
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 55 12

2 件 11 6.6

3 ％ 1600 893

4 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

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。

《道府県警察本部調》
年間刑法犯認知件数累計（H24.12.31）／人口（住民
基本台帳人口＋外国人登録者数）（H24.10.1）×
100000
[（年間集計）1月－12月]

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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がピーク時よりも大幅に減少するなど安全なま
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民や各種団体、ボランティアなどの協力を得ながらの官民一体と
なった取り組みであり、実施手法としては最適である。

・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

市内で発生したひったくり被害件数

評価の観点 評価内容

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

１日当たりの犯罪発生件数【市
内のみ】【特例市間比較指標】

《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】
【特例市間比較指標】

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。
幹線道路や校区をまたがる犯罪発生率の高い場所へ防犯カメラの設置や、公共施設への設置の
促進を行う。

庁内会議開催回数

計画額（千円） 実績額（千円）2,777 1,329

平成30年度
意味・算式等

ひったくり発生件数

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【現状】

D.市民の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
危機管理

危機管理課

事業概要

○警察と連携し、市内幹線道路等に防
犯カメラを44台新設
○平成23年度に購入した防犯カメラを
更新
○各課の取り組み状況を八尾市地域
安全推進会議へ報告

重点取り組み 地域別計画

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に向け、街頭犯罪及び、子どもや女性
に対する犯罪被害の抑止効果を狙う。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○警察と連携し、幹線道路等犯罪発生
率の高い場所への防犯カメラの設置
○計画に基づく、効果的な各種犯罪防
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30年度
実施内容

活　動　指　標



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 灯 1120 647

2 灯 220 125

評価

妥当性 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

「地域の安全は地域で守る」という共助の防犯意識を高める活動に
貢献している。

・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

今後とも補助金を交付することにより、ＬＥＤ防犯灯の普及を促進し
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

防犯灯の灯数の伸びは徐々に緩やかになっているが、安全安心な
まちづくりを進め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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

防犯灯のＬＥＤ化が進んできているが、規模の小さい町会（自治会）
がＬＥＤ化できるよう、補助率を維持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

町会（自治会）設置のＬＥＤ防犯灯に対する補助金交
付灯数

評価の観点 評価内容

LEDを使った防犯灯に対する
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

市内防犯灯数 町会（自治会）による防犯灯の設置数

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。

計画額（千円） 実績額（千円）53,445 43,907

平成30年度
意味・算式等

LEDを使った防犯灯に対する
設置補助灯数

○

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【現状】

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
危機管理

危機管理課

事業概要

○防犯灯のＬＥＤ化率93％
○町会（自治会）に対し、防犯灯整備、
防犯灯電気料金の補助金を交付し、防
犯灯の設置を促進

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30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

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 個 5000 2421

2 灯 1120 647

3 地区 3 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。

青色防犯パトロール団体の新規登録数。

・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

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がピーク時より大幅に減少するなど、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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
なった取組みであり、実施手法としては最適である。

・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

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

評価の観点 評価内容

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

ＬＥＤを使った防犯灯に対する
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

青色防犯パトロール活動実施
地区数

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、地域
と連携し自転車にひったくり防止カバーを取り付ける。また、子どもや女性が犯罪の被害にあわよう
に未然に防ぐ方法の啓発を行っていく。

計画額（千円） 実績額（千円）4,142 3,302

平成30年度
意味・算式等

ひったくり防止カバー取り付け
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【現状】

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 地域防犯活動支援事業 担当部局・課
危機管理

危機管理課

事業概要

○地域安全条例に基づく各種防犯啓
発活動及び活動支援
○市役所や地域でのイベント、大型
スーパーなどでキャンペーンを行い、
ひったくり防止カバーの取付けを実施
○わんわんパトロール、ジョギング＆
ウォーキングパトロール新規登録44件

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 自治会（町会）、地域ボランティア団体、事業者、校区まちづくり協議会、市民

事業の目的
防犯パトロールの実施支援を通じ、自助、共助の防犯意識を高め、市民が安心して生活することの
できる地域社会を実現する。

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○条例及び計画に基づき、警察との連
携に加え、学識等の意見を取り入れ
た、自治会（町会）、校区まちづくり協
議会、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と人
材育成
○子どもや女性が犯罪被害にあわな
いための啓発

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 人 500 500

評価

妥当性 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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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がピーク時より大幅に減少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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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
なった取組みであり、実施手法としては最適である。

・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

評価の観点 評価内容

防犯イベント・キャンペーン参
加者数

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。

計画額（千円） 実績額（千円）734 365

平成30年度
意味・算式等

防犯イベント・キャンペーン参
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【現状】

D.市民の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 防犯意識啓発事業 担当部局・課
危機管理

危機管理課

事業概要

○市、防犯協議会、警察、各関係団体
の連携強化のため地域安全推進会議
を開催
○地域安全条例に基づき各種防犯啓
発活動を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民（安全の確保）

事業の目的
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。

指標 単位

平成30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
○大阪市等と合同の防犯啓発を通じ、
地域防犯活動の連携を推進
○警察と連携し、学識等の意見を取り
入れ、犯罪発生傾向に即した実効性の
高い防犯啓発施策を検討・実施

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 % 42.7 33.6

2 回 5 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

避難所運営に関するマニュアルなどの協働取り組みを進めていく。

・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

南海トラフ地震等の大規模な災害発生が懸念される中、地域防災
計画の更新は必要である。

・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

指標達成について、市民意識調査における「災害に対する取り組
みを行っている市民」の割合が目標値は未達成であったが前年に
比べて上昇した。

・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

計画やマニュアルの修正方法については、内容や量により実施方
法を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

市民意識調査における災害の対する取り組みを行っ
ている市民の割合
後期基本計画の見直しにより28年度以降下方修正

評価の観点 評価内容

市民意識調査における「災害
に対する取り組みを行っている
市民」の割合

市民意識調査における災害の対する取り組みを行っ
ている市民の割合
後期基本計画の見直しにより28年度以降下方修正

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や災害
対策本部班長会議等の実施回数

・地域防災計画及び各マニュアルを見直し改訂する。
・防災会議や研修会等を開催する。
・防災マップを更新する。

計画額（千円） 実績額（千円）3,545 3,404

平成30年度
意味・算式等

市民意識調査における「災害
に対する取り組みを行っている
市民」の割合

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【現状】

D.市民の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 地域防災計画推進事業 担当部局・課
危機管理

危機管理課

事業概要

○地域防災計画等の改訂検討及び必
要に応じた改訂の実施
○各班マニュアルの周知徹底及び修
正検討の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、市職員、関係機関

事業の目的
・地域防災計画等を現状に即したものに改訂し、防災体制の確立や被害の軽減を図る。
・地域の現状を踏まえ防災マップを更新し、周知することで防災意識の高揚を図る。
・安心を高める防災力が強化される。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○地域防災計画等の改訂検討及び必
要に応じた改訂
○各種防災マップ（地震・洪水・土砂災
害・校区別）の更新
○関係部局と連携した大規模災害時
の庁舎ハード機能の強化
○各班マニュアルの周知徹底及び修
正検討

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 79

2 個 128 128

3 台 7 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

A

総合
評価 B

該当なし（システム入力調整）

衛星電話設置台数/全整備数（7台）維持含む

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

防災行政無線による屋外拡声子局の整備については情報伝達に
有効であるが、音達範囲が市内全域をカバーできていないため、引
き続き整備の必要がある。

・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

指標は概ね達成されたが、災害時職員連絡体制強化システム登録
率の向上を図る必要がある。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

本事業により保守しているシステムや防災行政無線については、平
常時に使用するものと異なるため、コスト削減が難しい。

・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

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）×100

評価の観点 評価内容

災害時職員連絡体制強化シス
テム登録率

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）×100

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）維持含む。携帯無線機の整
備数

衛星電話の整備

・災害発生時における職員初動体制を早期に確立する。
・災害時の情報伝達体制を確立する。
・システムを効率的に運用し、情報体制を強化する。

計画額（千円） 実績額（千円）32,761 31,951

平成30年度
意味・算式等

災害時職員連絡体制強化シス
テム登録率

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【現状】

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 災害時情報伝達体制強化推進事業 担当部局・課
危機管理

危機管理課

事業概要

○防災行政無線の拡充整備の実施
○災害時職員連絡体制強化システム
の運用
○携帯型衛星電話の運用
○被災者生活再建支援システムの運
用
○防災情報システムの運用

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、市職員、防災関係機関

事業の目的
・災害時、情報伝達を迅速かつ確実に行う事により、市民の生命と財産を守り被害の軽減を図る。
・システムを効率的に運用することにより、迅速・的確な災害対応が実施できる。
・被災後の支援について一括管理することができ、スムーズな対応が可能になる。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○防災行政無線の拡充整備
○災害時職員連絡体制強化システム
の運用
○携帯型衛星電話の運用
○被災者生活再建支援システムの運
用
○防災情報システムの運用

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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

3 ％ 100 80

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

該当なし（システム調整入力）
ただし、各避難所に備蓄倉庫を設置し、最低限の物資を備蓄したこ
とを住民に周知する必要がある。

単独倉庫設置の指定避難所／指定避難所（50ヶ所）
×100
28年度より変更

・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

指定避難所に備蓄倉庫を設置し、必要最低限の備蓄物資を保管
することは、市民のニーズ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

ほぼ計画通りに実績値が向上した。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

大阪府地震被害想定に基づく備蓄等の考え方に基づ
き、品目ごとに充足率を算出し合計する。
目標値変更

評価の観点 評価内容

防災備蓄の充足率
大阪府地震被害想定に基づく備蓄等の考え方に基づ
き、品目ごとに充足率を算出し合計する。
目標値変更

指定避難所の備蓄倉庫単独
設置率

災害発生に備え、地域防災計画の定める備蓄を確保し、指定避難所及び地域拠点であり第２避難
所となる各コミュニティセンターへも防災資機材や食料等の分散配備を進めるとともに、更なる防災
資器材等の充実を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）33,218 24,880

平成30年度
意味・算式等

防災備蓄の充足率

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【現状】

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
危機管理

危機管理課

事業概要

○備蓄品の確保
○備蓄品の計画的更新
○ICT化による適正管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、市職員

事業の目的
・備蓄を確保及び充実させることで、災害発生時、被害を最小限に抑える。
・安心を高める防災力が強化される。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○備蓄品の確保
○備蓄品の計画的更新
○ＩＣＴ化による適正管理
○集中備蓄倉庫の実施設計

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 93 86.4

2 ％ 84 56.4

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

自主防災組織から様々な支援依頼が増加しており、地域のニーズ
に応じた支援を実施した。

小学校区内に自主防災組織が結成されている割合
平成28年度、代表指標を2に変更し削除

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、問合せや依頼もあり、地域防災力向上のために
も妥当である。また、市の関与については、未結成地区の結成促
進及び結成済み地区の活動補助を今後も行っていく必要がある。

・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

今年度は新規結成の自主防災組織が無かったため、実績値として
は横這いとなったが、めざす暮らしの姿を実現する上で地域防災
力の向上は不可欠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

育成支援の面から全ての自主防災組織に対し支援が実施できるよ
う検討が必要である。

・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

平成32年度までに自主防災組織加入町会率100％を
目標とする。
自主防災組織加入町会数／全町会数＊100
平成28年度計画値を下方修正

評価の観点 評価内容

町会数に対する自主防災組織
結成率

平成32年度までに自主防災組織加入町会率100％を
目標とする。
自主防災組織加入町会数／全町会数＊100
平成28年度計画値を下方修正

自主防災組織加入世帯率

平成32年度までに自主防災組織加入世帯率100％を
目標とする。
自主防災組織加入世帯数／全世帯数＊100
平成28年度計画値を下方修正

小学校区に対する自主防災組
織結成率

自主防災組織の結成促進及び既存組織への活性化支援を積極的に進める。

計画額（千円） 実績額（千円）8,679 2,499

平成30年度
意味・算式等

町会数に対する自主防災組織
結成率

○

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【現状】

D.市民の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
危機管理

危機管理課

事業概要

○未結成地域への促進方法の検討実
施
○自主防災組織の結成促進及び活動
の充実
○自主防災組織間の連絡協議体制等
の構築検討

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 町会、まちづくり協議会

事業の目的 自主防災組織が結成され活動することで、地域の防災力が向上する。

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○未結成地域への促進方法を検討
○自主防災組織の結成促進及び活動
の充実
○自主防災組織の小学校区単位化
○自主防災組織間の連絡協議体制等
の構築検討

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 12 10

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

地域における活動を支援する事業である。

・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

近年、申請団体に偏りがみられること、申請事業と同じような活動
が市内各地で実施されるようになってきたことなど、課題や状況の
変化がみられ、事業のあり方について見直す必要がある。

・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

目標の達成には至らなかったが、市民団体の防犯・防災活動の促
進策としては有効である。

・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

助成金の上限額の見直しを行った。

・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

安全・安心基金の助成申請団体数

評価の観点 評価内容

助成申請団体数 安全・安心基金の助成申請団体数

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。

計画額（千円） 実績額（千円）4,625 2,328

平成30年度
意味・算式等

助成申請団体数

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【現状】

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 地域安全・安心のまちづくり基金事業 担当部局・課
危機管理

危機管理課

事業概要

○市民団体９団体の防犯・防災活動に
助成金を交付

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○安全・安心のまちづくりのための助
成及び推進事業の実施

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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

2 地区数 50 61

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

訓練開催にあたっては、ホームページ、市政だより、リーフレット配
架等による情報提供を実施。

・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

地域特性やニーズに沿った訓練を実施する必要があり、事業実施
は妥当。総合防災訓練は、水害発生危険を想定し訓練を開催した。

・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

全ての自主防災組織において訓練が実施された。

・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

訓練の実施内容においてコストの検討は必要である。
行政、住民及び防災機関の連携が必要であるため、実施手法とし
ては適切である。

・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

訓練を実施した自主防災組織／自主防災組織数
（消防に確認）

評価の観点 評価内容

自主防災組織における訓練実
施率

訓練を実施した自主防災組織／自主防災組織数
（消防に確認）

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)
自主防災組織は毎年増加する。

八尾市総合防災訓練を開催する。

計画額（千円） 実績額（千円）4,032 2,888

平成30年度
意味・算式等

自主防災組織における訓練実
施率

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【現状】

D.市民の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 防災訓練事業 担当部局・課
危機管理

危機管理課

事業概要

○市民参加・体験型訓練の実施
○関係機関との連携訓練の実施
○自主防災組織訓練の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、市職員、防災関係機関

事業の目的
○防災意識の高揚及び防災体制の連携・強化を図る。
○大災害を想定し、自助・共助・公助の一連の訓練が実施できる。
○安心を高める防災力が強化される。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市民参加・体験型訓練の実施
○関係機関との連携訓練の実施
○自主防災組織訓練の実施
○職員向けロールプレイング訓練（参
集・通信・応急対策・災害対策本部運
営訓練等）の実施

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 30 30

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

り災者に対して、速やかな見舞金の交付が行えた。

・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

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

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
平成28年度より見直し

評価の観点 評価内容

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
平成28年度より見直し

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。

計画額（千円） 実績額（千円）10,840 680

平成30年度
意味・算式等

見舞金等支給までの日数

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【現状】

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 災害支援基金活用事業 担当部局・課
危機管理

危機管理課

事業概要

○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
の支給の実施

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

活　動　指　標



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

B

総合
評価 A

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。

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

来庁者の安全確保や庁舎管理にかかる法令遵守には、庁舎の設
備保守や修繕等の維持管理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

庁舎利用における安全性・利便性を確保することは「安心を高める
防災力の強化」を実現す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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストを考慮しながら事務事業を実施した。

・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

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。

評価の観点 評価内容

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。

庁舎の維持管理に関する事務を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）307,567 305,601

平成30年度
意味・算式等

年間保守等計画に基づく実施
率

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【現状】

D.市民の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 庁舎管理事務 担当部局・課
総務部

総務課

事業概要

○空調・消防・防災・警備・清掃等の保
守管理
○電話等の維持管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び市職員

事業の目的 庁舎利用における安全性・利便性を確保するとともに、執務環境を適正に維持する。

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

活　動　指　標



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

本計画は被災時の本市職員の優先業務を対象としたものであるた
め、市民との協働の取り組み等はなかった。

・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

本計画の策定・改訂により、行政が被災するような大災害時に非常
時優先業務を適切かつ迅速に遂行できるよう整備し、災害時の市
民ニーズも考慮した。

・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

計画の実効性を高めるための見直し等が図られ、安心を高める防
災力の強化につながった。

・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

本計画及び関連する地域防災計画に精通し、計画策定のノウハウ
や幅広し知識を有しているコンサルティング業者に委託することに
より、より迅速で精度の高い効率的な計画の策定が可能となった。

・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

八尾市業務継続計画の改訂

評価の観点 評価内容

計画改訂率 八尾市業務継続計画の改訂

地震等による大規模災害発生時にあっても、適切な業務執行を行うため、業務継続計画の改訂
等、非常時優先業務を特定し、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）1,700 1,700

平成30年度
意味・算式等

計画改訂率

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【現状】

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 業務継続計画推進事業 担当部局・課
危機管理

危機管理課

事業概要

○市業務継続計画の実効性を高める
ための本計画の点検・見直しの実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び市職員

事業の目的
大規模な地震等の発生により市役所機能が低下し人的資源及び物的資源が制限される中にあっ
ても、市民の生命・身体及び財産を保護するために迅速に応急対策業務を開始するとともに、市民
生活への影響を最小限とすることができるよう、可能なかぎり早期に市役所機能を回復させること。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市業務継続計画の管理
平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 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

該当なし（システム調整入力）

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

事業実施は妥当であり、大阪府からの委託業務のため、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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

保守委託等のため、コスト削減が難しい。

・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

災害時の災害応急活動を行う拠点としての機能維持
率

評価の観点 評価内容

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

○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。
○防災についての意識高揚

計画額（千円） 実績額（千円）10,555 10,429

平成30年度
意味・算式等

大阪府中部広域防災拠点機能
維持率

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【現状】

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 防災関係事務 担当部局・課
危機管理

危機管理課

事業概要

○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実
施
○防災対策全般実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、市職員

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。
○研修会に参加することで防災意識が高揚する。

指標 単位

平成30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
○防災対策全般

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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

2 ％ 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

庁舎機能更新事業は、行政が主体となり実施する事業である。

・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

庁舎機能更新事業は、防災力の強化や市民の利便性を高めるた
めにも必要であり、各種修繕業務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

市庁舎の機能更新を優先的に実施し、庁舎利用における安全性・
利便性の向上を図った。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

財政状況が厳しい中、コスト意識をもって緊急性の高い修繕に絞っ
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

評価の観点 評価内容

八尾市庁舎防災中枢拠点の
整備達成率

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。

庁舎の機能更新及び修繕業務を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）17,306 21,179

平成30年度
意味・算式等

八尾市庁舎防災中枢拠点の
整備達成率

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【現状】

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 庁舎機能更新事業 担当部局・課
総務部

総務課

事業概要

○八尾市庁舎中長期修繕計画に基づ
く設備等の改修
○各種修繕業務

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び市職員

事業の目的 庁舎の機能更新を図り、庁舎利用における安全性・利便性を向上させる。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市庁舎中長期修繕計画に基づ
く設備等の改修
○各種修繕業務

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 44.9 55.336

2 人 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

派遣結果を消防概況・事務事業報告に掲載した。

・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

今後も、災害活動や業務を適正に遂行するために研修は必要であ
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

委託研修受講率は、前年度より増加し単年度目標を達成した。今
後も最終目標に向け実施していく。

・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

研修科目、派遣人員等の選定を計画的に実施した。

・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

（委託研修受講職員数／消防職員数）×１００

評価の観点 評価内容

委託研修受講率 （委託研修受講職員数／消防職員数）×１００

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

消防関係教育機関等へ職員を計画的に研修派遣すると共に、新任管理・監督職を対象とした職場
研修を実施する等、多様な人材の育成に努める。
また、はしご車等の大型特殊車両運転免許保持者確保及び河川等における水難救助及び大規模
洪水発生時等に必要である船外機付の救命ボートの運用に必要な資格保持者確保等、業務遂行
上、必要な各種資格を計画的に取得させる。

計画額（千円） 実績額（千円）2,381 3,056

平成30年度
意味・算式等

委託研修受講率

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【現状】

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

○消防大学校における総合専科教育
に派遣
○その他の委託研修に派遣
○大阪府立消防学校初任教育に派遣
○職場研修の充実
○第１種大型自動車免許の取得
○２級小型船舶操縦士免許の取得

重点取り組み 地域別計画

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
スの充実を図るほか、消防活動上必要な車両、資機材等取扱いに必要である第１種大型自動車免
許や２級小型船舶操縦士免許等の資格を取得させ、円滑な業務遂行を図る。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○消防大学校における総合専科教育
○その他の委託研修
○大阪府立消防学校初任教育
○職場研修の充実
○第１種大型自動車免許取得
○２級小型船舶操縦士免許取得

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 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

法令に基づき入札情報及び随意契約内容等について情報公開し
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

庁舎管理を適正に行った。

・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

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

入札等を行い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

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）

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）

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。

計画額（千円） 実績額（千円）45,801 47,319

平成30年度
意味・算式等

衛生管理者による職場巡視

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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

○庁舎内における設備、機器、資器材
等の維持管理
○各種消防行事に係る事務全般の実
施
○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
服の適正な管理・更新
○消耗品、ランニングコストの適正管
理

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30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
服の適正な管理・更新
○消耗品、ランニングコストの適正管
理

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 庁舎数 1 0

2 ％ 20 0

3 ％ 60 16.6

4 ％ 4.7 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

該当なし（システム調整入力）

（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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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能力向上は、市民の安心安
全の確保のため、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

老朽化した消防庁舎の新築又は改築について、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

高安出張所の外壁工事実施方法を検討し、適切な工法で施工する
よう見直しを行った。

・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

評価の観点 評価内容

老朽化した消防庁舎の新築又
は改築を完了した数

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※
志紀出張所除く））×100

女性消防吏員の警防活動業
務従事割合

・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。
・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。

女性消防吏員就業率 (女性消防吏員総数/消防吏員総数)×100

計画額（千円） 実績額（千円）31,956 6,901

平成30年度
意味・算式等

老朽化した消防庁舎の新築又
は改築を完了した数

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【現状】

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

○消防庁舎に関する機能更新等の計
画的推進
○庁舎・設備の維持整備
○職場での能力開発（教養訓練など）
の実施
○高安出張所屋上改修工事の実施
○高安出張所外壁改修工事の予算措
置

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○消防庁舎に関する機能更新等の計
画的推進
○庁舎・設備の維持整備等（修繕を含
む）
○警防活動・指令業務等への従事を
含む女性消防吏員の職域拡大
○職場での能力開発（教養訓練など）
の実施
○高安出張所の改修工事

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 150 363

2 回 100 147

3 回 730 797

4 回 2 1

5 人 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

A

総合
評価 A

　市民に対して、訓練披露等を行っている。

　多種多様な救助事案に対応することを目的とする救
助訓練回数。
　訓練回数の計画値を見直し（基礎体力訓練を除い
た）たため、Ｈ29から目標値を「730」（365日×２隊）と
した。
【内容】本署（特別救助隊）・志紀（救助隊）・その他救
助訓練全般の合計値

・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

　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おり、確
実に技術の向上がみられる。
　また、クレーン及び玉掛の資格取得者数は着実に最終目標値に
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

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
（各種訓練報告書の回数）

評価の観点 評価内容

専科教育派遣（警防、救助）
専科教育に職員派遣（警防科１名、救助科６名）する
ことにより、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。

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
（各種訓練報告書の回数）

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

火災・消防活動により、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等
の災害による被害を軽減する。
また、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、消防機能を最高度に発揮して被害を軽減する。

救助関連技術取得（移動式ク
レーン・玉掛等）

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

警防訓練

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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

○火災・消防活動
○警防、救助訓練の実施
○専科教育課程への職員派遣
○警防、救助資機材の精通

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○火災・消防活動
○警防、救助訓練の実施
○専科教育課程への職員派遣
○警防、救助資機材の精通

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 1100 797

2 回 100 147

3 人 2 1

4 人 7 8

5 着 18 18

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

　各種訓練の実施に際して、ホームページや市政だより等の媒体
を通じて広報活動を実施し、出初式や志紀出張所において市民に
対して救助訓練等を披露した。

救助工作車積載の小型移動式クレーン操作及び玉掛
作業に係る研修への派遣人数。

・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

　妥当であり見直す必要なし。

・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

　市民の安全・安心確保のため多種多様な訓練、職員の研修派遣
等を計画に準じて実施し、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

　適正。

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

「救助訓練実施回数／救助隊年間訓練計画に基づく
救助訓練（１１００回）」×１００（％）

評価の観点 評価内容

救助服貸与数

救助業務に従事する際に着用する救助服について、
単年度での更新目標着数。
高度救助隊専用救助服を含め、救助服全般につい
て、不足数の補充、さらには損傷程度に応じた更新等
を行うもの。

救助訓練
「救助訓練実施回数／救助隊年間訓練計画に基づく
救助訓練（１１００回）」×１００（％）

救助資機材取扱訓練
高度救助資機材及び救助車両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。

救助関連技術等習得（移動式
クレーン・玉掛等）

救助技術の専門的な教育訓練を充実させるとともに、救助資機材等の整備及び定期点検や訓練
施設を計画的に整備し、救助隊の高度化に努める。

教育機関への研修派遣

　消防大学校、大阪府立消防学校、大阪市消防局高
度専門教育訓練センターで実施される、救助技術高
度化に係る教育課程への研修派遣人数。
　計上対象とする教育課程は、専科教育「救助科」、
高度専門教育「上級救助研修」、特別教育「潜水士養
成研修」。

計画額（千円） 実績額（千円）3,088 3,032

平成30年度
意味・算式等

救助訓練

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 救助高度化事業 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要

○高度救助隊の運用
○救助隊年間訓練計画に基づく各種
訓練実施
○救助資機材及び訓練施設の維持管
理並びに整備
○人命救助に係る関連資格習得を目
的とした職員の研修派遣
○救助隊貸与被服の更新等

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○高度救助隊の運用
○救助隊年間訓練計画に基づく各種
訓練実施
○救助資機材及び訓練施設の維持管
理並びに整備
○人命救助に係る関連資格習得を目
的とした職員の研修派遣
○救助隊貸与被服の更新等

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 12.7 9.4

2 回 144 102

3 回 12 12

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

該当なし

予防救急及び救急車適正利用に関する広報について
月１回ホームページに掲載する。

・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

事務事業の実施は妥当であり、継続的でかつ向上を踏まえた取り
組みが必要と思われる。

・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

多種多様の救急現場において救命率の向上となり得る迅速かつ的
確な手技等が実施できた。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

ホームページや救命講習を含む各イベントにおいて、救急車の適
正利用を啓発した。

・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

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）

評価の観点 評価内容

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）

救急活動訓練
救命処置訓練人形による救急救命士特定行為及びポ
ンプ隊と連携（ＰＡ連携）した救急活動訓練を実施。１２
隊×１２ヶ月＝１４４回

予防救急等ホームページへの
掲載

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に対し、必要な処置を行い医療機関、その他の場所に搬送す
る。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

心肺停止患者の救命率

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【現状】

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

○災害により発生した患者搬送及び救
護業務の実施
○患者搬送事業者認定及び指導の実
施

重点取り組み 地域別計画

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案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。

指標 単位

平成30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
○患者搬送事業者認定及び指導

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 53 45

2 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

広報紙やＦＭちゃお等で積極的かつ継続的に広報を実施している。

・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

救命士の養成は計画的に実施できている。

・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

計画的な救命士の養成より、迅速かつ的確な手技等が実施でき
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

各救急車に常時救命士を複数乗車させるには、研修
派遣、週休等を考慮すると、救急隊１隊（両課）に９名
の救命士の配置が必要になる。そのためには救急隊
数６（非常用救急車除く）合計５４名の救命士が必要
となる。

評価の観点 評価内容

各年度における運用救急救命
士（管理職を除く）有資格者の
人数

各救急車に常時救命士を複数乗車させるには、研修
派遣、週休等を考慮すると、救急隊１隊（両課）に９名
の救命士の配置が必要になる。そのためには救急隊
数６（非常用救急車除く）合計５４名の救命士が必要
となる。

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

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
ル体制の充実強化及び救命救急資器材の保守点検の実施。
感染症（結核等）予防対策として抗体の接種・専用マスク等・感染防止着を各救急隊に配備し、資
器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。
救急車に救急救命士の常時複数乗車をめざし、計画的に救命士を養成する。

計画額（千円） 実績額（千円）12,222 11,879

平成30年度
意味・算式等

各年度における運用救急救命
士（管理職を除く）有資格者の
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【現状】

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

○救急隊員・救急救命士の計画的養
成と技術の向上（年間養成人数　救命
士３名　救急隊員６名）の実施
○救急活動資器材の整備の実施
○感染防止資器材の整備の実施
○救急業務の高度化の実施
○救命救急資器材の保守点検の実施
○指導的救急救命士の養成の実施
○救命士処置拡大（気管挿管（硬性・
ビデオ）・拡大２処置）認定救命士の養
成の実施
○救急業務の見直し及び体制強化の
検討の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 救急隊員及び傷病者

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。
救命救急資器材の適切な運用管理を行う。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○救急隊員・救急救命士の計画的養
成と技術の向上（年間養成人数　救命
士３名　救急隊員６名）
○救急活動資器材の整備
○感染防止資器材の整備
○救急業務の高度化
○救命救急資器材の保守点検
○指導的救急救命士の養成
○救命士処置拡大（気管挿管（硬性・
ビデオ）・拡大２処置）認定救命士の養
成
○救急業務の見直し及び体制強化の
検討

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 5244 6773

評価

妥当性 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

ポスター、リーフレット及びホームページ等、各種広報媒体を通じて
広報活動に努めた。

・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

市民が救急車を呼ぶべきか否か迷う場合の不安に対して適切に応
える救急相談窓口であり、救急車の適正利用にも繋がる。

・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

昨年よりも利用件数が増加し、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

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、1月～12月における八尾
市の総着信件数と八尾市の負担金割合（％）から算
出。

評価の観点 評価内容

「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、1月～12月における八尾
市の総着信件数と八尾市の負担金割合（％）から算
出。

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。

計画額（千円） 実績額（千円）5,166 5,106

平成30年度
意味・算式等

「救急安心センターおおさか」
利用件数

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【現状】

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

○「救急安心センターおおさか」事業へ
の継続参画

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 91 84.3

2 枚 3700 3502

3 回 357 359

4 人 200 107

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

市民参加・体験型のイベント等を実施したことにより、地域と消防が
一体となり、協同で取り組むことができた。

FMちゃおの１１９番だよりで火災予防啓発活動を実施
した回数。※平成28年度までは火災の減少及び住宅
用火災警報器の設置率向上のため各種（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）
火災予防啓発活動を実施した回数。

・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

安全安心のまちづくりのために放火防止・住宅防火対策をはじめと
する火災予防広報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

各指標の数値は達成された数値、昨年度に比べて向上した数値と
様々であるが、総合的に目標を達成でき、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

広報活動等を計画的に実施したことにより、効率よく事業を推進で
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

大阪府下市町村の内住宅用火災警報器の設置率が
最も高かった値。（平成27年6月1日現在発表）※平成
29年度から計画値見直し変更。

評価の観点 評価内容

住宅用火災警報器の設置率
大阪府下市町村の内住宅用火災警報器の設置率が
最も高かった値。（平成27年6月1日現在発表）※平成
29年度から計画値見直し変更。

防火ポスターの配布数
自治振興委員＋市内事業所＋市内学校（園）＋市役
所出張所へのポスター配布数。

火災予防啓発活動実施回数

火災による被害の軽減を図るため、放火防止対策を重点とした「火災予防広報」を効果的に実施
するとともに、住宅用火災警報器の設置及び維持管理等について継続的に啓発活動を行う。

甲種防火管理者新規講習修
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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,229 1,473

平成30年度
意味・算式等

住宅用火災警報器の設置率

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【現状】

D.市民の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

○市内事業所、自治振興地区、各教
育委員会、駅舎に防火ポスターを配布
○春、秋の火災予防運動期間中に自
治振興地区定例会に出席し消防行政
への協力を依頼
○住宅用火災警報器設置啓発等を目
的とした防火展の実施
○消防音楽隊の派遣演奏実施
○市政だより、FM放送、ホームページ
による消防広報の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民・防火対象物の関係者

事業の目的 火災による被害の軽減を図り、災害に強いまち・人づくりをめざす。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○各種イベント（防火フェスティバル・
防火展）を通じ防火思想の普及啓発
○住宅用火災警報器の設置対策及び
適切な維持管理方法の周知
○防災協力事業所と地域の連携強化
○地域と連携し積極的な放火防止対
策の普及啓発

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 100 100

2 人 10000 17304

3 回 59 116

4 人 59 39

評価

妥当性 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

インターネット、広報紙、ＦＭちゃおなどで情報提供し防災リーダー
講習を実施している

平成２９年８月１日現在、自主防災組織数が５９組織
であるため平成２９年度から計画値を５９としているも
の。

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

地震時等の災害時に地域の要として自主防災組織を育成する

・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

様々な訓練を実施した

・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

待つのではなく働きかける手法が現在のところ最適である

・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

自主防災組織(平成２９年８月１日現在５９組織)の訓
練を年度内に１回以上各組織実施することを目標とし
ている。

評価の観点 評価内容

自主防災組織の訓練実施率
自主防災組織(平成２９年８月１日現在５９組織)の訓
練を年度内に１回以上各組織実施することを目標とし
ている。

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

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。

防災リーダー育成者数

平成２９年８月１日現在、５９組織の自主防災組織が
結成されており、自主防災組織に対し毎年１名を防災
リーダーとして育成することを講習開催目標とし指標
とする。

計画額（千円） 実績額（千円）5,823 5,324

平成30年度
意味・算式等

自主防災組織の訓練実施率

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【現状】

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

○自主防災組織訓練時の防災活動支
援実施
○防災リーダー育成研修会開催
○消防団、防災協力事業所との合同
訓練等連携促進
○まちづくり協議会への防災リーダー
育成研修会支援
○校区まちづくり協議会としての訓練
実施の促進

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 自主防災組織員・自衛消防組織員・一般市民・大阪経済法科大学の学生（消防支援ボランティア）

事業の目的

平常時及び大規模災害発生時に地域住民の先頭となり行動できる地域防災リーダーを育成する。
地域防災力向上と共助の礎となる地域コミュニティを醸成する。
大規模災害発生時における「自助・共助・公助」が三位一体となった防災活動を行う。
現在行っている自主防災組織単位での訓練を隣接組織やまちづくり協議会単位に融合し、規模を
拡大化することで、訓練内容の充実化を行う。

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○自主防災組織訓練時の防災活動支
援実施
○防災リーダー育成研修会開催
○消防団、防災協力事業所との合同
訓練等連携促進
○まちづくり協議会への防災リーダー
育成研修会支援
○校区まちづくり協議会としての訓練
実施の促進

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 2161 2134

2 件 471 454

3 件 53 39

評価

妥当性 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

当事務事業は、法令に基づく許認可事務、査察・指導等の業務で
あるため、「行政の責任と主体性によって、独自に行う領域」に位
置づけられるものであるが、当事務事業によって得た情報について
情報公開請求があった場合は、適正に対処している。

保安３法施設のうち危険度の高い施設（火薬類施設
６、高圧ガス第１種製造者17、液化石油ガス販売事
業者等30）の査察数。※平成28年度まで（権限移譲
後５年間）は、毎年保安３法施設全ての査察数。

・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

火災予防に関する許認可事務、査察・指導等の業務を行っており、
違反対象物に対しては適時に指導を与え、違反是正を求めている
ため、火災予防対策の推進としての当事務事業は妥当である。

・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

各指標の数値は達成された数値、目標に近づいた数値があり、火
災予防対策の推進には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

消防支援システムを効率的に利用し、業務を執行できた。

・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

全防火対象物に対する査察数
※目標値は平成２４年度末の防火対象物数（実態調
査結果第１種・第２種）
※単年度の計画値は全対象物を４（年）で割った数

評価の観点 評価内容

防火対象物査察数

全防火対象物に対する査察数
※目標値は平成２４年度末の防火対象物数（実態調
査結果第１種・第２種）
※単年度の計画値は全対象物を４（年）で割った数

特定防火対象物査察数
特定防火対象物（第１種）の査察数。
 ※平成29年度以降の単年度の計画値＝特定防火対
象物（第１種）の数×1/2

保安３法の査察数

防火対象物、危険物施設、保安３法施設等の査察、許認可事務、消防用設備等の工事に関する
事務、消防同意事務等を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）547 502

平成30年度
意味・算式等

防火対象物査察数

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【現状】

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

○年間査察計画に基づく関係施設へ
の防火査察及び違反是正の実施
○消防法（危険物）、保安３法（高圧ガ
ス等）に基づく許認可及び建築確認の
消防同意事務の実施
○予防専従員の知識向上のため、各
種研修会等へ参加

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 防火対象物、危険物施設、火薬類施設、高圧ガス施設、ＬＰガス施設並びにこれら施設の関係者

事業の目的
火災等の災害を未然に防ぐことで、市民の生命や財産を守り、「安全安心のまちづくり」に寄与す
る。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○実施計画に基づく関係施設の査察
及び検査の実施
○審査基準に基づく許認可等の事務
○法令違反対象物の是正指導
○違反対象物公表制度の実施

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 95

2 件 50 40

3 件/万人 1.4 1.5

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

・該当なし（システム調整入力）

《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）÷10000人
注1・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。
注2・単年度の計画値(H29)以降部局マネの目標値

・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

・安全安心のまちづくりを進めていく上で、火災による原因を究明す
ることは、類似火災の撲滅につながり、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

・めざす３つの指標達成を目的に事務事業を進めて、計画値達成
率は計画値まで届かなかった目標もあるが、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

・有効性を落とさずにコストは最小限におさえて節減ができ、個々
の能力を集結させることに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

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。

評価の観点 評価内容

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。

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1・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。
注2・単年度の計画値(H29)は経年推移の予想予測値

出火件数（人口１万人あたり）
[特例市間比較指標]

火災における出火原因、火災による損害調査を行い、火災予防施策に反映させる。

計画額（千円） 実績額（千円）125 124

平成30年度
意味・算式等

出火原因の究明率

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【現状】

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

○出火原因究明に伴う燃焼実験
○調査員の原因究明技術向上
○各種火災調査担当者会議等への職
員派遣
○究明した出火原因等に基づくホーム
ページ作成

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○出火原因究明に伴う燃焼実験
○調査員の原因究明技術向上
○各種火災調査担当者会議等への職
員派遣
○究明した出火原因等に基づくホーム
ページ作成

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 55 33.1

2 人 290 289

3 ％ 100 95.4

4 着 290 44

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

消防団が活性化することで地域防災力が向上し、地域の防災訓練
などで市民との協働に取り組むことができた。

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。
現在、全２２箇所の屯所のうち２０箇所の耐震化が実
施されており、八尾市消防団消防機械器具置場整備
計画に基づき耐震化率１００％を目指す。

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

地域防災力として消防団を欠くことはできず、市民ニーズを含め事
業の実施は妥当であり、事業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

屯所の建替えについては目標を達成できなかったが、他の指標は
目標に向け取り組むことができた。

・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

事業を実施するに当たりコスト節減は難しく、現在の手法が最適で
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

全消防団員のうち、分団長以上を除く（17名）40歳未
満の団員が占める割合。
55％以上の達成を目指す。

評価の観点 評価内容

消防団員のうち青年層（40歳
未満）が占める割合

全消防団員のうち、分団長以上を除く（17名）40歳未
満の団員が占める割合。
55％以上の達成を目指す。

消防団員数

未曾有の災害に対応するため、消防団員の定員につ
いて条例改正を行い、平成30年度から290人体制に
するとともに、女性分団を創設、地域住民と密着した
啓発活動を展開し、更なる地域防災力の強化を図る
ことを目指す。
《所管課調》常勤、非常勤の合計

消防団屯所（全22箇所）の耐
震化率

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。

新基準現場外套の更新率

現在、消防団員に貸与している現場外套では、東日
本大震災において、多数の消防団員が犠牲になった
ことを踏まえた新基準に対応していないことから、消
防団員の安全確保のため装備の充実を目指す。

計画額（千円） 実績額（千円）77,452 9,082

平成30年度
意味・算式等

消防団員のうち青年層（40歳
未満）が占める割合

○

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【現状】

D.市民の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 消防団活性化事業 担当部局・課
消防本部

警防課

事業概要

○女性分団の創設
○部会活動実施
○教育訓練の充実と資格取得の支援
○消防団施設、装備等の整備及び機
械器具置場の建替え

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市消防団員

事業の目的
消防団の活性化と充実強化を実施することで、地域住民（自主防災組織等）との連携強化が深ま
り、地域の防災力が向上され、災害に強いまちづくりの早期実現が可能となる。

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○女性分団の創設
○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、装備等の整備及び機
械器具置場の建替え

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 B

効率性 D

参画と協
働のまち
づくり推
進度

B

総合
評価 B

HPや広報誌等で幅広く情報公開を行っている。

・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

市民ニーズはないが、消防団の活動には必要不可欠であり、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

資機材等の維持管理など、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

事業を実施するに当たりコスト節減は難しく、現在の手法が最適で
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

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

評価の観点 評価内容

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

八尾市消防団員に関する全ての事務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）39,522 51,927

平成30年度
意味・算式等

各分団での訓練回数

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【現状】

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 消防団に係る業務 担当部局・課
消防本部

警防課

事業概要

○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
○被服の更新
○現場用資機材等の維持管理

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

活　動　指　標



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 7500 6888

2 人 0 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

個人情報が多く情報提供できない

・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

災害弱者を把握し指導することにより死傷者を減らすことができる

・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

災害弱者宅への訪問は１００％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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

必要最低限の予算で実施できており、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

事業内容の見直し（一般家庭廃止）に伴い平成２９年
度から高齢者ひとり暮らし防火診断実施数のみを(見
込値７，５００世帯)、計上した。

評価の観点 評価内容

防火診断実施件数
事業内容の見直し（一般家庭廃止）に伴い平成２９年
度から高齢者ひとり暮らし防火診断実施数のみを(見
込値７，５００世帯)、計上した。

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（火災統計より）

住宅防火診断により火災予防及び住宅火災による死傷防止対策を推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）115 103

平成30年度
意味・算式等

防火診断実施件数

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【現状】

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 住宅防火診断推進事業 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要

○住宅防火診断の実施
○防火安全対策の徹底
○関係消耗品の整備

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 住宅防火診断により火災予防及び住宅火災による死傷防止対策を推進する。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○住宅防火診断の実施
○防火安全対策の徹底
○関係消耗品の整備

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 10083 10237

2 ％ 50 55.2

3 体（器） 1 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

広報紙やＦＭちゃお等で積極的に実施している。

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ＡＥＤ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。

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

市民に対し応急手当や心肺蘇生法・ＡＥＤの取扱い訓練を実施し、
予防救急の広報にも努めた。

・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

老若男女問わず、応急手当や心肺蘇生法について普及啓発を実
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

予算内で訓練人形および訓練用ＡＥＤの新規購入ができ、また消耗
品の整備が実施できた。

・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

市民に対して、年間３回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、
町会等幅広く応急手当訓練を実施する。目標値につ
いては前年の受講者数（実績値）の５％増の数値を
単年度目標値とする。

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、
町会等幅広く応急手当訓練を実施する。目標値につ
いては前年の受講者数（実績値）の５％増の数値を
単年度目標値とする。

バイスタンダーによる応急手
当（ＣＰＲ）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。

応急手当普及啓発資機材の
整備

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、市民に対し
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。

計画額（千円） 実績額（千円）941 899

平成30年度
意味・算式等

応急救命手当・普通救命講習
受講者数

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【現状】

D.市民の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 応急手当普及啓発事業 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要

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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
救急業務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器材の充実を図る。

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

活　動　指　標



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 セット 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

付近住民及び自主防災組織との連携の強化に努めた。

・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

　災害時における水利確保は消防力の中でも重要のため、耐震性
公設防火水槽及び各種水利（プール・河川・溜池等）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
による早期の初期消火活動の実現に向け貢献できた。

・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

　耐震性公設防火水槽及び溜池付近に設置したことにより、自主防
災組織等付近住民による初期消火活動の実現に向け貢献できた。

・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

緊急防災・減災事業の制度を活用し指名競争入札及び仕様書の見
直しを実施したことにより、コストの削減に繋がった。

・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

耐震性公設防火水槽及び各種水利（プール、河川、
ため池等）に消火活動用資機材（ポンプセット）を設置
する数。

評価の観点 評価内容

消火活動用資機材（ポンプセッ
ト）の設置数

耐震性公設防火水槽及び各種水利（プール、河川、
ため池等）に消火活動用資機材（ポンプセット）を設置
する数。

大規模災害時に自主防災組織等が初期消火を行うため、耐震性公設防火水槽及び各種水利
（プール、河川、ため池等）付近に、消火活動用資機材（ポンプセット）を設置する。

計画額（千円） 実績額（千円）5,625 5,485

平成30年度
意味・算式等

消火活動用資機材（ポンプセッ
ト）の設置数

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【現状】

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 消防水利整備事業 担当部局・課
消防本部

警防課

事業概要

○消火活動用資機材（ポンプセット）５
基の設置（４基新規・１基更新）
○消火栓表示板の整備
○消火栓位置明示

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 災害現場周辺住民

事業の目的
耐震性公設防火水槽及び各種水利（プール、河川、ため池等）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が可能となり、大規模災害等に
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。

指標 単位

平成30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
設置

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 6 3

2 台 8 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

新規更新車両を市ホームページに掲載及び消防出初式等で幅広く
市民に情報公開している。

・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

　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られます。

・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

高規格救急自動車１台（防衛省補助）及び消防団積載車両２台を
更新したことにより、市民サービスの向上に努めれた。

・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

高規格救急自動車１台の更新にあたり、防衛省補助の適用を受け
たことにより、コストの削減に努めれた。

・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

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４６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。

評価の観点 評価内容

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４６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。

救急車の台数

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８台とする。現在は、常時６台と非常
用１台の７台で運用しています。年間出動件数平成２
６年中は１５,４３１件、平成２７年中は１５,２８４件、平
成２８年中は１５,４４８件平成２９年中１５，５４３件、平
成３０年中は１６，８７３件です。

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。

計画額（千円） 実績額（千円）111,338 112,615

平成30年度
意味・算式等

消防車両更新の達成度

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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

○高規格救急自動車１台【防衛省補
助】、40ｍ級梯子車１台のオーバー
ホール、消防団積載車２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
○全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
の更新

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○高規格救急自動車１台【防衛省補
助】、40ｍ級梯子車１台のオーバー
ホール、消防団積載車２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
○全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
の更新

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 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

特殊性から考慮し該当するものではないと思われる。

・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

高能車を災害現場で活用するためには、日頃行っている点検だけ
ではなく、製造メーカーによる保守点検が必要である。

・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

計画どおり実施できた。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

製造メーカーによる保守点検であるため入札等は実施しなかった。

・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

・梯子車40m級1台・救助工作車（クレーン）1台・キャフ
ス積載車両１台の年次点検として製造メーカー等に
委託し保安検査を実施する。

評価の観点 評価内容

高能車保安検査（保守年次点
検）

・梯子車40m級1台・救助工作車（クレーン）1台・キャフ
ス積載車両１台の年次点検として製造メーカー等に
委託し保安検査を実施する。

○消防車両及び高能車等【梯子車２台（Ｌ５１・Ｌ５２）、救助工作車１台（Ｒ５５）、化学車１台（Ｃ５６）、
キャフス車５台（Ｔ１８・ＳＴ２５・Ｔ１９・Ｔ１３・ＳＴ２８）】の保守検査等各種整備並びに自主整備点検を
行い、災害時の円滑な運用及び事故防止を図る。
○消防本部配備車両（全車両）の車検及び法定点検の実施。

計画額（千円） 実績額（千円）21,670 24,729

平成30年度
意味・算式等

高能車保安検査（保守年次点
検）

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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

○梯子車保安検査整備（15m級１台）
○救助工作車保安検査整備（クレー
ン）
○キャフス車（Ｔ18）の保安検査整備
○車両年間維持（車検・法定点検・車
両修繕）

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 消防車両、消防職員

事業の目的 消防車両を適正に管理し、災害時の円滑な運用及び事故防止を図る。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○梯子車保安検査整備　40m級１台
○救助工作車保安検査整備（クレー
ン）
○キャフス車（Ｔ１８）の保安検査整備
○車両年間維持（車検・法定点検・車
両修繕）

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 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

該当なし（システム入力調整）

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

実施は妥当であり、継続的な実施が必要である。

・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

指標目標どおり、機器操作訓練から種々の災害を想定した対応訓
練まで、業務上必要となる訓練が実施できた。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

主に勤務時間内で実施することができ、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

高機能消防指令センターを使用して、多種多様な災
害事案に対して、迅速に対応できることを目的とする
訓練。
注：25年度までは、旧緊急情報システムを使用しての
実績値とする。

評価の観点 評価内容

高機能消防指令センターを使
用しての災害想定対応訓練回
数

高機能消防指令センターを使用して、多種多様な災
害事案に対して、迅速に対応できることを目的とする
訓練。
注：25年度までは、旧緊急情報システムを使用しての
実績値とする。

119番等の受信及び各出場指令並びに統制等を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

高機能消防指令センターを使
用しての災害想定対応訓練回
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【現状】

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 指令業務 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要

○119番等緊急通報受信業務の実施
○各出場指令及び統制業務の実施
○各種災害想定対応訓練の実施
○高機能消防指令センター操作訓練
の実施

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30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
○高機能消防指令センター操作訓練

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 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

該当なし（システム入力調整）

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

災害通報に対する該当システムの維持管理は必須である。

・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

軽微なシステム障害はあるが、災害対応に支障をきたす重大な障
害はなかった。

・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

システムの特殊性から、手法については限られるが効率的な事業
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

保守内容の充実強化を図り、システムの維持向上に
務め、システム障害による機能停止を100％回避させ
なければならない。
単年度計画値として、当該指令システムのすべての
機能が停止するような重大なシステム障害の発生件
数「0件」を目標値とする。

評価の観点 評価内容

システム障害による指令セン
ター機能停止の回避

保守内容の充実強化を図り、システムの維持向上に
務め、システム障害による機能停止を100％回避させ
なければならない。
単年度計画値として、当該指令システムのすべての
機能が停止するような重大なシステム障害の発生件
数「0件」を目標値とする。

高機能消防指令センターの機能維持及び保守管理を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）50,862 50,659

平成30年度
意味・算式等

システム障害による指令セン
ター機能停止の回避

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 高機能消防指令センター運用事業 担当部局・課
消防本部

消防署

事業概要

○高機能消防指令センターの保守管
理の実施
○災害時要配慮者情報の適正な運用
管理の実施
○無線機消耗品（電池パック）の更新
の実施
○「Web119」から「NET119」へのシステ
ム切替えの実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 高機能消防指令センター

事業の目的
高機能消防指令センターを維持管理し、災害発生時における119番通報の受信及び指令業務を迅
速的確に行うことにより、市民の生命、身体及び財産を災害等から守る。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○高機能消防指令センターの保守管
理
○災害時要配慮者情報の適正な運用
管理
○無線機消耗品（電池パック）の更新
○「Ｗｅｂ１１９」から「ＮＥＴ１１９」へのシ
ステム切替え

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 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

C

総合
評価 A

イベント時の啓発チラシの配布については、より多くの市民に情報
が伝わるよう、内容や実施回数について検討する必要がある。

・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

施策「緊急事態への対応力の強化」を進めるうえで、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

啓発チラシの配布及び市政だより・ホームページ等での情報発信
により、市民に周知することができたため、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

ホームページや市政だより等で情報発信を行い、市民に周知する
ことで、コストを削減しかつ効率的に業務を遂行できた。

・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

八尾市国民保護計画の改訂

評価の観点 評価内容

計画改訂率 八尾市国民保護計画の改訂

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。

計画額（千円） 実績額（千円）112 0

平成30年度
意味・算式等

計画改訂率

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【現状】

D.市民の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 国民保護計画策定等事業 担当部局・課
危機管理

危機管理課

事業概要

○河内音頭まつりや地域でのイベント
時等において、啓発チラシの配布を実
施
○Jアラート全国一斉情報伝達訓練の
実施（平成30年５月16日、平成30年８
月29日、平成30年11月21日、平成31
年２月20日　計４回 ）

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び防災関係機関

事業の目的
国民保護計画が対象とする武力攻撃事態及び市内での事件など緊急事態に際し、市民の生命、
身体及び財産を保護する。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○緊急事態発生時の被害軽減を図り、
迅速かつ的確な対応がとれるよう、八
尾市国民保護計画について市民及び
関係機関等に対し周知の実施

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 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

市民等との参画及び協働に基づいた事業展開が図れなかった。

・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

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾を実現するため、危機
意識の向上を図る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

緊急事態への対応力の強化・向上を図るため、社会情勢に応じて、
危機管理マニュアルを適宜更新することができた。

・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

有効性を落とさずコスト削減を図るため、同種・同類の事業所管課
と連携し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

各所管で想定される危機事象に対応するマニュアル
更新率

評価の観点 評価内容

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

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、マニュアルの整備・更新を行うとともに、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。

計画額（千円） 実績額（千円）718 229

平成30年度
意味・算式等

危機管理マニュアル更新率

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【現状】

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 危機管理対策事業 担当部局・課
危機管理

危機管理課

事業概要

○危機管理対応方針の改訂
○緊急事態への対応力の強化・向上
を図るため、社会情勢に応じて、危機
管理マニュアルを更新
○誰もが安全で安心して住み続けられ
る八尾をめざして、緊急事態の発生時
に被害が最小限となるよう危機管理体
制を整備
○市政だより、ホームページ等での危
機管理に関する啓発を実施
○市民講演会等の開催
○職員研修の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び市職員

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○危機管理対応方針の改訂
○緊急事態への対応力の強化・向上
を図るため、社会情勢に応じて、危機
管理マニュアルを更新
○誰もが安全で安心して住み続けられ
る八尾をめざして、緊急事態の発生時
に被害が最小限となるよう危機管理体
制を整備し、対応力をより一層強化
○市政だより、ホームページ等での危
機管理に関する啓発
○市民講演会等の開催
○職員研修の実施

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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

計画値 実績値

1 件 280 355

2 ％ 78 72.8

3 回 11 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

地域主催の交通安全教室に参加・支援するなどの市民との協働の
取組みを実施することができた。

高齢者を対象とした交通安全教室開催回数

・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

「交通事故をなくす運動」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
が実施され交通事故件数が減少しているが、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「交通事故をなくす運動」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

評価の観点 評価内容

自転車関連事故件数

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

高齢者交通安全教室開催回
数

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。

計画額（千円） 実績額（千円）9,805 9,788

平成30年度
意味・算式等

自転車関連事故件数

○

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【現状】

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
都市整備部

交通対策課

事業概要

○学校園等での交通安全教室の実施
（高齢者の自転車事故防止を含む）
○効果的な各種交通安全啓発活動の
実施
○効率的な団体への運営費負担

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○学校園等での交通安全教室の実施
（高齢者の自転車事故防止を含む）
○効果的な各種交通安全啓発活動の
実施
○効率的な団体への運営費負担

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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

計画値 実績値

1 人／年 180 103

2 回 11 7

3 件 900 859

4 件 280 355

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

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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・団体等と共に実
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

近鉄八尾駅周辺違法・迷惑駐車防止啓発パトロール
参加延べ人数（用和地区除く）

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
参加延べ人数（用和地区除く）

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

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
政が連携して違法・迷惑駐車防止啓発パトロール活動を行う。

自転車関連事故件数

計画額（千円） 実績額（千円）1,773 1,741

平成30年度
意味・算式等

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

○

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【現状】

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
都市整備部

交通対策課

事業概要

○危険箇所における注意・啓発看板
等の設置
○近鉄八尾駅周辺の違法・迷惑駐車
防止啓発パトロールの実施
○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

重点取り組み 地域別計画

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 交通安全の取り組みを進めながら交通事故の防止を図る。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○危険箇所における注意・啓発看板
等の設置
○近鉄八尾駅周辺の違法・迷惑駐車
防止啓発パトロールの実施
○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30年度
実施内容

活　動　指　標



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

計画値 実績値

1 台 500 441

2 回 1600 1494

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

自転車利用者へのマナーやモラルの向上を目的とした啓発活動に
ついては、市民団体や関係機関と連携し行っている。

・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

放置自転車対策事業については、市民の良好な生活環境を確保
し、街の美観を維持するとともに通行の障がいを除去し、市民生活
の安全を図ることを目指しており妥当である。

・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

放置禁止区域に放置されている自転車に対して啓発及び移動・保
管を行うことにより街の美観の維持、安全な交通空間の確保がさ
れるとともに、自転車利用者のマナー向上に繋がっている。しかし
ながら、放置自転車の台数については、時期や天候、指導員の配
置の有無等により増減が見られる。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

従来より、所有者による引取の無い移動・保管された自転車につ
いては売却を行っており、また、移動・保管料についても平成29年
度に見直しを行っており、適正かつ効率的な事業実施ができてい
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

各駅周辺放置禁止区域内の放置自転車等の台数

評価の観点 評価内容

自転車等放置禁止区域内の
放置自転車台数

各駅周辺放置禁止区域内の放置自転車等の台数

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

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。

計画額（千円） 実績額（千円）60,652 60,412

平成30年度
意味・算式等

自転車等放置禁止区域内の
放置自転車台数

○

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【現状】

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
都市整備部

交通対策課

事業概要

○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

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30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

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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

計画値 実績値

1 ％ 88 90.1

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

自転車駐車場利用者と共に、駅周辺の美観維持に寄与している。

・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

事務事業の実施は妥当であった。
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

指標計画値を達成した。
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

受益者負担を求めており、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

公的自転車駐車場の利用率

評価の観点 評価内容

自転車駐車場利用率 公的自転車駐車場の利用率

市営自転車駐車場（指定管理）及び八尾シティネット(株)が管理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。

計画額（千円） 実績額（千円）50,202 27,183

平成30年度
意味・算式等

自転車駐車場利用率

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【現状】

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 自転車駐車場整備事業 担当部局・課
都市整備部

交通対策課

事業概要

○市営自転車駐車場及びその他の駐
輪施設の利用促進
○近鉄八尾駅周辺路上自転車駐車場
整備実施
○市営自転車駐車場指定管理者選定
委員会の開催

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30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
○近鉄八尾駅周辺路上自転車駐車場
整備実施
○市営自転車駐車場指定管理者選定
委員会の開催

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 7.6 7.5

2 件 1480 1762

3 回 55 55

4 回 25 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

A

総合
評価 A

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

消費者教育講座、出張講座、街頭啓発など啓発活動
の実施回数。
出張講座について、高齢者団体の役員会や小中学
校校長会等でのPRを積極的に行い、市内各地域の
高齢者団体の会合や小中学校等で開催していく。

・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

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
設置が求められている。

・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

消費者問題の多様化や増加に伴い、相談件数が多くなっているが、
充分な相談対応ができている。消費生活相談のあっせん解決率に
ついて、助言や情報提供など、あっせんを要しない相談が多く、あっ
せん解決率が目標には届いていない。

・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

相談員１人が対応する相談件数が多くなっており、また、充分な相
談対応ができている。

・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

消費生活相談総数に対する、あっせん解決に至った
件数の比率。

評価の観点 評価内容

消費生活相談のあっせん解決
率

消費生活相談総数に対する、あっせん解決に至った
件数の比率。

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1530件、H32年度1450件。

啓発活動実施回数

消費生活センターに消費生活相談員を配置し、消費生活相談及び多重債務相談を実施する。ま
た関係団体と連携して消費者相談員を委嘱し、くらし学習館や各地域での消費者相談を実施す
る。
消費者教育講座や出張講座、街頭啓発などの消費者教育・啓発活動を実施する。
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。

出張講座実施回数

指標3啓発活動実施回数のうち、出張講座の実施回
数。
高齢者団体の役員会や小中学校校長会等でのPRを
積極的に行い、市内各地域の高齢者団体の会合や
小中学校等で開催していく。

計画額（千円） 実績額（千円）14,315 12,036

平成30年度
意味・算式等

消費生活相談のあっせん解決
率

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【現状】

D.市民の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 消費生活センター事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要

○相談窓口の広報を実施
○消費者教育講座、出張講座、街頭
啓発等の啓発活動を実施
○消費者団体の定例会において、消
費者問題に関する研修を実施
○消費生活相談員・消費者相談員の
消費生活問題に関する研修会等への
参加を促進

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 相談者（市民）、消費者団体

事業の目的

消費者の消費生活トラブルを解決に導くこと、また多重債務問題を解決し、再び多重債務に陥ら
ないよう導くことで、消費者の救済・保護（権利擁護）を図る。
消費者教育講座等で消費者が消費生活に関する知識や判断力を習得することにより、消費生活
に関する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図る。
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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○消費生活・多重債務相談事業の実
施
○消費者教育講座、出張講座、街頭
啓発等の開催
○消費者団体に対する消費者問題に
関する研修の実施
○消費生活相談員・消費者相談員の
消費生活問題に関する研修会等への
参加の促進

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 12 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

B

総合
評価 A

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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。H26をもって終了したJAS法の権限
移譲分を除いて、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

・製品安全各法（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、液石法）
及び計量法（商品量目、水道・ガス・燃料油・ﾀｸｼｰﾒｰ
ﾀｰ）の立入検査件数。（H27年度より法令改正により
JAS法分については府の権限となった為件数には含
めず）

評価の観点 評価内容

事業所への立入検査件数

・製品安全各法（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、液石法）
及び計量法（商品量目、水道・ガス・燃料油・ﾀｸｼｰﾒｰ
ﾀｰ）の立入検査件数。（H27年度より法令改正により
JAS法分については府の権限となった為件数には含
めず）

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、液石法
それぞれに規定されている製品表示・商品量目等の適正実施に関し事業所へ立入検査を行う。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ほか、食品衛生パトロールを行
う。

計画額（千円） 実績額（千円）57 50

平成30年度
意味・算式等

事業所への立入検査件数

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【現状】

D.市民の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 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

事業概要

○市内のスーパー等の衛生面、値段
等を監視

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 事業所

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。

指標 単位

平成30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

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 台 10 17

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

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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。今後も検査対象の特定計量器を保有す
る事業所の把握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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

特定計量器の定期検査の受検台数（集合検査＋所
在場所検査）。
集合検査は、２年毎（奇数年）に実施。

評価の観点 評価内容

定期検査受検台数
特定計量器の定期検査の受検台数（集合検査＋所
在場所検査）。
集合検査は、２年毎（奇数年）に実施。

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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,543 1,270

平成30年度
意味・算式等

定期検査受検台数

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【現状】

D.市民の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 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

事業概要

○計量法第19条に基づく定期検査等
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の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 一般事業者

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。

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

活　動　指　標



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 8 15

2 件 800 825

3 回 4 3

4 件 3 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

A

総合
評価 A

検索しやすいようにホームページを大幅に変更した。

住月間行事などのイベント回数

・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

国や府における住宅政策も常に変化しており、定期的に情報を収
集する必要がある。

・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

参加者が固定化される傾向にあるため、新規参加者を増やすため
の広報手段を検討し、ホームページの変更を行った。

・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

インターネットを活用する事により効率的。

・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

特定優良賃貸住宅供給計画等の許可・届出件数

評価の観点 評価内容

特定優良賃貸住宅供給計画
等の許可・届出件数

特定優良賃貸住宅供給計画等の許可・届出件数

住月間行事など、各イベントに
おける参加人数

住月間行事など、各イベントにおける参加人数

住月間行事などのイベント回
数

住宅政策の方向性を示すとともに、市民にとって安心・快適な住環境を促進する。
多様化する市民ニーズや住環境の実態を踏まえて、ＮＰＯ等と協働して住まいに関する情報提供・
相談体制の充実を行う。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。

サービス付高齢者向け住宅登
録件数

サービス付高齢者向け住宅登録件数

計画額（千円） 実績額（千円）2,661 2,577

平成30年度
意味・算式等

特定優良賃貸住宅供給計画
等の許可・届出件数

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【現状】 E.行
政の責任と主体性によって、独自に行

う領域【現状】

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】 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 住宅政策推進事業 担当部局・課
建築部

住宅政策課

事業概要

○中核市移行に伴い、サービス付き高
齢者向け住宅の登録及び住宅確保要
配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録
事務を実施
○NPO法人等と協働して住まいに関す
る事業や情報発信を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 在住・在勤市民等

事業の目的

安心で、快適な市民生活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を目的とする。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○住宅マスタープランの進行管理や推
進、事業の実施
○住まいに関する情報の収集発信
○特定優良賃貸住宅や、あんしん賃
貸支援事業の利用案内などの情報発
信
○サービス付き高齢者向け住宅の登
録
○セーフティネット法による住宅確保要
配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録
○ＮＰＯ等と協働での事業の実施
○市制施行70周年記念事業の実施

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 1

評価

妥当性 C

有効性 C

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推
進度

C

総合
評価 C

居住者や市民ニーズについて、市が直接聴取する機会がない。

・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

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

大阪府及び独立行政法人都市再生機構が構成員となっている会議
に出席した。

・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

大阪府や独立行政法人都市再生機構等が管理・整備する公的住
宅に対する要望・協議であり費用は発生しない。

・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

独立行政法人都市再生機構などとの協議

評価の観点 評価内容

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

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

関係団体との協議回数

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【現状】

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 公的住宅の整備促進 担当部局・課
建築部

住宅政策課

事業概要

○福祉的な視点、子育て支援など市の
住宅政策の方向性と連携した取り組み
○建替えや改善等の推進の要請

重点取り組み 地域別計画

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の要望を行う。

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 100 92.9

2 ％ 90 81.3

3 件 500 592

評価

妥当性 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

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。

リサイクル法に基づく届出及び通知件数（変更も含
む）

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

・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

リサイクル法届出については、啓発、パトロールを行い届出を促し
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

最小限の人数で効率的に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

（完了検査済証交付件数／確認通知件数）×１００
前年度に建築確認されたもののうち、当該年度８月
時点において完了検査に合格したものの割合

評価の観点 評価内容

完了検査済証交付率の向上
（完了検査済証交付件数／確認通知件数）×１００
前年度に建築確認されたもののうち、当該年度８月
時点において完了検査に合格したものの割合

特殊建築物等定期報告の報
告率

（報告件数/報告すべき件数）/１００
※特殊建築物等、建築設備、昇降機等の合計
特殊建築物等については、年度によって報告対象と
なる建築物の種別が異なるため、報告率にばらつき
がある。

建設リサイクル法に係る対象
建設工事の届出件数

特定行政庁として、住環境に関する市民の関心の高まりの中で建築基準法に基づく建築確認、許
認可、違反指導等、その他関係する各法令に基づく届出及び通知の受理等の建築指導行政全般
について、市民の理解と協力を得ながら住みよいまちづくりの推進に努めている。

計画額（千円） 実績額（千円）1,521 798

平成30年度
意味・算式等

完了検査済証交付率の向上

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 建築基準法令等に基づく事務 担当部局・課
建築部

審査指導課

事業概要

○建築基準法の規定による建築確認・
許認可業務
○中間検査及び完了検査の受検促進
○建設リサイクル法、大阪府福祉のま
ちづくり条例に基づく届出
○中高層建築物の指導等
○アスベストの分析補助と啓発及び進
行管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 申請者市民等

事業の目的
建築基準法令、その他関係法令等の規定に基づき、安全で良好な建築物等の供給を促すことによ
り、安全で住みよいまちの実現をめざす。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○建築基準法の規定による建築確認・
許認可業務
○建築審査会業務（許認可に際しての
同意など）
○中間検査及び完了検査の受検促進
○建築防災に係る啓発・促進
○違反建築物対策
○定期報告の受理及び制度の周知・
啓発
○建設リサイクル法、大阪府福祉のま
ちづくり条例に基づく届出
○中高層建築物の指導等
○アスベスト対策の啓発・支援及び進
行管理

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 120 318

2 件 60 65

3 件 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

B

総合
評価 A

パンフレット配架やホームページにより啓発を行っている。

・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

法令等に基づく認定等の事務であり、市の関与や役割分担を見直
す必要がない。

・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

認定等の増加に伴い、より良い建築物の供給に寄与している。

・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

最小限の人数で効率的に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

評価の観点 評価内容

長期優良住宅建築等計画の
認定件数

建築物のエネルギー消費性能
の向上に関する法律に基づく
届出件数

都市の低炭素化の促進に関す
る法律に基づく低炭素建築物
新築等計画の認定件数

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定事務、建築物のエネルギー消費性能の向
上に関する法律に基づく認定及び判定等事務、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認
定事務、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定事務等、所管行
政庁の認定等に係る事務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

長期優良住宅建築等計画の
認定件数

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【現状】

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 建築に関する所管行政庁の認定等に係る事務 担当部局・課
建築部

審査指導課

事業概要

○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
○都市の低炭素化の促進に関する法
律に基づく認定

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 申請者市民等

事業の目的
住生活の向上及び環境への負荷の低減、建築物のエネルギー消費性能の向上、都市の低炭素
化の推進、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の推進等
を図る事により、都市の健全な発展や公共の福祉の確保等に資することを目的とする。

指標 単位

平成30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
○都市の低炭素化の促進に関する法
律に基づく認定
○高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律に基づく認定
○建築物のエネルギー消費性能の向
上に関する法律に基づく認定及び判
定等

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 5 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

近隣住民や地域役員等からの情報提供により、空家等の実態把
握、指導を進めており、その経過等も地域と情報共有している。

・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

少子高齢化社会を迎え、空家が増加していくことは必至であり、良
好な地域の住環境を保持するためにも、空家を適正に管理していく
ための施策は必要である。

・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

長期間放置されている空家等については、近隣の住民が空家等の
所有者や管理者の連絡先を知らないケースも多く、行政が法令等
に基づき所有者調査、指導することで管理不良要件が是正されて
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

事業の実施にあたり、国の交付金の活用やモデル事業の採択を
受けるなど、市費の抑制に努めた。

・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

空家等管理台帳に記載され、進行管理している空家
等のうち、管理不良状態が改善された空家等の数

評価の観点 評価内容

管理不良な空き家等改善件数
空家等管理台帳に記載され、進行管理している空家
等のうち、管理不良状態が改善された空家等の数

空き家等の適正管理の啓発を行うとともに、管理不良な状態の空き家等の所有者等に対し、助
言、指導、勧告及び命令に関する事務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）5,719 6,865

平成30年度
意味・算式等

管理不良な空き家等改善件数

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【現状】

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 空家等利活用及び適正管理促進事業 担当部局・課
建築部

住宅政策課

事業概要

○近隣住民等から情報提供を受けた
管理不良状態にある空家等に対する
所有者等への指導、支援の実施
○平成30年度に策定した「八尾市空家
等対策計画」に基づき、13の関係団体
と「八尾市における空家等対策の連携
に関する協定」を締結
○平成31年２月、空家等を「活用・流
通」される取り組みとして、「八尾市空
家バンク」を開設

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 空き家等の所有者等

事業の目的
空き家等の適正な維持管理を強く促し、事故や犯罪、放火等を誘発する要因を除去し、市民の快
適な生活環境の保全を図る。

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○空き家等の適正管理の啓発
○管理不良な空き家等の指導及び支
援
○空家等対策計画の推進
○関係各課の連絡会議の開催運営

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 40

2 件 35 12

3 件 35 9

4 ％ 93 91.5

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

NPO法人と協働し、建築物の所有者に対する説明会の開催やパン
フレットの配布等の啓発を行っている。

耐震改修設計補助件数

・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

地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財
産を保護するため必要である。

・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

耐震補助制度の実施等により民間建築物の耐震化促進を支援し
ているが、耐震診断から改修工事に至っていない物件がある。

・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

既存建築物の耐震性の向上を図るために、国、府、市で補助を
行っている。建築物における耐震性の重要性の周知啓発や促進を
図るための手法として最適である。

・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

耐震診断補助件数

評価の観点 評価内容

耐震診断補助事業 耐震診断補助件数

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

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、建築物の所有者が
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。

特定建築物改修率 （改修及び撤去等件数／特定建築物数）×１００

計画額（千円） 実績額（千円）47,225 26,341

平成30年度
意味・算式等

耐震診断補助事業

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【現状】

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 耐震化促進事業（既存民間建築物） 担当部局・課
建築部

住宅政策課

事業概要

○耐震診断・改修の進行管理
○既存民間建築物の耐震化を促進す
るための啓発手法として、イベント等機
会があるごとに相談窓口を設置
○耐震化に関する説明会
○応急危険度判定士及び判定コー
ディネーターの養成と体制の整備

重点取り組み 地域別計画

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
耐震化を促進することにより、地震による人的被害及び物的な被害の軽減を図り、市民の生命と
財産の保護に資することを目的とする。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○耐震診断・改修の進行管理
○既存民間建築物の耐震化を促進す
るための啓発手法として、イベント等機
会があるごとに相談窓口を設置
○耐震化に関する説明会
○耐震診断が義務化される建築物の
所有者への周知と働きかけ
○応急危険度判定士及び判定コー
ディネーターの養成と体制の整備

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 42 44.4

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

市営住宅の管理等の実施にあたっては、入居者はもとより、市営住
宅の存する地域の信頼を得ることが必要である。指定管理者制度
導入後も、絶えず地域と協働し、又は意見交換を行いながら事業を
進めている。

・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

本事務は市所有の住宅管理について、住宅地区改良法及び公営
住宅法に基づき行う事務であり、必須の事務である。
平成29年度から指定管理者制度を導入し、市との役割分担のもと、
市営住宅の管理運営を行っている。

・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

口座振替については、単年度目標値は達成している。
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

口座振替に係る業務は住宅管理係と指定管理者が役割分担のもと
行っており、手法・執行体制は適正である。手作業が必要な業務で
あるが、指定管理者制度を導入したことにより、コストの削減が図れ
た。今後も更なるコスト削減へ向け、手法の研究・実践を進めていき
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

【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】

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】

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、市営住宅及び附帯設備の日
常的な修繕・維持管理を行う。
また、指定管理者による市営住宅の管理運営を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）221,182 225,156

平成30年度
意味・算式等

家賃口座振替率

○

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【現状】

D.市民の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
建築部

住宅管理課

事業概要

○指定管理者による管理運営の実施
○既存施設の有効活用の検討、実施

重点取り組み 地域別計画

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、良好な住環境を維持する。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○指定管理者による管理運営の実施
○既存施設の有効活用の検討、実施

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 6 14

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。また、国の補助金をできるだけ活用することにより市の負
担の軽減を図っている。

・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

既存の市営住宅維持保全のために改修する棟数

評価の観点 評価内容

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

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。

計画額（千円） 実績額（千円）30,091 50,260

平成30年度
意味・算式等

改修棟数

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【現状】

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
建築部

住宅管理課

事業概要

○駐車場整備工事
○入居募集用空家改修工事
○設備改修工事
○消防設備工事
○電灯設備工事
○屋上防水工事(災害対応)
○設備改修工事(災害対応)
○内外装改修工事
○外構工事

重点取り組み 地域別計画

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適切に行い、安定した居住環境を実現す
る。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○駐車場整備工事
○入居募集用空家改修工事
○設備改修工事
○消防設備工事

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 36.8 37.17

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

住宅まちづくり協議会において住宅の機能更新が検討され、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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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・エレベータ設置による機能更新が
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・エレベータ設置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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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、建物ごとに建替にするか、改善にするか、エレ
ベータを設置するか検討を行っている。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、最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

市営住宅におけるバリアフリー化率

評価の観点 評価内容

バリアフリー化率 市営住宅におけるバリアフリー化率

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。

計画額（千円） 実績額（千円）239,645 145,712

平成30年度
意味・算式等

バリアフリー化率

○

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【現状】

D.市民の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
建築部

住宅管理課

事業概要

○市営住宅機能更新事業計画に基づ
き事業を実施
○安中住宅
・１号館耐震診断及び耐震設計・２号
館耐震診断・８号館耐震診断
・店舗付Ａ耐震診断、耐震及び改修設
計
○西郡住宅
・31号館耐震補強工事・32、34、35号
館耐震診断
・機能更新事業住替え移転用住戸改
修

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市営住宅入居者等

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市営住宅機能更新事業計画に基づ
き事業を実施
○安中住宅
・1号館耐震補強工事・2号館耐震設
計・店舗付A号館耐震診断、改修設
計・8号館耐震診断
○西郡住宅
・29号館EV設置設計・31号館耐震補強
工事・32、34、35号館耐震診断、店舗
付6号館耐震補強工事
・機能更新事業住替え移転用住戸改
修

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 ％ 56 51.9

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

B

総合
評価 A

情報公開に向けて、施設情報の透明性を向上させることができた。

・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

市民が利用する公共施設の不具合の早期発見による維持費低減
のために必要となる事業であった。

・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

検討を重ね、今後公共施設マネジメントに役立てるよう日常点検結
果情報の蓄積を行った。

・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

ＣＡＤデータの管理を最小限の改修で行い、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

八尾市民意識調査において、「公共施設がバリアフ
リーな建物と感じるか。」との問いに「思う」「少し思う」
と回答した市民の割合

評価の観点 評価内容

公共施設が利用しやすいと感
じる市民の割合

八尾市民意識調査において、「公共施設がバリアフ
リーな建物と感じるか。」との問いに「思う」「少し思う」
と回答した市民の割合

施設とその環境について、総合的に企画・管理・活用出来るよう施設整備計画策定支援を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

公共施設が利用しやすいと感
じる市民の割合

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【現状】

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 市有建築物長寿命化計画推進事業 担当部局・課
建築部

公共建築課

事業概要

○FM管理システムの更新、CADデータ
の管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市有公共建築物、施設利用者など

事業の目的 施設を通じて利用者に利便をもたらすサービスを提供し、利用者の満足度の向上を図る。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○予防保全計画策定支援及び計画策
定のための施設情報の管理

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 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

-

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

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

各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

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。

評価の観点 評価内容

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。

公共建築物(市営住宅を除く)に係る整備・改修の設計、施工及び工事監理を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

工事の設計、監理・監督受託
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【現状】

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 公共建築物整備・改修事業 担当部局・課
建築部

公共建築課

事業概要

○亀井地区放課後児童室棟増築に伴
う設計業務
○旧竹渕コミュニティセンター解体に伴
う設計業務
○福万寺町市民運動広場２期地区防
球ﾈｯﾄ整備に伴う設計業務

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 施設利用者

事業の目的
公共建築物としての安全性の確保と施設利用者の快適性や利便性など質的水準の維持・向上を
目的とする。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○公共建築物(市営住宅を除く)に係る
整備・改修の設計、施工及び工事監理

平成30年度
実施内容

活　動　指　標



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 150 118

2 件 120 39

3 件 4 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

情報公開を進め、透明性を一定程度高められた。

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、事務事業の実施は妥当であった。
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

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

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

評価の観点 評価内容

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。

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)

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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)

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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
建築部

公共建築課

事業概要

○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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 施設利用者及び施設管理者

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を確保する。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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30年度
実施内容

活　動　指　標



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 43530 41612

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○各種がん検診の受診率向上に向け
た啓発
○効果的な受診勧奨やＰＲ方法の検
討
○集団検診の実施方法、定員及び回
数、会場の検討
○子宮がん検診の集団方式での実施
の検討
○要精検者への事後フォローと精度管
理
○地域での各種がん検診の実施及び
各種健（検）診とのセット健診の充実

平成30年度
実施内容

○各種健（検）診受診率向上に向けた
啓発
○要精検者への事後フォローと精度管
理
○セット健（検）診の充実

重点取り組み 地域別計画

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）

事業の目的
がんの予防及び早期発見の推進を図ることにより、がんによる死亡率を減少させることを目的とす
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【現状】

D.市民の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 健康増進事業（がん検診） 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
がんの予防及び早期発見の推進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。

計画額（千円） 実績額（千円）235,452 217,419

平成30年度
意味・算式等

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・子
宮がん）の受診者数の合計。
八尾市衛生問題対策審議会の実績値及び計画値
（各種がん検診）の合計を使用。

評価の観点 評価内容

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・子
宮がん）の受診者数の合計。
八尾市衛生問題対策審議会の実績値及び計画値
（各種がん検診）の合計を使用。

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

セット健（検）診の充実や個別検診の拡大により、健（検）診受診者
数が増加した。

・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

事業案内の全戸配布などＰＲに努めた。
検診の個別化、セット健診の充実をはかり、利便性の高い受診の
機会を増やした。

・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

セット健（検）診を行うことで、健（検）診全体の延べ回数が減少し、
職員にとっても効率的な健（検）診の実施ができた。受診者数が増
加したことで検診後のフォローも増加し、追跡業務が増えたことで、
人的体制の効率化を工夫する必要有り。

・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

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。
地域での健（検）診時には、回覧を回すなど地域に啓発の協力をい
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.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 6500 4788

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○健康手帳の活用に向けた啓発、各
種保健事業実施時の配布や関係機関
での配架

平成30年度
実施内容

○各種保健事業実施時や地域でのイ
ベント時に健康手帳活用に向けた啓
発・配架

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 40歳以上の市民

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。

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【現状】

D.市民の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 健康手帳の交付事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
八尾市に居住地を有する40歳以上の者を対象とし、特定健診等の各種健（検）診や、保健指導、健
康相談などを受けた者のうち、必要と認めるものまたは、希望するものに対し、健康手帳を交付し、
健康管理や適切な受療行動を促す。

計画額（千円） 実績額（千円）846 651

平成30年度
意味・算式等

年間交付数
年間交付数
計画値については、衛生問題対策審議会の計画値を
引用

評価の観点 評価内容

年間交付数
年間交付数
計画値については、衛生問題対策審議会の計画値を
引用

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

健康増進法に基づき実施し、希望する方にタイムリーに配付でき
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

前年度より実績は減少した。

・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

国の補助金が終了したため、本当に必要とする人に配付するように
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

満40歳誕生月に送付、各種保健事業実施時や地域でのイベント時
に健康手帳活用に向けた啓発及び、希望者への配付を行ってい
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 16465 18885

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○健康日本21八尾第３期計画及び八
尾市食育推進第２期計画の推進・進捗
管理
○大阪大学大学院医学系研究科等と
の「健康づくり事業の推進に関する協
定」に基づ く調査・分析・研究
○健康都市宣言の実施及び記念式典
の開催

平成30年度
実施内容

○健康教育・健康相談の実施
○健康日本21八尾第３期計画の推進
○健康都市宣言の実施及び記念式典
の開催
○大阪大学との分析の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 市民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現をめざす。

○ ○

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【現状】

D.市民の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
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
健康日本21八尾計画及び八尾市食育推進計画に基づき、市民が主体となった地域ぐるみの健康
づくりを推進するとともに、大学等との連携による本市の健康課題とその課題解決に向けた研究分
析を行う。また、健康都市宣言を策定し、普及・啓発に取り組む。

計画額（千円） 実績額（千円）5,658 5,539

平成30年度
意味・算式等

健康教育参加延べ人数
保健センター保健師が実施した健康教育の数+出張
所等保健師が実施した健康教育の数

評価の観点 評価内容

健康教育参加延べ人数
保健センター保健師が実施した健康教育の数+出張
所等保健師が実施した健康教育の数

・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

健康増進計画に基づき、事業を実施できた。

・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

健康教育の参加者数が大幅に増加し、計画値を達成している。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大阪大学と連携し、効果的・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

健康都市宣言を行い、より市民と協同の健康まちづくりを推進でき
る環境が整った。



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.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 5500 10283

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○地域のつどいの広場での乳幼児相
談･健康教育
○民生委員児童委員主体の子育て支
援広場･各幼稚園･保育所（園）・青少
年会館等からの依頼による乳幼児相
談･健康教育

平成30年度
実施内容

○地域のつどいの広場での乳幼児相
談･健康教育
○民生委員児童委員主体の子育て支
援広場等からの依頼による乳幼児相
談・健康教育

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 母子

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。

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【現状】

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 母子保健地域組織育成事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）14 4

平成30年度
意味・算式等

地区組織支援者数

地域の自主グループやつどいの広場等に支援するこ
とにより、母子の孤立、育児不安の解消をするととも
に、地域の育児力を高めるために支援数の増加をめ
ざす。

評価の観点 評価内容

地区組織支援者数

地域の自主グループやつどいの広場等に支援するこ
とにより、母子の孤立、育児不安の解消をするととも
に、地域の育児力を高めるために支援数の増加をめ
ざす。

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

依頼による実施もあり、市民ニーズは高いと考える。

・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

目標値を達成する実績となった。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施については、他課事業と連携して実施。

・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

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

計画値 実績値

1 千円 300000 268818

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○経過措置期間における老人医療証
交付（更新を含む）及び医療費助成（給
付受付を含む）
○大阪府老人医療費助成事業費補助
金の申請
○福祉医療システムの安定運用のた
めの関係事務
○窓口業務委託関連事務

平成30年度
実施内容

○経過措置期間における老人医療証
交付（更新を含む）及び医療費助成（給
付受付を含む）
○大阪府老人医療費助成事業費補助
金の申請
○福祉医療システムの安定運用のた
めの関係事務
○窓口業務委託関連事務

重点取り組み 地域別計画

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（経過措置対象者）

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。

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【現状】

D.市民の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 老人医療費公費負担事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康保険課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）287,180 261,119

平成30年度
意味・算式等

医療助成費 単年度助成見込額合計

評価の観点 評価内容

医療助成費 単年度助成見込額合計

・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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

診療報酬明細書（レセプト）等の電子化により、事務処理の効率化
及び適正化が推進されている。

・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 回 50 52

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○介護予防普及啓発事業、通所型介
護予防事業（栄養・口腔）の実施

平成30年度
実施内容

○通所型介護予防事業（栄養・口腔）、
地域での介護予防事業（２か所を実
施）

重点取り組み 地域別計画

事業の対象
①第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者、②要介護者及び要支援者を除く第1号
被保険者

事業の目的
被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合
においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目
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【現状】

D.市民の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 地域支援事業【特別会計】 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
介護保険被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態等と
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日常生活を営むことができるよう支援す
ることを目的とし、一次予防事業を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）1,348 740

平成30年度
意味・算式等

介護予防普及啓発事業実施回
数

保健センターが所管する「元気もりもり教室」、地域で
実施する「花みずき」「アトムの会」の実施回数

評価の観点 評価内容

介護予防普及啓発事業実施回
数

保健センターが所管する「元気もりもり教室」、地域で
実施する「花みずき」「アトムの会」の実施回数

・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

専門職を適宜配置したり、地域の協力を得て運営するなど、事業
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

目標値を達成しており、参加者の満足度も高い。

・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

概ね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

地区組織との協同の取り組みを進められている。



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.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 ％ 99.28 99.76

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○保険料徴収事務
○口座振替事務
○納付相談事務
○各種申請受付事務
○マイナンバー（個人番号）制度関連
事務
○窓口業務委託関連事務
○保険料システム事業者選定事務

平成30年度
実施内容

○保険料徴収事務
○口座振替事務
○納付相談事務
○各種申請受付事務
○マイナンバー（個人番号）制度関連
事務
○窓口業務委託関連事務
○保険料システム機器更新関連事務

重点取り組み 地域別計画

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携を密にしながら、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。

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【現状】

D.市民の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 後期高齢者医療事業【特別会計】 担当部局・課
健康まちづくり部

健康保険課（後期高齢特
会）

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。

計画額（千円） 実績額（千円）6,816,689 6,304,071

平成30年度
意味・算式等

保険料徴収率（現年分）
大阪府後期高齢者医療広域連合保険料収納対策実
施計画で示された目標収納率（平成29年度：99.28％）
を指標としている。

評価の観点 評価内容

保険料徴収率（現年分）
大阪府後期高齢者医療広域連合保険料収納対策実
施計画で示された目標収納率（平成29年度：99.28％）
を指標としている。

・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

後期高齢者医療制度は高齢者の医療を確保するために国民全員
で支える制度であり、市民ニーズも高く、大阪府後期高齢者医療広
域連合と綿密な連携のもとで、市が関与し実施した事実は妥当で
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

更なる収納率向上のため、引き続き文書催告時に色付き文書を同
封したり、封筒に開封促進のゴム印の押印等の収納対策や滞納整
理などを実施した結果、今年度も目標以上の実績が達成された。今
後も安定維持した後期高齢者医療制度の運営が必要である。

・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

催告書の色付き電算帳票用紙への印字や催告書への督促状同封
等郵送代の削減に努め、収納率向上にもつながった。また、更なる
組織の体制強化のため、専門的知識及び経験の維持向上が図ら
れる人員配置と人材育成が必要である。

・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

高齢者に対する親切丁寧かつ分かりやすい制度説明を行うために
「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
たが、７５歳年齢到達者向け制度案内文書については内容を検討
が必要がある。



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

計画値 実績値

1 人 2680 2461

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○後発医薬品差額通知事業
○医療費通知事業
○健康診断助成事業（人間ドック助成
事業）
○健康啓発事業
○健康増進事業（健康づくり助成事
業・健康づくり支援事業）
○国保保健指導事業
○糖尿病性腎症重症化予防事業の実
施方法の検討

平成30年度
実施内容

○後発医薬品差額通知事業
○医療費通知事業
○健康診断助成事業（人間ドック助成
事業）
○健康啓発事業
○健康増進事業（健康づくり助成事
業・健康づくり支援事業）
○国保保健指導事業
○糖尿病性腎症重症化予防事業の実
施方法の検討

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 国民健康保険被保険者

事業の目的 被保険者の健康保持と増進により、医療費適正化を図る。

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【現状】

D.市民の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　保健事業事務【特別会計】 担当部局・課
健康まちづくり部

健康保険課（国保特会）

事業概要

医療費適正化の一環として、人間ドック助成を行い病気の早期発見・早期治療につなげる。
適度な運動で生活習慣病を予防する一助となるよう市内運動施設での健康づくり助成を行う。
医療費通知を送付する。
特定診査の結果送付時、高血圧者や高血糖者のパンフレットを同封し未治療者に受療勧奨を行
い、より重症化予防に重点をおいた事業を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）96,631 74,215

平成30年度
意味・算式等

各種保健事業参加者数 人間ドック助成者数

評価の観点 評価内容

各種保健事業参加者数 人間ドック助成者数

・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

人間ドックを受けることで病気の早期発見、重症化予防につなが
り、治療にかかる費用を抑制できる。

・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

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

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

啓発冊子（あんしん読本）やホームページ等を活用し、継続して広
報に努めた。



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 28000 19474

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○資格の届出管理事務
○資格の適正化事務
○休日開庁の実施
○窓口業務委託関連事務
○マイナンバー（個人番号）制度関連
事務
○都道府県化の実施

平成30年度
実施内容

○資格の届出管理事務
○資格の適正化事務
○休日開庁の実施
○窓口業務委託関連事務
○マイナンバー（個人番号）制度関連
事務
○都道府県化の実施

重点取り組み 地域別計画

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【現状】

D.市民の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
健康まちづくり部

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。

計画額（千円） 実績額（千円）8,564 5,320

平成30年度
意味・算式等

資格の取得・喪失者数
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。

評価の観点 評価内容

資格の取得・喪失者数
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。

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

窓口業務委託を継続中であり、市の役割分担は妥当であった。

・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

資格の届出管理、資格の適正化事務について、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

窓口の受付業務については、業務委託を継続しており、前年同様
の効率性を維持できた。

・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

事務手続きの適正化に努め、透明性を高められた。



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

計画値 実績値

1 件 1300000 1021558

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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
○広域化に伴うシステム改修や業務の
見直し　他

平成30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
○広域化に伴うシステム改修や業務の
見直し　他

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 国民健康保険被保険者

事業の目的 被保険者が必要な医療や各種給付を受けられ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【現状】

D.市民の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
健康まちづくり部

健康保険課（国保特会）

事業概要
被保険者が、いつでも・どこでも必要な医療が受けられ、また各種保険給付を受給することができる
国民健康保険制度を運営する。

計画額（千円） 実績額（千円）20,687,145 20,601,402

平成30年度
意味・算式等

一般被保険者に係る療養給付
費の給付件数

過去3年の実績より1,300,000件を計画値とする。（実
績値は事業年報Ｃ表1.医療給付の状況（1）全体の数
値：一般＋退職）

評価の観点 評価内容

一般被保険者に係る療養給付
費の給付件数

過去3年の実績より1,300,000件を計画値とする。（実
績値は事業年報Ｃ表1.医療給付の状況（1）全体の数
値：一般＋退職）

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

被保険者に対し必要な給付を行った。

・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

被保険者が必要な医療、各種給付を受けられるよう国保制度を運
用。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

医療の給付については市民との協働の取り組みにはなじまない。
国保制度の説明を啓発冊子（あんしん読本）、ホームページで行
い、周知広報を実施。



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.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 ％ 92 92.41

2 ％ 20 11.66

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○都道府県化の実施
○所得の適正把握
○収納率の向上
○収納の利便性の向上
○口座振替の推進
○収納対策緊急プランの改訂

平成30年度
実施内容

○都道府県化の推進
○所得の適正把握
○収納対策緊急プランに基づく収納率
向上に向けた収納対策の実施
○収納の利便性の向上
○口座振替の推進

重点取り組み 地域別計画

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、国民健康保険財政の健全
化並びに国民健康保険制度の継続的な運営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【現状】

