめ、基幹システム再構築を進める。

事業の対象 基幹システム

事務事業名 基幹システムの最適化 担当部局・課
総務部

市政情報課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

293,179

汎用機上で稼動している基幹シス
テム等の再構築率

汎用機上で稼働している基幹システム等（住基・税・国保・
財会・福祉）については21システムあり、平成23年度中に福
祉関係４システム、平成24年度中に住基・税・財会13システ
ム、平成25年度に国保１システムの再構築を行う。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

平成20年度に実施したアセスメントにて挙げられた課題を解
決するため、基幹システム最適化は最も重要な事業であ
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

住民基本台帳関係・財務会計・税関係の各システムについ
て、概ねスケジュー通りに運用開始しており、国民健康保険
関係システムについても、設計開発についてはスケジュー
ル通りに進んでいるなど、計画通りに実施できている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

調達時に最も重要な事業となる仕様書の作成について、専
門業者の支援を受けて実施することで、より的確で公平性
の高いものができ、価格競争入札を実施することで事業費
が削減できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

各システムの調達を入札とすることで、調達の公平性、透明
性を確保することができ、また入札結果を公開している。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.59 行財政改革の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 - 1 2

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・ホストコンピュータの運用・管理
・グループウェアの再構築

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○汎用機の運用（並行稼動）
○グループウェアの再構築

平成24年度
実施内容

事業の目的
効率的、安全なシステムの運用を行う。
効率的・効果的な事務処理環境を整備する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 179,359 実績額（千円）

事業概要 汎用機システムの適切な運営を行うとともに、グループウェア等内部事務システムの運営・管理を行う。

事業の対象 汎用機システム　市職員

事務事業名 電算管理運営業務 担当部局・課
総務部

市政情報課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

176,024

汎用機上で稼働しているシステム
の数

基幹システム最適化に伴い、平成25年度のホストコンピュー
タ運用終了を目標にホストコンピュータで稼働しているシス
テムについて計画的に終了させる。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

ホストコンピュータの運用管理は、基幹システム再構築が終
了するまで、市民サービスに不可欠なものである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

膨大な個人情報、住民関係、税関係を厳格に処理するため
には、大型汎用機での処理が有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

膨大な個人情報、住民関係、税関係を厳格に処理するため
には、大型汎用機での処理が有効である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

グループウェアの再構築において、調達時にRFIによる意見
募集の上で価格競争入札を行うことで、公平性・透明性を確
保した。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.59 行財政改革の推進

現状 今後

303001

計画値 実績値

1 ％ 100 89.9

2 ％ 80 91.9

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○外部監査制度の実施
（包括外部監査の毎年実施、個別外部監査の
請求があった場合の対応、監査の結果・意見等
に基づく対応に係る調整）

平成24年度
実施内容

外部監査制度の実施（包括外部監査＜24年度
のテーマは「水道事業の財務に関する事務及
び経営に関する事業の管理について」＞の実
施、監査の結果・意見等に基づく対応に係る調
整＜８月と２月に監査委員に措置状況の報告を
実施＞）

監査結果への取り組み済み率
監査結果指摘の内、措置済み・取組み済みの数/監査意見
指摘の総数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,700 実績額（千円） 7,700

平成24年度
計画内容

事業の対象 各部局

事業の目的
監査機能の独立性、専門性、透明性、客観性の強化を図り、監査委員による内部監査制度の活性化等、市としての監査
機能の強化と市民の行政に対する信頼性の向上を図る。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 監査制度等の充実（外部監査制度） 担当部局・課
政策企画部

行政改革課

事業概要 市民の権利と利益を保護し行政の信頼性を確保するため、外部監査制度を実施する。

評価の観点 評価内容

監査意見への取り組み済み率
監査意見指摘の内、措置済み・取組み済みの数/監査意見
指摘の総数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

中核市以上は、必ず実施しなければならない制度として、地
方自治法上の位置付けがある。また、市の透明性や公平性
を高めるという必要性は、今後ますます高まりを見せると予
想され、必要性は高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

包括外部監査については毎年度の実施が必要となることか
ら、着実な改善を進めているが、更なるスピードアップが求
められている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

公認会計士報酬基準（現在は廃止されている）を参考に委
託料を積算し、その範囲内での契約をしている。これまで、
実績報告において委託料額以上の監査が実施されている。
改善状況の進行管理体制について、充実する必要がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

監査報告書については、監査委員、市議会、市へ報告され
ており、ホームページに全文を市政だよりに概要を掲載し情
報提供を行っている。また、講じた措置の状況についても半
年に一度、監査委員及び議会へ通知、報告するとともに同
様にホームページと市政だよりにおいて情報提供している。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.59 行財政改革の推進

現状 今後

141
601001
601003

計画値 実績値

1 業務 6 6

2 ％ 32.8 44.9

3 件 1 1

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○外部委託をはじめ各種公民協働手法の活用
促進
○提案型公共サービス実施制度の運用と課題
整理
○市民・地域との連携・協働の仕組みの運用と
課題整理
○庶務業務のアウトソーシングの全庁的な実施
に向けた検討
○「公民協働による公共サービスの提供に関す
る基本方針」の具体化について」の進行管理
○公民協働手法の活用促進のための庁内研修

平成24年度
実施内容

○外部委託をはじめ各種公民協働手法の活用
促進
○提案型公共サービス実施制度の運用と課題
整理
○市民・地域との連携・協働の仕組みの運用と
課題整理
○「公民協働による公共サービスの提供に関す
る基本方針」の具体化について」の進行管理

提案型公共サービス実施制度活
用業務数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 597 実績額（千円） 384

平成24年度
計画内容

事業の対象 各部局

事業の目的
企業・市民・地域等、多様な「民」の活力・ノウハウの活用により、公共サービスの効率化と市民へのサービスの質の向上
を図る。

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

事務事業名 公民協働手法の推進 担当部局・課
政策企画部

行政改革課

事業概要
「公民協働による公共サービスの提供に関する基本指針」の具体的化指針等に基づき、各部局における事務事業におい
て外部委託をはじめ、各種、公民協働手法の活用を促進する。

評価の観点 評価内容

指定管理者導入率

指定管理者導入施設数／指定管理者の導入可能な公の施
 設数×100

※但し、＂指定管理者の導入可能な公の施設数＂につい
ては、学校、道路、河川並びに管理人が常駐していない小
規模公園及び駐輪場等は公の施設数から除く。

PFI導入数（過去実績累計）
PFIとは、公共サービスに民間資金を導入し、民間事業者を
中心に提供する方式。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

公共サービスの提供にあたり、民間の創意工夫や活力をよ
り一層活用し、市民へのサービス向上を図ることを目指して
おり、事務事業の実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標どおりすすめているが、より効率的に業務遂行できない
か今後も検討していく。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

概ね効率的に実施できていると考えているが、より効率性
が向上するよう、今後も検討していく。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

現状は課題はないと考えているが、より効率的に業務が遂
行できないか今後も検討していく。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.60 行政情報の提供と個人情報保護

現状 今後

○ 144 806005

計画値 実績値

1 件 688,800 637,701

2 回 12 12

3 回 12 14

4 件 115 105

5 件 1.6 2.4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

ホームページは情報発信・提供・公開をリアルタイムに行え
る重要な手法として定着しており、地域情報化推進のため
にも必須のツールである。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

ホームページは情報発信・提供・公開をリアルタイムに行え
る重要な手法として定着しており、地域情報化推進のため
にも有効なツールである。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

各課で即時更新可能なホームページ作成環境を活用するこ
とで効率よく情報提供が図られた。

報道機関等への情報提供件数
市民の市政への関心を高め、市政への積極的な市民参画を促す
ため、市関係機関だけでなく、報道機関等も通じて積極的に情報発
信していく。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報のリアルタイムな発信と、分かりやすいホームページづ
くりを心がけた。

評価の観点 評価内容

市民1人当たりの市ホームページ
アクセス数

市ホームページ年間アクセス数／人口（住民基本台帳＋外国
人登録者数）

「やお市政だより」発行回数

「やお市政だより」における特集記
事回数

市からのお知らせ広報に終わらせることなく、市政への関心を
高めて積極的な市民参画を促すため、市の直面する行政課題
や新規施策・事業などについて積極的に特集記事を組むととも
に、出来るだけ市民の方に登場してもらうなど、市民が参画した
記事を掲載していく。

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 市政情報の発信 担当部局・課
総務部

市政情報課

事業概要
市政だよりをはじめ、ホームページなど多様な広報媒体を活用し、積極的な市政情報等の発信を行う。
「やお市政だより」の発行、市ホームページを活用した情報発信、視覚障がい者への「点字広報」「声の市政だより」の発
行などを行う。

事業の対象 市民及び市民活動団体（ＮＰＯ）等

事業の目的
市民に対する情報提供を充実し、市民サービスの向上を図るとともに、より開かれた透明な行政を実現する。また市政や
市民生活に関わる情報を迅速かつ正確に伝えることにより、市民と行政との信頼関係を築き、行政への市民参画を推進
する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 49,621 実績額（千円） 45,797

平成24年度
計画内容

○「やお市政だより」「点字広報」などの発行・充
実
○市ホームページの運用・充実
○情報発信コーナーの運用

平成24年度
実施内容

○「やお市政だより」「点字広報」などの発行・充
実
○市ホームページの運用・充実（スマートフォン
への対応など）
○情報発信コーナーの運用

ホームページ年間アクセス数（トッ
プページ）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.60 行政情報の提供と個人情報保護

現状 今後

144 807002

計画値 実績値

1 ％ 74 76.5

2 ％ 25

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

特に災害関連情報の発信について、役割が期待されてい
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標を達成した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業の費用対効果が、より高まるよう今後も取り組む必要
がある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

認知率を高めるため市政だよりなどを通してコミュニティＦＭ
のＰＲをしているほか、放送内容の充実のため放送局への
市政情報の提供に努めている。

評価の観点 評価内容

ＦＭちゃお聴取率 （ＦＭちゃお聴取者／ラジオ聴取者）×100

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

事務事業名 コミュニティＦＭ放送事業 担当部局・課
総務部

市政情報課

事業概要
市民と行政の情報の共有化を図るため、やおコミュニティ放送（株）（ＦＭちゃお）に放送委託し、市政情報・地域情報・災害
関連情報の提供を行う。

事業の対象 市民

事業の目的
行政の情報や市民活動情報などを迅速に放送することで、市民の行政への参画を推進するとともに、市民活動を活性化
する。防災及び災害に関する情報を放送することで、市民の防災意識を高め、災害時の情報手段としての役割を果たす。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 38,410 実績額（千円） 38,410

平成24年度
計画内容

○放送委託による市政情報の発信
○災害関連情報の随時発信

平成24年度
実施内容

放送委託による市政情報の発信、災害関連情
報の随時発信

ＦＭちゃお認知率
災害時の市民への適切かつ効果的な情報発信媒体として
の役割を果たすため、ＦＭちゃおの認知度の向上を目指す。
指標の数値は、街頭アンケート等の実施により集計する。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.60 行政情報の提供と個人情報保護

現状 今後

計画値 実績値

1 調査 5 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

法定受託事務のため、それぞれの調査につい
て大阪府の指示に基づき事務を遂行し、それぞ
れの交付金の枠内で完了することができた。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○就業構造基本調査
○工業統計調査
○住宅・土地統計調査単位区設定
○経済センサス活動調査
○調査員確保対策事業

平成24年度
実施内容

事業の目的
調査結果は、国や地方公共団体の施策立案の基礎資料として、又民間企業や大学など国民生活の幅広い分野で活用さ
れる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,269 実績額（千円）

事業概要 国勢調査、経済センサス、工業統計調査等の基幹統計調査の実施

事業の対象 世帯、又は事業所

事務事業名 基幹統計調査事務 担当部局・課
総務部

総務課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

8,474

基幹統計調査 それぞれの統計調査を１調査とした。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法定受託事務のため、義務的事務である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

それぞれの調査等について、大阪府の指示に基づき、事務
を完了した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

交付金の枠内で実施できた。前回調査の手法を参考に今回
改善点を加えて実施したのは、ベターであった。各職員の事
務分担をほぼ明確化したため、体制は効率的であった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