D.市民の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
健康まちづくり部

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。

計画額（千円） 実績額（千円）99,283 82,722

平成30年度
意味・算式等

収納率の向上（現年度分）
大阪府国民健康保険広域化等支援方針に沿った形
で保険料の目標収納率（現年度分）を「収納対策緊急
プラン」に設定。指標の数値とする。

評価の観点 評価内容

収納率の向上（現年度分）
大阪府国民健康保険広域化等支援方針に沿った形
で保険料の目標収納率（現年度分）を「収納対策緊急
プラン」に設定。指標の数値とする。

収納率の向上（滞納繰越分）
国特別調整交付金事業運営評価表に記載の滞納繰
越分収納率を目標値とする。

・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

国民健康保険制度の安定した運営を行ううえで、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

指標の計画値達成を目指し様々な収納対策を実施するも計画値達
成には至らなかった。滞納世帯の状況や国民健康保険制度を取り
巻く環境等について分析把握したうえで、収納対策緊急プランに基
づく収納対策をより強力に推し進める必要がある。

・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

業務によって効率的に事務事業を進めるための最適な手法を選択
し、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
度周知および情報公開を図った。



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.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 13 13

2 人 5695 6105

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○保健センターと各出張所等の連携に
より「健康日本21八尾第３期計画及び
八尾市食育推進第２期計画」を推進
○阪大等との連携を有効活用し、各出
張所等が健康づくりを推進できるよう
支援
○地区組織や関係機関等の健康づくり
に対する意識の向上
○「あなたのまちの健康相談」や地区
活動を通して、地域の健康課題を把握
し、地域と協力しながら、地域の特性に
あわせた健康づくり活動の推進

平成30年度
実施内容

○保健センターと各出張所等の連携に
より「健康日本21八尾第３期計画及び
八尾市食育推進第２期計画」を推進
○阪大等との連携を有効活用し、各出
張所等が健康づくりを推進できるよう
支援
○地区組織や関係機関等の健康づくり
に対する意識の向上
○「あなたのまちの健康相談」や地区
活動を通して、地域の健康課題を把握
し、地域と協力しながら、地域の特性に
あわせた健康づくり活動の推進

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・本計画を基本に地域の特性にあわせた健康づくりの取り組みを支援する。
・地区組織や関係機関等の健康意識を醸成する。

○ ○

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【現状】

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 地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
各出張所等に保健師を配置し、身近な地域（出張所等）を拠点とした健康づくりの取り組みを支援
する。

計画額（千円） 実績額（千円）4,040 3,603

平成30年度
意味・算式等

地域を担当する健康相談体制
（保健師配置数）

評価の観点 評価内容

地域を担当する健康相談体制
（保健師配置数）

健康相談実施人数（延べ）

各地域（13か所）の計画見込み値を合算
※H26年度実績とH27年度実績見込値により算定。
H30以降は、H28年度実績とH29年度実績見込値によ
り再算定。

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

身近な地域（出張所等）を拠点に市民ニーズ等を把握しながら、地
域の特性に応じた事業を展開できており、本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

指標の計画値を上回る実績であり、充分に達成できており、めざす
暮らしの姿の実現に向け、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

身近な地域（出張所等）を拠点としながら、市民により身近な集会
所等に出向き、健康教育や健康相談等を行うことで、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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に
応じた市民主体の健康コミュニティづくりを推進することができた。
  



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.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 972 1097

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○健康相談、健康教育の実施
○健康情報の発信

平成30年度
実施内容

○健康相談、健康教育の実施
○健康情報の発信

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・地域の特性にあわせた健康づくりを推進する。
・地域住民の健康意識の向上を図る。

○

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【現状】

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 龍華地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 地域の健康課題や特性にあわせて健康づくりの取り組みを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）64 45

平成30年度
意味・算式等

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

評価の観点 評価内容

「あなたのまちの健康相談」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

地域住民のニーズ等を把握しながら、地域の特性に応じた事業を
展開できており、本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

指標の計画値を上回る実績であり、充分に達成できており、めざす
暮らしの姿の実現に向け、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

出張所を拠点としながら、地域住民により身近な集会所等に出向
き、健康教育や健康相談等を行うことで、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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に
応じた地域住民主体の健康コミュニティづくりを推進することができ
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.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 400 368

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○高齢者向け健康講座の実施
○親子向け教室の実施
○健康情報の発信
○健康相談の実施

平成30年度
実施内容

○高齢者向け健康講座の実施
○親子向け教室の実施
○健康情報の発信
○健康相談の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・地域の特性にあわせた健康づくりを推進する。
・地域住民の健康意識の向上を図る。

○

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【現状】

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 久宝寺地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 地域の健康課題や特性にあわせて健康づくりの取り組みを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）86 35

平成30年度
意味・算式等

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

評価の観点 評価内容

「あなたのまちの健康相談」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

地域住民のニーズ等を把握しながら、地域の特性に応じた事業を
展開できており、本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

指標の計画値を9割程度達成できており、めざす暮らしの姿の実現
に向け、概ね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

出張所を拠点としながら、地域住民により身近な集会所等に出向
き、健康教育や健康相談等を行うことで、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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に
応じた地域住民主体の健康コミュニティづくりを推進することができ
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.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 262 269

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

A

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○外国人コミュニティにも開かれた健
康づくりの推進（肺がん検診の実施
等）
○出張型健康相談、健康教育の実施
○地域の資源・情報・活動をつなげる
健康情報の発信

平成30年度
実施内容

○外国人コミュニティにも開かれた健
康づくりの推進（がん検診の実施等）
○出張型健康相談、健康教育の実施
○高齢者の出かける仕掛けづくり

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・地域の特性にあわせた健康づくりを推進する。
・地域住民の健康意識の向上を図る。

○

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【現状】

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 西郡地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 地域の健康課題や特性にあわせて健康づくりの取り組みを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）113 110

平成30年度
意味・算式等

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

評価の観点 評価内容

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

外国人にむけた情報発信 外国人に向けた健康に関する情報の普及啓発回数

・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

地域住民のニーズ等を把握しながら地域の特性に応じた事業を展
開できており、本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

指標の計画値を上回る実績であり、充分に達成できており、めざす
暮らしの姿の実現に向け、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

出張所や人権コミセンを拠点としながら、地域住民により身近な集
会所等に出向き、健康教育や健康相談等を行うことで、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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に
応じた地域住民主体の健康コミュニティづくりを推進することができ
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.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 688 746

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○出張型健康相談（運動講座を含む）
○健康情報の発信
○出張健診がんプラス結果説明会時
に、一般の地域住民を対象とした健康
教育を同時実施

平成30年度
実施内容

○出張型健康相談（運動講座を含む）
○健康情報の発信
○出張健診がんプラス結果説明会時
に、一般の地域住民を対象とした健康
教育を同時実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・地域の特性にあわせた健康づくりを推進する。
・地域住民の健康意識の向上を図る。

○

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【現状】

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 大正地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 地域の健康課題や特性にあわせて健康づくりの取り組みを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）118 85

平成30年度
意味・算式等

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

評価の観点 評価内容

「あなたのまちの健康相談」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

地域住民のニーズを把握しながら、地域の特性に応じた事業を展
開できており、本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

指標の計画値を上回る実績であり、充分に達成できており、めざす
暮らしの姿の実現に向け、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

出張所を拠点としながら、地域住民により身近な集会所等に出向
き、健康教育や健康相談等を行うことで、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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に応
じた地域住民主体の健康コミュニティづくりを推進することができた。



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.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 854 1016

2 回 50 106

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○各種行事やイベント等において健康
相談・健康教育を実施
○啓発事業の実施
○健康情報の発信

平成30年度
実施内容

○各種行事やイベント等において健康
相談・健康教育を実施
○自主グループの活動支援
○階段を活用した健康情報の発信

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・地域の特性にあわせた健康づくりを推進する。
・地域住民の健康意識の向上を図る。

○

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【現状】

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 山本地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 地域の健康課題や特性にあわせて健康づくりの取り組みを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）99 98

平成30年度
意味・算式等

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

評価の観点 評価内容

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

健康教育・健康相談の実施回
数

健康教育・健康相談を実施した回数

・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

地域住民のニーズ等を把握しながら、地域の特徴に応じた事業を
展開できており、本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

指標の計画値を上回る実績であり、充分に達成できており、めざす
暮らしの姿の実現に向け、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

出張所を拠点としながら、地域住民により身近な集会所等に出向
き、健康教育や健康相談を行うことで、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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に
応じた地域住民主体の健康コミュニティづくりを推進することができ
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.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 114 143

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○健康相談・健康教育の実施
○健康情報の発信

平成30年度
実施内容

○健康相談・健康教育の実施
○健康情報の発信

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・地域の特性にあわせた健康づくりを推進する。
・地域住民の健康意識の向上を図る。

○

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【現状】

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 竹渕地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 地域の健康課題や特性にあわせて健康づくりの取り組みを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）59 47

平成30年度
意味・算式等

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

評価の観点 評価内容

「あなたのまちの健康相談」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

地域住民のニーズ等を把握しながら地域の特性に応じた事業を展
開できており、本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

指標の計画値を上回る実績であり、充分に達成できており、めざす
暮らしの姿の実現に向け、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

出張所を拠点としながら、地域住民により身近な集会所等に出向
き、健康教育や健康相談等を行うことで、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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に
応じた地域住民主体の健康コミュニティづくりを推進することができ
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.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 259 288

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○出張型健康相談の実施
○健康講座の実施
○健康情報の発信

平成30年度
実施内容

○地域の会館等を活用した出張型健
康相談の実施
○自主グループの活動支援
○男性向け健康講座の実施
○健康情報の発信

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・地域の特性にあわせた健康づくりを推進する。
・地域住民の健康意識の向上を図る。

○

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【現状】

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 南高安地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 地域の健康課題や特性にあわせて健康づくりの取り組みを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）110 96

平成30年度
意味・算式等

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

評価の観点 評価内容

「あなたのまちの健康相談」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

地域住民のニーズ等を把握しながら、地域の特性に応じた事業を
展開できており、本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

指標の計画値を上回る実績であり、充分に達成できており、めざす
暮らしの姿の実現に向け、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

出張所を拠点としながら、地域住民により身近な集会所等に出向
き、健康教育や健康相談等を行うことで、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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に
応じた地域住民主体の健康コミュニティづくりを推進することができ
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.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 155 109

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○健康相談・健康教育の実施
○健康情報の発信

平成30年度
実施内容

○健康相談・健康教育の実施
○健康情報の発信

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・地域の特性にあわせた健康づくりを推進する。
・地域住民の健康意識の向上を図る。

○

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【現状】

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 高安地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 地域の健康課題や特性にあわせて健康づくりの取り組みを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）97 74

平成30年度
意味・算式等

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

評価の観点 評価内容

「あなたのまちの健康相談」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

地域住民のニーズ等を把握しながら、地域の特性に応じた事業を
展開できており、本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

指標の計画値を概ね達成できており、めざす暮らしの姿の実現に向
け、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

出張所を拠点としながら、地域住民により身近な集会所等に出向
き、健康教育や健康相談を行うことで、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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に応
じた地域住民主体の健康コミュニティづくりを推進することができた。



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.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 535 560

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○健康相談、健康教育の実施
○健康づくりに主体的に取りくむ人材
の発掘、育成
○健康情報の発信

平成30年度
実施内容

○健康相談、健康教育の実施
○健康づくりに主体的に取り組む人材
の発掘、育成
○健康情報の発信

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・地域の特性にあわせた健康づくりを推進する。
・地域住民の健康意識の向上を図る。

○

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【現状】

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 曙川地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 地域の健康課題や特性にあわせて健康づくりの取り組みを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）169 167

平成30年度
意味・算式等

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

評価の観点 評価内容

「あなたのまちの健康相談」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

地域住民のニーズを把握しながら、地域の特性に応じた事業を展
開できており、本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

指標の計画値を上回る実績であり、充分に達成できており、めざす
暮らしの姿の実現に向け、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

出張所を拠点としながら、地域住民により身近な集会所等に出向
き、健康教育や健康相談等を行うことで、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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に応
じた地域住民主体の健康コミュニティづくりを推進することができた。



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.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 463 540

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○健康相談、健康教育の実施
○健康情報の発信
○健康サポーターの活動支援

平成30年度
実施内容

○健康相談、健康教育の実施
○健康情報の発信
○健康サポーターの活動支援

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・地域の特性にあわせた健康づくりを推進する。
・地域住民の健康意識の向上を図る。

○

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【現状】

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 志紀地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 地域の健康課題や特性にあわせて健康づくりの取り組みを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）98 90

平成30年度
意味・算式等

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

評価の観点 評価内容

「あなたのまちの健康相談」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

地域住民のニーズ等を把握しながら、地域の特性に応じた事業を
展開できており、本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

指標の計画値を上回る実績であり、充分に達成できており、めざす
暮らしの姿の実現に向け、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

出張所を拠点としながら、地域住民により身近な集会所等に出向
き、健康教育や健康相談等を行うことで、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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に
応じた地域住民主体の健康コミュニティづくりを推進することができ
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.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 803 723

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○健康相談・健康教育の実施
○健康情報の発信

平成30年度
実施内容

○健康相談・健康教育の実施
○健康情報の発信

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・地域の特性にあわせた健康づくりを推進する。
・地域住民の健康意識の向上を図る。

○

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【現状】

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 本庁周辺・緑ヶ丘地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 地域の健康課題や特性にあわせて健康づくりの取り組みを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）30 6

平成30年度
意味・算式等

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

評価の観点 評価内容

「あなたのまちの健康相談」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

地域住民のニーズ等を把握しながら、地域の特性に応じた事業を
展開できており、本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

指標の計画値を上回る実績であり、充分に達成できており、めざす
暮らしの姿の実現に向け、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

出張所や人権コミセンを拠点としながら、地域住民により身近な集
会所等に出向き、健康教育や健康相談等を行うことで、効果的な事
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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に応
じた地域住民主体の健康コミュニティづくりを推進することができた。



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.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 191 246

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○健康相談・健康教育の実施
○健康情報の発信

平成30年度
実施内容

○健康相談・健康教育の実施
○健康情報の発信

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的
・「健康日本21八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」を推進する。
・地域の特性にあわせた健康づくりを推進する。
・地域住民の健康意識の向上を図る。

○

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【現状】

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 安中地域健康づくり支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 地域の健康課題や特性にあわせて健康づくりの取り組みを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）57 57

平成30年度
意味・算式等

「あなたのまちの健康相談」利
用者数

評価の観点 評価内容

「あなたのまちの健康相談」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

地域住民のニーズ等を把握しながら、地域の特性に応じた事業を
展開できており、本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

指標の計画地を上回る実績であり、充分に達成できており、めざす
暮らしの姿の実現に向け、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

人権コミセンを拠点としながら、地域住民により身近な集会所等に
出向き、健康教育や健康相談等を行うことで、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

地区組織や地域住民、関係機関等と連携・協働し、地域の特性に応
じた地域住民主体の健康コミュニティづくりを推進することができた。



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.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 290 188

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○養成講座、推進員研修の実施
平成30年度
実施内容

○養成講座 12人受講
○推進員研修 延べ 176人受講

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 食生活改善の実践に関心を有する者

事業の目的 地域での実践・普及を進める人材の育成を図る。

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【現状】

D.市民の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 食生活改善推進員養成事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）535 487

平成30年度
意味・算式等

各事業参加延べ人数 養成講座実参加者数＋推進員研修延べ参加者数

評価の観点 評価内容

各事業参加延べ人数 養成講座実参加者数＋推進員研修延べ参加者数

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

食育において必要な事業であり、事業は妥当であった。

・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

参加者が減少しているが、若い世代の方の参加があるなど、食生
活改善推進員としての今後の活動に期待したい。

・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

管理栄養士の配置数の増加により、効果的に育成ができている。

・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

食生活の改善に関心を持つ市民と協同した取り組みを実施できた。



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.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 350 299

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○母子の健康づくりの推進
○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30年度
実施内容

○母子の健康づくりの推進
○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
○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

重点取り組み 地域別計画

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。

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【現状】

D.市民の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 母子栄養管理事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）389 306

平成30年度
意味・算式等

教室受講者数
栄養面の知識の普及のために定員数の参加をめざ
す。

評価の観点 評価内容

教室受講者数
栄養面の知識の普及のために定員数の参加をめざ
す。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、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

集団開催であるが、個別に応じて対応もできており、問題解決が可
能になっている。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

フルコストにおける受益者負担割合は適正であった

・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

次世代育成の視点で実施。市政だよりやホームページ等にて情報
発信を行っている。



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 3000 11156

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○地域での離乳食講習会開催
○地域での食育についての健康教育
の実施

平成30年度
実施内容

○地域での離乳食講習会開催
○地域での食育についての健康教育
の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民（子どもから高齢者のどの層に対しても）

事業の目的
子どもから高齢者まで市民一人ひとりが「食」に関心を持ち、「食」への感謝の気持ちを深めるととも
に、食に関する知識や判断力を身に着け実践することにより、生涯にわたって健康で、豊かな人間
性を育むことができるよう食育を進める。

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【現状】

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 食育推進事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要

八尾市食育推進第２期計画に基づき、「健康寿命の延伸」「健康を支え守る地域社会の実現」に向
けて、市民一人ひとりが日常的に自らの健康づくりや「食育」に積極的に取り組むとともに、その取
り組みを地域や八尾市が総合的かつ継続的に支援していくことをめざし、解決に向けた取り組みを
実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）366 266

平成30年度
意味・算式等

食育健康教育参加数
食育をテーマにした健康教育を増加させ参加人数の
増加を目指す。（出張所保健師の健康教育参加人数
＋当課の食育関係の健康教育参加数）

評価の観点 評価内容

食育健康教育参加数
食育をテーマにした健康教育を増加させ参加人数の
増加を目指す。（出張所保健師の健康教育参加人数
＋当課の食育関係の健康教育参加数）

・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

依頼による事業実施もあり、市民のニーズは高いと考える。

・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

身近な地域において、普及啓発が行えている。

・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

他イベントや事業等と同時開催を行う等、効率的に実施できてい
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

地区回覧やポスター掲示、関係機関への周知など、情報公開を進
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 30025 14011

2 ％ 60 32.24

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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

平成30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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 当年度4月1日時点での加入者のうち、40歳から74歳までの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加が懸念される中、生活習慣病の要因とされるメタボリックシ
ンドロームに着目した特定健診を多くの被保険者が受診するよう取り組みを進め、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【現状】

D.市民の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
健康まちづくり部

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
康診査を健康推進課と連携を図りながら実施する。また、受診勧奨に圧着ハガキを導入し個別の
内容に応じた受診勧奨を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）174,259 149,996

平成30年度
意味・算式等

特定健診受診者数
厚生労働省の特定健康診査等基本方針の市町村国
保の目標値（令和５年度（２０２３年度）までに６０％）
達成に必要な人数

評価の観点 評価内容

特定健診受診者数
厚生労働省の特定健康診査等基本方針の市町村国
保の目標値（令和５年度（２０２３年度）までに６０％）
達成に必要な人数

特定健康診査受診率
厚生労働省の特定健康診査等基本方針の市町村国
保の目標値：令和５年度（２０２３年度）までに６０％

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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だが、健康づくりを所管する健康推
進課に実施委任している。

・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

受診率は微増の状況であり、今後も向上を目指して取り組む。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

イベントでの啓発を含め、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.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 4501 4481

2 人 600 571

3 人 500 124

4 人 2844 2758

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
○各種がん検診との同時実施
○住民健診のがん検診とのセット検診
実施回数の拡大
○健診結果に基づく事後フォロー
○中核市移行に伴う事務委譲による
肝炎ウイルス検査対象者の拡大
○歯科健康診査の対象者の見直し

平成30年度
実施内容

○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
○各種健（検）診との同時実施

重点取り組み 地域別計画

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、歯科健康診査、肝炎ウイルス検診について
は市独自での年齢設定あり）

事業の目的 生活習慣病の予防と疾病の早期発見を目的とする。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 健康増進事業（健康診査等） 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
生活習慣病の予防と疾病の早期発見を目的とし、生活習慣病に関する正しい知識の普及啓発を
行うと共に特定健康診査等、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。

肝炎ウイルス検診
対象者は４０歳以上で同検診を受けたことのない者。
計画値については衛生問題対策審議会の計画値を
引用。

計画額（千円） 実績額（千円）104,613 103,025

平成30年度
意味・算式等

歯科健診受診者数
歯科健康診査受診者数
計画値については衛生問題対策審議会の計画値を
引用。

評価の観点 評価内容

歯科健診受診者数
歯科健康診査受診者数
計画値については衛生問題対策審議会の計画値を
引用。

骨密度検査
骨密度検査受診者数
計画値については衛生問題対策審議会の計画値を
引用（100人×6回＝600）

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5000人と
し約10％受診すると見込む。

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

健康増進法により実施しており、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

医療機関の協力により、肝炎ウィルス検査の受診者数が大幅に増
加し、目標にかなり近づいた。

・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

セット検診にすることで、人的体制の効率化を図ることができた。

・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

出張所等保健師と連携した啓発、地域での健（検）診を行い、地域
との協同の取り組みを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.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 820 602

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

B

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業　健康回復教室の
実施
○家庭療養指導事業の実施
○ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種費用助成事業
の実施

平成30年度
実施内容

○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業　健康回復教室　５
回　延べ55人
○家庭療養指導事業　延べ235件
○インフルエンザ予防接種　312人

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者

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、被認定者に対し、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。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 公害保健福祉事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健予防課

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する。

計画額（千円） 実績額（千円）6,600 3,249

平成30年度
意味・算式等

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

評価の観点 評価内容

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

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

認定患者の健康の回復・保持及び増進を図るために妥当であっ
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、看護師が定数を満たしていないた
め実績値は低いが、健康相談・服薬指導等非常に有効かつニーズ
に応じた事業である。

・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

市の施設等を利用しているため、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

対象者に対して、市政だより・ホームペ－ジ等で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 65 7

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○ぜん息児音楽教室の実施
○ぜん息児デイキャンプの実施

平成30年度
実施内容

○ぜん息児音楽教室　６回
　参加者：未就学児その保護者５組
○ぜん息児デイキャンプ　１回
　参加者：小学生　２人

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 幼児から小６の気管支ぜん息罹患者

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、気管支ぜん息を罹患している幼児・児童の健康回
復、保持及び増進を図るため、音楽教室、デイキャンプ等の機能訓練事業を行う。

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【現状】

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 環境保健事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健予防課

事業概要
気管支ぜん息を罹患している15歳未満の幼児・児童の健康回復・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。

計画額（千円） 実績額（千円）4,118 1,553

平成30年度
意味・算式等

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
加実人数）

評価の観点 評価内容

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
加実人数）

・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

大気汚染の影響による健康被害を予防し、市民の健康の確保を図
る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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業者委託を行う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

対象者に対して、市政だより・ホームページ等で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 130 117

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○講習会の実施
平成30年度
実施内容

○年６回実施 参加者数 延べ117人

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 障がい者（児）のうち希望者

事業の目的 障がい者（児）の歯科疾患を予防し健康増進を図ると共に円滑な歯科受診を促す。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 障がい者（児）歯科予防教室事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
障がい者（児）の円滑な歯科受診を促すとともに、歯科疾患の予防講習やブラッシング指導を行
い、健康増進を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）476 466

平成30年度
意味・算式等

年間延べ利用者数
延べ参加者数
計画値については、衛生問題対策審議会の計画値を
引用。

評価の観点 評価内容

年間延べ利用者数
延べ参加者数
計画値については、衛生問題対策審議会の計画値を
引用。

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

代替の事業が存在せず、市民ニーズが高いため、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

受講者数は、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

歯科医師会等の協力を得て、歯科医師や歯科衛生士に従事してい
ただくなど、効果的な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

歯科医師会等と連携しながら取り組んでいる。



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.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 30 19

評価

妥当性 D

有効性 D

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推
進度

B

総合
評価 D

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○検討結果に基づき、事業のあり方へ
の対応を実施

平成30年度
実施内容

○検討結果に基づき、事業のあり方へ
の対応を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 15歳未満の気管支ぜん息児等

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。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 特定呼吸器疾病予防回復事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,000 376

平成30年度
意味・算式等

支給者延人数
気管支ぜん息等の認定者に回復金を支給する事業で
あるが、ぜん息等での通院や入院が減少し、支給者
数の減少につながればよいと考える。

評価の観点 評価内容

支給者延人数
気管支ぜん息等の認定者に回復金を支給する事業で
あるが、ぜん息等での通院や入院が減少し、支給者
数の減少につながればよいと考える。

・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

市民ニーズを考慮して、事業実施は妥当ではなく、市の関与や負担
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

実績値が毎年減少している

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

新規登録者の減少とともに、申請者数の減少がみられる。

・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

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 10360 2601

2 回 250 1196

評価

妥当性 B

有効性 D

効率性 A

参画と協
働のまち
づくり推
進度

A

総合
評価 C

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○電話・面接等による個別指導及び助
言の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 40歳から64歳までの市民とその家族

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
することを目的とする。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 健康相談事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
健康増進法に基づき、40歳から64歳までの本人とその家族に対し、電話・面接等により、心身の健
康に関する個別の相談を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）190 161

平成30年度
意味・算式等

健康相談実施人数

評価の観点 評価内容

健康相談実施人数

健康相談実施回数

・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

健康増進法による事業であり、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

相談の回数は横ばいであるが、件数が減少している。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

保健師・管理栄養士などの専門職により、効果的・効率的に実施す
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

出張所等保健師と連携しながら、結果説明会における健康相談の
実施など、地域に出向き、地域の方々の協力を得ながら取り組む
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.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 1366 1342

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○認定審査会の開催
○補償給付の実施

平成30年度
実施内容

○認定審査会（委員14人）　開催回数
12回
○審査延件数571件
○補償給付費
　件数　19,196件
　金額　791,871,077円

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者

事業の目的
法に基づき、審査による補償給付を行うことにより、被認定者の迅速かつ公正な保護及び健康の
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【現状】

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 公害健康被害補償事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健予防課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）835,972 817,465

平成30年度
意味・算式等

一人あたり補償費 補償給付費納付金/年度末患者数

評価の観点 評価内容

一人あたり補償費 補償給付費納付金/年度末患者数

・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

「公害健康被害の補償等に関する法律」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

前年度実績値を上回った。

・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

公害診療報酬請求に関する点検事務は、ノウハウを持つ民間業者
に委託し、効果的か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

ホームページを整備し、情報発信に努めた。



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 3900 6295

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○要指導者への訪問の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 40歳以上の市民及びその家族で療養上保健指導が必要であると認められる者

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等の心身機能の低下の防止と健康
の保持増進を図る。また、虐待を予防、あるいは早期発見したり、育児不安の軽減を図る。

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 訪問指導事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要

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等に対して、保健師等が訪問して、
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、これらの者の心身機能の低下の防
止と健康の保持増進を図る。
妊産婦、新生児、未熟児に対して、妊娠、出産又は育児に関し、保健師等が訪問し、必要な保健指
導を行い、育児不安の解消や子どもの健やかな育成を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）115 94

平成30年度
意味・算式等

年間延べ訪問数
年間延べ訪問件数（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等に対する）

評価の観点 評価内容

年間延べ訪問数
年間延べ訪問件数（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等に対する）

・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

市民のニーズに基づいて訪問を実施しているため、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

訪問数は減少しているが、目標指標は達成している。

・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

ニーズのある方へ訪問し、効率的な実施ができている。

・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

関係機関や地域と連携して事業の実施ができている。



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.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 346 209

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○特定保健指導の実施
○未利用者への利用勧奨

平成30年度
実施内容

○特定保健指導の実施
○未利用者への利用勧奨

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 当年度4月1日時点での加入者のうち、40歳から74歳までの国民健康保険被保険者

事業の目的
特定健診によって抽出した該当者に対し生活習慣や食生活の見直しを促すことにより、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【現状】

D.市民の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（特定保健指導事業）【特別会計】 担当部局・課
健康まちづくり部

健康保険課（国保特会）

事業概要
40才以上の被保険者から特定健康診査の結果によりメタボリックシンドローム該当者及び予備群
を抽出し、リスクに応じた特定保健指導を健康推進課と連携を図りながら実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）7,570 5,315

平成30年度
意味・算式等

特定保健指導実施者数
厚生労働省の特定健康診査等基本方針の市町村国
保の目標値（令和５年度（２０２３年度）までに６０％）
達成に必要な人数

評価の観点 評価内容

特定保健指導実施者数
厚生労働省の特定健康診査等基本方針の市町村国
保の目標値（令和５年度（２０２３年度）までに６０％）
達成に必要な人数

・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

保険者に義務付けられた事業だが、健康づくりを所管する健康推
進課に実施委任している。特定保健指導の実施は専門知識のある
事業者に業務委託している。

・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

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

対象者に利用啓発と利用がない場合は勧奨を実施した。啓発冊子
（あんしん読本）で事業の概要を掲載している。



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 16465 18885

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
○健康講座や教室を開催することによ
る健康増進事業の推進
○各種イベント等での生活習慣病予防
等の啓発の実施

平成30年度
実施内容

○保健センター及び地域における健康
教育の実施
○健康講座や教室の開催
○各種イベント等での生活習慣病の啓
発の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 40歳から64歳までの市民及びその家族

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
への意識を高め、健康の保持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

事務事業名 健康教育事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）933 727

平成30年度
意味・算式等

健康教育参加延べ人数 健康教育参加延べ人数

評価の観点 評価内容

健康教育参加延べ人数 健康教育参加延べ人数

・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

健康増進法に基づく事業であり、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

参加者が増加し、目標は達成できている。

・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

事業評価のためのアンケートを随時実施し、常に改善を図ってい
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

出張所等保健師との連携により、市民との協働が進められている。



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.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 1 0

評価

妥当性 A

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○対象者に応じた支援の実施
平成30年度
実施内容

○対象者なし

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 ハンセン病の患者であった市民

事業の目的 ハンセン病患者であった市民の福祉の増進を図る。

市民と行政の
協働の領域

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
健康まちづくり部

健康推進課

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、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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

対象者数 対象者があれば支援する。

評価の観点 評価内容

対象者数 対象者があれば支援する。

・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

国全体の共通した問題であり、支援が必要な対象者を確認すれば
取り組む必要がある。

・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

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

計画値 実績値

1 回 14 14

2 人 67920 66066

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○専用水道、簡易専用水道、小規模貯
水槽水道、特設水道、飲用井戸等に係
る設置者への確認・指導・助言等の実
施

平成30年度
実施内容

○専用水道、簡易専用水道、小規模貯
水槽水道、特設水道、飲用井戸等に係
る設置者への確認・指導・助言等を実
施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市内の専用水道、簡易専用水道、小規模貯水槽水道、特設水道、飲用井戸等

事業の目的
専用水道、簡易専用水道、小規模貯水槽水道、特設水道及び飲用井戸等の適切な設置及び維持
管理に関する指導を行うことにより、市民への安全な給水を実現する。

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【現状】

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 専用水道等の衛生管理業務 担当部局・課
健康まちづくり部

保健衛生課

事業概要

専用水道、簡易専用水道、特設水道が適切に維持管理されるよう、申請・届出について確認・受理
するとともに、必要に応じて改善の指示、給水の停止命令、報告の徴収及び立入検査を行う。ま
た、小規模貯水槽水道及び飲用井戸等の適切な管理について指導するとともに、正しい知識の普
及を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）474 457

平成30年度
意味・算式等

専用水道施設（自己水）検査
回数

専用水道施設（自己水）の立入検査回数
（６施設×２回）＋（２施設×１回）＝１４回

評価の観点 評価内容

専用水道施設（自己水）検査
回数

専用水道施設（自己水）の立入検査回数
（６施設×２回）＋（２施設×１回）＝１４回

専用水道の給水人口 専用水道施設の給水人口

・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

水道法に基づき、専用水道の立入検査を実施することにより、専用
水道設置者である商業施設や医療機関で使用されている飲料水
の安全性を確認することで、市民ニーズに応えている。

・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

専用水道における水質に問題がないことを確認し、市民の安全に
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

専用水道（自己水）に年２回、専用水道（浄水受水）に年１回立入検
査を行っている。また、水
質検査については、藤井寺保健所に依頼しており、効率的な立入
検査を実施できている。

・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

専用水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道等の適正管理及び
各種届出について、ホームページにより市民に周知している。



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.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 600 785

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○ゲートキーパー養成講座の実施
○自殺対策連絡協議会及び「こころと
いのちの相談」体制の充実
○講演会などの普及啓発の拡充
○自殺未遂者相談支援事業の実施
○地域自殺対策計画の策定

平成30年度
実施内容

○ゲートキーパー養成講座の実施
○自殺対策計画審議会及び「こころと
いのちの相談」体制の充実
○講演会などの普及啓発の拡充
○自殺未遂者相談支援事業の実施
○地域自殺対策計画の策定

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内在住・在勤・在籍（在学）の人、その家族・友人、その他関係者

事業の目的
自殺対策基本法の理念に基づき、総合的かつ効果的な自殺対策を推進し、関係機関の相互の連
携や情報の共有を図ることにより、市民が生きがいをもって暮らせる社会の実現をめざす。

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【現状】

D.市民の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 自殺対策推進事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健予防課

事業概要
相談支援事業の充実及び連絡協議会による関係機関の相互の連携や情報の共有を図ることによ
り、総合的かつ効果的な自殺対策を推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）13,102 11,687

平成30年度
意味・算式等

ゲートキーパー養成講座修了
者数（累積）

人材養成事業のゲートキーパー養成講座に参加した
人数（実人数）
目標実施回数が4回、1回に25人の参加として年間100
人を追加して累計した人数を計画値とする。

評価の観点 評価内容

ゲートキーパー養成講座修了
者数（累積）

人材養成事業のゲートキーパー養成講座に参加した
人数（実人数）
目標実施回数が4回、1回に25人の参加として年間100
人を追加して累計した人数を計画値とする。

・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

ゲートキーパー養成講座を実施し、広く市民に自殺や自殺予防に
ついての正しい知識を普及し、理解を深めることができた。

・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

ゲートキーパー養成講座の受講者数を増やし、更なる自殺予防を
推進することができた。

・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

ゲートキーパー養成講座を実施したことにより、自殺危機にある方
に対して適切な対応を図ることができるゲートキーパーを増やし、
効率的に自殺予防を図ることができた。

・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

ゲートキーパー養成講座を実施したことにより、自殺対策の重要性
を広く周知するとともに、市民に対して必要な情報を提供することが
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.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 % 98 97.7

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○予防接種法に基づく定期接種の実
施
○先天性風しん症候群予防を目的とし
た風しん予防接種助成事業の実施（任
意接種）
○広域連携(中河内)

平成30年度
実施内容

○予防接種法に基づく定期接種の実
施
○先天性風しん症候群予防を目的とし
た風しん予防接種助成事業の実施（任
意接種）
○中河内医療圏相互乗り入れ予防接
種事業の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、公衆衛生の見地から予防接種を実
施することにより、市民の健康の保持に寄与する。

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【現状】

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 予防接種事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種関係法令及び八尾市予防
接種実施要領に基づく予防接種事業を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）672,898 659,585

平成30年度
意味・算式等

Ａ類疾病（子どもの定期予防
接種）の接種率

予防接種法に定めるＡ類疾病の予防接種率。ただ
し、乳幼児対象で、積極的勧奨を控えているワクチ
ン、新規追加ワクチン、切り替え途中のワクチンの新
旧については、経過措置期間等が終了し接種率が一
定となるまで除外する。

評価の観点 評価内容

Ａ類疾病（子どもの定期予防
接種）の接種率

予防接種法に定めるＡ類疾病の予防接種率。ただ
し、乳幼児対象で、積極的勧奨を控えているワクチ
ン、新規追加ワクチン、切り替え途中のワクチンの新
旧については、経過措置期間等が終了し接種率が一
定となるまで除外する。

・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

予防接種法に基づき、定期の予防接種を実施した。また、先天性風
しん症候群予防を目的として、風しん予防接種助成事業を実施し
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

予防接種を実施したことにより、感染症の発生の拡大を防止するこ
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

市内医療機関に個別予防接種を委託し、円滑に運営することがで
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、市ホームページ等での広報や個別勧奨通知等によっ
て、予防接種の重要性を広く市民に周知するとともに、接種対象者
に対して接種方法等の必要な情報を提供することができた。



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.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 11000 8159

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○飼犬の登録
○狂犬病予防注射済票の交付
○狂犬病予防集合注射の実施
○広報・啓発の充実

平成30年度
実施内容

○狂犬病予防法に基づき飼犬の登録
を実施
○狂犬病予防注射済票の交付
○狂犬病予防集合注射を実施
○市政だより等での広報・啓発を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 犬の所有者

事業の目的
狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及
び公共の福祉の増進を図る。

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【現状】

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 狂犬病予防事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健衛生課

事業概要 飼犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）3,714 3,401

平成30年度
意味・算式等

接種頭数 注射済頭数

評価の観点 評価内容

接種頭数 注射済頭数

・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

狂犬病予防法の目的である狂犬病の発生予防及び蔓延防止に資
するものとして、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

指標数値には及ばず、平成２９年度実績値より２５頭の減少であっ
たが、達成率は74％と概ね有効といえる。

・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

手数料によって適正に受益者負担が行われ、飼犬登録システムの
利用により効率的な事務が行なわれた。

・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

市政だよりやホームページ等を通じて、広報及び啓発を行ってお
り、一定以上の予防接種率を維持できている。



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.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 回 10 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○感染症予防の普及啓発
○感染症の発生予防及びまん延防止
の対応
○感染症法に基づく医療費助成の受
付及び給付決定、医療費の支払い
○感染症発生動向調査の運営
○感染症診査協議会の運営
○関係機関との連携会議の開催
○結核児童療育助成

平成30年度
実施内容

○感染症予防の普及啓発
○感染症の発生予防及びまん延防止
の対応
○感染症法に基づく医療費助成の受
付及び給付決定、医療費の支払い
○感染症発生動向調査の運営
○感染症診査協議会の運営
○関係機関との連携会議の開催
○結核児童療育助成

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、医療機関、社会福祉施設等

事業の目的 感染症の発生及びまん延を防止することにより、市民の健康の保持に寄与する。

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【現状】

D.市民の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 感染症対策事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健予防課

事業概要
感染症法に基づき、感染症の予防や拡大防止対策に取り組み、感染症の発生を予防し、及びその
まん延の防止を図る。
感染症法に基づく医療費助成制度に基づき、申請受理、診査、給付決定、助成金給付を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）33,285 24,357

平成30年度
意味・算式等

感染症予防の啓発回数

評価の観点 評価内容

感染症予防の啓発回数

・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

感染症法に基づき、各種事務事業を円滑に遂行することができた。
感染症予防の普及啓発については、迅速かつわかりやすく感染症
情報の発信および普及啓発により一層努めていく必要がある。

・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

市民および各種関係機関に対し、感染症予防の普及啓発として健
康教育を実施した結果、指標の目標値を上回る実績値を達成する
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

各種事務事業について、役割分担のもと効率的に業務を遂行する
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

感染症対策研修会に地域拠点職員に参加いただき、その後、地域
拠点職員と連携し、地域での啓発活動が展開できた。



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.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 件 12 12

2 件 267 317

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○病院、診療所、助産所、施術所等の
許可・届出の申請受付及び監視指導
○医療相談窓口の設置
○医療従事者に対する免許に係る各
種申請等の受付及び免許証の交付

平成30年度
実施内容

○病院、診療所、助産所、施術所等の
許可・届出の申請受付及び監視指導
○医療相談窓口の設置
○医療従事者に対する免許に係る各
種申請等の受付及び免許証の交付

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内の病院、診療所、施術所等の開設者、医療従事者

事業の目的
医療法に基づき、医療を受ける者による医療に関する適切な選択の支援や、医療の安全の確保、
病院、診療所及び助産所、施術所等の開設及び管理を通じ、医療を受ける者の利益の保護及び
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、市民の健康の保持に寄与する。

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【現状】

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 医事監視指導等事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健企画課

事業概要
医療法等の関係法令に基づき、病院、診療所、助産所、施術所等の許可・届出の申請受付及び監
視指導、医療相談、医療従事者に対する免許に係る各種申請等の受付及び免許証の交付等の事
務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 3,528

平成30年度
意味・算式等

医療法に基づく病院への立入
検査回数

評価の観点 評価内容

医療法に基づく病院への立入
検査回数

医事事務
病院、診療所、助産所、あん摩マッサージ指圧、は
り、きゅう、柔道整復業務を行う施術所、歯科技工所
に係る申請及び届出処理件数

・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

中核市へ移行後、病院・診療所や助産所、施術所関係の業務を保
健所で行うようになったことにより、各種手続きを身近な保健所で行
えるようになったため、事業者にとって利便性が高まっている。また
現時点では、市の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

市民に最も身近な基礎自治体による医療監視は、その地域におけ
る良質かつ適切な医療の提供につながるものであり、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

常にコスト削減を念頭に、効率的に事務を行っている。特に、情報
収集や担当者の資質向上のための研修会等について、他市と共催
することによりコストを削減した。

・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

大阪府医療機関情報システムを通じ、市民に対して情報公開を進
めている。（府が運営するシステムに、本市も貢献）



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 ％ 40 90.5

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

B

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○人口動態調査
○国民生活基礎調査
○国民健康・栄養調査
○社会保障・人口問題基本調査
○医療施設調査　等の実施

平成30年度
実施内容

○人口動態調査
○国民生活基礎調査
○国民健康・栄養調査
○社会保障・人口問題基本調査
○医療施設調査
○医師・歯科医師・薬剤師調査　等の
実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
国民の衛生状態や健康に影響を及ぼす諸因子の実情を明らかにして、保健衛生の向上に役立て
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【現状】

D.市民の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 各種統計調査事業（保健衛生関係） 担当部局・課
健康まちづくり部

保健企画課

事業概要
統計法や人口動態調査令等の関係法令に基づき、厚生労働省が行う人口動態調査を中心とした
各種保健統計の調査事務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）2,932 793

平成30年度
意味・算式等

国民生活基礎調査回答率
国民生活基礎調査回答率（回答世帯数／対象世帯
数）

評価の観点 評価内容

国民生活基礎調査回答率
国民生活基礎調査回答率（回答世帯数／対象世帯
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

調査結果については、今後の保健衛生行政施策の基礎資料となる
ため、本事務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

交付金の範囲内で実施した。

・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

調査対象となる市民の協力を得て、調査を実施した。



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.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 回 90 126

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○特定給食施設への巡回等による指
導
○栄養改善に係る研修会の実施

平成30年度
実施内容

○特定給食施設への巡回等による指
導
○栄養改善に係る研修会の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 おおむね１回50食以上又は１日100食以上の給食を提供する施設及び市民

事業の目的
健康増進法に基づき特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設に対して施設管理者およ
び給食関係者等に栄養改善の見地から必要な指導を行い、給食内容の向上を図るとともに、喫食
者に対しても給食を通した健康づくりを推進する。

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【現状】

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 栄養改善指導事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健企画課

事業概要
給食開始・変更・廃止等の届出指導、巡回指導などの個別指導及び立入検査等、集団指導、喫食
者等に対する食育の推進等を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）2,264 248

平成30年度
意味・算式等

特定給食施設への指導回数
特定給食施設等への指導回数（病院立入検査、巡回
指導、研修会における施設指導数を含む）

評価の観点 評価内容

特定給食施設への指導回数
特定給食施設等への指導回数（病院立入検査、巡回
指導、研修会における施設指導数を含む）

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

給食施設を利用する市民に対する食環境面の整備のため、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

市内の特定給食施設等に対して指導を行う本事務事業は、市民が
健康的な給食を利用できることにつながるため、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

研修会等について、他市や関係団体と共催で行うことによりコスト
削減を実現した。

・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

研修会等については、大阪府等の関係自治体により広報を行うな
ど、広く周知を図っている。



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.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 回 1 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市保健所管内健康危機管理関
係機関連絡会議の開催
○八尾市保健所災害時医療情報収集
連絡会議及び地域災害医療本部開設
訓練の実施
○八尾市新型インフルエンザ等対策行
動計画に基づく対策の実施

平成30年度
実施内容

○八尾市新型インフルエンザ等対策行
動計画に基づく対策の実施
○災害備蓄物品の整備

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 医療関係機関、団体、地域住民

事業の目的
健康危機事象の発生の未然防止を図るとともに健康危機事象発生時において、公衆衛生上の観
点からの市民の健康、生命の安全の確保を図る。

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【現状】

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 健康危機事象対策事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健企画課

事業概要

新型インフルエンザ等の感染症や、Ｏ－157等による集団食中毒、有害物質等による健康被害や大
規模災害により生じる市民の健康、生命の安全を脅かす事態を健康危機事象として、健康被害の
発生予防、原因調査、拡大防止、医療機関の確保等について、地域の関係機関と連携し、初動体
制の確保や、発生した危機事象に対する適切な対応、市民への啓発など健康危機事象への備えに
取り組む。

計画額（千円） 実績額（千円）1,255 1,198

平成30年度
意味・算式等

八尾市保健所管内健康危機
管理関係機関連絡会議の開
催回数

八尾市保健所管内健康危機管理関係機関連絡会議
の開催回数

評価の観点 評価内容

八尾市保健所管内健康危機
管理関係機関連絡会議の開
催回数

八尾市保健所管内健康危機管理関係機関連絡会議
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

健康危機事象に対して迅速かつ的確に対応するためには、各種訓
練の実施や備蓄物品の整備を行う本事務事業は必要不可欠であ
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

緊急時に迅速かつ的確に対応するためには、日頃からの備えが必
要不可欠であることから、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

物品在庫を整理・把握し、必要なものを必要な分だけ購入するな
ど、無駄が出ないよう整備した。

・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

「八尾市新型インフルエンザ等対策行動計画」に関すること等につ
いて、市ホームページ等で広く情報発信を行った。



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.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 件 1000 1051

2 件 160 71

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○薬局、店舗販売業等の許可・監視指
導
○市民向けお薬講座の実施
○薬物乱用防止普及啓発事業

平成30年度
実施内容

○薬局、店舗販売業等の許可・監視指
導
○市民向けお薬講座の実施
○薬物乱用防止啓発事業
○献血推進啓発事業
○後発医薬品使用促進事業

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 薬局、店舗販売業、高度管理医療機器販売業　等

事業の目的
医薬品、医療機器の品質及び安全性、供給体制の確保並びに適正な調剤状況の確保を図るとと
もに市民への医薬品等の正しい知識の普及を通じ、医薬品等による健康被害の発生を防ぎ、市民
の健康保持と安心安全を確保する。

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【現状】

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 薬事監視指導等事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健企画課

事業概要

医薬品医療機器等法の規定に基づき、医薬品等の適正な供給の確保および適正な調剤がなされ
るよう、薬局、医薬品販売業（店舗販売業）及び医療機器販売等業等に係る許認可等業務及び監
視指導を行う。
毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物販売業、毒物劇物業務上取扱者の登録・届出受付業務
並びに毒物劇物取扱施設に対する監視指導等を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）4,955 1,564

平成30年度
意味・算式等

申請等件数
薬局等及び毒物劇物販売業に係る申請及び届出の
処理件数

評価の観点 評価内容

申請等件数
薬局等及び毒物劇物販売業に係る申請及び届出の
処理件数

監視指導件数

・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

中核市へ移行後、薬局及び店舗販売業等の許可・監視指導業務
を保健所で行うようになったことにより、医薬品等の販売にかかる
各種手続きを身近な保健所で行えるようになり、事業者にとって利
便性が高まっている。また現時点では、市の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

市民に最も身近な基礎自治体が、薬物乱用防止や献血推進、後
発医薬品使用促進といった各種啓発を行うことは、めざす暮らしの
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

常にコスト削減を念頭に効率的に事務を行っている。
情報収集や担当者の資質向上のための研修会等については、他
市等と共催することでコスト削減した。

・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

上述の各種啓発事業は、可能な限り市民との協働で進めた。
また、市政だよりや市ホームページ等で広く情報発信を行った。



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.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 回 6 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○中河内保健医療協議会懇話会（病
床機能・救急・精神疾患）の開催
○中河内圏域脳卒中等地域連携クリ
ティカルパス検討会の開催
○地域職域推進事業（糖尿病予防、た
ばこ対策）の実施
○保健師、管理栄養士等実習生の受
入れ

平成30年度
実施内容

○中河内圏域における医療・病床懇話
会、精神医療懇話会、救急懇話会、病
院連絡会の開催
○中河内圏域脳卒中等地域連携クリ
ティカルパス検討会及び連絡会の開催
○糖尿病重症化予防検討会及び連絡
会の開催
○保健師学生（２大学）、管理栄養士
（１大学・３チーム）、医学生（１大学・21
日間）、留学生（２大学・２日間）の受入
れ

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域の職域、地域の組織・団体、医療機関等

事業の目的
地域の職域、地域の組織・団体、医療機関等との連携により、地域の医療体制等の公衆衛生の充
実を図り、市民の健康保持、増進につなげる。

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【現状】

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 地域保健対策推進事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健企画課

事業概要
地域の職域、地域の組織・団体、医療機関等との連携に向け、関係者が情報の共有化を図り、そ
れぞれが有する保健医療資源の相互活用、また、保健事業の共同実施等を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）1,811 3,238

平成30年度
意味・算式等

中河内保健医療協議会各種
懇話会の開催回数

中河内保健医療協議会各種懇話会の開催回数

評価の観点 評価内容

中河内保健医療協議会各種
懇話会の開催回数

中河内保健医療協議会各種懇話会の開催回数

・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

中河内圏域における懇話会等について、東大阪市保健所及び大阪
府藤井寺保健所と役割分担し、医療提供体制の整備・構築に向け
協力して実施するなど、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

救急懇話会や地域連携クリティカルパス検討会・連絡会の内容に
ついては、精査のうえ関係機関と協議しており、有効性は確認して
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

実施の手法や執行体制については、大阪府や藤井寺保健所、東大
阪市保健所と役割分担のうえ協力しながら実施している。

・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

大阪府地域保健医療推進懇話会設置要綱に基づき、大阪府と委
託契約を締結し実施。懇話会等の議題や会議録等については大阪
府ホームページに掲載するなど情報公開を進め、透明性を高めて
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 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

B

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○庁舎管理に係る各種業務の実施
○施設の維持管理

平成30年度
実施内容

○庁舎管理に係る各種業務の実施
○施設の維持管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 保健所庁舎

事業の目的 保健所庁舎の機能を効率的かつ最大限に発揮する。

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【現状】

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 保健所施設維持管理事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健企画課

事業概要 保健所庁舎内の安全管理と衛生管理を推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）8,146 10,566

平成30年度
意味・算式等

日常点検実施回数
施設の不具合等で保健所業務が停滞しないよう、１日
１回施設点検を実施する。

評価の観点 評価内容

日常点検実施回数
施設の不具合等で保健所業務が停滞しないよう、１日
１回施設点検を実施する。

・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

保健所業務を滞りなく実施するためには、保健所庁舎内の安全管
理と衛生管理を推進する本事務事業は必要不可欠であり、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

保健所庁舎内の安全管理と衛生管理を推進することで、保健所庁
舎の機能を効率的かつ最大限に発揮するとともに、保健所業務を
滞りなく実施できることから、め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

老朽化する施設において、有償補修や保守点検の必要性について
１件１件精査し、必要な箇所にしぼって実施することで、施設管理
にかかるコストを必要最小限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

市民グループが作製した手洗いに関するチラシの庁舎内掲示をは
じめ、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.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 ％ 100 99.2

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○食品営業施設の許可及び立入検査
の実施
○食品の収去検査の実施

平成30年度
実施内容

○食品営業施設の許可及び立入検査
を実施
○食品の収去検査を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 消費者、食品事業者等

事業の目的 食の安全の確保、市民の健康保護。

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【現状】

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 食品衛生監視指導事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健衛生課

事業概要
食品に起因する食中毒の発生や異物混入等の衛生上の危害の発生を防止するとともに、食品衛
生に関する正しい知識の普及啓発を行うことにより、市民の健康を確保する。

計画額（千円） 実績額（千円）2,096 1,473

平成30年度
意味・算式等

収去検査結果適合率
食品等の収去検査結果が規格・衛生規範等に適合し
ている割合

評価の観点 評価内容

収去検査結果適合率
食品等の収去検査結果が規格・衛生規範等に適合し
ている割合

・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

食の安全の確保の目的に適した事務事業であり、計画及び実施結
果も市民の健康保護を図るうえで妥当であった。

・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、指標をほぼ達成し、食の安全の確保を図るうえで、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

手数料によって適正に受益者負担が行われ、八尾市保健所事務関
連システム（対物関連）の利用により、効率的に事務事業の実施を
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

市民からの意見もふまえた事業計画に基づき、食の安全の確保の
取り組みを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.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 ％ 100 69.6

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○生活衛生施設の許可及び立入検査
の実施

平成30年度
実施内容

○生活衛生施設の許可及び立入検査
を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 事業者等

事業の目的 生活衛生行政の推進により、市民生活の安全確保を図る。

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【現状】

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 環境衛生監視指導事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健衛生課

事業概要
旅館、公衆浴場、興行場、理・美容所、クリーニング所、温泉、浄化槽、遊泳場、特定建築物等の生
活衛生施設に関する許可、届出、指導監視及び家庭用品の試買検査、住居衛生に関する相談の
受付などを行う。

計画額（千円） 実績額（千円）1,408 994

平成30年度
意味・算式等

行政検査適合率
公衆浴場及び遊泳場採暖槽、遊泳水槽等、及び家庭
用品ホルムアルデヒド等の行政検査の適合率

評価の観点 評価内容

行政検査適合率
公衆浴場及び遊泳場採暖槽、遊泳水槽等、及び家庭
用品ホルムアルデヒド等の行政検査の適合率

・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

各種法令に基づき、各種施設に立入検査を実施することにより、法
令の遵守状況の確認及び指導を行い、施設の安全性を確認するこ
とで市民ニーズに対応している。

・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

立入検査等に伴う指導により、各種施設が法令上問題なく営業する
ことで、市民の安全・安心に寄与する。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

理・美容所においては約２０％の施設、旅館、公衆浴場、興行場、温
泉、特定建築物等においては全施設の立入検査を実施した。公衆
浴場、遊泳場の水質検査は、藤井寺保健所に依頼しており、効率的
な立入検査を実施できている。

・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

各種法令に基づく手続き関係書類について、ホームページにより市
民に周知している。



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.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 件 300 323

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○収去検査、食中毒及び感染症の検
査の実施（検査実施機関は外部委託）

平成30年度
実施内容

○収去検査、食中毒及び感染症の検
査を実施（検査実施機関は外部委託）

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 事業者等

事業の目的
食品営業施設・生活衛生施設の監視指導にかかる収去検体の検査や食中毒及び感染症の検査を
行うことにより、市民生活の安全確保を図る。

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【現状】

D.市民の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 試験検査事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健衛生課

事業概要

食品衛生監視指導計画に基づく収去検査において、食品中の添加物や微生物検査を実施すること
で、起因する衛生上の被害発生を防止する。
感染症及び食中毒発生時に、関係部局と連携して接触者調査を徹底し、迅速な検査で原因菌等を
特定することでその拡大と蔓延を防止する。
家庭用品、公衆浴場水など環境関連物質の検査を行い、被害発生を防止する。

計画額（千円） 実績額（千円）18,442 14,800

平成30年度
意味・算式等

食品衛生法に基づく収去検査
数

食品衛生法に基づく収去検査数

評価の観点 評価内容

食品衛生法に基づく収去検査
数

食品衛生法に基づく収去検査数

・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

市内で流通する食品等の安全性の確認の目的に適した事業計画
及び結果であって、検査体制（委託）についても、検査精度や効率
性の観点からも妥当であった。

・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

目標指標を達成し、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

高度な技術を伴う検査を外部へ委託することで、効率的に事務事業
の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

食中毒が発生した場合等には、健康危害の拡大及び再発防止を図
る観点から、ホームページで公開した。



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.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 ％ 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○野犬の捕獲及び犬猫の引き取りの
実施
○動物愛護啓発事業の実施
○所有者不明猫に対する不妊・去勢手
術費用の一部助成を実施

平成30年度
実施内容

○野犬の捕獲及び犬猫の引き取りを
実施
○動物愛護啓発事業を実施
○飼い主のいない猫に対する不妊・去
勢手術費用の一部助成を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
動物愛護精神の醸成、並びに動物の適正管理・終生飼養に係る普及啓発を行い、人と動物が共存
できる社会をめざすとともに、周辺生活環境の保全を図る。

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【現状】

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 動物愛護推進事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健衛生課

事業概要
動物愛護法に基づく動物の適正な飼養にかかる啓発、飼えなくなった犬･猫の引き取り等を行う。
動物の適正飼養の普及啓発を図るとともに、所有者不明猫に対し、不妊・去勢手術費用の一部を
助成し、地域、関係団体とともに不幸な命を増やさない取り組みを推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）18,465 18,152

平成30年度
意味・算式等

犬・猫の苦情相談への対応・処
理率

犬及び猫の苦情相談への処理件数／犬及び猫の苦
情相談件数

評価の観点 評価内容

犬・猫の苦情相談への対応・処
理率

犬及び猫の苦情相談への処理件数／犬及び猫の苦
情相談件数

・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

近年、猫などによる環境被害が増えており、当該事務事業の実施
については妥当である。

・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

年間1,728件の相談があり、それら全てについて対応しており目標
値を達成し有効な事業である。

・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

市民や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

「市政だより」や「市ホームページ」・「啓発リーフレット」等を通じて、
事業のPRや情報発信に努めた。



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 件 440 295

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○被爆者援護事業申請受付、進達
○肝炎医療費助成申請受付、進達
○石綿健康被害救済給付申請受付の
実施、進達

平成30年度
実施内容

○被爆者援護事業申請受付、進達の
実施
○肝炎医療費助成申請受付、進達の
実施
○石綿健康被害救済給付申請受付の
実施、進達の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 市民の健康保持。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 地域保健医療等申請受付進達事務 担当部局・課
健康まちづくり部

保健予防課

事業概要
被爆者援護事業申請受付、肝炎医療費助成申請受付、石綿健康被害救済給付申請受付を実施す
る。

計画額（千円） 実績額（千円）0 92

平成30年度
意味・算式等

肝炎医療費助成件数 肝炎医療費助成件数

評価の観点 評価内容

肝炎医療費助成件数 肝炎医療費助成件数

・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

大阪府への進達業務であるが、身近な窓口で受付するのは市民
ニーズに合っている。

・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

肝炎インターフェロン治療医療助成件数が減少したので全体の実
績値が減少したので目指す方向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

医療助成の進達業務なので、受益者負担やコスト節減等の問題は
ないが、当課は指定難病の申請時期が3か月間あるので、受付業
務が増加し、業務量が増加する。

・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

ホームページ等に掲載し、情報公開を進め、透明性を高められた。



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

計画値 実績値

1 件 2800 2814

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○指定難病、特定疾患に係る医療給
付申請受付（府進達事務）
○指定難病患者等に対する訪問・相談
支援事業の実施
○在宅難病患者ケア推進事業の実施

平成30年度
実施内容

○指定難病、特定疾患に係る医療給
付申請受付（府進達事務）
○指定難病患者等に対する訪問・相談
支援事業の実施
○在宅難病患者ケア推進事業の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 指定難病、特定疾患の患者及び家族

事業の目的 難病患者が地域で安心して療養生活を送れる環境が整備される。

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【現状】

D.市民の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 難病対策事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健予防課

事業概要
指定難病と特定疾患の医療費助成の申請の受理事務を行う。支援が必要な難病患者に適切な在
宅療養が行えるよう、関係機関と連携し、個別や集団支援を行う。また、難病患者家族の在宅療養
支援を目的に、地域医療ネットワークの構築を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）4,950 4,814

平成30年度
意味・算式等

指定難病医療受給者証申請受
付件数

指定難病医療受給者証申請の新規、更新、変更等受
付件数

評価の観点 評価内容

指定難病医療受給者証申請受
付件数

指定難病医療受給者証申請の新規、更新、変更等受
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

指定難病は大阪府への医療給付申請の進達業務であり、受付を
身近なところで実施するのは市民ニーズを考慮しての実施である。
また受付業務だけでなく、必要な人に保健師の面接・訪問等の支
援のきっかけになっている。

・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

指標の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

本人の受益者負担はなく、申請受付だけでなく、支援のきかっけと
なるよう保健師の面接を実施するなど効率的に事業を利用できて
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

ホームページ等に周知し、更新者には個別で更新案内等を送付す
るなど広く市民に公表し、透明性を高めている。



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 件 1000 2629

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○精神保健福祉相談の実施
○普及啓発活動の実施
○関係機関研修等の実施

平成30年度
実施内容

○精神保健福祉相談の実施
○普及啓発活動の実施
○関係機関研修等の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
精神障がい者の早期治療の促進、並びに精神障がい者の社会復帰及び自立と社会経済活動へ
の参加の促進を図るとともに、地域住民の精神的健康の保持増進、さらには精神疾患に関する正
しい知識の普及を目的とする。

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【現状】

D.市民の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 精神保健事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健予防課

事業概要
精神疾患、アルコールや薬物依存症等について、相談、知識の普及啓発、研修等による人材育
成、組織の育成支援等の事業を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）4,157 3,767

平成30年度
意味・算式等

精神保健福祉相談延べ件数 精神保健福祉相談述べ件数

評価の観点 評価内容

精神保健福祉相談延べ件数 精神保健福祉相談述べ件数

・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

精神保健福祉相談を実施したことにより、市民の精神疾患に係る治
療の必要性の判断や、医療受診の促進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

精神保健福祉相談を実施したことにより、市民の精神疾患に係る問
題解決に貢献することができた。

・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

精神保健福祉相談を実施したことにより、効率的に市民の精神疾
患に係る問題解決に貢献することができた。

・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

精神保健福祉相談を実施したことにより、精神保健に関する問題や
対応方法等を市民に周知することができた。



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.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 件 280 314

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○医療費助成申請の受付及び給付決
定、医療費の支払いを行う。
○指定医・指定医療機関等の指定、
監督の実施
○小児慢性特定疾病児童や身体障が
い児等の医療的ケアの必要とする児
の相談支援

平成30年度
実施内容

○医療費助成申請の受付及び給付決
定、医療費の支払い
○指定医・指定医療機関等の指定、
監督の実施
○小児慢性特定疾病児童や身体障が
い児等の医療的ケアの必要とする児
の相談支援

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 対象疾患罹患児及び家族

事業の目的
対象疾患児の家族の経済的負担を軽減し家族からの相談に応じ、支援することで児童等の健全
育成及び自立促進を図る。

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【現状】

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 小児慢性特定疾病対策事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健予防課

事業概要

小児慢性特定疾病医療費助成制度に基づき、申請受理、認定審査、給付決定、助成金給付を行
うとともに、小児慢性特定疾病医療費支給の認定を適正に行うため、小児慢性特定疾病審査会の
運営事務を行う。
また、小児慢性特定疾病児童や身体障がい児等の医療的ケアを必要とする児の相談支援を行
う。

計画額（千円） 実績額（千円）93,210 73,732

平成30年度
意味・算式等

医療費助成申請者数 小児慢性特定疾病医療費助成の申請件数

評価の観点 評価内容

医療費助成申請者数 小児慢性特定疾病医療費助成の申請件数

・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

受付を身近なところで実施するのは市民ニーズを考慮しての実施で
ある。また受付業務だけでなく、必要な人に保健師の面接・訪問等
の支援のきっかけになっている。

・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

小児慢性特定疾病の対象疾患が年々増え対象者も増加するが、対
象年齢が１８歳（継続は20歳まで）なので目標にほぼ実績値が近づ
いている。他課の事業に連動して本事業の申請者も変動する傾向
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

今年度は不承認は審査会にかけ4件（1.3％）だったので、実施の手
法や執行体制は有効的であった。ただ、進達業務が多く、窓口対応
が煩雑なので、事務員動員は今後の課題である。

・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

ホームページ等で公開し、情報公開を勧め、透明性は高められてい
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.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 10000 8996

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○医師会・歯科医師会・薬剤師会と連
携し、保健センターにおける急病診療
の実施（市内医療機関の休診日）
○老朽化備品の更新
○レセプト請求システム導入への検討

平成30年度
実施内容

○医師会・歯科医師会・薬剤師会と連
携し、休日急病診療を実施
（内科・小児科診療日数125日 患者数
8,838人 歯科診療日数73日 患者数
158人）
○備品老朽化への対応実施

重点取り組み 地域別計画

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【現状】

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
健康まちづくり部

健康推進課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）99,385 105,081

平成30年度
意味・算式等

患者数 年間のべ患者数

評価の観点 評価内容

患者数 年間のべ患者数

・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

休日等の急病時における医療の提供に貢献した。

・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

診療が必要な患者の受入れは十分に実施された。

・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

医師会・歯科医師会・薬剤師会の協力により効率・適正に事業が実
施された。

・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

市が実施主体ではあるが、医師会・歯科医師会・薬剤師会の事業
協力が不可欠であり、協力を得て事業が実施された。



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.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

B

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○中河内医療圏における二次救急医
療機関の確保
○小児初期救急医療体制の確保

平成30年度
実施内容

○中河内医療圏における二次救急医
療機関の確保
○小児初期救急医療体制の確保

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 救急医療を必要とする患者

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。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 救急医療機関の充実促進 担当部局・課
健康まちづくり部

保健企画課

事業概要 中河内医療圏における二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。

計画額（千円） 実績額（千円）21,328 20,990

平成30年度
意味・算式等

中河内医療圏二次救急診療科
目数

評価の観点 評価内容

中河内医療圏二次救急診療科
目数

・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

誰もが必要な時に必要な医療が受けられる体制を強化し、医療
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

本事業により、中河内医療圏での切れ目ない救急医療体制が確保
できることから、め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

医療圏内の医療資源を有効活用し、３市分担での財政支出による
事業実施は、最適かつ効率的な実施手法である。

・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

医療圏における救急医療体制について、市政だよりや市ホーム
ページ等で広く周知を図った。



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.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 20 20

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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、国及び府に対する要望の継続

平成30年度
実施内容

○民間医療機関における救急告示病
院の増設及び診療科目の拡充促進に
向けた国及び府に対する要望の継続

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 各医療機関

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。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 救急告示病院の充実促進 担当部局・課
健康まちづくり部

保健企画課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

救急告示病院数
中河内医療圏内（東大阪市・八尾市・柏原市）の救急
告示医療機関数

評価の観点 評価内容

救急告示病院数
中河内医療圏内（東大阪市・八尾市・柏原市）の救急
告示医療機関数

・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

休日・夜間等における多様な救急患者に対応できる医療体制を整
備するためには必要な事業であり、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

救急告示病院の増設及び診療科目の拡充促進を図ることは、めざ
す暮らしの姿を実現す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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国及び府への要望等が中心の事業であるため、直接的な費用は発
生しない。また現状、国及び府に継続して要望することが最適な実
施手法である。

・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

地域分権の推進にさらに寄与できるよう、今後も市としてできること
を継続して実施する。



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 4100 4664

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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）による小児救急医
療提供
○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30年度
実施内容

○公立病院として果たすべき役割であ
る、救急・小児・周産期医療を適切に提
供
○地域がん診療連携拠点病院として、
高度医療であるがん診療の更なる充
実
○生活習慣病への取り組みとして循環
器系疾患の治療・検査のより一層の充
実

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 医療を必要とする市民等

事業の目的 市民の健康な生活に寄与する。

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【現状】

D.市民の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 政策医療の推進 担当部局・課
市立病院事務局

企画運営課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

平成30年度
意味・算式等

救急車で搬送され当院で受け
入れた患者数

救急車で搬送され当院で受け入れた患者数

評価の観点 評価内容

救急車で搬送され当院で受け
入れた患者数

救急車で搬送され当院で受け入れた患者数

・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

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、取り組み状況を点
検・評価しながら適切に医療サービスの提供に努めるとともに、断
らない救急の推進等により、計画を上回る救急搬送による患者数
となり、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

ＰＦＩ事業者の支援により、民間のノウハウを活用しながら、不採算
部門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に取り組み状況等を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

計画値 実績値

1 科目 21 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
と次の維持管理・運営事業に向けての
手続き
○急性期機能充実に向けた６階病棟
等の病床再編整備
○病床機能のあり方の検討（結論を得
たものの整備）

平成30年度
実施内容

○安全で良質な医療の一層の推進の
ため、医師の確保等、診療体制の充
実
○公民協働手法であるPFI事業の次期
事業者について、適切かつ円滑な手
続きにより決定し、契約締結
○６階病棟の５床を小児病床から小
児・成人病床に再編整備

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 医療を必要とする市民等

事業の目的 市民の健康な生活に寄与する。

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【現状】

D.市民の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 診療体制の充実 担当部局・課
市立病院事務局

企画運営課

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、診
療科目の充実を図るとともに、医療の質の向上を図るために、新病院開設時に整備した医療機器
の更新や医療水準に応じた医療機器の整備を進める。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

平成30年度
意味・算式等

診療科目 診療科目

評価の観点 評価内容

診療科目 診療科目

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

医療の質の向上を図るために、診療体制の充実が不可欠である。

・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

診療科の充実に引き続き進めて目標を達成するとともに、医師の確
保にも努めた。

・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

ＰＦＩ事業者の支援により、民間のノウハウを活用しながら、診療体
制の充実に努めた。

・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

標榜科とすることで、当院の医療機能を市民に適切に情報提供で
きる。また、ＰＦＩ事業者が主体的に発行した市立病院だより等によ
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 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市災害医療センターとしての機能の
充実
○災害発生時における、市保健所と連
携した医療提供

平成30年度
実施内容

○市災害医療センターとして地震災害
等の不測の事態に備えた、災害資器
材の充実
○大規模災害発生時に、速やかに体
制を整備し、患者の受け入れが行える
よう、即応力を高めるトリアージ訓練を
市保健所職員も参加して実施
○新型インフルエンザに対応した保健
所との合同訓練を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 医療を必要とする市民等

事業の目的 市民の健康な生活に寄与する。

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【現状】

D.市民の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 災害時医療体制の充実 担当部局・課
市立病院事務局

企画運営課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

平成30年度
意味・算式等

災害を想定した訓練の実施 災害発生時における参集及びトリアージ訓練

評価の観点 評価内容

災害を想定した訓練の実施 災害発生時における参集及びトリアージ訓練

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

市災害医療センターとして、大規模災害発生時の対応に向けた取
り組みは必要である。

・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

大規模災害発生時を想定した訓練の積み重ねが大規模災害発生
時の対応力を高めることから、必要な訓練を行った。

・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事業者の支援により、民間の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

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

計画値 実績値

1 部 103000 103000

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○保健センターでの各種事業情報の
提供
○成人・歯科健（検）診や予防接種の
委託医療機関情報の提供
○休日夜間診療医療機関情報の提供
○上記情報の啓発冊子の作成及び、
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30年度
実施内容

○保健事業案内の全戸配布を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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【現状】

D.市民の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 保健センター事業広報の充実事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
係・業務別に作成配布している事業案内（成人保健事業、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。

計画額（千円） 実績額（千円）2,621 2,348

平成30年度
意味・算式等

保健事業案内配布数
保健事業案内により、各種健康診査・予防接種の受
診案内等を行い市民に周知することで受診率の向上
に寄与する

評価の観点 評価内容

保健事業案内配布数
保健事業案内により、各種健康診査・予防接種の受
診案内等を行い市民に周知することで受診率の向上
に寄与する

・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

保健事業案内を全戸配布することで、全市民に対し、保健センター
での事業案内を行い、各種健診受診率の向上、保健事業参加者数
や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

保健事業案内の全戸配布等に伴い、一定保健事業の周知が図ら
れ、各種事業の推進に寄与することができた。

・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

保健事業を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

計画値 実績値

1 ％ 70 75.2

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○紹介率・逆紹介率の向上をめざした
広報活動
○病診薬連携システムの運用
○クリティカルパスの運用
○地域医療支援病院の承認継続
○市立病院公開講座、健康相談、出
前講座の実施
○市保健所が進める医療政策への協
力
○訪問看護師からの依頼による認定
看護師（褥瘡・緩和）の在宅への同行
訪問

平成30年度
実施内容

○地域医療支援病院として、紹介率・
逆紹介率の向上のための取り組み
○八尾市立病院病診薬連携システム
について、ネットワークの整備拡充
○認定看護師による同行訪問看護の
運用開始

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 医師会、歯科医師会、薬剤師会、病院、診療所等

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。

○

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【現状】

D.市民の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

事業概要
当院は公立病院及び地域医療支援病院として、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診薬連携を積極的に推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

平成30年度
意味・算式等

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。

評価の観点 評価内容

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。

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

地域医療支援病院として、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

逆紹介率の数値は下がっているが、地域医療支援病院の基準の
一部改正によるものであり、目標は達成している。

・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

ＰＦＩ事業者の支援により民間のノウハウを活用しながら、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、当院の医療機能を地域の医療機関
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

計画値 実績値

1 ％ 95 73.8

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

A

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
○市民に対するかかりつけ医等の普
及啓発活動の実施

平成30年度
実施内容

○外来診療や寝たきり高齢者等に対
する在宅医療体制の充実に向けた医
師会等関係機関への協力要請の実施
○市民に対するかかりつけ医等の普
及啓発活動の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内各医療機関

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、市民の健康の保持・増進に
資する。

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【現状】

D.市民の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 かかりつけ医等の普及促進 担当部局・課
健康まちづくり部

保健企画課

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。また、市民に対し、かかりつけ医等の必要性について普及啓発を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

かかりつけ医を持っている市民
の割合

市民意識調査

評価の観点 評価内容

かかりつけ医を持っている市民
の割合

市民意識調査

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

誰もが健康に暮らしていく上で、身近なかかりつけ医等の存在は必
要不可欠であり、その普及啓発を行う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

各医療機関の適切な役割分担のもと、市民ニーズに即した医療が
効率的・効果的に提供されるよう、引き続き普及啓発を行っていく。

・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

既存の広報媒体を活用し、効率的に普及啓発を行った。

・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

市政だよりや市ホームページ、保健事業案内に啓発記事を掲載す
るなど、広く市民へ情報発信を行った。



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

計画値 実績値

1 件 1800 1793

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○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実施
○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

重点取り組み 地域別計画

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。

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 訪問看護事業（八尾市訪問看護ステーション） 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）19,024 15,502

平成30年度
意味・算式等

年間訪問サービス提供数 年間訪問サービス提供数

評価の観点 評価内容

年間訪問サービス提供数 年間訪問サービス提供数

・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

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やや減少している。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

利用者の主治医の指示書に基づき、訪問看護を実施するものであ
り、市民との協働の取り組みとしては評価しがたい。



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.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 ％ 40.2 26.1

2 回 2 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○地域福祉計画･地域福祉活動計画
審議会の開催(第３次計画推進・進捗
管理)
○社会福祉審議会の開催

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○地域福祉計画･地域福祉活動計画
審議会の開催(第３次計画推進・進捗
管理)
○社会福祉審議会の開催

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市及び社会福祉協議会等

事業の目的

第３次地域福祉計画・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。
また、社会福祉審議会において、社会福祉全般に関する事項や専門的な視点による審議を行うこ
とを通じて、社会福祉の推進を図る。

地域福祉の推進への満足度

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【現状】

D.市民の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 地域福祉計画推進事業 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

八尾市社会福祉協議会とともに策定した第３次地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定と進行
管理を行い、社会福祉協議会とともに地域福祉を推進する。
また、中核市移行に伴う移譲事務として、社会福祉法第７条に基づき、八尾市社会福祉審議会を
設置し、社会福祉に関する事項を調査審議する。

計画額（千円） 実績額（千円）603 228

平成30年度
意味・算式等

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

市民意識調査における「地域福祉の推進と福祉サー
ビスの提供」についての市民満足度

評価の観点 評価内容

地域福祉の推進への満足度
市民意識調査における「地域福祉の推進と福祉サー
ビスの提供」についての市民満足度

審議会の開催回数
地域福祉計画審議会と社会福祉審議会の開催回数
の合計

計画審議会では、市民や関係団体等の参画を受け、地域福祉の推
進に係る事業等の推進状況を把握することができた。

・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

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

事務事業の指標「地域福祉の推進への満足度」の実績は、計画値
までに届かなかった。また、前回の実績値を若干下回る結果となっ
ているため、引き続き、地域福祉計画の推進を通じ、地域福祉の推
進に努める。

・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

審議会の開催により、効果的な事業評価等を行うことができた。



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.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 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○定期的な審議会を開催し、市民や関
係団体・関係機関からの意見を聴取す
ることで、計画を推進する諸事業に反
映

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○八尾市地域福祉計画審議会を開催
し、市民や関係団体・関係機関からの
意見を聴収し、計画を推進する諸事業
に反映

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 学識経験者、関係機関・団体の代表者及び一般市民等

事業の目的

市の総合計画に掲げる「地域福祉への住民参画の促進」の実現をめざし、地域社会のあらゆる
人々が安心して自立した生活を送るための環境を、地域社会の力を活用しながら創り上げる。
地域福祉計画・地域福祉活動計画審議会を通じて、計画の進捗状況の共有、団体間の連携強化
等を図る。

会議の開催回数

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【現状】

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 地域福祉推進住民協働参画事業 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

八尾市地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、市民が地域福祉活動の受け手であるととも
に、担い手としても活躍していく環境整備を計画的に進めるため、八尾市地域福祉計画・地域福祉
活動計画審議会を開催し、市民委員や関係団体等からの意見を聴収し、計画の推進に反映させ
る。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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

地域福祉計画審議会の開催数

評価の観点 評価内容

会議の開催回数 地域福祉計画審議会の開催数

市民や関係団体等の参画を受け、広く意見聴収を行った。

・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

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

審議会を開催し、計画の推進及び関連する取り組みの進捗状況を
把握し、今後の推進につなげた。

・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

審議会の開催により、地域で活動する団体や市民委員より効果的
に意見聴収ができた。



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.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 32000 27735

2 ％ 80 84.5

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○指定管理者による管理運営

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○指定管理者による管理運営

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 共同浴場の利用者

事業の目的 住民の健康の維持・増進及び交流・ふれあいを図る。

共同浴場錦温泉利用者数

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【現状】

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 市立共同浴場管理運営事業 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

市立共同浴場錦温泉の維持管理、補修及び事業運営を行う

計画額（千円） 実績額（千円）11,572 13,591

平成30年度
意味・算式等

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

市営住宅の浴室の整備状況等により、入浴者数の減
少が予想されるが、入浴者数の維持を目標指数とし
ている。

評価の観点 評価内容

共同浴場錦温泉利用者数
市営住宅の浴室の整備状況等により、入浴者数の減
少が予想されるが、入浴者数の維持を目標指数とし
ている。

利用者アンケート（設備などに
ついて）の満足度

市実施による利用者アンケートの項目「設備などにつ
いて」の「とても満足」･「満足」の回答率

実績報告及びモニタリングレポートを公開し、情報公開に進めてい
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

現在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

長期にわたる休業はしていないが、指標の目標値を達成できてい
ない。利用者数が減少しているため分析が必要。

・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

指定管理者で可能な範囲でコスト削減出来ている。



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 団体 10 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

A

総合
評価 A

指標 単位

平成30年度
計画内容

○地域福祉推進基金事業助成金活用
団体助成金事業の実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○地域福祉推進基金事業助成金の交
付

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
地域福祉推進のための、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。

地域福祉推進基金事業助成団
体数

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【現状】

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 地域福祉推進基金活用事業 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

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提案を募集
し、活動に対して助成することで、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。

計画額（千円） 実績額（千円）6,108 1,679

平成30年度
意味・算式等

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

地域福祉推進基金事業助成団体数（助成確定団体
数）

評価の観点 評価内容

地域福祉推進基金事業助成団
体数

地域福祉推進基金事業助成団体数（助成確定団体
数）

市民がより利用しやすいものへ再編したことと、広域広報により、市
民活動の促進に努めた。

・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

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

助成事業団体数は目標に届かず、前年度と同実績であったが、広
報手段を広げ、事業の周知を図った。

・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

助成金交付要綱に基づき適正に支出し、効率的に実施した。



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.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 600 512

2 回 6 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

B

総合
評価 A

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市遺族会活動に対する支援

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○遺族会事務の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 戦没者遺族

事業の目的 八尾市遺族会活動に対する協力を行う。

遺族会会員世帯数

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【現状】

D.市民の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 遺族会事務（団体事務局） 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

遺族会庶務事務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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

実績値は当該年度3月末現在の数。
平成27年度の世帯数を維持するような目標とする

評価の観点 評価内容

遺族会会員世帯数
実績値は当該年度3月末現在の数。
平成27年度の世帯数を維持するような目標とする

支援対象のイベント等の回数
・役員会（4月、9月）・総会（5月）・高野山（6月）・初理
事会（1月）・女性部会（3月）

会員に対する必要な情報提供に努めた。

・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

市の関与の維持、適切な役割分担などは妥当である。

・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

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。



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 ％ 100 95.9

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○推薦会の開催
○社会福祉審議会（民生委員審査専
門分科会）の開催
○中核市移行に伴う権限移譲事務の
実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○推薦会を５回開催
○社会福祉審議会（民生委員審査専
門分科会）を１回開催
○中核市移行に伴う権限移譲事務の
実施
○補助金の交付

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 民生委員推薦委員ならびに民生委員児童委員・主任児童委員及び民生委員児童委員協議会

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。
民生委員等の活動を支援することにより、住民福祉の向上が実現される。

民生委員児童委員等の充足率

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【現状】

D.市民の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 民生委員・児童委員事務 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

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。
委嘱に伴う必要物品の配布や、民生委員児童委員の研修を行う。
八尾市では八尾市民生委員児童委員協議会が設置されており、その活動も支援する。

計画額（千円） 実績額（千円）28,672 26,472

平成30年度
意味・算式等

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

当該年度の３月末時点での民生委員児童委員委嘱
者の現数/定数

評価の観点 評価内容

民生委員児童委員等の充足率
当該年度の３月末時点での民生委員児童委員委嘱
者の現数/定数

推薦会は非公開。地域で活躍される民生委員児童委員を推薦し、
地域福祉の推進に寄与した。

・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

３地区の地区委員会に当課職員が出席しているものの、他の地区
では出張所職員が出席していたり、職員が出席していない地区もあ
るなど、役割分担が不明確である。

・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５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

推薦会自体は必要なものであるが、１５分～３０分程で終了する場
合もあり、形骸化しているといえる。民生委員児童委員の欠員補充
を細かく対応することは必要であるが、推薦者が見つかる度に委員
を参集し、細かく推薦会を開催すればコストが増大する。



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 30 36

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

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○補助金交付（・八尾市社会福祉協議
会運営費補助金・八尾市小地域ネット
ワーク活動推進事業補助金・八尾市日
常生活自立支援事業補助金・八尾市
ボランティア活動振興事業補助金・八
尾市社会福祉関係団体育成事業補助
金・八尾市社会福祉関係団体事務局
事業補助金）
○公私連携幼保連携型認定こども園
の整備・運営への支援

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○（社）八尾市社会福祉協議会運営補
助金の交付
○八尾市小地域ネットワーク活動推進
事業補助金の交付
○八尾市地域福祉権利擁護事業補助
金の交付
○八尾市日常生活自立支援事業推進
補助金の交付
○八尾市社会福祉関係団体育成事業
補助金の交付
○八尾市ボランティア活動振興補助金
の交付
○八尾市社会福祉関係団体事務局事
業補助金の交付

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市社会福祉協議会

事業の目的 社協が自主事業等の展開を図ること。

社会福祉協議会との会議数

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【現状】

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 社会福祉協議会との連携強化 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

地域福祉の推進を図るためには、共助の中心的な担い手である社会福祉協議会と連携を深めるこ
とが重要であり、小地域ネットワーク等の地域福祉活動に対して、市は社会福祉協議会と一体と
なって支援の取り組みを進めていく。

計画額（千円） 実績額（千円）159,368 152,937

平成30年度
意味・算式等

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

地域福祉政策課職員と社会福祉協議会職員との打
合せ、会議、協議等。

評価の観点 評価内容

社会福祉協議会との会議数
地域福祉政策課職員と社会福祉協議会職員との打
合せ、会議、協議等。

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。

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

少子高齢化が進む中でますます必要となる地域福祉の推進のため
に社会福祉協議会の充実強化は必要である。

・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

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。



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 12 12

2 人 52900 60831

3 人 60200 52277

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○小地域ネットワーク活動推進事業補
助金の交付

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○小地域ネットワーク活動推進事業補
助金の交付

重点取り組み 地域別計画

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。

社会福祉協議会とのケース会
議開催回数

○

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【現状】

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
地域福祉部

地域福祉政策課

小地域ネットワーク活動の個
別援助活動対象者数

社会福祉協議会に対して、その構成団体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。

計画額（千円） 実績額（千円）18,771 19,665

平成30年度
意味・算式等

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

社会福祉協議会とのケース会
議開催回数

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
※参加者分類が複数にかかる場合（例：高齢者でか
つ障がい者の方）は、それぞれでカウント。
※参加者には、ボランティア・協力員数は含まず。

昭和30年代から地域に順次設立され、平成10年に小地域ネット
ワーク活動として制度化されるまでに、各地域の福祉課題に沿った
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。

※参加者分類が複数にかかる場合（例：高齢者でか
つ障がい者の方）は、それぞれでカウント。
※参加者には、ボランティア・協力員数は含まず。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

地域ではまちづくり協議会の取り組みと合わせて、より地域福祉の
推進が図られている

・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

ｺﾐｭﾆﾃｨﾜｰｶｰの活動実績や成果が見えづらく評価が困難である。補
助金の使用用途など精査を行う必要もある。



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

計画値 実績値

1 人 1900 1856

2 人 2050 1885

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○ボランティア活動振興補助金の交付

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○ボランティア活動振興補助金の交付

重点取り組み 地域別計画

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。

ボランティア講座参加者人数
（延べ人数）

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【現状】

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

地域福祉部

地域福祉政策課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）2,581 2,376

平成30年度
意味・算式等

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

ボランティアお試し講座のべ人数＋ボランティア体験
プログラム延べ人数＋精神保健福祉ボランティア講
座のべ人数＋傾聴ボランティア講座のべ人数＋ボラ
ンティア活動展のべ人数

評価の観点 評価内容

ボランティア講座参加者人数
（延べ人数）

ボランティアお試し講座のべ人数＋ボランティア体験
プログラム延べ人数＋精神保健福祉ボランティア講
座のべ人数＋傾聴ボランティア講座のべ人数＋ボラ
ンティア活動展のべ人数

地域の福祉活動に関わってい
る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

様々な活動を目的としたボランティア団体が登録されることにより、
市民活動の選択肢が広がった。

・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

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付けるボランティア
センター事業は地域福祉推進に必要である。

・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

目標には達成できなかったが、概ね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八尾市社会福祉協議会に
対して助成を行うことでボランティア育成に対応できるため最適であ
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

計画値 実績値

1 人 30 38

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○福祉人材確保・定着のための研修
会等の実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○市内の社会福祉法人との共催で、
福祉人材確保のための講座を開催

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 有資格者、福祉に関心のある市民ほか

事業の目的
官民協働により、不足するさまざまな福祉人材の安定的な確保・育成についての支援を行うこと
は、地域福祉推進を活性化させ、本市の地域力・福祉力の向上につながる。

福祉人材確保のための研修受
講者数

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【現状】

D.市民の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 福祉人材養成事業 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

社会福祉施設及び地域の担い手の人材不足解消に向け、有資格者はもとより、一般のボランティ
ア等にも福祉への興味や関心度に応じた支援を行うことで人材を掘りおこし、福祉現場や地域の
ニーズにつながるよう取り組む。

計画額（千円） 実績額（千円）472 105

平成30年度
意味・算式等

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

研修受講者数

評価の観点 評価内容

福祉人材確保のための研修受
講者数

研修受講者数

特になし

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

市内の社会福祉法人との共催を、明確な役割分担の中で実施でき
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

目標を上回る実績となった。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市内の社会福祉法人との共催としたことで、大幅なコスト削減を実
現できた。



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.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 280 191

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○相談事業の再編

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○福祉生活相談支援事業の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 要援護者及び市民

事業の目的
地域拠点と連携しながら、生活困窮者をはじめ、地域生活に困難を抱える人・世帯に寄り添い支え
る相談支援体制の充実を図る。

相談実件数

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【現状】

D.市民の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 在宅福祉ネットワークの推進及び拠点事業 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

生活困窮者をはじめとする地域で福祉的課題を抱える人や世帯への相談事業として、「(仮)福祉生
活相談支援事業」を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）39,515 33,808

平成30年度
意味・算式等

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

H27から新たに指標設定。
H30に相談事業を再編、配置箇所数を3箇所から6箇
所へ

評価の観点 評価内容

相談実件数
H27から新たに指標設定。
H30に相談事業を再編、配置箇所数を3箇所から6箇
所へ

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。

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

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

指標である実相談件数の実績が目標値へ大きく届いていないた
め、事業周知を図るとともに、相談支援員の相談援助技術の向上
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

他の相談事業も含め、再編をしたところである。引き続き、地域事情
に精通し、相談支援ノウハウを保有する団体へ委託し、事業を行っ
ていく。



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.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 ％ 65 49.5

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○指定管理者による維持管理
○次期指定管理者の選定

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○指定管理者による管理運営
○次期指定管理者の選定

重点取り組み 地域別計画

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、耐久性の向上及びセンター事業の効率的効果的運営
を図る。

利用者アンケート（センターに
おいて利用されてる設備や
サービスについて）の満足度

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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
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

地域福祉部

地域福祉政策課

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、補修及び事業運営を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）40,732 45,531

平成30年度
意味・算式等

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

市実施による利用者アンケートの項目「センターにお
いて利用されている設備やサービスの内容について」
の回答、とても満足の回答率＋満足の回答率

評価の観点 評価内容

利用者アンケート（センターに
おいて利用されてる設備や
サービスについて）の満足度

市実施による利用者アンケートの項目「センターにお
いて利用されている設備やサービスの内容について」
の回答、とても満足の回答率＋満足の回答率

実績報告書及びモニタリングレポートを公開しており、情報公開に
取り組んでいる。

・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

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

利用者の満足度が目標に届かなかった。

・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

光熱水費はできる限りの節約を行っている。修繕も必要な修繕を精
査したうえで行っておりこれ以上削減することは困難。



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 ％ 70 45.6

2 人 120000 128764

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○指定管理者による管理運営
○現指定管理期間終了後の運営方法
の検討

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○指定管理者による管理運営
○次期指定管理者の選定

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市立社会福祉会館利用者

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。

利用者アンケート（社会福祉会
館の設備とサービスについて）
の満足者率

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【現状】

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 社会福祉会館管理運営業務 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

八尾市立社会福祉会館の維持管理、補修及び会館での事業運営を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）42,322 44,065

平成30年度
意味・算式等

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

市実施による利用者アンケート項目「社会福祉会館
の設備とサービスについて」の回答、とても満足の回
答率＋満足の回答率

評価の観点 評価内容

利用者アンケート（社会福祉会
館の設備とサービスについて）
の満足者率

市実施による利用者アンケート項目「社会福祉会館
の設備とサービスについて」の回答、とても満足の回
答率＋満足の回答率

施設利用者数 社会福祉会館１～３階の年間延べ施設利用者数

事業報告及びモニタリングレポートを公開し、情報公開を進めてい
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

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

設備等の老朽化もあり、目標には届かなかった。

・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

施設の老朽化もあり修繕費は増加したが、光熱水費はＥＳＣＯ事業
により削減できている。



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.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 ％ 100 98.005

2 ％ 100 100

3 人 100 72

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○特別給付金、特別弔慰金の支給
○戦没者追悼式の実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○戦没者等及び戦傷病者等の妻に対
する特別給付金関係事業の実施
○戦没者等の遺族に対する特別弔慰
金関係事業の実施
○戦没者追悼式の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 戦傷病者戦没者の遺族

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。

特別弔慰金申請者に対する国
債発給済み率

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【現状】

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 戦傷病者、戦没者遺族等の援護事務 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

戦没者追悼式の参加人数

特別給付金、特別弔慰金の受付、国債の交付事務を行う。
戦没者追悼式を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）567 539

平成30年度
意味・算式等

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

国債受取済み数／申請者数
27年度からは第10回特別弔慰金

評価の観点 評価内容

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
27年度からは第10回特別弔慰金

戦没者の妻に対する特別給付
金の国債発給済み率

国債受取済み数／申請者数（第27回）

特になし。

遺族＋来賓の数。

・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

戦没者等の遺族に対する援護事務として、種々の業務を執行し
た。
特に、法定受託事務である特別給付金や特別弔慰金については、
市民の窓口として適切な事業の実施に努めた。

・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

戦没者追悼式については、実績値の伸びがあった。

・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

効率的な事務の実施に努めた。



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.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 8 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○福祉有償運送協議会への参加
○福祉有償運送利用希望者への情報
提供

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○福祉有償運送協議会への参加
○市政だよりに記事を掲載し利用希望
者への情報提供を実施

重点取り組み 地域別計画

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。

八尾市からの登録団体数

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【現状】

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
地域福祉部

地域福祉政策課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）41 11

平成30年度
意味・算式等

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

福祉有償運送八尾市登録団体

評価の観点 評価内容

八尾市からの登録団体数 福祉有償運送八尾市登録団体

特になし

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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については適切に実施できた。今後も登録業
者の増加に努める。

・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

市政だよりに記事を掲載し利用希望者への情報提供を実施すると
ともに、事業者に対しても広報を実施した。

・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

効率的に実施することができた。



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.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 30 23

2 件 2 5

3 人 3 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市民後見人の後見業務の支援
○市民後見人養成講座の実施支援
○市社協法人後見実施などの権利擁
護推進事業実施への支援

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○市民後見人の後見業務の支援
○市民後見人養成講座実施への支援
○市社協法人後見実施などの権利擁
護推進事業実施への支援

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者

事業の目的
福祉課題を抱える要援護者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために必要な成年後見制度
をはじめとした権利擁護に関する諸サービスが円滑に利用できるしくみづくりを行う。

市民後見人バンク登録者数

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【現状】

D.市民の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 権利擁護推進事業 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

市民後見人受任件数

成年後見制度をはじめとした権利擁護事業の推進を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）2,157 1,850

平成30年度
意味・算式等

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

市民後見人養成講座を終了し、市民後見人登録をし
ている人数(各年度末時点)

評価の観点 評価内容

市民後見人バンク登録者数
市民後見人養成講座を終了し、市民後見人登録をし
ている人数(各年度末時点)

法人後見実施数 八尾市社会福祉協議会の法人後見受任件数

受任件数を増やすことで、身近な市民の立場で活躍する市民後見
人の活動を推進することができた。

バンク登録者の後見受任件数

・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

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

市民後見人新規受任件数の伸び率が高く、有効な事業であるとい
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

年齢到達による退職などもあり、バンク登録者数は横ばいである
ため、市民後見人についてより一層周知に努める。



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.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 地区 20 11

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○避難行動要支援者名簿同意者リス
トの地域での活用支援
○地域拠点を中心とした見守りネット
ワークの体制づくり

平成30年度
実施内容

○避難行動要支援者名簿同意者リス
トの地域での活用支援
○地域拠点を中心とした見守りネット
ワークの体制づくり

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域で支援を必要とする人

事業の目的
それぞれの役割を明確にし、個人及び組織が、互いにふれあい、支えあい、助けあえる体制の構
築。

○

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 支援を必要とする人の把握・見守り体制の充実 担当部局・課
地域福祉部

地域福祉政策課

事業概要
地域で支援を必要とする人を孤立化・潜在化させないよう、相談窓口機能を充実し、より身近な地
域での見守りネットワークを構築することにより、見守りに参加する各個人及び組織が、それぞれ
の役割を明確にしながら、地域で支援を必要とする人に寄り添う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

災害時要配慮者支援に向け平
常時から取り組んでいる地区
数

同意者リストを受領した小学校区数

評価の観点 評価内容

災害時要配慮者支援に向け平
常時から取り組んでいる地区
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

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

目標値には届いていないが、同意者リスト活用地域は確実に増え
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

同意者リストの活用を進めるため、地域との連携方法を再考する必
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

地域住民との連携のもとで実施できる事業であるため、引き続き、
同意者リストの地域での活用を進めていく。



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.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 120 121

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○介護保険法に基づく事業者・施設の
指定等
○特別養護老人ホーム等の設置認可
等
○老人デイサービスセンター等設置の
届出受理等
○有料老人ホーム設置届等の受理等

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○介護保険法に基づく事業者・施設の
指定等
○特別養護老人ホーム等の設置認可
等
○老人デイサービスセンター等設置の
届出受理等
○有料老人ホーム設置届等の受理等
○介護予防・日常生活支援総合事業
の指定等

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 介護保険法に規定するサービス事業者・施設等及び有料老人ホーム

事業の目的 地域の介護保険サービスの質を向上させる。

指定居宅サービス事業者への
実地指導

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【現状】

D.市民の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
指定居宅サービス事業者等の指定等に係る事

務（高齢者福祉関係）
担当部局・課

地域福祉部

福祉指導監査課

指定居宅サービス事業者等の指定等、指定地域密着型サービス事業者等の指定等、特別養護老
人ホーム等の設置認可等、老人デイサービスセンター及び有料老人ホーム設置届等の受理等の
事務を行い、あわせてそれらの事業者等に対する指導監査等の事務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）295 138

平成30年度
意味・算式等

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

サービスの質の向上を目的とした事業所への実地指
導を６年に１回実施する。

評価の観点 評価内容

指定居宅サービス事業者への
実地指導

サービスの質の向上を目的とした事業所への実地指
導を６年に１回実施する。

中核市に権限移譲を受けている事務であり、地方分権に寄与して
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

行政の責任として法令等の定めにより実施する事務であるため、見
直しに適さない。

・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

計画的な指導監査を実施し、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

障がいサービス事業所の実地指導と平行して指導監査を行い、効
率的な事業実施ができた。



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.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 14 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○社会福祉法人の設立認可等
○社会福祉事業開始の届出受理等
○社会福祉法人設立認可等審査会の
開催

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

〇社会福祉法人の設立認可等
〇社会福祉事業開始の届出受理等
〇社会福祉法人設立認可等審査会の
開催

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 社会福祉法人等

事業の目的 地域の社会福祉サービスの質を向上させる。

社会福祉法人への指導監査

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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（社会

福祉事業関係）
担当部局・課

地域福祉部

福祉指導監査課

社会福祉法人の設立認可及び社会福祉事業開始の届出受理等の事務を行うとともに、社会福祉
法人に対する指導監査等の事務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）1,157 936

平成30年度
意味・算式等

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

社会福祉法人とその所管する施設の適正な運営と
サービスの維持向上を目的とした指導監査を４年に１
回実施する。（保育所を運営する法人については保
育所監査と並行実地とする）

評価の観点 評価内容

社会福祉法人への指導監査

社会福祉法人とその所管する施設の適正な運営と
サービスの維持向上を目的とした指導監査を４年に１
回実施する。（保育所を運営する法人については保
育所監査と並行実地とする）

地方分権一括法により中核市に権限移譲されている事務であり、
地方分権に寄与している。

・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

行政の責任として法令等の定めにより実施する事務であるため、見
直しに適さない。

・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

計画的な指導監査を実施し、計画値を達成できた。

・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

介護サービス事業所及び障がい福祉サービス事業所に対する実
地指導や保育所に対する指導監査と並行して指導監査を行い、効
率的な事業実施ができた。



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.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 11 19

2 回 10 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○児童福祉施設（助産施設、母子生
活支援施設、保育所、幼保連携型認
定こども園、児童館）、家庭的保育事
業の設置認可等
○認可外保育施設、放課後児童健全
育成事業の届出受理等

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○児童福祉施設（助産施設、母子生
活支援施設、保育所、幼保連携型認
定こども園、児童館）、家庭的保育事
業の設置認可等
○認可外保育施設、放課後児童健全
育成事業の届出受理等

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 児童福祉施設設置者等

事業の目的 地域の児童福祉サービスの質を向上させる。

児童福祉施設（保育所、幼保
連携型認定こども園、児童館）
への指導監査

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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
保育施設等の認可申請等に係る事務（児童福

祉関係）
担当部局・課

地域福祉部

福祉指導監査課

児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童館）、家庭
的保育事業の設置認可等、認可外保育施設及び放課後児童育成事業の届出受理等の事務を行
い、あわせてそれらの施設等に対する指導監査等の事務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）19 17

平成30年度
意味・算式等

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

サービスの質の向上を目的とした施設への指導監査
を６年に２回実施する。

評価の観点 評価内容

児童福祉施設（保育所、幼保
連携型認定こども園、児童館）
への指導監査

サービスの質の向上を目的とした施設への指導監査
を６年に２回実施する。

認可外保育施設への立入調
査

サービスの質の向上を目的とした事業所への立入調
査を届出対象施設は毎年（適合証が発行された施設
については、２年に１回）、届出除外施設は２年に１回
実施する。

地方分権一括法により中核市に権限移譲されている事務であり、
地方分権に寄与している。

・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

行政の責任として、法令等の定めにより実施する事務であるため、
見直しに適さない。

・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

認可外保育施設、保育所、幼保連携型認定こども園のいずれも、
目標を超えた件数を達成した。

・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

社会福祉法人との指導監査と並行監査を行い、効率的に事業実施
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.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 55 55

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○指定障害福祉サービス事業者の指
定等
○指定特定相談支援事業者及び指定
障害児相談支援事業者並びに指定一
般相談支援事業者の指定等

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○指定障害福祉サービス事業者の指
定等
○指定特定相談支援事業者及び指定
障害児相談支援事業者並びに指定一
般相談支援事業者の指定等

重点取り組み 地域別計画

事業の対象
指定障害福祉サービス事業者等、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並
びに指定一般相談支援事業者

事業の目的 地域の障がい福祉サービスの質を向上させる。

指定障害福祉サービス事業者
への実地指導

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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
指定障害福祉サービス事業者等の指定等に係

る事務（障がい者福祉関係）
担当部局・課

地域福祉部

福祉指導監査課

指定障害福祉サービス事業者等、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並
びに指定一般相談支援事業者の指定等の事務を行い、あわせてそれらの施設等に対する指導監
査等の事務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）153 123

平成30年度
意味・算式等

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

サービスの質の向上を目的とした事業所への実地指
導を６年に１回実施する。

評価の観点 評価内容

指定障害福祉サービス事業者
への実地指導

サービスの質の向上を目的とした事業所への実地指
導を６年に１回実施する。

地方分権一括法により中核市に権限移譲されている事務であり、
地方分権に寄与している

・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

・行政の責任として、法令等の定めにより実施する事務のため、見
直しには適さない。

・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

・指定障害福祉サービス事業者への指導及び監査については、計
画値を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

・実地指導については、指定居宅サービス事業所、社会福祉法人
等への実地指導や指導監査と同時実施や、障がい福祉課の実地
指導と並行しての実施等、効率的、効果的な事業実施ができた。



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.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 ％ 87 96.7

2 人 2040 1712

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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
○地域就業機会創出・拡大事業（空き
家・遊休農地管理事業）に対する支援
○事務所の整備計画の検討

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○公益社団法人シルバー人材セン
ターへの補助金の交付
○地域就業機会創出・拡大事業（空き
家・遊休農地管理事業）に対する支援
実施
○新事務所の整備について検討の実
施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 公益社団法人八尾市シルバー人材センター

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
いを持ち、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。

年間就業率

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【現状】

D.市民の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 シルバー人材センター事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

公益社団法人八尾市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。

計画額（千円） 実績額（千円）40,134 38,360

平成30年度
意味・算式等

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

平成29年度までは（公社）八尾市シルバー人材セン
ター「第４次中長期計画」に基づく

評価の観点 評価内容

年間就業率
平成29年度までは（公社）八尾市シルバー人材セン
ター「第４次中長期計画」に基づく

シルバー人材センター会員数
（正会員数）

平成29年度までは（公社）八尾市シルバー人材セン
ター「第４次中長期計画」に基づく

高齢者の就労をとおして、地域の課題解決や地域貢献を行う意味
で、地域分権の推進に寄与し、また市政だより等で会員の募集や
シルバーフェスティバル等のイベントの情報公開を進めた。

・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

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により高齢者の就業
機会確保に必要な措置を講ずるものであり、国・府との役割分担の
観点から、市の関与の必要性が認められる。

・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

年間就業率実績は目標を上回っており、高齢者の就業機会や社会
参加の機会の確保に有効であると考える。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コスト削減はできていないものの、就業による高齢者の閉じこもり
予防、介護予防などの健康増進に係る間接的効果も期待できるこ
とから、実施手法は適当である。



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 ％ 10 8.4

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○高齢クラブ連合会事業に対する支援
○高齢クラブ活動助成金の交付

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○高齢クラブ連合会事業に対する支援
○高齢クラブ活動助成金の交付

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 高齢クラブ（連合会及び単位クラブ）

事業の目的 高齢クラブ活動を通じて高齢者の生きがいづくりや健康づくりの支援を行う。

高齢クラブ加入率

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【現状】

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 高齢クラブ活動助成事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

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とともに各種クラブ活動の支援
を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）9,412 9,265

平成30年度
意味・算式等

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

指標は加入者数／６０歳以上人口【特例市間比較指
標】を加入率として使用し、高齢者人口が増加する中
で加入率の維持をめざす。

評価の観点 評価内容

高齢クラブ加入率
指標は加入者数／６０歳以上人口【特例市間比較指
標】を加入率として使用し、高齢者人口が増加する中
で加入率の維持をめざす。

高齢クラブ活動の内容はもとより、各種団体への委員の派遣等も
含め、市民との協働や地域分権への寄与などの成果が認められ
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

高齢クラブの育成強化と地域での高齢者福祉の増進を図る上で妥
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

加入率は減少傾向にあるが、高齢者の生きがいづくりを支援する
事業であり、今後ますます高齢化が見込まれる中で社会参加の手
段の一つとして、住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らし続け
るという目的を達成する手段として有効である。

・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

国・府との役割分担の観点から、市の財政的関与の必要性は認め
られるが、市の正規職員による直接的な支援に係る負担が大きい。



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 ヶ所 28 24

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○農園活動への支援
○入園者の募集及び説明会の実施
○農園開園に向けた調整・開園
○未入園区画に対する対応の検討

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○農園活動への支援
○入園者の募集及び説明会の実施
○農園開園に向けた調整・開園に関す
る相談

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 65歳以上の高齢者

事業の目的
農作物の耕作や入園者どうしの交流を通じて、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。

ふれあい農園設置数

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【現状】

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 高齢者ふれあい農園事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

農園の整備を行い、農園活動を支援するとともに、地域の児童・生徒等とのふれあい交流活動を推
進する。

計画額（千円） 実績額（千円）2,006 2,436

平成30年度
意味・算式等

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

生きがいづくりの支援として、全小学校区への農園設
置をめざす。

評価の観点 評価内容

ふれあい農園設置数
生きがいづくりの支援として、全小学校区への農園設
置をめざす。

地域内での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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

高齢者の社会参加の促進、仲間づくり、健康づくりなど地域福祉の
発展に寄与すると考えてお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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。



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 60 44

2 人 100 66

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○一般コースにおいて「健康づくりボラ
ンティア」「世代間交流ボランティア」
「ふるさとボランティア」の３課程を開催
○一般コース修了者などを対象に上級
コースを開催

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○講座修了生
 ふるさとボランティアコース   19人
健康づくりボランティアコース  　14人
世代間交流ボランティアコース　11人

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内在住の60歳以上の人

事業の目的

高齢者の知識・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地域活動・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とともに、社会参加を通じて健康維持・介護予防
につながることが期待される。

一般コース修了者数

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【現状】

D.市民の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 シルバーリーダー養成事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

地域における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とともに、社会参加に必要な情報の
提供を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）871 734

平成30年度
意味・算式等

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

一般コース修了者数

シルバーリーダー養成講座修
了者数

一般コース修了者数（定員60名）と上級コース修了者
数（定員40名）の合計

市政だよりやホームページへの掲載、各機関へのポスター掲示等
により周知している。

・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

地域福祉を担うボランティアを養成する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。
また、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

3課程から1つを選択し、基礎カリキュラムと専攻カリキュラムを合わ
せて受講することで、基礎知識から実践まで学ぶことができるよう
工夫しており、実施手法は適切である。



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 1000 1165

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○高齢者保健福祉月間に「金婚式・長
寿を祝う会」などの各種行事を実施
○地区開催の敬老祝寿式への支援
○白寿高齢者祝寿事業
○市内最高齢者の訪問
○厚生労働省の百歳高齢者記念事業
に係る記念品の贈呈

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○「金婚式・長寿を祝う会」の実施
○地区開催の敬老祝寿式の開催(10
地区)
○白寿高齢者祝寿事業(72人)
○市内最高齢者の訪問
○厚生労働省の百歳高齢者記念事業
に係る記念品の伝達(39人)

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 高齢者

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。

「金婚式・長寿を祝う会」参加
者数

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【現状】

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 敬老祝寿等関係事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

高齢者保健福祉月間に関連して、様々な敬老事業を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）4,363 3,848

平成30年度
意味・算式等

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

指標は実参加者数とし、計画値は概ね大ホール定員
（1,440人）の７割とする。

評価の観点 評価内容

「金婚式・長寿を祝う会」参加
者数

指標は実参加者数とし、計画値は概ね大ホール定員
（1,440人）の７割とする。

高齢クラブの地区連合会への委託による敬老祝寿式の開催など、
地域ニーズに沿った事業を展開している。

・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

長年社会に尽くしてきた高齢者を敬い、長寿を祝うことは妥当。

・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

敬老を目的として金婚式・長寿を祝う会を開催し、多くの高齢者が
参加し、外出の機会にもなっており概ね有効である。

・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

高齢者人口の増加に伴い敬老祝寿事業に係る費用は増加傾向に
ある。また、国の100歳高齢者を対象とする「老人の日記念事業」と
市の99歳高齢者を対象とする「白寿高齢者祝寿事業」の同種の事
業が存在する。



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 箇所 7 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○総合事業と併せてあり方を検討、実
施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○引き続き総合事業と併せてあり方を
検討、実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 高齢者等

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・仲間づくりの場として住民
主体で運営されるサロンを支援することにより、地域におけるサロンを定着・継続させ、地域づくりに
つなげることができる。

高齢者ふれあいサロン登録数

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【現状】

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 高齢者ふれあいサロン運営事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

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」の住民主体による運営
を支援する。

計画額（千円） 実績額（千円）127 16

平成30年度
意味・算式等

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

高齢者ふれあいサロンとして市に登録されているサ
ロンの数

評価の観点 評価内容

高齢者ふれあいサロン登録数
高齢者ふれあいサロンとして市に登録されているサ
ロンの数

住民や地域団体による自主運営で実施しており、市民との協働を
図っている。

・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

高齢者の閉じこもり予防や孤立化防止、介護予防や生きがいづくり
のために、地域における通いの場が求められている。平成28年度
までのモデル実施の検証を踏まえ、住民や地域団体が自主運営す
る通いの場を支援しており、妥当な役割分担のもと事業が進められ
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

高齢者ふれあいサロンとして登録しているサロンにおける延べ利用
者数が年間12,000人を超えており、高齢者にとって有効な事業であ
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

市から補助金等の支給は行わず、住民や地域団体による自主運
営で実施している。



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

計画値 実績値

1 件 1800 2056

2 ％ 17 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○校区高齢者あんしんセンターの介護
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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○高齢者あんしんセンターに対する介
護予防支援等業務全般における助言
指導の実施
○高齢者あんしんセンターにおける、
介護予防支援等給付請求に関する受
付事務の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 要支援者

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。

指定介護予防支援業務におけ
るケアプラン数（原案委託分）

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【現状】

D.市民の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【一般会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

要支援者に対する指定介護予防支援業務を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）2,313 2,088

平成30年度
意味・算式等

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

要支援1.2の方のケアプラン作成の内、ケアマネ
ジャーに委託している件数。

評価の観点 評価内容

指定介護予防支援業務におけ
るケアプラン数（原案委託分）

要支援1.2の方のケアプラン作成の内、ケアマネ
ジャーに委託している件数。

要介護度改善者割合

変更申請後要介護度改善者（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。

介護予防支援等の円滑な実施のため、高齢者あんしんセンターと
の月1回の会議で定期的に意見交換を実施した。

・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

介護予防支援等給付請求の受付業務については、原案委託先の
ケアマネジャーの利便性を考慮し、市窓口にて一括受付を行ってい
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

高齢者あんしんセンターに対して、介護予防支援等業務全般に関
して助言指導を行っている。

・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

ケアマネジャーの事務作業の軽減につなげることで、原案委託の
受託が進みやすい体制を整えている。



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 8000 6985

2 人 280 18

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30年度
計画内容

○八尾浴場組合への高齢者ふれあい
入浴事業助成金の交付
○八尾浴場組合への高齢者ふれあい
の湯交流事業補助金の交付
○モニタリングによる効果の検証

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○ふれあい入浴事業及びふれあいの
湯交流事業に対して浴場組合に補助
金を交付
○モニタリングによる効果の検証

重点取り組み 地域別計画

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
浴場組合が実施する事業を支援し、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。

ふれあい入浴利用者数

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【現状】

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
地域福祉部

高齢介護課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）2,269 1,538

平成30年度
意味・算式等

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

指標は実利用者数とし、計画値は実施予定浴場数×
500人とする。

評価の観点 評価内容

ふれあい入浴利用者数
指標は実利用者数とし、計画値は実施予定浴場数×
500人とする。

ふれあいの湯利用者数
指標は実利用者数とし、計画値は実施予定浴場数×
20人とする。

浴場という地域資源との協働での事業であり、健康増進など地域
福祉の向上に寄与している。

・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

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
とした事業であり評価できる。

・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

利用者は計画値を下回っている。ふれあいの湯においては、台風
被害により実施浴場が1浴場のみとなったため大幅に減少する結
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

入浴料金440円のうち、100円を利用者が負担し、残りを市と浴場組
合で折半しており概ね妥当であると考えるが、個人給付的な側面
があるため、今後、市の全体的な方針に沿った検証が必要。



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 360 485

評価

妥当性 C

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 C

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾視覚障がい者福祉協会への委
託事業として実施
○モニタリングの実施により効果を検
証

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○八尾視覚障がい者福祉協会への委
託事業として実施
○モニタリングの実施により効果を検
証

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 60歳以上の高齢者

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。

利用人数

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【現状】

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 老人健康マッサージ事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

マッサージ治療を希望する高齢者に施術券を発行し、施術費用の一部を市が負担することで、八
尾盲人福祉協会と協力して施術サービスの提供を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）707 666

平成30年度
意味・算式等

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

延べ利用者数
計画値は、利用者×6回

評価の観点 評価内容

利用人数
延べ利用者数
計画値は、利用者×6回

八尾視覚障がい者福祉協会への委託事業として実施しており、障
がい者への就労の機会を提供している。

・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

一定のニーズはあるが、市の関与の必要性については検証が必
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

目標は達成できた。

・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

実利用者は限定的な可能性があり、個人給付的な側面があるた
め、平成29年7月以降、利用者一人当たり月2回を上限とした。



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 1000 741

評価

妥当性 C

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 C

指標 単位

平成30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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 65歳以上の高齢者

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。

利用人数

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【現状】

D.市民の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 ハリ・灸老人福祉施術事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

鍼灸施術を希望する高齢者に施術券を発行し、施術費用の一部を市が負担することで、鍼灸マッ
サージ等の施術所と協力して施術サービスの提供を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）1,206 948

平成30年度
意味・算式等

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

利用人数

市内の事業者が所属する八尾市鍼灸マッサージ師協議会と協働し
た事業である。

・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

利用者数の減少により市民ニーズは低下傾向。高齢者の健康の維
持・増進に対する効果はあるが、市の関与が必要とまでは言えな
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

計画値を下回っており、減少傾向が続いている。

・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

利用者数の減少により、コストも減少傾向。受益者負担について
は、利用者、市、協議会が概ね応分の負担をするものである。個人
給付的な側面があるため、今後、市の全体的な方針に沿った検証
が必要。



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 51000 49067

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○指定管理者制度による老人福祉セ
ンターの管理運営
○施設の修繕及び機能保全
○指定管理期間の満了に伴う指定管
理者の選定

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○指定管理者制度による老人福祉セ
ンターの管理運営
○施設の修繕及び機能保全
○指定管理期間の満了に伴う指定管
理者の選定

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 60歳以上の高齢者

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。

利用人員

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【現状】

D.市民の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 老人福祉センター運営管理事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）87,705 83,842

平成30年度
意味・算式等

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

指標は桂老人福祉センターと安中老人福祉センター
の実利用者数の合計とし、
計画値は前指定管理期間中（H23-H25）の利用者数
の最高値（千人未満切上げ）とする。

評価の観点 評価内容

利用人員

指標は桂老人福祉センターと安中老人福祉センター
の実利用者数の合計とし、
計画値は前指定管理期間中（H23-H25）の利用者数
の最高値（千人未満切上げ）とする。

地域活動等との協働のため、地域団体の役員が参加する運営委
員会を開催
し、事業の企画運営に取り組んでいる。

・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

高齢者の生活等の相談に応ずるとともに、健康の増進、レクリエー
ション、情報提供の場として重要な役割を担っている。

・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

利用人数は、計画値を下回った。

・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

受益者負担は行っていない。なお、平成23年度から指定管理者制
度の導入により運営コストの低減を図ることができた。



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.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 256 304

2 人 4480 4957

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○校区高齢者あんしんセンターの増設
に伴い、より身近な地域での介護予防
教室の開催
○介護予防の取り組みにつながる教
室の開催
○河内音頭健康体操を取り入れた介
護予防活動を身近な地域で自主的に
行うグループの育成支援

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○介護予防教室
○実施回数　304回、参加人数　4,957
人

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 65歳以上の高齢者

事業の目的 地域における高齢者の介護予防の推進を図ることができる。

地域型介護予防教室実施回
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【現状】

D.市民の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
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

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とした生活を送れるよう支援するた
め、地域組織等と連携し、地域における介護予防活動の育成支援と介護予防の知識の普及を効
率的かつ効果的に実施するために、介護予防教室を開催する。また河内音頭健康体操を取り入れ
た介護予防活動を身近な地域で自主的に行うグループを支援する。

計画額（千円） 実績額（千円）7,911 7,648

平成30年度
意味・算式等

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

地域型介護予防教室実施回
数

地域型介護予防教室参加者
数

地域団体と協働したり、介護予防サポーターと連携するなどして、
教室運営に取り組んだ。

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

高齢者あんしんセンターごとに内容を工夫したり、地域に出向いて
開催するなど、地域の状況に応じた教室開催に取り組んだ。

・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

前年度と比較して開催回数は微減したが、参加人数は増加してお
り、どちら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

地域により参加者数に差がみられる。地域性を考慮し、教室の開催
場所や内容などを検討する必要がある。



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.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 74978 75326

2 グループ 21 30

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○河内音頭健康体操の普及・啓発活
動
○河内音頭健康体操を取り入れた介
護予防活動を身近な地域で自主的に
行うグループの育成

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○河内音頭健康体操出前講座の開催
○実施回数　10回　　参加人数　200人
○河内音頭健康体操自主グループの
育成（登録数30グループ）

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 65歳以上の人

事業の目的

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、人と人とのつながりを通じて、参加者や
通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテー
ション専門職等を生かした自立支援に資する取り組みを推進し、要介護状態になっても生きがい・
役割をもって生活できる地域の実現をめざす。

対象者数

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【現状】

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
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

介護予防の啓発を目的としたイベントの開催やパンフレットの作成・配布を行うほか、運動・認知症
予防等をテーマとした教室を開催する。また、河内音頭健康体操を取り入れた介護予防活動を身近
な地域で自主的に行うグループを支援する。社会参加を通じた介護予防の推進を図るため、介護
支援ボランティア制度を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）4,200 2,928

平成30年度
意味・算式等

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

八尾市高齢者人口

評価の観点 評価内容

対象者数 八尾市高齢者人口

河内音頭健康体操自主グルー
プの登録数

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。

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

介護予防の必要性が高まる中、本事業の実施は市民の要請に応
えており、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

高齢者を心身の状態によって分け隔てずに事業を実施し、地域づく
りを通じた介護予防に取り組んで有効な事業になっている。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

専門性の高い事業者や高齢者あんしんセンター、リハビリ専門職
へ一部委託するなど、効果的・効率的な実施を図っている。



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 回 2100 2056

2 人 18000 16778

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30年度
計画内容

○総合事業のほかの介護予防事業と
併せて実施内容を検討

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○引き続き総合事業のほかの介護予
防事業と併せて実施内容を検討

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 要支援又は要介護に認定された者を除く第１号被保険者及び市長が参加を認めた者

事業の目的

高齢者の介護予防と生きがいの増進並びに社会参加を促進し、高齢者ができる限り要介護状態に
なることなく、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、介護予防に関する知
識の普及及び啓発や地域における自主的な介護予防に資する活動の育成及び支援を目的とす
る。

街かどデイハウス介護予防教
室実施回数

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【現状】

D.市民の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 街かどデイハウス介護予防事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

街かどデイハウスにおいて、「大阪府街かどデイハウス介護予防マニュアル」に基づき、３ヶ月間を1
クール（全12回）とし、運動器機能向上と認知症予防の教室、及び月１回の口腔機能向上（口腔ケ
ア）の教室を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）28,389 27,617

平成30年度
意味・算式等

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

5人以上を1グループとして、グループ数の合計上限を
5グループ、3ヶ月間を1クールとしてクール内で12回
以上実施することとしている。

評価の観点 評価内容

街かどデイハウス介護予防教
室実施回数

5人以上を1グループとして、グループ数の合計上限を
5グループ、3ヶ月間を1クールとしてクール内で12回
以上実施することとしている。

街かどデイハウス介護予防事
業のべ参加者人数

ＮＰＯなどの住民団体との協働により、身近な地域で実施した。

・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

介護予防の必要性が高まる中、本事業の実施は市民の要請に応
えており、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

健康な在宅生活を送るため、住み慣れた身近な地域で介護予防教
室の提供を行ったものであり、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

ＮＰＯなどの住民団体によって運営されている街かどデイハウスに
委託することにより効果的に実施した。



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.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 35303 28800

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

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○多様なサービスの検討、実施に向け
た事務（規則改正、関係機関との調整
など）
○訪問型・通所型サービス（従前相当
サービス、訪問型サービス（基準緩
和）、通所型サービス（短期集中））の
実施
○介護予防支援事業（ケアマネジメン
ト）の実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○多様なサービスの検討、実施に向け
た規則改正等の事務を実施
○訪問型・通所型サービス（従前相当
サービス、訪問型サービス（基準緩
和）、通所型サービス（短期集中））の
実施
○介護予防支援事業（ケアマネジメン
ト）の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 高齢者のうち要支援者及び事業対象者

事業の目的
地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支
え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることをめ
ざす。

サービス利用件数

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【現状】

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・生活支援サービス事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

介護保険の予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、地域の実情に応じ、住民主体の取組
を含めた多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、地
域支援事業として実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）764,591 756,637

平成30年度
意味・算式等

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

訪問型・通所型サービスの利用件数

評価の観点 評価内容

サービス利用件数 訪問型・通所型サービスの利用件数

住民等の多様な主体が参画し、サービスを実施することで、地域の
支え合い体制づくりを推進する。

・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

団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、地域包括ケアシス
テムを構築するために必要な事業であり、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

事業の円滑な実施はできたたが、利用者数の増加や周知について
積極的な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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

介護予防事業の強化・充実、住民主体のサービスの創設等により
介護保険給付費の抑制につながる。



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 74978 75326

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○第７期高齢者保健福祉計画進行管
理

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○第７期高齢者保健福祉計画進行管
理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 65歳以上の高齢者等

事業の目的
高齢者保健福祉計画に基づき各施策を実施することにより、高齢者の保健福祉施策の充実及び適
正運営を図る。

高齢者人口

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【現状】

D.市民の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 高齢者保健福祉計画推進事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

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り組みの方向
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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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

各年度末の65歳以上人口

評価の観点 評価内容

高齢者人口 各年度末の65歳以上人口

総合計画や地域福祉計画を踏まえ検討している。介護保険運営協
議会において、事業の進捗・実績の報告、計画内容の審議を行って
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

老人福祉法に基づき、3年毎に計画策定を行っている。

・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

施策の方向性や具体的計画を決める重要な事務である。

・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

事業者へ一部委託している。



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 30000 27608

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○運営方法などの見直しの検討

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○運営方法などの見直しを引き続き検
討

重点取り組み 地域別計画

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。

延べ利用人数

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【現状】

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 街かどデイハウス支援事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）35,175 34,392

平成30年度
意味・算式等

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

実績報告に掲載している数値

評価の観点 評価内容

延べ利用人数 実績報告に掲載している数値

運営団体は市民が主体となった活動団体である。

・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

住民全体で参加しやすい居場所づくりと地域に根差した介護予防の
推進の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

高齢者の介護予防・自立支援に有効である。

・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

基準に沿った補助金交付により事業を実施している。



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 60 55

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○訪問理容の実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○訪問理容の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 65歳以上の在宅の寝たきり高齢者等

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。

利用者数

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【現状】

D.市民の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 訪問理容助成事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）255 201

平成30年度
意味・算式等

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

利用者数

高齢者福祉の手引き等に掲載して周知を図っている。

・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

在宅生活支援として妥当である。

・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

計画値は下回ったが利用者数はほぼ横ばいであり、高齢者が住み
慣れた地域で生活を送り続けられるような在宅生活支援に寄与して
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

出張費のみ市負担で、理容料は本人負担となっており適切である。



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 20 19

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○生活援助員の派遣

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○入居者の19戸に対し生活指導・相
談、安否の確認等を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 大阪府営緑ヶ丘住宅(ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ)住民

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。

利用者数

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【現状】

D.市民の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 高齢者住宅等安心確保事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

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。

計画額（千円） 実績額（千円）3,600 3,600

平成30年度
意味・算式等

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

大阪府営緑ヶ丘住宅シルバーハウジング20戸のうち
入居者数

評価の観点 評価内容

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
入居者数

大阪府営住宅の総合募集で入居者の募集を行っている。

・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

高齢者世帯が住み慣れた地域で自立して安全な生活を営むため
に、生活指導・相談、安否の確認を含めた本事業は妥当であるが、
民間でも同様のサービスが充実してきており、今後、市の関与につ
いては大阪府と協議等により検証が必要である。

・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

入居者数は概ね達成しており、住み慣れた地域で自立した生活を
送るためには有効な事業である。

・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

所得税額に応じ費用負担を求めているが、LSAが住み込みによる
支援をするための費用負担が大きい。



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 430 220

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○介護用品の支給

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○支給者　220人

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 要介護度３・４・５の在宅高齢者を介護する市内在住で市民税非課税世帯の家族

事業の目的
同居または市内別居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。

支給者数

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【現状】

D.市民の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 家族介護用品支給事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

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。

計画額（千円） 実績額（千円）9,374 8,517

平成30年度
意味・算式等

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

支給者数

高齢者福祉の手引き等に掲載して周知を図っている

・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

高齢者の在宅生活を支えるのに妥当な事業である。

・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

要介護高齢者を抱える家族の負担軽減に寄与している。

・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

入札により事業者を選定しており、安価で提供できている。



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.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 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○短期宿泊事業の実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○利用者　８人　利用日数　127日

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 介護保険制度の要支援・要介護認定を受けていないおおむね65歳以上の在宅高齢者等

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。

利用者数

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【現状】

D.市民の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 生活管理指導短期宿泊事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）66 331

平成30年度
意味・算式等

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

利用者数

事業の性質上協働にはそぐわない。

・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

虐待の疑いがある高齢者の一時保護施設としては、市民ニーズに
合っており、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

虐待の疑いがある高齢者の一時保護が必要な場合に有効性の高
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

委託事業で必要に応じて実施している。



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 96 111

2 人 1000 1424

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○校区高齢者あんしんセンターとブラ
ンチにて家族介護教室の開催
○より身近な地域での家族介護教室
の開催

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○家族介護教室
○実施回数　111回、参加人数　1,424
人

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 高齢者を介護している家族等

事業の目的
高齢者を介護している家族等に対して、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、生活の向上を図ることができる。

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【現状】

D.市民の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
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

高齢者を介護している家族等に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知
識・技術を習得させるための教室を開催する。

計画額（千円） 実績額（千円）2,967 2,954

平成30年度
意味・算式等

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

開催回数

参加者数

介護者支援につながるような教室運営に取り組んだ。

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

薬剤師や栄養士、歯科医師等、地域の関係機関と連携し教室を開
催した。

・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

開催回数、参加者数ともに増加しており、計画値も上回っている。

・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

地域により参加者数に差がみられる。教室の開催場所や内容等を
工夫する必要がある。



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.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 73972 75326

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○システムの維持管理

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○システムの維持管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 おおむね65歳以上の高齢者

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。

高齢者人口

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【現状】

D.市民の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 高齢者セーフティネットシステム管理事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）2,306 2,185

平成30年度
意味・算式等

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

各年度末の65歳以上人口

評価の観点 評価内容

高齢者人口 各年度末の65歳以上人口

管理システムの運用であり、協働や地域分権の観点からの評価は
困難である。

・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

各種の高齢者福祉サービスの給付状況の管理のため必要である。

・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

高齢者の介護予防施策への基礎データとして有効である。

・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

必要なサービスの提供と緊急時の迅速な対応のため必要である。



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 11 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○在日外国人高齢者福祉金の支給

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○６人に対して月額１万円の在日外国
人高齢者福祉金を支給

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 大正15年４日１日以前生まれの在日外国人高齢者

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。

支給対象者

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【現状】

D.市民の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 在日外国人高齢者福祉金支給事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）870 590

平成30年度
意味・算式等

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

支給対象者

受給対象者の申請に対して福祉金を支給する事務であり、市民と
の協働や地域分権からの評価は困難である。

・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

昭和34年国民年金法の改正により、国籍条項が撤廃され、外国人
にも国民年金法が適用されたが、老齢年金等の支給が受する事業
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

在日外国人高齢者の福祉の増進に寄与している。

・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

一律月額1万円を給付する事業であり、コスト削減等により判断す
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.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 4000 4372

2 人 16000 14084

3 % 25 31

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○避難行動要支援者管理システムの
運用
○避難行動要支援者名簿及び同意者
リストの更新
○同意者リストの活用に向けた啓発
○要配慮者利用施設に対する安全確
保に関する啓発の実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○避難行動要支援者管理システムの
運用
○避難行動要支援者名簿及び同意者
リストの更新
○同意者リストの活用に向けた啓発
○要配慮者利用施設に対する安全確
保に関する啓発の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象
介護認定（３～５）を受けている者、身体障がい者手帳（１、２級）、療養手帳（A）又は精神障がい者
保健福祉手帳（１級）を所持している者等

事業の目的
行政機関、福祉関係者、地域の組織・団体が連携して、要配慮者に対する防災・避難体制の整備、
支援策の充実を図る。

同意者リスト登録者数

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【現状】

D.市民の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 災害時要配慮者支援事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

同意者リスト登録率

八尾市災害時要配慮者支援プランに基づき、避難行動要支援者名簿を作成するとともに、地域団
体等関係機関との情報共有など、地域と連携した要配慮者支援体制の整備を図る。
また、当該支援と関係して、民間の社会福祉施設の役割について協議を行い、円滑な避難の確保
を図るため連携を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）4,005 2,725

平成30年度
意味・算式等

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

同意者リスト登録者数

名簿登録者数

地域団体や福祉施設等の関係機関との協働により実施した。

同意者リスト登録者数/名簿登録者数×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

災害対策基本法に定める避難行動要支援者の把握及びその支援
の取り組みとして必要である。

・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

避難行動要支援者の実態の把握と地域にしかできない支援に取り
組むことが、支え合う地域の仕組みづくりの実現に資するものであ
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

避難行動要支援者管理システムを活用し、対象者の抽出や名簿作
成などの作業を効率的に実施した。



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.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 60 98

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○第1層及び第2層の生活支援コー
ディネーターとの検討会議を定期的に
実施
○生活支援・介護予防サービス協議会
の開催（第1層、第2層）

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○検討会議開催回数　21回
○第1層協議会開催回数　２回
○第2層協議会開催回数　３回

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 65歳以上の高齢者

事業の目的
多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を、一体的に図っていく
ことができる。

生活支援・介護予防協議体参
加者数

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【現状】

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
生活支援・介護予防サービスの体制整備事業

【特別会計】
担当部局・課

地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

地域の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・
強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていく。

計画額（千円） 実績額（千円）10,354 4,967

平成30年度
意味・算式等

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

平成28～29年度　第1層協議体（H28　1回、H29　2回
開催）、
平成30年度　第1層協議体（2回開催）2層協議体（日
常生活圏域1ヶ所×3回開催）

評価の観点 評価内容

生活支援・介護予防協議体参
加者数

平成28～29年度　第1層協議体（H28　1回、H29　2回
開催）、
平成30年度　第1層協議体（2回開催）2層協議体（日
常生活圏域1ヶ所×3回開催）

第2層協議会については、地域住民の参画により実施している。

・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

団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据えて地域包括ケアシス
テムを深化・推進していくために必要な事業であり、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

地域包括ケアシステムの深化・推進の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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

生活支援コーディネーターについては、地域福祉を担う社会福祉協
議会への委託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 件 80 47

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

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○在宅医療・介護連携に関する相談窓
口の設置
○医療・介護関係者の研修の開催
○地域住民への普及啓発

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○在宅医療・介護連携相談窓口での
対応件数：47件
○多職種連携研修会の開催

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 65歳以上の高齢者

事業の目的
医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで
続けることができる。

在宅医療・介護連携に関する
相談件数

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【現状】

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 在宅医療・介護連携推進事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで
続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所など
の関係者の連携を推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）3,367 2,906

平成30年度
意味・算式等

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

在宅医療・介護連携相談員が対応した件数

評価の観点 評価内容

在宅医療・介護連携に関する
相談件数

在宅医療・介護連携相談員が対応した件数

事業内容や取り組みについて、ホームページに掲載し広く市民等へ
公表した。

・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

市主催で在宅医療・介護連携推進会議を開催し、事業の進捗確認
及び意見交換を行っている。

・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

多職種連携研修会を開催し、医療・介護それぞれの専門職の意見
交換の場を設けたことで、顔の見える関係づくりに寄与した。

・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

在宅医療・介護連携推進会議を開催し、会議の委員から多職種連
携研修会についての意見を得た上で、研修会の開催に臨んだ。



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.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 630 706

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○緊急通報システムの運用実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○緊急通報システムの運用実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 60歳以上で病弱ねたきりの独居高齢者等

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。

利用人数

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【現状】

D.市民の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 緊急通報システム事業【一般会計・特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

対象者が、急病や火災等の緊急時に緊急ボタンを押すことにより、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。

計画額（千円） 実績額（千円）10,498 9,867

平成30年度
意味・算式等

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

利用人数

高齢者あんしんｾﾝﾀｰ等を通じて積極的に制度説明がされているほ
か、高齢者福祉の手引き等への掲載や民生委員への依頼による周
知を図った。

・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

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

虚弱で緊急時に不安のある高齢者に必要な救急・救助・相談等の
対応を行い利用者の安全を確保す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

入札による長期継続契約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 事業所 700 700

2 人 7552 7085

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○協力事業者の積極的な見守り活動
の促進をはじめ、「高齢者見守りサ
ポーターやお」のさらなる充実
○地域住民等による定期的な訪問活
動等の実施
○多くの方に高齢者の見守りの必要
性について理解してもらい、高齢者に
対して異変を察知したら、専門職(校区
高齢者あんしんセンター)などへつなが
る体制の強化

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○気になる高齢者について、協力事業
者からの連絡により安否確認を実施
○協力事業者等の関係機関等に対し
て、説明会等を通じて、高齢者見守り
ネットワークの必要性について啓発

重点取り組み 地域別計画

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防止を図る。

高齢者見守り活動協力事業者
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【現状】

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 見守りネットワーク推進事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

高齢者の見守りネットワークを「高齢者見守りサポーターやお」と称し、日常的に地域で活動する
様々な業種の事業者に対しネットワークへの参画を求め、特に「気づき」の面での強化を図る。また
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実施し、校区高齢者あんしんセ
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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,324 1,048

平成30年度
意味・算式等

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

高齢者見守り活動協力事業者
数

ひとり暮らし高齢者数

協力事業者との連携により、地域で気になる高齢者の情報共有を
行い、見守り体制の充実に努めた。

・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

協力事業者との連携により、地域で気になる高齢者の情報共有を
行い、見守り体制の充実に努めた。

・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

登録数の伸びがなくなってきており、府とも連携を図りながら、登録
数を伸ばし、見守り体制の充実を図る。

・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

協力事業者との連携により、地域で気になる高齢者の情報共有を
行い、見守り体制の充実に努めた。



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.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 7552 7085

2 人 166 125

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○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
高齢者を把握

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 65歳以上の独居また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。

独居高齢者数

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【現状】

D.市民の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
地域福祉部

高齢介護課

独居及びねたきり高齢者の調査を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）2,672 2,596

平成30年度
意味・算式等

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

独居高齢者数

寝たきり高齢者数

民生委員児童委員協議会への依頼のもと実施している。

・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

民生委員児童委員協議会に委託している事業であるが、高齢者人
口が増加する中、調査実施自体が難しくなっており、目的・事業効
果について見直しが必要となっている。

・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

計画値を下回っており、昨年度より対象者も減少している。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域の実情を把握している民生委員への委託事業であり、実施手
法としては効率的であるが、高齢者人口が増加する中、民生委員
への負担が大きく、調査手法についての見直しが必要である。



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 回 100 147

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○連絡協議会の開催
○ケース会議の開催

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○連絡協議会　２回開催
○地域ケアケース会議（定例会議＋随
時会議）147回開催

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 高齢者及び要介護高齢者等

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ことができる。

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【現状】

D.市民の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 地域ケア会議推進事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

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、関係機関等の代表からなる「地域
ケア連絡協議会」と、実務担当からなる「地域ケアケース会議」を開催する。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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

定例会議＋随時会議

評価の観点 評価内容

開催回数 定例会議＋随時会議

各圏域ごとに、地域性を踏まえた検討を行うことができた。

・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

保健・医療・福祉関係者及び地域との円滑な連携につながる場と
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

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

行政だけでなく3師会や介護保険事業者、民生委員等が参加委員
となっており、定期的な多職種連携の場となっている。



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

計画値 実績値

1 箇所 15 15

2 件 21500 37873

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○校区高齢者あんしんセンター職員の
人材育成
○地域の関係機関・団体、行政との連
携
○より身近な高齢者の総合相談窓口
として、中学校区ごとの高齢者あんし
んセンターの機能の充実
○校区高齢者あんしんセンターの専門
職の適切な人員体制の確保及び強化

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○高齢者あんしんセンター（地域型地
域包括支援センター）設置数　15か所
（社会福祉法人12か所、社会医療法人
１か所、医療法人２か所）

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 概ね65歳以上の高齢者及びその家族

事業の目的
高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、包括的および継続的な支援を行う
「地域包括ケア」の実現をめざす。

地域型地域包括支援センター
箇所数

○

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【現状】

D.市民の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
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が、地域住民の心身の健康の保持及び
生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を
包括的に支援する。

計画額（千円） 実績額（千円）319,502 314,483

平成30年度
意味・算式等

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

地域包括ケアの構築に向け、中学校区単位で地域包
括支援センターを配置

評価の観点 評価内容

地域型地域包括支援センター
箇所数

地域包括ケアの構築に向け、中学校区単位で地域包
括支援センターを配置

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

中学校区に1か所高齢者あんしんセンターを設置したことで、高齢
者の身近な相談窓口の体制が充実した。

・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

中学校区に1か所高齢者あんしんセンターを設置したことで、高齢
者の身近な相談窓口の体制が充実した。

・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

相談件数が昨年度と比較して大幅に伸びがみられ、計画値も大き
く上回っている。

・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

高齢者からの相談にはワンストップで対応しており、効果的な運営
ができている。



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.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 13 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○環境･経済的理由により在宅生活が
困難な高齢者の養護老人ホームへの
入所
○虐待等により保護が必要な高齢者
の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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○環境･経済的理由により在宅生活が
困難な高齢者の養護老人ホームへの
入所措置を実施
○虐待等により保護が必要な高齢者
の特別養護老人ホームへの入所措置
を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 65歳以上の人

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。

措置者数

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【現状】

D.市民の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 老人保護措置関係事務 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

老人福祉法第11条に基づき、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。

計画額（千円） 実績額（千円）13,985 11,182

平成30年度
意味・算式等

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

措置者数

老人福祉法に基づく措置であり、市民との協働になじまない。

・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

老人福祉法に基づく措置である。

・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措置である。

・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

老人福祉法に基づく措置であり、措置にかかる本人費用負担に関し
ても定められている。



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.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 4 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○措置による在宅介護サービスの提
供

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○措置者　１人

重点取り組み 地域別計画

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。

利用者数

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【現状】

D.市民の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 在宅サービスやむを得ない事由による措置 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）160 11

平成30年度
意味・算式等

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

利用者数

市民との協働にそぐわない。

・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

老人福祉法に基づくもので市の責務である。

・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措置である。

・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

老人福祉法に基づく措置であり、措置にかかる本人費用負担に関
しても定められている。



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.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 16 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○指定管理者制度による市立養護老
人ホームの管理運営
○施設のあり方等の検討、検討内容
に基づく指定管理者の選定

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○指定管理者による管理運営により養
護老人ホームの年度末入所者数　５人
○指定管理者の選定を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市立養護老人ホーム入所者

事業の目的
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。

入所者数

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【現状】

D.市民の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 市立養護老人ホーム運営委託事務 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

八尾市立養護老人ホームの管理運営を行う。
※施設維持管理を除く。

計画額（千円） 実績額（千円）24,241 18,663

平成30年度
意味・算式等

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

八尾市立養護老人ホーム入所者数（八尾市措置者の
み）

評価の観点 評価内容

入所者数
八尾市立養護老人ホーム入所者数（八尾市措置者の
み）

市民との協働にそぐわない。

・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

高齢者にとって必要な施設である。

・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

老人福祉法に基づく措置入所等の施設であり、他市の措置者と合
わせると、稼働率は98％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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

老人福祉法に基づく措置であり、入所者の所得に応じた利用者負
担金を徴収している。



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 10 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○後見開始等審判の申立て支援

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○報酬助成　７件　1,470,480円

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 認知症高齢者及びその家族等

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。

市長申立件数

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【現状】

D.市民の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
成年後見支援制度事務（高齢介護課対応分）

【特別会計】
担当部局・課

地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

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。

計画額（千円） 実績額（千円）2,432 1,548

平成30年度
意味・算式等

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

市長申立件数

対象者の把握、支援などについて、高齢者あんしんセンターと連携
しながら進めている。

・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

市長申し立ては身寄りのない認知症高齢者等の権利擁護のために
必要な制度であり、市が実施しなければならない。

・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

身寄りもなく、判断能力もない認知症高齢者等の権利擁護、生活支
援に有効である。

・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

法令に則った処理を行っている



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 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○第７期八尾市高齢者保健福祉計画
及び介護保険事業計画の計画に基づ
き実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○第７期八尾市高齢者保健福祉計画
及び介護保険事業計画の計画に基づ
き実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 社会福祉法人等

事業の目的 計画に基づき高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。

特別養護老人ホーム整備数

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【現状】

D.市民の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 高齢者福祉施設及び設備整備事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

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、高齢者施設の整備を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）319 68,722

平成30年度
意味・算式等

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

特別養護老人ホーム整備数

選考委員に市民委員を任命するなど、市民参画による計画の実現
に取り組んでいる。

・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

八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に則った整備
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

地域密着型サービス事業に係る施設整備については、可能な限り
住み慣れた地域での生活を継続することを目的とした地域包括ケ
アシステムの推進に寄与する事業である。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

補助金の交付について国及び大阪府の制度を活用するものとし、
本市は負担を行わない。



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 事業者 7 7

2 施設 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

A

総合
評価 A

指標 単位

平成30年度
計画内容

○軽費老人ホーム利用者の処遇向上
を図るため事業を実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○軽費老人ホーム利用者の処遇向上
を図るため事業を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 軽費老人ホームを運営する社会福祉法人等

事業の目的
軽費老人ホームを設置する社会福祉法人等の安定的な運営を図るとともに、居宅において生活す
ることが困難な高齢者が、健康で明るい生活を送ることができるよう利用者の処遇を確保すること
を目的とする。

補助金交付事業者数

市民と行政の
協働の領域

事務事業名 軽費老人ホーム事務費補助事業 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課

軽費老人ホームの運営に要する費用のうち、入所者負担にあたるサービス提供費の減免に要した
費用を施設に補助する。

計画額（千円） 実績額（千円）250,000 242,750

平成30年度
意味・算式等

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

補助金交付事業者数

施設数

軽費老人ホームの運営に要する費用の一部を施設に補助する事
業であり、
市民との共同や地域分権からの評価は困難である。

・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

軽費老人ホームは、「無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食
事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とす
る施設」と定義されており、低額な利用料を維持するため、軽費老
人ホームの運営に要する費用の一部を施設に補助する本事業は
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

居宅において生活することが困難な高齢者が、健康で明るい生活
を送ることができるよう高齢者の処遇を確保することに寄与してい
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

当該補助金は、国の示す「軽費老人ホームの利用料等に係る取り
扱い指針について」に基づく単価設定の交付を前提として運営を
行っており、実施手法として適当である。



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 9600 11081

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○認知症サポーター養成講座の実施
○メイト、サポーターの活用
○認知症関連教室、講演会等の実施
○認知症初期集中支援チームの設置
○認知症ケアパスパンフレットの普及
○認知症地域支援推進員が中心とな
り医療と介護の連携、認知症啓発の強
化
○認知症カフェの地域展開の実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○認知症サポーター養成講座　55回開
催、受講者1,985人
○認知症啓発講演会　参加者182人
○認知症カフェ　市内12か所で開催
○認知症高齢者声かけ体験　６回開
催、参加者227人
○認知症初期集中支援チーム対応件
数　延べ75件

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 認知症高齢者及びその家族等

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。

認知症サポーター数

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【現状】

D.市民の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 認知症啓発事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした、認知症に関する広報及び啓発活動
等を実施し、認知症高齢者及び家族等が地域で安心して生活できる環境を整備する。

計画額（千円） 実績額（千円）12,931 10,215

平成30年度
意味・算式等

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

認知症サポーター数

認知症サポーターや地域団体との協働のもと、認知症高齢者声か
け体験を実施した。

・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

認知症地域支援推進員が中心となって、市内全圏域で認知症サ
ポーター養成講座を開催した。
認知症キッズサポーター養成講座を市内小学校で開催した。

・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

認知症サポーター養成数は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

認知症地域支援推進員との連携のもと、認知症高齢者声かけ体験
等のイベントや講座等を各地域で開催した。



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 150 214

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○認知症高齢者に対する見守り体制
の充実
○位置探索システム（ＧＰＳ）の利用支
援の見直し、実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○手引書及びホームページ作成
○GPS以外の有効な利用支援につい
て、サンプルの取り寄せ、他市の状況
を確認し検討

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 徘徊高齢者と高齢者を介護する家族等

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。

徘徊高齢者登録者数

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【現状】

D.市民の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 徘徊高齢者家族支援サービス事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

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。

計画額（千円） 実績額（千円）832 677

平成30年度
意味・算式等

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

徘徊高齢者登録者数

八尾警察署や高齢者あんしんセンター等と連携している。

・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

認知症高齢者の増加にともないの必要性は高まっている。

・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

徘徊高齢者の安全を図るとともに、高齢者を抱える家族の負担軽
減に有効である。

・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

徘徊高齢者SOSネットワークにより、関係機関が連携して、徘徊高
齢者の発見にあたっている。



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

計画値 実績値

1 回 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○介護保険運営協議会開催
○給付実績の分析
○第７期計画の進行管理

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○介護保険運営協議会を開催し、給付
実績の分析、介護保険事業計画の実
施状況を報告

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 介護保険被保険者

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号被保険者の介護保険料を決定する。

介護保険運営協議会の開催
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【現状】

D.市民の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 介護保険事業計画推進事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

介護保険事業計画の進行管理を行う。３年間の計画となっており、２年目に調査を行い３年目に次
期計画を策定している。

計画額（千円） 実績額（千円）1,988 1,660

平成30年度
意味・算式等

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

介護保険運営協議会の開催
数

計画書に対する市民意見等の募集・反映をし、また、運営協議会に
おいて審議を諮った。

・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

介護保険法に基づき、３年毎に計画策定を行っている。

・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

目標どおり達成された。

・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

事業計画策定に関する委託先について、検証する必要がある。



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.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 ％ 100 97.9

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○介護保険給付

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○介護保険給付

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 介護保険被保険者

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。

保険給付費の事業計画と実績
の対比

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 介護保険給付事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

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（一定以上所得者は
８割もしくは７割）を負担する。

計画額（千円） 実績額（千円）22,999,628 22,507,409

平成30年度
意味・算式等

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

保険給付費/計画費

評価の観点 評価内容

保険給付費の事業計画と実績
の対比

保険給付費/計画費

利用者が主体性をもって、各事業所と契約し、住み慣れた地域で生
活することに寄与している。

・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

介護保険制度の根幹をなす。

・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

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。

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

介護給付費は、サービス利用計画に基づきサービス提供を行って
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.15 介護サービスの提供

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100.276

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

指標 単位

平成30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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 介護保険被保険者

事業の目的 要介護認定を適切に実施する。

要介護（要支援）認定者数の計
画値との対比

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 介護保険認定調査事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

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。

計画額（千円） 実績額（千円）209,006 199,571

平成30年度
意味・算式等

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

認定者数/計画値

評価の観点 評価内容

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

条例及び要綱に基づき情報開示を行っている。

・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

介護保険制度を利用するためには、要介護認定を受けなければな
らない。

・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

高齢者人口の増加に伴い、認定者数は増加している。

・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

審査件数は増加しているが、審査会開催回数は同等に運営してい
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

計画値 実績値

1 ％ 98.4 98.8

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

指標 単位

平成30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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○ホームページの修正などの介護保
険料に関する情報提供
○全ての介護相談の機会を利用した
納付勧奨の実施
○口座振替の推進

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 介護保険第1号被保険者

事業の目的 保険料を適正に賦課・徴収する。

介護保険料収納率（現年度）

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 介護保険賦課徴収事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

資格取得者（年齢到達、転入等）、資格喪失者（死亡、転出等）及び適用除外者を的確に把握し、被
保険者証の交付及び回収並びに介護保険料の賦課徴収業務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）19,335 17,540

平成30年度
意味・算式等

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

平成27年度から平成29年度については第６期計画に
より計画値を設定

評価の観点 評価内容

介護保険料収納率（現年度）
平成27年度から平成29年度については第６期計画に
より計画値を設定

納入通知書の発送にあたり、事前に市政だよりによる広報を行って
いる。また、納入通知書や督促状等を送付する際の同封文書にお
いて保険料にかかる説明を丁寧に行っている。

・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

法令に基づく社会保険制度を適正に運用するための事業であり、
事業実施は不可欠である。法令の原則的な枠組みがあり、役割分
担を見直すことは現状では考えにくい。

・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

昨年度に比べ、現年度分の収納率は伸び、目標どおりの実績が達
成できた。引き続き、収納率の維持やさらなる向上を図る必要があ
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

既存のデータやシステム環境における現在の利用を把握し、コスト
を含めて安定的に運用された。引き続き、有効活用できる機能の研
究を進める必要がある。



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.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 ％ 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30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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○介護保険制度利用に関する相談・苦
情処理体制の整備
○コミュニケーションサポーター派遣制
度
○介護保険情報の提供
○介護保険事業者情報の提供(再掲)
○介護相談員派遣委託

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 介護保険サービス提供事業者　介護保険被保険者

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。

適正化事業実施率

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【現状】

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 介護給付費等費用適正化事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

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。

計画額（千円） 実績額（千円）10,991 10,359

平成30年度
意味・算式等

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

適正化重要事業の実施率

評価の観点 評価内容

適正化事業実施率 適正化重要事業の実施率

介護保険制度改正の内容について、市政だより等による広報、説
明会を通じて情報提供を行った。

・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

目的のとらえ方は適切である。
市の関与や役割分担を見直す必要はないと考える。

・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

介護相談員派遣施設普及率については平成17年度の目標は達成
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

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。



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 ％ 100 75

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

指標 単位

平成30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）
○コミュニケーションサポーター派遣制
度
○介護保険情報の提供
○介護保険等サービス提供事業者情
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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○介護保険制度利用に関する相談・苦
情処理体制の整備
○介護保険情報の提供
○介護保険等サービス提供事業者情
報の提供
○福祉用具・住宅改修支援事業

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 介護保険被保険者及びその家族等

事業の目的 介護保険サービス等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。

介護相談員派遣施設普及率

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【現状】

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 介護保険利用者支援事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

利用者が適切に介護保険サービス及び介護予防・生活支援サービス事業等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。

計画額（千円） 実績額（千円）13,909 12,596

平成30年度
意味・算式等

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

介護老人福祉施設（地域密着型を含む。）に対する普
及率

評価の観点 評価内容

介護相談員派遣施設普及率
介護老人福祉施設（地域密着型を含む。）に対する普
及率

介護保険制度改正の内容について、市政だより等による広報、説明
会を通じて情報提供を行った。

・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

目的のとらえ方は適切である。
市の関与や役割分担を見直す必要はないと考える。

・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

介護相談員派遣施設普及率については計画値を下回っている。

・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

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。



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 件 77880 93113

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○介護ｻｰﾋﾞ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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○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支援
○介護保険事業者情報の提供
○事業者指導体制の整備

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 介護保険サービス提供事業者

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。

介護サービス事業者情報シス
テムのアクセス件数

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【現状】

D.市民の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 介護保険事業者支援事業【特別会計】 担当部局・課
地域福祉部

高齢介護課（特別会計）

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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

介護サービス事業者情報シス
テムのアクセス件数

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
報の提供もすすめることができた。

・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

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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。



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 3 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○第３期障がい者基本計画、第５期障
がい福祉計画及び第１期障がい児福
祉計画の進行管理

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○第３期障がい者基本計画並びに第５
期障がい福祉計画及び第１期障がい
児福祉計画の進捗管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 障がい者等

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、障がい者基本計画、障が
い福祉計画及び障がい児福祉計画を策定し、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、障がい者等の生きがいづくりや生活の質の向上に努めていく。

推進協・部会実施回数

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【現状】

D.市民の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 障がい者基本計画推進事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

障がい者基本計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定、進行管理の実施を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）366 276

平成30年度
意味・算式等

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

障害者施策推進協議会・作業部会の実施回数

評価の観点 評価内容

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

計画の策定に当たっては、市内障がい当事者や事業所の意見を反
映させ、計画の進捗管理に当たっては、障がい関係機関や市民委
員から意見をいただくなど、協働の取組を実施している。

・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

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は、現実に即した数値目標等の設定を要
するため、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

障がい者基本計画を推進するに当たって、計画等の策定及びその
進捗管理は、現実に即した数値目標を達成する上で欠かせず、当
事者及びその関係者や市民の立場に立った計画遂行に有効であ
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

障がい関係機関や市民の立場に立つ委員による意見を吸い上げる
ことで、より効率的に実態に即した計画の遂行が実施できている。



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.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 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○緊急時等やむを得ない者に対して実
施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

〇緊急やむを得ない事由により障害者
総合支援法によるサービス利用が困
難な障がい者に対して一時保護を実
施

重点取り組み 地域別計画

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、障がい者及びその家族の福祉の向上を図る。

やむを得ない措置による短期
入所利用者数

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【現状】

D.市民の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 緊急時障がい者保護事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）789 210

平成30年度
意味・算式等

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

やむを得ない措置による短期入所利用者数

評価の観点 評価内容

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

緊急やむを得ない場合への対応として障害者の人権を守る視点で
の事業内容となっている。

・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

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

短期入所事業所の体制も一定整備されてきており、緊急時のベット
確保について再検討する時期に来ていると考えられる。



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.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 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○手当の支給

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○手当の支給

重点取り組み 地域別計画

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、身体障がい者手帳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。

受給者数

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【現状】

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 重度心身障がい者特別給付金支給事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

障がい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。

計画額（千円） 実績額（千円）240 240

平成30年度
意味・算式等

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

受給者数

評価の観点 評価内容

受給者数 受給者数

障害者手帳交付時に該当者に対して説明を行っている。

・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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

該当者がいれば適切な説明を行うなどの業務執行を行っている。



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 6967 6067

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○手当の支給

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○手当の支給

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 重度障がい者

事業の目的 在宅重度障がい者等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。

受給者延人数

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【現状】

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 特別障がい者手当等支給事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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等に対し、特別障がい
者手当等の支給を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）132,295 140,391

平成30年度
意味・算式等

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

手当は月単位支給しているため。

評価の観点 評価内容

受給者延人数
手当は月単位支給しているため。

市広報にてＰＲを行う際、身体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、その際に、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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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おり、事業実施については妥当性がある。

・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

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
障がい者に対する経済的・精神的な負担を軽減し、有効的な事務
事業を行っている。

・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

障がい福祉システムで給付状況等の資格管理を行っており、効率
的な業務執行を行っている。



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 件 7900 6841

評価

妥当性 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30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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○市内の身体障がい者に対して特殊
寝台等の日常生活用具を給付

重点取り組み 地域別計画

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。

給付件数

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【現状】

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 重度身体障がい者等日常生活用具給付事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）76,325 74,569

平成30年度
意味・算式等

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

給付件数

評価の観点 評価内容

給付件数 給付件数

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、障がい者福祉における最
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

ストマをはじめ給付件数が年々伸びており、実績値は増加傾向に
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市場価格を考慮したうえで上限額を規定しており、改善する余地が
あれば必要に応じて給付品目や上限額の変更を行っている。



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
延べ利用

者数
424 244

評価

妥当性 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30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
が困難な最重度身体障がい者に対し、
自宅に訪問入浴車を派遣しての入浴
サービスを実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○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
が困難な最重度の身体障がい者に対
し、自宅に訪問入浴車を派遣しての入
浴サービスを実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 在宅の重度身体障がい者

事業の目的
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、もって最重度身体障がい者の在宅
生活を支援することを目的とする。

訪問入浴サービス事業

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【現状】

D.市民の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 訪問入浴サービス事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）3,433 3,194

平成30年度
意味・算式等

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

のべ利用者数

評価の観点 評価内容

訪問入浴サービス事業 のべ利用者数

居宅支援に関する相談があった際に、要件該当者であれば適宜情
報提供している。また、障害福祉のしおりにも掲載している。

・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

障がい者等に欠かせないサービスで妥当である。

・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

重度障がい者の在宅生活を支援する上で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

委託により効率的に事業実施をしている。



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.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）
13496 21062

2
月平均利
用量（日）

982 1013

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○居宅系･･･居宅介護、重度訪問介
護、同行援護、行動援護、短期入所、
重度障がい者等包括支援
○施設系･･･療養介護、生活介護、施
設入所支援
○重症心身障がい者入所支援加算

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○居宅系サービスとして、居宅介護、
重度訪問介護、同行援護、行動援護、
短期入所、重度障がい者等包括支援
の各種事業を実施
○施設系サービスとして、療養介護、
生活介護、施設入所支援の各種事業
を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 障がい者

事業の目的
障がい者が、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、必要な障がい福祉サービ
スに係る給付や支援を行う。

居宅介護等

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【現状】

D.市民の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 介護給付事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

障がい者が、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、必要な障がい福祉サービ
スに係る給付や支援を行う。
平成24年４月に大阪府から市に移譲された18歳以上の医療型障害児入所施設の重症心身障が
い者の処遇改善のため、施設に重症心身障がい者入所支援加算を支給する。（府での実施内容
と同じ）

計画額（千円） 実績額（千円）3,725,259 3,644,661

平成30年度
意味・算式等

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

訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援
護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援）

評価の観点 評価内容

居宅介護等
訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援
護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援）

短期入所 宿泊を伴う短期入所

民間との協働となっている。

・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

障がい者・児の日常生活を支えるために、欠かせないサービスで妥
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

利用実績は伸びているので有効である。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

適切に支給決定を行い効率的に支援を実施している。



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.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 2204 1416

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○障がい福祉サービス事業所、障がい
者支援施設等において、障がい者等に
日中の活動の場を提供し、社会に適応
するための日常的な訓練その他市町
村が認めた支援を実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○障がい福祉サービス事業所、障がい
者支援施設等において、障がい者等に
日中の活動の場を提供し、社会に適応
するための日常的な訓練等の支援を
実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 障がい者等

事業の目的
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。

日中一時支援事業利用人数

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【現状】

D.市民の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 日中一時支援事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

障がい福祉サービス事業所、障がい者支援施設等において、障がい者に日中の活動の場を提供
し、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。

計画額（千円） 実績額（千円）20,148 28,419

平成30年度
意味・算式等

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

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。

評価の観点 評価内容

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。

民間との協働としている。

・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

日常生活における支援であり、りよにーずは高い。

・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

障がい者等とその家族の生活を支え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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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、効率的な事業運営を行った。



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 1027 610

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○補装具の交付・修理に要する費用に
つき、身体障がい者等に対する補装具
費の支給

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○身体障がい者等に対し、補装具の
交付・修理に要する費用の支給

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 身体障がい者等

事業の目的
補装具の交付又は修理により、身体障がい者等の失われた身体機能を補完・代替し、身体障がい
者等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。

交付件数

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【現状】

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 身体障がい者児補装具交付事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

身体障がい者等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。

計画額（千円） 実績額（千円）62,742 60,649

平成30年度
意味・算式等

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

交付件数

評価の観点 評価内容

交付件数 交付件数

身障手帳を交付する際に「しおり」により説明。
業者リストを整える。

・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

障害者総合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。身体障害者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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

障害者総合支援法に基づく補装具の交付及び修理。厚生労働省の
基準により金額が決められている。



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.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 20 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

指標 単位

平成30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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○住宅改造が必要な対象者に対し、改
造費用の一部を助成
○住宅改造連絡会議の実施

重点取り組み 地域別計画

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。

改造実施件数

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【現状】

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 重度身体障がい者等住宅改造助成事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）6,206 3,916

平成30年度
意味・算式等

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

改造実施件数

評価の観点 評価内容

改造実施件数 改造実施件数

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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ないが、住宅改造推進
チームによる定期会議等により随時、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。



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 B

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30年度
計画内容

○補助内容を検討のうえ実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○グループホーム等運営支援事業補
助金の交付

重点取り組み 地域別計画

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
障がい者が地域で安定した生活が営めるよう、市内のグループホームの安定的な運営と新規参入
の誘導を図る。

市内障がい者グループホーム
の増加数

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【現状】

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 障がい者地域生活援助事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

八尾市内のグループホーム運営法人に対し、運営経費の一部補助を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）5,616 5,220

平成30年度
意味・算式等

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

八尾市内の障がい者グループホームの増加数

評価の観点 評価内容

市内障がい者グループホーム
の増加数

八尾市内の障がい者グループホームの増加数

働の取組みとして民間事業所の運営費補助を実施している。

・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

グループホームの継続的な運営は、障がい者の地域移行に不可欠
であり妥当な補助事業である。

・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

グループホームの継続的な運営は、障がい者の地域移行に不可欠
であり有効な補助事業である。

・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

運営補助として実施しており、継続的な支援を行う上で効率的な手
法と考える。



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 0

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○避難行動要支援者名簿の管理・運
用
○個別避難支援計画の管理・運用

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○同意者名簿掲載者の現地訪問を実
施
○関係機関・地域団体に対する説明会
の実施

重点取り組み 地域別計画

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及び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
行政機関、福祉関係者、地域の組織・団体が連携して、要配慮者に対する防災・避難体制の整備、
支援策の充実を図る。

安否確認登録者（障がい者）

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【現状】

D.市民の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 災害時要配慮者（障がい者）支援事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

「災害時要配慮者支援プラン」に基づき、避難行動要支援者名簿を作成するとともに、地域団体等
関係機関との情報共有など、地域と連携した要配慮者支援体制の整備を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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

年間新規登録者数

評価の観点 評価内容

安否確認登録者（障がい者） 年間新規登録者数

地域の見守り活動の一環として、普段から顔の見える関係づくりを
促進するようにしており、地域団体と協働で本事業を勧めている。

・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

自力避難を困難とする障がい当事者の災害時対応を適切に行う必
要が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

自力避難を困難とする障がい当事者への災害時対応を迅速に行う
必要があるため有効な手法である。

・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

地域の見守り活動の一環として、効率的に避難支援を行うようにし
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.16 障がいのある人の自立支援

現状 今後

計画値 実績値

1 人日 1373 2771

2 人日 904 5477

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○児童発達支援・医療型児童発達支
援センター・放課後等デイサービス・保
育所等訪問支援・居宅訪問型児童発
達支援

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○障がい児の日常生活における生活
能力向上のため児童発達支援・放課
後等デイサービス・保育所等訪問支
援・居宅訪問型児童発達支援を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 障がい児

事業の目的 日常生活における生活能力の向上及び社会との交流の促進を図る。

児童発達支援　月平均利用量

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【現状】

D.市民の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 障がい児通所給付事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

日常生活における生活能力の向上、集団生活への適応のための必要な訓練及び社会との交流の
促進その他必要な支援を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）1,253,004 1,106,106

平成30年度
意味・算式等

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

児童発達支援　月平均利用量

放課後等デイサービス

民間との協働となっている。

・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

障がい者等の日常生活を支援するために欠かせないサービスであ
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

利用実績が伸びていることもあり、有効な事業実施である。

・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

適性なサービス支給決定を行っており、効率的である。



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.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 120 58

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○障害者就業・生活支援センター、労
働支援課、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
○障がい者の就労及び社会参加に向
けた障害者就業・生活支援センターへ
の業務委託

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○障害者就業・生活支援センター、労
働支援課、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
○障がい者の就労及び社会参加に向
けて障がい者就労支援推進事業を障
害者就業・生活支援センターに業務委
託

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 障がい者

事業の目的
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。

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【現状】

D.市民の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 障がい者就労支援事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

障害者就業・生活支援センターなどの関係機関との連携により、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。
障がい者の就労支援に関する事業を、障害者就業・生活支援センターに委託し、障がい者の就労・
社会参加を促進する。

計画額（千円） 実績額（千円）3,500 3,500

平成30年度
意味・算式等

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

「障がい者雇用を考える集い」における参加者数

評価の観点 評価内容

参加者数 「障がい者雇用を考える集い」における参加者数

・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

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

委託料ではあるが、積算基準が人件費にかかるものであるため、
大幅なコスト削減は困難。



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 2700 3040

評価

妥当性 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30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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○区分認定審査会の運営
○区分認定調査の実施
○支給決定・受給者管理業務の実施
○障がい福祉システム及び福祉医療
システムの運用

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 障がい者等

事業の目的
障害者総合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。

制度利用者数

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【現状】

D.市民の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 自立支援制度推進事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

障がい支援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する。

計画額（千円） 実績額（千円）21,430 40,152

平成30年度
意味・算式等

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

介護給付、施設訓練等給付などの制度利用者数

評価の観点 評価内容

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

国・府の制度改正を注視しシステム改修等の業務を進めた。

・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

区分認定に関する事務、支給決定に関する事務を適正に実施し
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

安定した制度利用が見込まれる。

・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

システム改修等について効率的に事業を実施した。



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.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 7300 6387

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○アンテナショップ運営支援事業の実
施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○アンテナショップ運営支援事業の実
施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 障がい者福祉作業所

事業の目的
アンテナショップの安定した運営を支援することで、障がい者の働く場の確保や自立と社会参加の
促進を図る。

設置数

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【現状】

D.市民の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 アンテナショップ支援事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,047 971

平成30年度
意味・算式等

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

ショップ設置数

評価の観点 評価内容

設置数 ショップ設置数

顧客数 アンテナショップの年間顧客数

授産製品を扱うだけでなく、当事者自らが生活訓練、社会訓練の実
践の場としており、協働して障がい関係者をはじめ、一般の市民に
対するＰＲを行っている。

・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

アンテナショップは授産製品の認知拡大と販路拡大に大きな役割
を果たしており、その支援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

市内授産製品を広報し、販売することは、障がい者理解に大きく貢
献し、工賃の向上に有効である。

・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

補助金の実績報告において、対象経費の精査を行い功利的な支
援を行っている。



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
年間のべ
利用人数

11500 10974

2
利用実人

員
164 93

3
利用実人

員
407 821

4
利用実人

員
16 234

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○共同生活援助（グループホーム）
○自立訓練、就労移行支援、就労継
続支援、就労定着支援、自立生活援
助

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○自立した日常生活や社会生活を営
むための身体機能や生活能力の向上
を目的とした必要な訓練を実施
○就労を希望する障がい者に対し、生
産活動の機会の提供を通じて就労に
必要な訓練などを実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 障がい者

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を通じて、自立した日常生活
や社会生活の支援を図る。

訓練等給付事業利用者

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【現状】

D.市民の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 訓練等給付事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

就労継続支援事業

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行
う。また、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
行う場を提供する。

共同生活援助

計画額（千円） 実績額（千円）2,394,498 2,139,440

平成30年度
意味・算式等

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

就労移行支援、就労継続支援Ａ・Ｂの年間のべ利用
人数

評価の観点 評価内容

訓練等給付事業利用者
就労移行支援、就労継続支援Ａ・Ｂの年間のべ利用
人数

就労移行支援事業

サービス情報等については、事業所をはじめ周知を行っている。

就労継続支援事業Ａ・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

自立した社会生活を営むために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

利用ニーズが高いことから有効であるといえる。

・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

適切にな支給決定を行っている。



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 5 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

B

総合
評価 A

指標 単位

平成30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
○点訳作成
○点字講習会
○音訳講習会

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○中途失明者歩行訓練等の各種講習
会の実施

重点取り組み 地域別計画

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。

中途失明者歩行訓練者数

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【現状】

D.市民の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 生活支援事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）8,088 7,586

平成30年度
意味・算式等

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

当該年度における中途失明者歩行訓練者の数

評価の観点 評価内容

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

対象者に市政だより等で情報提供を行っている。

・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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。



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 400 440

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

指標 単位

平成30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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○手話公開講座等の開催

重点取り組み 地域別計画

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。

実施率

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【現状】

D.市民の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 コミュニケーション支援事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）4,465 4,349

平成30年度
意味・算式等

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

手話公開講座（実施回数/計画回数）×100

評価の観点 評価内容

実施率 手話公開講座（実施回数/計画回数）×100

コミュニケーション支援利用人
数

手話通訳者の派遣利用延べ人数

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。



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 32000 32294

2 人 15000 13714

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○センター事業の実施
○指定管理者の選定

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○センター事業の実施
○空調工事の実施
○指定管理者の選定

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 在宅の障がい者等（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。

利用人数

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【現状】

D.市民の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 障害者総合福祉センター運営事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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
の運営を行う。また、拠点施設として障がい者の各種相談、講習、訓練、情報提供等を行うととも
に、生活介護事業及び短期入所事業等を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）245,775 237,349

平成30年度
意味・算式等

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

学習・啓発系事業などセンター利用者の総数

評価の観点 評価内容

利用人数 学習・啓発系事業などセンター利用者の総数

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

事業を実施していくにあたって、地域住民との協同は不可欠であ
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

拠点施設として障がい者の各種相談・講習・訓練・情報提供等を行
うにあたり、妥当な事業実施である。

・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

在宅の障がい者の自立と社会参加の促進に有効である。

・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

指定管理料の中で効率的に運営を行っている。



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 94

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○八尾市において実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○八尾市身体障害者福祉会が主催
し、八尾市において実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 身体障がい者

事業の目的 身体障がい者の社会参加意欲の向上を図る。

参加者数

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【現状】

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 身体障がい者スポーツ大会事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

大阪府東ブロック身体障害者連合会（八尾市・東大阪市・柏原市）主催のスポーツ大会の運営を補
助し、身体障がい者スポーツを通じて障がい者の積極的な社会参加を促進する。

計画額（千円） 実績額（千円）1,000 600

平成30年度
意味・算式等

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

本市参加人数

評価の観点 評価内容

参加者数 本市参加人数

八尾、東大阪、柏原の障がい者が参加しており、各市の身体障害
者団体が輪番で主催していることから、協働の取組みである。

・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

障がい者の社会参加の場は、地域移行における重要な要素であ
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

手軽に多くの人が参加できる内容であり、障がい者の社会参加や
交流にいて有効である。

・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

事業経費を精査し、効率的に運営費の抑制に努めている。



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.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 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 B

指標 単位

平成30年度
計画内容

○事業者の募集、選定及び補助

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○国庫補助対象事業者の選定

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 社会福祉法人等

事業の目的
社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の
福祉の向上を図る。

施設整備箇所数

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【現状】

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 民間障がい者福祉施設整備促進事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

社会福祉法人等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。

計画額（千円） 実績額（千円）11,769 0

平成30年度
意味・算式等

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

申請があった場合の施設整備箇所数

評価の観点 評価内容

施設整備箇所数 申請があった場合の施設整備箇所数

市民ニーズがあるものとして民間事業者が参入する事業に助成す
るもので、本市が定める施設整備方針に基づく協働の取組みであ
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

多様化するニーズに対応するため、サービス提供事業者の確保が
欠かせず、国庫補助を活用し事業参入を推進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

本市施設整備方針に則した事業者の整備事業を支援することは、
本市における必要なサービス供給を確保する上で有効である。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国庫補助を活用した事業であり、本市の施設整備を効率的に達成
することができる。



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 5 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○社会福祉法人に事業委託

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○社会福祉法人による委託事業として
実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 重度重複身体障がい者

事業の目的
最重度の重複障がい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など、利
用者の福祉向上に資する。

利用者数

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【現状】

D.市民の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 八尾市障がい者ふれあいルーム運営事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

最重度障がい者に社会参加の場を提供するとともに、療育を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）12,210 12,210

平成30年度
意味・算式等

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

利用定員の数

評価の観点 評価内容

利用者数 利用定員の数

協働の実施にはあまりなじまないものと考える。

・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

重度障がい者に対する社会参加の場の提供や療育に必要不可欠
であり妥当な事業実施である。

・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

重度障がい者に対する社会参加の場の提供や療育に必要不可欠
であり有効な事業実施である。

・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

民間委託による効率性を確保している。



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 利用日数 2858

2 箇所 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

A

総合
評価 A

指標 単位

平成30年度
計画内容

○地域活動支援センター事業の実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○地域の実情に応じた創作的活動の
実施又は日中活動の機会の提供や社
会との交流の促進等の便宜を供与

重点取り組み 地域別計画

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するなど、地域生活支援の促進を図る。

地域活動支援センター（Ⅱ型）

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【現状】

D.市民の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 地域活動支援センター事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

障害者総合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、障がい者の創作的活動
や日中活動の機会を提供するなど、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。

計画額（千円） 実績額（千円）46,648 44,519

平成30年度
意味・算式等

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

地域活動支援センター（Ⅱ型）

設置箇所数

委託により実施している。

・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

障がい者等の社会参加、日常生活の支援であり、妥当な事業実施
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

地域生活支援の促進に有効である。

・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

事業委託により効率的に実施している。



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.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 208309 161532

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○障がい者等の移動支援

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○余暇活動等の社会参加のための移
動支援を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 障がい者等

事業の目的
屋外での移動が困難な障がい者等に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
及び社会参加の促進を図る。

移動支援利用時間

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【現状】

D.市民の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 障がい者移動支援事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）351,791 321,784

平成30年度
意味・算式等

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基づき、
市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・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
23年10月より、重度視覚障がい者については、介護
給付費内の同行援護にて実施している。

評価の観点 評価内容

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
23年10月より、重度視覚障がい者については、介護
給付費内の同行援護にて実施している。

民間事業所との協働実施となっている。

・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

障がい者等の日常生活の支援を実施する上で妥当である。

・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

利用実績は伸びており、有効な事業実施と言える。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

登録事業者による効率的な事業実施を行っている。



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 52

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○施設運営及び事業の実施
○指定管理事業者の選定

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○センター事業の実施
○指定管理者の選定

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 知的障がいを有する児童

事業の目的
知的障がい児に対し、心身の発達を促進するため、通園による保育・訓練の体験を通じて、丈夫な
身体と豊かな心を育み、療育において基本的生活習慣の会得や、集団生活を通じての社会性を身
につける。

通所児童数

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【現状】

D.市民の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
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

地域福祉部

障害福祉課

知的障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への
適応訓練等を提供し、心身の発達を促進する。また、児童の保護者への相談支援や、園庭開放、
親子教室等を実施し、地域の中核的な療育支援施設として事業を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）128,426 128,426

平成30年度
意味・算式等

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

通所児童数

指定管理者制度を活用し、民間のノウハウを活用しながら実施して
おり、また、各種制度の案内については随時施設運営者に情報提
供をするなど、協働による施設運営を実施している。

・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

知的障害のある児童が社会参加するため知識技能の習得という目
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

児童発達支援のニーズは引き続き高まっていくものと考えられ、こ
どもの切れ目のない支援を実施する上で非常に有効である。

・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

指定管理者制度を実施しており、民間のノウハウを活用しながら効
率的な事業運営を行っている。



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 40 38

2 千円 19000 15212

3 千円 10000 17295

4 千円 1532 1685

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○肢体及び体幹に機能障がいを有す
る児童等への療育や訓練の実施
○保育所等訪問支援の実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○通所施設において、障がい児支援
及び診療を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 肢体及び体幹に機能障がいを有する児童、発達に遅れのある児童

事業の目的

四肢及び体幹に機能障がいを有する児童に対して療育を行うとともに、保護者に対しても必要に
応じた援助・指導を行う。
併設する診療所で児童の診察を行い、必要に応じてリハビリテーション訓練を実施する。
保育所等の集団生活の場においても、当該児童への直接支援、施設職員への支援を行うことによ
り、適切な支援を提供する。

契約人数

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【現状】

D.市民の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
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

地域福祉部

障害福祉課

障害児施設給付費負担金

①肢体及び体幹に機能障がいのある児童その他発達に遅れのある児童に対して、診療並びに療
育を行うとともに保護者へ指導・助言を行う。
②地域支援として、保育所等の集団活動の場において、当該児童への直接支援や施設職員への
支援を行う。
③障がい児に対する通所サービスの利用に係る障がい児支援利用計画を作成するとともに、モニ
タリングを実施する。
④障がい児相談支援として、施設利用に限らず幅広い相談及び支援を行う

児童療育施設利用者負担金
医療型児童発達支援センター（いちょう学園）の利用
者負担金（施設利用料、医療費）

計画額（千円） 実績額（千円）31,846 27,537

平成30年度
意味・算式等

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

施設定員に見合う契約児童数

評価の観点 評価内容

契約人数 施設定員に見合う契約児童数

診療報酬 常勤医師及び委嘱医師による診療報酬の確保

事業の性質から市民との協働が可能な範囲があまりない中で、夏
のイベント等において、地域や学生ボランティアの協力を得るなど、
可能な範囲ででの取り組みを継続した。

障害児施設給付費負担金（大阪府負担金）

・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

通所児童数は定員に満たなかったが、年度途中からでも必要とさ
れる療育が実施できた。診療所においては障がい児の診察及び機
能訓練を実施した。

・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

センターでの支援を必要とする児童に対し、効果的な事業を実施し
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

報酬・受益者負担とも、医療・障がいの給付費制度において定めら
れたものである。



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.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 1387 1784

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○更生医療の給付

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○更生医療の給付

重点取り組み 地域別計画

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。

給付件数

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【現状】

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 身体障がい者更生医療給付事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

身体障がい者の日常生活や職業能力を回復、改善するため、障がいの更生を目的として行われる
医療に対する給付を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）396,105 479,550

平成30年度
意味・算式等

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

給付件数

評価の観点 評価内容

給付件数 給付件数

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。

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

障害者総合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る。
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

システム管理により効率的な資格管理を行っている。



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 件 120000 107937

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○大阪府福祉医療費助成制度の見直
しを踏まえた障がい者医療制度を実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○医療費助成等の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 重度の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者

事業の目的
重度の障がい者等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、もって障がい者等の福祉の増進を図る。

医療費助成件数

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【現状】

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 障がい者（児）医療費公費負担事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

重度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。

計画額（千円） 実績額（千円）632,971 545,118

平成30年度
意味・算式等

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

障がい者医療費助成件数

評価の観点 評価内容

医療費助成件数 障がい者医療費助成件数

「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。

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

重度の障害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

重度の障害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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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、効率よく事業が実
施されている。



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.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 19

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○発達障がい児支援センター事業の
実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

〇発達障がいの早期発見や専門的な
療育の実施
〇発達障がい児の発達支援、家族支
援の推進

重点取り組み 地域別計画

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。

利用者数

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【現状】

D.市民の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 発達障がい児支援センター事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）5,281 5,281

平成30年度
意味・算式等

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

年間利用者数

評価の観点 評価内容

利用者数 年間利用者数

・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

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

対象者の需要は満たしているものの、利用者数が計画地に届かな
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

個々の特性に合わせた療育プログラムに基づく支援、また保護者
に対しても保護者研修会や保護者交流会等を実施、療育をみんな
で考える場となっている。



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 件 569 128

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○育成医療の給付

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○育成医療の給付

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 身体に障がいを有する児童

事業の目的 身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって生活能力の向上を図る。

給付件数

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【現状】

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 身体障がい児育成医療給付事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

身体上の障がいが軽くなり、生活の能力を得るために行われる医療に対する給付を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）5,060 11,001

平成30年度
意味・算式等

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

給付件数

評価の観点 評価内容

給付件数 給付件数

申請者や医療機関からの問い合わせに対して適切な対応を行っ
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

障害者総合支援法に定められた公費負担制度であり、障がいを軽
減する目的で行われる医療制度であるため、事業の実施として妥
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

児童の障がいの軽減・除去のための医療であり、効率的な事務執
行を行っている。

・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

システムによる資格確認等を行っており、効率的な事務執行を行っ
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 件 10475 7404

評価

妥当性 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30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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○障がい者福祉に関する相談対応等
を実施

重点取り組み 地域別計画

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。

相談件数

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【現状】

D.市民の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 窓口等相談業務 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

障がい者福祉に関する相談業務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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

相談件数

評価の観点 評価内容

相談件数 相談件数

障がい者福祉のしおりを配付するなど、適時、情報の提供を行っ
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

適切な相談業務を行った。

・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

市民ニーズに対応した相談業務を行った。

・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

効率的に業務が行えるような改善を計画的に行った。



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 12884 10165

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○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
○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

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○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、引渡し等に
関する業務の実施
○自立支援医療（精神通院）の申請受
付等に関する業務の実施

重点取り組み 地域別計画

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。

手帳等申請件数

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【現状】

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 身障手帳等交付事務 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、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（身体障がい者手帳及び精神障がい者保健福祉手帳のみ）、大
阪府への進達、手帳引渡しや説明等を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）3,778 2,020

平成30年度
意味・算式等

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

各種手帳等申請件数

評価の観点 評価内容

手帳等申請件数 各種手帳等申請件数

市政だより、ホームページ等で適切に情報を提供している。

・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

法に基づく業務であり、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

手帳の交付等の事務については年々実績が伸びている。

・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

手帳交付事務について審査等にかかる時間短縮を図った。



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.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 15 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

指標 単位

平成30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
方への支援を実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

〇成年後見審判申立に関する事務
〇選任された後見人等への報酬を助
成

重点取り組み 地域別計画

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に対し成年後見制度による支援を実施する
ことで本人の権利を守る。

成年後見制度利用者数

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【現状】

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 成年後見支援制度事務（障がい福祉課対応分） 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）2,175 1,793

平成30年度
意味・算式等

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

成年後見制度利用者数

評価の観点 評価内容

成年後見制度利用者数 成年後見制度利用者数

・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

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



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 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○障がい者フォーラムの実施
○福祉電話事業の見直し検討
○自動車改造等への助成

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○障がい者フォーラムの実施
○自動車改造等への助成

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 障がい者等

事業の目的
障がい者等に対し、各種福祉事業を実施することにより、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。

事業実施率

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【現状】

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 障がい者社会参加推進事業 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

障がい者等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。また、障が
い及び障がい者等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する。
重度の身体障がい者等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、自動車免許を取得する場合に助成を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）2,990 2,430

平成30年度
意味・算式等

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

実施事業数/当初計画事業数×100

評価の観点 評価内容

事業実施率 実施事業数/当初計画事業数×100

助成件数 自動車改造等への助成件数

障がい者フォーラムにおいては、障がい当事者が主となり、市民参
加型のフォーラムを実施している。

・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

市民の社会参加を推進する上で妥当な事業である。

・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

障がい者や障がいに対する理解促進、社会参加に有効な事業実施
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

障がい者の社会参加の推進においては、社会の理解と社会的障壁
を取り除く必要があり、本事業はこれらを実現していく上で効率的な
手法と言える。



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 団体 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

〇活動経費の助成

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○障がい福祉に関する事業（３団体）
に対し、助成金を交付

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 障がいに対する福祉意識の向上と障がい者の保健福祉の増進を図る。

地域福祉推進事業助成金申請
団体数

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【現状】

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 地域福祉推進基金活用事業（障がい福祉分） 担当部局・課
地域福祉部

障害福祉課

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、地域福祉推進基金を活用して、
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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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

地域福祉推進事業助成金申請
団体数

市民の自発的な福祉活動への助成であり、協働の取組みとして進
めている。

・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

市民の福祉活動に対する事業実施であり、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

市民の自発的な福祉活動を支援する上で、助成金を交付すること
は有効な手段である。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民の福祉活動の内容については、審査会において審査し、真に
有効な市民活動にのみ助成しているため、効率的である。



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 件 2000 1873

2 世帯 730 746

3 ‰ 29 29.29

4 世帯 5700 5797

5 ％ 17 16.2

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

-

総合
評価 B

指標 単位

平成30年度
計画内容

○適正なケース格付による年間訪問
計画の策定
○訪問調査活動の充実と実態把握の
徹底
○実態把握に基づく援助方針の策定
及び個別援助の充実
○不正受給の防止対策の推進
○医療扶助適正化の取り組み

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○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

重点取り組み 地域別計画

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。

年間相談件数

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【現状】

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
地域福祉部

生活福祉課

生活保護率【特例市間比較指
標】

生活保護法に基づき保護を実施する。

生活保護受給世帯数

計画額（千円） 実績額（千円）14,011,421 13,871,959

平成30年度
意味・算式等

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

当該年度における相談件数

評価の観点 評価内容

生活保護受給世帯の就労率
【特例市間比較指標】

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

年間相談件数 当該年度における相談件数

生活保護新規開始件数【特例
市間比較指標】

当該年度における生活保護開始世帯数

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。

保護人員／住民基本台帳人口×1,000

・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

生活保護法に基づき、適正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

市民からの生活相談を受付て対応できるように体制を整備し、引き
続き市民の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 100 125

2 人 4 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

D

総合
評価 B

指標 単位

平成30年度
計画内容

○府及び南大阪ブロックの各市町村と
連携してホームレス巡回相談事業を中
心とする、ホームレスの自立に向けた
取り組みの実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○府及び南大阪ブロックの各市町村と
連携してホームレス巡回相談事業を中
心とする、ホームレスの自立に向けた
取り組みの実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 ホームレス等

事業の目的
生活困窮者自立支援法の制定を踏まえ、大阪府・市町村ホームレス自立支援推進協議会を通じ
て、協働して対策を講じ、ホームレスの自立を促進する。

巡回日数

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【現状】

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 ホームレス対策事業 担当部局・課
地域福祉部

生活支援課

平成27年度施行の生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業や一時生活支援事業とし
て、ホームレスを対象とした生活相談等の支援を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）3,543 3,962