調査の実施、結果公表につき、市政だより、FMちゃお、ホー
ムページを活用しPRを行っている。



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.60 行政情報の提供と個人情報保護

現状 今後

計画値 実績値

1 点 7 7

2 人 270,029

3 ％

4 世帯 119,544

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

各年度の資料を時系列で残すことにより、八尾市の過去、
現在、未来の姿が浮かび上がり、今後も作成が必要であ
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標通り資料の作成ができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

「八尾市の概要」のみ外注で、その他は庁内印刷・製本で刊
行している。指定統計事務と並行しての事務のため、改善を
図る時間的余裕は少ない。

世帯数 《所管課調》住民基本台帳人口＋外国人登録者数

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

資料刊行等により、本市の時系列資料、現在のすがたを知
る一助となり、本市行政の執行に反映される。

評価の観点 評価内容

人口【住民基本台帳+外国人登録
者】

 《所管課調》住民基本台帳人口＋外国人登録者数　
※平成24年7月9日より住民基本台帳法の改正及び外国人
登録法の廃止に伴い、住民基本台帳人口に外国人住民人
口を含めている。

合計特殊出生率
《道府県調》(出生数／年齢別女子人口）15歳から49歳の年
齢別の出生率を合計したもの

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 単独統計調査事務 担当部局・課
総務部

総務課

事業概要
ホームページ、公開羅針盤へ統計データを掲載する。
「統計書」、「八尾市の概要」、「八尾市の人口」等冊子の作成、販売を行う。

事業の対象 地方公共団体.市民

事業の目的
収集、作成された統計データは、本市の施策立案の基礎資料として、また民間企業や大学など幅広い分野で活用され
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 594 実績額（千円） 324

平成24年度
計画内容

○統計データのホームページ及び公開羅針盤
への掲載
○「統計書」、「八尾市の概要」、「八尾の工
業」、「平成22年国勢調査結果確報」等基幹統
計調査結果の冊子の作成・販売

平成24年度
実施内容

当該年度分の資料作成は、達成できた。

統計調査資料
調査資料の刊行点数を単位とした。なお、ホームページ、公
開羅針盤への資料掲載は資料作成に含むものとする。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.60 行政情報の提供と個人情報保護

現状 今後

145 301001

計画値 実績値

1 件 688,800 637,701

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

ホームページへのアクセスの増加など、情報の提供に関す
る手法が認識されてきている。
また、個人の要望による市政に関する情報の公開件数（公
文書公開件数）も増加している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

入札情報のホームページでの公開など情報公開室に来なく
ても情報が入手しやすくなっているにも関わらず、指標の目
標値は達成できていないが、実績値が昨年度より６．９％伸
びた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

ソフト面では、インターネットの活用など、ペーパーレス化に
向けた取り組みを進めている。ハード面では、カラーコピー
の導入などコスト面での改善策を計画した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

公文書公開条例の見直しにより、公開請求権者の拡大など
を通じて情報公開を進めた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

1,309

ホームページ年間ｱｸｾｽ数（トップ
ページ）

市政情報について、ホームページを活用して情報収集して
いる市民

活　動　指　標

事務事業名 情報公開に関する業務 担当部局・課
総務部

市政情報課

事業概要
八尾市公文書公開条例に基づく公文書公開を実施する。
情報公開コーナーでの行政情報の自由閲覧などを行う。

事業の対象 全市民、法人、他

事業の目的
八尾市のめざす住みつづけたいまちの将来像について、市民と行政がお互いに共通意識を持って、行政運営について話
し合えるよう、市が持つ必要な情報を迅速に，分かりやすく積極的に提供する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,948 実績額（千円）

八尾市公文書公開条例に基づく公文書公開の
実施｡
情報公開コーナーでの行政情報の自由閲覧な
ど。
情報提供マニュアルに基づく情報提供の実施。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市公文書公開条例に基づく公文書公開
の実施
○情報公開コーナーでの行政情報の自由閲覧
など
○平成23年度策定の「情報提供マニュアル」に
基づく情報公開の実施

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.60 行政情報の提供と個人情報保護

現状 今後

145

計画値 実績値

1 人 70 59

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

個人情報の取扱であり、行政の事務として市での対応が妥
当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

個人情報保護条例に基づく審議会等の開催や職員を対象
とした研修会の実施は、職員の個人情報保護に関する意識
の向上に有効であった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

全庁職員を対象とした研修会の実施は効率的であり、コスト
は節減できたが、研修会への参加者数は計画値を下回る結
果となった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

個人情報保護審議会委員への委嘱等、市民（各種団体代
表）の参画を実施した。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

589

個人情報保護に関する研修会の
参加人数

活　動　指　標

事務事業名 個人情報保護に関する業務 担当部局・課
総務部

市政情報課

事業概要 八尾市個人情報保護条例に基づく市民情報の保護などを実施。

事業の対象 全市民、他

事業の目的
八尾市のめざす住みつづけたいまちの将来像である市民が安心して暮らしていただけるよう、市民の個人情報の保護に
努める。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 660 実績額（千円）

八尾市個人情報保護条例に基づく市民情報の
保護などを実施｡
個人情報保護審議会の開催、４回
個人情報保護審査会の開催、１回

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市個人情報保護条例に基づく市民情報
の保護など
○個人情報保護審議会の開催
○個人情報保護審査会開催への対応

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.61 人材の活用と組織の活性化

現状 今後

37
146
148

201001
302001
402001
501001
806005

計画値 実績値

1 人 5 7

2 人 2,304 2,240

3 ％ 20 15.1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

業務量に応じた適正な職員配置を行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

適正な職員数となるように段階的に対応している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

人員補充については、業務内容を精査しアルバイトの配置
を必要最低限に抑え、必要に応じて人材派遣も効果的に活
用した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

コミュニティ推進スタッフを増員することができたが、さらなる
地域分権の推進に向けての取り組みが必要。

評価の観点 評価内容

定員適正化計画の推進に基づく職
員数

定年退職等による減員と新規採用による増員を考慮して、
適正な定員管理を行う。

市の管理職に占める女性の割合 課長補佐級以上の職員当たりの女性職員数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 人事管理業務 担当部局・課
総務部

人事課

事業概要 定員管理の適正化及び職員の適正配置、適正な給与の支給、人事給与システムの効率的な運用等

事業の対象 一般職（地公法第３条２項）に属する本市職員

事業の目的 職員の能力の十分な評価及び適材適所の人員配置の実現

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 32,635 実績額（千円） 29,067

平成24年度
計画内容

○適正な定員管理の計画的実施
平成24年度
実施内容

所属ヒアリング等を通じ、定員査定を実施し、適
正な定員管理の計画的な実施。

学生インターンシップの受け入れ
人数

学生インターンシップの受入数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.61 人材の活用と組織の活性化

現状 今後

147

401001
401002
401003
503002

計画値 実績値

1 人 2,000 2,210

2 ％ 85 69.8

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

人材育成基本方針に基づき、適正な事業実施を行った。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

職員の意欲と能力および組織力の向上に有効な事業実施
を行った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

経費を削減しながら計画に基づいた事業実施を行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

地域分権の推進にかかる研修の実施、及び情報公開を適
切に行った。

評価の観点 評価内容

職場研修を行う職場の率
職場で人が育つ環境づくりとして、より多くの職場で「職場研
修」が実施されることを目的として、指標を設定する。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 職員の人材育成 担当部局・課
総務部

人事課

事業概要 職員研修計画にもとづいた職員研修の実施

事業の対象 市職員

事業の目的 本市がめざす職員像「市民に信頼される職員」、「行動する職員」の育成を通じて、市民サービスの向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,871 実績額（千円） 10,480

平成24年度
計画内容

○職場研修（各職場研修）
○自己啓発研修
○職場外研修（人材育成室）
○派遣研修

平成24年度
実施内容

○職場研修（各職場研修）
○自己啓発研修
○職場外研修（人材育成室）
○派遣研修

人材育成室研修の修了者数 基本研修の修了者数と特別研修の修了者数の和。

活　動　指　標

指標 単位

平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.61 人材の活用と組織の活性化

現状 今後

201001
403001

計画値 実績値

1 指数 100 105.8

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

情勢適応の原則にもとづき、市民理解を得ることが出来る
規定整備、制度設計に努めたい。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

評価指標のラスパイレス指数105.8は国家公務員の時限的
な（2年間）給与改定特例法による措置があったためであり、
この措置がなかった場合のラスパイレス指数は97.8である。
給料減額特例措置及び昇給抑制措置の実施により平成24
年度の給料総額は抑制されている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

評価指標のラスパイレス指数105.8は国家公務員の時限的
な（2年間）給与改定特例法による措置があったためであり、
この措置がなかった場合のラスパイレス指数は97.8である。
給料減額特例措置及び昇給抑制措置の実施により平成24
年度の給料総額は抑制されている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページ・市政だよりにて適宜、業務内容や市職員の
給与情報の公表に努めており、さらなる情報公開を推進し
たい。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

ラスパイレス指数
国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給
与水準を示す指数。

活　動　指　標

事務事業名 労務管理業務 担当部局・課
総務部

職員課

事業概要
人事給与制度、労働問題等に関する調査研究及び資料の作成分析を始め、労使間の窓口として、その連絡調整等を担
う。

事業の対象 本市職員

事業の目的
近隣各市の実態や社会経済情勢及び本市の財政状況等を勘案し、給与・勤務時間その他の勤務条件の更なる適正化を
図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

国家公務員の給与制度を基本とし、給与をはじ
めとする勤務条件の適正化の実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○国家公務員の給与制度を基本とする、給与
の適正化

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.61 人材の活用と組織の活性化

現状 今後

403002

計画値 実績値

1 ％ 100 99.3

2 人 124 237

3 人 1028 1001

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

健診業務や厚生活動業務の民間委託等も検討し、より一層
業務の効率性を高める。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

概ね目標は達成された。さらに目標値に近づくよう手法を検
討したい。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

概ね効率的な業務運営がなされたと思われるが、より効率
的な実施手法を検討していきたい。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページにて適宜、業務内容の公表に努めており、さら
なる情報公開を推進したい。

評価の観点 評価内容

研修会参加者数
体力測定、メンタルヘルスの研修会、各種健康増進に関す
る研修会の参加者の総合計

職員厚生活動の参加者数 職員厚生活動に参加した職員の数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 福利厚生業務 担当部局・課
総務部

職員課

事業概要
職員の健康管理を推進するため、各種健康診断の充実を図り、また衛生管理者の資格取得や安全衛生委員会の開催を
通じ職場の安全衛生の向上と共済制度の活用。

事業の対象 本市職員

事業の目的 職員の健康増進、元気回復、活力ある職場環境の形成と職場の安全衛生の向上。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 38,133 実績額（千円） 33,420

平成24年度
計画内容

○職員安全衛生委員会活動に関すること
○健康管理に関すること
○被服貸与に関すること
○厚生活動に関すること
○厚生施設運営管理に関すること
○退職年金及び遺族年金に関すること
○公務災害補償に関すること

平成24年度
実施内容

○職員安全衛生委員会活動に関すること
○健康管理に関すること
○被服貸与に関すること
○厚生活動に関すること
○厚生施設運営管理に関すること
○退職年金及び遺族年金に関すること
○公務災害補償に関すること

職員定期健康診断の受診率 職員数に対する定期健康診断受診者数の割合

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

149 203001

計画値 実績値

1 件 70,400 75,265

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市庁舎内の多岐にわたる業務がある中で、来庁者が効率よ
く目的を達成するために必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

該当窓口の案内だけでなく必要な申請書、届出書の記入に
ついての説明等も行い、来庁者が多い１階フロアーでの
サービス向上に繋がっている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

現在は特にＰＲをおこなっていないため、検討の余地がある

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

2,760

総合案内件数

年間のフロア、総合案内室窓口における案内件数を活動指
 標する。

平成22年度実績が減になった理由については、駐車券処理
が総合案内室一括処理から各課処理に変更になったため
(平成21年度の駐車券処理を除く案内件数は73,529件)。

活　動　指　標

事務事業名 総合案内推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

事業概要 来庁者に目的に応じた担当窓口を案内するとともに、手続き方法の説明及び書類記載補助を行う。

事業の対象 来庁者

事業の目的 市民の来庁目的が迅速に果たせるように市民を案内することで、市民サービスの向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,760 実績額（千円）