平成30年度
意味・算式等

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

ホームレス巡回相談指導業務における、八尾市内の
巡回日数

評価の観点 評価内容

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

八尾市管内におけるホームレ
スの数

・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

巡回相談については、８６日から１２５日に増加したが、ホームレス
の数が3名から5名に増加した。

・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

巡回相談については、業務委託を行っており効率的に行っている。



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.17 生活困窮者への支援

現状 今後

計画値 実績値

1 世帯 23 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

A

総合
評価 A

指標 単位

平成30年度
計画内容

○中国残留邦人等に対する支援の実
施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○中国残留邦人等に対する懇切丁寧
な支援の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内に在住する中国残留邦人等の世帯

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。

中国残留邦人等に対する支援
給付の受給世帯

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【現状】

D.市民の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 中国残留邦人等への支援事業 担当部局・課
地域福祉部

生活支援課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）86,957 85,874

平成30年度
意味・算式等

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

生活支援給付を受給している中国残留邦人等の世帯
数

評価の観点 評価内容

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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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



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 件 1000 1061

評価

妥当性 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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○ケースワーカー、就労支援員による
きめ細かな就労支援の実施及び保護
世帯の自立促進
○就労支援における、ハローワーク等
の関係機関との連携

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○自立支援の実践
○プログラムの作成

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 生活保護受給世帯

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。

自立支援実施件数

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【現状】

D.市民の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 自立生活支援事業 担当部局・課
地域福祉部

生活福祉課

就労困難者である被保護者に対し、就労支援員によるハローワークへの同行訪問など、きめ細や
かな就労支援を実施することにより、新規就労や増収につなげ、世帯の自立を促進する。

計画額（千円） 実績額（千円）12,384 11,320

平成30年度
意味・算式等

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

当該年度、自立支援ケース選定世帯に対する就労支
援実施件数。

評価の観点 評価内容

自立支援実施件数
当該年度、自立支援ケース選定世帯に対する就労支
援実施件数。

就労支援員や臨床心理士兼キャリアカウンセラーの活用、また、そ
れらから生まれたハローワークとの連携など、社会資源の活用も含
め、被保護者にひろく提供できるようになった。

・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

生活保護世帯が増加し、総合的・組織的な支援を行うことが求めら
れている中で、就労だけでなく子育てなど多様な問題をかかえた母
子世帯を対象とし、支援策等を検討したことは適切であった。
生活保護受給者の中には様々な問題をかかえた方がおられ、健康
管理や就労支援など多方面にわたる支援の検討が必要であり、関
係部所との連携が重要であり、より緊密に行えるようにしたい。

・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

概ね計画値を達成できたが、自立支援選定ケースについてのもで
あるため、他の就労困難要因を抱えたケースに対しては、個別対応
し効果的な指導を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

就労支援員・臨床心理士兼キャリアカウンセラーの活用など業務の
執行体制は一定出来上がったが、より効率的に業務を行うため、お
互いの連携を強化する必要がある。



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.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 ％ 91 89.56

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○生活援護資金の貸付及び償還指導
○同和更生資金貸付金滞納者に対す
る償還指導

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○低所得世帯等に対する貸付及び償
還指導

重点取り組み 地域別計画

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。

償還率

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【現状】

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
地域福祉部

地域福祉政策課

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
還事務及び同和更生資金貸付金滞納者に対する償還事務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）271 179

平成30年度
意味・算式等

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

償還率＝償還総額（貸付総額-不納欠損額-滞納額-
納期未経過額）÷（貸付総額‐不納欠損累計‐納期未
経過額）×100

評価の観点 評価内容

償還率
償還率＝償還総額（貸付総額-不納欠損額-滞納額-
納期未経過額）÷（貸付総額‐不納欠損累計‐納期未
経過額）×100

必要に応じて情報の提供を行っている。

・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

傷病等による失業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

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 件 112 125

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○自立相談支援事業の実施（住居確
保給付金の支給相談事務含む）
○任意事業については関係課と連携
の上、学習支援事業及び就労準備支
援事業を実施

活　動　指　標

平成30年度
実施内容

事業概要

○自立相談支援事業の実施（住居確
保給付金の支給相談事務含む）
○任意事業については関係課と連携
の上、学習支援事業及び就労準備支
援事業を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市内に居住する生活困窮者であって、本事業の支援が必要であると認めるもの。

事業の目的
生活困窮者に対して包括的継続的に支える相談支援体制を構築することで、生活保護に至る前
段階で早期の支援を行い、困窮状態からの脱却を図ることを目的とする。

生活困窮者自立相談支援機関
が支援プランを立てた件数

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【現状】

D.市民の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 生活困窮者自立支援事業 担当部局・課
地域福祉部

生活支援課

専門相談員による、生活保護に至る前段階での生活困窮者に対する早期の相談支援。第一次的
な相談窓口としての寄り添い型支援を行い、生活困窮に陥っている原因を見つけ、庁内の各ツー
ルを活用し担当部局（二次的な窓口）へつなげるなど解決へ向けての支援を実施する。
平成26年度のモデル事業を経て、27年度から本格実施している。また、住居確保給付金の支給
(旧住宅支援給付金）にかかる相談業務については当事業で行う。

計画額（千円） 実績額（千円）47,885 52,574

平成30年度
意味・算式等

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

生活困窮者自立相談支援機関
が支援プランを立てた件数

必要に応じて情報の提供を行っている。

・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

自立相談支援機関の窓口として、複合的な問題を抱える生活困窮
者に対して問題解決に向けた包括的な関わりが出来た。
今後とも複雑多様化するニーズに対応できるよう庁内や関係機関と
の連携の強化が必要である。

・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

指標の目標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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

自立相談支援事業については社会福祉協議会に委託しており、適
切な分業を行い、事業を効率的に実施できた。



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.18 母子保健の増進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 ％ 20 35.1

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

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

母子の健康増進のため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

専門職による面接率の向上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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国籍が本人の申告以外分からないので、タイムリーに発行は難し
いが、情報を周知して把握に努めている。

・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

国際交流、次世代育成の視点で実施。

評価の観点 評価内容

若年妊婦の把握率
妊娠届出により母子健康手帳を発行するので、妊娠
届によりハイリスクである若年妊婦の把握率の上昇に
より虐待予防に努める。

母子健康手帳交付時面接率

妊娠届出による母子健康手帳の交付時の専門職によ
る面接をし、妊娠の経過の把握や子育て支援の情報
提供等を不安軽減に努めるため面接率の向上をめざ
す。
保健センター+再交付/妊娠届出数

計画額（千円） 実績額（千円）1,185 1,151

事務事業名 母子健康手帳交付事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要 妊娠届により母子健康手帳を交付し、妊娠・出産・育児を通じて母子の健康保持増進を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 妊婦、乳幼児とその保護者

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。

平成30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【現状】

若年妊婦の把握率
妊娠届出により母子健康手帳を発行するので、妊娠
届によりハイリスクである若年妊婦の把握率の上昇に
より虐待予防に努める。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○母子健康手帳の交付時における助
産師・保健師等専門職による面接等
の実施
○要フォロー妊婦の把握

平成30年度
実施内容

○母子健康手帳の交付時における助
産師・保健師等専門職による面接等
の実施
○要フォロー妊婦の把握
○外国語版母子手帳交付 18件



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 2200 2005

評価

妥当性 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

市民ニーズも高く、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

当課の封筒や他課の冊子等にマークを活用することで、妊婦以外
の市民に対しても啓発できている。

・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

企業の無償提供媒体を活用し、妊婦に啓発できている。

・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

保健事業案内では全戸配布できており、あらゆる機会を通じて啓発
を行っている。

評価の観点 評価内容

キーホルダー配布数 妊娠届出した妊婦全員配布。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 マタニティマーク普及・啓発事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 妊産婦

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。

平成30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【現状】

キーホルダー配布数 妊娠届出した妊婦全員配布。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○母子健康手帳交付時におけるマタニ
ティキーホルダーの配布

平成30年度
実施内容

○母子健康手帳交付時におけるマタニ
ティキーホルダーの配布



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 教室 36 35

2 回 48 47

3 回 12 12

4 回 96 94

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

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

参加者数は減少しているが、実施回数は維持しており、受け入れら
れる態勢をとり、最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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

参加人数は減少しているものの、相談件数は大きく増加しているも
のもあるため、検討は必要

・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

地域の子育て支援の場や、各コミュニティセンターと関りを持ちなが
ら、情報提供をすすめている。今後、各機関との連携を深める必要
がある

評価の観点 評価内容

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、31年度より5ヶ所で
開催した親子教室の回数

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）で実施している乳幼児健
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

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

D.市民の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

子育て支援課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

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、31年度より5ヶ所で
開催した親子教室の回数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○マタニティー＆ベビー教室の開催(３
センターで実施)
○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30年度
実施内容

○マタニティー＆ベビー教室の開催(３
センターで実施)
○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



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 ％ 85 85

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

妊娠期における経済的な負担軽減、産後うつや虐待予防のため本
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

実績値は横ばいである。

・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

妊娠期における経済的な負担軽減を図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

次世代育成の視点で実施している。市政だより等市民への普及啓
発に努めている。

評価の観点 評価内容

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÷受診券発行数（妊娠届出数×１４回）×１００を
受診率として指標にした

計画額（千円） 実績額（千円）253,190 229,035

D.市民の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 妊産婦包括支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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、妊婦健康診査及び産婦健康診査を実
施し、必要な指導を行う。
また、合わせて褥婦及び産婦に対し、産後ケア事業を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 妊婦、褥婦、産婦及び胎児

事業の目的
妊産婦・胎児・乳児に対して健康診査を行い、母子の健康保持を図る。
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。

○

平成30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【現状】

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÷受診券発行数（妊娠届出数×１４回）×１００を
受診率として指標にした

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○妊婦健康診査の実施及び受診率の
向上策の実施
○妊婦歯科健康診査の実施及び受診
率の向上策の実施
○産婦健康診査の実施及び受診率の
向上策の実施
○産後ケア事業の実施

平成30年度
実施内容

○妊婦健康診査　延べ23,825人
○産婦健康診査　延べ3,078人



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 件 10 1

2 件 1500 -

3 ％ 100 99.9

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

ハイリスク妊産婦等への支援に加え、虐待予防の観点からも本事
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

不妊不育相談については、実績が少ないが、他課への相談へつな
がっているという状況もあり、有効であると考える。
また、妊婦の把握率はあがっている。

・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

ハイリスク妊産婦等への支援に加え、虐待予防の観点からも相談
支援を実施することは有効である。

・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

市政だよりや保健事業案内、他課の冊子への記事掲載など実施
し、市民への啓発を実施できている。

評価の観点 評価内容

不妊・不育に関する相談件数
不妊・不育に関する相談が出来るような体制づくりが
必要である。

市内での分娩数 身近で安心して出産できる体制づくりが必要。

妊婦の把握率
支援を要する妊婦を早期に把握するために、妊婦の
状況を全数把握する必要がある。

計画額（千円） 実績額（千円）28,707 25,430

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 母子保健相談支援事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
地域における切れ目のない妊娠・出産支援の強化として「母子保健相談員（助産師）」を配置し、従
来のハイリスクの妊産婦等への支援に加え、不妊相談など、より広く、妊産婦等全体を対象とする
相談支援を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 妊娠・出産を希望する市民、全ての妊産婦、新生児及び生後1歳に満たない乳児

事業の目的
妊娠期から母子保健相談員を中心に従来のハイリスクの妊産婦等への支援に加え、より広く、妊
産婦等全体を対象とする相談支援を実施することでリスクのあるケースを発見し、支援ニーズに応
じて必要な支援につなぐことによって乳幼児の虐待予防に努める。

○

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

不妊・不育に関する相談件数
不妊・不育に関する相談が出来るような体制づくりが
必要である。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○助産師などによる妊産婦を対象とし
た相談事業の実施
○妊娠期からの情報を活用した切れ
目のない支援の実施
○助産師などによる不妊・不育に関す
る相談支援の実施

平成30年度
実施内容

○助産師などによる妊産婦を対象とし
た相談事業の実施
○妊娠期からの情報を活用した切れ
目のない支援の実施
○助産師などによる不妊・不育に関す
る相談支援の実施



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 件 1500 -

2 件 10 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

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

産科医療の確保については市民ニーズが高く、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

目標値には達していないが、地道な事業実施が実を結ぶ事業であ
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

国や府に対して要望を行うなど、効率的に事業を実施した。

・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

不妊・不育相談について、市政だよりや市ホームページ、保健事業
案内に記事掲載し、広く市民に情報発信を行った。

評価の観点 評価内容

八尾市内での分娩数

不妊・不育に関する相談件数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 周産期医療環境の充実促進事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健企画課

事業概要 産科の開業促進策について検討する。また、産科医療の確保について国や府に対して要望を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 妊娠・出産を希望する市民

事業の目的 八尾で子どもを安心して産むことができる環境が整備されることを目的とする。

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

八尾市内での分娩数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○国や府に対する産科医療の確保に
ついての要望の実施
○産科の開業促進策についての検討
結果に基づき実施

平成30年度
実施内容

○国や府に対する産科医療の確保に
ついての要望の実施



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 件 300 232

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

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

不妊・不育症治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るた
めの治療費の一部を助成する制度であるが、治療費が高額なので
助成制度は市民ニーズに合っている。

・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

今年度、特定不妊医療費助成制度の実績はあるが、不育症医療費
助成の申請はなかったので認知度が低いことも考えられるので周
知が必要である。

・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

当課で不妊・不育症医療助成事業と健康推進課では不妊・不育症
相談事業で不妊・不育症の事業が分かれている。

・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、子育てのガイドブック、暮らしのガイドブック等のあら
ゆる手段を使い周知して情報公開を進めて、透明性を高められた。

評価の観点 評価内容

助成申請件数
特定不妊治療費助成申請件数：290件
不育症治療費助成件数：10件

計画額（千円） 実績額（千円）53,514 39,958

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 不妊・不育症治療費助成事業 担当部局・課
健康まちづくり部

保健予防課

事業概要 不妊・不育症治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るための治療費の一部を助成する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 不妊・不育症に悩む夫婦

事業の目的 不妊・不育症治療の経済的負担の軽減、次世代育成の観点から出産への支援を図る。

○

平成30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【現状】

助成申請件数
特定不妊治療費助成申請件数：290件
不育症治療費助成件数：10件

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○申請受理、認定審査、給付決定、助
成金給付の実施
○指定医療機関の指定、監督の実施

平成30年度
実施内容

○申請受理、認定審査、給付決定、助
成金給付の実施



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 ％ 98 90.4

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

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

養育環境の把握を行い、子どもの健やかな育成を図るために本事
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

把握率はやや減少しているが、90％以上を維持できている。

・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

乳児の養育環境の把握のため、全戸訪問は有効であると考える。

・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

全ての妊婦へ啓発を行い、保健事業案内や他課の冊子への記事
掲載など普及啓発を行っている。

評価の観点 評価内容

訪問把握率
4か月までの乳児全戸訪問事業による訪問による把
握率を上げることで虐待予防につなげたい。

計画額（千円） 実績額（千円）805 1,514

D.市民の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 こんにちは赤ちゃん事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 生後４か月までの乳児のいるすべての家庭

事業の目的 虐待を予防、あるいは早期発見に努める。

平成30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【現状】

訪問把握率
4か月までの乳児全戸訪問事業による訪問による把
握率を上げることで虐待予防につなげたい。

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○生後４か月までの乳児に対する訪問
の実施



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 ％ 41 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

市民ニーズが高く、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

実績値は伸びあり。母子の健康状態の確認や育児不安解消を図る
ため、有効かつ効果的である。

・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

母子の健康状態の確認や育児不安解消を図るため、有効かつ効
果的である。ハイリスクケース対応など増加しており、専門職の充
実が必要。

・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

次世代育成の視点で実施している。

評価の観点 評価内容

新生児訪問率
新生児訪問は保護者の希望による訪問なので訪問率
が増える方がよい。

計画額（千円） 実績額（千円）1,611 1,075

D.市民の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 妊産婦乳幼児訪問指導事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
妊婦については、妊娠中毒症や未熟児出生等の予防、妊娠中の不安軽減を図るため保健師が訪
問等の指導を行う。また、新生児の発育・発達等健康状態の確認や産婦の心身ともに健康状態の
確認や育児不安解消を図るために保健師や助産師が訪問指導を行う。

重点取り組み 地域別計画

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、妊娠中の不安軽減を図る。新生児、産婦に
ついては育児不安解消を図る。

平成30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【現状】

新生児訪問率
新生児訪問は保護者の希望による訪問なので訪問率
が増える方がよい。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○保健師・助産師による訪問指導を実
施

平成30年度
実施内容

○妊産婦訪問 2,477件  新生児訪問
1,430件  乳幼児訪問 1,475件



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 97.7

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

親子のふれあいのきっかけづくりとして、市の事業実施は妥当で
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

他市居住等の理由で配布できていない場合もあるが、概ね目標値
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

基金を活用できている。

・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

保健事業案内を活用し、全戸に情報発信している。

評価の観点 評価内容

絵本の配布冊率
絵本を４か月時健康診査時に配布しているが、未受
診児にも訪問等で配布するよう努める。4か月健診受
診者+手渡し/4か月健診対象者

計画額（千円） 実績額（千円）1,205 1,177

D.市民の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 えほんデビュー事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 ４ヶ月児（４か月健康診査受診時）

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。

平成30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【現状】

絵本の配布冊率
絵本を４か月時健康診査時に配布しているが、未受
診児にも訪問等で配布するよう努める。4か月健診受
診者+手渡し/4か月健診対象者

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○４か月児健康診査受診時における
絵本の読み聞かせ及び配布

平成30年度
実施内容

○４か月児健康診査受診時における
絵本の読み聞かせ及び配布



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 ％ 12 9

2 人 1000 984

3 ％ 22 22.1

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

市民のニーズも高く、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

啓発を行うことで、両親教室の参加率は向上した。また、離乳食講
習会参加者率については、目標値に到達できている。

・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

産科の医療機関でのポスター掲示依頼や個別勧奨などを行い、啓
発に努めたことにより、参加率の向上につながった。

・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

男女共同参画、次世代育成の視点で実施している。

評価の観点 評価内容

両親教室参加率

両親教室は妊婦健診受診中の医療機関や助産所で
も実施しているが、妊娠期からの地域での仲間づくり
という意味もあるので参加率を増加させたい。
母参加者（実）/妊娠届出数

乳児相談参加者数
乳児期の育児不安の高い時期に地域での相談数を
増加させ、孤立化を防ぐ。

離乳食講習会参加者率

実際に離乳食の作り方を見たり、試食することで知識
の普及や不安軽減につながるので、参加率の維持・
向上が指標になる。母参加者（実）/4ヶ月児健診対象
者

計画額（千円） 実績額（千円）1,487 1,208

D.市民の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 妊産婦乳幼児保健相談事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

両親教室参加率

両親教室は妊婦健診受診中の医療機関や助産所で
も実施しているが、妊娠期からの地域での仲間づくり
という意味もあるので参加率を増加させたい。
母参加者（実）/妊娠届出数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○妊産婦・乳幼児の保護者に対する
相談及び講習等の実施

平成30年度
実施内容

○妊産婦・乳幼児の保護者に対する
相談及び講習等の実施



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 ％ 90 91

2 ％ 100 88.8

3 ％ 50 38.2

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

健診後のフォロー事業として、市での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

受診率・受講率の向上がみられた。

・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

健診後のフォロー事業として有効であると考える。

・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

次世代育成の視点で実施している。

評価の観点 評価内容

経過観察健診受診率

経過観察健康診査は一次健康診査のフォロー健診と
しての位置づけであることから、予約児の受診率の向
上をめざす。　　　　　　　　　　　　　　　　　　経過観察健
康診査受診率＝経過観察健診（身体・心理）来所数
÷予約数×100

1歳6か月児健診フォロー教室
参加率

１歳６か月児健康診査のフォロー教室なのでフォロー
の必要な児には参加してもらいたい。

幼児歯科教室受講者率
１歳６か月児健康診査児のカリオスタット検査の判定
結果の悪い児を対象者に案内している教室なので参
加率を増やすことが虫歯予防につながる。

計画額（千円） 実績額（千円）2,789 2,554

D.市民の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 乳幼児育成指導事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

経過観察健診受診率

経過観察健康診査は一次健康診査のフォロー健診と
しての位置づけであることから、予約児の受診率の向
上をめざす。　　　　　　　　　　　　　　　　　　経過観察健
康診査受診率＝経過観察健診（身体・心理）来所数
÷予約数×100

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○健診や相談教室などのフォロー事業
の実施（経過観察健康診査、１歳６か
月児健診フォロー教室、幼児歯科教
室）

平成30年度
実施内容

○経過観察健診受診者 307人  １歳６
か月児健診フォロー教室参加者 1,040
人  幼児歯科教室参加者 197人



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 回数 18 17

2 組数 1000 960

3 回 36 35

4 回 16 16

5 回数 240 235

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

各事業に対し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

各事業の中で親子のふれあいを大切にした関わり方を示しなが
ら、保護者の悩みにこたえており、育児不安の解消に役立っている

・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

各地域子育て支援センターで、担当の分け方や他機関との連携部
分での整理が必要

・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

地域の子育て支援の場で関わりをもちながら、情報提供をすすめ
ている。今後、各機関との更なる連携を深める必要がある

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

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）

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
ンターが勧奨した親子を対象として実施する教室への
参画数と検診後をフォローする「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

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

D.市民の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

子育て支援課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○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歳半検診後、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30年度
実施内容

○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歳半検診後、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



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 ％ 98 97.3

2 人 96 97

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

乳幼児の健康状態や養育状況の把握のため、市の事業実施は妥
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

実績値は概ね目標値を達成できている。

・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

乳幼児の健康状態や養育状況の把握のために、健康診査は有効
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

次世代育成の視点で実施している。市政だよりやホームページ等
での情報発信を行っている。

評価の観点 評価内容

4か月児健診受診率 受診率の維持・向上をめざす。

1歳6か月児健診受診率 受診率の維持・向上をめざす。

計画額（千円） 実績額（千円）45,022 44,174

D.市民の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 乳幼児健康診査事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

4か月児健診受診率 受診率の維持・向上をめざす。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○４か月児健康診査、１歳６か月児健
康診査、３歳６か月児健康診査、　乳
児一般健康診査、乳児後期健康診査
の実施

平成30年度
実施内容

○４か月健診 1,835人、１歳６か月児健
診 1,949人、
３歳６か月児健診 1,929人



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 ％ 100 100

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

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

低出生体重児（未熟児）把握のため、市の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

全数把握でき、目標を達成できている。

・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

低出生体重児（未熟児）把握のため、市の事業実施は必要である。

・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

妊娠届出時に全妊婦に対して情報提供している。また、保健事業
案内において情報発信している。

評価の観点 評価内容

低体重児（未熟児）把握率 把握率を上げる

計画額（千円） 実績額（千円）981 780

D.市民の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 未熟児保健推進事業 担当部局・課
健康まちづくり部

健康推進課

事業概要
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、保護者の不安軽減を図り、未熟
児の健康管理を行う。

重点取り組み 地域別計画

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

事業の目的 低体重児(未熟児）をもつ保護者の不安軽減を図り、未熟児の健康管理を行う。

平成30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【現状】

低体重児（未熟児）把握率 把握率を上げる

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○低体重児(未熟児）の把握及び訪問
指導の実施

平成30年度
実施内容

○低出生体重児(未熟児）の把握及び
訪問指導の実施



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.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 7750 9212

2 件 2 2

3 件 30 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

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

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

指標の目標は、ほぼ達成された。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。

評価の観点 評価内容

児童家庭相談件数
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（7750件）を目標に設定）

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

計画額（千円） 実績額（千円）31,430 33,075

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

子育て支援課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

○ ○

平成30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【現状】

児童家庭相談件数
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（7750件）を目標に設定）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○相談機能の充実
○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
○子育て支援情報配信業務の実施
○市区町村子ども家庭総合支援拠点
として体制整備を実施

平成30年度
実施内容

○臨床心理士等を活用した相談機能
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
○子育て支援情報配信業務の実施
○子ども家庭総合支援拠点の体制整
備



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 15 15

2 組 23000 19201

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

身近な場所で子育て相談や情報交換ができる場の存在は大きい。
委託事業で実施し、円滑な実施のための指導・助言またつどいの
広場アドバイザーの資質向上のための研修等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

子育てに関する相談、情報交換の場として有意義に活用されてい
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

国が示す補助金額に概ね沿う形で委託料を算出している。事業の
内容、実績に見合うコストである。

・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

委託事業者には市民団体やNPO法人が多く、各中学校区それぞれ
の特色を生かしながら市民参画で事業を運営している。

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

延利用組数 親と子で1組とする

計画額（千円） 実績額（千円）68,153 64,941

D.市民の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 つどいの広場事業 担当部局・課
こども未来部

子育て支援課

事業概要
子育て親子の交流・集いの場を設置する。（週３日以上かつ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。

重点取り組み 地域別計画

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。

○

平成30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【現状】

広場の箇所数 つどいの広場の設置箇所数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○15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
○現行の体制についての事業検証
○職員向け研修の充実
○相談事業の実施
○第２種社会福祉事業の新規、変更
の届出受理

平成30年度
実施内容

○15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
○現行の体制についての事業検証
○職員向け研修の充実
○相談事業の実施
○第２種社会福祉事業の新規、変更
の届出受理



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 回 89 78

2 回 36 11

3 組数 1500 935

4 回数 125 89

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

各事業に対し市民のニ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

地域に出向くことで身近な相談の場として役立っており、保護者同
士の仲間作りの場としても有効である

・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

実施場所ごとに子育て支援センターの担当を決め、効率的な業務
体制で実施した。

・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

地域の子育て支援の場や、各コミュニティセンターとの関わりをもち
ながら、情報提供をすすめている。今後、各機関との更なる連携を
深める必要がある

評価の観点 評価内容

公園で遊ぼう会実施数 市内の公園での出前保育実施数。雨天時は中止。

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

計画額（千円） 実績額（千円）8,981 7,888

D.市民の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（地域子育て支

援）
担当部局・課

こども未来部

子育て支援課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

○ ○

平成30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【現状】

公園で遊ぼう会実施数 市内の公園での出前保育実施数。雨天時は中止。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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　公立保育所内ひろば　職員派
遣等）
○５ヶ所になる準備作業の実施

平成30年度
実施内容

○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　公立保育所内ひろば　職員派
遣等）
○５ヶ所になる準備作業の実施



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.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 2800 3402

2 組 30 57

3 組 280 278

評価

妥当性 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

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と場所を利用している。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

電話応募及び直接申込み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

市政だよりで情報を公開している。

評価の観点 評価内容

地域交流、園庭開放事業等の
参加組数

公立保育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

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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,232 1,166

D.市民の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 公立保育所在宅子育て支援事業 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

○

平成30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【現状】

地域交流、園庭開放事業等の
参加組数

公立保育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30年度
計画内容

○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30年度
実施内容

○地域の子育て力の向上のため、在
宅児童に対する子育て相談、地域交
流、園庭開放の実施



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.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 9000 12900

評価

妥当性 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

市内在住の１歳から就学前まで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

利用者数が減少したが目標値を達成している。今後も実施内容を
工夫していきたい。

・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

適切な予算執行のもと事業実施を行った。

・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

チラシ・ポスターの配布、HP、市政だよりによる情報提供を行った。
体験、交流等の要素を盛り込み、親子幼児教室を実施し、子育ての
自主サークルの立ち上げ・育成を支援した。

評価の観点 評価内容

利用人数 年間の利用人数

計画額（千円） 実績額（千円）1,422 1,220

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 子育て支援事業（桂青館） 担当部局・課
こども未来部

桂青少年会館

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、ファーストサイン教室、ベビースキンケア教室の開催、地域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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内の就学前の乳幼児とその保護者

事業の目的
青少年会館条例に掲げる目的を達成するために、親子幼児教室・ファミリー教室等を実施し、乳幼
児の健全な発達の支援と、地域・家庭における子育てへの支援を行うことによって、参加する保護
者および幼児の相互のコミュニケーションと交流の活性化を図る。

平成30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【現状】

利用人数 年間の利用人数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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、ベビーマッサージ等の乳
児向け教室、子育てサークル活動支援
等

平成30年度
実施内容

○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、
季節に合わせた各種イベント教室、ベ
ビーマッサージ等の乳児向け教室、子
育てサークル活動支援等を実施



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.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 8000 5320

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

子育てに対する利用者のニーズを的確に捉え、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

実績値が目標値を下回った。今後もサービスの質の向上に努め、
目標を達成していく。

・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、事業内容の周知に努め、参加者の増加促
進に努めた。

・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・館内掲示の他、みらいねっと等をも活用
し、情報の提供及び事業についての周知を行った。

評価の観点 評価内容

利用人数 年間の利用人数

計画額（千円） 実績額（千円）423 380

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

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地域子育て支援センターとの連携
を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内の就学前の乳幼児とその保護者

事業の目的
青少年会館条例に掲げる目的を達するために、親子幼児教室等を実施し、幼児の健全な発達の支
援と、地域・家庭における子育てへの支援を行うことによって、参加する保護者および幼児の相互
のコミュニケーションと交流の活性化を図る。

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

利用人数 年間の利用人数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○親子幼児教室（親子ミニトランポリン
教室・親子ダンス教室等）
○子育て講座
○絵本の会
○おはなしランド
○貸館等による子育てサークル活動
支援
○ウイズっこ広場

平成30年度
実施内容

○親子幼児教室・絵本の会・おはなし
ランド・ウイズっ子広場等を計画に沿っ
て実施
○親子の健康増進を図るため、保健師
による健康相談を実施し、子育てサー
クル支援として貸館事業を実施



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.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 4000 5078

2 回 156 169

評価

妥当性 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

保育士等の専門職による育児相談の機会を設け、子育て世帯の
ニーズに合っている。

・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

各施設で助産師による育児相談を実施し相談体制の強化ができ、
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

イベント実施にかかる講師謝礼を見直したことで、コスト削減を実施
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

コミセンを拠点とした子育て支援の充実は地域分権の推進に寄与
する。

評価の観点 評価内容

事業参加者人数

〇事業参加者人数/回（通常開催分）
H27実績：3,000人/119回≒25人　　　H28実績：3,557
人/132回≒27人
〇事業参加者人数（イベント開催分）
230人

事業実施回数

施設における事業実施回数（施設×12ヶ月（月1回開
催））
※平成27年度は10施設・平成28・29年度は11施設に
て開催

計画額（千円） 実績額（千円）2,427 913

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 プレママ・親子相談・交流事業 担当部局・課
こども未来部

子育て支援課

事業概要
身近な場所での相談体制の強化が図れるよう、地域のコミュニティセンター等において、妊婦や子
育て世代への専門職による相談、親子の遊び、親同士の交流の場を提供する。
さらに、地域の人材との連携により、子育て分野でのコミュニティの活性化を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 妊婦・子育て中の保護者とその子ども

事業の目的
妊婦や子育て家庭の出産・育児に対する不安を解消する。また、子育て中の保護者の子育て力の
強化と人との関わりの中で子どもの成長に必要な力を育むことを目的とする。

○

平成30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【現状】

事業参加者人数

〇事業参加者人数/回（通常開催分）
H27実績：3,000人/119回≒25人　　　H28実績：3,557
人/132回≒27人
〇事業参加者人数（イベント開催分）
230人

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○保育士による読み聞かせや遊びを
通した育児相談事業の実施
○保健師等専門職との連携による相
談・ミニ講座の実施
○絵本作家等の講師によるイベントの
実施
○つどいの広場や子育てひろば等の
地域の子育て支援者との交流を実施
○子育てホームコミュニティ醸成事業
の試行実施

平成30年度
実施内容

○保育士による読み聞かせや遊びを
通した育児相談事業の実施
○保健師等専門職との連携による相
談・ミニ講座の実施
○絵本作家等の講師によるイベントの
実施
○つどいの広場や子育てひろば等の
地域の子育て支援者との交流を実施
○子育てホームコミュニティ醸成事業
の試行実施



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.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 3000 2450

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

個々多様なニーズや保育サービスをコーディネートするため市窓口
に利用者支援員を配置した。

・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

変化する就学前施設の制度や情報を迅速に提供するためにも直営
で実施。保護者が適切な選択ができるよう情報提供を実施。

・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

利用者支援業務を委託でなく、直営で実施し、業務として更に子育
て支援機関との連携や情報収集をも行うことでコスト削減を図って
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

市直営実施。チラシ配布やホームページでの周知。

評価の観点 評価内容

相談件数 相談を受けた件数

計画額（千円） 実績額（千円）4,881 1,973

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 利用者支援事業 担当部局・課
こども未来部

子育て支援課

事業概要
利用者支援員を市窓口に配置するとともに、地域子育て支援拠点事業の事業者などと連携を図り
ながら、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行
う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 子ども及びその保護者等、または妊娠している方

事業の目的
１人１人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びそ
の保護者等、または妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て
支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

平成30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【現状】

相談件数 相談を受けた件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○事業の啓発広報
○つどいの広場等子育て支援機関と
利用者支援員の連携
○利用者支援員への研修

平成30年度
実施内容

○窓口での相談業務を実施
○子育て支援機関との連携
○各種保育サービスのコーディネート
の実施



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.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 180 135

2 回 3 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

情報提供体制の充実というニーズに応えるため、子育てアプリの
運用を行うとともに、平成30年度末配信開始の市公式生活応援ア
プリ「やおっぷ!」への機能集約に向けた調整を確実に実施した。

・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

小・中学生を対象とした乳幼児ふれあい体験、若者のライフプラン
支援を実施し、指標である体験講座参加者数において、目標値に
近く前年度を上回る実績を達成した。

・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

私立を含めた市内の認定こども園や保育所（園）との連携を推進す
ることで、多くの子どもが乳幼児ふれあい体験に参加できる体制づ
くりをきわめて低コストで実施した。

・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

子育てアプリでは市民の声が反映された機能をもとにした情報発
信を継続するとともに、乳幼児ふれあい体験では私立の施設にも
参加者受入れを協力いただき、パートナーシップによる取り組みを
推進した。

評価の観点 評価内容

体験講座参加者数 保育所での乳幼児とのふれあい体験の参加者数

整備に向けた関係機関との協
議回数

計画額（千円） 実績額（千円）1,240 868

D.市民の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 妊娠・出産・育児の切れ目のない支援推進事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要

妊娠・出産・育児の切れ目のない総合的な相談・支援の実現に向けて、保健・子育て・教育が連携
し、すべての子どもが健やかに育つための環境づくりの充実を図る。また、次代の親となる子ども
および妊娠・出産を希望する若者に対して、妊娠・出産・育児に関する情報の提供により、次代の
親育てや少子化への対応を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 次代の親となる子どもや妊娠・出産、その他ライフプラン支援を希望する若者

事業の目的
妊娠・出産・育児に対する不安を男性も女性も育児に参画することで解消し、子どもを生み育てや
すい環境をつくるとともに、子どもや若者に対して将来のライフプランニングを考えるきっかけをつく
り、少子化への対応を進める。

○

平成30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【現状】

体験講座参加者数 保育所での乳幼児とのふれあい体験の参加者数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○切れ目のない支援のあり方検討会
議の開催
○子育てアプリの運用
○（仮称）八尾子どもセンター整備に向
けた協議
○若者のライフプランニング支援の実
施
○乳幼児とのふれあい体験の実施

平成30年度
実施内容

○切れ目のない支援のあり方検討会
議の開催
○子育てアプリの運用
○（仮称）八尾子どもセンター整備に向
けた協議
○若者のライフプランニング支援の実
施
○乳幼児とのふれあい体験の実施



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.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 33653 31659

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

児童手当法に基づく事業であるため実施は妥当であり、市の関与
や役割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

児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与
するとともに次代の社会をになう児童の健やかな成長に資する有効
な事業である。指標である算定基礎子ども数は少子化により減少傾
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

郵送を原則とした現況届の実施や、マイナンバーの活用による添付
書類の省略など業務の効率化と市民サービスの拡充を同時に行っ
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

制度概要や申請に係る手続きなどについてホームページ、子育て
おうえんBOOK、マイナポータル等様々な媒体を通じて情報公開し
ている。

評価の観点 評価内容

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（月平均）

計画額（千円） 実績額（千円）4,264,054 4,141,819

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 児童手当関係事務 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要 児童手当法に基づき、児童手当の給付を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 給付対象児童がいる世帯

事業の目的
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与すると
ともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

平成30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【現状】

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（月平均）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○児童手当法に基づく、手当の給付
平成30年度
実施内容

○児童手当法に基づく、手当の給付



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 3079 2880

2 人 2775 2546

評価

妥当性 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

法定受託事務であるため、事業の実施は妥当であり、市の関与や
役割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

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やか
な成長に寄与するため手当を給付しており、児童の福祉の増進の
ため有効な事業である。

・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

児童扶養手当システムの利用による業務の効率化やマイナンバー
の活用による情報連携の実施など業務の効率化を図って事業を実
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

制度の概要や申請等の手続きについてホームページや子育ておう
えんBOOK、マイナポータル等様々な媒体を通じて情報発信を行っ
ている。

評価の観点 評価内容

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）。

児童扶養手当受給者 全部支給停止を除く受給者数（年度末時点）。

計画額（千円） 実績額（千円）1,460,253 1,397,277

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

事業概要 児童扶養手当法に基づき、児童扶養手当を給付する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 ひとり親家庭等

事業の目的
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進と、児童の心身の健やかな成長に寄与するために、当
該児童について児童扶養手当を支給することで、児童の福祉の増進を図る。

平成30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【現状】

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）。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○児童扶養手当法に基づく、手当の給
付

平成30年度
実施内容

○児童扶養手当法に基づく、手当の給
付



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 724 770

評価

妥当性 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

法定受託事務であるため、事業の実施は妥当であり、市の関与や
役割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

精神又は身体に障がいを有する児童について福祉の増進を図るた
めに、特別児童扶養手当を支給する事業の申請受付等事務を担当
しており、障がいのある子どもがいる家庭の生活の安定を図る上で
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

特別児童扶養手当システムを利用し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

制度の概要や申請手続き等についてホームページや子育ておうえ
んBOOK等様々な媒体を用いて情報発信を行っている。

評価の観点 評価内容

受給権者数 １２月現在の値

計画額（千円） 実績額（千円）612 598

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

事業概要 障がい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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 障がい児を育てている保護者

事業の目的
精神又は身体に障がいを有する児童について福祉の増進を図るために、特別児童扶養手当を支
給し、障がいのある子どもがいる家庭の生活の安定を図る。

平成30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【現状】

受給権者数 １２月現在の値

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○特別児童扶養手当申請の審査及
び、大阪府へ進達

平成30年度
実施内容

○特別児童扶養手当申請の審査及
び、大阪府へ進達



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 ％ 90 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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、乳幼児子育て階層の
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

所得制限を撤廃したことで、資格認定・更新に要する時間が軽減さ
れるなど、事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

「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、保険年金課、子育て支援課と連携し、
乳幼児医療についての周知を図っている。

評価の観点 評価内容

0-6歳人口のうち乳幼児医療
証交付率

医療証交付者数÷対象年齢者数

計画額（千円） 実績額（千円）870,646 818,554

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

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 入院・通院：0歳～15歳までの児童

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。

平成30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【現状】

0-6歳人口のうち乳幼児医療
証交付率

医療証交付者数÷対象年齢者数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○大阪府福祉医療費助成制度の見直
しを踏まえた子ども医療費助成制度の
実施
○所得制限の撤廃、入院時食事療養
費助成の一部廃止等の制度改正の実
施

平成30年度
実施内容

○大阪府福祉医療費助成制度の見直
しへの対応を含め、八尾市子どもの医
療費の助成に関する条例に基づく医療
費の助成
○所得制限の撤廃、入院時食事療養
費助成の一部廃止等の制度改正を実
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.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 6000 5716

評価

妥当性 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

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

児童扶養手当受給者についてはその資格審査・判定結果を利用し
て助成資格の管理を行うなど、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

「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、子育て支援課との連携により、ひとり親家庭医療
について周知を図っている。

評価の観点 評価内容

対象者数 助成対象者数（月平均）

計画額（千円） 実績額（千円）190,962 182,976

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 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

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 入院・通院：ひとり親家庭等

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。

平成30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【現状】

対象者数 助成対象者数（月平均）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○大阪府福祉医療費助成制度の見直
しを踏まえたひとり親家庭医療費助成
制度の実施

平成30年度
実施内容

○大阪府福祉医療費助成制度の再構
築に伴う制度改正への対応
○八尾市ひとり親家庭の医療費の助
成に関する条例に基づく医療費の助成



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 28 26

2 人 10 10

3 件 10 0

4 件 550 239

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

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。事務の一部は委託しており、効率的な執行体制である。

・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

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

母子家庭等高等職業訓練促
進給付金支給件数

高等職業訓練促進給付金支給件数（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。

母子家庭等自立支援教育訓
練給付金事業　利用者数

母子家庭等自立支援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

23年度より、相談件数のカウント方法を、延べ件数に
変更したため、24年度以降の計画値を変更する。

計画額（千円） 実績額（千円）44,634 27,584

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 母子家庭等自立支援事業 担当部局・課
こども未来部

子育て支援課

事業概要

母子家庭・父子家庭の自立を促すために、就労支援、母子家庭等自立支援教育訓練給付金事
業、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業を行う。
ひとり親家庭の支援のために、大阪弁護士会と協力して、ひとり親家庭の無料法律相談事業を行
う。
母子父子福祉推進委員の設置、母子家庭、父子家庭、寡婦就業支援事業をそれぞれ実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 母子家庭の母または父子家庭の父

事業の目的

【母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業】母子・父子家庭の自立促進を図ることを目的とする。
【母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業】母子家庭の母または父子家庭の父が、養成機関
での受講中の生活の不安を解消し安定した修業環境を提供する。
【母子家庭、父子家庭、寡婦就業支援事業】
母子家庭の母等の就職に対し、必要な支援を行い、自立を支援する。

平成30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【現状】

母子家庭等高等職業訓練促
進給付金支給件数

高等職業訓練促進給付金支給件数（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30年度
計画内容

○母子家庭等高等職業訓練促進給付
金等事業
○母子家庭等自立支援教育訓練給付
金事業
○ひとり親家庭への法律相談業務
○母子家庭、父子家庭、寡婦就業支
援事業
○母子父子福祉推進委員の設置

平成30年度
実施内容

○母子家庭等高等職業訓練促進給付
金等事業
○母子家庭等自立支援教育訓練給付
金事業
○ひとり親家庭への法律相談業務
〇母子家庭等就業・自立支援事業
○母子父子福祉推進委員の設置



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 1722 482

2 人 50 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

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

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

ＰＲの不足等から登録者数が目標値に達しなかった。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

ＰＲの不足等から登録者数が目標値に達しなかった。
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。

評価の観点 評価内容

支援員派遣時間数

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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,342 754

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

子育て支援課

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。（現在、家事支援のみ）

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 母子家庭等（母子家庭、父子家庭）

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。

平成30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【現状】

支援員派遣時間数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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30年度
実施内容

○事業の継続実施、広報



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 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

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

少子化・核家族化が進むなか、子育てに関する悩みや不安を抱く
家庭は多く、一般的な子育てサービスを利用することが難しい家庭
にとって適切な事業と言える。

・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

支援を受けられた方は、派遣を機に親子で出かけられる場や地域
とのつながりなど得られ、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

保育士や保健師等の専門職と子育て経験者で構成されており、安
価な謝礼でありながら対応していただき、情報を共有し連携しなが
ら実施できている。

・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

関係機関へのチラシの配布をはじめ、保健師の訪問時や健診時に
必要な方への情報提供を行ってもらうなどの事業ＰＲ、促進に努め
た。

評価の観点 評価内容

パートナー派遣利用者数 派遣件数。本事業を利用した実人数。

計画額（千円） 実績額（千円）1,684 631

D.市民の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 養育支援訪問事業 担当部局・課
こども未来部

子育て支援課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

パートナー派遣利用者数 派遣件数。本事業を利用した実人数。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○事業の啓発広報
○支援員への研修
○要支援児童等への取り組みの強化
（専門的支援の充実）
○支援員養成講座の実施

平成30年度
実施内容

○事業の啓発広報
○支援員への研修
○要支援児童等への取り組みの強化
（専門的支援の充実）
○支援員養成講座の実施



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.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 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

ニーズの高い保育所で実施。

・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

要支援児のクラス運営及び家庭支援等で有効性があった。

・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

経験のある保育士を配置し、支援を行った。

・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

地域ぐるみでの見守りを実施。

評価の観点 評価内容

実施数

計画額（千円） 実績額（千円）9,985 10,272

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 家庭支援推進保育所事業 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

実施数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
所として拡大

平成30年度
実施内容

○要支援世帯や外国人世帯に対する
支援を実施



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.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 117 104

2 人 300 233

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

ＤＶや経済的困窮に陥った母子家庭にとって、非常にニーズがあ
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

指標の目標を下回ったが、事業が必要な母子家庭への支援は実
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

市では相談を実施し、母子保護は社会福祉法人の施設で実施する
ことから効率的である。

・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

人権、次世代育成の視点で事業実施している。

評価の観点 評価内容

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。

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年間の合計。

計画額（千円） 実績額（千円）40,664 30,600

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

子育て支援課

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。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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○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）
○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30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）
○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



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 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

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

低所得者が安心して出産するために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

目標値には達していないが、低所得者が安心して出産するという目
的は達成している。

・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

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り、周知は行っている。

評価の観点 評価内容

助産施設利用者数

年間延べ利用者数
*事業の性質上、需用に対して安定した受入れを確保
することが重要であるため、指標数値は維持を目指し
ている。

計画額（千円） 実績額（千円）28,421 16,801

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 助産の実施 担当部局・課
こども未来部

子育て支援課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 妊娠している人（生活保護世帯及び市民税非課税世帯）

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。

平成30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【現状】

助産施設利用者数

年間延べ利用者数
*事業の性質上、需用に対して安定した受入れを確保
することが重要であるため、指標数値は維持を目指し
ている。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○児童福祉法の規定による助産の実
施
○助産施設に関する事務や国庫負担
金等の受領事務

平成30年度
実施内容

○児童福祉法の規定による助産の実
施
○助産施設に関する事務や国庫負担
金等の受領事務



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 2

2 人 12 6

3 日 34 46

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

緊急的に困窮状態となったり、住居が無くなったりした母子家庭に
とってはニーズが高い。

・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

計画値は達成できなかったが、制度が必要な母子家庭への支援
は充分に実施した。

・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

引き続き実施手法の見直しを行い、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

事業の性格上、積極的な制度のＰＲは行わない。

評価の観点 評価内容

利用件数 一時保護の利用件数

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

計画額（千円） 実績額（千円）3,206 2,784

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

子育て支援課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

利用件数 一時保護の利用件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○母子生活支援施設における緊急一
時保護

平成30年度
実施内容

○母子生活支援施設における緊急一
時保護



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 300 137

2 日 130 79

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

出産前後で日中、頼れる人がいない世帯に対しヘルパーを派遣す
ることにより、安心して育児を行う環境整備である。

・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

どの指標も計画を下回っているが、出産後不安を抱く妊婦や子育て
世帯への支援策としては有効である。

・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

利用者との調整も含め、事業委託している。実績に伴う支払い方法
を取り入れており、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

関係機関にチラシ配架や子育ておうえんBOOKに掲載するなど周知
に努めた

評価の観点 評価内容

ヘルパー派遣利用時間

ヘルパー派遣延利用日数

計画額（千円） 実績額（千円）363 152

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

子育て支援課

事業概要
核家族等で、昼間に出産前・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、ホーム
ヘルパーを派遣し、家事及び育児援助を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象
出産前後に親族などの応援が得られない家庭。出産予定日の2か月前からの妊婦・母親及び乳児
の退院後2か月以内

事業の目的
本事業は、昼間に出産前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。

平成30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【現状】

ヘルパー派遣利用時間

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○事業の啓発広報
○事業実施体制の充実

平成30年度
実施内容

○事業の啓発広報



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 冊 2600 2600

評価

妥当性 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

母子健康手帳の交付と合わせ、各出張所等へ配布し、成長の記録
として活用。

・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

母子健康手帳の交付と合わせ、各出張所等へ配布し、成長の記録
として活用。

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

平成27年度より2冊の分冊から1冊へ変更を行っている。

・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

ホームページや各出張所等での配布も含め、引き続き周知を行っ
ていく。

評価の観点 評価内容

せいちょうぶっく配布数
市内全就学前児童に対する「せいちょうぶっく」の配布
数

計画額（千円） 実績額（千円）424 306

D.市民の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 成長手帳の配布 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内就学前児童

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。

平成30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【現状】

せいちょうぶっく配布数
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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○成長手帳の作成・配布
平成30年度
実施内容

○成長手帳の作成・配布



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 60 59

評価

妥当性 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

種々の未熟性があり、入院治療を必要とする未熟児に対して、医療
費を給付することは、経済的負担の軽減や未熟児の健全な育成を
図る意味でニーズは高く、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

種々の未熟性があり、入院治療を必要とする未熟児に対して、医療
費を給付し、未熟児の健全育成に寄与した。

・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

給付申請から認定、医療券の交付までの事務を迅速に処理し、あ
わせて子ども医療費公費負担事業の申請案内を行うなど効率的に
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

「八尾市ホームページ」のほか「子育てお・う・え・んＢＯＯＫ」などを
活用した広報活動や健康推進課等関係課と連携し、未熟児養育医
療の給付について周知を図っている。

評価の観点 評価内容

医療券交付件数

計画額（千円） 実績額（千円）20,706 20,426

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 未熟児養育医療給付事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要
対象となる未熟児の保護者の申請により、医療にかかる必要な費用のうち一定の負担を保護者か
ら徴収し、その残額を給付する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 母子保健法に定められている対象要件である未熟児

事業の目的
種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児に対して、その未熟
性がなくなり、健康に成長するよう医療給付事業を行う。

平成30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【現状】

医療券交付件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○未熟児養育医療の給付
○中核市移行に伴う指定養育医療機
関の指定等事務の権限委譲

平成30年度
実施内容

○未熟児養育医療の給付の実施
○中核市移行に伴う指定養育医療機
関の指定等事務の権限委譲に伴う要
綱等の施行



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.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 回 3 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

国の法律・大綱に基づき市が直接関与すべき事業であり、子どもの
実態調査に基づく整備計画を策定している点についても、市民ニー
ズを考慮した事業展開ができ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

ひとり親家庭向け学習支援事業において、職員も参加し子どもたち
の現状把握に努めるとともに、実施箇所の拡大を行うなど、効果的
に事業を実施することができた。

・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

子どもの未来を応援する首長連合加盟自治体による地域ワーク
ショップに参加し、先進事例の紹介を含め、自治体間の積極的な情
報交換を図り、効果的な情報収集、課題把握を推進した。

・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

整備計画を推進するにあたり、支援機関や市民団体等との連携を
図った点から、パートナーシップに基づく支援体制を推進した。

評価の観点 評価内容

子どもの貧困対策会議開催回
数

H28：実態調査に基づく検証及び施策の推進
H29以降：施策の推進状況確認・検討（半期開催）

計画額（千円） 実績額（千円）22,306 19,703

D.市民の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 子どもの未来応援推進事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要
子どもの貧困対策の推進に関する法律及び子どもの貧困対策に関する大綱に定められた目的・理
念に基づく施策の調査、研究及び推進

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 子どもとその保護者

事業の目的
子どもの貧困対策を総合的に推進し、子どもの将来が生まれ育った環境により左右されないよう、
貧困の連鎖を断ち切ることで、すべての子どもたちが、限りない可能性を実現できる環境づくりをす
すめる。

○

平成30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【現状】

子どもの貧困対策会議開催回
数

H28：実態調査に基づく検証及び施策の推進
H29以降：施策の推進状況確認・検討（半期開催）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○子どもの貧困対策会議の開催
○他自治体との情報交換・連携による
子どもの貧困対策の取り組みの推進
○ひとり親家庭の学習支援事業の実
施

平成30年度
実施内容

○子どもの未来応援推進会議の開催
○他自治体との情報交換・連携による
子どもの貧困対策の取り組みの推進
○ひとり親家庭の学習支援事業の実
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.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 25 11

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

法に基づき行う事務であり、制度を必要とする世帯は一定数いるた
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

単年度計画値は達成できなかったが、中核市移行1年目であり、今
後目標値を達成できるよう制度のPR等に努める。

・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

必要最小限のコスト、人員で事務執行しており、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

制度のPRに努め、制度を必要とする世帯に対し、情報提供に努め
た。

評価の観点 評価内容

母子・父子・寡婦福祉資金の新
規貸付件数

母子・父子・寡婦福祉資金の新規貸付件数

計画額（千円） 実績額（千円）27,095 31,734

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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業【特別会計】 担当部局・課
こども未来部

子育て支援課（特別会計）

事業概要
ひとり親家庭及び寡婦の経済的自立を図るために資金（子どもの修学や就学支度、母親自身の技
能習得や転宅など）を貸し付ける制度。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦

事業の目的 各資金の貸付を通じて、母子家庭、父子家庭、寡婦家庭の自立を支援する。

平成30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【現状】

母子・父子・寡婦福祉資金の新
規貸付件数

母子・父子・寡婦福祉資金の新規貸付件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○貸付希望者の相談対応
○貸付申請の受理
○貸付可否の審査
○貸付決定者の借用手続
○債権の償還管理及び滞納者への督
促、滞納整理

平成30年度
実施内容

○貸付希望者の相談対応
○貸付申請の受理
○貸付可否の審査
○貸付決定者の借用手続
○債権の償還管理及び滞納者への督
促、滞納整理



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 480 672

2 件 105 160

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

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

近年深刻化している児童虐待の未然防止、早期発見、援助等の観
点から必要な事業であり、そのニーズは高い。市の役割について
は、事業の性質上、引き続き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

八尾市要保護児童対策地域協議会を設置し、関係機関との情報
共有、連携のもと、児童虐待の未然防止、早期発見に大いに役
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

効率性を追求しにくい事業であり、今後、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。また、事業の性質上、受
益者負担の考え方は妥当でない。

・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

重大な個人情報であるため慎重に取り扱う必要があるが、啓発に
ついては積極的に行っている。また、児童虐待は重大な人権侵害
であるという認識のもとに事業を実施している。

評価の観点 評価内容

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。

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。

計画額（千円） 実績額（千円）8,155 6,405

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

子育て支援課

事業概要

「市区町村子ども家庭総合支援拠点」として、子育て世代包括支援センターとの緊密に連携し、相
談等の虐待予防に取り組み、児童虐待等への対応力を強化することで子育て家庭の抱える不安や
悩みに応え、八尾市要保護児童対策地域協議会を中心に、子どもを守る環境づくりを進める。
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。

重点取り組み 地域別計画

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、子どもの権利の擁護及び児
童福祉の向上を図る。

○

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○児童家庭相談の実施
○八尾市要保護児童対策地域協議会
の運営
○市区町村子ども家庭総合支援拠点
の実施
○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、
スクールソーシャルワーカー等の活用

平成30年度
実施内容

○児童家庭相談の実施
○八尾市要保護児童対策地域協議会
の運営
○子ども家庭総合支援拠点の体制整
備
○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、
スクールソーシャルワーカー等の活用



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 3800 3751

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

子どもの居場所づくりにより、八尾市こどもいきいき未来計画の重
点課題である「すべての子どもが健やかに育つための支援の充実」
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

子どもの居場所の延べ参加者数は、目標に近い数字を達成すると
ともに、市内の子どもの居場所実施数は2か所増加した。

・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

居場所づくりの実施団体間でメーリングリストを活用した情報共有を
図るなど、効率的な業務遂行を推進した。

・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

子どもの居場所づくりの実施に当たっては、居場所づくり実施団体
に補助金を交付するとともに、補助団体と市が参加する連絡会議等
により、子どもの実情や課題等の情報共有を通した連携を推進し
た。

評価の観点 評価内容

子どもの居場所延べ参加者数

計画額（千円） 実績額（千円）5,148 2,129

D.市民の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
八尾市こどもいきいき未来計画における基本理念「みんなでつくる子どもの未来と幸せ」の実現と重
点課題に対応するための事業を実施する。

重点取り組み 地域別計画

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・地域・企業・行政の協働により、子どもがいきいきと育ち、主体的に行動できる気持ちを育
み、また、子育て家庭にとって、子育てしやすい地域環境の実現をめざす。

平成30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【現状】

子どもの居場所延べ参加者数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市こどもいきいき未来計画の重
点課題に対応する事業の検討および
実施
○子どもが安心して集える居場所づく
りの推進

平成30年度
実施内容

○八尾市こどもいきいき未来計画の重
点課題に対応する事業の検討および
実施
○子どもが安心して集える居場所づく
りの推進



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 回 3 4

2 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

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

多様化する子ども・子育て支援のニーズを把握するために、市民
が参画する子ども・子育て会議による議論を実施した。また、こども
いきいき未来計画の次期計画策定に係る市民ニーズの把握のた
め、アンケート調査を実施した。本調査については、多様な市民
ニーズを把握するため、府下の自治体と比較しても、調査対象を
広く設定する形で実施した。

・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

指標の目標値を上回る4回の子ども・子育て会議を開催し、子ども・
子育て支援に関する協議を推進した。

・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

子ども・子育て会議への市民委員や学識委員等の参画により、多
岐に渡る議論を効率的に推進した。

・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

子ども・子育て会議に関係団体や市民委員が参画し、会議で多様
な意見を聴きながら計画を推進した。また、会議の情報について、
市ホームページ等で情報公開を行い、透明性向上にも努めた。

評価の観点 評価内容

子ども・子育て会議開催回数 子ども・子育て会議の年間開催回数。

子ども・子育て支援推進本部
会議開催回数

子ども・子育て支援推進本部会議の年間開催回数。

計画額（千円） 実績額（千円）6,556 5,374

D.市民の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 こどもいきいき未来計画推進事業 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く市町村行動計画としての八尾市こどもいきいき未来計画およ
び子ども・子育て支援法に基づく八尾市子ども・子育て支援事業計画の進捗管理を行うとともに、
八尾市子ども・子育て会議等を開催することにより、子ども・子育て支援の取り組みを総合的かつ
計画的に推進する。

重点取り組み 地域別計画

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安全に安心していきいきと育ち、子どもを八尾市で生み育てて良かった、八尾
市に住んでよかったと実感できるまちづくりを推進する。

平成30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【現状】

子ども・子育て会議開催回数 子ども・子育て会議の年間開催回数。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市こどもいきいき未来計画およ
び八尾市子ども・子育て支援事業計画
の推進と進捗管理
○八尾市子ども・子育て会議等の開催
○次期計画策定に係るニーズ調査の
実施

平成30年度
実施内容

○八尾市こどもいきいき未来計画及び
八尾市子ども・子育て支援事業計画の
推進と進捗管理の実施
○八尾市子ども・子育て会議等の開催
○次期計画策定に係るニーズ調査の
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.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 56000 84750

評価

妥当性 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

子ども達が夢や希望を持ち、様々なことに取り組む意欲を育むため
のツールとして、子どものニーズを考慮した情報発信を継続的に実
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

市のイベント情報や取り組みの報告などを広く掲載し、目標値を上
回るアクセス件数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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

システム構築後初めてとなる保守業者選定の入札を行ったことに
伴い、年間保守経費のコスト削減を達成した。

・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

子ども向けイベントについて積極的な情報公開を行い、市の事業の
透明性を高められた。また、青少年課実施の職業体験の際に、子
ども自身によるサイト更新を行うなど子どもの参画を推進した。

評価の観点 評価内容

子ども向けウェブサイトのアク
セス件数

H25・26計画値18000件は、50件／日×30日×12月。
H28年度以降は、H26年実績値をふまえ、150件／日
×30日×12月＝56000件とする。

計画額（千円） 実績額（千円）813 670

D.市民の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 子ども向けウェブサイト情報発信事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要
子どもの育ちや学びに着目した子ども向けウェブサイトを運用し、相談機関の情報やさまざまな危
険から身を守る方法、八尾市に愛着がもてるような情報等を発信する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
子どもをとりまく、さまざまな危険から身を守るための情報を提供するとともに、子どもが夢や希望を
持ち、さまざまなことに取り組む意欲や子どもの八尾市に対する愛着を育てる。

平成30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【現状】

子ども向けウェブサイトのアク
セス件数

H25・26計画値18000件は、50件／日×30日×12月。
H28年度以降は、H26年実績値をふまえ、150件／日
×30日×12月＝56000件とする。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○子ども向けウェブサイトの運用・改善
○システム保守業者の見直し

平成30年度
実施内容

○子ども向けウェブサイトの運用・改善
○システム保守業者の見直し



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 1 2

2 件 20 13

3 件 40 34

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

市民の主体的な取り組みへの助成や、子どもたちの夢や希望を実
現していくことは、市民のニーズを捉えた必要な取り組みである。

・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

市民の主体的な取り組みへの助成件数は計画値を下回ったもの
の、子どもたちの夢や希望を実現する取り組みについては、計画値
を達成するなど、子どもの主体性の向上に大きく寄与した。

・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

団体の実施する取り組みを市が支援するという協働の視点を踏ま
えた手法により、効率的な取り組みを実施している。

・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

子ども・子育て支援に係る市民の主体的な取り組みを支援し、協働
して実施する事業である。

評価の観点 評価内容

子どもの「あったらいいな」実現
部門の取り組み数

子どもいきいき実践部門（テー
マ設定型・自由型）の助成件数

H29より、子育て世帯支援事業（子ども施策推進事
業）と統合し、テーマ型・自由型に整理して提案募集を
行う。

子どもの「あったらいいな」実現
部門の提案件数

計画額（千円） 実績額（千円）4,777 3,180

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 八尾っ子元気・やる気アップ提案事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要

市民が自らが計画・実施する八尾市こどもいきいき未来計画における重点課題に対応した取り組
みの提案を募集し、助成金を交付する。
子どもたちから夢や希望を実現するための提案を募集し、次年度に実現に向けた取り組みを実施
する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 子ども、子育て世帯、子ども・子育てに関わる取組みを行う団体等、地域

事業の目的 八尾市こどもいきいき未来計画の重点課題への対応をめざす。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】 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【現状】

子どもの「あったらいいな」実現
部門の取り組み数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○子どもいきいき実践部門（テーマ設
定型・自由型）の提案募集・選定、事業
実施
○子どもの「あったらいいな」実現部門
の事業実施、提案募集・選定
○取り組み成果報告会の開催

平成30年度
実施内容

○子どもいきいき実践部門（テーマ設
定型・自由型）の提案募集・選定、事業
実施
○子どもの「あったらいいな」実現部門
の事業実施、提案募集・選定
○取り組み成果報告会の開催



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 施設 45 43

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

公共施設・民間施設ともに登録施設の増加を実現した。また、市民
ニーズが高い「移動式赤ちゃんの駅」の貸出を新たに実施し、乳幼
児連れの保護者が外出しやすいまちづくりを推進した。

・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

3施設を新規登録したことにより、すべての中学校区に「赤ちゃんの
駅」登録施設がある環境を整備できた。

・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

公共施設の改修等の際に新たに授乳室を設置するなど、登録施設
の増加を実現し、市ホームページや子育てアプリを活用した効果的
な周知を行った。

・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

多様な媒体を利用した登録促進により、登録施設数の増加を実現し
たとともに、市民には、市ホームページや子育てアプリを用いて登
録施設の情報を公開し、利用促進を図った。

評価の観点 評価内容

赤ちゃんの駅登録施設数
赤ちゃんの駅の登録施設数（累計）

計画額（千円） 実績額（千円）533 307

D.市民の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 赤ちゃんの駅推進事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要
乳児連れの保護者が外出しやすい環境を整備するために、市の基準を満たす公共施設・民間施設
を「赤ちゃんの駅」として登録し、市民に情報提供を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、企業

事業の目的
子育て中の親子が安心して外出できる環境を整備することで、地域で子育てを支えるまちづくりを
推進する。

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

赤ちゃんの駅登録施設数
赤ちゃんの駅の登録施設数（累計）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○民間施設に対する登録促進に向け
たPR
○新規登録を予定する民間施設への
設備費用補助
○登録した赤ちゃんの駅の市民への
周知
○移動式赤ちゃんの駅導入の検討・整
備

平成30年度
実施内容

○新規登録を予定する民間施設への
設備費用補助
○登録した赤ちゃんの駅の市民への
周知
○移動式赤ちゃんの駅の貸出



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 18

2 人 5780 5581

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

保育ニーズは増加傾向にあり整備の必要性は高い。市が地域差
等を勘案して整備箇所の調整等を、実際の整備は私立認定こども
園等が行い、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

住所児童数の増加により待機児童数が減少しており、新設や増改
築の効果が認められる。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

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。

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。

保育所入所児童数（各年度４
月１日）

各年度４月１日現在の認定こども園等への入所児童
数（市内の公立・私立保育所、認定こども園及び他市
委託分の合計）。

計画額（千円） 実績額（千円）1,083,554 1,067,129

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 認定こども園等整備計画推進事業 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

事業概要
待機児童解消のための認定こども園等の創設や増築、または老朽化に伴う改築や大規模修繕等
の促進を図る。また、保育所及び幼稚園が認定こども園へ移行するための整備推進を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 私立認定こども園・私立保育所（園）・私立幼稚園・

事業の目的
私立認定こども園等の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。

○

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

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。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○私立保育所（園）及び私立幼稚園の
認定こども園化に伴う整備等の推進
○実施園調整

平成30年度
実施内容

○おひさまこども園創設（定員160名）
○じゅじゅの森こども園創設（定員150
名）
○やおぎ保育園定員増（60名増）



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 箇所 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

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

増加する保育ニーズに対応するため、市と八尾市社会福祉協議会
が共同事業として当該事業に取り組むことで、翌年度以降の待機
児童の解消に大きく寄与した。

・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

目標通り認定こども園の整備を達成したことに加え、子育てしやす
いまちづくりに大きく寄与した。

・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

市と八尾市社会福祉協議会との役割分担を明確にし効率的な業務
推進を図ることで、予定時期での整備を達成した。

・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

八尾市社会福祉協議会との共同により事業を推進するとともに、地
域福祉活動の拡充を推進した。

評価の観点 評価内容

社会福祉協議会が設置する認
定こども園の整備数

社会福祉協議会が設置する認定こども園の整備数の
目標を1施設とし、平成31年4月の開園を目指す。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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
公私連携幼保連携型認定こども園共同事業推

進事業
担当部局・課

こども未来部

こども政策課

事業概要
八尾市社会福祉協議会の自主的な事業展開や事業規模の拡大の取り組みの一つとして、就学前
の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こども園法）に基づく、
公私連携幼保連携型認定こども園を設置するにあたり、本市との共同事業として取り組む。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市社会福祉協議会、市民

事業の目的
民間組織としての自主性と公共性の二つの側面をもって運営されている社会福祉協議会が児童福
祉分野における認定こども園を整備し運営を行うことで、社会福祉協議会の主体的事業展開を促
進し、地域福祉活動の拡充を推進するとともに、施設整備による待機児童の解消をめざす。

○

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

社会福祉協議会が設置する認
定こども園の整備数

社会福祉協議会が設置する認定こども園の整備数の
目標を1施設とし、平成31年4月の開園を目指す。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○公私連携幼保連携型認定こども園
共同事業の推進

平成30年度
実施内容

○公私連携幼保連携型認定こども園
共同事業の推進



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 5438 5581

2 人 0 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

私立認定こども園等における教育保育内容の質の確保及び安定し
た運営支援のために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

私立認定こども園等における教育保育内容の質の確保及び安定し
た運営支援に資するよう、ニーズも踏まえて補助内容等の見直しを
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

国・府の補助制度を活用した補助内容となっている。

・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

子育て支援に関する事業について、市政だよりやホームページ等
により周知している。
私立保育所においては、園庭開放事業など地域との交流につなが
る事業に対して補助を行っている。

評価の観点 評価内容

認定こども園等入所児童数
（各年度４月１日）

各年度４月１日現在の認定こども園等への入所児童
数（市内公立・市内私立及び他市委託分の合計）。

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。

計画額（千円） 実績額（千円）828,565 682,588

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 私立保育所等運営費補助事業 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

事業概要
私立認定こども園等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、
私立認定こども園等運営費補助金を交付し、適正な運営助成を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 私立認定こども園等

事業の目的
私立認定こども園等入所児童の安定した保育内容の維持を図る。
私立認定こども園等の安定的な運営支援を行う。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

認定こども園等入所児童数
（各年度４月１日）

各年度４月１日現在の認定こども園等への入所児童
数（市内公立・市内私立及び他市委託分の合計）。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○要綱に基づき事業実施
（産休等代替職員費補助事業及び保
育教諭確保のための資格等取得支援
事業の開始）

平成30年度
実施内容

○要綱に基づき事業を実施
（産休等代替職員費補助事業及び保
育教諭確保のための資格等取得支援
事業を開始）



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 1000 1033

2 倍 1.4 1.1

3 人 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

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

私立保育園等では担うことが難しい領域については、公立保育所
が一定の役割を果たす必要がある。

・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

私立保育園等で受け入れが困難な障がい児等の受け入れや地域
の子育て支援を行っている。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

施設の修繕については、今後の認定こども園への移行も踏まえ、
必要性を勘案し実施した。

・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

地域交流会を行ったり、ホームページで保育所の食育等について
紹介するなどを行っている。

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

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

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

計画額（千円） 実績額（千円）499,880 457,178

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

こども施設課

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。

重点取り組み 地域別計画

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、市内の保育を必要とする
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。

平成30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【現状】

保育士研修延べ出席者数 延べ出席者数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○公立保育所の入所児童の保育の実
施

平成30年度
実施内容

○公立保育所７園で保育を実施



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.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 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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

「保育所（園）における感染症対策」マニュアルなど、八尾市の保育
所（園）で活用している。

・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

マニュアル等を各施設と共有し、活用している。

評価の観点 評価内容

講演会開催数

会議の開催回数

計画額（千円） 実績額（千円）297 273

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

こども施設課

事業概要 保育所（園）等の保健の振興を図る。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

講演会開催数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○事業の委託
平成30年度
実施内容

○評議会・理事会の開催
○保健衛生にかかる講演会の開催（２
回）
○大阪小児保健研究会への参加
○保育所保育・保健セミナーへの参加
○公民保育所（園）の簡易大腸菌検査
の実施
○保健会だよりの発行
○施設見学の実施



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.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 0 18

2 人 5419 5576

3 人 12628 12456

4 人 4910 5274

5 ％ 110.4 106.3

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

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

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

待機児童解消を図るため、民間園との入所枠調整の折衝や、丁寧
な保護者への利用調整に十二分に取り組み、有効に機能した。

・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

突発的な事象への対応もあったが、人材派遣や部局間応援等によ
り、繁忙期も可能な限り効率的に取り組んだ。

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

民間園と連携し、公民協働により実施している。

評価の観点 評価内容

保育所　定数充足率【特例市
間比較指標】

《所管課調》総入所者数／総定員

待機児童数（各年度４月１日現
在）

【特例市間比較指標】各年度４月１日現在の待機児童
数。平成29年度より待機児童の定義が変更された。

保育所入所児童数（各年度４
月１日）【特例市間比較指標】

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）。

保育対象者数（各年度４月1
日）【特例市間比較指標】

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）【特例市間比較指標】

各年度４月１日現在の保育施設入所定員数（公立保
育所・私立保育所・認定こども園の合計）。

計画額（千円） 実績額（千円）5,336,579 5,070,809

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

子育て支援課

事業概要
私立保育所（園）の創設、定員増、公立・私立保育所（園）・認定こども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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

待機児童数（各年度４月１日現
在）

【特例市間比較指標】各年度４月１日現在の待機児童
数。平成29年度より待機児童の定義が変更された。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○公立保育所７ヶ所、私立保育所10ヶ
所（うち分園１ヶ所）、計17ヶ所の認可
保育所および認定こども園35ヶ所（うち
分園５ヶ所）において保育を実施

平成30年度
実施内容

○公立保育所７ヶ所、私立保育所10ヶ
所（うち分園１ヶ所）、計17ヶ所の認可
保育所および認定こども園35ヶ所（うち
分園５ヶ所）において保育を実施



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.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 99.6 99.6

2 円 31500 31500

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

保育所保育料徴収は、市で取り組むべきものであるため。

・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

指標目標の達成ができた。
今後どのように最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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

納付方法を原則口座振替とすることで、納付義務者への口座振替
登録を促進し、滞納者へは滞納が蓄積する前に納付勧奨するな
ど、効率的に収納率を向上させた。

・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。

評価の観点 評価内容

保育所保育料徴収率（現年度
分）

調定額/収納額

認可保育所の月額保育料【特
例市間比較指標】

《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。

計画額（千円） 実績額（千円）2,202 2,129

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 保育所等保育料の適正化事業 担当部局・課
こども未来部

子育て支援課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

保育所保育料徴収率（現年度
分）

調定額/収納額

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○未納対策の実施による収納率の向
上

平成30年度
実施内容

○収納率の向上をめざし未納対策を
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.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1000 1033

2 箇所 3 3

3 人 8 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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

内部講師等無料で実施できる研修を実施している。

・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

各保育所で地域の農園の方とのふれあいや子育て支援の中で公
園での遊び会を行っている。

評価の観点 評価内容

保育士研修延べ出席者数

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）

計画額（千円） 実績額（千円）457 310

D.市民の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 「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

こども施設課

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）等で
の生活の場を通じて伝えていく。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 公立・私立保育所(園）等の職員及び児童

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。

平成30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【現状】

保育士研修延べ出席者数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○職場集合研修会及び研究会・研修
（年間15回）
○大阪保育子育て人権研究集会

平成30年度
実施内容

○職場集合研修会及び研究会、研修
（年間17回）
○大阪保育子育て人権研究集会



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 箇所 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

多様化する保育ニーズへの対応や待機児童の解消を目的として、
公立の保育所・幼稚園を就学前児童の施設として一体的に捉え、
今後の活用につき検討するものであり、市民ニーズを考慮して事業
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

国の子ども・子育て支援制度の検討状況を踏まえつつ、認定こども
園の整備についての検討やソフト面での幼保連携の取り組みを進
める事は、多様なニーズへの対応や教育・保育の更なる充実のた
めに有効な取り組みであった。

・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

幼保一体化推進の協議については、公立の保育所・幼稚園にかか
る課題でありこども未来部・教育委員会との連携で協議すること
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

平成28年度、平成29年度制作の施設リーフレット及び施設案内に
より広報を行い、個別相談や地域住民への情報提供を行った。ま
た、在園児の保護者などからの相談には保育所長が対応し、情報
を提供した。

評価の観点 評価内容

公立認定こども園の整備数

計画額（千円） 実績額（千円）2,531,639 2,409,542

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 公立認定こども園推進事業 担当部局・課
こども未来部

こども政策課

事業概要
子ども・子育て支援新制度のもと、就学前児童に質の高い幼児教育・保育と子育て支援の充実を
図るために、認定こども園の推進と公立認定こども園整備事業に取り組む。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 就学前児童

事業の目的 就学前児童により質の高い教育・保育や子育て支援サービスを提供できる環境を整える。

○

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

公立認定こども園の整備数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○就学前施設における教育・保育と子
育て支援計画 （公立の認定こども園
の整備）に基づく具体的な検討
○公立認定こども園の整備工事
○「教育・保育実践の手引き」「接続期
における教育・保育実践の手引き」の
活用、実践
○保育者と小学校教員との連携をめ
ざした研修会の開催

平成30年度
実施内容

○就学前施設における教育・保育と子
育て支援計画 （公立の認定こども園
の整備）に基づく具体的な検討
○公立認定こども園の整備工事・竣工
○「教育・保育実践の手引き」「接続期
における教育・保育実践の手引き」の
活用、実践
○保育者と小学校教員との連携をめ
ざした研修会の開催



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 50 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

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

保育人材の不足は喫緊の課題であり、市が新たな担い手養成に取
り組むことは妥当である。

・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

市の事業として実施することにより効果的に八尾市内での保育人
材の確保につながり有効な事業である。

・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

ノウハウのある事業者に委託することにより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

地域における子育て支援の活性化に資するものである。

評価の観点 評価内容

子育て支援員研修修了者数 子育て支援員研修修了者数

計画額（千円） 実績額（千円）1,175 970

D.市民の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 子育て支援員研修事業 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

事業概要

地域において子育て支援の仕事に関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に従事することを希望
する者及び現に従事する者に対し、多様な子育て支援分野に関して必要となる知識や技能等を習
得するための全国共通の子育て支援員研修制度が創設されたことにより、本市においても事業実
施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 保育士資格を有しない私立認定こども園等の職員等

事業の目的

地域において子育て支援の仕事に関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に従事することを希望
する者及び現に従事する者に対し、多様な子育て支援分野に関して必要となる知識や技能等を習
得するための全国共通の子育て支援員研修制度が創設され、これらの支援の担い手となる子育て
支援員の資質の確保を図ることを目的とする。

平成30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【現状】

子育て支援員研修修了者数 子育て支援員研修修了者数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○子育て支援員研修事業の実施
平成30年度
実施内容

○大阪府が複数市町村と合同実施す
る子育て支援員研修事業により実施
○八尾市主催の子育て支援員研修を
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.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 135 131

評価

妥当性 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

全国的な保育人材不足の中、本市でも園児を受け入れるための保
育士の確保が課題となっており、市が保育士確保の支援をすること
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

実績値は目標に達しており、保育士確保に寄与する有効な事業で
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

私立認定こども園等と連携しながら効率的に事業を行っている。

・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

男女共同参画の視点で取り組んでいる。

評価の観点 評価内容

私立認定こども園等の新規採
用保育士数

計画値：各施設の平均採用人数3人×施設数

計画額（千円） 実績額（千円）25,500 19,000

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 保育士確保事業 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

事業概要
待機児童解消のために認定こども園や保育園の創設・定員拡大を進めるなかで保育士確保を支
援することを目的として、市内私立認定こども園等に新たに正規職員として採用される保育士等に
対して補助を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 私立認定こども園等の新規採用保育士

事業の目的 保育枠の拡大及び認定こども園等の安定した運営を図る

平成30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【現状】

私立認定こども園等の新規採
用保育士数

計画値：各施設の平均採用人数3人×施設数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市保育士確保事業費補助金交
付要綱により実施

平成30年度
実施内容

○八尾市保育士確保事業費補助金交
付要綱により実施



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.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 300 84

評価

妥当性 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

全国的な保育人材不足の中、本市でも園児を受け入れるための保
育士の確保が課題となっており、市が保育士確保の支援をすること
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

目標値は達成していないものの、保育士確保に寄与する有効な事
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

出展する事業者から出展費を徴収し、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

男女共同参画の視点で取り組んでいる。

評価の観点 評価内容

説明会参加者数 計画値：市内法人数×10人

計画額（千円） 実績額（千円）1,561 1,321

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 保育士就労支援事業 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

事業概要
待機児童解消のため、保育園、認定こども園の新設・定員拡大をしているなかで保育士を確保する
ため、本市に所在する私立認定こども園等が出展する合同説明会を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 保育士又は幼稚園教諭免許を有する者及び取得見込の者

事業の目的 市内私立認定こども園等の保育教諭数及び保育士数の増加

平成30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【現状】

説明会参加者数 計画値：市内法人数×10人

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○子ども・子育て支援体制整備総合推
進事業費国庫補助金交付要綱により
実施

平成30年度
実施内容

○私立認定こども園等が出展する合
同説明会を実施（出展事業者数38、来
場者数84人）



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 120 107

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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。

評価の観点 評価内容

利用のべ人数
１年あたりの利用のべ人数（「利用児童数」から平成
30年度計画より変更）

計画額（千円） 実績額（千円）12,240 10,914

D.市民の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 ひとり親家庭保育支援事業 担当部局・課
こども未来部

子育て支援課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 ひとり親家庭の児童及びその保護者

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。

平成30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【現状】

利用のべ人数
１年あたりの利用のべ人数（「利用児童数」から平成
30年度計画より変更）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○10人分委託
平成30年度
実施内容

○10人分委託



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 29 28

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

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

ほぼ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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

加配保育士の人件費助成は適正な費用となっており、効率的に事
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

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。

評価の観点 評価内容

事業実施施設数

障がい児保育を実施している私立認定こども園等の
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。

計画額（千円） 実績額（千円）378,930 332,169

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 障がい児保育支援事業（私立保育所等） 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

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、私立認定こども園等での保育を実施す
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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 入所児童及び認定こども園等職員

事業の目的 障がい児を私立認定こども園等にて集団保育することにより、児童の心身の発達を促す。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

事業実施施設数

障がい児保育を実施している私立認定こども園等の
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

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○障害児保育の実施
○障害児保育巡回指導



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 40 37

2 ％ 100 100

3 人 58189 12341

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

保護者の就労形態の多様化等により延長保育のニーズは年々高
くなっており、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

補助対象事業としての実施施設は減少しているため、延べ児童数
（補助対象施設のみ計上）は減少しているが、自主事業を含む実
施施設数は増加している。

・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

国の子ども・子育て支援交付金の基準額と合わせており、補助額
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

市政だより、ホームページ等で積極的にＰＲを行っている。

評価の観点 評価内容

事業実施施設数
事業実施施設数
平成30年度（分園・新設2園含む）を計画値とする。

（マ）延長保育実施園率【市立+
市立以外】【特例市間比較指
標】

《所管課調》延長保育実施施設数／認定こども園等
の数（市立+市立以外）
※11時間を超える保育

延長保育利用児童数【市立＋
市立以外】【特例市間比較指
標】

≪所管課調≫
のべ利用人数（年度間集計）

計画額（千円） 実績額（千円）33,104 2,100

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（私立保育所等） 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

事業概要
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、認
定こども園等において保育を実施する事業。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 認定こども園等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。

平成30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【現状】

事業実施施設数
事業実施施設数
平成30年度（分園・新設2園含む）を計画値とする。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○認定こども園等で実施
平成30年度
実施内容

○私立の保育所（園）、認定こども園お
よび私立幼稚園で実施



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.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1340 1084

2 件 6300 3212

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

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

年間援助活動数や会員登録数は目標を下回っているが、市民ニー
ズは高い。
行政でまかなえない子育て世帯のニーズを補う本制度は有効事業
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

社会福祉協議会に事業委託している。利用者の希望理由が多種多
様になる中で子育て
アドバイザーとサブリーダーが役割分担をし調整して効率のよい事
業運営が行えている。

・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

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通して人材の育成や組織の強化に努めてい
る。

評価の観点 評価内容

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）

年間援助活動数

計画額（千円） 実績額（千円）22,429 24,223

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

子育て支援課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○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30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



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 44 41

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

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

ほぼ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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

国の子ども・子育て支援交付金の基準額と合わせており、補助額は
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

市政だより、ホームページ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。

評価の観点 評価内容

一時預かり事業実施施設数
事業実施施設数。
認定こども園（幼保連携型・幼稚園型）、私立保育所
（園）及び私立幼稚園数

計画額（千円） 実績額（千円）71,728 40,214

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 一時預かり事業 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

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、児童を私立認定こども園等において預かるサービスを提供する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 児童及びその保護者

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。

平成30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【現状】

一時預かり事業実施施設数
事業実施施設数。
認定こども園（幼保連携型・幼稚園型）、私立保育所
（園）及び私立幼稚園数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○私立認定こども園等で実施
平成30年度
実施内容

○私立の保育所（園）、認定こども園お
よび私立幼稚園で実施



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.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 日 110 166

2 日 1100 93

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

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

ショートステイは、乳児の受入れ施設を増加したことにより、希望者
の利用ニーズに更に寄り添える可能性が大きくなり、利用者数も目
標値を上回った。トワイライトステイについては、利用者数の減少で
目標値を大きく下回った。

・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

実施方法は委託事業である。費用は事業実施時のみに発生するも
のであり、事業の内容、実績に見合うコストである。

・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

HP・チラシ等を活用し、PRを実施している。

評価の観点 評価内容

ショー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。

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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,261 959

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

子育て支援課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

ショー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。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○ショートステイ　委託施設（６ヶ所）
ルフレ八尾、生駒学園、武田塾、南河
学園、公徳学園、羽曳野荘
○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30年度
実施内容

○ショートステイ実施施設（７ヵ所）和泉
乳児院　増加
○トワイライトステイ実施施設（１ヵ所）



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 900 942

2 施設 2 2

3 人 450 465

4 施設 22 19

5 日 3500 3754

評価

妥当性 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

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

実績は計画値を上回っている。仕事と家庭の両立支援として市民
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

交付金事業でもあり、事業の内容にあう手法である。

・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

ホームページや子育ておうえんBOOKに掲載するなど、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

病児対応型　延利用日数

実施施設数（病児対応型）

実利用者数　（病児対応型） 年間実利用人数

体調不良児対応型　実施施設
数

計画額（千円） 実績額（千円）108,214 86,058

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 病児保育事業 担当部局・課
こども未来部

子育て支援課

事業概要

【病児対応型】
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。
【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。
【病児保育事業に関する届出の受理】

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 上記状態の児童　病児対応型は１０歳未満まで　体調不良児対応型は通園中の児童

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。

平成30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【現状】

病児対応型　延利用日数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○事業の委託
【病児対応型】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】増加した実施施
設も含め、継続実施
○病児保育事業に関する届出の受理

平成30年度
実施内容

○病児対応型の実施（２ヵ所）
○体調不良児対応型の実施（19か所）
○制度の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.20 保育サービスの充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 回 13 13

3 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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、障がい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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

巡回指導を特別支援ゼミの学習の場としている。

・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

関係機関、専門家等を協働して実施している。

評価の観点 評価内容

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

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

八尾市障害児保育審議会の実
施数

八尾市障害児保育審議会の実施数

計画額（千円） 実績額（千円）75,525 53,738

D.市民の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 障がい児保育支援事業（公立保育所） 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

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。
障害児保育審議会を開催する。
関係機関との連携、職員の専門的な学習を進める。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○障がい児保育の充実
○各保育所巡回指導の実施
○障害児保育審議会の開催
○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30年度
実施内容

○障がい児保育の充実
○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
○障がい児ゼミの実施
○研修参加
○保護者との相談日の設定



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 7 7

2 人 300 379

評価

妥当性 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

保護者のニーズに応じ実施された。

・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

市内公立保育所（7箇所）実施され、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

延長保育料を利用者から適正に徴収できている。

・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

情報提供を含め、保護者のニーズに応じ実施されている。

評価の観点 評価内容

箇所数 延長保育実施保育所数

延長保育利用者数 延長保育利用児童数

計画額（千円） 実績額（千円）15,967 8,115

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

こども施設課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

箇所数 延長保育実施保育所数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○延長保育事業を継続し保護者の
ニーズに対応

平成30年度
実施内容

○全公立保育所（７箇所）で通常保育
時間外の時間帯（７時から７時30分、
18時30分から19時）の延長保育を実施



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.21 幼児教育の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 200 537

2 人 0 0

3 ％ 69.15 71.52

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
及び情報発信を進めることができた。

評価の観点 評価内容

八尾市立幼稚園園児数
市立幼稚園の在園児数（各年度5月1日現在）（平成３
１年度以降の計画値については平成３１年度以降の
募集定員が未決定のため記載せず）

八尾市立幼稚園保育料減免
件数

２８年度より保育料が所得に応じた保育料となるた
め、当初決定時より、これまでの所得減免・多子軽減
を加味した保育料決定ができるようになる。

幼稚園（本園、分園）施設充足
率【市立＋市立以外】【特例市
間比較指標】

公私立幼稚園定員／幼児人口（3～5歳児）

計画額（千円） 実績額（千円）451 107

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

子育て支援課

事業概要
４歳児及び５歳児の園児募集に関する事務、幼稚園に在籍する園児の保育料の徴収に関する事
務を行う。

重点取り組み 地域別計画

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
費の確保を図る。

平成30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【現状】

八尾市立幼稚園園児数
市立幼稚園の在園児数（各年度5月1日現在）（平成３
１年度以降の計画値については平成３１年度以降の
募集定員が未決定のため記載せず）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○各幼稚園で４歳児及び５歳児の園児
募集の受付・入園手続き
○教育標準時間（１号）の認定
○公立認定こども園１号の園児募集の
受付・入園手続き

平成30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・入園手続き
○教育標準時間（１号）の認定
○公立認定こども園１号の園児募集の
受付・入園手続き



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 ％ 100 95.5

2 ％ 100 100

3 ％ 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

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

市立幼稚園の円滑な運営や適切な教育課程を実施するためには、
市立幼稚園への聴き取りや訪問等を通して課題を把握し、必要に
応じて課題の解決や教育課程にかかる指導・助言全般を行うほか、
各園で開催される保育研究会で教育内容や指導方法の工夫・改善
に向けた指導・助言を行う必要がある。

・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

「幼稚園への指導助言の達成率」「幼稚園教育計画の作成」は計画
値を達成しており、「幼稚園の教育活動や管理・運営などについて
満足している保護者の割合」「幼児教育の実践について満足してい
る保護者の割合」も計画値に近い実績値となっており、目標達成に
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

円滑な園運営や適切な教育課程の実施に向けた必要な指導・助言
を行うことや、指導主事の派遣要請があった園内保育研究会のす
べてに指導主事を派遣して、教育内容の充実や指導方法の工夫・
改善についての指導・助言を行い、教職員の資質向上を図る手法・
体制は適正である。

・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

幼稚園の円滑な運営と適切な教育課程の実施を図る中で、地域や
家庭、小中学校との連携等、各園で今まで積み上げてきた特色ある
取り組みを展開している。

評価の観点 評価内容

幼児教育の実践において、子
どもの育ちに満足している保
護者の割合

幼児教育の実践について満足している保護者の割合

幼稚園への指導助言の達成
率

（Ｈ２８まで）全幼稚園の全クラスに年１回指導助言を
行う回数　Ｈ２７はクラス数５４、Ｈ２８はクラス数４１
（Ｈ２９から）全幼稚園の全クラスに年１回指導助言を
行った達成率

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

計画額（千円） 実績額（千円）483 356

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 幼稚園教育の指導事務 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要 市立幼稚園の教育課程にかかる指導助言全般を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市立幼稚園

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。

平成30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【現状】

幼児教育の実践において、子
どもの育ちに満足している保
護者の割合

幼児教育の実践について満足している保護者の割合

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○市立幼稚園の教育課程にかかる指
導助言全般



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 ％ 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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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。本事業によって子どもたちの交流の「場」
の提供はしているが地域の教育力向上のための関与等課題はあ
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

指標の目標どおりの実績値であった。

・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

在園児と一緒に事業を実施したり、在園児退園後の一定時間に教
諭が実施して
いることから実施することによるコストは節減されている。

・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

地域の子育て家庭を対象とした事業のため、情報提供は積極的に
行っているが、地域の教育力向上のために子育
て家庭でない地域の方々との交流促進のためにも地元サークル等
と連携していく必要がある。
次世代育成の視点で幼稚園を地域に開放し、子育て家庭への支援
及び地域の教育力向上のために実施している。

評価の観点 評価内容

幼児教室開催回数 幼児教室開催回数（幼児教室開催回数/園数）

計画額（千円） 実績額（千円）127 119

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 幼児教育振興事業 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

事業概要
幼稚園を地域に開放することにより、地域における幼児教育センター的役割を担うため、未就園児
を中心とする幼児教室及び４歳児教室を開設する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内在住の３、４歳児

事業の目的
子育て家庭への社会的支援に寄与するとともに、地域に開かれた幼稚園づくりを推進することで、
地域の教育力の向上に資する。

平成30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【現状】

幼児教室開催回数 幼児教室開催回数（幼児教室開催回数/園数）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○幼児教室及び４歳児教室の開設
平成30年度
実施内容

○幼児教室を８園で開設
○４歳児教室は開設なし



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 16 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

近年の少子化や核家族化などの社会状況を受け、子育て支援の
観点から保護者の希望に応じて実施している本事業は、時代
および市民ニーズも高い。
預かり保育を実施する中で、地域の人々との関わりも内容に盛り込
みながら地域の中での幼稚園づくりを推進する必要がある。

・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。

評価の観点 評価内容

預かり保育実施園数 預かり保育実施園数

計画額（千円） 実績額（千円）12,401 11,240

D.市民の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

こども施設課

事業概要
幼児の健全な育成と幼児の居場所づくりを支援するために、幼稚園教育課程終了後、保護者の希
望に応じて預かり保育を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市立幼稚園に在園する幼児

事業の目的
多様化する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。また、夏期休業期間においては、新学期
を迎えるための準備支援も目的とする。

平成30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【現状】

預かり保育実施園数 預かり保育実施園数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市立幼稚園で通常期間及び夏期休
暇期間に実施

平成30年度
実施内容

○市内16園で常期間及び夏期休暇期
間に実施



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.21 幼児教育の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 園 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

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

昨今の子ども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。

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

目標値を達成しており、事業の目的は達成している。

・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

公立の小学校、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

地域の安全なまちづくり活動が「地域の安全な幼稚園づくり」につな
がるよう地域との連携も必要となる。

評価の観点 評価内容

補助金を活用している園数
安全対策を実施している私立幼稚園のうち、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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,861 1,860

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 私立幼稚園安全対策推進事業 担当部局・課
こども未来部

こども施設課

事業概要
子どもたちをめぐる凶悪な犯罪を防止する観点から、私立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することで、園児の安全を確保する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 私立幼稚園設置者

事業の目的
幼稚園に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。

平成30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【現状】

補助金を活用している園数
安全対策を実施している私立幼稚園のうち、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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○子どもの安全確保のために実施す
る幼稚園の安全対策に補助金を交付

平成30年度
実施内容

○市の安全対策事業として２園が実施



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.21 幼児教育の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 % 30 11.1

2 人 1600 876

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

国の法律に基づき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

国の法律に基づき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

国の法律に基づき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。

評価の観点 評価内容

３・４・５歳児の私立幼稚園在
園率

（私立幼稚園在園児数／３・４・５歳児の人口）×１００

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

計画額（千円） 実績額（千円）125,741 121,112

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

こども施設課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

３・４・５歳児の私立幼稚園在
園率

（私立幼稚園在園児数／３・４・５歳児の人口）×１００

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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