○行政手続に来られた来庁者への庁舎案内及
び手続き方法の説明等
○「暮らしのガイドブック」の更新に向けて検討
した
○総合案内のあり方を検討した

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○行政手続に来られた来庁者への庁舎案内及
び手続き方法の説明等
○「暮らしのガイドブック」の更新等（更新は２年
ごとに毎年度末に発行）
○総合案内のあり方検討

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

201001

計画値 実績値

1 件 43,700 42,999

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

出張所のあり方について、検討中である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標をほぼ達成しており、有効な事務であったと判
断する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

出張所のあり方について、検討中である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

出張所のあり方について、検討中である。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

1,082

住民票交付件数

活　動　指　標

事務事業名 出張所事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

事業概要 八尾市役所の出張所として各種行政手続事務、各種収納金の収受事務などを行う。

事業の対象 市民

事業の目的 本市行政運営における地域の‘核’として、各種行政手続をはじめとする市民サービスの維持・向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,734 実績額（千円）

○出張所事務を継続実施した。
○出張所及びコミュニティセンターのあり方につ
いては、政策企画部とともに検討し、今後のコ
ミュニティセンターのあり方等について議論を深
めた。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○「出張所及びコミュニティセンターのあり方検
討会議」での検討

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 11,000 9,043

評価

妥当性 B

有効性 C

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 C

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

加入者は少ない掛け金で不慮の火災や交通事故の保障を
得ることができる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

加入件数の伸びが不足している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

当課にパソコンを設置することにより共済加入内容の検索
が効率よく行うことができるようになった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

共済本部も含めて、市民への積極的なＰＲが必要である。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

加入件数
指標の加入件数については、火災共済(世帯数)と交通災害
共済(人数)との合計である。

活　動　指　標

事務事業名 大阪市民共済事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

事業概要
大阪市民共済生活共同組合による火災共済と交通災害共済の受付事務(新規・継続)及び共済金(保障金)の申請・支払
事務を担当している。

事業の対象 市民

事業の目的 少ない掛金により、日常生活での安心の確保及び不慮の火災や交通事故に伴う市民生活の保障に寄与している。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

契約件数の増加に向け、火災共済、交通災害
共済の受付及び共済金の請求・支払い事務を
実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○契約の継続について、火災共済・交通共済の
受付・共済金の請求及び支払事務への取り組
みの継続
○契約者増加に向けたＰＲ活動への取り組み

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

201001

計画値 実績値

1 人 20,000 25,990

評価

妥当性 C

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 C

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民サービスコーナーのあり方について、検討する必要が
ある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の計画値を達成しており、有効であったと判断する。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民サービスコーナーのあり方について、検討する必要が
ある。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民サービスコーナーのあり方について、検討する必要が
ある。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

1,040

来館者数

活　動　指　標

事務事業名 市民サービスコーナー運営 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

事業概要

市の事業及び催物など広報展示を行う。
市民文化向上のための催し物及び展示を行う。
市政資料及びお知らせを配布する。
市の施設、事業、史跡などの窓口案内を行う。
住民票の写し、市民税・府民税証明書等を交付する。

事業の対象 全市民

事業の目的 市政に関する各種情報の提供や展示場所の提供、住民票の写し等の交付など、各種の行政サービスを行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,499 実績額（千円）

○市の事業及び催物などの広報展示を行った。
○市民文化向上のための催し物及び展示を
行った。
○市政資料及びお知らせの配布を行った。
○市の施設・事業・史跡などの窓口案内を行っ
た。
○住民票の写しや市民税・府民税証明書の交
付等を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市の事業及び催物などの広報展示
○市民文化向上のための催し物及び展示
○市政資料及びお知らせの配布
○市の施設、事業、史跡などの窓口案内
○住民票の写し、市民税・府民税証明書等の交
付

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 台 4 4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

住基ネットの運用は住基業務に必須であり、市民のニーズ
に応える事業である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

各市町村との情報連携等、住基ネットシステムを効率的に
運用している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

既存機器の維持管理、住基カードの調達を効率的に実施し
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

住基ネットに関する概要、住基ネットを利用したサービスを
ホームページに掲載し情報提供を行った。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

4,077

端末台数

活　動　指　標

事務事業名 住民基本台帳ネットワーク機器更新 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民課

事業概要 住民基本台帳ネットワーク関連機器の維持管理及び更新、住民基本台帳カードの調達を図る。

事業の対象 本市の住民登録者

事業の目的 ネットワーク化による行政サービスの向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,237 実績額（千円）

住基カードを調達し、カード交付の安定運用が
図られた。
また、住基カードの継続利用や、住基カードを利
用した特例転入などの住基法改正にも対応し
た。
なお、住基ネットシステムの機器更新は、国の
機器更新スケジュールにあわせ、今年度は見
送り、翌年度に実施することとした。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○改正住基法対応
○住基ネットシステムの更新及び維持管理
○住基カードの調達

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 台 32 31

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

老朽化した既存住基システムの更新を図り、また、法改正に
対応したシステム運用、安定的な稼働を行なうことは市民
ニーズに合致している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

新システム導入により業務の効率化、個人情報のより厳格
な管理等、様々な利益がある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

入札によるコスト削減に努めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

新システム入札についてホームページに掲載し、システム
調達に関する情報提供を行った。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

10,395

端末台数

活　動　指　標

事務事業名 住基システム機器更新・維持管理 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民課

事業概要 消耗品の製造中止や老朽化による保守切れとなった住民基本台帳システム端末機器等の更新及び維持管理を行う。

事業の対象 本市の住民登録者

事業の目的 更新することにより、故障等が減少し住民票作成・証明交付等住民サービスの向上につながる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 13,910 実績額（千円）

平成24年７月に住基システムを更新し、住基法
改正への対応及び法務省との情報連携に対応
したシステム改修を行った。
また、一定期間、通訳を配置し、法改正による
外国人住民からの問い合わせ等に対応した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○改正住基法対応
○法務省と情報連携を行うための改修
○新住基システムへの切り替え
○住基端末機器等維持管理
○電話による多言語通訳サービスの実施

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

201001

計画値 実績値

1 ％ 50 14.4

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民サービスの向上、窓口事務軽減を目指すものであり適
切である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民サービスの向上と窓口混雑緩和に有効である。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

自動交付機運用により証明書交付の効率性は向上した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

自動交付機に関する情報ややお市民カード登録に関する情
報をホームページや市政だよりに掲載し、情報提供を行っ
た。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

35,144

自動交付機証明発行件数割合
自動交付機発行通数÷（窓口有料発行通数＋自動交付機

 発行通数）

活　動　指　標

事務事業名 自動交付機の更新及び増設 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民課

事業概要 自動交付機の維持管理及び更新、増設を図る。

事業の対象 市民（特に休日・時間外に証明書発行を希望する人）

事業の目的
住民票・印鑑証明・原票記載事項証明・課税証明の発行できる自動交付機を本庁等市内の各拠点施設に設置・増設し、
市民の利便性の向上と窓口の混雑緩和を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 41,228 実績額（千円）

平成24年７月より、本庁・山本出張所・市立病院
に設置してある自動交付機の稼働時間を２０時
まで延長し、かつ、休日（年末年始を除く）も稼
働させた。
平成24年11月より、アリオ・イズミヤ・本庁に自
動交付機を増設した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○自動交付機維持管理、更新並びに大規模商
業施設及び市役所本庁舎に増設

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 41.8 41.8

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

戸籍事務の正確性向上、戸籍編成日数の短縮等の市民
ニーズに応える適切な施策である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

戸籍編製日数の短縮、戸籍事務の正確性の向上など業務
プロセス改善効果が大きい。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

システム導入により平成18年度の市民課職員は減となった
が、事務の効率化により対応ができている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

戸籍電算化の際には、市政だより及び本市ホームページに
て積極的な情報提供を実施した。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

29,094

戸籍編製日数の短縮率 （ＯＡ化後の戸籍編製日数／従前の戸籍編製日数）×100

活　動　指　標

事務事業名 戸籍総合情報システム管理事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民課

事業概要 戸籍総合情報システムの維持管理・更新を行う。

事業の対象 本市に戸籍を有する者（有していた者）、戸籍の届出をした者

事業の目的
戸籍システムを適切に運用することにより、事務の効率化、正確性の向上、証明発行時間の短縮などを進め、市民サー
ビスの向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 29,085 実績額（千円）

計画を実施し、戸籍システムを稼動させている。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○戸籍システムの機器更新
平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

201001

計画値 実績値

1 台 13 13

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

現在、出張所での証明書交付は市民にも周知されていると
ころであり、システムの安定的な運用は市民の利益にかな
う。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

出張所10ヶ所の行政ファクシミリの機器更新を行い、システ
ムの安定が図られた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

機器入替により送信速度・性能が向上し交付の敏速化によ
り効率性があがった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民への周知は充分である。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

2,286

FAX台数

活　動　指　標

事務事業名 出張所調整業務（行政ＦＡＸ含む） 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民課

事業概要 市民課・出張所間における各種証明書の送受信により、出張所での証明書発行を可能にする。

事業の対象 出張所での住民票等の発行を求める市民

事業の目的 出張所での諸証明の発行及び各種届出を可能にする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,360 実績額（千円）

本庁２台、出張所10ヶ所、市民サービスコー
ナー１台の計13台のＦＡＸの維持管理を実施し
た。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○行政ＦＡＸ機器維持管理及び更新
平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 8,700 9,000

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法定受託事務として市の役割が規定されている。事務事業
として妥当であり、役割を果たしている。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標値を達成している。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

目標値を概ね達成している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

広報誌及びホームページを通じて、国民年金制度に関する
内容の周知を行った。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

7,819

資格管理窓口業務 窓口による国民年金関係届の件数

活　動　指　標

事務事業名 国民年金資格管理窓口業務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民課

事業概要
国から委任委託された日本年金機構と協力連携を図りながら、法定受託事務である国民年金に関する適用関係事務及
び給付関係事務を継続的事業として実施する。

事業の対象 20歳から60歳未満までの国民年金被保険者

事業の目的
国民年金制度による資格管理の手続事務を行う事により、老齢基礎年金及び障害基礎年金又は死亡に係る寡婦年金等
に際して必要な年金給付が行われることを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,053 実績額（千円）

○法定受託事務である国民年金に関する適用
関係事務及び給付関係事務を窓口業務として
実施
○新システムへの移行作業を関連部署と協議
を行いながら実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○国から委任委託された日本年金機構と協力
連携を図りながら、法定受託事務である国民年
金に関する適用関係事務及び給付関係事務を
継続的事業として実施
○新システムへの切り替え

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

201001
203001
806004
806005

計画値 実績値

1 件 220,000 183,853

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・受付から発行までの時間が短縮されることになり目的は妥
当である。
・証明発行の時間短縮は市民ニーズと合致している。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・円滑な市民サービスが、確保できるよう証明発行の安定
性、正確性に配慮しつつ市民の満足度を高めている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・証明発行業務は効率的に行われているが、内部において
効果的・効率的な業務体制を更に検討している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

・市民への情報公開、情報提供、ＰＲは適正かつ厳正に行っ
ている。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

10,207

証明発行件数

活　動　指　標

事務事業名
戸籍・住民票・届出証明業務

（印鑑登録・外国人登録業務含む）
担当部局・課

人権文化ふれあい部

市民課

事業概要 外国人登録原票の一部、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録をシステムで入力・管理し、各種証明書を発行する。

事業の対象 本市に本籍を有する（していた）者・戸籍の届出をした者 本市に住民登録している（しようとする）者

事業の目的 請求者の必要とする証明書の発行及び印鑑などの登録を効率的に行うことにより、市民サービスの向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 14,563 実績額（千円）

平成17年10月８日より戸籍システムが第１次稼
動（現在戸籍）、平成18年３月24日より第２次稼
動（除籍・改正原戸籍）して戸籍端末からの戸籍
証明の発行を開始した。また、平成24年７月９
日より外国人登録法の廃止にともなう新住基シ
ステムの稼動、同12月25日から新戸籍システム
を開始した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○基幹システム 適化に伴う新システム構築
○新システムでの証明書発行方法の検討結果
による実施