平成30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



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 % 30 11.1

2 人 1200 214

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

私立幼稚園就園奨励費補助金事業ととも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とも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とも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。

評価の観点 評価内容

３・４・５歳児の私立幼稚園在
園率

（私立幼稚園在園児数／３・４・５歳児の人口）×１００

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

計画額（千円） 実績額（千円）6,425 4,289

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

こども施設課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

３・４・５歳児の私立幼稚園在
園率

（私立幼稚園在園児数／３・４・５歳児の人口）×１００

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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30年度
実施内容

○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.21 幼児教育の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 % 30 11.1

2 人 1980 961

評価

妥当性 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

行政と地域が連携して幼稚園教育の振興を推進し就学前教育の
推進に寄与しているものである。

・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

行政と地域が連携して幼稚園教育の振興を推進し就学前教育の
推進に寄与しているものである。

・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

効果的効率的である。

・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

行政と地域が連携して幼稚園教育の振興を推進し就学前教育の
推進に寄与しているものである。

評価の観点 評価内容

３・４・５歳児の私立幼稚園在
園率

（私立幼稚園在園児数／３・４・５歳児の人口）×１００

事務協力金算定対象者数 市内園７園のうち実施人数

計画額（千円） 実績額（千円）2,131 2,181

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

こども施設課

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。

重点取り組み 地域別計画

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及び幼稚園教育の振興を図る。

平成30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【現状】

３・４・５歳児の私立幼稚園在
園率

（私立幼稚園在園児数／３・４・５歳児の人口）×１００

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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

平成30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



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 箇所 5 5

2 ％ 100 95.3

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

小学校への円滑な接続や質の高い幼児教育・保育を提供する仕組
みを構築することを目的とし、公立幼稚園・保育所を就学前施設とし
て一体的に捉えて、今後の活用について検討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

公立の認定こども園の整備計画に基づく、公立幼稚園の再編につ
いての検討や幼保連携の取組みを進めることは、就学前児童に質
の高い幼児教育・保育を提供するにあたり、有効な取組みである。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

公立の認定こども園の整備については、公立幼稚園・保育所にか
かる課題であり、教育委員会とこども未来部が連携して取り組んで
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

就学前施設における教育・保育と子育て支援計画（公立の認定こど
も園の整備）に基づく公立幼稚園の再編について、市民・保護者に
広く情報提供を実施し、透明性を高めた。

評価の観点 評価内容

公立認定こども園の整備数

幼保小合同研修会の出席率
合同研修会へ出席した施設数÷公立・私立の幼稚
園、保育所（園）、認定こども園、小学校数

計画額（千円） 実績額（千円）529 428

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
教育総務部

教育政策課

事業概要

幼稚園教育要領及び保育所保育指針等に基づき、小学校への円滑な接続のため、幼保小合同研
修会や小学校一斉体験入学を実施する。
また、「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画（公立の認定こども園の整備）」に基づき、
公立の認定こども園の整備を進めるとともに、教育保育内容の検討を進める。
あわせて、幼児教育の充実に向けた拠点機能のあり方について検討を進める。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 就学前児童

事業の目的 就学前児童により質の高い教育と保育を提供する。

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

公立認定こども園の整備数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○幼稚園・保育所（園）・認定こども園・
小学校の合同研修会の開催
○教育・保育実践の手引きの活用と実
践
○公立の認定こども園の整備に向けた
教育保育内容の研究・検討
○幼児教育の充実に向けた拠点機能
のあり方について検討
○小学校一斉体験入学の開催
○市立幼稚園の再編に係る情報発信
○幼稚園休園後の施設管理や廃園後
の跡地活用（教育利用）の検討

平成30年度
実施内容

○幼稚園・保育所（園）・認定こども園・
小学校の合同研修会の開催
○教育・保育実践の手引き等の活用と
実践
○公立の認定こども園の整備に向けた
教育・保育内容の研究・検討
○小学校一斉授業見学（体験）の開催
○市立幼稚園の再編に係る情報発信
○幼稚園休園後の施設管理や閉園後
の跡地活用（教育利用）の検討
○国立教育政策研究所プロジェクト研
究への参加



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 箇所 27 25

2 棟 0 0

3 人 3447 3473

4 ％ 99 99.1

5 クラブ 3 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

働く女性の社会進出の支援のため、事務事業の実施は不可欠で
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

ほぼ、指標の目標通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

一定の受益者負担を求めており、また同種の事務事業は存在しな
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

放課後子ども教室との連携が深まるなど協働は進んだ。

評価の観点 評価内容

放課後児童室の改修数

待機児童の解消及び放課後児童健全育成事業の設
備及び運営に関する基準を定める条例に従った運用
を行うため、学校余裕教室を改修し専用クラブ数を増
設、もしくは併用教室にエアコンを設置するなどの改
修を行うクラブ数

放課後児童室と放課後子ども
教室の連携による実施数

放課後児童室独立棟の整備
数

（整備棟数／目標棟数）×１００

放課後児童室入室児童数

放課後児童室使用料の現年
収納率

放課後児童室保育料の現年度収納率を９９％にする

計画額（千円） 実績額（千円）531,559 483,750

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 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図る｡

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童

事業の目的
保護者が労働等で昼間家庭にいない小学１年生から６年生までの児童を入室申請に基づいて受
け入れ、放課後に学校施設等を利用して適切な遊びや生活の場を提供し、児童の心と体の健全な
育成を図ることを目的としている。

○ ○

平成30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【現状】

放課後児童室と放課後子ども
教室の連携による実施数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○放課後児童健全育成事業の設備及
び運営に関する基準を定める条例に
従った運用への適合化（１クラブあたり
の人数及び専用区画面積及び待機児
童解消に向けた環境の整備、補助等）
○指導員の資質向上
○放課後の子どもの居場所のあり方も
含めた（仮称）地区児童館（キッズルー
ム）の検討に基づく実施

平成30年度
実施内容

○放課後児童健全育成事業の設備及
び運営に関する基準を定める条例に
従った運用への適合化（１クラブあたり
の人数及び専用区画面積及び待機児
童解消に向けた環境の整備）を図った
６地区の整備
○指導員の資質向上のため、指導員
を採用し、庁内外の研修に参加を推進



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 28 25

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

地域と家庭、学校の教育コミュニティづくりのために必要な委託事
業として行っており、市の関与も含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

地域の協力により増となった昨年度の実施地区数を維持すること
ができている。地域住民が地域の子どもたちに様々な体験活動を
提供している有効な事業である。

・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

効率性を落とすことなく実施できた

・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

事業の運営は各地区の運営委員会に委託し実施している。

評価の観点 評価内容

実施地区数 全小学校区で実施することを目標とする。

計画額（千円） 実績額（千円）10,838 9,620

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 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。

重点取り組み 地域別計画

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、次代を担う子どもを育成
する。

○

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

実施地区数 全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30年度
計画内容

○未実施校区へ実施に向けた継続的
な働きかけ

平成30年度
実施内容

○未実施校区へ実施に向けた継続的
な働きかけを実施
○実施校区の状況確認のための訪問
を実施



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.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 14000 10185

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

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

児童数の減少傾向により目標値は達成されていないが、昨年度よ
り利用者数が増加した。放課後に安全で安心して過ごせる遊びの
場を提供することにより、多様なニーズに対応した様々な活動を引
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外部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た事業を展開した。

・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

ＨＰ、市政だより等による情報提供を行った。人権、国際理解、体
験、交流等様々な視点から低学年育成事業を実施した。

評価の観点 評価内容

利用人数 年間の利用人数

計画額（千円） 実績額（千円）1,002 729

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 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

事業概要 小学生教室を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内の児童

事業の目的
青少年会館条例に掲げる目的を達成するために、市内の小学生を対象とする小学生教室を実施
し、児童の健全育成を図る。

平成30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【現状】

利用人数 年間の利用人数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○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、館外活動などを実
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.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 15000 15136

評価

妥当性 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

異年齢や同年齢の子どもたちとの集団活動や文化的活動・スポー
ツ活動、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もなっている。よって事務事業の実
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。今後もサービスの質の向上に努め、
目標値を達成していく。

・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、民間企業の社会貢献事業を活用する等の
手法をも用い、様々な事業を実施した。

・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

小学校を中心にパンフレット配布、ホームページによる事業の周知
を図っている。
また、夏休みなど長期休暇期間には大学生、地域のボランティアに
よる市民との協働事業を実施している。
他にも人権、環境、文化といった目的に沿った事業も引き続き行う。

評価の観点 評価内容

利用人数 年間利用人数

計画額（千円） 実績額（千円）1,105 1,019

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

事業概要 低学年育成教室（パレットクラブ）を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内の小学校低学年児童

事業の目的
青少年会館条例に掲げる目的を達するために、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）を実施し、様々な体験を通して児童の健全育成を図る。

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

利用人数 年間利用人数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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・チャレンジ・全体活
動・文化/運動サークル・遊び別活動・
公園遊び・みんなで考えよう・からだを
うごかそう・工作・館外活動・表現活動・
食育・人権学習・出前絵本の会

平成30年度
実施内容

○学習会・学年別活動・縦割り学習・み
んなで本を読もう・チャレンジ・全体活
動・文化/運動サークル・遊び別活動・
公園遊び・みんなで考えよう・からだを
うごかそう・工作・館外活動・表現活動・
食育・人権学習・出前絵本の会を実施



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.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 ％ 40 24.9

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

青少年健全育成につながる事業を実施しており、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

実績値は減少傾向である。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

団体と連携し、多くの事業を実施している。また、年間行事や会計
報告等を、年度当初に各地域の代表者が集まる会議で報告してい
る。

評価の観点 評価内容

地区育成連絡協議会への加入
率

安全共済会加入者数÷児童生徒数×１００

計画額（千円） 実績額（千円）8,179 7,116

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 青少年育成事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

事業概要
市内のこども会活動の支援や青少年センター講座等の実施をとおして、青少年に多様な学習機会
や活動機会を提供する｡

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内の青少年

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性の涵養
を図る。

平成30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【現状】

地区育成連絡協議会への加入
率

安全共済会加入者数÷児童生徒数×１００

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
○青少年センター講座・おしごと体験
の開催

平成30年度
実施内容

○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
○青少年センター講座・おしごと体験
の開催



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 12000 12363

評価

妥当性 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

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

利用者数は前年度実績より低い値となったが、実施講座の内容充
実と実施数の増加を行い、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

参加者に対して、実費負担を適正に行った。
企業の出前講座等の講師謝礼経費が不要な講座を実施した。

・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

・八尾市内の民間企業と協働し教室、講座を行っている。
・情報公開
近隣の学校へのチラシ・ポスターの配布、HP、市政だより、FMちゃ
お等による、情報提供を行った。

評価の観点 評価内容

利用人数 年間の利用人数

計画額（千円） 実績額（千円）4,524 3,701

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 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

事業概要 平日の長期教室、土曜日・長期休業中の短期教室・講座事業、移動教室を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内在住の青少年児童およびその保護者

事業の目的
青少年会館条例に掲げる目的を達成するために、各種教室・講座等を開催し、様々な体験活動を
通じて青少年の健全育成を図る。

平成30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【現状】

利用人数 年間の利用人数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○平日長期教室(絵画教室、パソコン
教室、手話教室、書道教室、ギター教
室、英会話教室、学習会等）
○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に市
内小学校へ出向く移動教室
○自然体験講座等

平成30年度
実施内容

○平日長期教室(絵画教室、パソコン
教室、手話教室、書道教室、ギター教
室、英会話教室、学習会等）の実施
○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の実施
○平日の放課後及び夏季休業中に市
内小学校へ出向く移動教室の実施
○自然体験講座等の実施



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.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 18000 15778

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

利用児童のニーズの把握に努め、指導員や外部講師による教室を
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

利用児童のニーズの把握に努めたが、台風等の影響もあり、事業
目標を下回った。事業内容についてさらに精査・工夫を行い、質の
高い事業実施をめざす必要がある。

・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

適切な予算執行のもと、民間企業の社会貢献事業を活用する等の
手法をも用い、様々な事業を実施した。

・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

小、中学校を対象にパンフレット配布、ホームページによる事業の
周知を図っている。
また、大学生有償ボランティアに教室運営を手伝ってもらうなど市民
との協働事業を実施している。

評価の観点 評価内容

利用人数 ○年間の教室講座利用人数

計画額（千円） 実績額（千円）5,253 3,684

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

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内の児童・青少年及びその保護者

事業の目的
青少年会館条例に掲げる目的を達するために、各種教室・講座等を開催し、様々な体験活動を通
じて青少年の健全育成を図る。

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

利用人数 ○年間の教室講座利用人数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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、手話教室、英会話教室、
学習会、ウイズクラブ等）
○土曜教室（美術・手芸・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）
○ウイズフェスタ

平成30年度
実施内容

○通年教室・土曜教室・長期休業中の
教室・講座・移動教室等を、計画に
沿って実施



目標No.2 子どもや若い世代の未来が広がる八尾

政策No.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 56000 40372

評価

妥当性 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

こどもたちのそれぞれの個性に対応し、地域との連携を図りなが
ら、各教室・講座事業運営を行った。

・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

各教室・講座事業に関して各指導により内容の充実を図り、こども
たちへの指導も適切かつ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

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

市政だよりやホームページ、学校等へのチラシの配布を通じて事業
内容を市民の方々に周知した。また、地域と連携した事業を実施し
た。

評価の観点 評価内容

利用人数 年間の利用人数

計画額（千円） 実績額（千円）33,935 28,768

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 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

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・講座各事業において嘱託員・非常
勤嘱託職員による指導を行う。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

利用人数 年間の利用人数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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・非常勤嘱託職員
による指導等

平成30年度
実施内容

○子育て支援、低学年育成、教室・講
座各事業の嘱託員・非常勤嘱託職員
による指導等の実施



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.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

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

館運営委員会における意見等を通じて市民ニーズを把握し、事業
活動に反映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

館運営委員会において、市民ニーズを直接的に把握することがで
きるので、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

館運営委員会は事業計画と事業報告のために、年2回実施してお
り、効率的な運営を行っている。

・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

市内青少年全体を対象とする事業を進めるとともに、地域のニーズ
に合った地域連携事業も推進している。

評価の観点 評価内容

運営委員会開催回数 年間の運営委員会開催回数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 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

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。

重点取り組み 地域別計画

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

事業の目的 青少年会館条例に掲げる目的の達成に向けて、各事業の展開に関する検討を行う。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○会館運営委員会の開催
平成30年度
実施内容

○会館運営委員会の開催



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

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

会館運営委員会における意見等を通じて市民ニーズを把握し、事
業活動に反映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

会館運営委員会において、市民ニーズを直接的に把握することが
できるので、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

会館運営委員会を年2回実施し、事業計画や事業報告について意
見を集約、事業に反映させ、効率的な運営を行っている。

・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

市内青少年全体を対象とする事業を進めるとともに、地域のニーズ
に合った地域連携事業も推進している。

評価の観点 評価内容

運営委員会開催回数 年間の運営委員会開催回数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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

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。

重点取り組み 地域別計画

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

事業の目的 各事業の展開が、青少年会館条例に掲げる目的に沿うものであるかについて検討を行う。

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○会館運営委員会の開催
平成30年度
実施内容

○青少年会館条例・同施行規則に基
づき、会館運営委員会を開催し、委員
の意見を採り入れて適切な管理運営を
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.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 62000 48541

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

個々の児童の性質や地域との連携等に配慮しつつ、細やかな事業
運営を行った。

・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

実績値が計画値を下回ったが、実施された各講座の内容の充実に
加えて、指導者の指導・助言も適切かつ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

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等による情報発信を行い、人権・国際理
解・体験活動・交流等、様々な要素を盛り込み、各教室・講座を実
施した。

評価の観点 評価内容

総利用人数 青少年会館の総利用人数

計画額（千円） 実績額（千円）33,291 27,958

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

事業概要
安中青少年会館で実施している子育て支援、低学年育成、教室・講座各事業において嘱託員・非
常勤嘱託職員による指導を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内在住の児童・青少年及び就学前の乳幼児とその保護者

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。

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

総利用人数 青少年会館の総利用人数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
職員による指導等

平成30年度
実施内容

○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
よる指導等を実施



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.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 150 68.94

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

青少年活動の場を提供し、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

青少年活動や社会教育活動に必要な場を提供した。

・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

適切に実施された。

・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

青少年に関わる活動を行っている市民団体へ施設を貸し出してい
る。

評価の観点 評価内容

青少年センター利用者数（一日
当り）

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

D.市民の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 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

事業概要 青少年を健全に育成する活動の場として設置された青少年センター施設の管理・運営を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 青少年関係団体・社会教育団体等

事業の目的 本市の青少年活動を助長し、その健全な育成を図る。

平成30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【現状】

青少年センター利用者数（一日
当り）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾図書館との複合施設における
管理

平成30年度
実施内容

○八尾図書館との複合施設における
管理



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 30 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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

事業に対する市民の認知度は年々上がっており、スポーツ・文化活
動で八尾市を全国発信する子どもたちを応援する事業として有効で
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

基金を利用した事業であり、適切に実施されている。

・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

市民が構成する関係団体より派遣委員を迎え、審査委員として委
嘱し審査を行っている。

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）2,120 2,216

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 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

事業概要
子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、子どもたちの可
能性を広げ、個性や能力の向上を図る。

重点取り組み 地域別計画

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、子どもたちの可能性を広げ、個性や能力の向上を図る。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○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



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 35000 30000

評価

妥当性 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

青少年の交流、スポーツ・レクリエーション活動の促進等、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

青少年がスポーツ・レクリエーション活動を実施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

指定管理者に業務委託を行っており、実施手法としては妥当であ
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

市民・関係団体から構成する運営委員会を設置し、意見交換を行う
等、協働の取り組みを行っている。

評価の観点 評価内容

利用者数 八尾市立青少年運動広場の年間利用人数

計画額（千円） 実績額（千円）3,991 3,728

D.市民の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

事業概要
青少年が自主的、組織的にスポーツ等の活動を行える場として設置された施設の管理運営・維持
補修を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 青少年を含む市民

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。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○指定管理者へ管理運営委託
平成30年度
実施内容

○指定管理者へ管理運営委託



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 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

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
会において実施しており、市の関与は必要最小限になっている。

・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

青少年の健全育成に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

適切に実施されている。

・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

地区福祉委員会による運営を行っている。

評価の観点 評価内容

設置箇所数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 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

事業概要 地域の主体的な活動による青少年の遊び場及び地区住民のコミュニティづくりの場の整備を支援。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

事業の目的 地域コミュニティづくりを推進する。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

設置箇所数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○地区福祉委員会が運営管理を実施
平成30年度
実施内容

○地区福祉委員会が運営管理を実施



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.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 ％ 70 64.4

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

大人としての自覚を促し、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

式典は厳粛に行われ、青年に大人としての自覚を促し、励ます機会
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

脅迫事案に対し全庁的対応を行い、適正に実施した。

・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

実行委員会を立ち上げ、記念冊子の作成や式典の運営に協力して
もらっている。また、青少年指導員に会場警備等を、小中高生には
アトラクション実施を、それぞれ協力してもらっている。

評価の観点 評価内容

式典参加率
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。
成人式出席者÷成人式対象者×100

計画額（千円） 実績額（千円）5,294 8,796

D.市民の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 成人式事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

事業概要 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式典として、成人式を開催する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 新成人

事業の目的 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。

平成30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【現状】

式典参加率
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。
成人式出席者÷成人式対象者×100

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
員会議の立ち上げ

平成30年度
実施内容

○成人式の運営
○新成人を中心とした、成人式実行委
員会議の立ち上げ、記念冊子の作成、
式典運営の実施



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.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 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

青少年の健全育成に関わる団体に補助金を交付し、青少年への
様々な活動の一助となっており、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

青少年の健全育成の観点において、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

適正に実施されている。

・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

団体が精力的な活動を行えるよう実施している。

評価の観点 評価内容

青少年活動関係団体数

計画額（千円） 実績額（千円）1,622 1,590

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 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

事業概要 市内各種青少年関係団体へ、その活動の助成に必要な範囲で補助金を交付する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内青少年活動関係団体

事業の目的 団体の活動を促進することで、青年層の育成を図る。

平成30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【現状】

青少年活動関係団体数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○青少年活動関係団体への助成金の
交付

平成30年度
実施内容

○青少年活動関係団体への助成金の
交付



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 64500 90195

評価

妥当性 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
活動の活性化のためにも必要である。

・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

利用者数は増加し、市民や青少年に自然体験活動の場を提供して
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しており、実施手法・コストともに妥当であ
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。

評価の観点 評価内容

利用者数（１年当たり）

計画額（千円） 実績額（千円）11,266 13,280

D.市民の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

事業概要
市内唯一の自然体験のできる公営キャンプ場施設を活用し、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場として管理運営を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 自然体験学習を希望する青少年

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。

平成30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【現状】

利用者数（１年当たり）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○指定管理者へ管理運営委託
平成30年度
実施内容

○指定管理者へ管理運営委託



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 こども会 10 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

こども会は子どもや親同士の交流だけでなく、地域住民全体を含め
た交流を深め、地域力の向上につながるため、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

実績値は維持され、事業が有効に働いている。

・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

適切に実施できている。

・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

関係団体と協議し、実施している。

評価の観点 評価内容

新規こども会立上げ数

計画額（千円） 実績額（千円）1,124 806

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 こども会設置促進事業 担当部局・課
こども未来部

青少年課

事業概要
こども会の加入率向上のために、こども会加入者が減少傾向にある地域に対し、青少年育成連絡
協議会等の地域の団体と連携しながら加入者増を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地区における単位こども会

事業の目的 市内こども会加入率の向上を図る。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

新規こども会立上げ数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○こども会活動及び、加入促進の広報
活動
○施設利用料助成の実施
○ジュニアリーダー養成研修会（中高
生対象）の実施

平成30年度
実施内容

○こども会活動及び、加入促進の広報
活動
○施設利用料助成の実施
○ジュニアリーダー養成研修会（中高
生対象）の実施



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.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 戸 3400 3775

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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

適正に実施された。また、民間企業から協賛金を得られるよう努め
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

市民団体の会議に図り事業内容を決定することで、市民と行政の
協働の取り組みを進めている。

評価の観点 評価内容

「こども110番の家」掲出協力
戸数

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

計画額（千円） 実績額（千円）1,946 1,575

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
地域社会において関係団体が密接に連携することで、青少年を取り巻く社会環境の改善や青少年
育成に携わる保護者、育成者への啓発・情報提供等を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 青少年を含む地域住民

事業の目的
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通じて、青少年の健全育成
にとって望ましい社会環境を維持する。

平成30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【現状】

「こども110番の家」掲出協力
戸数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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
○青色回転パトロール、こども110番の
家の推進

平成30年度
実施内容

○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
○青色回転パトロール、こども110番の
家の推進



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 - 1 0.95

2 ％ 100 100

3 ％ 85 84.05

評価

妥当性 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

・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。

１日当たり30分以上の割合で学校の授業時間以外に
普段（月～金曜日）勉強している児童の割合と生徒の
割合の平均値

・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

・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、必要不可欠である。
・計画値に近い実績値で推移している。

・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

・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

全国学力・学習状況調査の平均正答率の全国比

評価の観点 評価内容

全国学力・学習状況調査の平
均正答率の全国比

全国学力・学習状況調査の平均正答率の全国比

放課後学習・補充学習の実施
校率

学校の授業時間以外に普段
（月～金曜日）勉強している児
童・生徒の割合

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
細かな指導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、本市の児童及び生徒の「確かな学力」の向上を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）11,282 9,024

平成30年度
意味・算式等

全国学力・学習状況調査の平
均正答率の全国比

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【現状】

D.市民の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 学力向上推進事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要

○学力向上支援会議の充実
○学力調査等の分析
○「教育フォーラム」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
○小中学校における放課後学習等、
学習意欲の向上と学習習慣の定着を
図るための取り組み
○フロンティア校研究推進事業の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 児童生徒、教職員

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ができる。また、中学校区単位
での授業改善等を行うことで、９年間を見据えた教育の充実につながる。

○

指標 単位

平成30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
○「教育フォーラム」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
○小中学校における放課後学習等、
学習意欲の向上と学習習慣の定着を
図るための取り組み
○フロンティア校研究推進事業の実施

活　動　指　標

平成30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.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 冊／人 22 24.11

2 ％ 92 106.25

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

図書館サポーターそのものが市内在住者であり、市民との協働の
一例である。

・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

児童及び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
を進めるなど、市と市民とで役割分担を行う中で事業を実施してい
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

指標によるが、目標を超えた実績値を示すものと、目標に近い実
績値を示しているものに分かれている。

・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

図書館サポーターを配置することで、人的コストは抑えられてい
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

全小・中学校学校図書館の貸出冊数／全児童・生徒
数

評価の観点 評価内容

１人あたりの学校図書の貸出
冊数

全小・中学校学校図書館の貸出冊数／全児童・生徒
数

学校図書館図書標準に対する
図書の充足率

学校図書館図書標準に対する図書の充足率

言語活動の充実をめざし、児童・生徒の学校図書館利用を促進するため、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。

計画額（千円） 実績額（千円）17,221 16,679

平成30年度
意味・算式等

１人あたりの学校図書の貸出
冊数

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【現状】

D.市民の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

○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
○市立図書館と連携し研修等実施、サ
ポーターを強化・育成
○市立図書館との事業連携の強化策
の検討

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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
○市立図書館と連携し研修等実施、サ
ポーターを強化・育成
○市立図書館との事業連携の強化策
の検討

活　動　指　標

平成30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.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 - 1 0.981

2 時間 7100 4830

評価

妥当性 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

学校通信・学年通信等によりネイティブ英語講師を派遣する取り組
みは、広く市民や地域に伝わっている。

・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

ネイティブスピーカーによる英語教育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

指標の「NETの小学校英語活動の年間従事時間」の計画値は平成
２６年度当時の小学校５・６年生のクラス数×３５週の時間数のま
まであり、平成２７年度以降はクラス数が減少している。逆に中学
校２先生と夜間学級、特別支援学校も加えて時間数を設定し、計
画時間が実績値となっている。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実施は適正に行われている。それまでのプロポーザル方式から、
平成２７年度より入札方式を導入し、現在、平成３０年度から平成
３２年度までの委託契約になっており、委託料の抑止に努めたもの
になっている。

・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

チャレンジテストの英語の平均得点の大阪府比

評価の観点 評価内容

チャレンジテストの英語の平均
得点の大阪府比

チャレンジテストの英語の平均得点の大阪府比

NETの小学校英語活動の年間
従事時間数

Ｈ２９までは市内小学校５・６年生の３５週分である。
Ｈ３０からは５０週になる（３･４年生は１５週分、５･６年
生は３５週分）。

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。また、言語活動の充実に向け、英語を活用した発表の機
会として、英語スピーチコンテスト等の取り組みを推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）88,481 77,823

平成30年度
意味・算式等

チャレンジテストの英語の平均
得点の大阪府比

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【現状】

D.市民の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 英語教育推進事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要

○外国語教育の充実
○ネイティブ英語講師（NET）派遣事業
○英語スピーチコンテスト等の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 児童生徒

事業の目的
英語における基礎学力の向上を図るとともに、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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○外国語教育の充実
○ネイティブ英語講師（ＮＥＴ）派遣事
業
○英語スピーチコンテスト等の実施

活　動　指　標

平成30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.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 20000 19887

2 人 13300 13250

3 人 6700 6637

評価

妥当性 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

毎年実施される学校基本調査の統計結果は教育諸問題の検討、
教育行政施策の検討・策定の際の基礎資料となり、国からの教育
上必要な諸経費・補助金等の算定に利用される。学級編制事務は
義務教育が効率的かつ効果的に図られるようにクラス等の定数を
定めクラス運営等、義務教育の円滑化を図る。市が行うべき教育
の推進の礎である。

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

いわゆる法定受託事務である。学校基本調査は統計法に基づき文
部科学省所管のもと毎年実施される。学級編制事務は義務教育が
効率的かつ効果的に図られるようにクラス等の定数を定めクラス運
営等、義務教育の円滑化を図っている。

・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

学校基本調査の統計結果は教育諸問題の検討、教育行政施策の
検討・策定の際の基礎資料となり、国からの教育上必要な諸経費・
補助金等の算定に利用される。また学級編制事務は義務教育が効
率的かつ効果的に図られるようにクラス等の定数を定めクラス運営
等、義務教育の円滑化を図っている。

・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

学校基本調査は統計法に基づき毎年実施される。統計結果は教育
諸問題の検討、教育行政施策の検討・策定の際の基礎資料とな
り、国からの教育上必要な諸経費・補助金等の算定に利用される。
また学級編制事務は義務教育が効率的かつ効果的に図られるよう
にクラス等の定数を定めクラス運営等、義務教育の円滑化を図って
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

評価の観点 評価内容

児童生徒数

小学校（本校、分校）児童数
【市立のみ】 《特例市間比較指
標》

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】 《特例市間比較指
標》

学級編制及び学校基本調査にかかる事務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）31 32

平成30年度
意味・算式等

児童生徒数

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【現状】

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 市立学校学級編制・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

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○学級編制及び学校基本調査にかか
る事務

活　動　指　標

平成30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.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 ％ 70 77.4

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

各中学校区の実態に応じて外部人材を効果的に活用した。

・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

健やかな子どもの育成は市民共通の願いであり市として積極的に
関与し責任を果たす必要がある。

・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

指標は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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

実態調査の実施に当たり入札を行い経費節減を図った。

・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

児童生徒に対する実態調査における「将来の夢や目
標を持っていますか」という設問に対し「当てはまる」
「どちらかといえば当てはまる」と回答した児童生徒の
割合

評価の観点 評価内容

将来の夢や目標を持っている
児童・生徒の割合

児童生徒に対する実態調査における「将来の夢や目
標を持っていますか」という設問に対し「当てはまる」
「どちらかといえば当てはまる」と回答した児童生徒の
割合

中学校区でめざす子ども像を共有しながら、義務教育における子どもの「学び」「育ち」を一体的に
捉え、９年間を見通した教育活動を推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）6,226 3,947

平成30年度
意味・算式等

将来の夢や目標を持っている
児童・生徒の割合

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【現状】

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 小中一貫教育推進事業 担当部局・課
学校教育部

教育センター

事業概要

○各中学校区に推進組織を設置
○めざす子ども像、学校教育目標の検
討
○指導方法の検討、児童生徒の実態
把握
○保護者・地域への情報発信
○３ヵ年計画の策定

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 児童生徒、教職員

事業の目的 義務教育９年間を見通した切れ目のない「学び」の実現

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○各中学校区に推進組織を設置
○めざす子ども像、学校教育目標の検
討
○指導方法の検討、児童生徒の実態
把握
○保護者・地域への情報発信
○３ヵ年計画の策定

活　動　指　標

平成30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.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 85.3

2 ％ 100 100

3 校区 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

・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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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必財政的な
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
長の最良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

各学校園から提出される「子どもが輝く学校園づくり総
合支援事業」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

評価の観点 評価内容

「めざす学校園及び子どもの
姿」の達成率

各学校園から提出される「子どもが輝く学校園づくり総
合支援事業」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

「あいさつ運動」実施校数の割
合

小中連携会議の実施校区数

学びと育ちの連続性・一貫性を意識した小中連携の取り組みや地域と連携したあいさつ運動の取
り組みの推進等、学校園長がリーダー性を一層発揮し、特色ある学校園とともに、保護者や地域
から信頼される学校園となるよう、今日的な教育課題の解決と学校の活性化をめざした、児童・生
徒や地域の実態に応じた取り組みを推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）21,300 21,297

平成30年度
意味・算式等

「めざす学校園及び子どもの
姿」の達成率

○

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【現状】

D.市民の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

○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
○中学校区の「学びと育ちの連続性・
一貫性」を意識した小中一貫教育の推
進を図る取り組み
○小中学校におけるあいさつ運動な
ど、日常の生活での取り組みの充実
や専門家や地域の人たちを外部指導
者として活用するなどした児童・生徒
の心を豊かに育む取り組み
○学校園長のリーダーシップのもと、
より魅力ある学校園づくりを推進してい
く取り組み

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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
○中学校区の「学びと育ちの連続性・
一貫性」を意識した小中一貫教育の推
進を図る取り組み
○小中学校において、あいさつ運動な
ど日常の生活における取り組みの充
実や専門家や地域の人たちを外部指
導者として活用するなどした児童・生
徒の心を豊かに育む取り組み
○学校園長のリーダーシップのもと、
より魅力ある学校園づくりを推進してい
く取り組み

活　動　指　標

平成30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.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 900 778

評価

妥当性 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・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、この指定された校区を遵守す
るための事務処理を担っている。

・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

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
い、適正就学の推進を図りながら、法の定めにより義務教育の充実
を推し進めるものである。

・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

住民の転入・転出・転居の状況を踏まえ適正に業務を実施してい
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

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

転出入学事務件数

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。

計画額（千円） 実績額（千円）588 507

平成30年度
意味・算式等

転出入学事務件数

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【現状】

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 市立学校就学・転出入学事務 担当部局・課
学校教育部

指導課

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、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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 保護者

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。

指標 単位

平成30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

活　動　指　標

平成30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.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 1 0.97

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

A

総合
評価 A

学校での取り組みは保護者との関係を含め地域に情報発信してお
り、家庭における基本的な生活習慣の確立につながっている。

・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

子どもたちの健康づくり・体力づくりに小・中学校の果たす役割は大
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

平成２５年度より０．９６⇒０．９７⇒０．９７⇒０．９６⇒０．９７⇒０．９
７と対全国比に近い数値で推移している。

・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

児童１人に歯ブラシ１本の配付をきっかけとして、基本的な生活習
慣を身につけさせ、健康づくりにもつなげている。

・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

全国体力・運動能力調査の平均値の全国比

評価の観点 評価内容

全国体力・運動能力調査の平
均値の全国比

全国体力・運動能力調査の平均値の全国比

「はみがき運動」実施校率

体育活動の安全な実施により、運動習慣を身につけるとともに、健やかな体のさらなる育成をめざ
す取り組みを推進する。また健康教育の観点から歯みがき指導を行い、「健やかで心豊かな子ど
も」を育成する。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

全国体力・運動能力調査の平
均値の全国比

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 子どもの健康・体力づくり推進事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要

○給食後のはみがき運動の推進を図
る取り組み
○八尾市教育研究会体育部と連携し、
効果的な体力向上の取り組みの推進

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 児童、生徒

事業の目的

小学校において給食後の歯みがきを実施することで、歯みがきを習慣づけ、生涯を通じて健康な
生活を送るための意識の醸成を図る。
子どもたちがより一層体を動かすことの楽しさを感じ、運動に親しむ習慣を身につけるとともに、体
力の向上を図る。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○給食後のはみがき運動の推進を図
る取り組み
○八尾市教育研究会体育部と連携し、
効果的な体力向上の取組みの推進

活　動　指　標

平成30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.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 ％ 0 6.6

2 % 92 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

B

総合
評価 A

今後の展開として、地域の方との協働で食育推進を図っていく必要
がある。

・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

給食大会や食育講演会を通して、食育推進の啓発活動ができた。

・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

食育啓発の為に情報を提供できた。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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、最小の費用で効果が出るように工夫できた。

・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

朝食を欠食する人の割合（小学校６年生）

評価の観点 評価内容

朝食を欠食する人の割合（小
学校６年生）

朝食を欠食する人の割合（小学校６年生）

八尾の特産農産物(若ごぼう)
を知っている人の割合(小学6
年生)

八尾の特産農産物（若ごぼう）を知っている人の割合
（小学６年生）

子どもへの食育を家庭や地域とともに進めるために、学校における取り組みを情報発信する。

計画額（千円） 実績額（千円）3,023 2,950

平成30年度
意味・算式等

朝食を欠食する人の割合（小
学校６年生）

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【現状】

D.市民の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 地域食育PR事業 担当部局・課
学校教育部

学務給食課

事業概要

○学校における食育活動を中心とした
ホームページの運営
○親子料理教室の開催
○給食献立コンテストの開催
○学校給食大会の開催
○食育ネットへのバナー宣伝広告

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
子どもへの食育を通してその保護者や、地域との連携した取り組みにより地域住民が、成長期の
うちから生活習慣病の予防に資するように食への関心を高める。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○学校における食育活動を中心とした
ホームページの運営
○食育に関する展示会の開催
○親子料理教室の開催
○給食献立コンテストの開催
○学校給食大会の開催
○食育ネットへのバナー宣伝広告

活　動　指　標

平成30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.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 187 184

2 円 230 230

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

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・安全な学校給食を提供するためには必要な事務事業であ
り、行政が主体的に関与しなければならないため、その実施は妥
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

効率的に運営管理を行うことで当初計画通りの学校給食を提供で
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

整備・保守などの施設維持管理や調理業務の委託し、効率的に業
務執行することによりコスト削減につながった。

・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

年間に提供する給食の回数

評価の観点 評価内容

年間給食回数 年間に提供する給食の回数

1食あたりの給食費【小学校】
【特例市間比較指標】

《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）

安心・安全な学校給食を提供する上での、必要な学校給食管理事務を行ない、円滑な学校給食の
実施に努める。

計画額（千円） 実績額（千円）697,521 679,193

平成30年度
意味・算式等

年間給食回数

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【現状】

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 小学校給食管理運営業務 担当部局・課
学校教育部

学務給食課

事業概要

○安心・安全な学校給食の提供のため
に管理・運営などを適切に実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 児童

事業の目的 児童の心身の健全な発達に資するために、安全・安心な学校給食の提供をすることが目的である。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○管理業務等継続実施

活　動　指　標

平成30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.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 2250 2153

2 人 1500 1387

3 人 7450 6422

評価

妥当性 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

対象者については、学校園等を通じて適切に情報提供を行ってい
る。

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

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

学校保健安全法に基づき、適正に事務事業を実施した。法令に基
づく事業であり、市の関与は必須である。

・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

概ね対象は全般にわたって健診を実施できた。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

一般競争入札の実施により専門機関に事業委託を行うことで、適正
かつ効率的に事業実施が出来た。

・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

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、保育所園に就園か
つ健康診断受診者で健診結果の提出を受けた人数
と、就学前施設等に就園していない者を対象に市が
実施した健康診断の受診者数の合計値。

評価の観点 評価内容

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、保育所園に就園か
つ健康診断受診者で健診結果の提出を受けた人数
と、就学前施設等に就園していない者を対象に市が
実施した健康診断の受診者数の合計値。

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）

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。

計画額（千円） 実績額（千円）102,725 97,032

平成30年度
意味・算式等

就学前検診受診者数

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【現状】

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
○飲料水、教室の採光、空気等の環
境衛生業務

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30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

活　動　指　標

平成30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.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 171 170

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

給食の献立表の配布や給食に係わる様々な情報を発信している。

・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

中学校給食の実施にあたっては家庭弁当の意義を尊重しつつ、昼
食として学校給食を提供することにより中学生の健全な心身の育成
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

計画値より実施回数が下回っているが、学校行事の変更など明確
な理由に基づくため有効な事業である。

・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

運用上のコストは、安全・安心な給食の提供において最大の効果を
発揮できるよう必要不可欠なコストを意識して運営している。

・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

評価の観点 評価内容

給食実施校数

給食実施回数

中学校給食の実施にあたり、円滑な管理運営を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）53,503 30,927

平成30年度
意味・算式等

給食実施校数

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【現状】

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 中学校給食管理運営業務 担当部局・課
学校教育部

学務給食課

事業概要

○中学校給食の実施（全15校）
○中学校給食の円滑な管理運営

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 給食喫食者

事業の目的 円滑な給食実施にあたり、安全で栄養バランスの整った給食を提供すること。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○全15校での中学校給食の実施
○中学校給食の円滑な管理運営

活　動　指　標

平成30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.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 132 302

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

A

総合
評価 A

学校が保護者や地域住民等の信頼に応えるとともに、協力を得る
など連携をとりながら、地域に開かれた特色ある学校づくりを一層
推進するよう、学校評議員を各学校に配置するなど、市民との協働
を進めている。

・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

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を、教育
委員会と連携し専門家も交えて早期に解決することで、学校園にお
ける教育活動の充実が図られるだけでなく、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
長を図ることになる。

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

指標の目標どおりもしくは大きく上回る実績となった。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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
り方について協議等を行ったりする学校評議員を各学校においた
り、必要に応じて弁護士、スクールカウンセラー、スクールサポー
ター、指導主事等の支援体制を敷くなど、効率的な執行体制を敷い
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

小・中・特支の学期に各１回、指導主事を派遣する

評価の観点 評価内容

学校への訪問回数 小・中・特支の学期に各１回、指導主事を派遣する

学校からの支援要請に対する
派遣率

派遣回数/学校からの支援派遣要請×100

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。また、学校評議員を
学校長の求めに応じ招集し、学校運営について意見を収集する。

計画額（千円） 実績額（千円）579 450

平成30年度
意味・算式等

学校への訪問回数

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【現状】

D.市民の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 学校園支援事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要

○八尾市学校園支援会議等の機能の
充実
○事案の対応についての整理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 学校園

事業の目的
学校園における教育活動の充実を図る。
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。
学校評議委員会を開催し、より開かれた学校づくりを推進できる。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市学校園支援会議等の機能の
充実
○事案の対応についての整理

活　動　指　標

平成30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.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 156 210

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

A

総合
評価 A

安全教育・危険回避・防災教育を各学校園で実施するにあたって
は、各地域内での連携・情報共有が不可欠である。

・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

学校園に在校時、登下校時を中心に想定した危機管理の一環とし
て、安全教育・危険回避・防災教育を各学校園で実施することは、
非常に大切で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

指標を上回る実績値となっている。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

各学校園が各地域性に見合った取り組みを個々に実施しており、そ
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

Ｈ２９学校園数（幼１６＋小２８＋中１５＋特支１）×３
Ｈ３０学校園数（幼８＋小２８＋中１５＋特支１）×３
Ｈ３１・３２学校数（幼３＋小２８＋中１５）×３

評価の観点 評価内容

学校園における避難訓練の実
施回数

Ｈ２９学校園数（幼１６＋小２８＋中１５＋特支１）×３
Ｈ３０学校園数（幼８＋小２８＋中１５＋特支１）×３
Ｈ３１・３２学校数（幼３＋小２８＋中１５）×３

学校園安全計画の作成 学校園安全計画の作成校数/全学校園数×100

災害発生時、児童・生徒自らが的確な危機回避行動が取れるよう指導するとともに、避難困窮者へ
の手助けができるよう、地域とともに避難・防災訓練を実施するなど、大震災の教訓を生かし、校区
の地域特性に応じた総合的な視点に立った防災教育を進める。また、交通安全指導について研究
を深め、児童生徒の交通安全の意識向上をめざすとともに、地域、関係機関と連携して交通安全
教育に取り組む。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

学校園における避難訓練の実
施回数

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【現状】

D.市民の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 防災教育の充実 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要

○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
○「土曜スクール」等を活用し、地域と
連携した取り組みの推進

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 幼児、児童、生徒

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。
低学年の頃から、子どもたちに防災に対する意識付けを行い、主体的に危機回避行動をとることの
できる児童・生徒の育成につながる。

指標 単位

平成30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
○「土曜スクール」等を活用し、地域と
連携した取組みを進める

活　動　指　標

平成30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.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 ％ 80 76

評価

妥当性 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

地域や保護者への公開を前提とし「道徳教育」「防災教育」等の学
習を土曜日に実施。地域、保護者が主体となった土曜スクールを展
開した。

・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

地域や保護者と連携して土曜スクールを展開した。

・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

平成２６年度からの取組みであり、５年目の平成３０年度の実績値
は指標の目標（計画値）の９割以上の達成率となった。

・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

地域や、保護者への公開を前提とし「道徳教育」「防災教育」等の学
習を土曜日に実施。地域、保護者が主体となった土曜スクールの
展開ができた。

・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

評価の観点 評価内容

地域の人と関わったりする機
会の確保

学校週５日制の基本理念を踏まえつつ、八尾市教育振興計画に掲げる「未来を切り拓くチャレンジ
する『八尾っ子』」の育成をめざし、保護者や地域住民に「開かれた学校づくり」を一層推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

地域の人と関わったりする機
会の確保

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【現状】

D.市民の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
「土曜スクール」（地域に開かれた学校づくり）事

業
担当部局・課

学校教育部

指導課

事業概要

○地域や保護者への公開を前提とし
「道徳教育」「防災教育」等の学習を土
曜日に実施
○地域、保護者が主体となった土曜ス
クールの展開を検討

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 児童・生徒、保護者、市民

事業の目的
家庭・地域・学校が共に協力して児童・生徒を育成するという本市教育振興計画の理念の具現化に
つながる。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○地域や、保護者への公開を前提とし
た学習機会や体験活動等を土曜日に
実施
○地域、保護者が主体となった土曜ス
クールの展開を検討

活　動　指　標

平成30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.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 94.9

2 人 550 493

評価

妥当性 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

人権教育推進の観点に合致している。

・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

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

評価の観点 評価内容

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

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

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、経験の浅い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
する人権教育の取り組みを一層充実させる。

計画額（千円） 実績額（千円）479 451

平成30年度
意味・算式等

参加者の満足度

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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

○管理職研修（校園長対象と教頭対
象各１回）実施
○人権教育研修講座（５回）実施
○人権教育実践講座（２回）実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 教職員

事業の目的
教職員の人権意識の高揚と資質向上を図る。
経験の浅い教職員に対する人権教育の理念と手法を継承する。
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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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

活　動　指　標

平成30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.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 200 100

2 点 12 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

人権教育推進に合致している。

・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

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

人権教育課が所有する書籍・視聴覚教材の貸出件数

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

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

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。

計画額（千円） 実績額（千円）270 198

平成30年度
意味・算式等

人権教育関係資料の貸出件
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【現状】

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

○人権教育部会で実践プログラムを開
発、授業公開にてプログラムの効果を
検証
○研修用図書の紹介方法を検証

重点取り組み 地域別計画

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り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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○「人権教育推進のための手引」作成
に向けた、各校の研究成果の集約によ
る、学習プログラムの整理
○研修用図書の紹介方法の検証

活　動　指　標

平成30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.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 1150 827

2 作品 165 140

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

学校園の人権教育推進と連動させて事業実施している。

・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

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

部門の改廃・新設により、応募部門数は計画値を下回った。

・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

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

じんけん作品発表会・展示会の参観者数の合計人数

評価の観点 評価内容

発表会･展示会参観者数 じんけん作品発表会・展示会の参観者数の合計人数

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

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。

計画額（千円） 実績額（千円）300 233

平成30年度
意味・算式等

発表会･展示会参観者数

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【現状】

D.市民の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 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

○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
○じんけん作品集の発行・配付、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

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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
○じんけん作品集の発行・配付、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

活　動　指　標

平成30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.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 1100 1166

2 回 45 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

人権教育の推進を目的として実施している。

・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

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

計画値を約2.3%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

総コストは削減した。

・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

「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

評価の観点 評価内容

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

研究会議の開催回数
「八尾市人権教育研究連合協議会」が開催する専門
部会・教育講座等の開催回数の合計

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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,686 1,641

平成30年度
意味・算式等

研究会事業参加者数

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【現状】

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

○人権教育推進のため、本市の教職
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
援を実施

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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

活　動　指　標

平成30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.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 6 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

市民とともに協働での取り組みが進めることができた。

・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

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

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

八尾市人権教育・啓発プラン推進市民フォーラムの実
施回数

評価の観点 評価内容

人権教育プログラム立案に関
する会議の開催回数

八尾市人権教育・啓発プラン推進市民フォーラムの実
施回数

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

人権教育プログラム立案に関
する会議の開催回数

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【現状】

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 人権教育の企画調整業務 担当部局・課
学校教育部

人権教育課

事業概要

○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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 教職員、市民

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。

指標 単位

平成30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

活　動　指　標

平成30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.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

2 ％ 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

A

総合
評価 A

多くは教育委員会として独自的に行うことが多いが、外部講師の推
薦等地域人材の紹介等を行うケースがあった。

・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

教職員の資質向上のための指導助言、虐待やＤＶに対する関係機
関との連携・調整による学校園支援は必要不可欠であり、高い妥当
性を有している。

・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

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

学校園の人権教育の指導助言及び虐待対応DV対応
の相談への対応率

評価の観点 評価内容

学校園の人権教育の指導助言
及び虐待対応DV対応の相談
への対応率

学校園の人権教育の指導助言及び虐待対応DV対応
の相談への対応率

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

学校園に対する人権教育に関しての指導助言を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

学校園の人権教育の指導助言
及び虐待対応DV対応の相談
への対応率

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【現状】

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

事業概要

○学校園に対する人権教育に関して
の指導助言

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 教職員

事業の目的 学校園における人権教育の深化・充実を図る。

指標 単位

平成30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

活　動　指　標

平成30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.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

2 校園 14 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

委嘱校園における取り組みにおいて、ゲストティーチャー等での地
域人材の活用、保護者参観も兼ねた取組みを行うことで、保護者と
子どもが共に命の重用性について考える機会となっている。

・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

全国でいじめや虐待等、命に関わる事案が生起する中、子どもの
心の醸成を行う取り組みは不可欠である。

・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

指標の目標通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

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

研究委嘱校園での目標に対する達成率

評価の観点 評価内容

研究委嘱校園での目標に対す
る達成率

研究委嘱校園での目標に対する達成率

研究校園指定数 「命を育む教育」研究校園数

学校園において、「命を育む教育（自他の命を大切にし、自他の命を守ることのできる幼児・児童・
生徒の育成をめざす教育）」を充実させるため、市立学校園の中から研究校園を委嘱し、その支援
を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）1,810 1,663

平成30年度
意味・算式等

研究委嘱校園での目標に対す
る達成率

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【現状】

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 命を育む教育推進事業 担当部局・課
学校教育部

人権教育課

事業概要

○研究校園での実践・成果の集約
○成果の発信と他校園での活用

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 幼児、児童、生徒、教職員、保護者

事業の目的
命に直結する事象（虐待・DV・自殺・命が奪われる事件等）が頻発する社会の中、自他の命を大切
にし、自らの命を守っていくことのできる幼児・児童・生徒の育成を図るための取り組みを充実させ
る。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○研究校園での実践・成果の集約
○成果の発信と他校園での活用

活　動　指　標

平成30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.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 94.7

2 ％ 100 63.9

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

八尾市いじめ問題対策連絡協議会には市民委員にも参画してい
ただいており、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に向け協働
の取り組みを推進している。

・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

いじめ問題は社会問題として市民の関心も高く、いじめ問題への
対策は日通用不可欠であり、高い妥当性を有する

・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

いじめ事案の中には、その背景や経過が複雑化することもあり、早
期の改善に至っていない事案もある。

・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

「いじめはいけないことだと思う」と答えた児童・生徒
の割合

評価の観点 評価内容

「いじめはいけないことだと思
う」と答えた児童・生徒の割合

「いじめはいけないことだと思う」と答えた児童・生徒
の割合

いじめ認知件数のうち解消さ
れた割合

学校園からのいじめ報告件数の中で、解消された割
合

学校園におけるいじめの未然防止の取り組みの充実、いじめ事象発生時の早期発見と適切で迅
速な対応を総合的・効果的に推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）660 3,338

平成30年度
意味・算式等

「いじめはいけないことだと思
う」と答えた児童・生徒の割合

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【現状】

D.市民の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 いじめ問題対策事業 担当部局・課
学校教育部

人権教育課

事業概要

○八尾市いじめ防止基本方針に基づく
いじめ防止等のための対策の総合的
かつ効果的な推進
○八尾市いじめ問題対策連絡協議会
の開催
○いじめ不登校対策研究委員会の開
催
○いじめ調査委員会の開催

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 幼児、児童、生徒、教職員、保護者

事業の目的
いじめの未然防止や早期発見・早期対応を学校園が行うことが出来るように支援をすることによ
り、いじめのない学校園づくりを推進する。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市いじめ防止基本方針に基づく
いじめ防止等のための対策の総合的
かつ効果的な推進
○八尾市いじめ問題対策連絡協議会
の開催
○いじめ不登校対策研究委員会の開
催

活　動　指　標

平成30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.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 ％ 80 77.05

2 回 115 141

3 ％ 100 100

4 ％ 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

･次世代育成の視点から学校教育の内容の充実は不可欠

学校教育計画の作成校数/全学校数

・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

・目標道理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

全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙より
「授業の内容はよくわかりますか」（国語・算数数学）
に関して、肯定的に答えた児童生徒の割合

評価の観点 評価内容

「授業の内容がわかる」と答え
た児童・生徒の割合

全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙より
「授業の内容はよくわかりますか」（国語・算数数学）
に関して、肯定的に答えた児童生徒の割合

小･中学校及び特別支援学校
に指導助言を行った回数

年間小学校（低･中･高学年各1回）、中学校2回、特別
支援学校1回の指導助言
【小学校28校×3回＋特別支援１回＋中学校15校×2
回＝115回】（Ｈ３０まで）

学校教育計画の作成

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。

緊急時に保護者と連絡を取れ
る体制を取っている学校の割
合

計画額（千円） 実績額（千円）9,784 9,099

平成30年度
意味・算式等

「授業の内容がわかる」と答え
た児童・生徒の割合

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【現状】

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･中学校教育の指導事務 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要

○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
○緊急連絡体制の整備

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市立小中学校・特別支援学校

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。

指標 単位

平成30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
○緊急連絡体制の整備

活　動　指　標

平成30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.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 ％ 0.9 1.3

2 ％ 100 61.627

評価

妥当性 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

・次世代を担う児童生徒の健全育成に寄与する
・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
の安定につながる。

・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

・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

・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
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

・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

（不登校児童生徒数／全児童生徒数）×１００

評価の観点 評価内容

不登校児童・生徒率 （不登校児童生徒数／全児童生徒数）×１００

いじめの解消率
（市内小･中学校におけるいじめが解消件数/いじめ
認知件数）×100

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、学校に配置さ
れているスクールカウンセラーを活用するとともに、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｡

計画額（千円） 実績額（千円）500 500

平成30年度
意味・算式等

不登校児童・生徒率

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【現状】

D.市民の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 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

○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活用
○いじめ不登校対策研究委員会

重点取り組み 地域別計画

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り組みと、学校・家庭・地域の連携を一層推進する。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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活用
○いじめ不登校対策研究委員会

活　動　指　標

平成30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.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

・八尾市を担う次世代育成の観点から重要な事業

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

（入学者数／志願者数）×１００

評価の観点 評価内容

進学希望者の進学率 （入学者数／志願者数）×１００

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｡

計画額（千円） 実績額（千円）550 550

平成30年度
意味・算式等

進学希望者の進学率

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【現状】

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 進路指導対策事業 担当部局・課
学校教育部

指導課

事業概要

○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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 生徒、保護者、教職員

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。

指標 単位

平成30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

活　動　指　標

平成30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.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 ％ 75 86.7

2 回 430000 303314

3 人 - 6.253

4 人 - 7.872

評価

妥当性 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

セキュリティ担保の観点からＩＣＴ環境整備に市民参画はなじまな
い。

《所管課調》
総児童数【市立小学校】／児童の学習用に使用する
コンピュータの総配備台数

・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

教育環境の整備は市の責務である。

・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

受講者満足度の高い研修を実施できた。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

情報機器の導入に当たっては必要に応じて入札を実施し経費節減
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

ＩＣＴ研修受講者アンケートより

評価の観点 評価内容

ＩＣＴ研修受講者満足度 ＩＣＴ研修受講者アンケートより

学校園からのインターネットア
クセス回数

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】
【特例市間比較指標】

学校におけるICT環境整備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、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。

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】
【特例市間比較指標】

《所管課調》
総生徒数【市立中学校】／生徒の学習用に使用する
コンピュータの総配備台数（含　コンピュータ学習室）

計画額（千円） 実績額（千円）82,099 81,549

平成30年度
意味・算式等

ＩＣＴ研修受講者満足度

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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

教育センター

事業概要

○教職員に対するICT機器活用のため
の研修の実施
○学校情報セキュリティ環境構築及び
校務支援システムの運用

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 児童、生徒及び市立学校の教職員

事業の目的
学校におけるICT環境整備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、教職員が円滑に利用できるように支援することを目的とする。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○教職員に対するＩＣＴ機器活用のため
の研修の実施
○学校情報セキュリティ環境構築及び
校務支援システムの運用

活　動　指　標

平成30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.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 冊 150 162

2 人 25 22

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

Webページによる情報公開。
センター所報の発行。

・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

教職員の育成に必要な情報提供は市の責務である。

・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

指標は概ね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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

限られた予算の中で必要な書籍・資料を精選した。

・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

教育情報コーナーにおける貸し出し合計冊数(冊)

評価の観点 評価内容

教育情報コーナー貸し出し冊
数

教育情報コーナーにおける貸し出し合計冊数(冊)

教科書展示会来会者数 法定展示・法定外展示等の期間の来会者のべ人数

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り、教職員の資質向上
に寄与するため、教育情報の発信源として、各種教育情報の資料収集及び提供を行う｡また、教科
書センターとして教科書展示会を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）1,096 981

平成30年度
意味・算式等

教育情報コーナー貸し出し冊
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【現状】

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

教育センター

事業概要

○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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市立学校園の教職員及び市民

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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

活　動　指　標

平成30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.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 420000 303314

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

セキュリティ担保の観点からＩＣＴ環境整備に市民参画はなじまな
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

教育環境の整備は市の責務である

・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

目標値を下回っているのはタブレットの導入効果によりインターネッ
トだけに頼る学習方法からの転換が図られつつあるためである。

・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

機器導入に当たっては入札を実施し経費節減に努めた。

・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

幼稚園、小･中学校からのインターネットアクセス数

評価の観点 評価内容

学校園からのインターネットア
クセス数

幼稚園、小･中学校からのインターネットアクセス数

教育情報ネットワークの維持、管理に関する事業を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）21,313 18,785

平成30年度
意味・算式等

学校園からのインターネットア
クセス数

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【現状】

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 教育情報関係管理運営業務 担当部局・課
学校教育部

教育センター

事業概要

○教育情報ネットワークの維持、管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 施設、設備維持管理

事業の目的 教育情報ネットワークの維持、管理を行う。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○教育情報ネットワークの維持、管理

活　動　指　標

平成30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.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 ％ 87 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

A

総合
評価 A

研修テーマに応じて地域人材等を活用している。

・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

教職員の育成は市の責務である

・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

指標は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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

研修テーマ・講師を精選し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

研修受講者アンケートより

評価の観点 評価内容

研修受講者満足度 研修受講者アンケートより

中核市の教育委員会として、法令に定められた教職員研修を確実に行うことはもとより、職階や課
題に応じた研修についても八尾市の教育の状況を踏まえた内容で実施する。また、新学習指導要
領の実施に向け各領域において八尾市の子ども達にふさわしいカリキュラム等の研究を進める。

計画額（千円） 実績額（千円）8,324 6,650

平成30年度
意味・算式等

研修受講者満足度

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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

教育センター

事業概要

○法定研修
○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
○「道徳」「小学校外国語活動」「プロ
グラミング教育」「キャリア教育」に関す
る研究
○認定こども園開園に向けた研究

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市立学校園の教職員

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。

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○法定研修
○経験別研修、職種・分掌別研修、課
題別研修
○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
○「道徳」「小学校外国語活動」「プロ
グラミング教育」「キャリア教育」に関す
る研究
○認定こども園開園に向けた研究

活　動　指　標

平成30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.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 円 534000 26000

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

部活動の充実により地域住民の学校への信頼を高めることで地域
との良好な関係構築に寄与している。

・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

部活動の活性化により、児童、生徒及び保護者等の期待に応えて
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

目標値には達していないが、週休日等における４時間未満の部活
動の実施に寄与してお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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

４時間未満の部活動の実施について各学校が確認し集計されたも
のにより報告があったものについて適正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

評価の観点 評価内容

クラブ活動従事者の報償費

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。

計画額（千円） 実績額（千円）530 26

平成30年度
意味・算式等

クラブ活動従事者の報償費

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 クラブ活動支援事業 担当部局・課
教育総務部

総務人事課

事業概要

○小中学校での週休日等における４時
間未満のクラブ活動支援

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 教職員

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○小中学校の管理運営
○クラブ活動の振興

活　動　指　標

平成30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.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 150 112

2 校 15 15

3 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

・教職員が心身ともに健康に勤務することで地域の学校への信頼
が高まり地域との協働が進むと考える。
・職場における職員の安全と健康の確保に努めることにより、安全
安心で快適な教育環境の確保に寄与するとともに地域開放等にお
いても安全安心で快適な環境の確保に寄与した。

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

・教職員が健康に働き続けることで教育の充実が図られることから
市民ニーズにも応えており、検診の実施は妥当である。
・校務員室の巡視等により良好な作業環境を形成することで職員
の安全と健康を確保し公務機能の向上が図られる等、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

・希望者が増加傾向にあるなか教職員検診の受信希望者全員が
受診できており有効性は高い。
・計画どおりに校務員室等の巡視により作業環境の点検等を実施
し職員の安全と健康確保に努め公務能率の向上に寄与する等、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

・市長部局と併せて実施することで事務等が軽減されるとともにス
ケールメリットによりコストダウンが図られていると考えられ効率的
であると考える。
・1回の巡視で近隣学校園について複数校巡視を行なう等、効率的
に巡視を行った。また、校務員室等の巡視により作業環境を点検し
公務能率の向上を図る等、効率的な公務遂行に寄与した。

・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

評価の観点 評価内容

乳がん検診等受診者数

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。

安全衛生委員会開催回数

職員の福利厚生及び活動への支援を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）2,919 1,853

平成30年度
意味・算式等

乳がん検診等受診者数

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【現状】

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
教育総務部

総務人事課

事業概要

○職員被服貸与
○乳がん検診
○子宮がん検診
○VDT検診
○安全衛生委員会の開催及び職場巡
視
○公務災害発生時の迅速な請求手続
き

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 教育委員会所管職員

事業の目的 職員の福利厚生及び活動への支援を行う。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○職員被服貸与
○乳がん検診
○子宮がん検診
○VDT検診
○安全衛生委員会の開催及び職場巡
視
○公務災害発生時の迅速な請求手続
き

活　動　指　標

平成30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.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 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

適材適所の人員配置や研修の実施等により職員の資質向上が図
られ、安全安心で快適な教育環境が確保されるとともに学校園を利
用する地域住民にも快適な環境が提供できた。

・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

公務能率の向上を図り円滑な行財政運営を行なうには、職員の適
正配置や能力開発等による職員の資質向上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通りに実施し、職員の能力開
発による職員の資質向上や適正な人事配置等により公務能力の向
上が図られ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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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能力開発等で職員の資
質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

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。

評価の観点 評価内容

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。

職員の適正配置、職員研修等を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）4,066 3,567

平成30年度
意味・算式等

実務能力の向上に重点をおい
た研修の実施

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【現状】

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
教育総務部

総務人事課

事業概要

○適材適所の人員配置、実務に即し
た研修の実施等により、公務能率の向
上、能力開発を図るとともに多様な人
材の活用により効率的な行財政運営
に寄与
○校長との面談等により教職員の状
況把握や適切な指導・助言を行うとと
もに、大阪府教育委員会表彰等の被
表彰者の推薦等により意欲を高め、教
職員の資質向上を推進

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 教育委員会所管職員

事業の目的
適材適所の人員配置による公務能率の向上、研修等による職員の資質向上により適正・効率的
な行財政運営に寄与する。

指標 単位

平成30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、職員の資質向上による適
正、効率的な行財政運営

活　動　指　標

平成30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 90.3

2 件 250 273

評価

妥当性 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

地域人材や学生などの支援も活用した。

・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

障害者差別解消法の趣旨からも特別支援教育を行うことは市の責
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

指標は目標を達成出来なかったが前年度より伸びており課題を有
する児童生徒の状況は改善が進んでいる。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

特別支援教育は人的配置・施設整備など、費用の嵩むものが多い
が、ボランティアの活用等、経費節減に努めている。

・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

研究校園の課題改善件数／研究校園の課題件数

評価の観点 評価内容

研究校園報告書の課題改善
率

研究校園の課題改善件数／研究校園の課題件数

巡回相談のべ件数 年間の巡回相談の延べ回数

支援学級の適正配置等の環境整備、専門家チームの巡回指導等の人的支援により、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。

計画額（千円） 実績額（千円）52,206 46,238

平成30年度
意味・算式等

研究校園報告書の課題改善
率

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【現状】

D.市民の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 特別支援教育推進事業 担当部局・課
学校教育部

教育センター

事業概要

○特別支援学級の適正配置と学習環
境の整備、教育内容の充実
○支援学級ならびに通常学級や通級
指導教室での支援のさらなる充実
○支援学級設置
○各校園の支援体制の充実
○関係諸機関との連携
○巡回相談の実施（定期巡回、不定期
巡回）
○校内研修支援
○機能訓練巡回指導
○介助員、特別支援教育支援員

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 園児、児童、生徒、保護者及び市立学校園の教職員

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○特別支援学級の適正配置と学習環
境の整備、教育内容の充実
○支援学級ならびに通常学級や通級
指導教室での支援のさらなる充実
○支援学級設置
○各校園の支援体制の充実
○関係諸機関との連携
○巡回相談の実施（定期巡回、不定期
巡回）
○校内研修支援
○機能訓練巡回指導
○介助員、特別支援教育支援員

活　動　指　標

平成30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 760 1176

2 人 660 1160

3 人 1000 937

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

ボランティアの支援のもと事業を推進している。

参加者数（児童生徒、教職員、一般など）

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

障害者差別解消法の趣旨からも障がい者理解の取り組みを行うこ
とは市の責務である。

・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

指標は概ね達成しており、障がい者間及び障がい者・支援者間の
交流は図れている。

・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

対象となる児童生徒が増加しているため費用増は避けられないが
精査のうえ執行している。

・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

参加者数（児童生徒、教職員、ボランティア・各種団
体）

評価の観点 評価内容

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）

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

八尾市教育研究会と共に、様々な啓発事業を行い、障がいのある児童・生徒に対する市民の理解
を深める。また、多くの団体や地域住民との交流を通して障がいのある児童・生徒の教育の充実を
図る。

計画額（千円） 実績額（千円）1,612 1,544

平成30年度
意味・算式等

春のつどい参加者数

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【現状】

D.市民の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

教育センター

事業概要

○「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）

重点取り組み 地域別計画

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、市民の人権意識の向上が期待できる。

指標 単位

平成30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）

活　動　指　標

平成30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 時間 11200 10781

評価

妥当性 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

通訳等の派遣に関わって、地域人材の活用を行っている。

・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

帰国・外国人児童・生徒の直接編入等により、日本語指導の必要な
児童生徒は増加しており、本事業の実施は高い妥当性を有する。

・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

必要とする通訳派遣等について達成できている。

・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

適正かつ効果的に実施した。

・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

(講師派遣回数/講師派遣必要回数)×100

評価の観点 評価内容

指導講師派遣達成率 (講師派遣回数/講師派遣必要回数)×100

日本語指導などの派遣時間数
言語介助員・日本語指導補助員・支援員の派遣時間
数

言語介助員・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。

計画額（千円） 実績額（千円）21,807 21,911

平成30年度
意味・算式等

指導講師派遣達成率

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【現状】

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

○言語介助員・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

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○言語介助員・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

活　動　指　標

平成30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 ％ 87 94.7

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

市政だより・ＨＰをはじめ施設訪問等により相談窓口を開設している
ことの周知に努めている。

・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

障害者差別解消法からの趣旨からも支援を要する児童生徒に対す
る就園・就学相談を行うことは市の責務である。

・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

指標は概ね達成しており相談に対する満足度は高い。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

相談の際に実施する検査物品・遊具の購入予算等、適正に執行し
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

就園就学相談追跡調査より
（調査対象者数－「相談したい」と回答した者の数）／
調査対象者数

評価の観点 評価内容

就学相談満足度
就園就学相談追跡調査より
（調査対象者数－「相談したい」と回答した者の数）／
調査対象者数

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、安心して学校生活を送
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学相談を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）1,860 1,313

平成30年度
意味・算式等

就学相談満足度

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 就園・就学相談事業 担当部局・課
学校教育部

教育センター

事業概要

○関係機関との連携に基づいた保護
者との相談
○医療相談
○学校等の見学
○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
○就学相談ケースの事例研究会

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 園児、児童、生徒、保護者及び市立学校の教職員

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学が可能となる。

指標 単位

平成30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
○学校等の見学
○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
○就学相談ケースの事例研究会

活　動　指　標

平成30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 78

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

学生ボランティアを活用し事業を実施している。

・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

教育機会保障の観点からも不登校児童生徒の支援を行うのは市
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

指標は目標を達成できず学校復帰できていない児童生徒もいるが
確実に状況の改善は進んでいる。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

学習や活動に必要な予算は適切に執行している。

・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

評価の観点 評価内容

学校への復帰率

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。

計画額（千円） 実績額（千円）757 555

平成30年度
意味・算式等

学校への復帰率

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【現状】

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 さわやかルーム運営事業 担当部局・課
学校教育部

教育センター

事業概要

○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

重点取り組み 地域別計画

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学校復帰が実現し、社会的自立にも資する。

指標 単位

平成30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

活　動　指　標

平成30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 7168000 3009105

評価

妥当性 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

一部業務に高齢者・障がい者の就労機会の確保を図った。

・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

本市教育の振興拠点である当センターの維持管理を行うのは市の
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

開所初年度で供用開始していない設備もあったこともあり指標は目
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

光熱水費・経費の縮減に努めた。

・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

教育センターの電気・ガス・水道使用料の合計

評価の観点 評価内容

光熱水費 教育センターの電気・ガス・水道使用料の合計

八尾市教育センターの管理・運営を円滑に進める。

計画額（千円） 実績額（千円）42,454 30,701

平成30年度
意味・算式等

光熱水費

市民と行政の
協働の領域

E.行政の責任と主体性によって、独自
に行う領域【現状】

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 教育センター管理運営業務 担当部局・課
学校教育部

教育センター

事業概要

○管理運営

重点取り組み 地域別計画

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、就学相談、教職員研修、教育研究、特別支援教育、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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○管理運営

活　動　指　標

平成30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 ％ 85 82.7

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

市政だより・ＨＰ、学校園を通じて相談窓口を設置していることを周
知している。

・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

課題を抱える児童生徒に対して教育相談を行うことは市の責務で
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

指標は概ね目標を達成されており児童生徒や保護者の期待に応え
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

相談の際に使用する検査物品の購入予算等、適正に執行してい
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

課題改善件数/総相談件数

評価の観点 評価内容

来所者の課題改善率 課題改善件数/総相談件数

園児、児童及び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。また、青少年に関
する様々な相談も行う。

計画額（千円） 実績額（千円）23,358 20,847

平成30年度
意味・算式等

来所者の課題改善率

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【現状】

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 教育相談事業 担当部局・課
学校教育部

教育センター

事業概要

○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）

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 園児、児童、生徒、保護者及び市立学校園の教職員

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。

指標 単位

平成30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）

活　動　指　標

平成30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 ％ 93 75

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

地域人材や学生をスクールサポーターに活用し事業を実施してい
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

課題を抱える児童生徒と保護者、学校を支援することは市の責務
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

指標は概ね目標を達成しており、課題を抱える児童生徒と保護者、
学校にとって有効な事業となっている。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

謝礼金額の低いスクールサポーターの活用など経費は抑えられて
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

推進指定校の子どもの課題改善件数／推進指定校
の子どもの課題件数

評価の観点 評価内容

推進指定校の子どもの課題改
善率

推進指定校の子どもの課題改善件数／推進指定校
の子どもの課題件数

学校及び地域、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行い、総合的にその教育力の向上を図
る。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

推進指定校の子どもの課題改
善率

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【現状】

D.市民の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

教育センター

事業概要

○校内教職員研修の実施
○家庭教育支援コーディネーター会議
の開催
○スクールサポーターの養成と重点派
遣

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市立学校・保護者

事業の目的
学校と行政が連携し、課題のある子ども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期待できる。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○校内教職員研修の実施
○家庭教育支援コーディネーター会議
の開催
○スクールサポーターの養成と重点派
遣

活　動　指　標

平成30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 ％ 90 91.4

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

スクールサポーターには地域人材を活用しており、地域と連携した
学校園づくりに寄与している。

・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

学校園の抱える課題解決に向けた一手段として市で登録した人材
を派遣する本事業は、市の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

指標は目標を達成しており学校園の抱える課題解決に有効な事業
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

各校園のスクールサポーター活用回数に上限を設けるとともに、大
阪府の交付金も活用しており、コスト縮減が図れている。

・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

スクールサポーター配置学校園数/スクールサポー
ター配置希望校園数

評価の観点 評価内容

スクールサポーター配置学校
園割合

スクールサポーター配置学校園数/スクールサポー
ター配置希望校園数

教育系・心理系大学の学生や社会人等地域人材を活用し、各学校園の活動を支援する。また、学
校園の要請に応じて、スクールサポーターを派遣することで、地域の特色を活かした学校園づくりに
寄与する。

計画額（千円） 実績額（千円）3,239 2,530

平成30年度
意味・算式等

スクールサポーター配置学校
園割合

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【現状】

D.市民の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 スクールサポーター派遣事業 担当部局・課
学校教育部

教育センター

事業概要

○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
○サポーター会議の開催

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 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。

指標 単位

平成30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
○サポーター会議の開催

活　動　指　標

平成30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 435 888

評価

妥当性 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

本事業は児童生徒や保護者の抱えるセンシティブな課題を取り扱
う事業であることから市民参画の取り組みはなじまない。

・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

学校園だけでは解決しがたい課題の解決に向け専門家を派遣する
本事業は、市の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

指標は目標を達成しており学校園の課題解決に有効な事業であっ
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

国庫補助金を活用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

スクールソーシャルワーカーの活動件数

評価の観点 評価内容

スクールソーシャルワーカーの
活動件数

スクールソーシャルワーカーの活動件数

不登校や問題行動等課題のある子どもの課題解決のため、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を
学校へ派遣し、ケース会議や教職員研修等を通して、派遣校における生徒指導体制の充実を図る
とともに、教職員や支援人材と関係機関等とのネットワークによる子ども・保護者への支援体制の
充実を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）5,198 5,053

平成30年度
意味・算式等

スクールソーシャルワーカーの
活動件数

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【現状】

D.市民の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 スクールソーシャルワーカー活用事業 担当部局・課
学校教育部

教育センター

事業概要

○ケース会議におけるアセスメントおよ
びプランニング
○教職員研修の講師
○スクールカウンセラー等との連携
○学校と関係機関等とのコーディネー
ト
○SSW（スクールソーシャルワーカー）
を活用し子どもが抱える課題解決への
手法を周知

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市立小中学校教職員・保護者

事業の目的
学校と行政が連携し、とりわけ、センターの来所相談に至っていないケースについて、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙ
ﾜｰｶｰ（ＳＳＷ）を学校へ派遣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
ある子どもの健全育成や、学校での諸課題解決を支援する。

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○ケース会議におけるアセスメントおよ
びプランニング
○教職員研修の講師
○スクールカウンセラー等との連携
○学校と関係機関等とのコーディネー
ト
○SSW（スクールソーシャルワーカー）
を活用し子どもが抱える課題解決への
手法を周知

活　動　指　標

平成30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 ％ 0 0

2 人 6550 4388

評価

妥当性 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

情報公開、情報提供は十分に行っている。教育の機会均等を図る
ものであり、未来ある子供たちを育成するものであり次世代育成に
大いに貢献するものである。

・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

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

検討結果どおり実施できている。

・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

検討結果どおり実施できている。

・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

（経済的理由による不登校者数／在籍者数）×１００

評価の観点 評価内容

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

就学援助認定者数 １年間の就学援助認定者数

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。

計画額（千円） 実績額（千円）349,178 325,416

平成30年度
意味・算式等

経済的理由による不登校率

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【現状】

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

○検討結果に基づき実施
○引き続き、国庫補助等の動向により
あり方について検討

重点取り組み 地域別計画

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。
就学が困難な児童・生徒の保護者の経済的負担軽減を図り、教育の機会均等につながる。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○就学援助の実施

活　動　指　標

平成30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 4000 2559

評価

妥当性 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

保護者宛に通知文書等を配付、ホームページへの情報掲載等、情
報提供は十分に行っている。

・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

ほとんどの対象者が加入している制度であり、市民ニーズは非常に
高い。法令に基づく制度のため、市の関与が必須である。

・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

学校管理下での災害について、比較的安価な掛金で医療費等の給
付を行う制度で、児童生徒等が安心かつ安全に学校生活を送る上
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

原則、掛金の半額を受益者負担としている。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

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

評価の観点 評価内容

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

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。

計画額（千円） 実績額（千円）18,251 17,891

平成30年度
意味・算式等

災害給付件数

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【現状】

D.市民の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

○スポーツ振興センターへの加入によ
り、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

重点取り組み 地域別計画

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
学校園管理下における災害について、その給付により、円滑な学校園運営と安心な教育環境の確
保を図る｡

指標 単位

平成30年度
計画内容

○スポーツ振興センターへの加入によ
り、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

活　動　指　標

平成30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 250 250

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

大阪府や進路選択支援事業及び関係各課との連携も図られ効率
的効果的に実施されているが、一層の周知徹底を図る必要があ
る。特に中学校、高等学校との連携が重要である。

・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

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

事業の周知徹底を図り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

奨学基金を設置して運用しているもので、奨学金の給付額も年間４
万８千円である。

・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

高等学校等入学者数／中学校卒業者数

評価の観点 評価内容

高校等進学率 高等学校等入学者数／中学校卒業者数

奨学金給付人数 １年間に奨学金を給付する人数

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。

計画額（千円） 実績額（千円）12,000 11,940

平成30年度
意味・算式等

高校等進学率

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【現状】

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

○奨学金の給付
○私立高等学校等入学準備金の貸付

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 公立・私立高校等の修学が困難な生徒

事業の目的
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
的負担軽減を図る。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○高等学校生等へ奨学金（定員250人
程度）を給付
（年額48,000円／１人）
○私立高等学校等入学準備金の貸付
（数名程度）を実施
（限度額　14万円）

活　動　指　標

平成30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 10 3

2 ％ 0 0

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

国際平和や国際交流につながるものであり、関係機関、学校を通
じて連携を図っている。

・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

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

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。

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

制度のあり方を検討し、検討結果に基づき実施した。

・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

１年間の補助金交付者数

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

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

民族学校に在籍する児童・生徒のいる経済的に困窮した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。

計画額（千円） 実績額（千円）88 27

平成30年度
意味・算式等

就学奨励補助金交付者数

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【現状】

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

○現行どおり継続実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 本市に在住し民族学校に在籍する児童・生徒のいる経済的に困窮した保護者

事業の目的
就学奨励補助金の交付を行うことにより、民族学校に在籍する児童・生徒のいる経済的に困窮した
保護者の教育費の負担軽減を図る。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○就学奨励補助金を交付
（年額単価　初級学校9,000円、中級学
校13,000円）

活　動　指　標

平成30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 ％ 0 0

2 人 170 176

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

教育の機会均等をはかるものである。

・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

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

教育の機会均等をはかるものである。

・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

教育の機会均等をはかるものである。

・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

（経済的理由による不登校者数／在籍者数）×１００

評価の観点 評価内容

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

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

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。

計画額（千円） 実績額（千円）3,151 2,967

平成30年度
意味・算式等

経済的理由による不登校率

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【現状】

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

○現行どおり継続実施

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○就学奨励補助金を交付
（年額単価　小学部10,200円、中学部・
高等部19,200円）

活　動　指　標

平成30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 350 168

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

保護者に対しては、スポーツ振興センターの災害共済給付制度と
併せて、学校園を通じて適切に情報提供している。

・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

学校管理下の災害でもスポーツ振興センターの共済給付対象外と
なる医療費の負担軽減に対する市民ニーズは高く、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

学校管理下での災害に対するスポーツ振興センターの共済給付を
補完する事業であり、児童生徒等が安心かつ安全に学校生活を送
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

学校管理下での災害におけるスポーツ振興センターの共済給付の
補完という事業の性質上、比較的多くの事務作業が発生する。「八
尾市教育委員会災害共済給付制度対象外療養費給付要綱」に依
り適切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

センター対象外給付を行った件数

評価の観点 評価内容

災害給付件数 センター対象外給付を行った件数

学校園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500点未満のものに対して災害給付を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）188 92

平成30年度
意味・算式等

災害給付件数

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【現状】

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
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

○学校園の管理下において発生した
災害のうち、治療費が500点未満で日
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への災害給付の
実施

重点取り組み 地域別計画

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
学校園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｡

指標 単位

平成30年度
計画内容

○学校園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500点未満のものに対しての災
害給付の実施

活　動　指　標

平成30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 19600 28728

評価

妥当性 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

定例・臨時の教育委員会の会議録や資料を公開することにより、情
報公開を進め、透明性確保している。

・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

法に基づいて設置されている教育委員会議の運営事務は必要不
可欠であり、適切に会議を実施した。

・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

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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を業務委託することにより、担当者の事
務が軽減・効率化され、コスト削減に寄与している。また、教育委員
会内での資料のデータ配布を推進したことで、紙の使用量が減少
し、コスト削減に寄与している。

・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

評価の観点 評価内容

教育政策課（教育委員会議議
事）Ｗｅｂページアクセス件数

教育委員会議を事務局として運営する。

計画額（千円） 実績額（千円）8,069 7,758

平成30年度
意味・算式等

教育政策課（教育委員会議議
事）Ｗｅｂページアクセス件数

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【今後】

事務事業名 教育委員会議運営事務 担当部局・課
教育総務部

総務人事課

事業概要

○定例会を12回開催
○臨時会を７回開催
○上記の議事と会議録をWebページで
公開

重点取り組み 地域別計画

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、事務局として、会議の円滑化かつ効率的な運営につとめ、市民に開かれた
教育委員会議の実現をめざす。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市民に開かれた会議の実現や教育
委員会活動の充実をめざし、事務局と
して、会議の円滑化及び効率的な運営

活　動　指　標

平成30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 校 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

地域との意見交換等により市民参画を進めた。

・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

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。

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

業務執行体制を整備し、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

適正化を実施（着手）した学校の数。

評価の観点 評価内容

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。

　平成２２年７月の八尾市立小中学校適正規模等審議会答申に基づき、市立小・中学校の学校規
模等の適正化を推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）260,155 99,147

平成30年度
意味・算式等

適正化の方策を講じた学校数

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【現状】

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・中学校適正規模等推進事業 担当部局・課
教育総務部

教育政策課

事業概要

○小規模校、大規模校の対策検討
○フロンティア校の整備

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市立小・中学校

事業の目的

　八尾市の児童・生徒数は、全体的には減少し続けているが、地域によっては小規模な学校がある
一方、大規模な学校ができるなど、学校規模に著しい差異が生じている。
  このような状況に対し、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るとともに、教育行政の効率
的運用を図る観点から、市立小・中学校のより良い教育環境を整備し、充実した学校教育を実現す
るため、市立小学校と中学校の規模の適正化をはかる。

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○小規模校、大規模校の対策検討
○フロンティア校の整備

活　動　指　標

平成30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 2177 2145

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

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、事業の透明性を高めた。

・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

学校や児童からの実績報告では、肯定的な意見が多く、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

前年度から達成率は微増し、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

学校の実態や希望に合わせた取り組みができるように、引き続き、
実施手法を検討していくが、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

計画値は対象となる学年の児童数
（Ｈ30年度であれば、H29.5.1時点の小学２年生の児
童数）

評価の観点 評価内容

ＣＡＰ子どもワークショップ受講
者数

計画値は対象となる学年の児童数
（Ｈ30年度であれば、H29.5.1時点の小学２年生の児
童数）

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
を自分で守れるための知識や具体的な技術（スキル）を身につけるため、ＣＡＰ子どもワークショップ
を小学生を対象に実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）2,070 2,070

平成30年度
意味・算式等

ＣＡＰ子どもワークショップ受講
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【今後】

事務事業名 学校園安全対策支援事業 担当部局・課
教育総務部

教育政策課

事業概要

○市立小学校３年生を対象にCAP子ど
もワークショップを実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市立小学校在籍児童

事業の目的
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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○「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

活　動　指　標

平成30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 校 15 15

3 ％ 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

A

総合
評価 A

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

安全で安心できる教育環境を整備するうえで有効な事務である。

・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

調整・検討を行う事務であり、効率性を評価できるものではない。

・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

中学校の普通教室のエアコン整備が完了した学校
数。

評価の観点 評価内容

中学校普通教室のエアコン整
備済校数

中学校の普通教室のエアコン整備が完了した学校
数。

学校園施設の耐震化率

総合的、計画的に老朽化対策に伴う学校園施設整備に取り組む。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

中学校普通教室のエアコン整
備済校数

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【現状】

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
教育総務部

教育政策課

事業概要

○学校園施設整備実施計画の進行管
理
○学校園施設整備の進行管理

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○学校園施設整備実施計画の進行管
理
○学校園施設整備の進行管理

活　動　指　標

平成30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 5000 4694

評価

妥当性 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

契約業務について、情報公開を進め、透明性を高めた。

・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

オープンカウンター（公開見積合わせ）を実施し、妥当性、公平性、
透明性を図った。

・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

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」という色合いが強い。最小な
経費で最大な効果を上げるため、有効性を事務事業である。

・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

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

教育委員会内各所属からの購入依頼に基づく財務会
計伝票の発行件数および配当総務システムでの各学
校園からの依頼に基づく発注件数

評価の観点 評価内容

物品発注件数
教育委員会内各所属からの購入依頼に基づく財務会
計伝票の発行件数および配当総務システムでの各学
校園からの依頼に基づく発注件数

教育委員会内各所属の物品・印刷の契約・発注を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

物品発注件数

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【現状】

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
教育総務部

総務人事課

事業概要

○物品契約・発注

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 教育委員会内各所属

事業の目的 公平性・公正性・経済性を図りながら物品の調達を行う。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○物品・印刷の契約・発注

活　動　指　標

平成30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 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

各事案に応じた形で情報公開をすすめ、事業の透明性を図ってい
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

学校園の管理下で発生した事故による被害を迅速かつ円満に補償
するために実施している。

・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

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体
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

学校園側の過失により発生した事故により、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の件数

評価の観点 評価内容

学校園事故発生に伴う賠償補
償保険請求件数

学校園側の過失により発生した事故により、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の件数

学校園の管理下における園児・児童・生徒等による事故の円満な解決を図ることにより、市民との
信頼関係を図るべく学校支援を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）4,044 3,630

平成30年度
意味・算式等

学校園事故発生に伴う賠償補
償保険請求件数

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【現状】

事務事業名 学校園支援事務 担当部局・課
教育総務部

総務人事課

事業概要

○学校災害償賠補償保険の加入等

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 治療費や修理代等の賠償を行うことにより、経済的損失に対する負担軽減を図ることができる。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○学校災害賠償補償保険の加入等

活　動　指　標

平成30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） 40 28

評価

妥当性 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

多くの市民の出席・参画を得て事業を実施することができた。

・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

スポーツ・文化などの部門において優秀な成績を修めたり、他の模
範となる活動を行った児童・生徒を表彰することにより、今後の励み
となるなど教育の振興に寄与している。

・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

計画値を3割下回ったが、事業の性質上止むを得ない部分がある。
但し、今後も表彰されるべき対象が漏れないようにしていく必要が
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

コスト節減に配慮しつつ、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

教育委員会表彰における児童生徒と一般の受賞者数
の合計

評価の観点 評価内容

教育委員会表彰の受賞者数
教育委員会表彰における児童生徒と一般の受賞者数
の合計

「文化の日」に、優秀な成績を収めた児童生徒及び本市の教育に貢献した個人・団体等を表彰す
る。

計画額（千円） 実績額（千円）180 83

平成30年度
意味・算式等

教育委員会表彰の受賞者数

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【現状】

事務事業名 表彰関係事務 担当部局・課
教育総務部

総務人事課

事業概要

○平成30年度受賞者数は、学校医・学
校歯科医・学校薬剤師は５名、一般は
２名、児童・生徒は12名・９団体

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 児童生徒のやる気を一層喚起するなど、本市の教育振興に寄与する。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○文化の日式典における教育委員会
表彰

活　動　指　標

平成30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 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

「八尾市教育振興計画後期計画」や「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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

指標の目標が達成され、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

教育委員会事務局各課の事務の負担軽減に配慮した照会等を行
い、効率的に業務を遂行できた。

・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

平成28年度までは、「八尾市教育委員会点検・評価
会議開催回数」。平成29年度より指標名変更。

評価の観点 評価内容

八尾市教育委員会点検・評価
報告書に対する学識経験者へ
の意見聴取回数

平成28年度までは、「八尾市教育委員会点検・評価
会議開催回数」。平成29年度より指標名変更。

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・評価し、
その結果を報告書として公表する。
また、教育課題に対する政策の企画および総合調整を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）126 84

平成30年度
意味・算式等

八尾市教育委員会点検・評価
報告書に対する学識経験者へ
の意見聴取回数

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【今後】

事務事業名 教育振興計画の推進 担当部局・課
教育総務部

教育政策課

事業概要

○八尾市教育振興計画の進行管理
○八尾市教育委員会点検・評価報告
書の作成
○市立特別支援学校の閉校に関する
調整及び事務
○義務教育学校設置に向けた検討
○民間施設を活用した水泳授業実施
の検証

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 各部局・関係機関

事業の目的 教育行政を効率的に推進する。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市教育振興計画の進行管理
○八尾市教育委員会点検・評価報告
書の作成
○市立特別支援学校の閉校に関する
調整及び事務
○義務教育学校の設置に向けた検討
○民間プールの事業活用に向けた検
討・実施

活　動　指　標

平成30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 校園 61 61

2 ヶ所 59 59

3 ％ 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

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
の被害を最小限に抑え、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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

着実に目標を達成し、有効に進めている。

・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

既存施設が対象で、的確に関係部署と事前協議等はかり執行でき
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

学校園管理運営経費等執行管理校園数
幼稚園１９園（H29年度より16園）・小学校２８校・中学
校１５校・夜間中学校１校・特別支援学校１校

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（H29年度より16園）・小学校２８校・中学
校１５校・夜間中学校１校・特別支援学校１校

消防設備維持管理
消防設備維持管理必要箇所数
幼稚園１９園（H29年度より16園）・小学校２８校・中学
校１５校

主要な特別教室におけるエア
コンの設置率

　学校園施設の新増改築、機能更新、学校園運営予算の執行管理業務及び学校園施設の維持
管理業務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）1,215,796 1,255,699

平成30年度
意味・算式等

配当予算管理システムでの管
理学校園数

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【現状】

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 担当部局・課
教育総務部

教育政策課

事業概要

○小中学校の普通教室等へのエアコ
ン設置に向けた検討結果に基づき実
施
○老朽化に伴うトイレ洋式化等を検討
結果に基づき実施
○防音設備機能更新事業、法令適合
改修事業、非耐震棟防水・外壁改修
事業、ブロック塀改修事業
○施設設備の維持管理、警備業務
○学校園運営予算執行管理
○特定物品充実のための購入

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 児童、生徒、園児、教職員等

事業の目的
　学校園の日常的な運用を安定的、効率的に行うことにより、円滑な学校運営に資し、好ましい教
育環境を構築する。

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○小中学校の普通教室等へのエアコ
ン設置に向けた検討結果に基づき実
施
○老朽化に伴うトイレ洋式化等を検討
結果に基づき実施
○防音設備機能更新事業、法令適合
改修事業、非耐震棟防水・外壁改修
事業
○施設設備の維持管理、警備業務
○学校園運営予算執行管理
○特定物品充実のための購入

活　動　指　標

平成30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 学校園 60 60

3 ％ 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

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

着実に目標を達成し、効率的に進めている。

・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

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

評価の観点 評価内容

安全対策推進員配置率

機械警備及び巡回業務実施数
機械警備及び巡回業務学校園数
幼稚園１９園（H29年度より16園）・小学校２９校（H28
年度から28校）・中学校１５校・特別支援学校１校

全学校園への防犯カメラの設
置率

幼稚園・小学校の安全確保の基本的措置として、日中校門を閉鎖し、門前に人的措置として安全
対策員を配置することにより、外部からの不審者の侵入を防ぎ、犯罪抑止をはかる。

計画額（千円） 実績額（千円）59,130 57,962

平成30年度
意味・算式等

安全対策推進員配置率

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【現状】

D.市民の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 学校園安全対策推進事業 担当部局・課
教育総務部

教育政策課

事業概要

○安全対策員の配置

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 園児、児童

事業の目的
幼稚園、小学校の安全を確保する。
・外部からの不審者の侵入防止
・犯罪の抑止

指標 単位

平成30年度
計画内容

○安全対策員の配置

活　動　指　標

平成30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 ％ 55.2 53.6

2 ％ 100 100

3 ％ 85 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

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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

調理設備の更新などを行うことで、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

必要最小限の人員体制で実施した。

・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

施設改修により給食調理場をドライ化した率

評価の観点 評価内容

給食調理場のドライ化率 施設改修により給食調理場をドライ化した率

修理要求に対する改善率

施設・設備更新達成度

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。

計画額（千円） 実績額（千円）27,683 18,066

平成30年度
意味・算式等

給食調理場のドライ化率

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【現状】

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 小学校給食施設整備事業 担当部局・課
学校教育部

学務給食課

事業概要

○リフト改修
○調理設備・機器の更新
○その他機器の更新
○単独調理場建設のための実施設計

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 給食関連施設及び設備

事業の目的
既設学校給食調理場の施設整備を行うことにより、安全・安心な学校給食の提供を行うことを目的
とする。

指標 単位

平成30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

活　動　指　標

平成30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 22 22.2

2 校区 28 28

3 時間 1800 1866

4 箇所 20 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

スクールガード・リーダーは八尾市在住者であり、通学路の安全対
策は関係課・関係機関のみならず、小学校や地域とも連携して実施
している。

スクールガード・リーダーが危険箇所において作業を
行った時間数

・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

通学路の安全確保事業は、国からの通知もあり喫緊の全国的な課
題として各自治体で取り組んでいる。

・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

概ね指標の目標を超える実績となっている。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

各小学校区を巡回するスクールガード・リーダーは、本市在住の警
察官ＯＢを配置しており、安全に係る全般についてチェックしてもらっ
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

スクールガードリーダーの巡回回数／全小学校数
最大１人７９日×２回（午前・午後）×４人 ÷ 全小学
校数

評価の観点 評価内容

１校あたりのスクールガード
リーダーの巡回回数

スクールガードリーダーの巡回回数／全小学校数
最大１人７９日×２回（午前・午後）×４人 ÷ 全小学
校数

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、小学校
区単位で巡回指導を行う。

スクールガード・リーダー年間
作業時間

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、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通学路の危険箇所に対して、学校及び地域と連携して対策を検討、実施する。
③車両に対し通学児童生徒への注意喚起を促すため路面標示（スクールゾーン（白））・通学路巻
看板の設置・補修を行う。

スクールゾーン標示新設・補修
数及び通学路標識撤去数

スクールゾーン標示の新設・補修及び通学路標識の
撤去等を行った箇所数

計画額（千円） 実績額（千円）4,334 4,862

平成30年度
意味・算式等

１校あたりのスクールガード
リーダーの巡回回数

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【現状】

D.市民の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 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

○スクールガード・リーダーによる市内
巡回等
○通学路の危険箇所について、学校
及び地域と協議
○車両通行量の多い箇所への路面標
示（スクールゾーン（白）、通学路（カ
ラー））・通学路巻看板の新設・補修
○八尾市通学路安全対策プログラム
に基づく通学路合同点検の実施

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○スクールガード・リーダーによる市内
巡回等
○通学路の危険箇所について、学校
及び地域と協議
○車両通行量の多い箇所への路面標
示（スクールゾーン（白）、通学路（カ
ラー））・通学路巻看板の新設・補修
○八尾市通学路安全対策プログラム
に基づく通学路合同点検の実施

活　動　指　標

平成30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 事業 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

学校、地域、行政が連携して取り組みを進めることができた。

・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

学校、地域、行政が連携し、解決に向けた取組みが行えるよう、日
常的に教育課題を共有し議論できる仕組みづくりを構築するための
事業であり、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

指標を目標を上回る実績が達成され、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

関係部局と連携を図り、効率的に業務を遂行することができた。

・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

関係所属が学校・地域連携推進に係る仕組みにより
モデル事業を実施した事業数

評価の観点 評価内容

学校・地域連携推進に係るモ
デル事業数

関係所属が学校・地域連携推進に係る仕組みにより
モデル事業を実施した事業数

学校、地域、家庭が抱える様々な教育課題に対して、学校・地域・地域拠点が連携して、課題や情
報を共有する仕組みを構築する。

計画額（千円） 実績額（千円）175 68

平成30年度
意味・算式等

学校・地域連携推進に係るモ
デル事業数

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【今後】

事務事業名 学校・地域連携推進事業 担当部局・課
教育総務部

教育政策課

事業概要

○市内３小学校区をモデル校に設定
し、学校評議員として出張所職員が参
画し、学校の現状や課題について情
報を共有
○学校、出張所等を対象に実態把握
のための調査等の実施及び様々な機
会を通じた情報共有
○学校・地域連携推進のための研修
会の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 学校、地域、地域拠点

事業の目的
家庭が抱える課題や学校の課題は学校だけで解決できないものもあるため、課題を学校・地域団
体・地域拠点が情報共有することで、課題解決に向けた取組みについて連携することができる。
また、地域のまちづくりに学校がより関わることで連携できる取組みが増加することに繋がる。

○

指標 単位

平成30年度
計画内容

○平成２９年度で設定したモデル校区
（３校区）において、教育課題を共有
し、連携を深めるための具体的な検討
○本市の実情にあわせた学校と地域
の連携のあり方について考える機会と
して、モデル校区において研修を実施
○教育コミュニティづくりに係るコー
ディネーターを育成するため、研修を
実施

活　動　指　標

68

平成30年度
実施内容

68 0 0 0 0



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 100 58

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

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、安全安心で
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

学校との協議を密にし、内容の精査を行うことにより、効果的かつ合
理的に工事を行うよう努める

・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

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

営繕部門における工事実施件数

評価の観点 評価内容

工事件数 営繕部門における工事実施件数

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。

計画額（千円） 実績額（千円）66,663 65,818

平成30年度
意味・算式等

工事件数

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【現状】

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 小学校施設整備事業 担当部局・課
建築部

公共建築課

事業概要

○既存建物等改修
　　空調設備設置、便所改修等
○大正小学校、大正北小学校防音設
備更新工事
○CB塀改修設計、屋上防水・外壁改
修・消防設備改修設計

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○既存建物等改修

活　動　指　標

平成30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 50 24

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

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、安全安心で
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

学校との協議を密にし、内容の精査を行うことにより、効果的かつ
合理的に工事を行うよう努める

・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

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

営繕部門における工事実施件数

評価の観点 評価内容

工事件数 営繕部門における工事実施件数

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。

計画額（千円） 実績額（千円）46,887 44,260

平成30年度
意味・算式等

工事件数

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【現状】

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 中学校施設整備事業 担当部局・課
建築部

公共建築課

事業概要

○既存建物等改修
　　空調設備設置
○CB塀改修設計、屋上防水・外壁改
修・消防設備改修設計

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○既存建物等改修

活　動　指　標

平成30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 1 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

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

施設の老朽化が激しく、補修による対応が増加している。

・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

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

営繕部門における修繕件数

評価の観点 評価内容

修繕件数 営繕部門における修繕件数

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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,172 589

平成30年度
意味・算式等

修繕件数

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【現状】

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 特別支援学校施設整備事業 担当部局・課
建築部

公共建築課

事業概要

○既存建物等改修

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○施設及び設備機器等の維持補修

活　動　指　標

平成30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 1300 924

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

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

施設の小営繕作業を詰所にて対応することで、業者への発注を抑
えるよう努めている。また、日常の維持補修を行い、子どもの安全
安心な教育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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

学校園設備等営繕修理件数

評価の観点 評価内容

営繕修理件数 学校園設備等営繕修理件数

学校園の施設及び設備の維持補修を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）97,327 127,952

平成30年度
意味・算式等

営繕修理件数

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【現状】

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 施設営繕業務（幼、小、中） 担当部局・課
建築部

公共建築課

事業概要

○施設及び設備機器修繕

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○施設及び設備機器等の維持補修

活　動　指　標

平成30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 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

B

総合
評価 A

施設管理者、教育委員会を通じて地域まち協やＰＴＡ役員とともに
事業内容の検討を行った。しかし、その他施設利用者への積極的
な情報開示までは行っていない。

・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

適正に教育環境を整え、運営していくために重要な事業であり、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

受託事業の内、初年度出来高は全て達成された。

・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

受託事業内容を検討し、可能な限りコストの縮減に努めた。

・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

工事実施件数

評価の観点 評価内容

工事件数
工事実施件数

市立小・中学校の学校規模等の適正化の推進に伴い、校舎等の増改築、改修を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

工事件数

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【現状】

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・中学校施設規模適正化推進事業 担当部局・課
建築部

公共建築課

事業概要

○旧中高安小学校校舎解体工事
○桂小学校校舎改築等に伴う設計業
務

重点取り組み 地域別計画

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。

指標 単位

平成30年度
計画内容

○小規模校、大規模校の対策検討に
基づき実施

活　動　指　標

平成30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 ％ 74 62.5

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

平成30年度
計画内容

○八尾市魅力創造戦略アドバイザー
会議の開催
○八尾市観光振興プランの進捗管理

平成30年度
実施内容

○八尾市魅力創造戦略アドバイザー
による助言、地域ブランド化の推進
○八尾市観光振興プランの進捗管理

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

八尾市に知人に紹介できる魅
力があると思う人の割合

市民意識調査

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
八尾市観光振興プランの進捗管理を行うとともに、（一社）八尾市観光協会を観光施策推進の核に
据え、様々な業種の民間企業や市民活動団体等と協力しながら、地域資源を磨き、八尾ブランドと
して構築する手法等について検討する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内外の人

事業の目的
八尾の魅力が、具体的なイメージとして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。

計画額（千円） 実績額（千円）318 63

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 地域ブランド化推進事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

八尾市に知人に紹介できる魅
力があると思う人の割合

市民意識調査

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

八尾市観光振興プランの関係課の進捗状況確認において、フォー
マットを作成することで効率性、手法を確立した。

・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

観光施策の方向性、内容、八尾市観光振興プランの改訂について
協議、検討を十分に行っていく必要がある。

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

八尾市魅力創造戦略アドバイザーを活用した事業は実施したもの
の、今後の観光施策の方向性や内容についての協議を進める必要
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

八尾市観光振興プランについて、関係課における取り組みや問題
点を拾い上げた。今後の八尾市観光振興プランの改訂に向けて、
計画的に検討していく必要がある。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.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 人 50000 0

評価

妥当性 B

有効性 B

効率性 D

参画と協
働のまち
づくり推
進度

A

総合
評価 B

平成30年度
計画内容

○第41回八尾河内音頭まつり事業実
施のための補助金交付
○八尾河内音頭まつり振興会総会の
開催、企画事業部会等の運営に係る
事務

平成30年度
実施内容

○八尾河内音頭まつり振興会への補
助金交付事業（河内音頭を主体とした
イベントの実施）
○八尾河内音頭まつり振興会総会の
開催、企画事業部会等の運営

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

八尾河内音頭まつり来場者数 八尾河内音頭まつりの延べ参加人数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾河内音頭まつり振興会

事業の目的
「河内音頭」は、本市の伝統文化、地域資源であり、一人でも多くの市民、企業の方にその魅力を
知ってもらい、親しみを持っていただくため、河内音頭を広くPRしながら、まつりを発展させる。

計画額（千円） 実績額（千円）16,484 9,542

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 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

八尾河内音頭まつり来場者数 八尾河内音頭まつりの延べ参加人数

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

自然災害により予定していた八尾河内音頭まつりは中止となった。

・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

主要駅、新聞、ケーブルTV等によるPRをはじめ積極的な情報提供
ができた。

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

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

自然災害により八尾河内音頭まつりは中止となったが、各実施イベ
ントへの参加者は増加している。
新たな取り組みとして、SNSの活用や若年層への呼びかけなどを
計画した。



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.25 八尾の魅力発見と発信

現状 今後

計画値 実績値

1 回 60 41

2 回 190000 857944

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

平成30年度
計画内容

○八尾の魅力大使関連イベントの実
施
○地域資源の掘り起こし
○八尾市制施行70周年記念事業　観
光PR動画の募集
○こども音頭とり講座の実施
○河内音頭全国発信事業

平成30年度
実施内容

○八尾の魅力大使　河内家菊水丸さ
んのライブ＆トークショーの実施
○河内音頭全国発信事業の実施（盆
ドッグ、JR新大阪駅等）
○やお80”映画祭の共同開催及び観
光PR動画の募集
○こども音頭とり講座の実施

平成30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【現状】

河内音頭に関わるイベントの
開催回数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 八尾の魅力を市内外に積極的に発信するため、地域資源の発掘や再発見、振興に取り組む。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）6,010 5,139

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 八尾の魅力発信事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

河内音頭に関わるイベントの
開催回数

PR動画再生回数

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

改正した派遣についての要綱に基づき、より発信に効果のあるイ
ベントへの派遣を実施した。

・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

河内音頭全国発信事業において、河内音頭経験者が多く参加して
おり、未経験者や若年層を取り込む方法の検討が必要。

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

・改正した派遣についての要綱により、効果的に河内音頭全国発
信事業を実施した。
・八尾の魅力大使の有効な活用方法の検討が必要である。

・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

・多言語対応のPR動画再生回数は、計画値を大幅に上回っている
が、伸びが少ないため、再度アプローチが必要である。
・河内音頭に関わるイベントの開催については、河内音頭全国発
信事業をより広い範囲で発信する必要がある。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.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 回 4 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

平成30年度
計画内容

○資料館の管理運営等
○企画展の実施等
○作品の啓発イベントを実施
○他市の文学館との連携展示やイベ
ント共催の実施
○今東光の文学に関する調査研究
○市政70周年と合わせて八尾図書館
40周年のイベント実施

平成30年度
実施内容

○常設展示の管理・運営
○企画展示の実施（春季展：今東光の
舌　　秋季展：「お吟さま」の生きた時
代）
○市制施行70周年記念事業
「DOKYO2019 ～道鏡ウィークin八尾
～」への参加
○講師派遣

平成30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【現状】

企画展およびイベントの実施
回数

常設展示以外のテーマで企画展示を行う。
他の資料館等との連携も図る。

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
平成24年度に策定した、八尾にゆかりのある(仮称)今東光氏資料館基本構想に基づき平成26年春
に八尾図書館内に開設した資料館の運営を行い、広く今東光及び八尾の魅力を発信する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び八尾を訪れる他市の住民

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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,811 555

D.市民の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 今東光資料館運営事業 担当部局・課
教育総務部

八尾図書館

企画展およびイベントの実施
回数

常設展示以外のテーマで企画展示を行う。
他の資料館等との連携も図る。

・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

職員主体で企画展示の企画を行い、関係機関から展示物を借用す
るなど、コストの低減に努めた。

・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

来館する市民団体やボランティア団体等に丁寧な展示ガイドを行う
ことにより、市民活動の下支えに貢献した。

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

直木賞作家で本市の第1回文化賞受賞者である今東光の生涯を振
り返ることにより、八尾の魅力を再発見し、かつ発信する取り組みは
本市の総合計画の理念を実現する。

・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

指標は達成できなかったが、市内・市外をあわせ年間3千人以上の
来館者があり、魅力の再発見と発信に一定の役割を果てしていると
考えられる。



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.25 八尾の魅力発見と発信

現状 今後

計画値 実績値

1
プログラ

ム
50 65

2 ％ 80 100

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30年度
計画内容

○八尾市観光振興プランの実現に向
けた観光協会の事業（季刊誌の発行、
ＳＮＳの発信、八尾探の提供等）への
支援
○八尾市観光協会と関係団体との連
携支援

平成30年度
実施内容

○八尾市観光振興プランの実現に向
けた観光協会の事業への支援を実施
○八尾市観光協会と関係団体との連
携支援の実施

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

地域資源を楽しむ“八尾探（歴
史等の8つのカテゴリーから八
尾の日常を探り楽しむプログラ
ム）”の提供数

まち歩きコースマップや、ツアー、イベント等の企画プ
ログラム数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
（一社）八尾市観光協会を活用し、市民や事業者との協働による観光施策を実施するとともに、将
来の観光事業を担える人材や組織の育成、支援を進める。また、八尾市全体のPR強化をめざし、
地域資源に関わる市民、事業者、関係団体との連携を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民・事業者・関係団体

事業の目的
八尾市への来訪者が増え、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。

計画額（千円） 実績額（千円）29,000 28,186

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 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

地域資源を楽しむ“八尾探（歴
史等の8つのカテゴリーから八
尾の日常を探り楽しむプログラ
ム）”の提供数

まち歩きコースマップや、ツアー、イベント等の企画プ
ログラム数

「八尾探」参加者の満足度 「八尾探」参加者へのアンケートによる

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

・管理費のコスト増に対し、業務の効率化について検討していく必要
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

・季刊誌「Yaomania」において、市内の歴史ある寺、神社等をフォー
カスし、八尾の魅力を発信することができた。

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

・新たな取り組みとして、「火曜まち歩き」というウォーキングイベント
を定期的に実施した。

・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

・八尾探プログラム数、満足度について、指標を達成しているが、プ
ログラム内容について検討が必要であり、体験型、参加型プログラ
ムを充実させる必要がある。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.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 人 297 214

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30年度
計画内容

○清掃ハイキング等の実施
○鳥獣の捕獲等の許可等

平成30年度
実施内容

○山地美化キャンペーン及び高安山
清掃ウォーク等の実施

平成30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【現状】

高安山清掃ハイキング等の参
加者数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
清掃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。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 自然保護事業 担当部局・課
都市整備部

みどり課

高安山清掃ハイキング等の参
加者数

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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等の協力もあり、必要最小限のコスト
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

活動については市民活動団体との連携を図りながら取り組んでい
る。また、多くの市民に参加していただくため、市政だよりやホーム
ページにて広報活動を行った。

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

自然に親しむ活動・啓発については必要不可欠なものであり、毎年
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

指標は目標値に届かなかったものの、昨年度と比べると増加してお
り、自然環境保全への意識が高まっていると思われる。



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.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

平成30年度
計画内容

○府への要請
平成30年度
実施内容

○事務事業実施なし

平成30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【現状】

用地取得面積

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 高安山ふれあいの森整備事業 担当部局・課
都市整備部

みどり課

用地取得面積

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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。



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 人 308 179

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

平成30年度
計画内容

○「環境アニメイティッドやお」による里
山保全の取り組み

平成30年度
実施内容

○「環境アニメイティッドやお」による里
山保全の取り組み

平成30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【現状】

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

指標 単位

事業概要
市民・事業者・教育機関・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。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 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

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

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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会員が主体的に実施している事業もあ
り、効率化が図れている。

・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

市民協働の取組による事業が継続して実施されている。

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

広報媒体を通じて、支援を行っている。

・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

天候が不安定なこともあり、例年のような参加人数を達成できな
かった。



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 12 11

2 回 4 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

平成30年度
計画内容

○史跡指定地公有化事業の実施（地
権者意向調査及び計画策定・史跡境
界確定測量）
○史跡の追加指定に係る発掘調査
○古墳群に関する説明会、講演会等
の実施
○史跡指定地銘板の設置
○史跡保全ボランティアの活動

平成30年度
実施内容

○史跡指定地の境界確定測量の実施
○史跡の追加指定に係る郡川西塚古
墳の発掘調査
○古墳群に関する講演会等の実施
○史跡指定地周知表示板等の設置
○史跡保全ボランティアの活動

平成30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【現状】

高安千塚古墳群の保全・活用
に関する市民ボランティアの登
録者数

文化財の保全・活用に関する市民ボランティアのう
ち、史跡に係るボランティアの登録者数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
八尾市の貴重な歴史遺産である高安千塚古墳群を次世代に継承するとともに、八尾市の歴史資
産として価値を高めるため、山麓の豊かな自然に親しみながら、地域の歴史や文化財を学べる場
として活用できるようにする。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、児童、生徒及び歴史を愛好する人々

事業の目的
全国でも有数の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・活用を行うことによ
り、八尾の魅力を広く発信し、市民の郷土への愛着を高める。

計画額（千円） 実績額（千円）4,253 3,906

D.市民の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 高安千塚古墳群保存活用事業 担当部局・課
教育総務部

文化財課

高安千塚古墳群の保全・活用
に関する市民ボランティアの登
録者数

文化財の保全・活用に関する市民ボランティアのう
ち、史跡に係るボランティアの登録者数

高安千塚古墳群に関する説明
会・講演会の開催数

市民向けの説明会や講演会、現地見学会等の開催
数

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

境界確定測量や古墳周知表示板の設置など、地方創生交付金事
業で補助を受け適正に実施した。

・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

市民参画によるボランティアの活動によって、古墳の清掃や普及啓
発イベントの補助などの事業を円滑に行うことができた。また、講演
会等を通じて、古墳群の周知に努めた。

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

策定した保存活用計画をもとに、古墳群の保存活用を進めていく必
要がある。また、古墳見学会等の普及啓発活動も好評で、市民
ニーズに対応した事業であった。

・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

ボランティア活動の参加者は徐々に増えており、活動内容も古墳見
学会の補助や見学ルートの検討など、活動の幅に広がりができて
いる。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.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 件 117 115

2 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

B

総合
評価 A

平成30年度
計画内容

○市内文化財の調査及び文化財基本
台帳の更新と文化財指定
○文化財保護審議委員の委嘱
○市内墓地(神立・垣内墓地)の文化財
調査
○中核市移行に伴う重要文化財の移
譲事務の開始

平成30年度
実施内容

○市内文化財の調査及び文化財基本
台帳の更新と文化財指定
○文化財保護審議委員の委嘱
○市内墓地（神立・垣内墓地）の文化
財調査
○中核市移行に伴う重要文化財の移
譲事務の開始

平成30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【現状】

指定文化財などの件数
年間に指定された国・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

事業概要
地域に受けつがれてきた文化財を明らかにするため、建造物や美術工芸品等の調査を行い、貴
重な文化財については、八尾市文化財保護審議会に諮問して、指定・保存を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市域の文化財及び文化財所有者

事業の目的
市域の文化財の把握を行うとともに、指定による保存・活用を進めることにより、市内の貴重な文
化財を後世に伝える。

計画額（千円） 実績額（千円）1,252 3,735

D.市民の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
教育総務部

文化財課

指定文化財などの件数
年間に指定された国・府・市指定文化財及び国登録
文化財の件数

文化財保護審議会の開催数

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

市史編纂事業との連携を通じて、調査成果を共有し、効率礫に調査
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

地域の文化財を普及啓発し、文化財調査の成果を市民に還元する
ため、市政だよりやホームページを積極的に活用して、情報提供に
努めた。

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

市域の文化財の保護と活用のため、市が主体となり、学識経験者と
連携した文化財調査を進め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

文化財指定は、貴重な歴史資産を保存するとともに、地域の魅力を
高めることにつながるものである。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.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 件 180 112

評価

妥当性 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30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
○被災埋蔵文化財再整理の実施
○中核市移行に伴う埋蔵文化財の移
譲事務の開始
○埋蔵文化財分布図改訂版の作成
○出土品保管場所の再検討

平成30年度
実施内容

○埋蔵文化財届出申請の事務と発掘
調査の調整
○市内遺跡発掘業務の委託
○被災埋蔵文化財再整理の実施
○中核市移行に伴う埋蔵文化財の移
譲事務の開始
○埋蔵文化財分布図改訂版の作成
○出土品保管場所の再検討

平成30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【現状】

埋蔵文化財の発掘調査実施
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

指標 単位

事業概要
市内の埋蔵文化財を開発事業等から保護するとともに、埋蔵文化財の活用を図り、市民の文化財
保護の意識向上に努めるため、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の事務を行う。

重点取り組み 地域別計画

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

事業の目的 市内の埋蔵文化財の保護を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）26,116 28,399

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 市内埋蔵文化財関連業務 担当部局・課
教育総務部

文化財課

埋蔵文化財の発掘調査実施
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

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

知識と経験を有する公益財団法人を活用して、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

調査成果については、報告書を速やかに刊行するとともに、展示等
で活用しており、情報公開に努めている。

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

埋蔵文化財の発掘調査の実施と、調査に係る行政判断との役割
分担を定めた上で、公益財団法人に発掘調査を委託して実施し
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

埋蔵文化財の保護及び活用は、郷土の歴史として市民の誇りとな
りうるもので、八尾の魅力として発信する上でも有効である。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.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 2 6

2 回 4 4

3 人 15 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

A

総合
評価 A

平成30年度
計画内容

○編纂委員会の開催
○編集委員会・専門部会の開催
○調査の実施・資史料の収集
○市史資料編の刊行（民俗編・古代～
中世編）
○市史資料編の編集（考古編２・近世
編２）

平成30年度
実施内容

○編纂委員会の開催
○編集委員会・専門部会の開催
○調査の実施・資史料の収集
○市史資料編の刊行（『民俗編』・『古
代・中世史料編』）
○市史資料編の編集（『考古編２』・『近
世史料編２』）
○講演会・現地調査報告会の開催

平成30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【現状】

市史に関する講演会・読む会
の開催数

市史編纂事業の成果を市民に還元するための講演
会や読む会等を実施した回数（平成２８年度までは、
読む会の代わりに現地報告会）

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
本市の歴史を後世に伝え、市民の歴史認識の形成とまちづくりの基礎資料として『八尾市史』を作
成する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
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、伝統的文化や歴史資産を継承し、史跡や文化財を活かした地域のまちづくりを進めてもら
う。

計画額（千円） 実績額（千円）43,148 41,666

D.市民の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
教育総務部

文化財課

市史に関する講演会・読む会
の開催数

市史編纂事業の成果を市民に還元するための講演
会や読む会等を実施した回数（平成２８年度までは、
読む会の代わりに現地報告会）

市史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）

文化財の保全・活用に関する
市民ボランティアの登録者数

市民や地域とともに、文化財の保全や活用を進め、
文化財が次世代に伝えられている状況を目指しま
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

大学等の学識経験者や(公財)八尾市文化財調査研究会の職員の
派遣、ボランティアなど多様な人材を活用して、調査等を行うなど効
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

市民の協力は不可欠であり、各種調査、資料の提供、民俗の聞取
りなど地域の協力により実施している。また、市民ボランティアと協
働で実施している。なお、会議概要の公開や講演会等を開催し情
報・知識の市民への還元に努めている。

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

誰もが郷土の歴史を身近に学べる環境を整えることに対してこの事
業は不可欠である。市と市民の役割分担のもと市が主体となって実
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

失われつつある多くの史跡や文化財、地域の慣習などを調査研究
し、記録保存することは、本市の歴史や文化財を後世に残すことに
繋がり、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.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 39 37

2 人 12400 6195

3 人 17400 18050

4 人 9200 9295

5 人 1200 843

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○指定管理者による文化財施設の管
理運営
○歴史民俗資料館運営委員会の開催
○埋蔵文化財調査センター指定管理
者の選定
○文化財施設の修理：資料館空調設
備の更新
○展示等の充実の提案を盛り込んだ
歴史民俗資料館指定管理者の選定

平成30年度
実施内容

○指定管理者による文化財施設の管
理運営
○歴史民俗資料館運営委員会の開催
○埋蔵文化財調査センター指定管理
者の選定
○文化財施設の修理：資料館空調設
備の更新
○展示等の充実の提案を盛り込んだ
歴史民俗資料館の選定

平成30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【現状】

文化財施設運営における市民
ボランティアの登録者数

歴史民俗資料館、しおんじやま古墳学習館、安中新
田会所跡旧植田家住宅、埋蔵文化財調査センターに
おける市民ボランティアの登録者数の合計

活　動　指　標

指標 単位

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及び安中新田会所跡旧植
田家住宅の４つの文化財施設を活用し、市民が八尾の歴史や文化に触れる機会を提供する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、児童、生徒及び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・活用を図るため、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、八尾の魅力発信を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）182,213 179,700

D.市民の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
教育総務部

文化財課

八尾市立埋蔵文化財調査セン
ターの利用者数

八尾市立埋蔵文化財調査センターの利用者数

文化財施設運営における市民
ボランティアの登録者数

歴史民俗資料館、しおんじやま古墳学習館、安中新
田会所跡旧植田家住宅、埋蔵文化財調査センターに
おける市民ボランティアの登録者数の合計

八尾市立歴史民俗資料館の
利用者数

八尾市立歴史民俗資料館の利用者数

八尾市立しおんじやま古墳学
習館の利用者数

八尾市立しおんじやま古墳学習館の利用者数

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

指定管理者による施設運営によって、充実したサービスの提供と
管理コストを節減している。

・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

各文化財施設で市民ボランティアを育成し、市民参画を積極的に
進めている。

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

展示や講座、体験学習等の多様な市民ニーズに対応した事業が
指定管理者により行われ、市民や児童、生徒の歴史学習の場とし
て広く活用されている。

・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

各文化財施設の特性を活かした展示や各種事業の実施により、施
設の利用促進を図っている。

安中新田会所跡旧植田家住
宅の利用者数

安中新田会所跡旧植田家住宅の利用者数



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 件 19000 13130

2 件 12 6

3 人 1200 402

4 ％ 90 83

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○由義寺跡の保存：公有化の検討、出
土品の保存処理
○由義寺跡の活用：歴史資産検討会
議の実施、発掘調査の実施及び公開、
シンポジウムの開催
○史跡・指定文化財の説明板の設置
○文化財情報システムの運用
○環山楼の公開
○イベントカレンダーの作成
○心合寺山古墳報告書の作成

平成30年度
実施内容

○由義寺跡の保存：公有化の実施、出
土品の保存処理
○由義寺跡の活用：歴史資産検討会
議の実施、発掘調査の実施、シンポジ
ウムの開催
○史跡・指定文化財の説明板等の設
置
○文化財情報システムの運用
○環山楼の公開
○イベントカレンダーの作成

平成30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【現状】

文化財情報システムのアクセ
ス件数

市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

事業概要
史跡や文化財施設の利活用を促進し、地域の歴史資産の保護と活性化につなげるため、八尾の魅
力としての情報発信と史跡等の文化財を活用できる環境を整え、歴史資産を活かしたまちづくりを
推進する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び児童、生徒及び歴史を愛好する人々

事業の目的 文化財を歴史資産として活用し、魅力あるまちづくりを進める。

計画額（千円） 実績額（千円）20,004 1,344,024

D.市民の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 歴史資産のまち‘やお’推進事業 担当部局・課
教育総務部

文化財課

文化財情報システムのアクセ
ス件数

市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

文化財情報システムの更新件
数

文化財情報システムの文化財情報のデータ更新の件
数

環山楼の見学者数 市指定文化財環山楼の年間見学者数

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

市民の意見を聴取しつつ、あわせて庁内の検討も進めており、より
効果的かつ具体的な事業の執行体制である。

・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

市民参画による会議の開催により、市民とともに歴史資産の活用を
検討することができた。

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

指定による文化財の保存だけでなく、将来の活用に向けて、市民や
庁内の意見を聴取し、具体的な検討を進めることができた。

・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

歴史資産を積極的に活用するには、市民の理解と協力が必要であ
り、今後も市民の参加を促すような事業を実施する。

心合寺山古墳発掘調査報告書
作成の進捗

報告書刊行（令和2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の指標とする。



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 1000 955

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30年度
計画内容

○識字・日本語教室の開催
○女性活躍・学習の場づくり（指定管
理者業務）

平成30年度
実施内容

○識字・日本語教室の開催及び交流
会の実施
○女性活躍・学習の場づくり事業の実
施（指定管理者業務）

平成30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【現状】

識字・日本語教室出席者数（延
べ）

識字・日本語教室延べ出席者数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
「よみ・かき・ことば」を必要とする市民に対する継続的な学習機会の提供並びに、女性が地域で学
習・活躍する機会の創出を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 住民の教養向上を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）3,634 2,296

D.市民の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
教育総務部

生涯学習スポーツ課

識字・日本語教室出席者数（延
べ）

識字・日本語教室延べ出席者数

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

生徒が其々の進捗状況に応じて学べるように取り組むとともに、効
果的に事業を運営できるよう努めている。

・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

住民の教養の向上は、市民参画と協働のまちづくりに資する人材
の育成に貢献するものである。

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

生涯学習の基礎となる事業であり、学習の権利を保障するうえで、
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

生涯学習の基礎となる事業であり、生涯学習社会を実現するうえで
有効なものである。



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 31900 32943

2 回 10 10

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

A

総合
評価 A

平成30年度
計画内容

○地区生涯学習推進事業の実施
○コミュニティカレッジ事業の実施
○若者の創意工夫によって、子どもた
ちが様々な体験ができる活動への支
援
○プログラミングの楽しさを青少年が
体験する事業の検討

平成30年度
実施内容

○地区生涯学習推進事業の実施
○コミュニティカレッジ事業の実施
○若者活躍場づくり事業の実施

平成30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【現状】

地区生涯学習推進事業講座
受講者数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
地域や市民が主体となって地域の諸問題に関した学習活動を支援するとともに、学んだ成果を地
域に還元できる仕組みを構築する。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）24,006 23,793

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
教育総務部

生涯学習スポーツ課

地区生涯学習推進事業講座
受講者数

市民大学講座実施回数

地区生涯学習推進事業講座
実施地区数

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

まちづくりを担う人材育成に繋がるよう講座内容の充実に努めてい
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

市民協働で講座を実施するなど、協働の取り組みを進めている。

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

まちづくりを担う人材が求められており、人材育成に資する学習の
機会の提供は必要である。

・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

多様な学習の機会を提供することは、まちづくりを担う人材の育成
に繋がるものである。



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 15000 15113

2 人 20 22

3 回 700 678

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○多文化理解講座事業の実施
○異文化ルーツ子ども育成事業の実
施
○学校教育サポート事業の実施
○異文化ルーツを持つ児童・生徒の悩
み相談、共有を図る居場所づくりに向
けた検討

平成30年度
実施内容

○多文化理解講座事業の実施
○異文化ルーツ子ども育成事業の実
施
○学校教育サポート事業の実施
○国際理解教育に関する教材貸出、
相談などを実施

平成30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【現状】

講座参加人数 年間の参加人数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
多文化共生のまちづくりをめざし、外国にルーツを持つ子どもの自尊感情を育む取り組みを行うと
ともに、異文化への理解を深めるための講座等を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 児童、生徒及び市民

事業の目的
外国にルーツを持つ子どもの自尊感情を育む取り組みや、在日外国人と日本人との交流促進を通
じ、国際理解を推進し、多文化共生のまちづくりをめざす。

計画額（千円） 実績額（千円）26,200 23,692

D.市民の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
教育総務部

生涯学習スポーツ課

講座参加人数 年間の参加人数

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

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

学校等と連携を図りながら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

人権、国際交流の視点に基づき、外国にルーツを持つ子ども達の
育成や講座における受講生での運営等を従来より実施している。

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

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

指標の目標数値を、下回っているが、講座内容や回数を精査した
ものである。１回ごとの満足度を高めることが大切である。



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 272 174

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30年度
計画内容

○「まちのなかの達人」（人材バンク）
冊子の更新
○活用マニュアルの配付・ＰＲ
○人材と活躍の場のマッチング事業
（各学校や地域拠点と連携）
○各種講座受講人材の発掘

平成30年度
実施内容

○「まちのなかの達人」（人材バンク）
冊子の更新
○活用マニュアルの配布・ＰＲ
○人材と活躍の場のマッチング事業
○各種講座受講人材の発掘

平成30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【現状】

「まちのなかの達人」登録者数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
市民が学んだことを地域や学校等で活躍できるように「人材バンク」への登録を促すとともに、各地
域や学校園が活用しやすい情報の発信等による活躍の場づくりを支援する。特に女性が地域に貢
献できる仕組みづくりを進める。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 循環型生涯学習社会の実現をめざす。

計画額（千円） 実績額（千円）74 73

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 生涯学習人材バンク推進事業 担当部局・課
教育総務部

生涯学習スポーツ課

「まちのなかの達人」登録者数

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

冊子の再編を行うなど、引き続きより活用しやすい仕組みづくりに
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

可能な限りの媒体を活用して情報提供しているが、さらにＰＲを活
発に行い、潜在的なニーズをさらに引き出す必要がある。

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

各地域等のスポーツ活動に対して指導・運営の両面で主体となる
人材の育成・派遣であり、市民ニーズもほぼ一定している。個人情
報の民間管理の可能性という観点から、行政の関与がしばらくの
間は必要であると判断する。

・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

目標には達していないが、多くの登録があり、学んだ成果を社会に
還元できる仕組みを整えることは、循環型の生涯学習社会を実現
するうえで有効な手段である。



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 28 26

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30年度
計画内容

○家庭教育学級事業の実施
平成30年度
実施内容

○家庭教育学級事業の実施

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

家庭教育学級実施小学校数 家庭教育学級を実施した小学校数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
学校・家庭が抱える諸問題に対して地域と教育委員会が連携して支援を図る仕組みづくりを進める
一環として、各地域で子どもを取り巻く様々な家庭の教育力や親の学習に関する諸問題に対する
研修テーマを地域で選択して学び行動に移す学習の場を開催する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 主に保護者（市立小学校）

事業の目的
各地域で、それぞれの地域の学校や家庭が抱える諸問題を認識し、解決に向けだ学びの場を提供
することで、家庭と地域の教育力の向上を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）924 761

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 家庭教育学級事業 担当部局・課
教育総務部

生涯学習スポーツ課

家庭教育学級実施小学校数 家庭教育学級を実施した小学校数

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

各小学校単位で、講座を企画し、実施することで、それぞれの地域
のニーズに応じた学習の場を効率的に提供できている。

・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

各地域において保護者や学校、地域が連携しながら実施する本事
業は、市民参画と協働のまちづくりに寄与している。

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

子育てや家庭教育を支える地域環境が大きく変化するなか、家庭
教育を支援する事業は重要である。

・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

各地域において家庭教育に関する課題を認識し、課題解決に向け
た学習に取り組むことは、家庭の教育力の向上に有効である。



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 回 8 7

2 回 8 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

A

総合
評価 A

平成30年度
計画内容

○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30年度
実施内容

○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30年度
意味・算式等

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【現状】

八尾市ＰＴＡ協議会会議数

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市ＰＴＡ協議会・八尾市郷土文化推進協議会体

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。本市の歴史的文化遺産を守り育て、次
代へと継承する。

計画額（千円） 実績額（千円）321 316

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 団体活動振興助成事務 担当部局・課
教育総務部

生涯学習スポーツ課

八尾市ＰＴＡ協議会会議数

八尾市郷土文化推進協議会イ
ベント開催数

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

団体役員等と連携を密にすることにより、効率的に事務を行ってい
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

市民活動を行っている社会教育団体を支援することは、市民参画
と協働のまちづくりに寄与している。

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

社会教育団体の支援は、市民の生涯学習活動を活発にするため
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

社会教育団体の支援は、市民の生涯学習の機会を増やす上で、
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 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

平成30年度
計画内容

○社会教育委員会議の事務局事務
平成30年度
実施内容

○社会教育委員会会議の事務局事務

平成30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【現状】

開催回数 定例会議回数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 社会教育委員会議の事務局事務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 社会教育委員

事業の目的 社会教育委員会議を円滑に開催する。

計画額（千円） 実績額（千円）408 344

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 八尾市社会教育委員会議運営事務 担当部局・課
教育総務部

生涯学習スポーツ課

開催回数 定例会議回数

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

規制に基づき、適切に実施している。

・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

会議や会議録の公開など、情報公開を進め、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

法に基づく会議に関する事務であり、市の関与は適切である。

・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

法に基づく会議に関する事務であり、生涯学習社会を実現するうえ
で有効な事務である。



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 ％ 40.5 29.9

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

平成30年度
計画内容

○計画の進行管理
平成30年度
実施内容

○計画の進行管理

平成30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【現状】

週1回以上運動・スポーツをし
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（市民
意識調査）

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 「生涯学習・スポーツ振興計画」の進行管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 生涯学習・スポーツ振興計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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・スポーツ振興計画推進事業 担当部局・課
教育総務部

生涯学習スポーツ課

週1回以上運動・スポーツをし
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（市民
意識調査）

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

計画に基づき、生涯学習及びスポーツの振興を図れるよう事業を
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

審議会への公募市民委員の参画やパブリックコメントの実施など、
市民との協働により策定した計画に基づき事業を推進している。

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

本市の生涯学習及びスポーツ施策の方向性を示すものであり、計
画に基づき事業を進めることは重要である。

・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

本市の生涯学習及びスポーツ施策の方向性を示すものであり、計
画に基づき事業を進めることは、生涯学習社会を実現するうえで有
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 ％ 52.2 38.3

2 人 36800 54556

3 人 10150 14194

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30年度
計画内容

○八尾市生涯学習センター及び八尾
市立くらし学習館の管理運営
○八尾市生涯学習センターの指定管
理者選定業務

平成30年度
実施内容

○八尾市生涯学習センター及び八尾
市立くらし学習館の管理運営
○八尾市生涯学習センターの指定管
理者選定業務

平成30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【現状】

生涯学習センター稼働率

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 八尾市生涯学習センター及び八尾市立くらし学習館の管理運営を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市生涯学習センター及び八尾市立くらし学習館

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。

計画額（千円） 実績額（千円）145,697 143,534

D.市民の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 生涯学習施設管理運営業務 担当部局・課
教育総務部

生涯学習スポーツ課

生涯学習センター稼働率

生涯学習センター　講座受講
者数（延べ）

くらし学習館　講座受講者数
（延べ）

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

循環型の生涯学習社会を実現することは、地域力の向上に繋がる
ものであり、市民参画との協働のまちづくりに貢献するものであ
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

市民の生涯学習を推進するための拠点施設であり、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

市民の生涯学習を推進するための拠点施設であり、適切に管理運
営を行うことは、生涯学習社会を実現するうえで有効な事業であ
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 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

平成30年度
計画内容

○八尾市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30年度
実施内容

○八尾市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30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【現状】

会議の年間開催回数（生涯学
習センター）

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
八尾市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。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）340 305

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
教育総務部

生涯学習スポーツ課

会議の年間開催回数（生涯学
習センター）

会議の年間開催回数（スポー
ツ施設）

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

円滑に実施できている。

・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

委員構成に公募市民委員を加え、市民意見を受けている。また、
会議や会議録の公開など、情報公開に努めている。

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

施設運営にあたり、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

施設の運営にあたり、有益な意見を受けている。



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 施設 13 12

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

平成30年度
計画内容

○生涯学習施設予約・案内システムに
関する事務
○元号変更に伴うシステム改修

平成30年度
実施内容

○生涯学習施設予約・案内システムに
関する事務
○元号変更に伴うシステム改修

平成30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【現状】

利用可能施設数

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 生涯学習センター及び社会体育施設等を利用する市民

事業の目的 施設予約の利便性を確保する。

計画額（千円） 実績額（千円）5,455 5,454

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 生涯学習施設予約・案内システム管理業務 担当部局・課
教育総務部

生涯学習スポーツ課

利用可能施設数

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

円滑に利用できるよう努めている。

・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

市民が生涯学習活動を行いやすいよう環境を整えることは、生涯学
習社会の実現や地域力の向上に繋がるものであり、市民参画と協
働のまちづくりに貢献するものである。

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

施設利用者の利便性を図るための必要な事務である。

・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

施設利用者の利便性を図るための有効な事務である。



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 ％ 100 95.1

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

平成30年度
計画内容

○経年劣化による施設の補修
○外壁改修工事実施

平成30年度
実施内容

○経年劣化による施設の補修
○外壁改修工事実施

平成30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【現状】

予算執行率
改修経費に係る当該年度の予算執行率　決算額/予
算額*100
（※平成26年度は、事業費の一部を翌年度に繰越）

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 生涯学習センター

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。

計画額（千円） 実績額（千円）91,919 87,457

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 生涯学習センター改修事業 担当部局・課
教育総務部

生涯学習スポーツ課

予算執行率
改修経費に係る当該年度の予算執行率　決算額/予
算額*100
（※平成26年度は、事業費の一部を翌年度に繰越）

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

公共建築課や指定管理者等との連携により、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

財務規則等に基づき、随意契約を行った場合は公表している。

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

生涯学習の拠点となる施設であり、安全で快適に利用できる状態を
確保するため、改修は必要である。

・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

計画通り、外壁改修工事を行った。



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

計画値 実績値

1 点 2750000 1962884

2 人 800000 637874

3 冊 3.6 2.74

4 ％ 300 268.3

5 ％ 21.5 16.08

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

平成30年度
計画内容

○図書館サービスの提供（レファレンス
機能の充実、利用困難者へのサービ
ス、他自治体との相互貸借等）
○施設・設備等の保守点検・修繕等の
実施、備品、映像資料等の更新
○学校図書館への支援や連携策の検
討および実施
○龍華図書館の次期指定管理者によ
る管理運営開始
○図書館から離れた地域へのサービ
ス提供のあり方の検討を踏まえた事業
の実施
〇八尾市子どもの読書活動推進計画
の策定に向けた検討
〇市制施行70周年

平成30年度
実施内容

○指定管理者を含む４館及び移動図
書館車による図書館サービスの提供を
実施
○施設・設備等の保守点検・修繕等の
実施
○学校図書館との連携や職業体験の
受入を実施
○八尾市子どもの読書活動推進計画
の策定に向けた検討を実施
○市制施行70周年記念事業として講
演会等を実施

平成30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【現状】

貸出点数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要

各図書館の設備等の運用・維持管理を行う。また、地域や利用者ニーズを踏まえた資料・情報の収
集・提供、レファレンスサービスの充実・利用促進、おはなし会等の行事開催、図書館利用困難者へ
のサービス等を提供することで、利用者へ充実した生涯学習場を提供する。合わせて図書館ボラン
ティアと連携したサービス充実、龍華図書館開館後の検証を踏まえ図書館から離れた地域への図
書館サービスのあり方も検討する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び周辺自治体住民

事業の目的
利用者に対し充実した生涯学習の場を提供することで、図書館利用の拡大を図り、知識や教養、調
査、研究等、市民の生涯学習意欲の喚起を図る。また、図書館ボランティアとの連携を通して協力
体制が構築でき、図書館から離れた地域への図書館のあり方を検討・立案を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）393,027 388,673

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 図書館管理運営業務 担当部局・課
教育総務部

八尾図書館

実質登録率 《所管課調》実質登録者数/人口

貸出点数

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

市民一人当たりの図書館総蔵
書数

《所管課調》
総蔵書数（AV資料は除く）（毎年度末）《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・毎年度10月1日現在）

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

昨年度同様に、業務の効率性を維持し、限られた資源の中で、図
書資料の貸出やレファレンス、子どもから大人まで参加いただける
行事等の事業展開を図った。

・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

市ホームページや図書館ホームページ等を通じて情報公開、発信
するとともに図書館ボランティアや図書館協議会に市民委員として
参画いただくなどの取り組みを進めている。

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

市民が求める資料や情報を得ることができ、読書意欲を充たすこと
ができる場として、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

指標の目標を達成はできていないが、市民ニーズに応え資料の収
集、提供及び各種講座等の行事を実施することで、市民の生涯学
習の場として、有効な事務事業である。

図書館　年間貸出率
《所管課調》のべ貸出冊数/総蔵書数×100（AV資料
を除く）



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.29 国際交流と国内交流

現状 今後

計画値 実績値

1 回 6 7

2 ％ 63 49.3

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

平成30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交流事業
の実施
○大韓民国大邱広域市中区との青少
年交流事業の実施
○市制施行70周年記念式典への招待

平成30年度
実施内容

○ベルビュー市：市制施行70周年記念
式典への招待、市議会議員受入、教
育視察団受入
○嘉定区：市制施行70周年記念式典
への招待、青少年（高校生２名）派遣
○大邱広域市中区：市制施行70周年
記念式典への招待、青少年文化作品
交流
姉妹・友好都市交流を進めることで国
際的な友好交流の機運を向上

平成30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【現状】

姉妹・友好・交流都市との交流
回数

姉妹・友好・交流都市との交流回数

活　動　指　標

指標 単位

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青少年交流を推進する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び行政関係者、姉妹・友好・交流都市

事業の目的
姉妹・友好都市等との交流を通じて、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。

計画額（千円） 実績額（千円）3,221 1,929

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

姉妹・友好・交流都市との交流
回数

姉妹・友好・交流都市との交流回数

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。

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

交流時における必要経費はできる限り抑え、効率的な運用を目指
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

友好都市に派遣する高校生を広く市政だより等で募集する等積極
的にＰＲを行っている。
姉妹都市提携協会では、交換学生の募集・美術コンテストの実施
等を実施しており、会員の拡大についても積極的に行っている。

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

市民や子どもたちの広い視野に立った平和友好の意識を高めるた
めにも国際的な姉妹友好都市交流は必要性が高い。

・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

多くの交流を進めたことで国際的な視野が広がることが期待できる
一方で、市民意識調査に基づく指標は低下した。



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.29 国際交流と国内交流

現状 今後

計画値 実績値

1 件 22 21

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

平成30年度
計画内容

○（公財）八尾市国際交流センターの
事業評価と補助金交付

平成30年度
実施内容

○（公財）八尾市国際交流センターへ
の補助金交付と事業評価

平成30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【現状】

国際交流センターにおける年
間事業数

活　動　指　標

指標 単位

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（公財）八尾市国際交流センターへの財政的支援を行
い、運営や事業に対して指導・助言を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 (公財)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・多文化共生推進の対応を進めるため、国際交流センターの機能向上を図
る。

計画額（千円） 実績額（千円）33,080 33,307

D.市民の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

国際交流センターにおける年
間事業数

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

事業費補助額の抑制をしている。

・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

（財）八尾市国際交流センター事業の実施にあたっては、多数のボ
ランティアを活用している。

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

市の外郭団体である（公材）八尾市国際交流センターと市の適切な
役割分担は常に考えておく必要がある。

・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

多様な事業を展開することで多くの市民の利用を促進した。



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.29 国際交流と国内交流

現状 今後

計画値 実績値

1 回 3 2

2 回 12 5

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

平成30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
○パネル展の開催
○市制施行70周年記念式典への招待

平成30年度
実施内容

○交流市まつりへの参加
○交流市町紹介コーナーの設置
○パネル展の開催
○他部局事業のコーディネイト

平成30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【現状】

国内交流都市との交流回数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
国内交流市町との相互訪問（大分県宇佐市他、まつり等イベントへの参加、八尾河内音頭まつりへ
の各市町の参加）を行う。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）692 275

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

国内交流都市との交流回数

国内交流イベントもしくは事業
の件数

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

他課実施事業で各交流市町村との交流を企画することにより、効
果的な事業を実施している。また、交流都市でのまつりに参加する
際には、産業政策課や観光協会から配付物の提供を受け、経費を
節減している。

・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

市民の自主的参加を促すため、各交流市町村の紹介など市民へ
の情報提供が必要である。

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

市民や民間レベルでの自主的な交流を促すための情報提供など
の検討が必要である。

・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

事業実施により各交流都市を紹介し、また、八尾をＰＲする機会を
得ている。



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.30 芸術文化の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 回 2 2

2 回 1 1

3 人 1 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

平成30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、芸術文化振興プランを推進
するための事業評価

平成30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、芸術文化振興プランの進捗
管理や意見交換を実施

平成30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【現状】

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。

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 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。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）157 131

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

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

芸術文化の専門家と企業の出会いの場の開催回数

文化新人賞の受賞者数 文化新人賞の受賞者数

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

委員の一部は公募している。
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

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

芸術文化の振興方策を定めた振興プランに即して事業展開を行っ
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

プランの目標は達成した。



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.30 芸術文化の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 回 10 3

2 ％ 75 80.9

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

平成30年度
計画内容

○文化会館指定管理業務による芸術
文化振興
○地域文化の魅力発信
○市制施行70周年及び文化会館会館
30周年事業の実施
○文化会館の今後の管理運営に関わ
る検討
○芸術文化振興プラン推進市民会議
の開催
○「やおみせアート」の実施

平成30年度
実施内容

○文化会館指定管理業務による芸術
文化振興
○地域文化の魅力発信
○市制施行70周年及び文化会館会館
30周年事業の実施
○文化会館のあり方検討
○「やおみせアート」「まちかどプリズ
ム」の実施

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

やおみせアート開催数 やおみせアート開催数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
芸術文化振興プランの推進を図り、文化会館を拠点とした市民が芸術文化に親しむ機会の提供や
八尾の芸術家・音楽家の文化活動の支援を行うとともに、吹奏楽の普及・振興や地域文化の魅力
の発信を進める。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、文化芸術団体

事業の目的
芸術文化との関わりの中で、心豊かな暮らしが創造される。
“吹奏楽のまち八尾”としてのイメージを高めていく。
八尾の地域文化の認知度を向上させるとともに、次世代への継承につなげる。

計画額（千円） 実績額（千円）46,116 45,539

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 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

やおみせアート開催数 やおみせアート開催数

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

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

指定管理者である（公財）八尾市文化振興事業団ではコスト削減に
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

○

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

公演の質の高さと指標は必ずしも比例しない面があるが、指標の
向上に努めている。



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.30 芸術文化の振興

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 88 81.1

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

B

総合
評価 B

平成30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
○モニタリング
○次期指定管理者の選定

平成30年度
実施内容

○指定管理者による管理
○文化会館の維持補修
○モニタリング
○指定期間の延長（２年間）

平成30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【現状】

施設を利用した満足度
施設利用者（貸館）アンケート結果から、「施設の使い
やすさ」に対する回答が「大変よい」「よい」を抽出。

活　動　指　標

指標 単位

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を行う。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）213,946 211,691

D.市民の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

施設を利用した満足度
施設利用者（貸館）アンケート結果から、「施設の使い
やすさ」に対する回答が「大変よい」「よい」を抽出。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

指定管理者の状況についてはホームページを通じて公開

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

文化会館の管理運営は指定管理が実施

・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

あり方検討に伴い改修工事は中断



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 ％ 40 23.5

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

B

総合
評価 A

平成30年度
計画内容

○文化会館のあり方検討と検討結果
に基づく取り組みの実施

平成30年度
実施内容

○文化会館のあり方検討と検討結果
に基づく取り組みの実施

平成30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【現状】

改修計画額に基づく達成度
改修事業額／改修計画に基づく令和２年度までの改
修額

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
施設の劣化診断による調査報告書等に基づき、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。

重点取り組み 地域別計画

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う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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

改修計画額に基づく達成度
改修事業額／改修計画に基づく令和２年度までの改
修額

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

予算は政策推進課所管

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

あり方検討にあたっては市民アンケートの結果を参考にした。

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

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

政策推進課と連携した文化会館のあり方検討を進めた。



目標No.3 まちの魅力を高め、発信する八尾

政策No.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 回 5 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

平成30年度
計画内容

○（公財）八尾市文化振興事業団の運
営状況の確認及び指導

平成30年度
実施内容

○（公財）八尾市文化振興事業団の運
営状況の確認及び指導

平成30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【現状】

八尾市文化振興事業団の運営
指導回数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 （公財）八尾市文化振興事業団の運営指導を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 （公財）八尾市文化振興事業団

事業の目的 （公財）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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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

八尾市文化振興事業団の運営
指導回数

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

財団の経営状況はＨＰにて公表。

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



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 ％ 90 89.53

2 人 27000 21918

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

平成30年度
計画内容

○平常時開放
平成30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

平成30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【現状】

荷捌き場稼働率

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
大阪府が整備した中部広域防災拠点を、平常時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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び府民

事業の目的
大阪府が整備した中部広域防災拠点を、平常時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。

計画額（千円） 実績額（千円）8,600 9,496

D.市民の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
教育総務部

生涯学習スポーツ課

荷捌き場稼働率

荷捌き室利用者数

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

業務の大部分は委託しており、実施の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

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。

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

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、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

稼働率は、毎年上昇しており、有効な事業である。



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.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 50000 64111

2 ％ 20 20

3 ％ 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

平成30年度
計画内容

○整備計画に沿った改修の実施及び
緊急性の高い箇所につき施設・設備の
整備
○（仮称）福万寺町市民運動広場全体
構想に基づいた対応及び暫定利用

平成30年度
実施内容

○整備計画に沿った改修の実施及び
緊急性の高い箇所につき施設・設備の
整備
○福万寺町市民運動広場南面の暫定
利用を実施

平成30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【現状】

南木の本防災体育館の施設
利用者数

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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。

計画額（千円） 実績額（千円）46,944 39,384

D.市民の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
教育総務部

生涯学習スポーツ課

南木の本防災体育館の施設
利用者数

改修率

環境整備率

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

指定管理者制度により、事務の効率化が図られている。

・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

ホームページでのモニタリング結果の公表など情報公開に努めて
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

指定管理者制度により、適切な点検・修繕が行われている。

・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

施設利用者が安全に施設を利用するために有効な事業といえる。



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 地区 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

A

総合
評価 A

平成30年度
計画内容

○現在活動中のクラブへの情報提供
○創設希望地域への支援

平成30年度
実施内容

○活動中のクラブに対する情報提供の
実施
○新規創設を検討するクラブに対する
助言・情報提供

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

総合型地域スポーツクラブ創
設地区数

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
市民の誰もが、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。

計画額（千円） 実績額（千円）30 19

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 総合型地域スポーツクラブ支援事業 担当部局・課
教育総務部

生涯学習スポーツ課

総合型地域スポーツクラブ創
設地区数

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

各クラブにより、自主的な情報提供に努められている。

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

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

２クラブが活動中である。



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.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 520000 448154

2 コマ 450 423.2

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

平成30年度
計画内容

○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
に基づく施設の開放及び体育館施設
使用料の徴収

平成30年度
実施内容

○市内小学校28校及び中学校15校に
おいて、八尾市学校体育施設開放条
例等に基づく体育施設開放を実施し、
体育館施設使用料を徴収

平成30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【現状】

学校体育施設開放利用者数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
市民のスポーツ活動の推進を図るため、学校教育に支障のない範囲で市民との協働により小中
学校の体育施設を開放する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
各小中学校の学校体育施設開放運営委員会への委託による、自主管理、自主運営、住民の自主
的なスポーツ・レクリエーション活動の促進及び、地域コミュニティーの活性化。

計画額（千円） 実績額（千円）4,419 4,321

D.市民の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
教育総務部

生涯学習スポーツ課

学校体育施設開放利用者数

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

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

各校の開放運営委員会において自主的に情報提供に努めている。

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

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、各校の開
放運営委員会に事業委託していることから、事業の実施は妥当な
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

昨年度より実績値の伸びがあり、指標の目標に近いところまでの実
績を残した。



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 人 21000 19548

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

平成30年度
計画内容

○八尾市民体育大会の実施
○各種スポーツ大会の実施
○大阪府総合体育大会への派遣
○市民体力テストの実施
○NHKラジオ体操番組の誘致

平成30年度
実施内容

○八尾市民体育大会の実施
○各種スポーツ大会の実施
○大阪府総合体育大会への派遣
○市民体力テストの実施
○夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操
会の実施

平成30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【現状】

参加者数

活　動　指　標

指標 単位

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｡

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
各種大会等の効率的な運営を通じて、市民のスポーツ振興を図る。
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。

計画額（千円） 実績額（千円）12,114 10,848

D.市民の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 社会体育振興事業 担当部局・課
教育総務部

生涯学習スポーツ課

参加者数

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。

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

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

台風による複数日開催の大会の中止があったため、やや参加者が
減少したが、実質的な逓減率は高く、有効な実績をあげている。



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 48000 38705

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30年度
計画内容

○地区市民スポーツ祭の実施（28地
区）

平成30年度
実施内容

○28地区において、市民スポーツ祭を
開催

平成30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【現状】

地区市民スポーツ祭への参加
者数

活　動　指　標

指標 単位

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、各地区においてスポーツの祭典を開催する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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。

計画額（千円） 実績額（千円）5,772 5,647

D.市民の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 地区市民スポーツ祭 担当部局・課
教育総務部

生涯学習スポーツ課

地区市民スポーツ祭への参加
者数

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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、地域の再編、組識化に寄与し、コ
ミュニティーが活性化するものと考える。

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

市民の体力向上と、世代間の相互理解・地域の連帯を育むために
実施されており、事業の実施は妥当なもの考える。

・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

参加者数が昨年度より増加傾向にあり、有効な事業であると考え
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 ％ 55 57.3

2 人 2000 2324

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

平成30年度
計画内容

○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30年度
実施内容

○一般スポーツ教室（８種目）、障害者
スポーツ教室を実施

平成30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【現状】

受講定員の充足率 （受講希望者／定員）×１００

活　動　指　標

指標 単位

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｡

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,863 1,782

D.市民の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
教育総務部

生涯学習スポーツ課

受講定員の充足率 （受講希望者／定員）×１００

スポーツ教室参加者数（延べ）

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。

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

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。

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



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 13 16

2 回 3 3

3 回 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

A

総合
評価 A

平成30年度
計画内容

○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事務及び事
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30年度
実施内容

○八尾市スポーツ推進委員の活動に
関する事務局事務の実施
○八尾市体育連盟事務局事務及び事
業委託事務の実施
○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の実施

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

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

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民又は社会体育団体、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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,824 1,720

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
教育総務部

生涯学習スポーツ課

スポーツ推進委員活動におけ
る会議開催数

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

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

各団体の事務局事務を担うことについて、一定の有効性があるもの
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

各団体の事務局事務を担うに当たり、市民と協働して取り組めたも
のと考える。

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

各団体の事務局事務を担うことにより、市民ニーズを把握し、事業
の実施は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

各団体の事務局事務を担うことについて、一定の有効性があるもの
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 人 350000 378010

2 人 35000 35202

3 人 120000 72141

4 人 160000 150714

5 人 40000 33381

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

平成30年度
計画内容

○施設管理運営業務
○施設維持補修業務
○福万寺２期暫定利用
○指定管理者選定業務

平成30年度
実施内容

○施設管理運営業務の実施
○施設維持補修業務の実施
○福万寺２期暫定利用の実施
○指定管理者選定業務の実施

平成30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【現状】

総合体育館利用者数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 スポーツ施設の管理運営を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
施設の整備・充実を図ること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。

計画額（千円） 実績額（千円）243,452 261,340

D.市民の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
教育総務部

生涯学習スポーツ課

志紀テニス場・小阪合テニス場
利用者数

総合体育館利用者数

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

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

委託料については、予算編成及び執行段階において精査している。
管理運営の大部分を委託しており、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

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

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

社会体育施設として、スポーツ活動の場の提供を行い、市民ニーズ
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

屋外施設の利用実績値については、台風や大雨等の悪天候により
減少したが、市民ニーズは高く、有効な事務事業と言える。

屋内プール利用者数



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 8 7

2 ％ 99 94.6

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

産業振興方策の検討や施策推進には、商工業者、市民の参画が必
要であり、必要性は非常に高い。

・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

商工業者、市民の参画のもとに産業振興施策が議論され、また、検
討部会により現場のニーズに合った有効的な施策が推進された。

・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

従前からの会議の運営について改善を毎年、毎回、図っているため
コスト及び効率性についても高い。

・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

本会議は、基本条例の理念である「地域産業の栄えるまちづくり」を
進める上で必要不可欠の会議である。

評価の観点 評価内容

産業政策アドバイザーやコー
ディネーターからの助言・指導
を受けたテーマ数

産業政策アドバイザーやコーディネーターからの助
言・指導回数

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

計画額（千円） 実績額（千円）2,243 1,358

D.市民の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 産業政策検討事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 事業者、市民

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。

○

平成30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【現状】

産業政策アドバイザーやコー
ディネーターからの助言・指導
を受けたテーマ数

産業政策アドバイザーやコーディネーターからの助
言・指導回数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○産業振興会議の実施
〇産業振興会議による産業振興方策
の検討
〇産業政策アドバイザーからの意見
聴取

平成30年度
実施内容

○産業振興会議本体会議を３回、検
討部会を３回実施し、議論・意見集約
を実施
○議論を基に産業振興施策を検討
○産業政策アドバイザーを７回招へい
し、市内企業のデザイン活用に関する
事業のアドバイス、意見を聴取



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 千円 774000 373000

2 件 100 84

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

金融機関の貸し渋りにより資金繰りに困っている事業者にとって、
市制度融資へのニーズは高い。

・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

景気回復のため、目標数値を達成できていない。

・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

窓口業務の効率化を図ることで直接、市への申込件数が少なく
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

ポータルサイトを含め、事業周知に向け、積極的に広報活動を行っ
た。

評価の観点 評価内容

融資決定額

融資決定件数 八尾市小規模企業融資の融資決定件数。

計画額（千円） 実績額（千円）249,593 251,504

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融資の斡旋を行うとともに、各種融資制度の活
用について相談及び市町村認定業務を行う。
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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内小規模企業者

事業の目的
市内小規模企業者が必要とする事業資金を、国・府制度を活用し各種融資制度をあっ旋することに
より、市内小規模企業者を支援し、経営力・成長力の向上を図ることを目的とする。

平成30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【現状】

融資決定額

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市内小規模企業者を中心に事業資
金融資に関する相談・融資あっ旋
○市内小規模企業者に対して低利な
融資を提供するため指定金融機関に
預託

平成30年度
実施内容

○84件、373,000,000円の融資を実行
○6,944,892円の信用保証料補給金を
交付



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 件 40 26

2 件 5 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

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

平成30年度実績は指標の約2/3半分となっている。中小企業に補
助金を活用してもらうために、積極的にＰＲ等する必要がある。

・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

多くの企業に活用してもらうために、補助金上限額を1企業1年あた
り100千円としているが。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基づき、
市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・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。
産業振興課の各種イベントでも積極的にＰＲするべきと考える。ま
た、産業振興の視点で事業実施している。

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）
平成29年度より人材育成については産業人材育成事
業へ移行するため、目標値を40に修正（平成27年度
の実績31のうち2/3の10が人材育成であったため、目
標値も2/3する。）

中小企業向け環境マネジメント
システム分の補助件数

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

計画額（千円） 実績額（千円）3,000 1,658

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 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
市内中小企業者等が、技術革新等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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内で同一事業を一年以上おこなっている中小企業者及び中小企業団体

事業の目的
市内中小企業者等の新製品・技術開発や新分野進出等技術革新を支援し、事業者の競争力を高
めて市内中小企業者等の技術の高度化を図る。

平成30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【現状】

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）
平成29年度より人材育成については産業人材育成事
業へ移行するため、目標値を40に修正（平成27年度
の実績31のうち2/3の10が人材育成であったため、目
標値も2/3する。）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市内中小企業者等に対する技術革
新のための費用助成

平成30年度
実施内容

○市内中小企業者等に対する技術革
新のための費用助成
○市内中小企業者等に対するみせる
ばやお常設展示のための費用助成



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 人 25 171

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

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

従前より官民協働により創業者を支援する体制を構築しており、そ
れぞれの支援機関の強みを生かした創業支援を実施している。

・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

各支援機関との連携のもと、目標値も大きく上回り、前年度比でも
増加しているため必要ない。

・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

各機関との連携や国補助金の獲得、メルマガ、ポータルサイトなど
情報伝達ツールを
活用することにより、コストをかけずに運用している。

・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

金融機関と創業に関する啓発事業を展開することにより、地域で起
業が文化となるように努めている。
また地域商店にも広報依頼をすることにより、事業周知に積極的に
取り組んでいる。

評価の観点 評価内容

創業支援対象者のうち創業者
数

創業支援計画にある創業支援を受けた人の内の創
業者数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

D.市民の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 創業支援事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
八尾商工会議所、大阪シティ信用金庫、日本政策金融公庫東大阪支店、近畿大阪銀行などの支
援機関との体制強化をはかり、創業予定者に必要となる支援や情報等を提供する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 事業者、市民

事業の目的
事業所数の減少のなか、支援体制を強化し広範囲の支援を行うことで、産業集積の維持による地
域経済が活性化され、雇用や税収の減少に歯止めをかける。

平成30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【現状】 E.
行政の責任と主体性によって、独自に

行う領域【現状】

創業支援対象者のうち創業者
数

創業支援計画にある創業支援を受けた人の内の創
業者数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

〇創業支援体制の充実
〇支援機関との事業連携の促進

平成30年度
実施内容

○支援対象者449名、創業者171名
○創業支援機関ネットワーク会議を年
２回実施し、連携事業について検討・
実施



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 人 20 148

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

事業者の減少が深刻化していく中、事業活動の持続可能とするた
めには、市内企業の高付加価値を促進する本取り組みは必要であ
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

広義の意味でのデザイン活用や高付加価値化は市内企業にとって
も、関心度は高く、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

全国的にも著名なデザイナーやバイヤーなどの講師を招へいし、
経験に基づいたより実践的な手法や先進事例の学びにつなげた。

・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

公開講座を実施することで受講生以外の経営者や市のセミナーや
制度への利用促進を図った。

評価の観点 評価内容

ワークショップセミナー参加者
数

デザイン活用セミナー及び次世代経営者や幹部候補
を対象にしたワークショップセミナーに参加した人数

計画額（千円） 実績額（千円）57,381 50,936

D.市民の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 産業人材戦略推進事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
地域経済活性化の担い手を育成するため、次世代経営者や次期幹部候補者の育成支援とともに、
業種を超えた地域ネットワーク化に向けた支援を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 事業者

事業の目的
地域経済社会の構成員である次世代経営者や次期幹部候補者である商工業者の育成支援事業を
実施することによって、事業所数減少率を緩やかにし、産業集積の維持につながる。

○

平成30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【現状】

ワークショップセミナー参加者
数

デザイン活用セミナー及び次世代経営者や幹部候補
を対象にしたワークショップセミナーに参加した人数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

〇地域経済活性化の担い手を育成す
るためのワークショップセミナーの実施
〇市内企業の交流会の実施
〇成果報告の実施
〇オープンイノベーション推進拠点事
業の実施

平成30年度
実施内容

○デザイン活用に関するセミナー、
ワークショップを全４回実施
○認定企業7社に対して、ブラッシュ
アップMTGを３回行い、ピッチ＆マッチ
ングイベントを開催
○集客とブランディングに向け、みせる
ばやおのコンテンツ拡充を実施
○市内中小企業のAI・IoT活用を促進
する取り組みを実施



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 件 25 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

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

市は実態の把握に努めるとともに、今後は大阪府事業承継ネット
ワークなどでの案件共有など、各支援機関との連携を深めていく必
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

事業承継に関する関心ごとは多いものの、市だけでは解決できな
い案件が多いため、より関係機関との情報交換、引き継ぎに努める
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

個別相談は一括して商工会議所に引き継ぐ形で実施している。

・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

センシティブな情報が多いため、あまり情報公開に適さない。

評価の観点 評価内容

事業承継ワークショップセミ
ナー参加・相談対応件数

事業承継に関するセミナー参加や相談対応した件数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

D.市民の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 事業承継支援事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
中小企業の円滑な事業承継をするために、八尾商工会議所などの支援機関の体制強化をはかり、
必要となる支援や情報等を提供する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 事業者

事業の目的
事業所数の減少のなか、事業承継の支援体制を強化することで、産業集積の維持による地域経済
が活性化され、雇用や税収の減少に歯止めをかける。

平成30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【現状】

事業承継ワークショップセミ
ナー参加・相談対応件数

事業承継に関するセミナー参加や相談対応した件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○ワークショップ開催
○事例紹介

平成30年度
実施内容

○事業承継ネットワークに参画すると
ともに、商工会議所でセミナー・ワーク
ショップを実施
○個別事案に係る事業承継引き継ぎ
センターや大阪府の事業承継相談窓
口へのつなぎ



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 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

市の中小企業振興施策を補うものであり、今後も中小企業者と幅
広いネットワークを持つ商工会議所と市が連携して、施策推進して
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

補助金を活用した事業について、業務改善のため、実施内容をより
詳細に精査する必要はある。

・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

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。

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

産業振興施策である。

評価の観点 評価内容

予算額に対する執行額の割合 （予算額／執行額）

計画額（千円） 実績額（千円）5,834 5,834

D.市民の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 中小企業振興対策補助事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

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者に対する窓口・巡
回等による経営相談・経営指導、情報化促進事業及び商業団体が取り組むまちの安心安全事業
への支援に要する経費の一部を助成する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾商工会議所

事業の目的
八尾商工会議所が行う商工業振興事業に要する費用の一部を補助することにより、会議所の健全
な発展を図り、市内の商工業の振興に寄与することを目的とする。

平成30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【現状】

予算額に対する執行額の割合 （予算額／執行額）

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○商工会議所への補助金の交付によ
り、中小商工業者支援事業、９事業（24
項目）について間接的に補助



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 件 30000 58356

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

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

市内事業者をはじめ、広く市民一般に八尾市の産業振興施策を周
知し、それに対する市民の理解と関心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

国の事業をタイムリーに発信することにより、普段関心の薄い層を
含む、より多くの市民に市内の産業に関する情報を周知することが
できた。また開催後のレポート記事を挙げることによりアクセス数を
伸ばす取り組みを行った。

・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

他係の管理していたホームページを含め、見直し済。

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

市民に広く市内の産業情報を周知することで、市内の産業に対す
る理解と関心が高まり、産業を軸としたまちづくりの発展につなが
る。

評価の観点 評価内容

「やお産業情報ポータル」年間
アクセス件数

「やお産業情報ポータル」年間アクセス件数

計画額（千円） 実績額（千円）328 285

D.市民の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 産業情報発信事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、事業者

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を行う。
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。

平成30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【現状】

「やお産業情報ポータル」年間
アクセス件数

「やお産業情報ポータル」年間アクセス件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○計画通りに配布を行うとともに、イベ
ントにて積極的に情報発信
○中小企業地域経済振興功績者12社
の顕彰を行うとともに、産業なびにて発
信



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 19.875

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

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

『景気動向調査結果報告書』のサンプルとなるアンケートの回収率
は低下の傾向にあり、現在、より有効な回収方法について検討中で
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

前年度より印刷費等を節減したが、より効率的な手法を検討してい
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

産業振興の視点による事業である。

評価の観点 評価内容

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）

計画額（千円） 実績額（千円）804 793

D.市民の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 地域経済動向調査事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内の中小企業者

事業の目的
定期的に地域経済の動向を調査することにより現状を把握し、市内産業の振興発展に資すること
を目的とする。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市と八尾商工会議所の連携による、
四半期ごとの業種別・就業者別の八尾
市景気動向調査の実施

平成30年度
実施内容

○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



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 10 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

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

市内の工場集積の維持・促進のためには非常に高価的な事業で
ある。
固定資産税・都市計画税の納付をベースに奨励金額を算出してい
るため、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

目標は未達だが、一定の効果があったと考える。

・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

他市の類似制度と比較しても、本市の制度内容は妥当と言える。

・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

パンフレットや市ホームページ等を活用し幅広くPRしている。工場
集積の維持促進は雇用の観点からも重要と考える。

評価の観点 評価内容

立地制度活用による工場立地
件数

工場立地制度活用による奨励金指定件数（毎年度）

計画額（千円） 実績額（千円）39,282 32,463

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 工場立地促進事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

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、製造業の八尾市内への流入の促進及び八尾市外
への流出防止を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 製造業者

事業の目的
製造業の八尾市外から八尾市内への流入の促進及び八尾市から八尾市外への流出防止を図る。
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。

○

平成30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【現状】

立地制度活用による工場立地
件数

工場立地制度活用による奨励金指定件数（毎年度）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○ものづくり集積促進奨励金制度の効
果的な運用

平成30年度
実施内容

○ものづくり集積促進奨励金制度の効
果的な運用
○工場流出・流入情報の収集



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 人 105 310

評価

妥当性 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

現在の中小企業において、人材育成は非常に大きな課題となって
おり、それらを支援するため、従業員だけでなく将来のものづくり人
材の育成に関する取り組みを実施している。

・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

目標は達成したが、前年を下回っているため、今後も関係機関との
連携を強化し、実績を積み上げていきたい。

・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

公的機関等の積極的な活用や民間企業との効果的な連携により、
コスト削減しながら効果の高いセミナーを実施した。

・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

市内の異業種交流グループや教育機関と連携をしながら。子どもた
ちのものづくりに対する関心を高める機会を創出した。

評価の観点 評価内容

セミナー参加者数 人材育成セミナーに参加した人数

計画額（千円） 実績額（千円）529 126

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 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

事業概要

中小企業の経営者に対して、人材育成にかかる情報提供、公的支援制度の紹介を行うとともに、
企業向けセミナーの実施を中心として、企業、大学、支援機関等が集まる機会を定期的に設け、産
学連携及び異業種間交流の促進に取り組み、技術・経営の高度化を図るための人材を育成する。
また、中小企業の人材育成やものづくりに対する関心を抱いてもらうため、子どもたちと事業者との
交流を行う。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

セミナー参加者数 人材育成セミナーに参加した人数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
○市内中小企業の工場見学の取り組
みを進めることにより、ものづくり企業
における人材育成及び未来のものづく
り人材を育成

平成30年度
実施内容

○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
○市内中小企業の工場見学の取り組
みを進めることにより、ものづくり企業
における人材育成及び未来のものづく
り人材を育成



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 1320 1526

2 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

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。

評価の観点 評価内容

相談等対応件数

相談等対応件数
H32年めざす値1,320＝（4～6月）140件×3ヶ月　＋（7
～3月）100件×9ヶ月
（H27年8月後期基本計画の成果指標の根拠確認に
て）

インキュベーション施設の使用
者数

計画額（千円） 実績額（千円）37,986 37,745

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
ことに加えて医療介護機器分野への参入を支援し、医療介護機器分野関連企業との交流機会の
創出を図るとともにマッチング支援に取り組む。また、インキュベーション施設を起業予定者や新分
野展開をめざす事業者等に貸し出すことで創業支援を行う。

重点取り組み 地域別計画

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。医療・介護機器分野への参入支援を通じて、市内企業の取引拡大を図る。
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。

平成30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【現状】

相談等対応件数

相談等対応件数
H32年めざす値1,320＝（4～6月）140件×3ヶ月　＋（7
～3月）100件×9ヶ月
（H27年8月後期基本計画の成果指標の根拠確認に
て）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○中小企業サポートセンターで各種事
業の実施
・中小企業の研究・技術開発、製品開
発、情報化に係る相談対応
・技術相談・技術課題解決のための専
門機関へのコーディネート
・医療機器・介護機器分野に対する参
入支援
・ニーズの発掘、展示会出展支援
・ニーズ・シーズマッチング支援
・国・大阪府等の公的支援施策・制度
の紹介と活用支援
・インキュベートルーム使用者への支
援

平成30年度
実施内容

○中小企業の研究・技術開発、製品開
発、情報課に係る相談対応
○国・大阪府等の公的支援施策・制度
の紹介と活用支援
○医療機器・介護機器分野に対する
参入支援
○インキュベーション使用者への支援
○創業支援



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 11800 15846

2 人 8000 7871

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

指標も増加傾向にある。このような展示会は継続することで一般に
認知されるものである。

・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

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共同
で事業を行っており、費用も分担している。

・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、ＦＭちゃお、ホームページ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。また、産業振
興の視点で事業実施している。

評価の観点 評価内容

ビジネスチャンス発掘フェアの
引合い件数

ビジネスチャンス発掘フェアの引合い件数（名刺交換
等を含む。）

ビジネスチャンス発掘フェアの
来場者数

ビジネスチャンス発掘フェアの来場者数

計画額（千円） 実績額（千円）7,406 7,406

D.市民の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

事業概要
八尾商工会議所との連携のもと、ビジネスチャンス発掘フェアを開催する等、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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 中小企業者

事業の目的 市内製造業者等の新製品･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。

平成30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【現状】

ビジネスチャンス発掘フェアの
引合い件数

ビジネスチャンス発掘フェアの引合い件数（名刺交換
等を含む。）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○ビジネスチャンス発掘フェアを開催
し、広域的な販路拡大を支援

平成30年度
実施内容

○受注商談会、ビジネスマッチング博
を実施



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 460000 411188

2 ％ 90 83.3

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

「ものづくりのまち八尾」の高い技術力と産業集積地としての魅力を
インターネットを利用し広く発信することは、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

今年度の目標値にはわずかにおよばなかったものの、ものづくり
ネットへの登録企業件数は増加しており、今後のアクセス数増加も
見込むことが出来る。また、他府県からの受発注などの実績もあ
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

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。

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基づき、
市民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・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
ワークの構築に寄与している。

評価の観点 評価内容

「八尾ものづくりネット」年間ア
クセス件数

大規模展示会共同出展の成果
についての満足度

6月実施の機械要素技術展（東京）に共同出展した企
業に対するアンケート調査の結果から出展の成果に
ついて「あった」もしくは「今後あると思う」と答えた割
合

計画額（千円） 実績額（千円）5,502 5,255

D.市民の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出展や新商品等の開発支援を通じて「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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 製造業者

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。

○

平成30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【現状】

「八尾ものづくりネット」年間ア
クセス件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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

平成30年度
実施内容

○企業情報や製品等の情報発信
○市内企業間や他府県企業とのネット
ワーク形成
○アクセス件数向上に向けたウェブサ
イトの情報更新



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 人 18 21

2 団体 7 2

3 ％ 100 57.7

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

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

補助金であり、市の関与は妨げられない。

・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

補助金の交付を受け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

人員、予算に無駄はない。
補助金を利用して実施される活性化事業（イベント等）の多くは、補
助金の範囲内で行うことが困難であり、補助額も適正である。

・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

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

創業セミナー受講者数

創業セミナーの受講者数(平成28年度までは八尾あ
きんど起業塾入門編の受講者数、平成29年度以降
は八尾あきんど起業塾と創業連携事業者の創業セミ
ナー受講者数の合計）

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

執行率（予算額に対する交付
額の割合）

（交付額÷予算額）×１００
平成27年度から、地域商業活性化事業補助金、商業
共同施設設置補助金、商業共同施設運営費補助金
の３つの補助金の執行率の平均を指標とする。

計画額（千円） 実績額（千円）9,794 6,430

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。また、創業希望者の支援を行う。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

創業セミナー受講者数

創業セミナーの受講者数(平成28年度までは八尾あ
きんど起業塾入門編の受講者数、平成29年度以降
は八尾あきんど起業塾と創業連携事業者の創業セミ
ナー受講者数の合計）

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
組みに対する支援を実施
○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
○創業支援事業の実施

平成30年度
実施内容

○地域商業活性化アドバイザーの派
遣
○八尾市地域商業活性化事業補助金
の交付
○創業支援事業「あきんど起業塾」を
実施



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 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

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

産業振興方策の検討や施策推進には、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

商工業者、市民の参画の方法の検討が必要。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

従前からの会議を活用しているためコスト、効率性も高い。

・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

地域産業の振興のためには必要な事業。

評価の観点 評価内容

年間検討回数 当該年度に検討した回数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

D.市民の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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

年間検討回数 当該年度に検討した回数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○関係各課との連携により、商業施設
の立地誘導方策を検討

平成30年度
実施内容

○地区計画策定地区などにおける方
策検討等を実施



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 件 500000 363474

2 件 276 177

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

市内の商業者のデータベース化とその視覚に訴えかける形での公
開は、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その存在価値は大きい。

・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

アクセス数が減少傾向にあり、事業者、消費者にとってさらに魅力
のあるサイトと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

29年度に企画提案方式による委託先業者の選定を行い、コストの
削減とともに、コンテンツの充実にも努めている。

・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

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、お店が地域に根付いたまちづくりにつながる。

評価の観点 評価内容

八尾あきんどＯｎ-Ｄｏネット年
間アクセス件数

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。

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

計画額（千円） 実績額（千円）1,615 1,661

D.市民の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）

重点取り組み 地域別計画

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）、消費者

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。

平成30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【現状】

八尾あきんどＯｎ-Ｄｏネット年
間アクセス件数

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30年度
計画内容

○個店情報や地域密着情報の発信
○必要となるネットワーク化支援の取
り組みの推進

平成30年度
実施内容

○個店情報や地域密着情報の発信
○ネットワーク化支援の取り組みの推
進



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 店舗 505 333

2 店舗 65 37

3 事業所 740 894

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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

イベントを実施した商店街・市場などにおいて、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

商業団体・商工会議所からの事業経費と合わせ、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妥当な額であると考える。

・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

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

八尾市商店会連合会加盟店
舗数

八尾市商店会連合会加盟店舗数

八尾小売市場連合会加盟店
舗数

八尾小売市場連合会加盟店舗数

商業まつり参加事業所数 商業まつりの参加事業所数

計画額（千円） 実績額（千円）3,618 3,321

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

八尾市商店会連合会加盟店
舗数

八尾市商店会連合会加盟店舗数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
○八尾商工会議所と連携し、八尾商業
まつり(やお買い物まつり)等にかかる
費用の一部を負担

平成30年度
実施内容

○商業者、商業団体による地域貢献
活動の促進（あきんどまつり・市場まつ
り）
○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



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 5000 5717

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

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

目標どおりの実績が達成された。また、農業団体や農業者には寄
与しているが、市民生活には直接的に役立っていない。

・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

交付基準を設け、適切に執行している。

・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

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）3,100 2,458

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 特産物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
本市の特産農産物を生産する農業者団体を支援し、特産農産物のブランド化を推進する事業を行
う。
また、６次産業化に取り組む農業者を支援する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 農業者、農業団体

事業の目的
農産物のブランド化（他産地との選別）を推進するとともに、計画的組織的な生産体制の確立につ
なげる。

○

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○特産物ブランド化推進事業の実施
○八尾市特産物振興会議の開催等、
販路拡大に関する取り組み
○６次産業化に取り組む農業者への
支援

平成30年度
実施内容

○特産物ブランド化推進事業の実施
○八尾市特産物振興会議の開催等、
販路拡大に関する取り組み
○６次産業化に取り組む農業者への
支援



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 0 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

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

大阪府の「大阪版認定農業者支援事業」を活用し、農業者グループ
へ支援を実施する事業であり、本市の農業振興に資するものであ
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

意欲ある農業者グループへ支援を実施する事業であり、本市の農
業振興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

事業者、市、府がそれぞれ1/3を負担するものであり、受益者負担
割合は適正である。

・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

補助対象者が限られているため、あまり周知はしていない。

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

D.市民の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

事業概要
大阪府の「大阪版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。

重点取り組み 地域別計画

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

事業の目的 必要な機械・施設の整備支援を行うことにより、農業振興を図る。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30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・施設等の整備にかかる事
業費の助成（申請がある場合）

平成30年度
実施内容

○新鮮で安全な農産物の安定供給に
向けた機械・施設等の整備にかかる事
業費の助成



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 35 16

2 回 8 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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

八尾市農業啓発推進協議会を通じた各種農業啓発活動により、本
市の特色ある農産物をＰＲし、ブランド化に努めており、めざす暮ら
しの姿を実現するうえで、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事業に対しての役割分担も各種団体等で効果的に行っている。

・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

参加する市民の方々へはもちろん、市政だより等を活用し、積極的
に情報提供を行っている。

評価の観点 評価内容

産直便事業者を含む直売所数

啓発イベント開催回数
八尾の特産品であるえだまめ、八尾若ごぼう、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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,166 1,166

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 農業啓発事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

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高める。
また、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う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、府民

事業の目的 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、地産地消の意識を高める。

平成30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【現状】

産直便事業者を含む直売所数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○特産物ＰＲ活動
○農業体験の実施
○ＪＡ主催のイベント開催支援
○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り組む
農業者組織に対する支援
○検討結果に基づく地産地消の取り組
み

平成30年度
実施内容

○特産物PR活動
○農業体験の実施
○JA主催のイベント開催支援
○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り組む
農業者組織に対する支援
○検討結果に基づく地産地消の取り組
み



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 710 522

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

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

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。

評価の観点 評価内容

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（大阪
府北部農業共済組合に確認）
・H27実績：水稲共済663戸、園芸施設共済43戸
・H30実績：水稲共済503戸、園芸施設共済19戸

計画額（千円） 実績額（千円）3,140 3,140

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

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 指定する農業団体

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。

平成30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【現状】

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（大阪
府北部農業共済組合に確認）
・H27実績：水稲共済663戸、園芸施設共済43戸
・H30実績：水稲共済503戸、園芸施設共済19戸

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○大阪府農業共済組合の運営経費の
一部負担

平成30年度
実施内容

○大阪府農業共済組合の運営経費の
一部負担



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 35 33

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

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

意欲ある農業者を認定することができず、目標値に届かなかった。

・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

必要最低限のコストで実施している。

・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

人・農地プランの公表により、八尾市の今後の農業の方向性を周知
できた。

評価の観点 評価内容

認定農業者数

【特例市間比較指標】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。（認定新規就
農者も含む）

計画額（千円） 実績額（千円）4,516 5,807

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、認定農業者等への情報提供等を
行い、農家の経営改善を支援する。また、認定された新規就農者に資金等の支援を行う。

重点取り組み 地域別計画

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の確保・
育成を図る。

平成30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【現状】

認定農業者数

【特例市間比較指標】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。（認定新規就
農者も含む）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○経営改善計画の認定・相談
○青年等就農計画の認定・相談
○農業次世代人材投資資金の交付

平成30年度
実施内容

○経営改善計画の認定・相談
○青年等就農計画の認定・相談
○農業次世代人材投資資金の交付



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 ㎡ 1300000 534944

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

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

生産調整実施農業者のみへの情報提供に限定されている。

評価の観点 評価内容

産地づくり(転作）面積 交付金対象になった水田面積

計画額（千円） 実績額（千円）1,998 1,658

D.市民の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 経営所得安定対策事業 担当部局・課
経済環境部

産業政策課

事業概要
国の要綱に従い、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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 販売農家

事業の目的
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ともに、農家の経営安定に寄与し、食料自給
率の向上につなげる。

平成30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【現状】

産地づくり(転作）面積 交付金対象になった水田面積

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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・整理
○水田台帳の整理

平成30年度
実施内容

○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・整理
○水田台帳の整理



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 8 17

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

有休農地対策として、農地バンク制度は有効であり、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

有休農地対策として、農地バンク制度は有効である。

・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

必要最低限のコストで実施している。

・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

市政だより等で、農地バンク制度の周知を行っている。

評価の観点 評価内容

農地バンク制度登録数 農用地利用集積計画の作成件数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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
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農業委員会
と連携して実施する。

重点取り組み 地域別計画

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
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）が維持されることで、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
を目的とする。

平成30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【現状】

農地バンク制度登録数 農用地利用集積計画の作成件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○農地バンク制度の活用
平成30年度
実施内容

○農地バンク制度の実施



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 回 2 12

評価

妥当性 A

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

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

農道を整備することは農業振興及び地域の利便性向上に対する寄
与度がきわめて高いが、関連の見通しが立たない。

・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

農業振興地域の整備に関する法律に基づいたものであり、国及び
大阪府からの補助金がつかなくなっていることから、市単費で事業
を行うことは非常に効率性が悪い。

・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

開通の見通しが立たない状況では、市民との協働についても進め
ることはできない。

評価の観点 評価内容

現地確認の回数

第7期実施計画からこの指標を追加し、代表指標とす
る。
（事業凍結により、整備の進展は見込めないが、維持
補修業務は残るため、現地の状態を確認する回数を
指標とする。）

計画額（千円） 実績額（千円）431 415

D.市民の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 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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域の農業者

事業の目的 農業の振興と地域の利便性を向上させる。

平成30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【現状】

現地確認の回数

第7期実施計画からこの指標を追加し、代表指標とす
る。
（事業凍結により、整備の進展は見込めないが、維持
補修業務は残るため、現地の状態を確認する回数を
指標とする。）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○農道６号（仮称楽音寺中央農道）の
補修

平成30年度
実施内容

○農道６号（仮称楽音寺中央農道）の
補修



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 頭 90 52

2 頭 50 72

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

有害鳥獣であるイノブタの捕獲処分により、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

捕獲頭数は増加傾向にある。捕獲檻の設置数増や設置場所変更
等のの改善を行い、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

有害鳥獣被害対策協議会を設置し、市民と協働し対策を実施して
いる。

評価の観点 評価内容

イノシシの捕獲頭数 イノシシの捕獲頭数

アライグマの捕獲頭数 アライグマの捕獲頭数

計画額（千円） 実績額（千円）3,802 3,122

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、有
害鳥獣の捕獲等を行う。また、アライグマ等による被害防止のため、捕獲檻の貸し出し及び捕獲時
の引き取りを行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 農業被害を受けている市民、農業団体

事業の目的
有害鳥獣であるイノシシ・アライグマ等の捕獲処分により、農業被害の減少及び地域住民の生命と
財産の保全につなげる。

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○八尾市有害鳥獣被害対策協議会等
との連絡調整
○有害鳥獣捕獲の許可申請
○捕獲檻や罠の設置による捕獲処分
○農業団体が設置する被害防止施設
への補助

平成30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
○有害鳥獣捕獲の許可申請
○捕獲檻や罠の設置による捕獲処分



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 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

農作業の効率化、生産性の向上を図るため、事業実施は不可欠で
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

農業整備を実施することにより、農作業の効率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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

農道用地は沿道地権者の提供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に協議を行ってい
る。

評価の観点 評価内容

整備箇所数 農道整備を実施した箇所数

計画額（千円） 実績額（千円）23,500 20,014

D.市民の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 農道の整備 担当部局・課
都市整備部

土木建設課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 農業従事者

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。

○

平成30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【現状】

整備箇所数 農道整備を実施した箇所数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○大字楽音寺地内農道整備工事他



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 2 1

2 箇所 3 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

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

堤体が破堤した場合の影響を考慮し、防災機能の強化と農業用水
の安定した供給のため、事業実施は不可欠である。

・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

老朽化した財産区ため池の改修を行い災害を未然に防いでいる。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

農業用水の安定した供給と災害防止に加え、水辺空間の保全を
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

事業実施にあたっては、ため池管理者や水利組合等と十分に協議
を行っている。

評価の観点 評価内容

整備箇所数 ため池及び農業用排水路整備箇所数

実施箇所数
水防ため池のうち耐震性調査診断事業を実施した財
産区ため池数

計画額（千円） 実績額（千円）11,627 12,505

D.市民の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 ため池等灌漑施設整備事業 担当部局・課
都市整備部

土木建設課

事業概要
老朽化した財産区ため池の堤体改修と、農業用排水路の改修・整備を行う。また、大阪府水防計画
において、水防ため池に指定されたため池については、大阪府と連携し耐震性の調査・診断を行
う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 農業従事者、市民

事業の目的
財産区ため池と農業用排水路を改修することにより、農業用水の安定供給と地域の安全・安心の
向上を図る。さらに水防ため池については、耐震性の調査・診断を行い、地域の安全・安心の向上
を図る。

○

平成30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【現状】

整備箇所数 ため池及び農業用排水路整備箇所数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○財産区ため池の改修
○農業用排水路の整備
○下流への影響度が高いため池の耐
震性能診断

平成30年度
実施内容

○誕生惣池堤体整備工事
○ため池の耐震診断



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 92 66

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

市民にとって利便性の高い場所において、国と連携し職業紹介及
び就労相談を実施する重要な事業である。

・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

勤労者法律相談の相談件数は目標値に達していないが、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。

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

八尾市ワークサポートセンターは、地域職業相談室（国）と、中央地
域就労支援センター（市）の執務室が共有されており、非常に効率
的である。若年者を対象とした就職支援セミナーについて、大阪府
の若年者地域連携事業を活用することで、コスト削減につながっ
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