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 62.04 62.04

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

住所の表示をわかりやすくするためにも実施を積極的に行
う必要がある。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

地元の協力を得ながら目標どおりの実績が達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的な行政運営の観点からは、住所がわかりやすくなり、
市民の利便性が向上した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

効率性評価に同じ。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

1,308

住居表示実施率
住居表示実施予定区域面積に対する、住居表示実施済区
域面積の割合(％)

活　動　指　標

事務事業名 町名地番改正事務及び住居表示整備事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民課

事業概要

町名地番改正（大字○○⇒○○町○丁目）の実施。
住居表示の実施（○○町○丁目○○番地⇒○○町○丁目○○号）の実施。
町名地番改正及び住居表示実施に関する証明書の交付。
住居表示板の適切な設置・維持・管理を行う。
住居表示実施区域に建築される住居等の付番申請処理。

事業の対象 当該事業実施区域の市民、事業者、施設

事業の目的 住所の表示方法をわかりやすくすることにより、誰もが出歩くのが楽しくなるまちづくり。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,723 実績額（千円）

安中町1～3丁目・明美町・清水町の住居表示
板の整備事業を実施した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市の総合的なまちづくり（防災など）を踏
まえた、住所・所在地の表示方法の検討
○住居表示板（町名表示板・街区表示板）の整
備

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

150 201001

計画値 実績値

1 件 1,850 3,024

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

行政に対する要望が高まる現在、市民生活は多様化し、外
国人定住者も増加する中で各種相談への要望は高い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

現在は市政だよりでの広報が主であるが、他のＰＲ方法も
検討する余地がある。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

7,484

相談件数
法律相談・行政相談・税務相談・登記測量境界問題相談・行
政書士相談・不動産相談・中国語相談・ベトナム語相談・総
合相談の合計

活　動　指　標

事務事業名 市民相談 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

事業概要
日常生活で生じる様々な問題や悩み、行政に対する要望などの相談に応じ、快適な市民生活を推進するため各種相談
業務を行う。

事業の対象 日常生活で生じる様々な問題や悩みを持つ市民

事業の目的 各種相談を提供することにより、快適な市民生活の向上を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,676 実績額（千円）

日常生活で生じる様々な問題や悩み、行政に
対する要望などの各種相談業務を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○各種相談業務の実施
平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 600 720

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市民からの意見や提案を聴取することで、市民のニーズを
把握することは必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

市民からの意見や提案を聴取することで、市民サービスの
向上を図った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

聴取した意見や提案のうち、要望の多いものについては、
ホームページに「よくあるご質問」として掲載し、市民サービ
スの向上を図った。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

C.市民と行政がそれぞれの主体性のもとに、協
力して行う領域【今後】

0

提案件数  個人・団体からの提案件数を集計

活　動　指　標

事務事業名 市政への提案事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民ふれあい課

事業概要 市政に対する意見や提案を広く市民から聴取するため、提案事業を実施する。

事業の対象 市政に関心を持つ市民

事業の目的
政策を展開する上で、市民ニーズを的確にとらえ市民との協働を推進することにより、行政サービスの向上に結び付けて
いく。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

○市民からの意見・提案を幅広く聴取し、建設
的なものは市政に反映させ市民サービスの向
上に努めた。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市民からの意見・提案を幅広く聴取し、建設
的なものは市政に反映させ市民サービスを向
上

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

151

203001
601002
806001
806002
806004
806005

計画値 実績値

1 千円 19,256,678 19,291,931

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

36,678

資産税課所管税（徴税手数料含
む）の調定額

計画値は資産税課所管歳入の固定資産税・都市計画税・交
付金の現年課税分(現年度・過年度の合計）及び窓口手数
料の前年度における見込額の和である。実績値は同確定
調定額の和である。

活　動　指　標

事務事業名 固定資産の評価及び賦課に関する業務 担当部局・課
財政部

資産税課

事業概要

○土地・家屋の固定資産税及び都市計画税の賦課業務を実施する。
○償却資産の固定資産税の賦課業務を実施する。
○固定資産税及び都市計画税の賦課に関する証明書の発行や閲覧業務を行う。
○登録免許税軽減のための住宅用家屋証明書の発行を行う。

事業の対象 ○納税義務者（土地・家屋・償却資産の所有者）

事業の目的
○地方税法上義務付けられている事務であり、課税の根拠をなすものである(台帳課税主義)。
○市税を適正に賦課し、税収の確保を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 43,262 実績額（千円）

○土地・家屋は評価替えを行った。
○土地は、モデル地区による全筆調査を行っ
た。
○家屋は、航空写真による捕捉調査を行った。
○償却資産は、税務署資料等による捕捉調査
を行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○固定資産税等賦課業務
○土地・家屋の評価替え年度(基準年度)

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

153

計画値 実績値

1 件 128,500 178,180

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

7,116

eLTAXによる申告書の提出件数
（市民税課）

法人市民税申告・住民税申告（給与支払報告書）・公的年金
 支払報告書・確定申告書の1年間の件数より算出。

（法人市民税約1,800件・住民税約143,500件（給与支払報告
書約12,000件・公的年金支払報告書約78,500件・確定申告
書約53,000件） Ｈ26電子申告見込件数）。

活　動　指　標

事務事業名 地方税電子申告に関する業務 担当部局・課
財政部

市民税課

事業概要 eＬTAXによる地方税電子化の実施・公的年金の特別徴収事務・国税とのデータ連携。

事業の対象 納税義務者

事業の目的
全国的に推進される電子自治体構想の一環として住民税の電子化を進め、行政サービスの高度化、行政の簡素化・効
率化を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,039 実績額（千円）

基幹システムの再構築による税システムのパッ
ケージ化を実施した。
eＬTAXの導入による個人住民税（給与支払報
告）法人市民税の電子申告を平成25年１月より
開始した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○基幹システムの再構築による税システムの
パッケージ化
○eＬTAXの導入による個人住民税（給与支払
報告）法人市民税の電子申告を平成25年１月よ
り開始

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

151

803004
806002
806004
806005

計画値 実績値

1 千円 60,000 60,648

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

徴税コストの縮減をはかりつつも、適正課税に向けた態勢
の充実を図るべきである。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

申告の必要性を広く市民に周知していくとともに、特別徴収
の推進に努めるべきである。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

20,996

調査業務により課税した市民税額
市民税額については経済情勢により上下することはある
が、調査の一定の質を保つため指標については現状維持を
目標とする。

活　動　指　標

事務事業名 市民税等の賦課に関する業務 担当部局・課
財政部

市民税課

事業概要
市民税課所管市税（住民税、法人市民税、軽自動車税、たばこ税、入湯税）の賦課業務を行う。
賦課に関する証明書の発行を行う。
原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付を行う。

事業の対象 納税義務者

事業の目的 行政運営の財政的基盤の確保を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 23,829 実績額（千円）

新システムの導入に伴い課税計算の誤りがな
いよう検証を重ね、システム移行が円滑に行わ
れるよう業務の見直し改善を実施した。

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○基幹システムの再構築にとっては も重要な
年度
○新システムの導入に伴い課税計算の誤りが
ないよう検証を重ね、システム移行が円滑に行
われるよう業務の見直し改善を実施

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

201001
203001

計画値 実績値

1 枚 1,050 1,133

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市役所外や市役所閉庁日、閉庁時間の証明書発行に対す
る市民からの要望は強い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

自動交付機の増設、発行時間の延長などにより、目標値を
超える利用があった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

24年度については、機器更新及び増設に伴う備品購入費が
発生したので、コストが増加した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

自動交付機については、まだまだ周知できていない面も否
定できないので、市民課とともに自動交付機のＰＲに努めて
いきたい。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

2,355

発行枚数

活　動　指　標

事務事業名 自動交付機の更新及び増設 担当部局・課
財政部

市民税課

事業概要
身近な場所で証明が取得できるよう、コンビニでの交付等についても検討を行う。
自動交付機の更新を迎え、市民の利便性を図るには将来証明書発行がどうあるべきか検討を行う。

事業の対象 証明書を必要とする者（特に休日・時間外に証明書発行を希望する人）

事業の目的
市民税課が発行する課税証明の交付場所をマルチ化し、いろいろな場所で取得できるようにすることで、市民の利便性を
図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,356 実績額（千円）

自動交付機３台の増設を完了した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○自動交付機維持管理・更新及び増設につい
て、市民課と協議

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

151
152

201001
203001
801003
806003
806004

計画値 実績値

1 ％ 98.0 98.9

2 ％ 96.51

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市の歳入確保の観点より、徴収業務は必要である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

実績値が計画値を超え目標は達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

業務の執行体制は適切であり、手法においても費用対効果
を十分に出せている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報公開と説明責任に努めた。

評価の観点 評価内容

市税徴収率 現年・過年・滞納繰越の徴収率

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 市税等の徴収及び滞納整理に関する業務 担当部局・課
財政部

納税課

事業概要 市税等の徴収及び滞納整理などを行う。

事業の対象 納税義務者

事業の目的 税負担の公平性を図るため、徴収率を向上させる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 323,348 実績額（千円） 211,654

平成24年度
計画内容

○市税等の徴収及び滞納整理
○インターネット公売の実施

平成24年度
実施内容

市税等の徴収及び滞納整理の実施
インターネット公売の実施

市税徴収率（現年度分） 現年の徴収率

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

151 801022

計画値 実績値

1 ％ 97.5 97.44

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

未収債権を縮減することができたため、事務実施は妥当で
あった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の計画値を概ね達成し、有効な実績をあげた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

債権管理条例に基づき適正な管理・回収・整理を進めること
により、効率的に事務を実施できた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

当該事務において、市民と協働の取り組みを進めることは
難しいが、市債権の収納状況等について透明性を高められ
た。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

収入未済債権の平均現年度収納
率

八尾市における債権の現年度平均収納率。

活　動　指　標

事務事業名 債権管理事務 担当部局・課
財政部

財政課

事業概要 市債権の管理、回収、整理の適正化を図る。

事業の対象 債権の所管課及び各債権の滞納者

事業の目的
市の債権について、収納状況等を一元的に把握し、債権所管各課に対し助言・支援を行い、未収債権の縮減に向けて、
滞納の未然防止及び債権の適正な管理・回収・整理を進め、歳入の確保を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

市の債権の収納状況等につき一元的に把握し
進行管理を行うとともに、債権所管課に対して
研修を実施したり、債権管理条例に基づいた債
権管理の推進に関する助言を行うなど、適正な
債権の管理・回収及び滞納の未然防止に努め
た。また、徴収業務の一翼を担う等、債権所管
各課と連携・協力し、未収債権の縮減に取り組
んだ。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○平成23年度までの内容の継続実施
○債権管理条例に基づいた適正な債権管理が
行われているかの進行管理

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

801002

計画値 実績値

1 人 40 92

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

PR方法を充実させることができたため、業務の実施は妥当
であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

PR方法の充実により、指標計画値を達成し、有効な実績を
あげた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

PR方法の充実により、効率的に業務を進めることができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

PR方法を充実させることができたため、より情報を発信する
ことができた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

106

がんばれ八尾応援寄附金の寄附
者数

がんばれ八尾応援寄附金の1年間の寄附者数

活　動　指　標

事務事業名 がんばれ八尾応援寄附金関係事務 担当部局・課
財政部

財政課

事業概要 がんばれ八尾応援寄附金（ふるさと納税）に寄せられた寄附金を財源として各種事業に活用する。

事業の対象 個人

事業の目的
本市を生まれ育ったふるさとや愛着のある地と多くの方に感じてもらえるよう、本市の魅力などをＰＲして寄附金を募り、そ
の寄附金を有効に活用することによって、より良いまちづくりを行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 388 実績額（千円）

イベント等でのチラシ配布や職員向けにも広報
することで、より多くの方にPRすることができ
た。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○がんばれ八尾応援寄附金のＰＲ・実施
平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

○
806004
806005

計画値 実績値

1 件 5 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

自主財源の確保につなげることができたため、業務の実施
は妥当であった。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

自主財源の確保策の調査・研究を行い、実施するなど、指
標計画値を達成し、有効な実績をあげた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

全庁的な取り組みについて、とりまとめを行うなど、効率的
に業務を進めることができた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

自主財源の確保策の調査・研究を行い、実施するにあたり、
協働の取り組みを進めることができた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【現在】

D.市民の協力や参加を得ながら、行政の主体
性のもとに行う領域【今後】

0

自主財源確保策の取り組み件数
新規及び見直しによる自主財源確保策の1年間の取り組み
件数

活　動　指　標

事務事業名 歳入確保事務 担当部局・課
財政部

財政課

事業概要 自主財源の確保を図るため、新たな財源の確保策等に関する調査・研究を行い、実施する。

事業の対象 市民

事業の目的
自主財源の確保策に関する調査・研究を行い実施することや、既存の制度等の見直しを行うことで、自主財源の確保を
図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 100 実績額（千円）

既存の歳入の見直しや、新規取組に関する調
査・研究・実践により自主財源の確保につな
がった。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○歳入確保のための方策の研究及び実施
平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

153 803003

計画値 実績値

1 件 300 445

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

電子申告の目的は、市民サービスの向上であり、また、ICT
への取組みの一つである。コスト削減が必ずしも図られるも
のでない。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

電子申告による申告書の提出件
数

活　動　指　標

事務事業名 地方税電子申告に関する業務（償却資産） 担当部局・課
財政部

資産税課

事業概要
電子自治体の構築のため、地方税電子申告システム（ｅＬＴＡＸ）を利用し、償却資産（固定資産税）申告をインターネットを
利用し、電子的に行う。

事業の対象 償却資産の所有者

事業の目的 行政サービスの拡大（所有者の利便性の向上）、行政事務の効率化を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 630 実績額（千円）

○償却資産電子申告システムを稼動した。
○H24年度中の利用件数は、445件であった。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○基幹システム再構築にあたり、税システムと
電子申告システムとの連携
○基幹システムの稼動（Ｈ25年１月）にあわせ
て、電子申告の稼動

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

156 806006

計画値 実績値

1
売払い件
数

1 21

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

直接の市民ニーズはないが、市民の財産でもある公有財産
を適正に管理した。市の関与や役割分担を見直す必要はな
い。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

有効な事務事業である。指標の目標どおりに達成されてい
る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市有財産の売却や管理の手法について研究している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

財産管理業務のうち、可能な業務は委託している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

5,567

普通財産の処分 普通財産の売払い

活　動　指　標

事務事業名 市有財産に関すること 担当部局・課
財政部

財産活用課

事業概要
市有財産（普通財産）の管理及び処分を主たる事務とし、
財産の適正管理を図るとともに、効率的運用に努める。
余剰地の適正な維持管理に努める。

事業の対象 市有財産（不動産）余剰地

事業の目的
市有財産（不動産）の適正な管理及び売却等による財源の確保
余剰地の管理と有効活用の推進

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 10,746 実績額（千円）

・市有財産台帳の作成及び管理
・普通財産(不動産）の管理及び売払い処分等
・市有財産(建物)の建物総合損害共済への加
入
・余剰地の適正な管理と有効活用の推進

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市有財産台帳の作成及び管理
○普通財産(不動産）の管理及び売払い処分等
○市有財産(建物)の建物総合損害共済への加
入
○余剰地の適正な管理と有効活用の推進

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

計画値 実績値

1 確定件数 0 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事務事業の実施は必要

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおりに達成されている。
処分物件はなし。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

処効率的な事業実施を行っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

財産区地区の住民と協働している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

0

財産区財産に関する苦情の件数 財産区財産に関する苦情の件数

活　動　指　標

事務事業名 財産区財産に関すること【特別会計】 担当部局・課
財政部

財産活用課（特別会計）

事業概要 特別地方公共団体である財産区の財産管理及び基金管理を行う。

事業の対象 財産区財産（土地）、基金

事業の目的 財産区財産の適正な管理及び基金の管理を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,082 実績額（千円）

・溜池賠償保険の加入
・財産区財産の維持管理及び運用

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○溜池賠償保険の加入
○財産区財産の維持管理及び運用

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

計画値 実績値

1 件数 0 0

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事務事業の実施は必要

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

楽音寺地区公共事業を予定していたが、財産区の都合によ
り中止となった。指標の目標は達成されている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

効率的に事務事業を行っている。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

基金を持つ財産区地区住民の公共事業の要望を確認して
いる。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【現在】

B.市民の主体性のもとに、行政の協力によって
行う領域【今後】

0

地区公共事業に関する苦情の件
数

地区公共事業に関する苦情の件数。

活　動　指　標

事務事業名 財産区財産に関すること（地区公共事業等） 担当部局・課
財政部

財産活用課

事業概要 地区公共事業の認可、地区公共事業交付金の交付

事業の対象 財産区

事業の目的 財産区の地区公共事業の実施により、その財産区の住民の福祉を増進させる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 1,082 実績額（千円）

地区公共事業に関する財産区地区との調整

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○地区公共事業に関する財産区地区との調整
平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

807003

計画値 実績値

1 ヶ所 3 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

C

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事務事業の実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

必要な事務事業である。
計画どおりの実績が達成された。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

用対連基準に基づき実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市民との協働は困難、情報公開にも限界がある。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

用地買収事業数

活　動　指　標

事務事業名 公共事業用地買収業務 担当部局・課
財政部

財産活用課

事業概要 用地買収交渉を実施する。

事業の対象 土地所有者及び土地占用者

事業の目的 八尾市都市計画事業等を推進する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

公共施設等の用地買収交渉

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○公共施設等の用地買収交渉
平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

109
801004
802003
806005

計画値 実績値

1 台 84 84

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

事務事業の実施は妥当

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標の目標どおりに達成されている。
必要な事務事業であるが、公用車の利用のされ方に改善の
余地はある。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

公用車貸し出し窓口業務やマイクロバスの運行管理におい
ては、現在導入している民間委託が適当である。
集中管理車については、全84台のリース化（低公害車化）を
完了した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

公用車貸出し窓口業務やマイクロバス運行管理等の一部
事務において民間委託している。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

32,314

公用車台数
財産活用課が維持管理している公用軽自動車の台数（出先
施設への配車分を含む）

活　動　指　標

事務事業名 車輌管理業務 担当部局・課
財政部

財産活用課

事業概要 公用車の維持管理、公用車の適切な配車を行う。

事業の対象 市職員

事業の目的 公用車の維持管理、公用車の適切な配車を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 32,915 実績額（千円）

公用車の維持管理、公用車の適切な配車
集中管理自動車27台をリースにより更新し、結
果として、集中管理車全84台のリース化を完了
した。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○公用車の維持管理
○公用車の適切な配車

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

807003

計画値 実績値

1 千円 4,182,511 4,363,577

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

八尾市土地開発公社のあり方として、公社解散の方針を決
定した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標計画値達成に向けて概ね有効な実績をあげた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コスト削減の点からも土地開発公社の解散を決定した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

事業内容をホームページに掲載する等情報公開に努めた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

期末簿価総額のうち長期(10年以
上)保有分

公社の保有する土地の簿価総額のうち長期(10年以上)保有
分

活　動　指　標

事務事業名 八尾市土地開発公社関係事務 担当部局・課
財政部

財政課

事業概要 八尾市土地開発公社に関する指導等を行う。

事業の対象 八尾市土地開発公社

事業の目的 八尾市土地開発公社の経営の健全化を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

○公社理事会での解散同意
○公社解散の議会承認
○第三セクター等改革推進債許可申請の議会
承認
○土地取得事業特別会計の設置

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○八尾市土地開発公社のあり方について方針
を決定

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

157

201001
302001
302002
801001
804001
804002
805001
806004

計画値 実績値

1 ％ 94.5 93.6

2 千円 95,000 616,051

3 ポイント 0.8 0.73

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

第５次総合計画を実現していくためには、財政の健全化は
必要不可欠であり、事業実施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標計画値は、全ての指標で計画値達成とまでは行かな
かったが、施策を達成するうえで、概ね有効な実績をあげ
た。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

常に意識してコスト削減を行い、効率的な事業実施ができ
た。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市政だよりの財政状況の公表をリニューアルし、わかりやす
い財政情報の公表に努めた。

評価の観点 評価内容

実質収支
純粋な収支を見るための指標です。歳入決算総額から歳出決算総
額を引いたものから、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いたも
の。

財政力指数（3ヵ年平均）【普通会
計】

基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３ヵ年
間の平均値。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 財政関連業務 担当部局・課
財政部
財政課

事業概要
健全な財政運営を目指し、予算の編成、決算の報告及び地方財政状況調査をはじめとする国・府等への諸報告、地方交
付税の算定、財政計画の策定、財政調整資金の調達等の事務等を行う。

事業の対象 内部管理

事業の目的
地方行政の計画的な運営を保障し、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化するため、関連
事務を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 3,159 実績額（千円） 793

平成24年度
計画内容

○健全な財政運営を目指し、予算の編成、決算
の報告及び地方財政状況調査をはじめとする
国・府等への諸報告、地方交付税の算定、財政
計画の策定、財政調整資金の調達等の事務等

平成24年度
実施内容

○健全な財政運営を目指し、予算の編成、決算
の報告及び地方財政状況調査をはじめとする
国・府等への諸報告、地方交付税の算定、財政
計画の策定、財政調整資金の調達等の事務等

経常収支比率

経常収支比率とは、人件費、扶助費、公債費等の経常的な経費に
充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする経
常的な一般財源の総額に占める割合で、この数値が低い方が、弾
力性のある財政運営がなされている。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

806005

計画値 実績値

1 品 1,450 3,688

2 件 35,000 35,372

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

市内部の備品・共通物品の管理業務として、市が直接関与
することが妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

備品の管理、共通物品の管理を適正に行った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

共通に使用する消耗品や庁内の共通備品を集中して購入
することで経費削減に努めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

決算書を情報公開コーナーに配架した。

評価の観点 評価内容

共通物品の払出件数 各課へ払出した共通物品の総件数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 備品、共通物品管理 担当部局・課
会計管理者

会計課

事業概要 備品の管理、共通消耗品の管理を行う。

事業の対象 内部管理

事業の目的
市の備品の適正な管理と各課において共通に使用する消耗品を集中して購入することで経費の削減と効率的な事務の
遂行を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 6,623 実績額（千円） 5,147

平成24年度
計画内容

○備品の管理
○共通消耗品の管理

平成24年度
実施内容

備品管理システムによる備品管理と共通物品
の管理

備品管理 市が取得した備品の登録件数

活　動　指　標

指標 単位

平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

201001
503001

計画値 実績値

1 件 82,000 55,847

2 件 25,000 27,173

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

公金の収入及び支払事務は内部管理であることから、市が
直接実施することが妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

支出負担行為の確認、支出命令書等の審査、収入及び支
払事務について適切な遂行を行った。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

財務会計システムを利用した中で、効率的な業務遂行に努
めた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

決算書を情報公開コーナーに配架した。

評価の観点 評価内容

収入事務の件数  １年間に行う収入事務の件数を指標とする。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 審査収入支出業務 担当部局・課
会計管理者

会計課

事業概要 支出負担行為の確認、支出命令書等の審査、収入及び支払事務を行う。

事業の対象 内部管理

事業の目的 各課からの支出負担行為の確認と支出命令書等の審査により、公金の適正な収納・支出と管理運用を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 491 実績額（千円） 96

平成24年度
計画内容

○支出負担行為の確認及び支出命令書等の審
査
○収入事務
○支払事務

平成24年度
実施内容

・支出負担行為の確認、支出命令書等の審査、
収入及び支払事務業務

支出負担行為の確認及び支出命
令等の審査件数

１年間に行う支出負担行為の確認及び支出命令等の審査
 件数を指標とする。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

158 401003

計画値 実績値

1 本 60 68

2 件 380 512

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

適正適切に執行した。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

適正適切に執行した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適正適切に執行した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

適正適切に執行した。

評価の観点 評価内容

条例、規則等審査数 条例、規則、規程・訓令、告示の合計件数

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 法規事務 担当部局・課
総務部

政策法務課

事業概要 条例、規則等の制定改廃時の審査事務を行う。

事業の対象 各部局

事業の目的
行政事務の根幹をなす条例、規則等について、制定改廃、解釈、運用等を適正適切に行い、もって本市政策実現に資す
る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 9,399 実績額（千円） 8,539