求人情報の提供や就労相談等、勤労者の安定した雇用環境を整
備するものであり、産業振興の一助となる。

評価の観点 評価内容

勤労者法律相談件数

平成２０年度実績　１１２件　年間５件増加を目標値と
する。
平成２９年度より実施回数を削減するため、目標値を
変更する。
年間２３回×１回あたり４枠＝９２件

計画額（千円） 実績額（千円）19,178 15,129

D.市民の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

労働支援課

事業概要

ワークサポートセンターを運営し、市民の就業機会を拡充する。また、各種制度やサービスの情報
提供を行い、労働環境の安定をめざすほか、就職支援セミナーを通して職業能力の向上を図る。ま
た、労働条件や職場のトラブルなど勤労に関して、弁護士や社会保険労務士による法律相談を実
施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 勤労市民および市内求職者

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
の拡充を図る。また、勤労市民の労働相談を実施することを通じて、職業生活の安定や勤労意識
の維持・高揚を図る。

○

平成30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【現状】

勤労者法律相談件数

平成２０年度実績　１１２件　年間５件増加を目標値と
する。
平成２９年度より実施回数を削減するため、目標値を
変更する。
年間２３回×１回あたり４枠＝９２件

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○ベビーシート付き多目的トイレの設
置
○八尾市ワークサポートセンターの運
営（国の地域職業相談室、市の中央地
域就労支援センター等）
○勤労者法律相談の実施
　毎月第２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
○若年者を対象とした就職支援セミ
ナーの開催

平成30年度
実施内容

○八尾市ワークサポートセンターの運
営（国の地域職業相談室、市の中央地
域就労支援センター等）
○ベビーシート付き多目的トイレの設
置
○勤労者法律相談の実施
　毎月第２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
　相談件数　66件
○若年者を対象とした就職支援セミ
ナーの開催



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 500 385

2 件 24 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

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

求職者へのきめ細かな就労支援や事業所の人材確保支援を目的
とした地域密着型の職業紹介事業であり、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

有効求人倍率の上昇にともない雇用環境が改善される中、紹介件
数は減少傾向にあるが、就職件数は指標を達成しており、事業と
して有効的であった。

・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

最小限の人員体制で専門性を備えた相談員による職業紹介を実
施しており、効率性は高く手法として最適である。

・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

職業安定法に規定される地方自治体が行う無料職業紹介事業で
あり、市直営で実施する必要がある。

評価の観点 評価内容

紹介件数

紹介件数（会社説明会・就職面接会において各事業
所のブースを訪問した参加者数＋個別職業紹介件数
（※H28～求人情報検索サイトによる紹介件数も含
む）
　H25年：月30件×8ヶ月(8月～3月)＝240件、H26年
以降：月30件×12ヶ月＝360件

就職件数
就職件数　H25年～H26年　月3件
　　　　　H27年～　月2件×12ヶ月=24件

計画額（千円） 実績額（千円）4,498 4,278

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 無料職業紹介事業 担当部局・課
経済環境部

労働支援課

事業概要

就労困難者や女性等を中心とした求職者に対し、無料職業紹介所で開拓した求人や、ハローワー
クから提供される求人情報等を活用して職業紹介を実施する。また、市内事業所の求人を開拓し
つつ、求人登録事業所の人材確保支援として適宜就職面接会等を開催するなど、求職者と事業所
のマッチングを行い、雇用の実現に努める。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 就労困難者等及び一般求職者、市内求人事業所等

事業の目的
市民にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、も
つて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。【職業安定法
第１条より】

平成30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【現状】

紹介件数

紹介件数（会社説明会・就職面接会において各事業
所のブースを訪問した参加者数＋個別職業紹介件数
（※H28～求人情報検索サイトによる紹介件数も含
む）
　H25年：月30件×8ヶ月(8月～3月)＝240件、H26年
以降：月30件×12ヶ月＝360件

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○職業紹介事業
○求人事業所開拓事業
○適宜就職面接会等を開催

平成30年度
実施内容

○職業紹介事業を実施
○求人事業所開拓事業を実施
○就職面接会等を年９回実施
○事業所向け人材確保等に関するセ
ミナーの開催



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 1650 2206

評価

妥当性 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

大阪府の有効求人倍率は改善を続けているが､複合的な課題を抱
えている就労困難者等の就労は厳しい現状にある。そのため市民
に一番身近な行政機関として、引き続き就労困難者等に対する支
援を行う必要性は高い。

・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

相談拠点の２カ所増設に合わせて計画値を増加させていたが、計
画値を上回る実績となっており、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

就労困難者が抱える就労阻害要因は多種多様であるため、事業の
柱である地域就労支援コーディネーターの個別相談は、手法として
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

事業を一部民間団体に委託しており、会議等もNPOを含む市民団
体の参加を得ながら事業に取り組んでいる。

評価の観点 評価内容

地域就労支援事業相談件数
Ｈ30年度から相談体制を４名から６名へ強化するた
め、1100／4×6＝1650に計画値を変更する。

計画額（千円） 実績額（千円）24,459 23,538

D.市民の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

労働支援課

事業概要
働く意欲がありながら、身体的機能・年齢・出身地など、さまざまな理由で就労が実現できない就労
困難者等を対象に、国や府等の関係機関や地域の団体と連携を図りながら、就労に向けた支援を
実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 就労困難者等

事業の目的
就労困難者等が就労を実現することで、経済的な自立を達成できるとともに、自己実現や社会参
加の手段にもなる。また、就労の実現により、将来的な税収増につながる。

○

平成30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【現状】

地域就労支援事業相談件数
Ｈ30年度から相談体制を４名から６名へ強化するた
め、1100／4×6＝1650に計画値を変更する。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○相談拠点を２ヶ所増設し（龍華コミュ
ニティセンター、志紀コミュニティセン
ター内）相談体制を強化した上で、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就労に向け
た支援を実施
○広域連携での企業啓発セミナー等
による雇用の創出
○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
事業の講座の実施
○無料職業紹介事業を活用し、就労
困難者等の就労実現に向けたマッチン
グの強化

平成30年度
実施内容

○相談拠点を２か所増設し（龍華、山
本）相談体制を強化した上で、就労の
支援を実施
○雇用創出のための広域連携による
企業啓発セミナー等の実施
○職業能力開発のための講座の実施
○無料職業紹介事業を活用した就労
困難者の就労実現に向けたマッチング
の強化



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 600 754

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

自立を希望しながら道筋が描けない就労困難者に支援を行う二次
的窓口として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

相談件数は伸びており、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

自立（日常生活自立、社会生活自立、経済的自立）を希望しながら
自立への道筋を描けない市民のセーフティネットとしての役割を
担っており、効率性だけでは判断できない部分もあるが、業務を委
託しており効率的な事業実施に努めた。

・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

訓練事業受け入れ事業所との連携を進めるなど市民の協力を得ら
れるよう取り組みを進めた。

評価の観点 評価内容

パーソナル・サポート事業相談
件数

総相談件数

計画額（千円） 実績額（千円）31,059 31,039

D.市民の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 八尾市パーソナル・サポート事業 担当部局・課
経済環境部

労働支援課

事業概要
既存の就労支援・相談施策では自立（日常生活自立、社会生活自立、経済的自立）を実現するこ
とができない就労から遠い距離にある就労困難者に対し、パーソナル・サポーターが寄り添い型支
援を実施することで、それぞれのレベルに応じた自立に導く。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 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
自立を希望しながら、その実現を阻害する様々な問題を抱える市民の中で、既存の相談事業では
自立が実現できない就労困難者等を対象に「寄り添い型支援」を実施することで、それぞれのレベ
ルに応じた自立をめざす。

平成30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【現状】

パーソナル・サポート事業相談
件数

総相談件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○パーソナル・サポーターによる寄り
添い型支援の実施
○社会的居場所事業（日本語学習室
含む）の実施
○支援付き職業訓練の実施
○生活困窮者自立支援法に基づく就
労準備支援事業の実施
○生活困窮者自立支援法に基づく就
労訓練事業の認定等

平成30年度
実施内容

○パーソナル・サポーターによる寄り
添い型支援の実施
○社会的居場所事業（日本語学習室
含む）の実施
○支援付き職業訓練の実施
○生活困窮者自立支援法に基づく就
労準備支援事業の実施
○生活困窮者自立支援法に基づく就
労訓練事業の認定等



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 182 134

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

企業の社会的責任が求められるなか、企業の社会的地位や魅力
の向上と共に市民が安心して働くために、企業内人権の啓発は不
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

市内企業の撤退や統廃合により会員数は減少しているが、他市よ
りは減少幅が小さく、当該事業及び八尾市企業人権協議会の役割
は大きく有効性は高い。

・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

八尾市企業人権協議会の運営については、会員事業所からの会
費収入と八尾商工会議所からの補助金により運営されており、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

市内事業所、八尾商工会議所及び市が連携しており、市民参画と
協働による取り組みとなっている。

評価の観点 評価内容

八尾市企業人権協議会に加入
する会員事業所数

毎年会員事業所の３増加をめざす。

計画額（千円） 実績額（千円）164 86

D.市民の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 事業所人権啓発事業 担当部局・課
経済環境部

労働支援課

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。また、労働行政に資する基礎資料とす
るため、労働関係調査を実施する。

重点取り組み 地域別計画

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
企業の運営に人権の視点を反映させることで差別のない職場作りをめざす。また、市内の労働環
境や労働者の意識等についての調査結果を、労働行政の基礎資料とし、各事業所の労働条件の
向上を促すことで、勤労市民の生活安定を図る。

平成30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【現状】

八尾市企業人権協議会に加入
する会員事業所数

毎年会員事業所の３増加をめざす。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市企業人権協議会事務局事務
○市内事業所に対する企業内人権の
啓発
○啓発誌「労働情報やお」発行

平成30年度
実施内容

○八尾市企業人権協議会事務局事務
○企業内人権啓発のためのセミナー
等の実施
○啓発誌「労働情報やお」発行



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 247 282

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

本市の大多数を占める中小企業と大企業の福利厚生面の格差是
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
があるなか会員事業所拡大に努めている。

・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

公益財団法人の活動支援の形で事業推進しており、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

公益財団法人による事業実施であり、協働の取り組みを進めてい
る。

評価の観点 評価内容

加入事業所数
Ｈ２０年度の実績値「２２０」を基準に、年間３事業所の
増加を目標とする。

計画額（千円） 実績額（千円）21,210 20,216

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 勤労者福祉共済事業 担当部局・課
経済環境部

労働支援課

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。

重点取り組み 地域別計画

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、勤労者の生活安定を図ることができる。さら
に、労働環境の改善により、市内中小企業の人材確保等に効果を発揮し、中小企業の振興につな
がる。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

加入事業所数
Ｈ２０年度の実績値「２２０」を基準に、年間３事業所の
増加を目標とする。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○会員組織の拡大に向けた加入促進
○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、貸与等の
各種サービスの提供

平成30年度
実施内容

○会員組織の拡大に向けた加入促進
○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、貸与等の
各種サービスの提供



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 12 17

2 件 36 42

評価

妥当性 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

女性の職業生活における活躍推進法の成立にあわせ事業実施し
ており、さまざまなライフステージにある女性の就職や再就職のた
めの支援は妥当である。

・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

指標を達成しており、事業としての有効性は高い。

・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

既存のパッケージ化されたシステムを利用して八尾市求人情報検
索サイト「八尾市おしごとナビ」を運営しており、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

さまざまなライフステージにある女性のほか、市内事業所、他の関
係行政機関など協働の事業である。女性の職業生活活躍推進イ
ベントを地域拠点で実施するなど地域型の取り組みにより地域分
権の推進に寄与した。

評価の観点 評価内容

就職件数

就職件数（求人情報検索サイト「八尾市おしごとナビ」
における個別職業紹介による就職件数）
※求人サイトH28.10開設
H28.10～H29.3就職件数5件÷6ヶ月=3.3…
月1件×12ヶ月＝36件（H28は月1件×6ヶ月＝6件）
※H29迄は、「啓発イベントの実施回数」「女性活躍推
進会議開催回数」を指標としていたが、会議終了によ
り指標変更。

紹介件数

紹介件数（求人情報検索サイト「八尾市おしごとナビ」
による個別職業紹介件数）
※求人サイトH28.10開設
H28.10～H29.3紹介件数20件÷6ヶ月=3.3…
月3件×12ヶ月＝36件（H28は月3件×6ヶ月＝18件）
※H29迄は、「啓発イベントの実施回数」「女性活躍推
進会議開催回数」を指標としていたが、会議終了によ
り指標変更。

計画額（千円） 実績額（千円）4,688 4,190

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 女性の職業生活における活躍推進事業 担当部局・課
経済環境部

労働支援課

事業概要
八尾市求人情報検索サイトの活用や、女性活躍推進員によるさまざまなライフステージにある女性
の就職や再就職のための支援を実施するとともに、市内事業所における女性の活躍推進に向け
た取り組みを支援する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民ならびに市内事業所等

事業の目的
自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されるよ
う、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。

平成30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【現状】

就職件数

就職件数（求人情報検索サイト「八尾市おしごとナビ」
における個別職業紹介による就職件数）
※求人サイトH28.10開設
H28.10～H29.3就職件数5件÷6ヶ月=3.3…
月1件×12ヶ月＝36件（H28は月1件×6ヶ月＝6件）
※H29迄は、「啓発イベントの実施回数」「女性活躍推
進会議開催回数」を指標としていたが、会議終了によ
り指標変更。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市求人情報検索サイトを活用し
た女性活躍推進員による就労実現へ
向けた支援

平成30年度
実施内容

○八尾市求人情報検索サイトを活用し
た女性活躍推進員による就労実現へ
向けた支援
○女性の職業生活活躍推進イベント
の開催
○ハローワーク布施との連携による
1dayマザーズコーナーの実施
○女性の『働き』応援リーフレットによ
る啓発



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 地区 2 2

2 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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、事務事業の実施は妥当であり、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

指標の目標どおりの実績が達成され、めざす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

事務事業の実施の手法は最適で、業務の執行体制も効率的であ
り、同種・同類の事務事業を行っていない。

・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

市民との協働の取り組みが進められ、地方分権に寄与し、情報公
開を進め、透明性を高められた。

評価の観点 評価内容

保留区域において、計画的な
土地利用を誘導した地区

保留区域において、まちづくり勉強会等が設立され、
計画的な土地利用の誘導を行った地区

都市計画総括図作成 都市計画総括図の作成回数

計画額（千円） 実績額（千円）5,580 2,392

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
都市整備部

都市政策課

事業概要

・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）、検討等を行う。
・平成26年に連携協定を締結した近畿大学建築学部そして地域と連携し、庁内連携を通じて地域
課題の解決を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、事業者

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。
・近畿大学との連携協定による学術的見地からの意見や実学を通した知見を得る事により、地域
特性に応じた課題解決と情報発信を行うことができる。

○ ○

平成30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【現状】

保留区域において、計画的な
土地利用を誘導した地区

保留区域において、まちづくり勉強会等が設立され、
計画的な土地利用の誘導を行った地区

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○地元地権者による勉強会等の運営
支援
○近畿大学建築学部との官学連携の
取組
○産業集積に係る都市計画手法の検
討

平成30年度
実施内容

○地元地権者による勉強会等の運営
支援の実施
○近畿大学建築学部との官学連携の
取り組みの実施
○産業集積に係る都市計画手法の検
討の実施及び活用



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 46 38

2 件 20 200

3 件 26 33

4 件 10 12

5 件 13 17

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

市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実績は妥当であった。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

指標の目標どおり、ほぼ実績が達成されており、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

事務事業の実施の手法は最適であり、業務の執行体制は効率的
で、同種・同類の事務事業は行っていない。

・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

市民との協働の取り組みを進めることができ、情報公開を進め、透
明性を高められた。

評価の観点 評価内容

公有地の拡大の推進に関する
法律の届出

公有地の拡大の推進に関する法律の届出数

都市計画法第53条の許可 都市計画法第53条の許可数

地区計画の届出 地区計画の届出数（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買取申出数

国土利用計画法の届出 国土利用計画法の届出数

計画額（千円） 実績額（千円）744 316

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
都市整備部

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事務を行う。
都市計画審議会に関する事務を行う。
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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 事業者・市民

事業の目的 都市の健全な発展と秩序のある整備を図る。

平成30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【現状】

都市計画法第53条の許可 都市計画法第53条の許可数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○法令に基づく手続事務を実施
平成30年度
実施内容

○法令に基づく手続事務を実施



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 ％ 90 82.31

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

土地所有者等の意向をふまえた土地区画整理事業に対する支援
である事から、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

組合の事業の進捗率も概ね達成されている事から、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

補助金の割合は適正であり効率的である。

・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

組合へ支援をする事により、地権者である市民との協働でのまちづ
くりが行えている。
また、地域拠点と連携して事業を進めている事から、地域分権の推
進に寄与している。

評価の観点 評価内容

曙川南土地区画整理事業にお
ける事業進捗率

曙川南土地区画整理事業における全体事業計画の
進捗率

計画額（千円） 実績額（千円）662,024 524,961

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 曙川南土地区画整理事業 担当部局・課
都市整備部

都市基盤整備課

事業概要
近鉄恩智駅及びＪＲ志紀駅周辺の外環状線沿道地域において、土地所有者等の意向をふまえつ
つ、良好な市街地の形成を推進するために、曙川南区画整理組合が実施する土地区画整理事業
に対する支援を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、事業者

事業の目的
土地の有効活用により、雇用創出や人口増加による地域の活性化を目指し、賑わいと魅力ある商
業業務、緑豊かな住宅等が立地する良好な市街地の形成を図る。

○

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

曙川南土地区画整理事業にお
ける事業進捗率

曙川南土地区画整理事業における全体事業計画の
進捗率

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○組合区画整理事業への補助金の交
付及び技術支援

平成30年度
実施内容

○組合区画整理事業への補助金の交
付及び技術支援



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 47

2 件 5 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

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

法に基づく許可等の事務であり、市の関与や役割分担を見直す必
要がない。

・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

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。

評価の観点 評価内容

都市計画法第29条許可件数 　

宅地造成工事許可件数

計画額（千円） 実績額（千円）777 231

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 都市計画法の開発許可等に係る事務 担当部局・課
建築部

審査指導課

事業概要

都市計画法の開発許可等の申請に対して許可（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を行う。
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を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 申請者市民等

事業の目的

都市計画法の開発許可等において、公共施設の整備等により、一定水準以上の都市環境の形成
を誘導するとともに、市街化調整区域においては、開発事業を規制することで、無秩序な市街化を
抑制する。
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。

平成30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【現状】

都市計画法第29条許可件数 　

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○都市計画法の開発許可等の申請の
審査、開発行為の許可（不許可）
○宅地造成工事に係る許可申請に対
する、宅地造成工事の許可（不許可）

平成30年度
実施内容

○都市計画法第29条に基づく開発許
可申請書類の審査及び工事完了後の
検査等



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.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 200 140

2 件 500 406

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

法令等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
ない。 社会情勢の変化等による対象建築物の検証が必要。

・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

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

係の人数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。

評価の観点 評価内容

要綱開発同意件数

小規模要綱協議申出書の処
理件数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 開発指導要綱に係る事務 担当部局・課
建築部

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等を行う。
・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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 申請者市民等

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。

平成30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【現状】

要綱開発同意件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○一定規模の宅地開発事業につい
て、その開発内容の審査、指導
○小規模要綱協議申出書の受付、審
査、協議先の指示等
○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

平成30年度
実施内容

○一定程度の宅地開発事業の開発審
査・指導・同意及び完了検査等



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.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 ％ 36.8 32

2 回 4 4

3 件 220 310

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

・重点地区指定を検討する上で、地域（久宝寺寺内町まちづくり推進
協議会）とセミナーを6回開催することで、ニーズの把握や妥当性を
把握した。

・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

・景観については建築部と連携し、届出を審査指導課で行うことによ
り、効率的な事務事業を行った。

・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

・重点地区指定を検討する上で、地域（久宝寺寺内町まちづくり推進
協議会）とセミナーを6回開催しその報告についてもセミナーニュー
スを地域約1,000世帯へ配布し情報共有を図った。

評価の観点 評価内容

適切な土地利用が図られ、暮
らしやすいまちになったと感じ
る市民の割合

適切な土地利用が図られ、暮らしやすいまちになった
と感じる市民の割合の増加をめざします。

先進事例の調査研究 先進都市との意見交換並びに視察

屋外広告物の許可 屋外広告物の許可

計画額（千円） 実績額（千円）3,041 2,005

D.市民の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
都市整備部

都市政策課

事業概要

地域の実情に対応した、よりきめ細やかな制度・規制を策定し、地域性を活かした景観行政を行う。
八尾市景観条例に基づき、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。
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、民間家屋等の修景について
の助言・指導を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内に存する建築物や工作物。一定規模以上の建築物及び工作物の建設。屋外広告物設置者。

事業の目的

地域性を活かした景観行政を行うことで、魅力ある都市景観を形成し、歴史的な景観を保全する。
八尾市景観条例に基づき、届出等に関する事務を行うことにより、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。

○

平成30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【現状】

適切な土地利用が図られ、暮
らしやすいまちになったと感じ
る市民の割合

適切な土地利用が図られ、暮らしやすいまちになった
と感じる市民の割合の増加をめざします。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○景観計画、景観条例等によるきめ細
やかで、地域性を活かした景観の取り
組み
○八尾市屋外広告物条例に基づく許
認可事務
○久宝寺寺内町まちなみ保全要綱に
基づく助言及び指導（景観計画におけ
る重点地区指定への検討）
○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

平成30年度
実施内容

○景観計画、景観条例等によるきめ細
やかで、地域性を活かした景観の取り
組み
○八尾市屋外広告物条例に基づく許
認可事務
○久宝寺寺内町まちなみ保全要綱に
基づく助言及び指導（景観計画におけ
る重点地区指定への検討）
○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



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 10 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

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

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

現時点では関係機関との調整が主であるため、経常的コストについ
ては必要最小限で実施している。

・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

国・大阪府・大阪市等関係機関との協議が主である現状では参画
度合いは低い。協議が進む際には地域への説明等を十分に行い
理解を得ながら進めていく必要がある。

評価の観点 評価内容

関係機関との協議回数

計画額（千円） 実績額（千円）64 0

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

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾空港周辺市民

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。

○

平成30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【現状】

関係機関との協議回数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○検討に基づき、都市機能の誘導手
法を確定

平成30年度
実施内容

○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実施



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 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

地域の防災性向上のため、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

災害に強いまちづくりの推進のため、地域の防災性向上は必要で
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

図面の作成等の資料作成については外部委託を行い、庁内的にも
関係各課と連携した事業進捗であり、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

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である。

評価の観点 評価内容

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

D.市民の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
都市整備部

都市基盤整備課

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。
・防災に関する情報や知識を得て効果的、効率的な災害に強いまちづくりを進める。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○防災に関する情報や知識の習得お
よび関係機関との調整等

平成30年度
実施内容

○（都）八尾富田林線の整備促進に関
する関係機関との協議、調整を実施



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 ｍ3／分 2.8 2.8

2 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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、鉄道事業者、地権者、商業者、地元住民な
どの協力が不可欠であり、継続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

市街地整備事業を進めていくには関係者間での連携が必要である
ため、協議や調整を継続的に行っている。

・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

市街地整備事業を進めていくためには、地域住民の意見を聞き、十
分精査したうえで反映させる必要がある。

評価の観点 評価内容

処理水供給量 竜華地区における処理水供給量

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。

計画額（千円） 実績額（千円）8,933 7,719

D.市民の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 市街地整備関連事業 担当部局・課
都市整備部

都市基盤整備課

事業概要

・都市核の機能強化を図るため、駅周辺整備に関する調査検討を行う。
・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および土地
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。
・竜華地区内施設（再生水利用、人工デッキなど）の維持管理。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市域全域

事業の目的 都市機能の利便性及び安全性の向上や賑わいの創出を図る。

平成30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【現状】

処理水供給量 竜華地区における処理水供給量

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○曙川南土地区画整理事業周辺部で
の交通安全対策等に関する地域及び
関係機関との協議、調整の実施



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 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

魅力ある市街地には必要

・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

曙川南土地区画整理事業を円滑に進めるのに有効である

・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

技術支援と許可事務を一連で行え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

土地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
開等での透明性は確保

評価の観点 評価内容

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 土地区画整理事業関係事務 担当部局・課
都市整備部

都市基盤整備課

事業概要 土地区画整理法に基づく手続き等を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 土地区画整理事業中の建築事業者・土地区画整理組合等

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。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○土地区画整理法に基づく組合施行
の法第76条の建築行為等の許可
○土地区画整理事業完了後の土地確
定図の閲覧等事務

平成30年度
実施内容

○土地区画整理法に基づく組合施行
の法第76条の建築行為等の許可
○土地区画整理事業完了後の土地確
定図の閲覧等事務



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 ％ 41.8 47.3

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

駅周辺の活性化や交通利便性の確保を図り、市民生活の利便性・
安全性の向上を促進するもので、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

市民生活の安全性、利便性の向上など都市機能の強化による市民
意識の向上において計画値を達成した。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

整備に向けた基本設計および詳細設計を実施し、効率的な業務執
行を行った。

・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

地域との協議を重ね、市民ニーズの高い安全性の向上等の取り組
みを進
めた。

評価の観点 評価内容

住んでいるまちが機能的だと
思う市民の割合

市民生活の利便性、安全性の向上など、都市機能の
強化による市民意識の向上度を指標としている

計画額（千円） 実績額（千円）21,186 19,773

D.市民の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 近鉄河内山本駅周辺整備事業 担当部局・課
都市整備部

都市基盤整備課

事業概要
地域生活拠点となる副次核であり、にぎわい創出につながるエリアである近鉄河内山本駅周辺の
安全性、利便性の向上、若い世代の定住意向を高めるため、踏切歩道部の拡幅や駅前広場、歩
行空間の整備など交通結節点機能等の強化を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 近鉄河内山本駅周辺地域

事業の目的
地域生活拠点となる副次核である近鉄河内山本駅周辺の交通結節点機能等の強化により、安全
性、利便性の向上や若い世代の定住意向、にぎわいの創出等、魅力あるまちづくりを進める。

○

平成30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【現状】

住んでいるまちが機能的だと
思う市民の割合

市民生活の利便性、安全性の向上など、都市機能の
強化による市民意識の向上度を指標としている

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○駅周辺整備にかかる関係機関協議
○駅周辺整備にかかる地域との協議
○駅前広場基本設計
○踏切歩行者たまり部詳細設計

平成30年度
実施内容

○駅周辺整備にかかる関係機関およ
び地域との協議
○駅前広場基本設計および踏切歩行
者たまり部詳細設計の実施



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 10 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

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

市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であった。市民の
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

指標については目標を大幅に超える実績が達成できた。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。

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

事務事業の実施の手法は最適であり、事業の実施体制も効率的
で、同種・同類の事務事業を行っていない。

・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

意思形成過程のため、市民参画はなかった。

評価の観点 評価内容

大阪市・国・大阪府との協議回
数

八尾空港西側跡地売却に向けての国（大阪航空局・
近畿財務局）、大阪市、大阪府等の関係機関との協
議などを行う回数。

計画額（千円） 実績額（千円）2,679 3,134

事務事業名 国有地等有効活用検討事業 担当部局・課
都市整備部

都市政策課

事業概要
・国有地である八尾空港西側跡地の土地活用方策及び都市基盤整備手法等について、大阪市と
の連携のもと、国（大阪航空局、近畿財務局）と協議、調整を行い、地下鉄八尾南駅前という立地
特性を活かした、新都市核にふさわしい魅力あるまちづくりを図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、事業者

事業の目的
・地下鉄八尾南駅前という立地特性を活かした、にぎわいや地域の活力と元気を引き出す「複合機
能都市拠点」の形成及び、都市計画マスタープランによる新都市核の実現。

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

大阪市・国・大阪府との協議回
数

八尾空港西側跡地売却に向けての国（大阪航空局・
近畿財務局）、大阪市、大阪府等の関係機関との協
議などを行う回数。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○国（大阪航空局・近畿財務局）、大阪
市等との協議、調整
○都市計画手法の検討

平成30年度
実施内容

○国（大阪航空局・近畿財務局）、大阪
市等との協議、調整の実施
○都市計画手法の検討の実施



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 ％ 90 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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

施設利用率 年間の施設利用率

計画額（千円） 実績額（千円）13,038 12,893

D.市民の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 まちなみセンター管理運営事務 担当部局・課
都市整備部

都市政策課

事業概要
久宝寺寺内町における歴史的遺産の継承に関することを行う。
久宝寺寺内町の周知及び啓発に関することを行う。
八尾市のまちづくりに関する情報の収集及び提供に関することを行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
久宝寺寺内町における歴史的遺産の継承及び八尾市のまちづくりについての地域活動の拠点と
する。

平成30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【現状】

施設利用率 年間の施設利用率

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○指定管理者による施設の管理運営
平成30年度
実施内容

○指定管理者による施設の管理運営



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 団体 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

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

現総合計画の基本理念の「市民主役の自律都市づくり」を目指した
支援啓発事業である。

・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

市民のまちづくり意識が高まることで、市民主体での動きが活発に
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

市民参加の中で行う事業であり、まちづくり意識の高揚には時間を
要するが、現段階では効率的に進められている。

・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

市政だより、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

街づくり推進団体数 支援している街づくり推進団体の数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 街づくり支援・啓発事業 担当部局・課
都市整備部

都市政策課

事業概要
都市基盤分野における地域主体の街づくりを促進し、住民主体の街づくり活動の支援及び啓発を
行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 街づくり活動を行う地域住民等

事業の目的 街づくり活動の支援及び啓発をすることににより、住民による街づくりを実現する。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

街づくり推進団体数 支援している街づくり推進団体の数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○街づくり活動支援制度要綱に基づく
地域活動び支援受け入れ体制の維持

平成30年度
実施内容

○街づくり活動支援手法の検討の実
施



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 ％ 55 55

2 km 43.78 43.78

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

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

都市における円滑な交通機能の確保と都市防災等の機能を備えた
都市計画道路の整備は市民ニーズと一致しており妥当である。

・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

道路のネットワーク化を図り安全性や利便性の確保を実現するた
めに整備率の実績をあげた事から、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

選択と集中により重点整備路線の事業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

地権者等へ事業の説明をしながら事業を進めた。

評価の観点 評価内容

都市計画道路整備率 整備率が増加している状況をめざします。

都市計画道路の整備済延長
都市計画道路は全体整備延長79.59kmの計画をめざ
します。

計画額（千円） 実績額（千円）113,821 107,327

D.市民の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 都市計画道路整備事業 担当部局・課
都市整備部

都市基盤整備課

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、選択と集
中により、重点的に整備を進める路線については整備実施に向けて関係法令に基づく手続きを進
める。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民・道路利用者

事業の目的
道路のネットワーク化を図り、交通結節点機能の向上や、交通渋滞の緩和や避難路及び延焼防
止帯の確保による防災性の向上、そして歩行者の安全性や利便性を確保する。

平成30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【現状】

都市計画道路整備率 整備率が増加している状況をめざします。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○用地等の取得（久宝寺線）
○文化財発掘調査（久宝寺線）
○用地測量等（JR八尾駅前線）
○用地管理業務（東大阪中央線）
○道路概略設計（八尾空港周辺）

平成30年度
実施内容

○用地等の取得（久宝寺線）
○用地測量等（JR八尾駅前線）
○用地管理業務（東大阪中央線）
○道路概略設計（（仮称）八尾空港線）



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 ％ 31.7 33

評価

妥当性 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

地権者の土地利用状況や民間開発との連携を図り、地区計画に基
づき整備工事や用地取得を行なえたので、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

無接道地の解消や、防災面・交通安全面の向上のため、沿道地権
者の協力を得ながら、地区計画に従い街区内道路整備を実施し、
有効な事務事業が行えた。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

街区内道路の整備を推進するため、上下水道など関係機関とスケ
ジュール調整をするなど、効率的に事業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

住工農が互いに近接する地域の特色を活かした住民主体の地区
計画に基づき、整備を進めることができた。

評価の観点 評価内容

街区内道路整備率
地区計画に位置づけた街区内道路全整備延長に対
し、毎年の道路整備延長を加算し整備率を算出する。

計画額（千円） 実績額（千円）55,925 50,944

D.市民の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 街区内道路整備事業 担当部局・課
都市整備部

都市基盤整備課

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街区内道路網を整備する。

重点取り組み 地域別計画

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・適正化が図られ、並びに防災上安
全なまちづくりが推進できる。

平成30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【現状】

街区内道路整備率
地区計画に位置づけた街区内道路全整備延長に対
し、毎年の道路整備延長を加算し整備率を算出する。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○測量委託業務
○用地買収事業
○道路整備工事

平成30年度
実施内容

○測量委託業務
○用地買収事業
○道路整備工事



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 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

国の機関や大阪府への要望活動であり、市の役割は妥当であっ
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

構成市町村で綿密な調整を行い、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

各市連携し、公式な要望を行った。

評価の観点 評価内容

要望回数 関係機関への要望回数

計画額（千円） 実績額（千円）78 94

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 都市計画道路の整備促進事業 担当部局・課
都市整備部

都市基盤整備課

事業概要 都市計画道路の整備促進について、関係機関に働きかけ、早期実現をめざす。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 関係機関

事業の目的 道路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。

平成30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【現状】

要望回数 関係機関への要望回数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○関係機関に対しての整備促進要望
○国に対しての国家予算確保に向け
ての要望活動

平成30年度
実施内容

○関係機関に対しての整備促進要望
の実施
○国に対しての国家予算確保に向け
ての要望活動の実施



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 ％ 71 52.4

2 箇所 35 20

3 橋 91 64

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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。

評価の観点 評価内容

橋梁長寿命化計画に基づく修
繕工事の実施率

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

修繕工事を実施した橋梁数
道路橋りょうの予防的な修繕、及び計画的な補強等を
実施するために策定した橋梁長寿命化修繕計画に基
づき修繕工事を実施した橋梁数

計画額（千円） 実績額（千円）158,540 164,944

D.市民の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 道路橋りょう新設改良事業 担当部局・課
都市整備部

土木建設課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市管理道路利用者

事業の目的
生活道路を通行する歩行者等の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。

○

平成30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【現状】

橋梁長寿命化計画に基づく修
繕工事の実施率

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○道路拡幅及び新設・改良工事を実
施
○橋梁長寿命化修繕計画に基づく修
繕工事を実施

平成30年度
実施内容

○市道竜華第131号線道路拡幅工事
他
○大正76号橋橋梁修繕工事　他



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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、木ノ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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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な協議を行い、理解
と協力を得た
うえで作業を進めている。

評価の観点 評価内容

関係機関との協議回数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

D.市民の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推進

事業
担当部局・課

都市整備部

土木建設課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

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。

平成30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【現状】

関係機関との協議回数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○関係機関との調整、地元協議等
平成30年度
実施内容

○関係機関との調整、地元協議等を
実施



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 ｍ 150 73.8

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

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

誰もが出歩きたくなるまちづくりを推進する上で、必要な事業であ
り、事業実施は必要である。

・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

平野川管理用通路において連続した散策道を整備し、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

河川管理者である大阪府と連携し事業を進めている。

・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

事業実施にあたっては、地域の協力を求めながら整備を行っている

評価の観点 評価内容

整備延長 平野川管理用通路を整備した延長

計画額（千円） 実績額（千円）8,000 1,525

D.市民の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 平野川管理用通路整備促進事業 担当部局・課
都市整備部

土木建設課

事業概要 大阪府と連携し平野川管理用通路を散策道としてカラー舗装や照明灯等を整備する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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推進する。

平成30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【現状】

整備延長 平野川管理用通路を整備した延長

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
○散策道整備工事の実施

平成30年度
実施内容

○平野川管理用通路舗装工事



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 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

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

八尾市屋外広告物条例に基づき事業実施を行った。

・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

クリーンアップロード作戦は天候により、計画値を達成できなかった
が、事業の実施は妥当であった。

・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

委託業務について見直し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

クリーンアップロード作戦において、概ね市民との協働の取り組みを
進めることができた。

評価の観点 評価内容

活動実施数 （実施回数／目標回数（ｘ回／年））×１００

計画額（千円） 実績額（千円）10,515 10,393

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
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

都市整備部

土木管理事務所

事業概要

八尾市不法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。また、近鉄八尾・ＪＲ志紀・Ｊ
Ｒ八尾・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い、景観の維持及び快
適な施設利用をめざす。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 道路の利用者及び駅前広場の利用者

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。

平成30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【現状】

活動実施数 （実施回数／目標回数（ｘ回／年））×１００

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○クリーンアップロード作戦
○八尾市屋外広告物条例に基づき、
不法広告物撤去業務（委託）
○放置自動車等撤去業務（委託）
○駅前広場等清掃業務（委託）



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 15 10

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

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

・要綱改正後の実施にあたって、特に問題なく実施できた

・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

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

・市政だよりに助成事業内容を掲載して、ＰＲを図った。

評価の観点 評価内容

助成相談受付件数

計画額（千円） 実績額（千円）4,862 3,129

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 私道舗装助成事業 担当部局・課
都市整備部

土木管理事務所

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 助成申請者（市民）

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。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

助成相談受付件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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」に基づく、私道舗装助成

平成30年度
実施内容

○私道舗装助成に関する要綱に基づ
き舗装助成



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 ㎡ 15700 16535.7

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

市民の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

目標値の達成葉は出来なかったが、市民のニーズなどに応じた事
業が出来た。

・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

効率的な維持管理の実施のため、幹線道路の路面性状調査を行っ
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

地域と管理施設の合同点検を実施し、損傷個所の補修を実施し
た。また、八尾市生活応援アプリ（やおっぷ）を活用し、市民から施
設の不具合個所について積極的な情報提供を求めている。

評価の観点 評価内容

補修面積

計画額（千円） 実績額（千円）106,437 106,904

D.市民の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 道路舗装整備事業 担当部局・課
都市整備部

土木管理事務所

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

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）

平成30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【現状】

補修面積

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○幹線道路（路面性状調査の実施）
○一般道路（透水性舗装を含む）

平成30年度
実施内容

○路面性状調査、市道大正第151号線
他
○市道八尾第215号線　他



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 千円 237697 243590.2

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

市民の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

市民のニーズなどに応じた事業を実施し目標を達成した。

・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

年間単価契約や年間管理業務の契約締結により、迅速、効率的な
維持管理を実施した。

・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

地域と管理施設の合同点検を実施し、損傷個所の補修を実施し
た。また、八尾市生活応援アプ リ（やおっぷ）を活用し、市民から施
設の不具合個所について積極的な情報提供を求めている。

評価の観点 評価内容

維持管理費

計画額（千円） 実績額（千円）237,697 233,159

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 道路橋りょう維持管理 担当部局・課
都市整備部

土木管理事務所

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。
また、地域とアドプトロードを締結するなど、環境美化活動も実施する。
維持管理基本方針に基づき、維持管理を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

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維持補修を行う。

平成30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【現状】

維持管理費

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○道路橋りょう維持管理
平成30年度
実施内容

○道路施設の維持補修工事を実施
○街路樹管理業務を実施
○大正53号橋橋梁修繕工事を実施



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 基 43 38

2 m 300 53.9

3 ％ 25.6 21.9

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

要望箇所については現地調査を行い、設置基準等に照らし合わせ
て総合的に判断し対応した。

・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

目標の達成は出来なかったが、市民のニーズなどに対応した事業
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

年間単価契約を締結し、迅速、効率的な事業展開を行った。

・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

要望箇所の地元調整など地域と連携して事業の実施に取り組め
た。

評価の観点 評価内容

交通安全施設設置数（道路反
射鏡＋道路照明灯）

交通安全施設設置数（防止
柵）

道路が安全に利用できると思
う市民の割合

生活道路に対する市民の満足度が高まっている状況
をめざします。

計画額（千円） 実績額（千円）16,000 15,934

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 交通安全施設等設置事業 担当部局・課
都市整備部

土木管理事務所

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

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。

○

平成30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【現状】

交通安全施設設置数（道路反
射鏡＋道路照明灯）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○道路反射鏡
○道路照明灯
○防止柵

平成30年度
実施内容

○道路照明灯設置：Ｎ＝2基
○道路反射鏡設置：Ｎ＝36基
○防護柵：Ｌ＝53.9ｍ



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 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

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

平成３０年度の維持作業車等更新計画に基づき維持作業車の更新
を行なえた。

・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

予算科目における区別から、同類の事務事業が存在している。

・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

入札により車両更新を行い、情報公開を行い透明性は確保でき
た。

評価の観点 評価内容

入替台数 ・経年及び法定車検毎に入替計画

計画額（千円） 実績額（千円）4,764 4,803

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 維持作業車等更新事業（道路） 担当部局・課
都市整備部

土木管理事務所

事業概要 維持作業車等の経過年数等による車両の更新を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 所管車両

事業の目的 維持作業車等の効率的な更新を図る。

平成30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【現状】

入替台数 ・経年及び法定車検毎に入替計画

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○車両入替１台
平成30年度
実施内容

○車両入替１台



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 ％ 83.3 85

評価

妥当性 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

高齢者や身体障がい者の方をはじめ、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

障害物の除去等による歩道拡幅や段差解消のほか、視覚障がい者
用ブロックの設置等により、誰もが安全安心に移動できる歩行空間
を整備することができた。

・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

特定旅客施設（市内７駅）の周辺地区について作成した道路特定事
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、効率的に事業計画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

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。

評価の観点 評価内容

特定道路（生活関連経路）にお
ける駅前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「地区構想」、及び「道路
特定事業計画」に基づく特定道路（生活関連経路）に
おけるバリアフリー化の整備率（％）。

計画額（千円） 実績額（千円）15,400 14,855

D.市民の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
都市整備部

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 身体障がい者・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。

平成30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【現状】

特定道路（生活関連経路）にお
ける駅前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「地区構想」、及び「道路
特定事業計画」に基づく特定道路（生活関連経路）に
おけるバリアフリー化の整備率（％）。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○道路特定事業計画に基づく歩道の
バリアフリー化事業を実施

平成30年度
実施内容

○市道八尾第401号線交通バリアフ
リー整備工事　他



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 ケ所 35 25

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

事前に関係機関との緊密な連携を図り、特に、通学路を中心とした
生活道路の事故防止対策に取組むことにより、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

「八尾市通学路交通安全プログラム」に基づく合同点検等により地
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。

評価の観点 評価内容

整備箇所数 交通安全施設等整備事業を実施した箇所数

計画額（千円） 実績額（千円）131,400 139,957

D.市民の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
都市整備部

土木建設課

事業概要 交通安全のための道路改良を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 身体障がい者・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。

○

平成30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【現状】

整備箇所数 交通安全施設等整備事業を実施した箇所数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○通学路を中心とした生活道路の安
全対策（路面ｶﾗｰ化等）を実施
○歩行空間の確保、歩道の段差解消
等、交通安全施設等の整備を実施

平成30年度
実施内容

○市道南高安第41号線交通安全施設
整備工事　他



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 400 595

評価

妥当性 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

占用申請に基づき許可事務を行うとともに占用料徴収に努めた

・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

市民生活において必要である

・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

占用システムにより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

透明性を高めている

評価の観点 評価内容

河川水路占用許可申請 河川水路占用の許認可申請件数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 河川水路占用許可等に関する事務 担当部局・課
都市整備部

土木管財課

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
関する計画調整（区間や時期等）を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 準用河川、法定外公共物占用者

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
する場合の占用許可及び施行承認並びに占用料を徴収する。

平成30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【現状】

河川水路占用許可申請 河川水路占用の許認可申請件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30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施行承認並びに
占用料の徴収

平成30年度
実施内容

○準用河川及び水路（法定外公共物）
への埋設物設置や宅地等への通行の
ための通路橋の設置等の占用許可受
付、許可事務の実施
○準用河川及び法定外公共物への占
用料徴収の実施



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 分 7.5 7.5

2 件 80 66

評価

妥当性 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

水路台帳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

水路台帳管理システムにより効率的に実施した

・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

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

窓口業務の迅速化
法定外公共物に関わる調査窓口対応時間

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

計画額（千円） 実績額（千円）44,039 43,917

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
都市整備部

土木管財課

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を行う。
システムによる水路台帳に関するデータの更新及び整備等を行う。
用途廃止（水路敷）に関する調査・調整等を行う。
水路敷の寄付・帰属・交換に関する処理を行う。
官民境界の確定を行う。

重点取り組み 地域別計画

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を行う。
システムによる事務処理の迅速化を図る。
用途廃止による歳入を確保することができる。
河川水路占用に関する基礎データの確保ができる。
河川水路に関する権原の確保ができる。

平成30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【現状】

窓口業務の迅速化
法定外公共物に関わる調査窓口対応時間

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○河川・水路台帳更新
平成30年度
実施内容

○河川・水路・公共下水道の工事実施
に伴う管理台帳の更新
○効率的な維持管理を進めるため河
川水路施設等のデータベース化の推
進



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 2000 2057

評価

妥当性 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

占用申請に基づき許可事務を行うとともに占用料徴収に努めた

・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

占用システムにより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

透明性を高めている

評価の観点 評価内容

道路占用許可申請 道路占用の許認可申請件数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 道路占用許可等に関する事務 担当部局・課
都市整備部

土木管財課

事業概要
Ⅰ．市道の占用許可及び施行承認と道路掘削許可　Ⅱ．ＪＲ久宝寺駅自由通路の占用・施行承認
許可　Ⅲ．道路に関する計画調整（区間や時期等）を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 道路占用者

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。

平成30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【現状】

道路占用許可申請 道路占用の許認可申請件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○占用に係る占用許可及び施行承認
並びに占用料の徴収

平成30年度
実施内容

○道路への埋設物や電柱設置等の占
用許可受付、許可事務の実施
○道路占用料徴収の実施



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 分 5 5

2 km 32.23 32403

3 ％ 78.4 78.5

4 ％ 95.8 95.9

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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

台帳管理システムにより効率的に実施した

・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

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

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。

街路樹延長【市道のみ】【特例
市間比較指標】

《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】【特例
市間比較指標】

《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

計画額（千円） 実績額（千円）31,392 29,661

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
都市整備部

土木管財課

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、データ入力等を行う。
国土交通省等に対する報告及び各種調べの作成を行う。
用途廃止（里道）に関する調査・整備等を行う。
道路敷等の寄付・帰属・交換に関する処理を行う。
市道認定業務を行う。
街区基準点の閲覧複写の交付・使用承認処理を行う。
復元・廃点に伴う国土地理院・土地水資源局への届出を行う。

重点取り組み 地域別計画

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を行う。
システムによる事務処理の迅速化を図る。
道路占用に関する基礎データの確保ができる。
道路に関する権原の確保ができる。
窓口閲覧用ＰＣによる市道認定内容の確認が容易にできる。
交付税算定基礎数値積み上げ処理の迅速化を図る。
台帳更新処理等における迅速化・効率化を図る。
基準点成果の迅速な窓口での閲覧・交付、使用承認の迅速化、成果の正確な更新をめざす。

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○道路台帳等更新
平成30年度
実施内容

○道路の認定・廃止等に伴う台帳の更
新
○効率的な維持管理を進めるため道
路施設等のデータベース化の推進



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 0.41 0.54

2 ㎡ 0.015 0.021

3 ％ 0.009 0.01

4 ㎡ 0.015 0.025

5 ％ 0.009 0.013

評価

妥当性 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

めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な実績を上げた。

・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

公園開設にあわせて、開園式（市政施行70周年記念事業）を共催
し、市民とともに公園を作り上げたことによって、公園への親しみや
愛着が生まれた。

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

公園整備面積 当該年度の都市公園の整備面積

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

計画額（千円） 実績額（千円）135,911 136,209

D.市民の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
都市整備部

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

○ ○

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○八尾合同宿舎跡地　整備工事
○ハイキング道　維持工事
〇市制施行70周年記念事業の実施

平成30年度
実施内容

○八尾合同宿舎跡地(曙川公園)整備
工事
○ハイキング道　維持工事
○市制施行70周年記念事業の実施
（曙川公園開園式共催）



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 0.9

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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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。

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

施設整備に向け、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等の計画が予定されている。

・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

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等の実施により、市民のニーズにあった公園整備計画の
策定ができる。
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

官報による告示を行った。
概ね取り組みを進められた。

評価の観点 評価内容

用地取得面積 未開設部の用地取得面積

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 久宝寺緑地整備促進 担当部局・課
都市整備部

みどり課

事業概要
久宝寺緑地の未開設区域（9.7ha）の早期実現化並びに大規模公園であるからこその特色ある施設
導入を大阪府に要請する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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。

平成30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【現状】

用地取得面積 未開設部の用地取得面積

活　動　指　標

指標 単位

平成30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）の取得の要請と大規模
公園ならではの施設設置の要望を実
施

平成30年度
実施内容

○新たに3.7haの事業認可
○公園開設に向け大阪府が公園用地
（0.9ha）の取得
○大規模公園ならではの施設設置の
要望を実施



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 ヶ所 1 0

2 ％ 1 0.5

3 ％ 1 0.9

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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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再整備を
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、有効な実績を上げた。

・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。

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

公園の施設改良において地域住民の意見を踏まえた改良計画を
作成し、愛着や親しみのもてる公園となるよう、市民と共に取り組み
を進められた。

評価の観点 評価内容

全面改修都市公園数
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

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

計画額（千円） 実績額（千円）101,943 101,362

D.市民の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
都市整備部

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

○

平成30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【現状】

全面改修都市公園数
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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○【施設整備】
遊戯施設改良　管理施設改良
○【その他施設整備】
　休養施設設置　遊戯施設設置　便益
施設設置　管理施設設置

平成30年度
実施内容

○【施設整備】
遊戯施設改良　管理施設改良
○【その他施設整備】
時計塔設置　サービス施設設置



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 公園 6 4

2 公園 248 287

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

市民ニーズに迅速に対応するため、直営業務による内製化に努め
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考
えられるため、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

アドプトパーク（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、公園維持管理を行った。

評価の観点 評価内容

愛護に関する覚書締結公園数

樹木剪定及び除草の実施公園
数

計画額（千円） 実績額（千円）138,320 150,819

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 公園・緑地等の管理（自主管理） 担当部局・課
都市整備部

土木管理事務所

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 公園利用者

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。

○

平成30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【現状】

愛護に関する覚書締結公園数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○地域住民による公園のアドプト活動
での管理の実施
○公園遊具施設等の点検・修理及び
日常の維持管理

平成30年度
実施内容

○アドプトパーク（公園愛護会）や地域
ボランティアにより管理
○公園遊具施設等の点検・修理及び
日常の維持管理を実施



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 公園 6 4

2 ％ 1.8 1.13

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

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アドプトパーク（公園愛護）の
覚書の締結を行い、市はその活動に必要な支援を行った。

・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

目標値には届かなかったが、新たに４公園においてアドプトパーク
（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

新たな団体とアドプトパーク（公園愛護）の覚書の締結を行うことに
より、公園の維持管理コストの削減ができた。

・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

市民の共有の財産である公園の日常管理を地域で行うことにより、
地域コミュニティの熟成を図るとともに、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。

評価の観点 評価内容

公園愛護の覚書締結公園数

市民団体等による公園管理率
【特例市間比較指標】

《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

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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
都市整備部

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（アドプト・パーク）の覚書を締結し実施す
る。

重点取り組み 地域別計画

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。

○

平成30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【現状】

公園愛護の覚書締結公園数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○公園愛護（アドプト・パーク）の覚書
の締結

平成30年度
実施内容

○新たに８件のアドプトパーク（公園愛
護）の覚書を締結



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 157 135

2 回 32 50

3 件 6 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

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
は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

計画値に届かなかった指標はあるものの、八尾市都市公園条例に
基づく申請に対する許可事務であり、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く申請に対する許可事務であり、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

公園内で開催する地域住民の行事やイベントについても八尾市都
市公園条例に基づいた公園使用許可等を行い、ふれあいの場を
提供している。

評価の観点 評価内容

公園使用許可申請数

公園占用許可数

公園敷明示受付数

計画額（千円） 実績額（千円）28,509 28,458

D.市民の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
都市整備部

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

公園使用許可申請数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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
○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30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
○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



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 本 1200 630

2 本 36000 41143

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

八尾市緑化条例に基づき、みどりの環境保全と緑化推進に努めて
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

目標値には届かなかった指標はあるが、樹木本数を増やすため、
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

八尾市緑化基金を活用し、公共施設や市民の所有地に対し、緑化
を推進するための助成等を行った。

・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

市民ボランティア団体等と協働で緑化啓発行事を行うとともに、行
事の参加者を増やすためホームページ等の媒体により広報を行
い、緑化推進の普及啓発に努めている。

評価の観点 評価内容

年間の緑化樹・記念樹等の樹
木配付本数

年間植樹本数 毎年度一定量の植樹本数の確保をめざします。

計画額（千円） 実績額（千円）17,838 17,480

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
都市整備部

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、事業所、公共施設等の緑化の推進に対する支援を行う等、みど
りの環境を守り、つくり、育てるための事業を行う。

重点取り組み 地域別計画

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。

○

平成30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【現状】

年間の緑化樹・記念樹等の樹
木配付本数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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、草花植付業
務）、保全樹保護対策、緑化推進地区
の指定、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

平成30年度
実施内容

○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、草花植付業
務）、保全樹保護対策、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



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 本 100 106

評価

妥当性 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

玉串川等の桜並木の良好な景観を市民の財産として永続的に保つ
ため、地域と協働で桜再生・保全事業を実施した。

・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

「めざす暮らしの姿の実現を測定するための指標」計画値を達成
し、桜再生計画に基づき順調に事業を進めている。

・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

財源となる八尾市さくら基金への寄附を広く募り、地域と協働で桜
再生・保全事業を実施した。

・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

地域と協働で桜再生・保全事業を実施し、その取り組み内容のチラ
シを作成し、情報発信した。

評価の観点 評価内容

桜の植樹本数 毎年度一定量の桜の植樹本数をめざします。

計画額（千円） 実績額（千円）4,217 3,989

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 玉串川等の桜再生事業 担当部局・課
都市整備部

みどり課

事業概要
地域観光資源を活かした「まちの魅力」発見・創造・発信として、玉串川等の桜並木の良好な景観を
市民の財産として永続的に保つように、玉串川等の桜並木の再生計画について検討し、地域と協
働で保全・再生に取り組む。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
玉串川等の桜並木の良好な景観を市民の財産として、また、地域観光資源を活かした「まちの魅
力」発見・創造・発信として、永続的に保つように、地域と協働で保全・再生に取り組み、まちの緑化
による緑のある暮らしができる。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

桜の植樹本数 毎年度一定量の桜の植樹本数をめざします。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○玉串川の桜並木の再生計画に基づ
き、地域と協働で保全事業を実施
○老朽化した桜並木の調査、枯れ木
の撤去、補植等、保全事業を実施

平成30年度
実施内容

○玉串川および長瀬川において、地域
と協働で桜の植替え等の再生・保全事
業を実施



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 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

事務事業の実施は妥当であった。
今後とも市の関与は必要。

・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

指標計画値を達成した。
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

実施の手法は適切である。
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

市民との意見交換の場を設定することにより、協働の取り組みが進
められた。

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）5,320 4,610

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 交通まちづくり推進事業 担当部局・課
都市整備部

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。
移動困難者等に対する移動手段の確保に取り組む。

重点取り組み 地域別計画

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。

○ ○

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

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

指標 単位

平成30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
○公共交通政策に関して、交通事業
者との意見交換の場の開催
○バリアフリー基本構想の進行管理
〇市制施行70周年記念事業の実施

平成30年度
実施内容

○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
○公共交通政策に関して、交通事業
者との意見交換の場の開催
○バリアフリー基本構想の進行管理
○市制施行70周年記念事業の実施



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 回 2 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

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

駅周辺の魅力あるまちづくりと都市機能の充実、利便性向上を目指
す事業であり、目的は妥当である。

・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

指標の目標に基づいているが、有効性においてはやや難がある。

・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

事業実施の手法等、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

市民との協働の具体的な取り組みはなかった。

評価の観点 評価内容

事業促進要望回数 鉄道事業への事業施行を要望した回数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

D.市民の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 鉄道計画関連事業 担当部局・課
都市整備部

交通対策課

事業概要
近鉄大阪線、大阪モノレール及びＪＲ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）

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
駅周辺の土地利用増進と都市機能の充実・利便性向上を図るため、近鉄大阪線の整備を促進す
る。
また、市域及び広域の利便性向上を図るため大阪モノレールの南伸を促進する。

平成30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【現状】

事業促進要望回数 鉄道事業への事業施行を要望した回数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○関係機関との協議（大阪府、近鉄、
関連市等）

平成30年度
実施内容

○関係機関との協議（大阪府、近鉄、
関連市等）



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.42 公共交通網の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 98.36

評価

妥当性 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

鉄道事業者、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

事業特性から市民との協働は難しいが、情報公開に努め、広域鉄
道ネットワークの充実と沿線まちづくりに寄与している。

評価の観点 評価内容

大阪外環状線鉄道の八尾市
負担執行率（執行済負担金額
／総負担金額）×100

（執行済負担金額／総負担金額）×１００

計画額（千円） 実績額（千円）159,050 228,090

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 大阪外環状線鉄道の整備促進 担当部局・課
都市整備部

交通対策課

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促進する。
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。
放出駅から新大阪駅の北区間については引き続き整備を行っており、平成30年度末開業を予定し
ている。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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、大阪東部地域の南北流動や都心部
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。

平成30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【現状】

大阪外環状線鉄道の八尾市
負担執行率（執行済負担金額
／総負担金額）×100

（執行済負担金額／総負担金額）×１００

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○関係機関との連携のもと整備の促
進を実施
○大阪外環状線鉄道整備促進事業費
の執行
○平成30年度末開業予定

平成30年度
実施内容

○関係機関との連携のもと整備の促
進を実施
○大阪外環状線鉄道整備促進事業費
の執行
○平成31年３月全線開業



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 ％ 100 100

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

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

監視業務のほとん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

計画通りの監視・測定が実施でき、指標の目標も達成できた。

・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

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

測定結果については、環境行動レポートや市のＨＰで公開するな
ど、市民への情報提供に努めているが、より効果的な提供方法に
ついて検討していく。

評価の観点 評価内容

大気環境基準達成率
八尾市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）

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

計画額（千円） 実績額（千円）22,282 19,712

D.市民の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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

大気環境基準達成率
八尾市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30年度
計画内容

○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
○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
○ＰＲＴＲ法に係る事務の実施

平成30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
○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
○ＰＲTR法に係る事務の実施



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 ％ 90 86

2 件 800 638

3 件 800 367

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

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

規制立入件数については、前年度に公害防止責任者だよりが返送
された工場・事業場の現地確認を行い、整理を行ったため、今年度
立ち入りすべき件数が減少した。申請・届出受理件数及び公害苦情
解決率は増加しているため、今後も規制・啓発により公害苦情の未
然防止及び早期解決を図っていく。

・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

担当間の連携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（やおの環境）や研修会等により、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。

評価の観点 評価内容

公害苦情解決率
大気、水質、騒音･振動に係る苦情解決率（当該年度
内に受付した苦情に対しての解決率）

申請・届出受理件数
八尾市生活環境の保全と創造に関する条例に基づく
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
八尾市生活環境の保全と創造に関する条例及び環
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

計画額（千円） 実績額（千円）4,484 4,212

D.市民の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。

重点取り組み 地域別計画

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。

○

平成30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【現状】

公害苦情解決率
大気、水質、騒音･振動に係る苦情解決率（当該年度
内に受付した苦情に対しての解決率）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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
○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30年度
実施内容

○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
○ダイオキシン類対策の実施
○深夜営業制限に係る規制



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 ％ 98 100

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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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、地域住民とともに河川の汚れの状況観
察を行った。

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）404 367

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 生活排水対策の推進 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

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り組みを実施している。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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り組みを行い生活
排水の対策と啓発を推進する。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○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



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 10 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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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。また、啓発事業については、市が率先して推進するとともに市
民や事業者等と連携して波及させていくこととしている。

・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・事業者・行政が環境を意識した活動を行う上で、身近で有効
な取組であるエコドライブ等の普及啓発を行い、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

啓発事業において関係団体と意欲的に協働することにより、人的
資源を有効に活用することができた。また、大気汚染の常時監視
業務においても入札手法の見直しにより、コスト削減をすることが
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・事業者・行政の協働によるグリーン交通・配送推進協議会で
の取組、並びに啓発イベント等で積極的に広報を行った。

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）13,669 9,968

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 自動車公害対策の推進 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、事業者

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、グリーン交通・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。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○大気汚染常時監視及び同システム
の運用（「PM2.5」成分分析の実施）
○エコドライブ啓発事業
○グリーン交通・配送に係る啓発
○グリーン交通・配送推進協議会及び
地球温暖化防止検討部会運営
○低公害車普及啓発

平成30年度
実施内容

○大気汚染常時監視及び同システム
の運用（「PM2.5」成分分析の実施）
○エコドライブ啓発事業
○グリーン交通・配送に係る啓発
○グリーン交通・配送推進協議会及び
地球温暖化防止検討部会運営
○低公害車普及啓発



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 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

各事務事業を行う上で、本事務事業は必要不可欠であり、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

始業前や昼休みなど不要な時間帯に電気を消すなど節電に努める
一方、蛍光灯の長寿命化も加わり、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

すでに庁内清掃業務は外部委託を導入しており、入札による全庁
的にコストダウンを図っている。

・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

プレハブ棟自体が仮庁舎であることや建築から相当な年数経過し
ている事もあるが、出来る範囲内で来庁者に対し不自由さや不快
感をもたれないような施設管理を行った。

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）1,944 6,396

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 清掃庁舎管理業務 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

事業概要 清掃庁舎プレハブ棟の維持管理事務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 職員

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。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○清掃庁舎プレハブ棟の維持管理
平成30年度
実施内容

○清掃庁舎プレハブ棟の維持管理



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 76

2 日 135 130

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

環境の保全や環境問題の解決に向けて行動する市民を増やすこと
を推進し、また市民や事業者が自主的に行う環境保全行動の支援
をすることができた。

・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２の「支援事業延べ日数」について計画値を若干下回ったが、
概ね例年の数値を達成できている。

・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

継続的に他課や他の担当者と連携を行うことで効率的、効果的に
環境教育・啓発を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

各種イベントに参加するなど、市民・事業者とともに進める取組が引
き続き実施され、協働の動きが進められている。

評価の観点 評価内容

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

支援事業延べ日数 環境教育や各種イベントの支援延べ日数

計画額（千円） 実績額（千円）787 367

D.市民の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 環境教育・啓発推進事業 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30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30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



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 ％ 15.5 13.5

2 ％ 35.9 47.9

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

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

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

法定検査受験率の計画目標値を達成することはできなかったが、
実績値を向上させることができた。また、平成29年度に新たに設定
した法定検査啓発率の計画目標値は達成しており、啓発・指導の
推進による一定の効果は確認できたものと考える。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

受検率の向上に資するため、データベースの精度向上や、下水道
部局との連携、一般社団法人大阪府環境水質指導協会との協働
による啓発の実施等、多様な方法を講じた。

・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

浄化槽の設置者に対して、啓発チラシの配布を行うことにより、受
検率の向上を図った。

評価の観点 評価内容

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を目指す
（合併浄化槽のみ）
（大阪府下における平成25年度の法定検査受検率約
17％）

法定検査啓発率

浄化槽法第11条検査に係る啓発率（合併浄化槽の
み、計画300件/年）
法定検査啓発率 = 啓発済み基数 / 設置基数
※啓発件数の累積値ではなく、設置基数に対する啓
発済み基数の割合。

計画額（千円） 実績額（千円）3,184 3,040

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 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

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とともに、監視・指導・啓発活動等を実施する。また、浄化槽の保
守点検業者の登録を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民(浄化槽設置者）、浄化槽保守点検業者

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。
また、浄化槽保守点検業者の登録制度を設けることにより、適正な指導を行うことが可能となる。

平成30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【現状】

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を目指す
（合併浄化槽のみ）
（大阪府下における平成25年度の法定検査受検率約
17％）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○浄化槽の設置届などの受理
○浄化槽の設置などに係る立入検査
○維持管理や法定検査等の受検率向
上のための啓発
○保守点検業者の登録

平成30年度
実施内容

○浄化槽の設置届などの受理
○浄化槽の設置などに係る立入検査
○維持管理や法定検査等の受検率向
上のための啓発
○保守点検業者の登録



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 130 414

評価

妥当性 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

市民や事業者のニーズ等を考慮し、適切に事務事業を実施した。
規制や許認可業務については、事業者への不利益処分を伴うこと
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

立入検査回数の計画値を達成し、不適正処理事案の未然防止や
解決に貢献した。

・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

年度当初に年間計画を立て、効率的に立入検査を実施することが
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

市民からの産業廃棄物に関する通報や情報提供に迅速に対応し、
市と市民が協働し産業廃棄物の適正な処理の推進を図る取り組み
を進めることができた。

評価の観点 評価内容

立入検査回数
排出事業者、処理業者等に対する立入検査回数。一
つの事業所に複数回立入した場合は、のべ回数とし
て計上する。

計画額（千円） 実績額（千円）3,245 2,299

D.市民の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 産業廃棄物適正処理推進事業 担当部局・課
経済環境部

産業廃棄物指導課

事業概要 産業廃棄物の適正処理に向けて、事業者の監視、指導及び許認可等を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、事業者

事業の目的

市が産業廃棄物の相談対応や指導を行うことにより、迅速な対応が可能となること、産業廃棄物に
関する臭気、騒音等といった事案について市の関係部局が緊密に連携しながら効果的な指導を行
えること、地域の実情に応じたきめ細やかな対応が可能となること等により、産業廃棄物の適正処
理を推進し、豊かな環境を保全するとともに、市民の安全で健康かつ快適な環境づくりが実現す
る。

○

平成30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【現状】

立入検査回数
排出事業者、処理業者等に対する立入検査回数。一
つの事業所に複数回立入した場合は、のべ回数とし
て計上する。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○産業廃棄物処理業に係る許認可
○産業廃棄物関連事業者からの申
告、届出等の受理
○産業廃棄物関連事業者に対する監
視、指導、立入検査、報告徴収、命令
の発出
○使用済自動車の再資源化等に関す
る法律に係る事業者の登録、許可及
び指導、命令の発出
○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な
処理の推進に関する特別措置法に係
る届出の受理、立入検査、報告徴収、
命令の発出

平成30年度
実施内容

○産業廃棄物処理業に係る許認可の
実施
○産業廃棄物関連事業者からの申
告、届出等の受理
○産業廃棄物関連事業者に対する監
視、指導及び立入検査の実施
○使用済自動車の再資源化等に関す
る法律に係る事業者の登録、許可及
び指導の実施
○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な
処理の推進に関する特別措置法に係
る届出の受理及び立入検査の実施



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 ％ 55

2 人 100 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

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

環境総合計画に基づいた事業展開を行っている。
なお、環境総合計画の中期目標期間の最終年度である令和２年度
に計画の見直しを行う。

・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

指標２について、目標値を達成することができなかったが、継続して
事業を実施できた。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

コストの削減には取り組んできたものの、限られた人員で事業実施
を行うため、事業者、市民との協働を通じて、より一層の効率化を
図っていく必要がある。

・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

・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発足
させ、活動を進めている。

評価の観点 評価内容

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の進捗状況を評価する指標で
ある「数値目標」（29個）の達成率

市民環境講座の延べ参加人
数

市民環境講座の年間延べ参加者数

計画額（千円） 実績額（千円）2,506 586

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 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

事業概要
平成21年度に改定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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

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の進捗状況を評価する指標で
ある「数値目標」（29個）の達成率

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○環境施策の推進
○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
○環境総合計画の見直し検討

平成30年度
実施内容

○環境施策の推進
○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
○環境総合計画の見直し検討



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 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

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

ライフスタイルの多様化や住工混在の地域が増えたことで生活環
境に対する要望や相談は増加傾向にある。身近な紛争処理制度と
して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

生活環境紛争調停の申請が０件であった。ただし、紛争に関する相
談は多く、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。

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

フルコストについては、委員会の開催回数が増えるとコストは上が
ることになることから、必要最小限の開催回数となるよう、事前準備
の充実を心掛けている。

・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

制度のＰＲは行う必要はあるが、内容は非公開のため情報公開に
は限界がある。当事者間の主体的な話し合いによる紛争解決制度
でもあることから、地方分権の推進に寄与できているものと考えて
いる。

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）339 105

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

事業概要
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、和解の仲介及び調停の制度
を設けることにより、その迅速かつ適正な解決を図り、住みよい生活環境の実現に寄与することを
目的とする。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 生活環境に係る紛争当事者

事業の目的
市民の良好な生活環境の確保に係る紛争が生じた時には、紛争当事者からの申請に基づき「生活
環境紛争処理委員会」において和解の仲介又は調停を行い、迅速かつ適正な解決を図ることで、
住みよい生活環境の実現に寄与する。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30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、事件を担当する委
員を選任し、和解の仲介を実施し、又
は調停委員会を開催

平成30年度
実施内容

○生活環境紛争処理委員会総会の実
施
○生活環境紛争調停の申請が０件



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

計画値 実績値

1 人 3.2 1.53

評価

妥当性 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

国内での受動喫煙防止の流れもあり、市民の喫煙マナーに関する
関心度は高く、市民ニーズに合致しており、事業の実施は妥当であ
る。今後も市民・事業者とともに喫煙マナー向上を推進していきた
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

市民や事業者による啓発、市による指導の効果もあり、条例違反
者は減少傾向にある。

・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

限られた予算の中で必要なものに支出が行えるよう選択と集中に
よる啓発活動を行ってきた。市民や事業者によるマンパワーによる
ものであるため、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

路上喫煙マナー向上推進員による地域での啓発活動や校区まちづ
くり協議会を実施主体とする路上喫煙マナー向上推進エリアにおけ
る啓発活動は、市民主体での活動であるため、地域分権の推進に
寄与している。

評価の観点 評価内容

１時間当たりの条例違反者現
認数（早朝の時間帯含む）

路上喫煙啓発指導員が現認した条例違反者現認数
を啓発指導員の実活動時間で除したもの。（条例違反
者：市内全域の公共の場所における歩きながら又は
単車等に乗りながらの喫煙者及び路上喫煙禁止区域
内における路喫煙者並びに同区域内で自動車の窓を
開けた状態での喫煙者）

計画額（千円） 実績額（千円）9,245 6,450

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
路上喫煙者の状況把握、啓発活動、条例違反者に対する直接的な指導を行うことで市民の理解を
深め、路上喫煙マナーの向上を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、市内滞在者及び八尾市内を通過する者

事業の目的

路上喫煙マナーの向上を図るため、喫煙者への啓発や条例違反者への指導を実施することに加
え、地域主体のマナー啓発活動を促進することにより、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。

平成30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【現状】

１時間当たりの条例違反者現
認数（早朝の時間帯含む）

路上喫煙啓発指導員が現認した条例違反者現認数
を啓発指導員の実活動時間で除したもの。（条例違反
者：市内全域の公共の場所における歩きながら又は
単車等に乗りながらの喫煙者及び路上喫煙禁止区域
内における路喫煙者並びに同区域内で自動車の窓を
開けた状態での喫煙者）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○路上喫煙マナー向上推進エリアを位
置付けた上での地域活動の支援
○路上喫煙マナー向上推進員による
啓発活動の促進
○路上喫煙啓発指導員による指導等
○路上喫煙禁止区域の見直しを実施
○路上喫煙啓発指導員による条例違
反者に対する指導の強化

平成30年度
実施内容

○路上喫煙マナー向上推進エリアを位
置付けた上での地域活動の支援の実
施
○路上喫煙マナー向上推進員による
啓発活動の促進の実施
○路上喫煙啓発指導員による指導等
の実施
○路上喫煙啓発指導員による条例違
反者に対する指導の強化の実施



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

計画値 実績値

1 ％ 100 77.4

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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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や複数回改善を促す通知を
送付するなどしても所有者がなかなか対応しない事例などもある
が、当該指導をきっかけに改善されていく事例も多く効果が認めら
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

草刈機の整備や買い替えなど必要最低限の経費に抑えている。

・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

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。

計画額（千円） 実績額（千円）234 175

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 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 適正な管理がなされていないあき地管理者（所有者等）に対し、調査のうえ指導等を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 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。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○適正な管理がなされていないあき地
管理者に対し、雑草や不法投棄物の
除去、柵・立札の設置等必要な措置を
とるよう指導・勧告
○草刈機の貸出

平成30年度
実施内容

○不良状態のあき地の管理者に対し
て適正管理の指導等を実施
○草刈機の貸出を実施



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

計画値 実績値

1 件 530 937

評価

妥当性 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

市民主体で活動いただいている地域一斉清掃に対する後方支援
として、ごみ袋・土嚢袋の配布や収集担当課への窓口として調整を
行っており、市民ニーズに即した事務事業である。

・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

計画を上回る実績があったことから、地域の環境美化に寄与して
おり、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

地域清掃については、市民や事業所が担っている事で、大きな効
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

市民、事業者との協働により事業を進めており、地域分権、まちづ
くり基本条例の趣旨に合致した事業である。

評価の観点 評価内容

地域一斉清掃収集依頼件数 地域一斉清掃の収集依頼回数（＝延べ実施件数）

計画額（千円） 実績額（千円）1,672 1,672

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 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。

重点取り組み 地域別計画

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り組みを促進する。

○

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

地域一斉清掃収集依頼件数 地域一斉清掃の収集依頼回数（＝延べ実施件数）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市民や市民団体、事業者とともに、
啓発・清掃活動の推進
○地域清掃への支援
○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
○市民と事業者との連携

平成30年度
実施内容

○市民や市民団体、事業者とともに、
啓発・清掃活動の推進の実施
○地域清掃への支援の実施
○美化重点地域への美化用道具等購
入費補助の実施
○美化用道具購入費補助の実施
○美化功労者への表彰の実施
○路上喫煙マナー啓発活動の実施
○市民と事業者との連携の実施



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 万t-CO2 122 146

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

地球温暖化問題は深刻化しており、市民生活や事業活動に関わる
問題であるため、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

指標１について、実績値は平成28年度実績の値を入力している。平
成28年度の計画値と比較すると、市域の温室効果ガスの目標値よ
り増加している。

・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

環境省の補助金を活用して、市域に対しての地球温暖化対策の普
及啓発を実施できた。

・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

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。

評価の観点 評価内容

市域から排出する温室効果ガ
ス量

温室効果ガス排出量を減らします。(実績値は現状の
最新値)

計画額（千円） 実績額（千円）1,815 4,175

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。

重点取り組み 地域別計画

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図ったまちづくりを
行う。

平成30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【現状】

市域から排出する温室効果ガ
ス量

温室効果ガス排出量を減らします。(実績値は現状の
最新値)

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○『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、主婦
層から広がりを見せる地球温暖化対策
の啓発活動や環境教育を推進
○啓発業務について他課と統合した委
託の可否の検討

平成30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、主婦
層から広がりを見せる地球温暖化対策
の啓発活動や環境教育を推進
○啓発業務について他課と統合した委
託については業種の違いもあり、統合
は不可



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 人 200 212

評価

妥当性 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

市の内部におけるマネジメントの推進を主とするところであり、庁内
のエコオフィス及び市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

エコオフィスについての意識浸透を深める機会を設け、庁内におけ
る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

研修の実施方法を工夫する等、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、市内事業者のマネジメント構築への支援という分野において
は、市内KES協働活動組織と連携を深めながら普及啓発活動を実
施している。

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）450 360

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 担当部局・課
経済環境部

環境保全課

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市職員・事業者

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。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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

平成30年度
実施内容

○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



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 ｋｗ 970 957

2 t-CO2 21189 27452

3 ％ 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

市における取組であり、事業実施については妥当である。

・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

公共施設における再生可能エネルギー設備等導入状況は目標に
達していないが、件数としては増加の一途を辿っており、事業は継
続して実施できている。

・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

各課において効率的な取組が進められており、コスト削減が図ら
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

市が自ら率先して地球温暖化対策に取り組むことで、市民や事業
者の取組を牽引する役割を果たしている。

評価の観点 評価内容

八尾市公共施設における再生
可能エネルギー等導入状況

八尾市公共施設における太陽光発電設備などの再
生可能エネルギー導入状況

市役所での温室効果ガス排出
量

温室効果ガス排出量を減らします。

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

計画額（千円） 実績額（千円）562 369

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

八尾市公共施設における再生
可能エネルギー等導入状況

八尾市公共施設における太陽光発電設備などの再
生可能エネルギー導入状況

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○省エネ設備の導入など地球温暖化
対策・省エネルギー・省資源化への取
組み
○公共施設等の太陽光発電設備の設
置推進
○職員の意識向上を目的とした研修・
啓発活動の実施

平成30年度
実施内容

○省エネ設備の導入など地球温暖化
対策・省エネルギー・省資源化への取
り組み
○公共施設等の太陽光発電設備の設
置推進
○職員の意識向上を目的とした研修・
啓発活動の実施



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 70258 68433.9

2 回 45 35

3 ｇ／日 462 439.81

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

将来の廃棄物行政の方向性を決めた基本計画の基づき、市民・事
業者・行政が参加し、ごみ減量の取り組みを行っているので、事務
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

ごみの減量・資源化は進んでいるが、計画策定時の計画値と乖離し
ている部分がある。現在の施策を考慮した計画値を検討する必要
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

市民・事業者・行政が連携した施策により取り組むことで、ごみの減
量・資源化が進んでいる。

・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

市民・事業者・行政が協働で策定した基本計画をベースに事業を推
進した。また、八尾工場地元連絡協議会を開催し、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。

評価の観点 評価内容

資源物を除くごみ（家庭系及び
事業系の全量）の排出量

資源物を除くごみ（家庭系及び事業系の全量）の排出
量（一般廃棄物処理実施計画の値）

指導巡回回数
資源ごみの抜き取り・持ち去り行為に対する指導巡
回回数

１人１日当たりの市収集可燃
ごみ量

計画額（千円） 実績額（千円）4,479 3,369

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 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

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、基本計画に掲げる目標達成をめざす。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民・事業者

事業の目的
一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の基本理念である「みんなでつくる環境にやさしい循環型都市
『やお』」をめざし、ごみの減量・資源化の推進や一般廃棄物処理システムの構築など、市民・事業
者・行政等の協働による取り組みを推進し、循環型社会の形成を図る。

平成30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【現状】

資源物を除くごみ（家庭系及び
事業系の全量）の排出量

資源物を除くごみ（家庭系及び事業系の全量）の排出
量（一般廃棄物処理実施計画の値）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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
○一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）
の進捗状況と事業効果の検証
○ごみ減量推進員との連携の推進
○ごみ減量推進員との意見交換を踏
まえて出された新たな取り組みの実施
○警察、地域住民との連携及び抜き取
り行為に対する指導の計画的実施
○効果的な指導手法の実施

平成30年度
実施内容

○自治振興委員を通じて、ごみの分別
に関する啓発の実施
○ごみ減量推進員を対象としたごみ減
量アイデアの意見交換会や廃棄物処
理施設見学会の実施
○八尾市複合アプリの運用開始
○警察、地域住民との連携及び抜き取
り行為に対する指導の計画的実施
○資源物抜き取り防止看板の作成及
び配布



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 9542 7890

2 ％ 14 19.38

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

資源循環型社会実現のための重要な施策であり、当該事業は地域
コミュニティの醸成に寄与していることから事業の継続が必要であ
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

古紙類の減少の影響等により、年間回収量は目標値と比較して減
少しているが、雑がみ等の回収の啓発に力を入れ、減少幅の抑制
に取り組んでいる。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

委託等の手法を用いた収集も考えられるが、コスト面等を踏まえる
と地域の集団回収に回収が最も効率的な手法と考えられる。

・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

地域の協力が不可欠な事業であり、市民と協働で推進してきた。情
報公開を積極的に進め、市民が参加しやすい事業にする必要があ
る。

評価の観点 評価内容

年間回収量

平成28・29年度計画値：八尾市一般廃棄物処理実施
計画における集団回収量　平成30年度以降：後期基
本計画における廃棄物の資源化率と同等の増加を見
込んだ値

組成分析調査における可燃ご
み中に含まれる古紙類の割合

組成分析調査における可燃ごみ中に含まれる古紙類
の割合

計画額（千円） 実績額（千円）45,080 41,038

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 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

事業概要
ごみの減量・資源化の推進を図るため、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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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とともに、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。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

年間回収量

平成28・29年度計画値：八尾市一般廃棄物処理実施
計画における集団回収量　平成30年度以降：後期基
本計画における廃棄物の資源化率と同等の増加を見
込んだ値

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○奨励金の交付
○集団回収の紙ひも配付
○資源化可能な紙類の再資源化の啓
発

平成30年度
実施内容

○奨励金の交付
○集団回収の紙ひもの配付
○雑がみ等の回収に関する啓発



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
枚／世
帯・回

1 1.067

評価

妥当性 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

指定袋による分別収集が広く認知されてきており、ごみの減量・資
源化が進んでいることから、事務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

指定袋制度は、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

各家庭における可燃ごみの排出の実態と市民生活の多様性に合
わせた指定袋制度を実施した。

・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

町会を通じた指定袋の配付は、分別の定義に大きく寄与しており、
市民と協働してきた制度となっている。

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）206,147 161,237

D.市民の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 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

事業概要 ごみの最終処分量の減量・資源化の推進を図るため、指定袋による分別収集を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民・事業者

事業の目的
市民がごみの排出時に指定袋を使用することで分別収集を行い、ごみの減量化・資源化を推進し、
持続可能な循環型社会の構築をめざす。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○指定袋を作製し、各世帯に無料配付
○指定袋による分別排出の啓発

平成30年度
実施内容

○指定袋を作製し、各世帯に無料配付
を実施
○指定袋による分別排出の啓発



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 535 756

2 ｔ 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

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

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

粗大ごみの排出量は増加したが、不法投棄収集量は前年度に比
べ減少している。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

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。

評価の観点 評価内容

粗大ごみ収集量 年間収集計画量を計画値としている。

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。

計画額（千円） 実績額（千円）16,992 16,327

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、臨時ごみ、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。併せて、粗大ごみ等の不法投棄対策を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 粗大ごみ等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、ごみの減量や分別の促進、収集作業の効率化、事業者責任の明確
化を図る。

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○粗大ごみ、臨時ごみ及びリサイクル
家電の電話予約制による有料戸別収
集
○地域連携による不法投棄対策の取
り組みの実施

平成30年度
実施内容

○粗大ごみ、臨時ごみ、リサイクル家
電（冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、テレビ、
洗濯機・衣類乾燥機）の電話予約制に
よる戸別収集を実施
○不法投棄多発地帯において防犯カメ
ラによる監視を実施



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 112 61

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

生ごみの堆肥化が、ごみの減量に直結するため、事務事業の実施
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

指標の実績値は計画値に達していないが、一定の需要があるた
め、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

ごみの減量により一部事務組合の分担金が抑制された。また、大阪
府下の他市町村の助成金額と比較しても、適正な助成金額の設定
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、ホームページによる周知だけでなく、ごみ減量推進員
への周知に努める等、市民との協働による取り組みを行った。

評価の観点 評価内容

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
助成台数の合計
平成27・28年度計画値は当初予算の値
平成29年度以降は平成29年度当初予算の値

計画額（千円） 実績額（千円）843 313

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 生ごみ処理対策事業 担当部局・課
経済環境部

資源循環課

事業概要
家庭用電動生ごみ処理機・生ごみ堆肥化容器（コンポスト）購入に係る助成を行うとともに、生ごみ
堆肥化ぼかし容器を貸与する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
家庭の可燃ごみの約４割を占める生ごみを減量し、焼却費用の軽減を図るため、電動生ごみ処理
機、生ごみ堆肥化容器（コンポスト）及び生ごみ堆肥化ぼかし容器の普及促進を図る。

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

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
助成台数の合計
平成27・28年度計画値は当初予算の値
平成29年度以降は平成29年度当初予算の値

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○電動生ごみ処理機・生ごみ堆肥化容
器（コンポスト）購入に係る助成及び生
ごみ堆肥化ぼかし容器の貸与
○電動生ごみ処理機の普及に向けた
販売店との連携

平成30年度
実施内容

○生ごみ堆肥化ぼかし容器の貸与
○電動生ごみ処理機・生ごみ堆肥化容
器（コンポスト）購入に係る助成



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／年 19025 18222.7

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

事業系一般廃棄物の適正処理と事業主の排出者責任に基づく観点
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

展開検査や排出事業所への啓発・指導を実施することにより、適正
排出が推進され、事業系一般廃棄物の減量につながっていること
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

限られた人員で最大限実施できる検査体制を構築し、実施すること
や、その中で排出事業所への啓発・指導を実施していくことにより、
事業系一般廃棄物の減量が進んでいることから、効率的な業務の
執行体制がとられている。

・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

事業系一般廃棄物の適正処理の管理と事業所の排出者責任に基
づく指導を継続し、協働で事業系一般廃棄物の適正処理および、減
量を進めた。

評価の観点 評価内容

事業系ごみの排出量（許可業
者搬入量）

平成26年度：「八尾市一般廃棄物処理実施計画（ごみ
編）」に基づく事業系ごみ（許可業者搬入料）の計画収
集量
平成27年度以降：平成26年度実績値から162.7t/年ず
つ減少した値

計画額（千円） 実績額（千円）3,141 2,615

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

事業概要
事業系一般廃棄物（可燃（燃やす）ごみ）の収集運搬業許可制度の運用を行うとともに、展開検査
を通じて許可業者・排出事業者への搬入不適物等の指導を行い、事業系一般廃棄物の減量化と
適正処理を推進する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 事業者

事業の目的
廃棄物の処理及び清掃に関する法律が定める事業系一般廃棄物の排出者責任の原則に基づ
き、適正排出・適正処理を促進することで、事業系一般廃棄物の減量化を図る。

平成30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【現状】

事業系ごみの排出量（許可業
者搬入量）

平成26年度：「八尾市一般廃棄物処理実施計画（ごみ
編）」に基づく事業系ごみ（許可業者搬入料）の計画収
集量
平成27年度以降：平成26年度実績値から162.7t/年ず
つ減少した値

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
○少量排出事業者に対する排出方法
の啓発・指導

平成30年度
実施内容

○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
○少量排出事業者に対する排出方法
の啓発・指導



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 40 53

評価

妥当性 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

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

目標とする開催回数を達成できた。

・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

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。

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）394 322

D.市民の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 環境啓発（教育）事業 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

事業概要
市内の学校園やリサイクルセンターにおいて、ごみ収集に関する紙芝居や塵芥車を使用したごみ
収集疑似体験等を行う出前講座を実施したり、地域行事等において啓発キャラクターを活用したご
みの３Ｒに関する啓発活動を実施する。

重点取り組み 地域別計画

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、地域行事等での啓発活動を通じ、ごみの分
別や減量をより身近な問題として感じてもらい、各家庭における３Ｒの取り組みを促進する。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市内の学校園やリサイクルセンター
において環境教育の実施
○地域行事において啓発キャラクター
の活用等による３Ｒの啓発活動の実施

平成30年度
実施内容

○市内の学校園やリサイクルセンター
における環境教育及び地域等のイベ
ントにおける３体のキャラクターを活用
した３Ｒの啓発等を実施



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 16500 19290

評価

妥当性 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

リサイクルセンター学習プラザは平成25年度より指定管理者による
管理運営に移行し、指定管理者のノウハウを活かした魅力ある事
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

前年度より来館者数も増加しており、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を行うこと
は極めて有効である。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

指定管理者による管理運営に移行していることにより、コストの削
減が図れている。

・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

リサイクルセンター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り組みを進めている。

評価の観点 評価内容

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
発を行なった人の数

計画額（千円） 実績額（千円）21,309 21,144

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 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

事業概要
ごみの３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の推進拠点として環境学習などをテーマとした講座や廃
棄物のリサイクル体験をはじめとした各種イベントの開催の他、社会見学の受入や市民活動の支
援等を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
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関心と理
解が深まり、その自主的な活動が促進される。

平成30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【現状】

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
発を行なった人の数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○指定管理者による管理運営
平成30年度
実施内容

○指定管理者による管理運営



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 55700 50471

評価

妥当性 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

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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

塵芥焼却委託量の減少はすなわち塵芥焼却委託費の削減に連動
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

指標の達成の背景には市民の意識改革があり、市民の参画が図ら
れたと評価できる。

評価の観点 評価内容

ごみ収集量 年間収集計画量を計画値としている。

計画額（千円） 実績額（千円）43,696 42,813

D.市民の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 ごみ収集運搬業務 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

事業概要 ８種分別収集を効率的に実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市内における世帯

事業の目的
各種ごみ収集を実施することで、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。

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○８種分別収集を定曜日にて実施
○粗大・臨時・リサイクル家電の収集を
申込み制により実施
○収集作業時における排出指導や啓
発の実施
○ふれあい収集の実施

平成30年度
実施内容

○８種分別収集を定曜日にて実施（粗
大ごみ除く）
○粗大・臨時・リサイクル家電の収集を
申込み制により実施
○収集作業時における排出指導や啓
発を実施
○ふれあい収集を実施



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 30618 31863.9

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

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

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

昨年度の実績値を上回ったが、予算内に収めることができた。

・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

仕様を精査し、入札により適性価格にて購入している。

・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

評価の観点 評価内容

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、修繕費用を当
初予算内で収まるようにする。

計画額（千円） 実績額（千円）31,956 31,864

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 塵芥車等整備業務 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

事業概要 塵芥車等の維持管理を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 塵芥車等の収集車

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。

平成30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【現状】

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、修繕費用を当
初予算内で収まるようにする。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○塵芥車等の定期的な整備と適宜な
修繕対応

平成30年度
実施内容

○塵芥車の点検・整備および修繕を実
施



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 9846 9456.69

評価

妥当性 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

本市の焼却残渣の最終処分場であり、その機能を確保するために
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

参画する市町村の排出量に応じた負担金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る。

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

当該事業は参画する市町村の最終処分場としての機能を狙ってい
ることから、広域的な事業展開が必要である。

・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

市民と協働でごみの減量に取り組み、当該事業の継続に努めた。

評価の観点 評価内容

第2期計画搬入量
平成25年度フェニックスとの協議による搬入量予測表
に基づく

計画額（千円） 実績額（千円）3,389 3,335

D.市民の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 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

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（大阪湾フェニックス計画）の促進に努め、焼却残渣の埋立処分地の確保
と適正処理を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民・事業者

事業の目的 フェニックス計画の整備促進を図り、廃棄物の処理に不可欠な最終処分地を確保する。

平成30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【現状】

第2期計画搬入量
平成25年度フェニックスとの協議による搬入量予測表
に基づく

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○本市の焼却ごみから生じた焼却残
渣を大阪湾圏域広域処理場へ搬入
○本市の計画搬入量の応じて建設工
事費を負担

平成30年度
実施内容

○大阪市・松原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
湾広域処理場へ搬入
○本市の焼却ごみから生じた焼却残
渣の割合に応じた建設工事費を負担。



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 69124 67274.3

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

本市から排出される可燃ごみの焼却施設を運営する組合であり、
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

搬入量の実績値において、計画値を達成しており、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

構成市の搬入量によるごみ量割りにより分担金が決定するため、
手法として適正である。

・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

さらなるごみの減量・資源化に向けた市民との協働による取り組み
が本市の分担金を減らす一因となっている。

評価の観点 評価内容

焼却工場への搬入量
計画値：焼却工場搬入見込量（八尾工場搬入見込
量、実施計画策定後要確認）

計画額（千円） 実績額（千円）854,182 768,298

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 一般廃棄物の処理に係る広域連携事業 担当部局・課
経済環境部

資源循環課

事業概要
ごみ焼却処理について、大阪府ごみ処理広域化計画における大阪ブロックである大阪市、八尾
市、松原市の3市で設立した一部事務組合の運営に参画し、広域処理体制を維持する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民・事業者

事業の目的
大阪市、八尾市、松原市により設立した一部事務組合（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合）に
より、これまでの大阪市とのごみの共同処理をさらに発展させた新たな広域処理体制を維持し、将
来にわたる安定的・効果的な焼却処理体制を確保する。

平成30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【現状】

焼却工場への搬入量
計画値：焼却工場搬入見込量（八尾工場搬入見込
量、実施計画策定後要確認）

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○構成市の連携による広域的なごみ
処理システムの運用
○構成市としてごみ焼却処理事業に参
画（運営協議会への参加など）

平成30年度
実施内容

○構成市の連携による広域的なごみ
処理システムの運用
○構成市としてごみ焼却処理事業に参
画（運営協議会への参加など）



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
立方メー

トル
1230 733

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

廃棄物処理施設として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

ごみの適正処理を行うことができている。

・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

搬入ごみの適正処理指導については市による直接運営、処理設備
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

平成23年度の法改正に伴い、施設の維持管理情報の公開を行って
いる。

評価の観点 評価内容

埋立量 埋立量の減少により最終処分場の延命を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）16,462 29,743

D.市民の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 一般廃棄物最終処分場の管理運営 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

事業概要 一般廃棄物（埋立ごみ）の最終処分施設の管理運営を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 一般廃棄物（埋立ごみ）の適正処理を行うことにより、環境保全を図る。

平成30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【現状】

埋立量 埋立量の減少により最終処分場の延命を図る。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○一般廃棄物最終処分場の管理運営
○一般廃棄物の搬入許可・手数料徴
収事務

平成30年度
実施内容

○一般廃棄物最終処分場の管理運営
○一般廃棄物の搬入許可・手数料徴
収事務



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 1800 2699.9

2 トン 2263.38 1925.92

3 トン 500 557.08

4 トン 2200 2124.81

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

・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

・廃棄物の適正処理やリサイクルを進め、資源循環への取組みが
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

平成28年10月より指定袋を変更しごみ減量に繋がっている。・市民
搬入ごみの適正処理指導のため、計量棟にて市の直接運営を行
い、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、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

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
を定期的に行っており、測定結果については情報を公開している。

評価の観点 評価内容

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

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

計画額（千円） 実績額（千円）262,962 261,656

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（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、簡易ガスボンベ・
スプレー缶）の中間処理施設の管理運営を行い、併せてリサイクルに関する事業を推進する。