平成24年度
計画内容

○制定10年以上経過した条例について改正の
必要性の検証
○条例、規則等の制定改廃時における審査

平成24年度
実施内容

○制定10年以上経過した条例について改正の
必要性の検証を行った。
○条例、規則等の制定改廃、解釈、運用等を適
正適切に行った。

改正の必要性を検証した条例の本
数

制定10年以上経過した条例について、改正の必要性を検証
する。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

153

計画値 実績値

1 件 1,030,000 983,120

2 枚 6,200,000 7,836,341

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

郵便割引制度の適用を積極的に推進した。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

印刷室業務（印刷枚数） 印刷枚数（印刷室での業務）

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 文書等管理事務 担当部局・課
総務部

政策法務課

事業概要
庁内文書の取扱いを統一し、事務の効率化を図るとともに、各課の政策法務主任による文書管理等を実施する。
郵便物等の適正な収受の確保と印刷室業務を行う。

事業の対象 各部局

事業の目的
庁内文書の取扱いを統一し、事務の効率化を図るとともに、情報公開制度の主旨に則り、より積極的な情報の提供に資
する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 86,547 実績額（千円） 82,130

平成24年度
計画内容

○関係課と協議しながら電子決裁、文書管理シ
ステムについて検討
○郵送・郵便物及び各種文書の管理

平成24年度
実施内容

○電子決裁や文書管理システムについて検討
を行うための課題に関し議論を行った。
○郵便物等の適正な収受を行った。また、郵便
割引制度の積極的な活用を行った。

郵便件数 文書等の郵便件数(政策法務課予算分）

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

159

計画値 実績値

1 ％ 100 99.5

2 ％ 100 100

3 ％（率） 100 96.3

4 ％（率） 61 95.2

評価

妥当性 -

有効性 A

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 C

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標（予測）に実績値が近づいている。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

府下13市でのシステムの共同運用や、設計図書のダウン
ロード配布等により運用コストの低減化は図られたが、内部
事務（業者管理等）とのシステム連携が完全でないため、効
率的でない面がある。

一般競争入札実施率【業務】

 当該年度の一般競争入札件数÷入札件数（紙＋電子）【業務】
一般競争入札実施件数(79件)／予定価格200万円以上の入札件

 数(83件)×100
[（年度間集計）４月から３月]

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

電子入札実施率【業務】

 当該年度の電子入札件数÷入札件数（紙＋電子）【業務】
電子入札実施件数(83件)／予定価格200万円以上の入札件数(83

 件)×100
[（年度間集計）４月から３月]

一般競争入札実施率【工事】

 当該年度の一般競争入札件数÷入札件数（紙＋電子）【工事】
一般競争入札実施件数(207件)／予定価格200万円以上の入札件

 数(215件)×100
[（年度間集計）４月から３月]

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名
入札制度の改革推進

（電子入札システム運用含む）
担当部局・課

総務部

契約検査課

事業概要
透明性、競争性、公正性を向上させる入札方式の適用拡大や各種手続きの改善を行うとともに電子入札案件の適用拡
大に取り組む。また、効率的な入札・契約事務の実現を図るため、建設工事等契約管理システムの活用を図る。

事業の対象 工事及び工事に伴う業務の登録業者

事業の目的

公共工事等の入札の透明性・公正性・競争性の一層の向上が図られるとともに、設計図書等の電子配布（ダウンロード）
によるペーパーレス化、入札参加するための移動コストの縮減などによる社会的コストの削減、電子くじによる事務の効
率化などが可能となる。また、建設工事等契約管理システムの運用により、より効率的で信頼のおける入札・契約事務の
実現を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,904 実績額（千円） 8,012

平成24年度
計画内容

○電子入札対象案件の継続実施
平成24年度
実施内容

・条件付一般競争入札（電子入札）について、工
事及び工事に係る設計・調査・測量において予
定価格が概ね200万円以上のもの。
・工事に係る設計・調査・測量において条件付
一般競争入札（電子入札）の適用範囲を予定価
格が概ね500万円以上のものから概ね200万円
以上のものに拡大した。

電子入札実施率【工事】

 当該年度の電子入札件数÷入札件数（紙＋電子）【工事】
電子入札実施件数(214件)／予定価格200万円以上の入札件数

 (215件)×100
[（年度間集計）４月から３月]

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 88 96

評価

妥当性 -

有効性 A

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 C

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

電子入札の適用範囲を拡大するとともに、発注時における
ルール整備の一定の基礎ができた。また、一般競争的入札
の実施率については、当初計画どおりの実績を達成するこ
とができた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

電子入札で執行することにより入開札事務の省力化に努め
た（一部工事では業者側の準備作業を考慮して紙入札で執
行して、時間がかかった）。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

一般競争の入札実施率【200万円
以上の工事・業務】

当該年度の一般競争の入札件数(286件)÷全入札件数(298
件)

活　動　指　標

事務事業名 入札契約業務 担当部局・課
総務部

契約検査課

事業概要
200万円以上の工事及び工事に伴う業務についての入札及び契約（随意契約含む）を実施する。
審査委員会、業者登録事務（変更を含む）や指名停止措置など、入札及び契約に必要な事務を実施する。

事業の対象 工事及び工事に伴う業務の登録業者

事業の目的 適正に入札を行い、契約を締結する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

適正な入札及び契約の実施
（電子入札及び一般競争入札の対象範囲の拡
大を含む）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○適正な入札及び契約の実施
（電子入札及び一般競争入札の継続実施）

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

計画値 実績値

1 点 75 68.12

評価

妥当性 -

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 D

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

単年度計画値の達成はできなかったが、次に繋がる指導は
出来ていると考える。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

工事関係課担当者及び建設業者に対し指導を行い、管理・
監督能力向上につとめた。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

工事成績の平均評価点数
個々の建設物の品質アップを図ることにより、工事成績の平
均評価点数が70点から75点に上昇することを目指す。

活　動　指　標

事務事業名 審査・検査業務 担当部局・課
総務部

契約検査課

事業概要
①設計金額500万円以上の工事及び工事に伴う業務の設計審査を行う。
②請負金額500万円以上の工事の中間・しゅん工検査及び評価などを実施する。

事業の対象 ①は工事主管課②は受注者

事業の目的
適正な設計図書の審査を行うとともに、適正な工事の評価を行うことで、品質の高い成果物を得ることにより公金の適正
な執行につなげる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

適正な設計審査及び検査、成績評定の実施

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○適正な設計審査及び検査を行い、 適な工
事成績評定を検討
○業務成績評定の昨年度の試行結果を踏まえ
て、試行の改正を検討

平成24年度
実施内容



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

802001

計画値 実績値

1 件 12,000 13,960

評価

妥当性 -

有効性 B

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 D

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標達成されており、コスト的には有効であったと思われ
る。ただ、発注件数が増えること自体は、あまりいい傾向で
あると思わない。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は 適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

目標を達成することができコスト的には経済性が向上した。
ただ、あまりにも小額の発注件数が多く、事務が煩雑になる
こともあり、手法の検討が必要である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

物品に係る発注業務の年間総件
数

本指標は、原課からの要求に基づき、資格者名簿から適正
な業者を選定し、 も経済的な価格で発注した後、財務会
計処理を行なう件数である。（本業務は当係の業務の一
部。）

活　動　指　標

事務事業名 物品購入・車両点検等業務 担当部局・課
総務部

契約検査課

事業概要
物品（教育委員会に属するものを除く。）の購入及び印刷の発注、車両点検、清掃・警備の入札等の各事務を担当してい
る。

事業の対象 市内部の事務執行に要する物品の購入や印刷物などを登録業者に発注

事業の目的
物品購入及び印刷の発注に際し、公平性・公正性・経済性を確保するため、適正な業者選択を行う。また、スムースな発
注を行うことで事務効率を向上させる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

見積り合せ、入札等により公平、公正な業者指
名・発注を行う

指標 単位

平成24年度

平成24年度
計画内容

○公平、公正な業者指名・発注
平成24年度
実施内容



目標No.7 その他

政策No.17 部門調整経費（間接費）事業

施策No.64 部門調整経費（間接費）事業

現状 今後

計画値 実績値

1 件 40,000 38,078

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

地方分権が進む中、市長のリーダーシップの発揮がますま
す求められており、市長を支援する秘書業務は必要かつ重
要である。さらに的確な「情報収集、管理、提供」の役割を果
たし、市政に貢献できるよう努める。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

指標に基づく目標は達成できたが、引き続き、最終目標の
実数値に向け、事業の充実を図る。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市長交際費をはじめ、経費支出に対して節減に努めた。
今後もコスト意識を持ち、事務改善に努める。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

市長日程を効率的に組むことにより、公務の中で市民や団
体等との対話の充実を図り、広く市政の方針や方向などを
周知することで市民参画と協働のまちづくりの推進に寄与で
きた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

4,751

ホームページのアクセス件数
秘書課が管理するホームページへの年間アクセス件数を指
標とする。

活　動　指　標

事務事業名 秘書業務 担当部局・課
政策企画部

秘書課

事業概要
市長、副市長の秘書関係事務をはじめ、渉外事務、市長会関係等の事務、庁議・部長会・総務担当所属長会議に関する
事務、特命事項の調査・研究及び調整に関する事務を行う。

事業の対象 市長及び副市長

事業の目的
市長、副市長が執務時間の効率的な活用を図るとともに、職務に専念できる執務環境を確保し、また、庁内各課との連絡
調整を図ることで市政運営を円滑に行えるよう最適化支援を行う。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 5,410 実績額（千円）

○市長及び副市長の秘書業務の充実
○庁議、部長会、総務担当所属長会議の開催
○ホームページの充実
○情報公開の推進

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○市長及び副市長の秘書業務の充実
○庁議、部長会、総務担当所属長会議の開催
○ホームページの充実
○情報公開の推進

平成24年度
実施内容



目標No.7 その他

政策No.17 部門調整経費（間接費）事業

施策No.64 部門調整経費（間接費）事業

現状 今後

201001

計画値 実績値

1

評価

妥当性 -

有効性 -

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

0

活　動　指　標

事務事業名 庁内関係課との調整事務 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

事業概要 各関連所属との事業調整

事業の対象 職員

事業の目的 関係所属との連携

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 0 実績額（千円）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

平成24年度
実施内容



目標No.7 その他

政策No.17 部門調整経費（間接費）事業

施策No.64 部門調整経費（間接費）事業

現状 今後

計画値 実績値

1 回

評価

妥当性 -

有効性 -

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

108

審査会の開催請求数 説明会の開催請求のあった回数

活　動　指　標

事務事業名 政治倫理審査会関連事務 担当部局・課
総務部

総務課

事業概要 条例に基づき、市長等が政治倫理規定に抵触すると市民から審査会開会の請求があったとき、審査会を開催する。

事業の対象 市民

事業の目的 市長等の政治倫理の確保を図る。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 95 実績額（千円）

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

平成24年度
実施内容



目標No.7 その他

政策No.17 部門調整経費（間接費）事業

施策No.64 部門調整経費（間接費）事業

現状 今後

201001

計画値 実績値

1 件

評価

妥当性 B

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 B

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

教育委員会活動の活性化が求められる中、教育委員及び
教育長を支援する秘書業務は必要かつ重要である。さらに
的確な「情報収集、管理、提供」の役割を果たすよう努め
る。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

教育委員会議の開催並びに秘書業務については、指標の
目標は「見込み」という色合いが強く、目標値と実績値が乖
離したからといって、何らかの評価を行うことは難しい。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

教育委員会議に関する業務について委託可能なものは引
き続き委託を行った。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

教育委員の活動状況をホームページにおいて公開すること
で事業の透明性を一定程度高められた。

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

7,422

教育長・教育委員会委員の参加行
事調整件数

活　動　指　標

事務事業名 教育委員会総務業務 担当部局・課
生涯学習部

教育政策課

事業概要
○教育長・教育委員会委員の秘書業務
○教育委員会関係各課との調整及び業務支援を行う

事業の対象 教育委員会委員、教育委員会関係各課

事業の目的
○教育長・教育委員会委員の公務を円滑に遂行する。
○教育委員会事務局の円滑な事務の遂行

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 7,422 実績額（千円）

教育長・教育委員秘書業務、
定例臨時教育委員会議の開催など

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○教育長・教育委員会委員の秘書業務
平成24年度
実施内容



目標No.7 その他

政策No.17 部門調整経費（間接費）事業

施策No.64 部門調整経費（間接費）事業

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100

2 円 386,165

評価

妥当性 D

有効性 D

効率性 D

参画と協
働のまち
づくり推進
度

D

総合
評価

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

評価の観点 評価内容

国民健康保険医療費1人当り費用
額(年額)

《国民健康保険事業状況報告書（事業年報）、国民健康保
 険退職者医療事業状況報告書（退職者医療事業年報）》

（医療給付の療養給付等+療養費等費用額）／年間平均被
保険者数　全体（一般・老人・退職）

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 国民健康保険管理業務【特別会計】 担当部局・課
健康福祉部

健康保険課（国保特会）

事業概要

国民健康保険事業の計画、調査及び統計に関する業務を行う。
国民健康保険診療報酬の支払に関する業務を行う。
国民健康保険事業の国庫負担金及び府支出金に関する業務を行う。
国民健康保険運営協議会に関する業務を行う。
特別会計の経理に関する業務を行う。
医療制度改革等に伴う国保システムの適宜改良を行う。

事業の対象 国民健康保険被保険者

事業の目的
国民健康保険事業の運営において、関係法令等の適正な執行に努め、国保財政の健全化を図ることにより、国保事業
の安定的な運営を確保する。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 346,020 実績額（千円） 1,393,006

平成24年度
計画内容

○国民健康保険特別会計予算管理事務
○国庫補助・負担金等申請事務
○都道府県補助・負担金申請事務
○運営協議会に関する事務
○制度改正に基づくシステム変更　他

平成24年度
実施内容

国保特別会計の決算状況
 収支の均衡

　" 歳入決算額÷歳出決算額 " により算出

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.6 みんなでつくる八尾

政策No.16 信頼される行政経営の推進

施策No.60 行政情報の提供と個人情報保護

現状 今後

計画値 実績値

1 調査 5 5

評価

妥当性 A

有効性 A

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

法定受託事務のため、それぞれの調査につい
て大阪府の指示に基づき事務を遂行し、それぞ
れの交付金の枠内で完了することができた。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○就業構造基本調査
○工業統計調査
○住宅・土地統計調査単位区設定
○経済センサス活動調査
○調査員確保対策事業

平成24年度
実施内容

事業の目的
調査結果は、国や地方公共団体の施策立案の基礎資料として、又民間企業や大学など国民生活の幅広い分野で活用さ
れる。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 11,269 実績額（千円）

事業概要 国勢調査、経済センサス、工業統計調査等の基幹統計調査の実施

事業の対象 世帯、又は事業所

事務事業名 基幹統計調査事務 担当部局・課
総務部

総務課

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

8,474

基幹統計調査 それぞれの統計調査を１調査とした。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

法定受託事務のため、義務的事務である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

それぞれの調査等について、大阪府の指示に基づき、事務
を完了した。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

交付金の枠内で実施できた。前回調査の手法を参考に今回
改善点を加えて実施したのは、ベターであった。各職員の事
務分担をほぼ明確化したため、体制は効率的であった。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

調査の実施、結果公表につき、市政だより、FMちゃお、ホー
ムページを活用しPRを行っている。



目標No.7 その他

政策No.18 行政委員会等

施策No.65 行政委員会等

現状 今後

計画値 実績値

1 日数 45 137

評価

妥当性 -

有効性 -

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価

○提出された審査申出に対し、慎重な審査を
行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○不服申出審査事務
平成24年度
実施内容

事業の目的
審査委員会は市町村長から独立した第三者機関であり、納税者の権利（不服）を保護するため、中立な立場で固定資産
の評価額（価格）の適否に関して審査される。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 548 実績額（千円）

事業概要 固定資産税の納税者からの固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服に対する審査決定を行う。

事業の対象 固定資産税の納税者

事務事業名
固定資産課税台帳に登録された価格に関する

不服申出審査
担当部局・課

固定資産評価審査委員会事務局

固定資産評価審査委員会事務局

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

541

審査申出の１件あたりの処理日数
審査委員の日程を調整し、速やかに審査委員会を開催し
て、審査申出１件あたりの審査処理日数の短縮を図る。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.7 その他

政策No.18 行政委員会等

施策No.65 行政委員会等

現状 今後

303001
503001

計画値 実績値

1 回 3 3

2 回 4 3

3 回 1 1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○定期監査、財政援助団体等監査、随時(工事)
監査、例月現金出納検査、決算審査、健全化
判断比率の審査、市職員を対象とした監査研修
を実施予定
○監査結果に対する措置の報告の受領
○その他包括外部監査における外部監査人及
び契約担当課との連携

平成24年度
実施内容

定期監査(こども未来部、学校園、総務部)、財
政援助団体等監査(やおコミュニティ放送㈱、八
尾市職員厚生会)、随時(工事)監査(３回)、例月
現金出納検査、決算審査、監査研修を実施。ま
た、監査結果に対する措置の報告を6ヵ月を目
途に提出してもらう。その他包括外部監査にお
ける外部監査人及び契約担当課との連携を
図った。

定期監査実施回数
年間実施計画に基づく、定期監査対象部局に対する監査実
施回数。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,672 実績額（千円） 4,092

平成24年度
計画内容

事業の対象 市等

事業の目的
行政サービス等施策の推進やそれに伴う財務事務の執行に対し、市職員一人一人が責任と自覚を持ち、適法かつ適切
に事務処理を行い、不正や疑惑が生じることのないよう統制がとれた内部組織の確立を図るべく監査の実施に努める。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 監査業務 担当部局・課
監査事務局

監査事務局

事業概要
定期監査等監査業務、例月現金出納検査、決算審査、健全化判断比率の審査、庁内研修等の開催を行う。
内部監査機能の強化として監査実施時における重点事項を設定する。
外部監査と連携し、改善措置報告の充実（定期的な措置状況確認）を図る。

評価の観点 評価内容

随時(工事)監査実施回数
年間実施計画に基づく、随時(工事)監査対象工事に対する
監査実施回数。

監査研修実施回数
市職員を対象とし、外部講師を招き、監査に関連したテーマ
により実施した研修回数。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

財務事務等の執行に対し職員が責任・自覚を持ち、適正な
事務処理を行うよう監査業務を実施した。適正な事務処理、
内部統制のとれた組織づくりを図ることが、市民の行政への
信頼につながる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画値を少し下回っているもののほぼ計画どおりに実施で
きた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

限られた期間の中で各担当者が効率良く監査を実施できた
が、時間的コストや担当者間の監査基準の平準化・連携な
どにおいて課題があり、更に効率的・効果的な監査手法の
検討が必要である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報公開コーナーへの懸架、市政だよりへの要約掲載、
ホームページでの全文掲載などＰＲに努めている。



目標No.7 その他

政策No.18 行政委員会等

施策No.65 行政委員会等

現状 今後

計画値 実績値

1 件 36,000 28,043

2 人 1,000 414

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○本会議・委員会録画映像配信システム、会議
録検索システムの運用による、市民への議会
活動の浸透理解

平成24年度
実施内容

市民、地域に開かれた分かりやすい議会を目
指し、議長私案（大学との連携／市民モニター
制度／子ども議会／ペーパレス化推進）に基づ
き、各派代表者会議において議論を重ねてき
た。平成25年２月には、大阪経済法科大学との
地域連携に関する覚書を締結し、双方の知的
資源を有効に活用できる環境を整備することが
できた。

ホームページアクセス件数

市議会事務局のホームページへのアクセス件数を活動指標
とする。
議会の情報発信の一手法として、より多くの市民等のアクセ
スを期待する。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 457,779 実績額（千円） 446,195

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的
議会を身近なものと感じていただくことにより、市政に対する関心を高める。
議会の活動内容を知っていただくことにより、議員が市民の代表として、議会という公の場で市政に対するチェック機関と
しての役割を果たしていることを理解していただく。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 議会運営業務 担当部局・課
市議会事務局

市議会事務局

事業概要 開かれた議会の推進、分かりやすい議会の推進を図る。

評価の観点 評価内容

本会議・委員会の傍聴者数
本会議及び委員会時の傍聴者数を活動指標とする。
開かれた議会構築のため、一人でも多くの市民に傍聴いた
だけることを期待する。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

開かれた議会・分かりやすい議会の推進のため、事業の実
施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標値は達成できなかったが、開かれた議会・分かりやす
い議会にむけた迅速な情報発信、見やすいレイアウトへの
変更などによるホームページの充実等の事業は、有効で
あった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

改善の余地あり。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページ、議会だよりによる情報発信等、積極的な推
進に努めるとともに、大学との連携を有効に活用できる環境
を整えることができた。



目標No.7 その他
政策No.18 行政委員会等

施策No.65 行政委員会等

現状 今後

－ － － －

計画値 実績値

1 回 13 18

2 人 2,700 2,435

3 人 215,170

4 応募枚数 400 219

5 校 44 9

評価

妥当性 -

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

明るい選挙啓発ポスターの応募枚数の増ができた。
(参考：平成23年度　90点)

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コスト効率はよい状態である。

明るい選挙啓発ポスターの募集
明るい選挙啓発ポスターの応募件数
年度によって応募件数の多寡がある

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報提供は市政だより、ホームページ、選挙時には臨時啓
発を行っている。

評価の観点 評価内容

明るい選挙啓発ポスターの応募の
小中学校数／市内の小中学校数

明るい選挙啓発ポスターの応募の小中学校数。

新成人への選挙啓発冊子の送付 定時登録ごとに新成人に選挙啓発冊子を送付する。

選挙人名簿登録者数（9月2日）
各年度の９月２日現在の選挙人名簿登録者数。
選挙の執行がない年度がある。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 選挙業務 担当部局・課
選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局

事業概要
公職選挙法等に基づいて適正な選挙の管理、執行を行うとともに、あらゆる機会を通じて有権者の政治意識の向上に努
める。

事業の対象 有権者、公職の候補者、市民、政治団体

事業の目的
選挙が有権者の自由な意思によって、公明かつ適正に行われることを確保するとともに、もって政治の健全な発展を促進
していくことを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 8,259 実績額（千円） 42,140

平成24年度
計画内容

定例委員会、臨時委員会の開会。
明るい選挙推進啓発（新成人啓発、明るい選挙
啓発ポスターの募集）。
選挙事務事案研究。
農業委員会委員選挙人名簿の調製。
選挙人名簿の登録及び抹消。
在外選挙人名簿の登録及び抹消。
公職選挙法施行令第110条の５第４項の証票交
付等。

平成24年度
実施内容

定例委員会、臨時委員会の開会。
解散に伴う衆議院議員総選挙の実施。
明るい選挙推進啓発（新成人啓発、明るい選挙
啓発ポスターの募集）。
選挙事務事案研究。
農業委員会委員選挙人名簿の調製。
選挙人名簿の登録及び抹消。
在外選挙人名簿の登録及び抹消。
公職選挙法施行令第110条の５第４項の証票交
付等。

委員会の開催 委員会の開催数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.7 その他

政策No.18 行政委員会等

施策No.65 行政委員会等

現状 今後

計画値 実績値

1 － － －

評価

妥当性 -

有効性 -

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 -

○措置要求事務
○不服申立審査事務
○管理職員等の範囲を定める規則の制定改廃
○地公法第54条に規定される職員団体の登録
及び登録事項の変更等

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○措置要求事務
○不服申立審査事務
○管理職員等の範囲を定める規則の制定改廃
○地公法第54条に規定される職員団体の登録
及び登録事項の変更等

平成24年度
実施内容

事業の目的 労働基本権について制限を受けている職員の勤務条件を適正なものにする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,599 実績額（千円）

事業概要
地方自治法、地方公務員法に基づいて、地方公務員制度における人事行政を推進し、職員の利益の保護と公正な人事
権の行使を保障するため設置された機関である。

事業の対象 措置要求者、不服申立人、登録を申請しようとする職員団体

事務事業名 公平委員会業務 担当部局・課
公平委員会事務局

公平委員会事務局

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

2,084

－ －

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.7 その他

政策No.18 行政委員会等

施策No.65 行政委員会等

現状 今後

計画値 実績値

1 件

2 件

3

評価

妥当性 -

有効性 -

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価

平成24年度
実施内容

法定事務であり、事務遂行に当り関連法令に準
拠して適正に事務実施を行なった。

農地法3条による農地所有権移転
の許可件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 12,398 実績額（千円） 12,231

平成24年度
計画内容

事業の対象 農業従事者

事業の目的

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 農業委員会事務局事務 担当部局・課
農業委員会事務局

農業委員会事務局

事業概要

農地の所有権移転及び転用を行う。
農地基本台帳の整備と補正を行う。
農業委員会委員選挙人名簿登載の認定を行う。
農業者年金受託事務を行う。
国有地の管理委任事務を行う。

評価の観点 評価内容

市街化区域内農地の転用届出受
理件数

市街化調整区域内農地の転用許
可件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

法定事務であり、法令等に従い適正に処理している。
事務の性質上、数値は予想値であり、必ずしも達成するべ
きものではない。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

法定事務であり、法令等に従い適正に処理している。
定められた手続き、処理基準・方法により実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.7 その他

政策No.18 行政委員会等

施策No.65 行政委員会等

現状 今後

計画値 実績値

1 日数 45 137

評価

妥当性 -

有効性 -

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価

○提出された審査申出に対し、慎重な審査を
行った。

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○不服申出審査事務
平成24年度
実施内容

事業の目的
審査委員会は市町村長から独立した第三者機関であり、納税者の権利（不服）を保護するため、中立な立場で固定資産
の評価額（価格）の適否に関して審査される。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 548 実績額（千円）

事業概要 固定資産税の納税者からの固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服に対する審査決定を行う。

事業の対象 固定資産税の納税者

事務事業名
固定資産課税台帳に登録された価格に関する

不服申出審査
担当部局・課

固定資産評価審査委員会事務局

固定資産評価審査委員会事務局

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

541

審査申出の１件あたりの処理日数
審査委員の日程を調整し、速やかに審査委員会を開催し
て、審査申出１件あたりの審査処理日数の短縮を図る。

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.7 その他

政策No.18 行政委員会等

施策No.65 行政委員会等

現状 今後

303001
503001

計画値 実績値

1 回 3 3

2 回 4 3

3 回 1 1

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

B

総合
評価 A

○定期監査、財政援助団体等監査、随時(工事)
監査、例月現金出納検査、決算審査、健全化
判断比率の審査、市職員を対象とした監査研修
を実施予定
○監査結果に対する措置の報告の受領
○その他包括外部監査における外部監査人及
び契約担当課との連携

平成24年度
実施内容

定期監査(こども未来部、学校園、総務部)、財
政援助団体等監査(やおコミュニティ放送㈱、八
尾市職員厚生会)、随時(工事)監査(３回)、例月
現金出納検査、決算審査、監査研修を実施。ま
た、監査結果に対する措置の報告を6ヵ月を目
途に提出してもらう。その他包括外部監査にお
ける外部監査人及び契約担当課との連携を
図った。

定期監査実施回数
年間実施計画に基づく、定期監査対象部局に対する監査実
施回数。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 4,672 実績額（千円） 4,092

平成24年度
計画内容

事業の対象 市等

事業の目的
行政サービス等施策の推進やそれに伴う財務事務の執行に対し、市職員一人一人が責任と自覚を持ち、適法かつ適切
に事務処理を行い、不正や疑惑が生じることのないよう統制がとれた内部組織の確立を図るべく監査の実施に努める。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 監査業務 担当部局・課
監査事務局

監査事務局

事業概要
定期監査等監査業務、例月現金出納検査、決算審査、健全化判断比率の審査、庁内研修等の開催を行う。
内部監査機能の強化として監査実施時における重点事項を設定する。
外部監査と連携し、改善措置報告の充実（定期的な措置状況確認）を図る。

評価の観点 評価内容

随時(工事)監査実施回数
年間実施計画に基づく、随時(工事)監査対象工事に対する
監査実施回数。

監査研修実施回数
市職員を対象とし、外部講師を招き、監査に関連したテーマ
により実施した研修回数。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

財務事務等の執行に対し職員が責任・自覚を持ち、適正な
事務処理を行うよう監査業務を実施した。適正な事務処理、
内部統制のとれた組織づくりを図ることが、市民の行政への
信頼につながる。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

計画値を少し下回っているもののほぼ計画どおりに実施で
きた。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

限られた期間の中で各担当者が効率良く監査を実施できた
が、時間的コストや担当者間の監査基準の平準化・連携な
どにおいて課題があり、更に効率的・効果的な監査手法の
検討が必要である。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報公開コーナーへの懸架、市政だよりへの要約掲載、
ホームページでの全文掲載などＰＲに努めている。



目標No.7 その他

政策No.18 行政委員会等

施策No.65 行政委員会等

現状 今後

計画値 実績値

1 件 36,000 28,043

2 人 1,000 414

評価

妥当性 A

有効性 B

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

○本会議・委員会録画映像配信システム、会議
録検索システムの運用による、市民への議会
活動の浸透理解

平成24年度
実施内容

市民、地域に開かれた分かりやすい議会を目
指し、議長私案（大学との連携／市民モニター
制度／子ども議会／ペーパレス化推進）に基づ
き、各派代表者会議において議論を重ねてき
た。平成25年２月には、大阪経済法科大学との
地域連携に関する覚書を締結し、双方の知的
資源を有効に活用できる環境を整備することが
できた。

ホームページアクセス件数

市議会事務局のホームページへのアクセス件数を活動指標
とする。
議会の情報発信の一手法として、より多くの市民等のアクセ
スを期待する。

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 457,779 実績額（千円） 446,195

平成24年度
計画内容

事業の対象 市民

事業の目的
議会を身近なものと感じていただくことにより、市政に対する関心を高める。
議会の活動内容を知っていただくことにより、議員が市民の代表として、議会という公の場で市政に対するチェック機関と
しての役割を果たしていることを理解していただく。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 議会運営業務 担当部局・課
市議会事務局

市議会事務局

事業概要 開かれた議会の推進、分かりやすい議会の推進を図る。

評価の観点 評価内容

本会議・委員会の傍聴者数
本会議及び委員会時の傍聴者数を活動指標とする。
開かれた議会構築のため、一人でも多くの市民に傍聴いた
だけることを期待する。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

開かれた議会・分かりやすい議会の推進のため、事業の実
施は妥当である。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

目標値は達成できなかったが、開かれた議会・分かりやす
い議会にむけた迅速な情報発信、見やすいレイアウトへの
変更などによるホームページの充実等の事業は、有効で
あった。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

改善の余地あり。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

ホームページ、議会だよりによる情報発信等、積極的な推
進に努めるとともに、大学との連携を有効に活用できる環境
を整えることができた。



目標No.7 その他
政策No.18 行政委員会等

施策No.65 行政委員会等

現状 今後

－ － － －

計画値 実績値

1 回 13 18

2 人 2,700 2,435

3 人 215,170

4 応募枚数 400 219

5 校 44 9

評価

妥当性 -

有効性 B

効率性 B

参画と協
働のまち
づくり推進
度

A

総合
評価 A

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

明るい選挙啓発ポスターの応募枚数の増ができた。
(参考：平成23年度　90点)

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コスト効率はよい状態である。

明るい選挙啓発ポスターの募集
明るい選挙啓発ポスターの応募件数
年度によって応募件数の多寡がある

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか

情報提供は市政だより、ホームページ、選挙時には臨時啓
発を行っている。

評価の観点 評価内容

明るい選挙啓発ポスターの応募の
小中学校数／市内の小中学校数

明るい選挙啓発ポスターの応募の小中学校数。

新成人への選挙啓発冊子の送付 定時登録ごとに新成人に選挙啓発冊子を送付する。

選挙人名簿登録者数（9月2日）
各年度の９月２日現在の選挙人名簿登録者数。
選挙の執行がない年度がある。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

事務事業名 選挙業務 担当部局・課
選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局

事業概要
公職選挙法等に基づいて適正な選挙の管理、執行を行うとともに、あらゆる機会を通じて有権者の政治意識の向上に努
める。

事業の対象 有権者、公職の候補者、市民、政治団体

事業の目的
選挙が有権者の自由な意思によって、公明かつ適正に行われることを確保するとともに、もって政治の健全な発展を促進
していくことを目的とする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 8,259 実績額（千円） 42,140

平成24年度
計画内容

定例委員会、臨時委員会の開会。
明るい選挙推進啓発（新成人啓発、明るい選挙
啓発ポスターの募集）。
選挙事務事案研究。
農業委員会委員選挙人名簿の調製。
選挙人名簿の登録及び抹消。
在外選挙人名簿の登録及び抹消。
公職選挙法施行令第110条の５第４項の証票交
付等。

平成24年度
実施内容

定例委員会、臨時委員会の開会。
解散に伴う衆議院議員総選挙の実施。
明るい選挙推進啓発（新成人啓発、明るい選挙
啓発ポスターの募集）。
選挙事務事案研究。
農業委員会委員選挙人名簿の調製。
選挙人名簿の登録及び抹消。
在外選挙人名簿の登録及び抹消。
公職選挙法施行令第110条の５第４項の証票交
付等。

委員会の開催 委員会の開催数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度



目標No.7 その他

政策No.18 行政委員会等

施策No.65 行政委員会等

現状 今後

計画値 実績値

1 － － －

評価

妥当性 -

有効性 -

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価 -

○措置要求事務
○不服申立審査事務
○管理職員等の範囲を定める規則の制定改廃
○地公法第54条に規定される職員団体の登録
及び登録事項の変更等

指標 単位
平成24年度

平成24年度
計画内容

○措置要求事務
○不服申立審査事務
○管理職員等の範囲を定める規則の制定改廃
○地公法第54条に規定される職員団体の登録
及び登録事項の変更等

平成24年度
実施内容

事業の目的 労働基本権について制限を受けている職員の勤務条件を適正なものにする。

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 2,599 実績額（千円）

事業概要
地方自治法、地方公務員法に基づいて、地方公務員制度における人事行政を推進し、職員の利益の保護と公正な人事
権の行使を保障するため設置された機関である。

事業の対象 措置要求者、不服申立人、登録を申請しようとする職員団体

事務事業名 公平委員会業務 担当部局・課
公平委員会事務局

公平委員会事務局

評価の観点 評価内容

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【現在】

E.行政の責任と主体性によって、独自に行う領
域【今後】

2,084

－ －

活　動　指　標

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか



目標No.7 その他

政策No.18 行政委員会等

施策No.65 行政委員会等

現状 今後

計画値 実績値

1 件

2 件

3

評価

妥当性 -

有効性 -

効率性 -

参画と協
働のまち
づくり推進
度

-

総合
評価

平成24年度
実施内容

法定事務であり、事務遂行に当り関連法令に準
拠して適正に事務実施を行なった。

農地法3条による農地所有権移転
の許可件数

活　動　指　標

指標 単位
平成24年度

意味・算式等

重点取り組み
マニフェスト
実行計画

行財政改革
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

地域別計画

計画額（千円） 12,398 実績額（千円） 12,231

平成24年度
計画内容

事業の対象 農業従事者

事業の目的

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 農業委員会事務局事務 担当部局・課
農業委員会事務局

農業委員会事務局

事業概要

農地の所有権移転及び転用を行う。
農地基本台帳の整備と補正を行う。
農業委員会委員選挙人名簿登載の認定を行う。
農業者年金受託事務を行う。
国有地の管理委任事務を行う。

評価の観点 評価内容

市街化区域内農地の転用届出受
理件数

市街化調整区域内農地の転用許
可件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であっ
たか
・市の関与や役割分担を見直す必要はないか

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業で
あったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸び
はあったか。目標（予測）に実績値が近づいているか

法定事務であり、法令等に従い適正に処理している。
事務の性質上、数値は予想値であり、必ずしも達成するべ
きものではない。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

法定事務であり、法令等に従い適正に処理している。
定められた手続き、処理基準・方法により実施している。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基
づき、市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・情報公開を進め、透明性を高められたか
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