重点取り組み 地域別計画

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られるとともに、焼却ごみの減量化が進むことで循環
型社会の形成を図る。

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○リサイクルセンターの管理運営
○一般廃棄物の搬入許可・手数料徴
収事務

平成30年度
実施内容

○リサイクルセンターの管理運営
○一般廃棄物の搬入許可・手数料徴
収事務



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 400 5488

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

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

適切な庁舎管理は、効率的・効果的なし尿汲取り業務及び手数料
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

公衆衛生を維持するため、し尿汲取り業務の体制を整える必要が
あることから、庁舎の維持は間接的に有効である。

・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

突発的な修繕等に適切に対処した。

・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

事務事業の性格上、当該評価該当しない。

評価の観点 評価内容

修繕料

計画額（千円） 実績額（千円）0 17,463

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 環境衛生庁舎管理業務 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

事業概要 し尿収集運搬業務の拠点となる環境衛生庁舎において、庁舎の維持・管理を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 環境衛生庁舎にて業務をしている職員

事業の目的 し尿収集運搬業務等を円滑に遂行する。

平成30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【現状】

修繕料

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○環境衛生庁舎の適切な維持・管理
平成30年度
実施内容

○環境衛生庁舎の適切な維持・管理



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 440 332

2 人 20 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

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

墓地の購入までの間、一時的に遺骨を預かる施設として、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

墓地募集を実施したため、新規申込者数は昨年度と比較して減っ
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

使用料の徴収方法及び使用者の管理方法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

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
問題がある。

評価の観点 評価内容

納骨壇使用者数

新規納骨壇使用者数 新規申込者数

計画額（千円） 実績額（千円）60 52

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 納骨堂の管理運営 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

事業概要 市立納骨堂の管理運営を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 納骨堂使用者

事業の目的 限られた市立墓地の墓所（使用区画）を補完し、祭祀場所を提供する。

平成30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【現状】

納骨壇使用者数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○納骨堂の管理運営
平成30年度
実施内容

○納骨堂の管理運営



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 2828 2623

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

火葬場は管理運営に多額の費用が必要であるが、停止することが
できない重要な施設であるため、市による継続的な管理が必要で
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

適正な火葬業務を行うことにより、住民の生活環境清潔維持を図る
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

斎場建設開始から15年以上経過しており、計画的な修繕を行って
いるが、突発的な不具合等も増加傾向にある。

・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

市民との協働の取り組みが難しい事業であり、推進について課題
がある。

評価の観点 評価内容

斎場使用件数
○火葬件数（死体、死産児、身体の一部、安置）
○和室使用数

計画額（千円） 実績額（千円）136,411 132,915

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 斎場の管理運営 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

事業概要 市立斎場の管理運営を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 斎場使用者

事業の目的 法令に従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。

平成30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【現状】

斎場使用件数
○火葬件数（死体、死産児、身体の一部、安置）
○和室使用数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○斎場の管理運営
平成30年度
実施内容

○斎場の管理運営



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 200 200

評価

妥当性 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

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、使用者が両市民で相当数あり、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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は、その推進に課題があ
る。

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）200 200

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

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、二俣墓地の管理運営を行う。）

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 二俣墓地の使用者

事業の目的
衛生的な墓地の維持・管理を行い、かつ墓地使用の適正化を図ることにより、その公益性及び永
続性を確保する。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○二俣墓地の管理運営
○墓地使用実態調査の継続実施

平成30年度
実施内容

○二俣墓地の管理運営
○墓地使用実態調査の継続実施



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 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

設置当時の状況と現状、現在の近隣環境や使用状況等を鑑み、関
係機関等と調整のうえ、廃止も含めた検討を行った。

・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

設置当時の状況と現状、現在の近隣環境や使用状況等を鑑み、関
係機関等と調整のうえ、廃止も含めた検討を行った。

・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

設置年が古いトイレについては、修繕費用が高額になる可能性もあ
り、修繕方法・範囲についても検討を行う必要がある。

・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

市民との協働の取り組みの可否について検討を行う必要がある。

評価の観点 評価内容

公衆トイレの設置箇所数

計画額（千円） 実績額（千円）6,521 7,342

D.市民の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 公衆トイレの管理運営 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

事業概要 近鉄八尾駅高架下、常光寺門前、ＪＲ久宝寺駅前の各公衆トイレの維持・管理を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び来訪者

事業の目的 誰もが安心して快適に公衆トイレを使用できることにより、公衆衛生の維持を図る。

平成30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【現状】

公衆トイレの設置箇所数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○公衆トイレの維持・管理
○公衆トイレの廃止に向けた検討・調
整

平成30年度
実施内容

○公衆トイレの維持・管理
○公衆トイレの廃止に向けた検討・調
整



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 665 665

評価

妥当性 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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

使用者管理等は市の直接運営、墓地の清掃業務は外部委託と
いっ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

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
ための参考にするため、遺骨の保有状況及び墓地における希望に
関する調査を実施することにより、市民ニーズの把握に努めてい
る。

評価の観点 評価内容

墓地管理手数料の徴収額
久宝寺墓地、龍華墓地、西郡新墓地、安中墓地にお
ける管理手数料の徴収額

計画額（千円） 実績額（千円）10,219 10,753

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 市営墓地の管理運営 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

事業概要 市立墓地の管理運営を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 墓地使用者等

事業の目的
衛生的な墓地の管理運営を行い、かつ墓地使用の適正化を図ることにより、その公益性及び永続
性を確保する。

平成30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【現状】

墓地管理手数料の徴収額
久宝寺墓地、龍華墓地、西郡新墓地、安中墓地にお
ける管理手数料の徴収額

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市立墓地の管理運営
○墓地募集の実施
○墓地使用実態調査の実施
○墓埋法関連の証明書等の発行

平成30年度
実施内容

○市立墓地の管理運営
○墓地募集の実施
○墓地使用実態調査の実施
○墓埋法関連の証明書等の発行



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 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

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

墓地が永続的に運営され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

墓地、埋葬等に関する法律において許可権限が与えられているた
め。

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

権限委譲が実施されて間もなく許可の件数も少ないため、より効率
的な実施手法についてこれから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

事務事業の性格上、市民との協働の取り組みに該当しない。

評価の観点 評価内容

許可件数
墓地等の経営者に対し行った、八尾市墓地、埋葬等
に関する法律施行条例に基づく許可の件数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 墓地、納骨堂、火葬場の経営許可等に係る事務 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

事業概要 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可や変更等に係る事務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 墓地等の経営を行う者

事業の目的
墓地、納骨堂及び火葬場の管理等が、市民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の
福祉の見地から、支障なく行われるよう適正に許可等を行う。

平成30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【現状】

許可件数
墓地等の経営者に対し行った、八尾市墓地、埋葬等
に関する法律施行条例に基づく許可の件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○墓地、納骨堂、火葬場の経営許可
等に係る事務

平成30年度
実施内容

○墓地、納骨堂、火葬場の経営許可
等に係る事務



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

2 世帯 3970 3996

評価

妥当性 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

汲取り世帯が約4,000世帯残っている現状で、安定したし尿収集業
務を継続するため、平成29年度から完全市直営体制で業務を行っ
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維持し、安定したし尿収集を維持するた
め、平成29年度から完全市直営で業務を行った。

・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

市直営で業務を実施したことにより、委託料のコスト削減できた。

・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

し尿汲取りを委託していた八尾市清協公社の事業報告書や会計関
係情報、平成296年度より開始した指定曜日収集の情報などを
ホームページで公開している。

評価の観点 評価内容

し尿汲み取り割合

し尿汲み取り世帯数

計画額（千円） 実績額（千円）48,044 34,277

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 し尿収集体制の整備 担当部局・課
経済環境部

環境施設課

事業概要 し尿の効果的・効率的な収集を行うため、２週間に１回の定期収集、臨時汲み取り等を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 汲取トイレのある家庭・事業所等

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。

平成30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【現状】

し尿汲み取り割合

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○し尿の汲み取り
平成30年度
実施内容

○し尿の汲み取り



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 2336 2004.5

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

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、設備面など緊急的な修理が多く発生
し、修理費についても高値となる傾向のなかで概ね目標通りの実績
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

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

評価の観点 評価内容

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。

計画額（千円） 実績額（千円）23,431 23,238

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 清掃庁舎管理業務 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

事業概要 ごみ収集運搬業務の拠点となる清掃庁舎において、庁舎建物、塵芥車車庫等の適正管理を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 清掃庁舎にて業務をしている職員

事業の目的 ごみ収集運搬業務等を円滑に遂行する。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○清掃庁舎の適正な維持管理
平成30年度
実施内容

○清掃・警備・光熱水費の執行・施設
営繕等の施設管理を実施



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 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

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

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、最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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

評価の観点 評価内容

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

計画額（千円） 実績額（千円）41,472 0

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 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

事業概要 塵芥車の更新に際して、可能な限り低公害車を導入する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市内在住、在勤者

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。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○塵芥車購入時において低排出ガス
認定車両等を指定



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 5

2 錠 23000 17700

3 回 12 13

4 件 20 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

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

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、市としてでき
る範囲で対応を行っていくことにより、有効性の高い事務事業とい
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、より効率的・効果的な事業実施により削減を目指していく。

・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

希望する町会等に対し薬剤の交付を無償で行った。

評価の観点 評価内容

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。

防除薬剤の地域等への配布件
数

防除薬剤の町会等希望のある団体に配布した薬剤錠
数

防除薬剤定期散布回数
公共水路や公園への年間薬剤散布回数（１箇所あた
り月１回散布）

市民からの苦情・相談件数
防除薬剤定期散布区域内における蚊・ハエ等に関す
る市民からの苦情・相談件数

計画額（千円） 実績額（千円）2,586 2,578

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 環境衛生防疫業務 担当部局・課
経済環境部

環境事業課

事業概要 水路や公園等に発生する衛生害虫等の駆除や発生抑制対策を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 衛生害虫等の害を受けている市民

事業の目的 清潔で住みよいまちづくりをめざし、公衆衛生の向上を図る。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○蚊、ハエ等衛生害虫の防除薬剤の
散布等
○不快害虫の防除薬剤の地域等への
配布

平成30年度
実施内容

○蚊、ハエ等衛生害虫の防除薬剤の
散布を実施
○不快害虫の防除薬剤の地域・市民
への配布を実施



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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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
泥の適正処理を図っている。

・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

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
めて重要な事項である。下水道の普及に伴い浄化槽世帯の件数
が減っていく中で、適正かつ安全に当該業務を遂行することができ
る業者のみに許可を与えることによって市民の安全を確保する。

・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

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。

評価の観点 評価内容

許可件数

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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
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

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に
係る事務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 許可業者

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る。

平成30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【現状】

許可件数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○許可業者の指導・監督
平成30年度
実施内容

○許可業者の指導・監督



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 26526 30996

評価

妥当性 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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

処分量の減少によりコストが若干上昇した。
処分量は今後も引き続き減少する見込みなので、
運営経費の削減等によりコスト節減をはかる必要
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。

評価の観点 評価内容

し尿及び浄化槽汚泥の処理量

計画額（千円） 実績額（千円）212,517 193,361

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 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

事業概要 汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の処理施設の管理運営を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 下水道使用者以外の市民

事業の目的 環境衛生の維持を図る。

平成30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【現状】

し尿及び浄化槽汚泥の処理量

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○衛生処理場の管理運営
平成30年度
実施内容

○衛生処理場の管理運営



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 80000 40000

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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

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

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。

評価の観点 評価内容

支援策の実施

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 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

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、合理化の検討及び支援策を実施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 浄化槽汚泥収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可７業者

事業の目的 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。

平成30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【現状】

支援策の実施

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○合特法の趣旨に基づく合理化の支
援策の実施

平成30年度
実施内容

○合特法の趣旨に基づく合理化の支
援策の実施



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 ヶ所 5 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

A

総合
評価 B

平成30年度
計画内容

○市内一円河川、水路改修工事
平成30年度
実施内容

○上代川改修工事他

平成30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【現状】

整備箇所数 河川、水路改修工事を実施した箇所数

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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。

計画額（千円） 実績額（千円）18,300 9,951

D.市民の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 準用・普通河川等整備事業 担当部局・課
都市整備部

土木建設課

整備箇所数 河川、水路改修工事を実施した箇所数

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

下水道事業と整合性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

事業実施にあたっては、水利組合、沿道地権者と十分に協議を
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

河川・水路の整備・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
の整備を図れており、事業実施は不可欠である。

・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

治水安全度を高めることにより、安全安心のまちづくりに寄与してい
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

計画値 実績値

1 ヶ所 15 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

平成30年度
計画内容

○市内一円水路整備工事
平成30年度
実施内容

○志紀第24号水路整備工事他

平成30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【現状】

整備箇所数 水路整備事業を実施した箇所数

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 主として内水域における水路の整備を行い、浸水被害の防止と生活環境の改善を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）29,200 22,594

D.市民の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 水路整備事業 担当部局・課
都市整備部

土木建設課

整備箇所数 水路整備事業を実施した箇所数

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

下水道事業との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

事業実施にあたっては、沿道地権者、水利組合と十分に協議を行っ
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

水路の整備を実施することにより、良好な水環境の整備と治水安全
度の向上を
図れるため、事業実施は不可欠である。

・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

良好な水環境の整備を行い、生活環境の改善を図った。



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 m 500 493.2

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

C

総合
評価 B

平成30年度
計画内容

○複断面化実施
平成30年度
実施内容

○比較的小規模な事業を実施
　１）測量、設計等業務委託（２件）
　２）水路等整備事業（10件　内、複断
面化3件）

平成30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【現状】

複断面化等の整備延長

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民

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。

計画額（千円） 実績額（千円）10,270 11,557

D.市民の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 水路改修事業 担当部局・課
都市整備部

土木管理事務所

複断面化等の整備延長

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

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

・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、効課的に実施できた。

・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。



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 3 3

2 ％ 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

平成30年度
計画内容

○東部大阪治水対策促進協議会を通
じ、恩智川（法善寺）多目的遊水地の
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
○大阪府総合土砂災害対策推進連絡
会等を通じ砂防事業等を大阪府に働
きかけ
○土砂災害特別警戒区域内の住宅の
移転等に対する補助金申請の受付及
び交付

平成30年度
実施内容

○東部大阪治水対策促進協議会を通
じ、恩智川（法善寺）多目的遊水池の
整備促進の働きかけの実施
○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、一般河川改修整備促進の働き
かけの実施
○土砂災害対策箇所の現地立会等の
整備促進活動の実施
○土砂災害特別警戒区域内の住宅に
対し、移転等を促進するための補助金
のPR

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

関係機関との協議回数

国・大阪府に対して、東部大阪治水対策促進協議
会、大和川下流促進期成同盟会、大阪府総合土砂災
害対策推進連絡会等の機会を通じ、治水対策事業、
土砂災害対策事業や砂防事業の整備促進を働きか
ける回数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要

一級河川寝屋川流域の浸水解消のための恩智川（法善寺）多目的遊水地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土砂災害防止のために、砂防堰堤等
の砂防事業の実施を大阪府に働きかけるとともに土砂災害特別警戒区域内の住宅に対し、住民
自らが実施する移転等に対し、その費用の一部について助成を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 国、大阪府、土砂災害特別警戒区域内の住民等

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や土砂災害特別警戒区域内の住民に住宅の移転
等の働きかけを行い、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。

計画額（千円） 実績額（千円）5,862 0

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 土砂災害等の対策推進事業 担当部局・課
都市整備部

土木管財課

関係機関との協議回数

国・大阪府に対して、東部大阪治水対策促進協議
会、大和川下流促進期成同盟会、大阪府総合土砂災
害対策推進連絡会等の機会を通じ、治水対策事業、
土砂災害対策事業や砂防事業の整備促進を働きか
ける回数

土砂災害特別警戒区域内の
住宅移転等の割合

土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転等が完了し
た割合

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

・治水対策事業は大阪府主体で実施されているため、実施手法は
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

治水対策について市民の情報公開に努めた。

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

・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

計画値 実績値

1 千円 126719 129866

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30年度
計画内容

○水路維持管理
平成30年度
実施内容

○水路維持管理経費（泥土運搬業務８
件､排水区管理工事13件､維持工事８
件、単契維持工事49件等）
○河川維持管理経費（汚泥処分業務９
件、樹木剪定17件､浸水ポンプ点検１
式､維持工事15件、単契維持工事６件
等）

平成30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【現状】

維持管理費

活　動　指　標

指標 単位

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。河川水路の清掃・除草等について地
元の協力を得ながら維持管理を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 水路

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。

計画額（千円） 実績額（千円）125,191 129,867

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 河川水路等維持管理 担当部局・課
都市整備部

土木管理事務所

維持管理費

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

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

・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。



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 0 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30年度
計画内容

○車両入替0台
平成30年度
実施内容

○車両入替０台

平成30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【現状】

入替台数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 維持作業車等の経過年数等による車両の更新を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 所管車両

事業の目的 維持作業車等の効率的な更新を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 維持作業車等更新事業（水路） 担当部局・課
都市整備部

土木管理事務所

入替台数

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

同上

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

同上

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

平成３０年度は、維持作業車等の更新計画が無い為、更新を行わ
なかった。

・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

同上



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 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

平成30年度
計画内容

○流域貯留浸透施設築造工事
○実施設計

平成30年度
実施内容

○流域貯留浸透施設築造工事(市立
南高安中学校)

平成30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【現状】

整備箇所数 流域貯留浸透事業に着手した箇所数

活　動　指　標

指標 単位

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、小・中学校や公園において雨水流出抑
制施設の整備を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 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進め、浸水被害の防止を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）71,000 88,321

D.市民の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 流域貯留浸透事業 担当部局・課
都市整備部

土木建設課

整備箇所数 流域貯留浸透事業に着手した箇所数

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

教育施設の敷地を活用することにより、事業効果の高い用地での
事業展開が可能となり、効率的に治水安全度の向上を図っている。

・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

事業実施にあたっては、学校管理者及び地域の協力を得ながら事
業を実施している。

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

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、
継続して雨水流出抑制施設の整備を行う必要がある。

・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

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。



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 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

平成30年度
計画内容

○長瀬川沿道景観施設更新工事
○成法せせらぎの小径（八尾第220号
水路）市制施行70周年記念イベントの
実施

平成30年度
実施内容

○長瀬川沿道景観整備工事他
○市制施行70周年記念イベントの実
施

平成30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【現状】

整備箇所数 水路環境整備を実施した箇所数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
市街地水路整備基本構想によりルート設定した水路について、都市部の貴重な水辺空間として景
観整備を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
農地の減少や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、景観整備を行うこと
で、都市の良好な水辺空間のネットワーク化を図り、市民の憩いの場を創出する。

計画額（千円） 実績額（千円）10,800 10,084

D.市民の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 市街地水路整備事業 担当部局・課
都市整備部

土木建設課

整備箇所数 水路環境整備を実施した箇所数

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

事業効果の高い箇所を選定し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

事業実施にあたっては、地域の協力を得て進めている。

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

市街地に残された貴重な水辺空間として整備し、うるおいと安らぎ
の場所の創出を行っており、事業実施は不可欠である。

・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

整備した水辺区間は、うるおいと安らぎ、憩いの場として利用されて
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

計画値 実績値

1 ｍ 100 566

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○府：護岸整備実施、市：沿道景観整
備実施
○刑部・南山本地区：整備工事実施

平成30年度
実施内容

○刑部地区、南山本地区において護
岸改修工事を実施

平成30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【現状】

整備延長 玉串川沿道整備事業の整備延長

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
護岸の老朽化が進む玉串川において、事業主体である大阪府と連携し、護岸改修を行うとともに地
域の貴重な水辺空間として修景整備を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、農業従事者

事業の目的
老朽化した玉串川の護岸改修を行い農業用水の安定供給を図るとともに、修景整備により散策道
としての魅力向上を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）51,658 48,390

D.市民の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 玉串川沿道整備事業 担当部局・課
都市整備部

土木建設課

整備延長 玉串川沿道整備事業の整備延長

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

護岸改修については、府営事業として国庫補助を活用している。
（市負担率25％）

・八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基づき、市
民との協働の取り組みを進められたか
・地域分権の推進に寄与したか
・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、府・市が地域と連携、情報共有し、事業を
進めている。

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

玉串川護岸の老朽化対策は急務であり、また、桜並木等の沿道環
境を保全し、市民の憩いの場を提供することができ、事業の実施は
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

老朽化した護岸の改修により、親水空間の保全と沿道通行の安全
確保に寄与した。



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 ％ 46.5 46.5

2 ％ 74.9 49.8

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

平成30年度
計画内容

○水道局施設更新耐震化事業計画に
基づく取り組みの推進

平成30年度
実施内容

○高安受水場送水ポンプ棟更新工事
の実施
（建築、電気計装、ポンプ設備、場内配
管）

平成30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【現状】

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ｍ３／配水池総容量ｍ３）×１００

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 上水道使用者

事業の目的 安定給水を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

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

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ｍ３／配水池総容量ｍ３）×１００

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ｍ３／全ポンプ所能力ｍ３）×１００

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

工事期間の延伸により有効性は低下したものの施工方法の見直し
等により、出来得る限りコストの節減を図った。

・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

情報公開を進め、透明性を高めた。

評価の観点 評価内容

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

水道の安定供給を図る上で必要である。

・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

工事期間を延伸した事に伴い、指標計画値を達成できなかった。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.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 ％ 24.6 24.6

2 ％ 95 94

3 ％ 14.3 12.6

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

平成30年度
計画内容

○老朽管の更新及び耐震化工事
平成30年度
実施内容

○老朽管の更新及び耐震化工事
布設替（耐震化）：3,230m

平成30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【現状】

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
（Ｋｍ））×１００
（※Φ75mm以上に限る）

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 安全で安心な水を安定的に供給するため、老朽管の更新及び耐震化を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 上水道使用者

事業の目的 安定給水を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

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

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
（Ｋｍ））×１００
（※Φ75mm以上に限る）

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

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

指標の目標通りの進捗で、老朽管の更新及び耐震化を進めた。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.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 箇所 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

平成30年度
計画内容

○耐震性緊急貯水槽設置工事
平成30年度
実施内容

○水道局庁舎において、耐震性緊急
貯水槽の設置

平成30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【現状】

給水拠点（応急給水拠点）設置
箇所数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 耐震性緊急貯水槽を設置する。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

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 緊急時給水拠点確保事業 担当部局・課
水道局

施設整備課

給水拠点（応急給水拠点）設置
箇所数

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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進めた。

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

災害時の飲料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。



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

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○立体駐車場、防災備蓄倉庫等の附
属施設の整備

平成30年度
実施内容

○立体駐車場、防災備蓄倉庫等の附
属施設の完成

平成30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【現状】

水道庁舎機能更新進捗率
水道庁舎機能更新進捗率　＝（出来高工事額（円）／
全体工事額（円））×１００

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
築44年を経て、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た旧局庁舎につい
て、長期的な視野に基づく、判断により建て替えを行い、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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民および市職員

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。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

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 水道局庁舎建設事業 担当部局・課
水道局

施設整備課

水道庁舎機能更新進捗率
水道庁舎機能更新進捗率　＝（出来高工事額（円）／
全体工事額（円））×１００

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

身の丈にあった進め方で効果的かつ効率的に事業を実施した。

・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

工事の作業予定を掲示し、沿道住民に内容を周知した。

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

水道庁舎建設事業は、災害時における水の確保、情報通信技術へ
の対応、ユニバーサルデザインやファシリティマネジメントの導入、
環境保全への配慮等市民ニーズに応じるためにも必要不可欠であ
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

指標の目標通りの進捗で附属施設の整備を進めた。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.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 ％ 95 94.1

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

B

総合
評価 A

平成30年度
計画内容

○配水管（約285㎞）及び鉛製及び老
朽給水管（約23,600戸）の漏水調査の
実施

平成30年度
実施内容

○配水管（284㎞）及び鉛製及び老朽
給水管（23,500戸）の漏水調査の実施

平成30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【現状】

有収率
有収率＝有収水量／総配水量として算出される。な
お、総配水量＝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

指標 単位

事業概要 八尾市水道局給水区域にて漏水調査を実施し、漏水の早期発見・早期修繕を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 布設年度が新しいものを除く配水管と、鉛製及び老朽給水管。

事業の目的 有収率の向上及び、漏水による２次災害発生の防止を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

D.市民の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 漏水防止対策事業 担当部局・課
水道局

工事管理課

有収率
有収率＝有収水量／総配水量として算出される。な
お、総配水量＝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。

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

委託費用と有収率の伸びを総合的に考慮すると、コスト削減できて
いたと考えられる。

・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

宅内で行う調査においては、各戸お知らせを行うことで水道局がど
ういった取り組みをしているかをお客さまに知ってもらえる機会に
なったと考えられる。

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

有収率を高め、無駄な水を減らすということはサービス全般の質の
向上に繋がることにもなるので、事業の実施は妥当であると考えら
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

有収率は94%代に向上した。目標値に少しずつ近づいてきている。
地下漏水を積極的に発見・修繕することで、二次災害の防止にも貢
献した。



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

2 ％ 60 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

平成30年度
計画内容

○水道モニター懇談会・アンケートの
継続実施
○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
○水道施設見学
○小学校水道出前講座
○地域防災訓練・地域イベントの活用
○庁舎じょうほうコーナーの活用

平成30年度
実施内容

○水道モニター懇談会・アンケートの
継続実施
○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
○水道施設見学
○小学校水道出前講座
○地域防災訓練・地域イベントの活用
○庁舎じょうほうコーナーの活用

平成30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【現状】

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）×1,000
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
ら最適値を再検討の上、見直しを図る。

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
水道水の安全性について、市民の理解と信頼を得るために、地域に向けて積極的に情報発信を行
うとともに、市長部局との連携強化を図り、広聴広報機能の充実を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民・事業者（上水道使用者等）

事業の目的
市民（使用者）に水道事業について理解と関心を高めるとともに、都市基盤として必要不可欠な水
道事業の安定経営に必要かつ適正な受益者負担について理解を求める。また、水循環の重要性
について関心を深め、水循環に関連する環境課題も積極的に取り組んで頂けるよう働きかける。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

D.市民の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

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）×1,000
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
ら最適値を再検討の上、見直しを図る。

水道水味・信頼度指数

水道水味・信頼度指数＝（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
ストの観点から最適値を検討の上調査を実施する。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

限られた予算の範囲内で創意工夫し、広聴広報活動を実施した。

・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

地域防災訓練や地域イベント等に積極的に参加し、地域との協働
に努めた。さらに、協働を深めるためにも水道事業における地域と
の協働のあり方について、研究する必要がある。

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

計画通り事務事業を遂行するとともに、市民ニーズを考慮し、満足
度の向上に努めた。

・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

水道事業に対し、水道モニター等のアンケート結果から、一定の理
解が得られている。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.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 220 287

2 ％ 100 117.3

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

平成30年度
計画内容

○環境マネジメントシステムの運用及
び内部監査の実施
○職員に対する研修、啓発

平成30年度
実施内容

○環境マネジメントシステムの運用及
び内部監査の実施
○職員に対する研修、啓発

平成30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【現状】

環境マネジメントシステム活動
の延べ人数

環境マネジメントシステムの啓発活動を実施する人数
を指標とし、延べ２２０人維持することを目標とする。	

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
ＫＥＳの規格に基づき、環境マネジメント方針や目標等を設定し、環境活動推進員を中心に継続し
環境保全に努める。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市職員

事業の目的
環境マネジメント活動に積極的・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。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

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

環境マネジメントシステム活動
の延べ人数

環境マネジメントシステムの啓発活動を実施する人数
を指標とし、延べ２２０人維持することを目標とする。	

電気使用量の削減活動の実施

市職員の節電意識の高揚を図ることを目的とし、不要
照明の消灯、使用頻度の低い機器のモード切替、ノー
残業デーの徹底等を実施する。具体的に目標消灯回
数を100とし、実施回数と比較して実績値を算出する。

・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

組織一丸となり、節電意識を高め、環境活動に取り組み、コストを削
減していく。

・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

環境マネジメントシステムを推進するとともに、情報発信に努めた
が、市民に模範を示すところまでは至っていない。

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

市民ニーズも考慮し、本事務事業は恒久的なものであり、今後も継
続する。

・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

指標の目標どおり達成するとともに、実績値の環境改善計画に基づ
き、環境負荷の低減に努めた。



目標No.5 環境を意識した暮らしやすい八尾

政策No.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 ％ 98.9 98.96

評価

妥当性 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

平成30年度
計画内容

○水道の使用開始（開栓）や使用中止
（閉栓）等の受付業務
○水道メーターの取付・撤去及び取替
業務
○水道メーターの検針（使用水量の計
量）業務
○水道料金等の調定（計算）、請求及
び料金収納業務

平成30年度
実施内容

○量水器関連業務、検針業務及び料
金調定・収納業務を適正に実施
○新水道料金システムの運用につい
て、有効かつ適正に実施

平成30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【現状】

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    

活　動　指　標

指標 単位

事業概要

水道の使用開始（開栓）や使用中止（閉栓）等の受付業務。
水道メーター（量水器）の取付・撤去及び取替業務。
水道メーター（量水器）の検針業務。（使用水量の計量）
水道料金等の調定（計算）、請求及び料金収納業務。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 上水道使用者

事業の目的

開・閉栓等の受付を正確・迅速に行い、お客さまが必要な時に水を使用できる。
水道メーターの取付・撤去、取替等を的確に行い、正しい検針ができる。
使用水量を正確に計量し、適正な料金額が確定する。
水道料金を効率的に収納し、事業の健全経営とサービスの向上が図られる。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

D.市民の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 水道料金収納等総合業務 担当部局・課
水道局

お客さまサービス課

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    

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

滞納整理業務、受付業務、検針業務等について業務委託し、コスト
パフォーマンスを高めるために、委託業者と情報共有を行い、効率
的な事務事業を実施した。

・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

ホームページ等により、事務事業の情報提供を行うことによって、情
報公開を進め、事業の透明性に努めた。

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

水道料金は安全で安心な水を安定供給していくための基盤となる財
源であり、事務事業の実施は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

水道料金収納率は前年度に引き続き目標を達成した。水道事業を
永続的に運営していくための基盤となる財源の確保のため、事務事
業の実施は有効であり、今後も収納率の維持向上に努める。



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

計画値 実績値

1 ％ - 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

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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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、各組合で協議をしている。

・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

整備進捗率 流域整備計画に対する進捗率。

計画額（千円） 実績額（千円）- -

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 担当部局・課
都市整備部

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○維持管理費における府との負担区
分の協議・検討

平成30年度
実施内容

○流域下水道維持管理費負担金13億
2,939万円／流域下水道建設負担金２
億9,526万円



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 ％ 96.6 94.1

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

下水道の目的は、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ことである。公
共事業に資するものであることから事務事業の実施は妥当性があ
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

目標値は達成しなかったものの、着実に普及率は向上しており概
ね実績を上げることができた。

・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

計画から設計・施工まで行うことで効率的な事業執行ができた。地
域特性に合った整備手法について検討を行うことで、より一層の効
率化を目指す。

・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

公共下水道事業の実施には地域の協力が必須である。ホームペー
ジをはじめ、地域と情報を共有し事業を進めている。

評価の観点 評価内容

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）

計画額（千円） 実績額（千円）- -

D.市民の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 公共下水道整備事業 担当部局・課
都市整備部

下水道整備課

事業概要 公共下水道整備を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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。

○

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○社会資本整備総合交付金の安定確
保
○公共下水道の整備
○新技術の検討・導入
○普及啓発活動の実施
○経営戦略に基づく下水道経営

平成30年度
実施内容

○整備面積30.66ｈａ／単年度普及率
0.5％／年度末普及率94.1％



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 ㎞ 8.3 8.3

2 m3/分 3 3

3 ヶ所 250 254

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

本業務は、安全で安定した下水道サービスを提供する上で必要不
可欠な業務であり、適正な維持管理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

苦情等に迅速に対応し、事故等の発生がなかった為、一定の評価
が出来る。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

下水道施設に不具合が発生してからの補修対応でなく、他事業と
の連携を図ることにより、事故を未然に防止するとともに、長期的
にはコスト削減に繋がる。／緊急時には単価契約業者により、早急
な対応を行っている。

・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

工事や業務については、沿道住民にしっかりと地元ＰＲを行い、市
民の理解や協力を得ながら実施した。

評価の観点 評価内容

八尾市公共下水道長寿命化
計画（八尾・久宝園・久宝寺
（第２分区））の事業進捗（累
計）

長寿命化計画に伴う事業を実施した延長である。

処理水供給量 周辺施設に供給する処理水の量

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

計画額（千円） 実績額（千円）- -

D.市民の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 下水道施設の維持管理業務 担当部局・課
都市整備部

下水道管理課

事業概要

下水道台帳整備、補修工事、清掃業務、管渠調査、水質規制、排水設備接続指導業務、開発行
為に伴う排水施設の協議指導等を行う。
公共下水道施設長寿命化計画に伴う事業を行う。
下水道ストックマネジメント計画に基づく事業を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び公共下水道施設

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。

平成30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【現状】

八尾市公共下水道長寿命化
計画（八尾・久宝園・久宝寺
（第２分区））の事業進捗（累
計）

長寿命化計画に伴う事業を実施した延長である。

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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
○長寿命化計画に伴う事業
○下水道ストックマネジメント計画に基
づく事業
〇市制施行70周年記念事業

平成30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
○長寿命化計画に伴う事業
○下水道ストックマネジメント計画に基
づく事業
○市制施行70周年記念事業



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 ％ 91.1 90.9

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

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

下水道法第１１条の３第５項に基づくものであり、水洗便所の早期普
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、供用開始戸数等の増減に影響を受ける面があるが、
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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

水洗化率向上における助成制度の役割を考えると比較的効率的と
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

未水洗化台帳を管理している担当とも協力し、供用開始時や水洗
化推進員の活動において、PRパンフレット等の資料配布を行ってい
る。また、指定登録業者にも市民への制度の情報提供等の協力依
頼を行っている。

評価の観点 評価内容

水洗化率
水洗化戸数（水洗化している戸数）／公共下水道の処
理区域内戸数×100

計画額（千円） 実績額（千円）- -

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 水洗化促進事業 担当部局・課
都市整備部

下水道経営企画課

事業概要
水洗便所の普及を促進するため、水洗便所への改造に対し、補助金の交付又は融資のあっせん
を行う。

重点取り組み 地域別計画

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者

事業の目的
公共下水道の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。

平成30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【現状】

水洗化率
水洗化戸数（水洗化している戸数）／公共下水道の処
理区域内戸数×100

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○補助金・融資あっせん・代位弁済の
事業を実施

平成30年度
実施内容

○補助金・融資あっ旋事業を実施



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 ％ 91.1 90.9

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

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

公共下水道は、処理区域内の土地所有者が水洗化して初めて本
来の機能を発揮するため、未水洗家屋に対して、個別に勧奨活動
を実施し、早期の接続に努めた。

・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

指標目標値に実績が達成されなかったが、水洗化率は向上してお
り、一定の成果はあっ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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

水洗化推進員の活動や他部課との連携による重点的な勧奨活動
を効果的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

事業の特性上、市民参画の余地は少ないが、勧奨指導において、
市民に対してきめ細やかなアドバイスやヒアリングを実施した。

評価の観点 評価内容

水洗化率
水洗化戸数（水洗化している戸数）／公共下水道の処
理区域内戸数×100

計画額（千円） 実績額（千円）- -

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 水洗化促進に関する業務 担当部局・課
都市整備部

下水道管理課

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

水洗化率
水洗化戸数（水洗化している戸数）／公共下水道の処
理区域内戸数×100

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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

平成30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、水洗化の促進
○他部課との連携による重点的な勧
奨活動を実施し、更なる水洗化の促進



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 回 20 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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、広く広報を行うに
は適切でり、市民ニーズも高く市が積極的に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

下水道啓発イベント、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

下水道出前講座やイベント等、業務委託をするとで、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

出前講座では、地域の要望にも応えるかたちの講座をおこなった。

評価の観点 評価内容

下水道出前講座の実施回数

計画額（千円） 実績額（千円）- -

D.市民の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 下水道の広報宣伝事業 担当部局・課
都市整備部

下水道経営企画課

事業概要 下水道事業の広報宣伝活動を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的
下水道は普段目にする機会が少なく下水道の大切さや役割の認識が低いため、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や必要性を深めてもらめざすことを目的とす
る。

平成30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【現状】

下水道出前講座の実施回数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○下水道出前講座の開催
○下水道広報宣伝イベントの開催
○“下水道の日”の広報

平成30年度
実施内容

○下水道出前講座を開催
○下水道普及広報宣伝イベントの開催
○下水道に関する80秒の映画を製作
し公開



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 ％ 98.4 98.6

2 ％ 98.7 98.6

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

本事務は、安全で安定した下水道サービスを提供し続けるために
必要な事務であり、適正に実施す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

公共下水道事業に必要な財源を確保するために必要な事務であ
り、目標に挙げている徴収率をほぼ達成し、確実に業務を遂行す
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

受益者負担金：高い徴収率を維持する為、郵送による督促に加
え、長期滞納者には複数回、現地訪問を行うなど、最適な手法を検
討し実施した。
下水道使用料：徴収においては、水道局に事務委任しているため、
賦課における情報資料の授受を効率的に行い、適切な事務処理を
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

工事着手時や供用開始時に該当者全戸に資料を配布するなどPR
し、事業について理解が得られるように努めている。

評価の観点 評価内容

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（％）

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（％）

計画額（千円） 実績額（千円）- -

D.市民の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
受益者負担金、下水道使用料等の賦課・徴収

業務
担当部局・課

都市整備部

下水道経営企画課

事業概要

受益者負担金・・公共下水道の排水区域内の土地所有者等へ都市計画法に基づく受益者負担金
の賦課徴収を行う。
下水道使用料・・公共下水道の使用者から下水道使用料を徴収する。
接続納付金・・市が定める計画汚水量（基準汚水量）を超える汚水量（平均汚水量）を排出する建
築施設に排水設備等を設置する者から接続納付金を徴収する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 下水道整備区域内市民

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)

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○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

平成30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・徴収を実
施



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 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

総務省の通達に基づき中長期的な経営の基本計画である「経営戦
略」を平成３２年度までに策定しておりプロセスは妥当である。

・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

公共下水道経営の目的とこれを達成するための戦略的な将来像
を、経営の基本目標の中で明示した計画である経営戦略を進めて
いくことで、下水道の適切な維持管理と安定した事業継続が期待で
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

下水道使用料改定の際にベースとなった投資財政見通しに基づい
た投資財政計画を基本とすることで必要な投資、費用とこれに対応
する財源を明確にした。

・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

経営審議会に市民委員の参加があり、市民目線での意見を審議
内容に反映させている。

評価の観点 評価内容

八尾市公共下水道事業経営審
議会の開催

指標は経営審議会の開催回数

計画額（千円） 実績額（千円）- -

D.市民の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 下水道経営推進事業 担当部局・課
都市整備部

下水道経営企画課

事業概要

平成27年９月から八尾市公共下水道事業経営審議会を設置し、下水道事業の経営に関しての審
議等を行っている。審議会を年数回開催し、公営企業に対する総務省通知に基づき、平成32年度
末までに財政計画と投資計画を中心に構成される経営戦略策定が義務付けられている。本市は平
成29年度に経営戦略を策定。策定後は毎年財政計画と投資計画の検証を審議会とともに実施す
る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 八尾市公共下水道事業経営戦略

事業の目的
中長期的な視点から、持続的な下水道サービスを将来に渡って提供し続けるための「投資試算」及
び「財源試算」の将来予測、経営健全化及び財源確保の具体的方策を立案することが可能にな
る。また、職員のコスト意識が醸成されていく。

平成30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【現状】

八尾市公共下水道事業経営審
議会の開催

指標は経営審議会の開催回数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市公共下水道事業経営審議会
の開催　年2～4回
○経営戦略の検証

平成30年度
実施内容

○八尾市公共下水道事業経営審議会
を年2回開催
○経営戦略に沿った事業を実施



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 ％ 90 88.1

2 ％ 32 30.4

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

平成30年度
計画内容

○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
○いじめ再調査委員会の運営
○子どものいじめ相談に対する窓口の
設置
○トップセミナーの実施
○人権主担者研修
○職員研修、職場研修

平成30年度
実施内容

○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
○いじめ再調査委員会の運営
○子どものいじめ相談に対する窓口の
設置
○トップセミナーの実施
○人権主担者研修の実施
○職員研修、職場研修の実施

平成30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【現状】

人権主担者研修の内容がよ
かったと思う職員の割合

人権主担者研修を受講した職員のうち、研修内容に
ついて「よかった」と回答した職員の割合を指標とす
る。

活　動　指　標

指標 単位

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。
・いじめは重大な人権侵害事象であるとの認識のもと、「八尾市いじめ防止基本方針」に基づき、
「いじめ」のない環境づくりを進める。

重点取り組み 地域別計画

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。
・「いじめ」のない環境をつくる。

計画額（千円） 実績額（千円）11,782 11,459

D.市民の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

人権主担者研修の内容がよ
かったと思う職員の割合

人権主担者研修を受講した職員のうち、研修内容に
ついて「よかった」と回答した職員の割合を指標とす
る。

市役所の職場人権研修への
参加率

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、受講した職員の割合を指標とする。

・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

人権教育・啓発プランの推進にあたって、八尾市人権尊重の社会
づくり審議会での意見を伺い、進捗管理に努めた。

・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

市政だよりやＦＭちゃお、チラシやポスターの活用など取り組み内
容に応じた積極的な情報提供を行った。
また、人権主担者の研修など人材の育成や啓発に取り組んだ。

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

すべての人権が尊重される社会づくりに不可欠

・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

八尾市人権尊重の社会づくり審議会を2回開催した。



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.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 17000 15847

2 件 750 874

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30年度
計画内容

○桂人権コミュニティセンターの運営管
理業務
○施設の補修・維持管理業務
○貸館業務
○経年ガス管改善工事

平成30年度
実施内容

○桂人権コミュニティセンターの運営管
理業務の実施
○施設の補修・維持管理業務の実施
○貸館業務の実施
○経年ガス管改善工事の実施

平成30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【現状】

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

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 センター利用者

事業の目的
地域住民（周辺地域を含む）の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。施設のバリアフリー化を促進し、高齢者、障がい者を含むすべての人が利用しやすい
施設となることで、市民交流の活性化、利用者満足度の向上及び地域福祉の向上をめざす。

計画額（千円） 実績額（千円）7,945 7,195

D.市民の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

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

部屋貸出件数

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

本来、建て替え時期とも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

地域の密着したコミュニティセンターとして、住民ニーズを考慮し、
概ね広く住民に利用され、取組みを進められた。

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

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計画値を大きく上回り、施設維持管理、運営
管理についても適正に遂行された。



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.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 13000 15495

2 人 8000 9548

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30年度
計画内容

○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

平成30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

平成30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【現状】

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

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。

重点取り組み 地域別計画

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。高
齢者、障がい者が安心して利用できるよう施設の活用を図るとともに、市民に安全・安心な施設を提
供し、市民交流を活性化することで地域拠点としての機能向上を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）4,976 4,750

D.市民の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

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。

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。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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、人権コミセンだより
を毎月発行している。

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

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

来場者数においては計画値を大きく上回り、施設維持管理、運営
管理について概ね適正に遂行した。



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.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 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

A

総合
評価 A

平成30年度
計画内容

○第２次八尾市人権教育・啓発プラン
の進行管理
○第２次八尾市人権教育・啓発プラン
の推進
○市民フォーラムの開催
○交流会の開催

平成30年度
実施内容

○第２次八尾市人権教育・啓発プラン
の進行管理の実施
○市民フォーラムを６回開催
○交流会を２回開催

平成30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【現状】

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

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,001 656

D.市民の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 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

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。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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、最適な方法と考える。

・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など、市民との協働により実施した。

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

市民参画のもと、市民フォーラムや交流会を実施した。

・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。



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 人 1550 1286

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30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30年度
実施内容

○人権啓発セミナーを３回開催
○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もと、地区人権
研修を16地区で実施
○人権週間に街頭啓発及び啓発用の
ぼり等を掲出

平成30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【現状】

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

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 差別のない社会を実現する。

計画額（千円） 実績額（千円）9,888 9,275

D.市民の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 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

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。

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

市民、地域と役割分担のもと、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。

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

市民ニーズ等を考慮し、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、有効な事業である。



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.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 400 373

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

平成30年度
計画内容

○各種講座事業
○人権啓発事業

平成30年度
実施内容

○講座開催事業の実施
○人権啓発事業の実施

平成30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【現状】

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

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）3,237 3,175

D.市民の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

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

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

ニーズに適した講座を従事させるため、受講生の少ない講座につ
いては廃止を行い、講師謝礼などのコスト削減を行った。

・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

住民ニーズの把握を行い、広く住民に講座の受講されるよう企画・
運営に努めた。

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

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、或いは、各種団体からの貸館の要望などそのニーズは高い。
講習講座の自主サークル化の充実。

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

講座・自主サークルの開催、活動回数において、前年度実績を大き
く上回り、目標数に近づくことができた。



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 450 537

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

平成30年度
計画内容

○各種講座事業
○人権啓発事業

平成30年度
実施内容

○各種講座事業
○人権啓発事業

平成30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【現状】

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

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）2,563 2,199

D.市民の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

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。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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、人権コミセン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。

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

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。
本センターは社会福祉法に基づく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。



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 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

平成30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の会議の
開催

平成30年度
実施内容

○「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
捗状況について、全庁的に照会を行
い、八尾市同和問題協議委員会議に
て報告

平成30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【現状】

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

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 差別のない社会を実現する。

計画額（千円） 実績額（千円）290 265

D.市民の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

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。

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

同和問題を解決するための施策のあり方について、八尾市同和問
題協議委員が一同に会した場で行う事により、効率性が図れる。

・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

市民との協働の中で事業を実施した。

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

同和問題に関する課題を解決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

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。



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 240 123

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30年度
計画内容

○生活相談事業
○周辺地域の実態把握
○出張相談事業

平成30年度
実施内容

○生活相談事業の実施
○周辺地域の実態把握の実施
○出張相談事業の実施

平成30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【現状】

センター相談件数 センター生活相談事業における相談件数

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

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及び地域課題の解決を図ることを目的とする。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 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

センター相談件数 センター生活相談事業における相談件数

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

相談事業に限っては、個々の相談事例や状況に基づくことから一
概に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

生活上の様々な問題について市民と寄り添いながら相談を行い概
ね取り組む事ができた。

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

人権コミュニティセンターとして、困窮・就労・住宅・健康など生活上
の様々な問題について市民と寄り添いながら相談対応を行った。

・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

同施設内の西郡出張所においても、生活相談をおこなっており、実
績値においては昨年度より減少したが、桂人権コミュニティセンター
と西郡出張所の相談の合計件数は、目標値を超えた。



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 100 116

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

平成30年度
計画内容

○生活相談事業
○周辺地域の実態把握

平成30年度
実施内容

○生活相談事業
○周辺地域の実態把握

平成30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【現状】

センター相談件数 センター生活相談事業における相談者数。

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
市内とりわけ周辺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。
また、相談事業を効果的に推進し地域拠点としての機能を向上させる。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民、センター利用者をはじめ市民全般

事業の目的
住民の健康づくりを推進するなど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及び地域課題の解決を図ることを目的と
する。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 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

センター相談件数 センター生活相談事業における相談者数。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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、人権コミセン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。

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

本センターは社会福祉法に基づく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。隣保事業には相談強化事業が規定さ
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

生活相談件数は、計画値より増となった。



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 ％ 38 19.1

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

平成30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
○（仮称）差別などの人権侵害に関す
る特設法律相談の実施

平成30年度
実施内容

○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を支
援
○弁護士による人権侵害に関する特
設法律相談の実施

平成30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【現状】

人権啓発事業の新規参加者の
割合

人権啓発事業へはじめて参加した市民の割合を指標
とする。

活　動　指　標

指標 単位

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、人権相談などの充実を図
る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

事業の目的 差別のない社会を実現する。

計画額（千円） 実績額（千円）1,722 1,433

D.市民の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 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

人権啓発事業の新規参加者の
割合

人権啓発事業へはじめて参加した市民の割合を指標
とする。

・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

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。

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

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り、さらなる取り
組みが必要である。



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.52 多文化共生の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 件 1000 960

2 日 470 490

3 件 39800 22753

評価

妥当性 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30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
○災害時多言語支援センターを活用し
た事業の実施
○地域での多文化共生事業の推進

平成30年度
実施内容

○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
○災害時多言語支援センター設置・運
営研修
○地域での多文化共生事業の推進

平成30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【現状】

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

事業概要 相談・情報提供事業などの外国人市民支援のための施策を実施する。

重点取り組み 地域別計画

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づくりを行い、多文化共生社会の実現をめざす。

計画額（千円） 実績額（千円）12,919 12,513

D.市民の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

外国人市民相談事業件数 相談件数の維持。

市役所の通訳配置延べ日数 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言語）の年間アクセ
ス数

年間100件のアクセス増加をめざす（後期計画期間Ｈ
28年度より）。

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

地域で外国人を支援しているＮＰＯ等との協働により、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

ＮＰＯ等との協働により事業を進めるとともに、八尾市外国人市民
会議では、直接外国人市民から意見を伺い、施策に反映できるよう
にしている。

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

増加傾向にある外国人市民にとって住みよいまちづくりを進めるこ
とは、行政として必要である。

・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

多種の多文化共生施策を通じて、外国人が八尾市で生活していく
上での課題解決を図ることができた。



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

計画値 実績値

1 ％ 100 95.1

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

平成30年度
計画内容

○多文化共生推進計画の進捗管理
平成30年度
実施内容

○多文化共生推進計画の進捗管理

平成30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【現状】

多文化共生推進計画に位置付
けた事業の実施割合

八尾市多文化共生推進計画に位置付けた事業の実
施割合

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
多文化共生社会の実現をめざし、「多文化共生推進計画」に基づき、多文化共生施策の推進を図
る。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

D.市民の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 多文化共生推進計画の推進 担当部局・課
人権文化ふれあい部

文化国際課

多文化共生推進計画に位置付
けた事業の実施割合

八尾市多文化共生推進計画に位置付けた事業の実
施割合

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

市民会議の委員謝礼は、市の規程に基づいて支出している。

・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

八尾市外国人市民会議には、多様な外国籍の方に参画いただき、
意見がいただけている。

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

国際化がますます進展しており、計画を達成するために進行管理
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

八尾市外国人市民会議の場で進捗管理を行い、多文化共生施策
について意見をいただいた。



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.53 平和意識の向上

現状 今後

計画値 実績値

1 人 3900 1569

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

平成30年度
計画内容

○長崎被爆体験講話など、市民の平
和意識を高める事業を実施

平成30年度
実施内容

○長崎被爆体験講話など、平和意識
啓発事業の実施

平成30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【現状】

非核・平和啓発事業の参加者
数

非核・平和啓発事業の参加者数。毎年度200人以上
の参加者数を目指す。

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）688 445

D.市民の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

非核・平和啓発事業の参加者
数

非核・平和啓発事業の参加者数。毎年度200人以上
の参加者数を目指す。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

「平和のつどい」の開催頻度の見直しや平和啓発に関する報告集
の廃止など、事業の見直しを進めてきた。

・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

学校を対象とした被爆体験講話の参加者は多いが、一般市民を対
象とした啓発イベントへの参加者は少ない状況。

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

市民に平和の大切さを考える機会を提供していくことは行政として
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

気象警報発令による影響で計画どおりの事業実施ができなかった
が、実施により平和の大切さを考えてもらう機会を得ている。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 事業数 170 137

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30年度
計画内容

○校区まちづくり交付金の見直しの検
討
○町会加入促進検討に基づく取り組
みの実施
○地域分権の推進に向けた広報や各
種制度の実施
○地域担当制の実施
○地域予算（校区まちづくり交付金）の
実施
○校区まちづくり協議会の運営支援
○やお地域まちづくりアドバイザー派
遣事業の実施
○出張所等の地域拠点施設の職員に
よる地域活動の支援

平成30年度
実施内容

○校区まちづくり交付金の見直しに向
けた校区まちづくり協議会のあり方の
検討
○地域分権の推進に向けた広報や各
種制度の実施
○地域担当制の実施
○地域予算（校区まちづくり交付金）の
実施
○校区まちづくり協議会の運営支援
○やお地域まちづくりアドバイザー派
遣事業の実施
○出張所等の地域拠点施設の職員に
よる地域活動の支援

平成30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【現状】

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

指標 単位

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。
・庁内関係各課との連携により、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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民・職員

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。

計画額（千円） 実績額（千円）83,138 76,956

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 地域分権推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

コミュニティ政策推進課

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

校区まちづくり交付金を活用し
た事業数

校区まちづくり実績報告時の事業数

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

・わがまち推進計画に基づき、各校区まちづくり協議会では校区ま
ちづくり交付金を用いて事業を実施した。

・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

・校区まちづくり協議会のあり方について、地域活動の担い手に対
するアンケート調査や校区まちづくり協議会の会長等へ意見交換を
行い、その内容を踏まえた検討会議を実施した。

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

・地域拠点職員による地域住民主体の地域活動支援を行った。

・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

・わがまち推進計画に基づき、校区まちづくり協議会が中心となり、
事業を実施しているが、夏季の記録的な猛暑や人員等の影響によ
り中止・延期される事業があった。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 団体 89 74

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30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30年度
実施内容

○市民憲章啓発活動の実施

平成30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【現状】

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

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、団体、事業所

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を目
的とする。

計画額（千円） 実績額（千円）950 950

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 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

コミュニティ政策推進課

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

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

市民憲章の普及啓発をさらに進めるため、市民憲章の普及・実績に
効果的である事業に対して助成金を交付するため、助成金交付要
綱を制定した。

・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

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。

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

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

当初の目標は達成できていないが、引き続き会員数が減少しないよ
うに努める。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 76 63.4

2 世帯 88000 78438

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

平成30年度
計画内容

○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30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

平成30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【現状】

加入率（町会加入世帯率）

【特例市間比較指標】
加入率：町会加入世帯数÷全世帯数×100
町　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：住民基本台帳における世帯数

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）32,165 32,490

D.市民の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

コミュニティ政策推進課

加入率（町会加入世帯率）

【特例市間比較指標】
加入率：町会加入世帯数÷全世帯数×100
町　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：住民基本台帳における世帯数

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。）

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

自治振興委員会の会議等の事前準備や調整等に時間を要するこ
とが多いが、自治振興委員会の運営を効率的に行うことができて
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

機関紙や市のホームページ等を通じて、自治振興委員会事業のＰ
Ｒ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。

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

補助金の交付等を通じて、自治振興委員会と協働しながら地域分
権の取り組みを進めている。

・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

町会加入促進に取り組んでいるが、計画値を達成することができ
なかった。引き続き、目標達成に向けた取り組みを、自治振興委員
会と協働で進めていく必要がある。



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.54 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 人 1500 692

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30年度
計画内容

○10館合同コミセンまつりの実施
○八尾市一般コミュニティ助成事業補
助金交付
○コミュニティセンターの講座・イベント
等情報の発信の拡充

平成30年度
実施内容

○10館合同コミセンまつり（舞台発表）
を実施
○八尾市一般コミュニティ助成事業補
助金交付事業の実施
○コミュニティセンターの各種講座等を
実施

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

１０館合同コミセンまつり参加
者数

舞台発表（芸能発表及びカラオケ発表）の出演者及
び来場者の総数とする（いずれもスタッフの数は除
く）。

活　動　指　標

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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。

計画額（千円） 実績額（千円）4,341 3,474

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 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

コミュニティ政策推進課

１０館合同コミセンまつり参加
者数

舞台発表（芸能発表及びカラオケ発表）の出演者及
び来場者の総数とする（いずれもスタッフの数は除
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

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っては、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。

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

八尾市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

10館合同コミセンまつりについては、平成29年度から、開催時間の
短縮等、運営手法の抜本的な見直しを行っているため、当初の計
画値を指標とすることは適当ではないが、前年度実績と比較しても
一定程度、達成できていると判断する。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 4 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

平成30年度
計画内容

○地方自治法等の規定に基づき、引き
続き、地縁団体認可事務及び認可地
縁団体が所有する不動産の登記特例
制度に関する事務を実施

平成30年度
実施内容

○地方自治法等の規定に基づき、地
縁団体認可事務及び認可地縁団体が
所有する不動産の登記特例制度に関
する事務を実施

平成30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【現状】

認可団体件数（件） 認可件数及び相談件数の総数とする。

活　動　指　標

指標 単位

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事務及び同法第260条の38の規定に基づ
く地縁団体が所有する不動産の登記特例制度関連事務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 町会（自治会）、町内会、認可地縁団体

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 認可地縁団体事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

コミュニティ政策推進課

認可団体件数（件） 認可件数及び相談件数の総数とする。

・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

認可地縁団体に関する事務の執行は適正かつ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。

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

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

地縁団体の認可に関する相談及び証明書発行事務は、地縁団体
が不動産登記を行う際に必要不可欠となる手続きであるため、有効
な事務事業であると判断する。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 20 38

2 件 6 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

平成30年度
計画内容

○地区集会所の整備（用地取得・新
築・建替え・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30年度
実施内容

○自治活動の拠点整備と活発な市民
活動を推進するため、以下のとおり補
助金を交付
・地区集会所整備補助金の交付　　12
件
・地区集会所家賃等補助金の交付　８
件

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

補助金交付件数
整備補助金（建替え、修繕等）交付件数及び相談件
数の総数とする。

活　動　指　標

指標 単位

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・新築・建替え・購入・増改築等・耐震診断）及
び家賃等に対する補助金の交付等を行う。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）11,940 10,441

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

コミュニティ政策推進課

補助金交付件数
整備補助金（建替え、修繕等）交付件数及び相談件
数の総数とする。

補助金交付件数
家賃等補助金（地代、家賃等）交付件数及び相談件
数の総数とする。

・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

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

市ホームページへの各補助金交付実施要領の掲載や、自治振興
委員会での情報提供などを通じて、広く市民に周知できたと判断す
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

地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

地区集会所整備補助金及び家賃等補助金における相談件数が例
年に比べ多くあることから見ても、当該制度の周知は一定進んでお
り、本事業の実施は有効であったと判断する。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 箇所 4 4

2 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

平成30年度
計画内容

○「小学校区集会所」未整備校区への
整備を検討
○小学校区集会所における改修工事
を実施

平成30年度
実施内容

○小学校区集会所未整備校区４か所
の整備について検討

平成30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【現状】

小学校区集会所整備に向けた
検討数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 市内28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。

重点取り組み 地域別計画

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。

計画額（千円） 実績額（千円）28,873 18,966

D.市民の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

コミュニティ政策推進課

小学校区集会所整備に向けた
検討数

小学校区集会所数

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。

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

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

目標計画値通りであった



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

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

A

総合
評価 A

平成30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30年度
実施内容

○地域と連携し、「小学校区集会所」の
維持・管理を実施

平成30年度
意味・算式等

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【現状】

施設修繕件数（件）

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 「小学校区集会所」の管理事務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民（小学校区単位）

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。

計画額（千円） 実績額（千円）3,981 3,371

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 小学校区集会所管理事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

コミュニティ政策推進課

施設修繕件数（件）

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。

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

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
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

各小学校区集会所管理運営委員会にて、施設を適正に維持管理
いただいている結果、当初想定していた修繕依頼件数を大幅に下
回ることができたため、本事業の実施は有効であったと判断する。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 5 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

平成30年度
計画内容

○センターの計画的な維持管理
○センターの貸館業務

平成30年度
実施内容

○センターの計画的な維持管理
○センターの貸館業務

平成30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【現状】

センターの修繕件数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 龍華コミュニティセンターの維持管理及び貸館業務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 センター利用者

事業の目的
市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供するためセンターの適切な維持管理を行い、地域
市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

計画額（千円） 実績額（千円）41,064 39,371

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 龍華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

龍華出張所

センターの修繕件数

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

施設管理に関する費用については、入札を実施し、契約の適正化
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

施設として、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深める
ための施設として寄与している。

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

地域住民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めるための市管
理の施設として妥当である。

・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

市民がさまざまな活動や学習としての場であり、必要な情報を得る
上で有効である。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 5 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

平成30年度
計画内容

○センターの計画的な維持管理
○センターの貸館業務

平成30年度
実施内容

○センターの計画的な維持管理の実
施
○センターの貸館業務の実施

平成30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【現状】

センターの修繕件数 センターの修繕件数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 久宝寺コミュニティセンターの補修、整備、改修を含めた施設の維持管理及び貸館業務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 センター利用者

事業の目的
市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供するためセンターの適切な維持管理を行い、地域
市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

計画額（千円） 実績額（千円）3,835 3,847

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 久宝寺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

久宝寺出張所

センターの修繕件数 センターの修繕件数

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

施設の維持管理については、前年度同様の効率性を維持できてい
る。
貸館事業についても、公共施設として適切な受益者負担の中で、使
用していただいている。

・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

貸館事業については地域団体の会議への活用を初め中高生に向
けた自習室としての開放など協働を意識した取り組みを進めてい
る。透明性についても、積極的に情報公開を進める性質のものでは
ないが、修繕内容等については、仮に照会があった場合には、適切
に対応し説明できるようにしている。

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

市の保有する施設の維持管理業務であり、市民が日常的に生涯学
習等で活用する施設であることから、市が事務事業の実施主体とな
ることが適当である。

・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

平成30年度においては、自動ドアや空調機器等の修繕・取替等を
実施した。施設の躯体そのものについては、修繕が必要な破損等
が生じることはなかった。件数・執行額についても、施設の築年数
から考えると問題がないものと考える。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 5 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

平成30年度
計画内容

○センターの計画的な維持管理
○センターの貸館業務

平成30年度
実施内容

○センターの計画的な維持管理
○センターの貸館業務

平成30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【現状】

センターの修繕件数 センターの修繕件数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 大正コミュニティセンターの補修、整備、改修を含めた施設の維持管理及び貸館業務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 センター利用者

事業の目的
市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供するためセンターの適切な維持管理を行い、地域
市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

計画額（千円） 実績額（千円）7,367 7,235

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 大正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

大正出張所

センターの修繕件数 センターの修繕件数

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

台風の被害など施設の維持管理に必要最低限の修繕を行ったた
め、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

市民と協働してまちづくりを進めるために、センターは地域の繋がり
を育む場として寄与している。

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

地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を行う場であり、セン
ターの維持は妥当である。

・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

施設の維持管理に必要な修繕を行ったため、有効である。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 15 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

平成30年度
計画内容

○センターの機能更新
○センターの計画的な維持管理
○センターの貸館業務

平成30年度
実施内容

○センターの機能更新
○センターの計画的な維持管理
○センターの貸館業務

平成30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【現状】

センターの修繕件数 センターの修繕件数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
山本コミュニティセンターの補修、整備、改修を含めた施設の維持管理及び貸館業務を行う。
山本出張所（山本コミュニティセンター）が今後とも地域拠点としての役割を担うべく、計画的な施設
の機能更新を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 センター利用者

事業の目的
市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供するためセンターの適切な維持管理を行い、地域
市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。
施設の老朽化に伴い、計画的な機能更新を行うことで長期的な利用を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）42,647 42,958

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 山本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

山本出張所

センターの修繕件数 センターの修繕件数

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

限られた予算内で、できる限り行った。

・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

節電や節水、駐車場・駐輪場の利用について協力を呼びかけつつ
施設管理を進めている。

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

市民の利用度の高い施設であることから、安全・快適に利用できる
環境を整えることは必須である。

・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

修繕件数は指標の目標値には届いていないが、緊急度の高いもの
から予算内で実施した。



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.54 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 1 11

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30年度
計画内容

○竹渕コミュニティセンター移転
○センターの計画的な維持管理
○センターの貸館業務
○移転開所に伴う市制施行70周年を
祝う取り組みの実施

平成30年度
実施内容

○竹渕コミュニティセンター移転
○センターの計画的な維持管理
○センターの貸館業務
○移転開所に伴う市制施行70周年を
祝う取り組みの実施

平成30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【現状】

センターの修繕件数 センターの修繕件数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 竹渕コミュニティセンターの補修、整備、改修を含めた施設の維持管理及び貸館業務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 センター利用者

事業の目的
市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供するためセンターの適切な維持管理を行い、地域
住民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

計画額（千円） 実績額（千円）33,665 28,668

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 竹渕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

竹渕出張所

センターの修繕件数 センターの修繕件数

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

取組みを進められた。

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

生涯学習の場として講座等を行い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

有効な事業であった。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

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

平成30年度
計画内容

○センターの貸館業務
○センターの計画的な維持管理

平成30年度
実施内容

○センターの貸館業務
○センターの計画的な維持管理

平成30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【現状】

センターの修繕件数 センターの修繕件数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
○南高安コミュニティセンター貸館業務を行うために施設修繕等の維持管理を行う
○南高安コミュニティセンターの施設の安全性・機能性を確保するための改修を行う

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 センター利用者

事業の目的
市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供するためセンターの適切な維持管理を行い、地域
市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

計画額（千円） 実績額（千円）3,757 3,430

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 南高安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

南高安出張所

センターの修繕件数 センターの修繕件数

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

本業務の実施手法は適正であり、執行体制も効率的であったと考
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

本事務の実施により、地域分権の推進に寄与したものと考える。

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

コミュニティセンターの施設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

施設の修繕を計画値通り達成でき、地域コミュニティの推進に寄与
するうえで、有効な施設の維持管理ができたと考える。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 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

平成30年度
計画内容

○センターの計画的な維持管理
○センターの貸館業務

平成30年度
実施内容

○センターの計画的な維持管理
○センターの貸館業務

平成30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【現状】

センターの修繕件数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 高安コミュニティセンターの補修、整備、改修を含めた施設の維持管理及び貸館業務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 センター利用者

事業の目的
市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供するためセンターの適切な維持管理を行い、地域
市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

計画額（千円） 実績額（千円）2,365 2,370

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 高安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

高安出張所

センターの修繕件数

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

本事務の実施手法は適正であり、執行体制も効率的であった。

・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

本事務の実施により、地域分権の推進に寄与できた。

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

コミュニティセンターの施設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。

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

計画的な維持管理は概ね対応できている。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

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

平成30年度
計画内容

○センターの計画的な維持管理
○センター貸館業務

平成30年度
実施内容

○センターの計画的な維持管理
○センター貸館業務

平成30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【現状】

センターの修繕件数 センターの修繕件数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 曙川コミュニティセンターの補修、整備、改修を含めた施設の維持管理及び貸館業務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 センター利用者

事業の目的
市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供するためコミュニティセンターの適切な維持管理を
行い、地域市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

計画額（千円） 実績額（千円）3,152 3,105

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 曙川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

曙川出張所

センターの修繕件数 センターの修繕件数

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

施設の修繕に関して、創意工夫のもとコストの削減に努め、本事業
の実施手法は適正かつ効率的であった。

・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

運営に関しては地域役員で組織された運営協議会の下、市民との
協働で取り組んだことは、地域分権の推進に寄与した。

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

利用者に不便を感じさせぬよう、市民ニーズに沿った施設の維持・
管理をしており、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

施設の維持・管理を行い、地域コミュニティ活性化の推進に寄与す
ることは、「みんなでつくる八尾」という目標に対して、有効な事務事
業であった。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 2 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

平成30年度
計画内容

○センターの計画的な維持管理
○センターの貸館業務

平成30年度
実施内容

○センターの計画的な維持管理
○センター貸館業務

平成30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【現状】

センターの修繕件数 センターの修繕件数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 志紀コミュニティセンターの補修、整備、改修を含めた施設の維持管理及び貸館業務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 センター利用者

事業の目的
市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供するためセンターの適切な維持管理を行い、地域
市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

計画額（千円） 実績額（千円）4,007 4,087

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 志紀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

志紀出張所

センターの修繕件数 センターの修繕件数

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

施設の修繕に関しては、ランニングコストも考慮しながら費用の軽
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

地域団体で構成されるコミュニティセンター運営協議会での意見も
参考にしながら、施設の利用や設備の更新を実施した。

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

利用者に不便を感じさせないよう、市民ニーズに沿った施設の維
持・管理をしており、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

施設の維持・管理を行い、地域コミュニティ活性化の推進に寄与す
ることは、「みんなでつくる八尾」という目標に対して、有効な事務事
業であった。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

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

平成30年度
計画内容

○センターの計画的な維持管理
○センター貸館業務

平成30年度
実施内容

○センターにおける施設の修繕を実施
○地域コミュニティの促進及び生涯学
習機会の充実のため、貸館業務を実
施

平成30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【現状】

センターの修繕件数 センターの修繕件数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 緑ヶ丘コミュニティセンターの補修、整備、改修を含めた施設の維持管理及び貸館業務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 センター利用者

事業の目的
市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供するためセンターの適切な維持管理を行い、地域
市民が相互に交流を深め、自主的な活動を深めることを目的とする。

計画額（千円） 実績額（千円）2,504 2,320

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 緑ヶ丘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

コミュニティ政策推進課

センターの修繕件数 センターの修繕件数

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

本事務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

本事務の実施により、地域分権の推進に寄与したものと判断する。

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

コミュニティセンターの施設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

施設の老朽化に伴う突発的な故障等についても、施設職員の速や
かな対応により、利用者に不便をかけることなく、適正に管理できて
いることから、本事業の実施は有効であったと判断する。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 1 0

2 回 2 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

平成30年度
計画内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域のまちづくり支援に資する取組
みの実施
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30年度
実施内容

○地域内施設連絡会の主旨を踏まえ
て、施設間、施設と地域が連携するこ
とから始めることとし、グループホーム
展、障がい事業所展を実施し、情報発
信の場を提供
○市制施行70周年を祝う取り組みとし
て、シャッフルぬりえ、ふれあい落語を
実施

平成30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【現状】

地域内施設連絡会開催数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 ・地域特性・課題に応じて、地域のまちづくり支援等の事業を展開する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 ・地域住民、地域内施設

事業の目的

・健康分野、地域のまちづくり支援、福祉課題及び子育て施策等の課題に対して、「各部局と連携し
ながら、課題解決につなげていくことで、「総合行政の場」としての機能を充実させていく。
・地域内施設連絡会において、初期型総合相談機能の充実を図るため、地域内施設等のネット
ワークの構築と情報共有を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）306 216

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 龍華まちづくり拠点事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

龍華出張所

地域内施設連絡会開催数

拠点を活用した地域内福祉施
設の情報発信回数

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

参加施設が工夫を凝らして取組み、コスト的にも効果的であった。

・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

地域住民に向けての取組みであり、透明性は高められた。

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

取り組み始めたばかりであり、現時点では市の役割等は妥当であ
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

拠点を活用しての福祉サービスの啓発を行い、地域住民の来場者
も多く、また施設間の連携も生まれつつあり、有効な事業であった。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 3 0

2 件 315 714

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○地域活動の情報発信の強化
○地域の健康促進・子育て支援・魅力
発見の催しの開催
○地域に身近な行政相談窓口の実施
○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実
施
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30年度
実施内容

○地域活動の情報発信の強化
○地域の健康促進・子育て支援・魅力
発見の催しの開催
○地域に身近な行政相談窓口の実施
○地域内の福祉施設や学校園等と情
報等の周知や連携を実施
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30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【現状】

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会の開催回数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 ・出張所が地域特性・課題に応じて、地域のまちづくり支援等の事業を展開する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民、地域内施設

事業の目的

・健康分野、地域のまちづくり支援、福祉課題及び子育て施策等の課題に対して、各部局と連携し
ながら、課題解決につなげていくことで、「総合行政の場」としての機能を充実させていく。
・地域内施設連絡会において、初期型総合相談機能の充実を図るため、地域内施設等のネット
ワークの構築と情報共有を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）346 152

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 久宝寺まちづくり拠点事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

久宝寺出張所

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会の開催回数

相談件数 月毎の相談件数を年間集計したもの

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

本事業に係るコストについては、主としてイベントの実施等である
が、協働する団体・個人の理解・協力をいただく中で、極めて安価
な費用で十分な成果を出すことができたと判断している。

・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

本事業の実施により、市民との協働の取り組みを行うことが出来た
と判断する。

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

久宝寺出張所健康まつりを初めイベントの実施にあたっては、市民
協働の手法を用いることで事業目的を達成することに貢献した。ま
た、イベント実施を通じて身近な出張所を市民に感じてもらうこと
で、指標である相談件数が計画値を大きく上回る結果につながっ
たなど、事業実施について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

平成30年度は、日程調整が困難であったため地域内施設連絡会
を開催出来なかったが、市制施行70周年記念事業として実施した
久宝寺出張所健康まつりを初めとする健康に係るイベントの実施
や、久宝寺緑地で開催されたハッピーアースデイへの出展などで
市民協働を行い、有効な事務事業であったと判断する。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 12 12

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

平成30年度
計画内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会と連携し、情報等の周知を実施
○地域内活動の情報発信の拡充
○地域内の情報収集の拡充
○地域と向き合う施策を展開する拠点
として、各部局の取り組みと連携したア
ウトリーチの積極的な展開
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30年度
実施内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会と連携し、情報等の周知を実施
○地域内活動の情報発信の拡充
○地域内の情報収集の拡充
○地域と向き合う施策を展開する拠点
として、各部局の取り組みと連携したア
ウトリーチの積極的な展開
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30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【現状】

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会の開催

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 ・出張所等が地域特性・課題に応じて、地域のまちづくり支援等の事業を展開する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民、地域内施設

事業の目的

・健康分野、地域のまちづくり支援、福祉課題及び子育て施策等の課題に対して、各部局と連携し
ながら、課題解決につなげていくことで、「総合行政の場」としての機能を充実させていく。
・西郡地区施設長等連絡会と連携し、初期型総合相談機能の充実を図るため、地域内施設等の
ネットワークを構築し、地域のまちづくり支援を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）217 216

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 西郡まちづくり拠点事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

西郡出張所

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会の開催

地域情報誌への出張所情報の
掲載回数

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

地域内施設連絡会の趣旨を参加者が共有し、地域住民による主体
的なまちづくりが行えるよう、効率的に情報交換・情報共有ができ
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

地域内施設連絡会を通じて、地域内の課題や参加施設間の情報共
有を進めており、地域情報誌等を作成・発行し参加施設や地域住民
に周知できた。

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

地域分権を進めるうえで、地域住民だけでなく、地域内の団体、市
施設、教育施設などがまちづくりの担い手となることから、地域内施
設連絡会を運営し、地域内で連携を図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

地域内施設連絡会が定期的に開催され、地域内のネットワークづく
りを図ることができた。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 4 4

2 件 341 155

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○市制施行70周年を祝う取り組みとし
て、大正地区ふれあい・いきいき活動
フォーラムを実施

平成30年度
実施内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○市制施行70周年を祝う取り組みとし
て、大正わくわく見学ツアーを実施

平成30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【現状】

地域内施設連絡会開催数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 出張所が地域特性・課題に応じて、地域のまちづくり支援等の事業を展開する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民、地域内施設

事業の目的

・健康分野、地域のまちづくり支援、福祉課題及び子育て施策等の課題に対して、各部局と連携し
ながら、課題解決につなげていくことで、「総合行政の場」としての機能を充実させていく。
・地域内施設連絡会において、初期型総合相談機能の充実を図るため、地域内施設等のネット
ワークの構築と情報共有を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）379 230

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 大正まちづくり拠点事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

大正出張所

地域内施設連絡会開催数

出張所における相談件数 平成28年度相談件数を基準として毎年５パーセント増

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

施設連絡会ではそれぞれの専門性を活かし、情報共有、情報交換
が行え
た。また危機管理課から防災のテーマで講義をしていただくなど効
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

地域内の施設が参画することは、暮らしやすい地域づくりに寄与し
地域分権の推進に繋がるものである。

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

地域内施設連絡会は、地域内の各施設が集まって意見交換するこ
とで、それぞれの施設で行っていることを知るきっかけとなり、専門
性を活かしながら、地域のニーズや課題解決を行う一助となった。
また、防災をテーマとし、各施設との情報共有や知識を深められた
ため、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

施設連絡会は、施設の業務内容を知ることにより、暮らしやすい地
域づくりを行っていく助けとなり有効である。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 4 4

2 件 130 79

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域のまちづくり支援に資する取り
組み
○地域活動の情報発信の強化
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30年度
実施内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域のまちづくり支援に資する取り
組み
○地域活動の情報発信の強化
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30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【現状】

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会を開催した回数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 ・出張所管内の地域特性・課題に応じて、健康分野・地域のまちづくり支援等の事業を展開する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民、地域内施設

事業の目的

・健康分野、地域のまちづくり支援、福祉及び子育て施策等の課題に対して、各部局と連携しなが
ら、課題解決につなげていくことで、「総合行政の場」としての機能を充実させていく。
・地域内施設連絡会において、初期型総合相談機能の充実を図るため、地域内施設等のネット
ワークの構築と情報共有を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）434 420

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 山本まちづくり拠点事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

山本出張所

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会を開催した回数

山本コミセン情報発信件数 山本出張所から地域に向けての情報発信件数

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

限られた予算の中で創意工夫しつつ、情報発信やイベントを行って
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

地域内施設連絡会に、地域の団体や民生児童委員、地域の避難
所担当職員も参加してもらうなどの取組みを行った。

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

地域活動の情報発信のためのコミュニティセンターの壁面利用や、
今までなかった子どもを対象にしたイベントを出張所として行うなど
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

平成30年度は「防犯」をテーマに、地域内施設連絡会を計画した回
数開催し、共通認識を深めることができ有効であった。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 4 4

2 件 100 794

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○地域コミュニティづくり拠点整備

平成30年度
実施内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し情報等の周知を実施
○地域拠点としての機能を充実
○地域コミュニティづくり拠点整備

平成30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【現状】

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会開催数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
地域特性・課題に応じて地域のまちづくり支援等の事業を展開する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民、地域内施設

事業の目的

・健康分野、地域のまちづくり支援、福祉課題及び子育て施策等の課題に対して、各部局と連携し
ながら、課題解決につなげていくことで、「総合行政の場」としての機能を充実させていく。
・地域内施設連絡会において、初期型総合相談機能の充実を図るため、地域内施設等のネット
ワークの構築と情報共有を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）204 67

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 竹渕まちづくり拠点事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

竹渕出張所

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会開催数

相談件数 出張所窓口での相談件数

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

概ね取組みを進められた。

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

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

目標を達成することができた。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 3 3

2 件 300 706

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○まちづくり支援の実施
○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
〇「総合行政の場」としての機能を充
実させた住民相談の実施
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30年度
実施内容

○地域内の施設連絡会を通じて、関係
施設間の連携強化に取り組むととも
に、小学校と高校の連携を支援し、コミ
センを活用した学習支援を実施
○「総合行政の場」としての機能を充
実させた住民相談を実施
○市施行70周年を祝う「南高安の今と
昔」写真展及び講演会を開催

平成30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【現状】

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会の開催数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
出張所が地域特性・課題に応じて地域住民の相談や、地域のまちづくり支援等の事業を展開す
る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民、地域内施設

事業の目的

・健康分野、地域のまちづくり支援、福祉課題及び子育て施策等の課題に対して、各部局と連携し
ながら、課題解決につなげていくことで、「総合行政の場」としての機能を充実させていく。
・地域内施設連絡会において、初期型総合相談機能の充実を図るため、地域内施設等のネット
ワークの構築と情報共有を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）338 238

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 南高安まちづくり拠点事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

南高安出張所

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会の開催数

相談件数 月毎の相談件数を年間集計したもの

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

地域活動の支援を効率的に行った。

・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

地域活動の支援の実施は、今後の地域分権の推進に寄与した。

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

地域活動の支援の実施は、今後地域分権を進める上で、妥当であ
り、今後も適切に市の関与や役割分担を行っていく必要がある。

・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

地域活動の支援の実施は、今後地域分権を進める上で、有効な事
務事業であり、指標についても、住民相談の件数については、目標
値を大幅に上回り達成した。



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.54 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 3 4

2 人 12500 13764

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域のまちづくり支援
○地域活動の情報発信の強化
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30年度
実施内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域のまちづくり支援
○地域活動の情報発信の強化
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30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【現状】

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会開催数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 出張所等が地域特性・課題に応じて、地域のまちづくり支援等の事業を展開する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民、地域内施設

事業の目的

・健康分野、地域のまちづくり支援、福祉課題及び子育て施策等の課題に対して、各部局と連携し
ながら、課題解決につなげていくことで、「総合行政の場」としての機能を充実させていく。
・地域内施設連絡会において、初期型総合相談機能の充実を図るため、地域内施設等のネット
ワークの構築と情報共有を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）282 218

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 高安まちづくり拠点事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

高安出張所

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会開催数

地域拠点施設利用者数 地域拠点施設利用者数

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

本事務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。

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

施設連絡会だよりを自治振を通じて全戸配布をすることにより、地
域、施設、出張所との連携が深まり、地域拠点としての出張所の役
割に大きく寄与した。

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

本事務事業の実施は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

計画値を達成しており、本事務事業の実施は有効であった。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 3 2

2 件 0 0

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

平成30年度
計画内容

○地域活動の情報発信の強化
○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域のまちづくり支援等を目的とし
た講座等を開催
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30年度
実施内容

○地域活動の情報発信の強化
○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域のまちづくり支援等を目的とし
た講座等を開催
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30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【現状】

地域内施設連絡会開催数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 ・出張所が地域特性・課題に応じて、地域のまちづくり支援等の事業を展開する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民、地域内施設

事業の目的

・健康分野、地域のまちづくり支援、福祉課題及び子育て施策等の課題に対して、各部局と連携し
ながら、課題解決につなげていくことで、「総合行政の場」としての機能を充実させていく。
・地域内施設連絡会において、初期型総合相談機能の充実を図るため、地域内施設等のネット
ワークの構築と情報共有を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）385 348

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 曙川まちづくり拠点事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

曙川出張所

地域内施設連絡会開催数

相談件数

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

庁内において、類似の会議体が増えている中、「地域内施設連絡
会」の趣旨や目的の違いを明確にすることにより参加施設の負担
が増えないような運営方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

「地域内施設連絡会」を通じて、地域内の課題や参加施設間の情
報共有や連携強化を図ることができた。

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

地域分権を進めるうえで、地域住民だけだなく、地域内の団体、企
業、施設などあらゆる主体がまちづくりの担い手となることから、校
区まちづくり協議会との連携を見据えた連絡会の運営が必要であ
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

目標値は達成できなかったが、各地域拠点等で実施している「地域
内施設連絡会」が定期的に開催され、地域内のネットワークづくり
を図ることができた。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 4 2

2 ％ 100 94.3

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

平成30年度
計画内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○地域活動の情報発信の強化
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施
○地域のまちづくり支援に資する取り
組み

平成30年度
実施内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域に身近な相談窓口として「なん
でも相談会」を実施
○市制施行70周年を祝う取り組みとし
て、志紀図書館と共同で講演会「志紀
郡の歴史を学ぶ」及び「写真でみる志
紀地区今むかし」を実施
○地域のまちづくり支援に資する取り
組み

平成30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【現状】

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会開催数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
・出張所が地域特性・課題に応じて、地域のまちづくり支援等の事業を展開する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民、地域内施設

事業の目的

・健康分野、地域のまちづくり支援、福祉課題及び子育て施策等の課題に対して、各部局と連携し
ながら、課題解決につなげていくことで、「総合行政の場」としての機能を充実させていく。
・地域内施設連絡会において、初期型総合相談機能の充実を図るため、地域内施設等のネット
ワークの構築と情報共有を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）348 197

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 志紀まちづくり拠点事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

志紀出張所

地域内施設連絡会開催数 地域内施設連絡会開催数

地域拠点利用者満足度
地域拠点利用者にアンケートを行い、職員の対応に
満足と答えた人の割合。

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

地域の新規事業開催にあたり、できる限り地域住民が所有する物
品の活用を呼びかけることによりコスト縮減を促した。また、施設連
絡会について、必要最低限の回数で実施するとともに、施設間の連
絡や地域情報の周知に電子メール等を活用し効率化に努めた。

・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

「施設連絡会だより」を発行し、地域住民に対して構成団体の活動
内容の周知に努めた。

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

連絡会にまちづくり協議会のメンバーが入ることにより、構成団体及
び地域の課題等についてお互いに共有することができた。

・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

出張所管内施設連絡会の構成団体が、初めて実施した志紀のまち
フェスタ2018において出店するなど、地域の一員として地域住民と
の交流を図ることができた。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 6 0

2 回 3 2

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

A

総合
評価 B

平成30年度
計画内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域のまちづくり支援
○町会加入促進検討に基づく取り組み
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30年度
実施内容

○町会加入促進検討に基づく取り組み
○地域と向き合う施策を展開する拠点
としての機能充実
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30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【現状】

地域内施設連絡会開催数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要

・本庁・緑ヶ丘コミュニティセンター周辺の地域のまちづくりについて、各部局と連携しながら、地域
のまちづくり支援の機能を充実させていく。
・地域内施設連絡会において、初期型総合相談機能の充実を図るため、地域内施設のネットワーク
構築と情報共有を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民、地域内施設

事業の目的

・本庁・緑ヶ丘コミュニティセンター周辺の地域のまちづくりについて、各部局と連携しながら、地域
のまちづくり支援の機能を充実させていく。
・地域内施設連絡会において、初期型総合相談機能の充実を図るため、地域内施設のネットワーク
構築と情報共有を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）551 152

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 本庁周辺・緑ヶ丘まちづくり拠点事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

コミュニティ政策推進課

地域内施設連絡会開催数

地域資源を活用した取組みの
回数

本庁・緑ヶ丘といった地域拠点での取組み数

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

・庁内において類似の会議体が増えており、地域内施設連絡会の
趣旨や目的の違いを明確にすることにより参加施設の負担が増え
ないような運営方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

・校区まちづくり協議会の運営について、市民活動団体とのコー
ディネートや活動の支援を行った。
・校区住民が関心をもつ歴史について、講座・写真展を開催した。

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

・地域団体との連携して地域のまちづくり支援を行った。
・地域のつながりが希薄化している課題に対して、来庁者への町会
加入促進を行った。

・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

・地域内施設連絡会の開催に向けて、校区まちづくり協議会や市
民活動支援ネットワークセンター「つどい」の参画等検討を行ったも
のの調整がつかず、実施ができなかった。



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 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 回 11 11

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

平成30年度
計画内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域活動の情報発信の強化
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30年度
実施内容

○地域内の福祉施設や学校園等との
連絡会を開催し、情報等の周知を実施
○地域活動の情報発信の強化
○市制施行70周年を祝う取り組みの
実施

平成30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【現状】

地域内施設連絡会開催数
地域内施設連絡会開催数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要 地域特性・課題に応じて、地域のまちづくり支援等の事業を展開する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地域住民、地域内施設

事業の目的
これまで人権コミュニティセンターが行ってきた初期対応型総合相談機能の充実を図るとともに、地
域内施設連絡会を活用して、地域と施設等とのネットワーク構築と情報共有を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）88 83

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 安中まちづくり拠点事業 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

地域内施設連絡会開催数
地域内施設連絡会開催数

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

人権コミセンだよりを広報し、各施設に配架している。

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

地域のまちづくり支援・地域拠点の充実を図るために事業実施が必
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

地域内施設連絡会開催数は、計画どおりであった。



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.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 400 346

2 人 7450 6222

3 事業 268 263

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

平成30年度
計画内容

○八尾市市民活動支援ネットワークセ
ンターの運営
○市民活動団体との協働事業の推進
○ＮＰＯ法人の設立・運営の相談
○（仮称）市民活動フェスタの開催

平成30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
○八尾市制施行70周年記念事業「まち
とつながりとハッピーの会」の開催

平成30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【現状】

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

事業概要
中間支援組織としての機能を担う八尾市市民活動支援ネットワークセンターの運営等により、市民
活動団体の組織基盤強化及び地域で活動する各主体とのつながりづくりを推進する事業を実施す
る。

重点取り組み 地域別計画

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、各市民活動団体の活動を支援し、ＮＰＯを含む市民活動団体と地
域で公益的活動を行う主体のネットワークを強化することで、身近なまちづくりの推進を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）11,333 11,062

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

コミュニティ政策推進課

八尾市市民活動支援ネット
ワークセンター登録団体数

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

市民活動団体と協働した行政
の事業数

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

妥当である。

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



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 10 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

平成30年度
計画内容

○実績報告会の実施
○公開プレゼンテーション、審査会の
実施

平成30年度
実施内容

○実績報告会の実施
○公開プレゼンテーション、審査会の
実施

平成30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【現状】

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

指標 単位

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。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民活動団体、ＮＰＯ法人

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。

計画額（千円） 実績額（千円）5,201 1,011

D.市民の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

コミュニティ政策推進課

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

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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、参加度と効果
性、地域性、総合計画寄与度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、コミュニティの再生や活性化、人材育成にも寄与した。

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

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

計画値を下回る実績値となったが、つながりコースにおいて1団体
への助成を実施し、他団体との協働の手法を学んでいただくという
観点で市民活動団体の組織基盤強化基盤に寄与した。



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 95 0

評価

妥当性 D

有効性 C

効率性 C

参画と協
働のまち
づくり推
進度

-

総合
評価 D

平成30年度
計画内容

○年度内に事業廃止
平成30年度
実施内容

○平成30年7月５日付けで平成29年度
加入分の保険契約期間が終了し、そ
れに伴い事業廃止

平成30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【現状】

保険届出団体数 保険届出団体数

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
住民活動を促進するため、住民活動災害補償保険制度を活用し、住民団体による活動中の事故に
よるけが等について補償を行う。

重点取り組み 地域別計画

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

事業の目的 住民活動の促進と社会福祉の向上を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

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 住民活動災害補償保険事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

コミュニティ政策推進課

保険届出団体数 保険届出団体数

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

現在は制度発足当初とは違い保険の種類も増え、別保険と併給し
て加入する市民も多数おられるため、本制度の市民ニーズを考え
た時の費用対効果は高いとは言えない。

・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

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

制度発足当初に比べ、各団体が自身で加入できる保険の種類も増
えており、市の関与がなくとも、市民自ら保険に加入できる状況に
なっているため、制度の必要性含め見直しをい、平成30年7月5日
付けで廃止とした。

・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

加入件数は年々減少している。



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.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） 100 116

評価

妥当性 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30年度
計画内容

○文化の日記念式典（市民表彰・文化
賞・文化新人賞等）
○年賀交礼会
○有功者の推挙と顕彰状等授与
○市制施行70周年記念式典

平成30年度
実施内容

○文化の日記念式典（市民表彰・文化
賞・文化新人賞等）
○年賀交礼会
○有功者の推挙と顕彰状等授与
○市制施行70周年記念式典

平成30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【現状】

市民表彰の受賞者数
市民表彰のうち文化賞、文化新人賞及び一般表彰の
受賞者数の合計（感謝状贈呈者は除く）

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
定例の儀式・式典を執り行う。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う。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
施する。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び市民活動団体等

事業の目的
地方自治振興に寄与するなど、市政の発展に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。

計画額（千円） 実績額（千円）3,442 2,292

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 表彰・式典関連事務 担当部局・課
総務部

総務課

市民表彰の受賞者数
市民表彰のうち文化賞、文化新人賞及び一般表彰の
受賞者数の合計（感謝状贈呈者は除く）

・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

専門分野における活躍が顕著な市民等を表彰することなどにより、
市民との協働を進めた。

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

市の関与や役割分担は妥当である。

・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

目標どおり指標を達成した。



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 70 68

2 件 38 38

評価

妥当性 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

平成30年度
計画内容

○NPO法人設立認証等事務
平成30年度
実施内容

○NPO法人設立認証等事務

平成30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【現状】

市内NPO法人数 【特例市間比較指標】

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
特定非営利活動促進法及び大阪府特定非営利活動促進法施行条例等に基づきNPO法人設立認
証等事務を行う。

重点取り組み 地域別計画

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

事業の目的
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、NPO法人の利便性の向上を図
り、NPO法人活動の活性化やNPO法人との協働事業の推進を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）50 14

D.市民の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 NPO法人設立認証等事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

コミュニティ政策推進課

市内NPO法人数 【特例市間比較指標】

NPO法人への委託事業数【特
例市間比較指標】

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

・以前から事務手法の見直しを継続して行っており、効果的に事業
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

・各種申請様式及び記載例をホームページに掲載し、よりわかりや
すく伝える方法を実施した。

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

・大阪府からの権限移譲であり、市の関与は必要。

・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

・NPO法人数は前年度より増加した。
・委託数については、計画値を達成した。



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.56 女性活躍の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 40 37

2 人 480 522

3 ％ 38 34.5

4 人 730 913

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

A

総合
評価 B

平成30年度
計画内容

○多様な輝き方応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施
○はつらつﾌﾟﾗﾝに基づく女性活躍の推
進
○関係課と連携のうえ、防災分野での
女性の視点を活かす取り組みの実施
○「審議会等への女性委員の登用に
関するﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ・ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ」の運用に
基づく取り組みの実践
○女性活躍を推進する講座の実施
○市制施行70周年記念事業の実施

平成30年度
実施内容

○多様な輝き方応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施
○はつらつﾌﾟﾗﾝに基づく女性活躍の推
進
○関係課と連携した防災分野での女
性の視点を活かす取り組みの実施
○「審議会等への女性委員の登用に
関するﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ・ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ」の運用に
基づく取り組みの実施
○女性活躍を推進する講座の実施

平成30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【現状】

女性の活躍の場が広がったと
思う市民の割合

市民意識調査による質問「職場や地域において女性
が働きやすいあるいは活動しやすい環境が整ってい
ると思いますか」に肯定的な回答をした人の割合

活　動　指　標

指標 単位

事業概要

・仕事や地域、家庭など、あらゆる場面で活躍の場が広がるための取り組み
・「女性活躍の推進」の視点に立った講演会・セミナーの実施
・「八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参画基本計画～に基づく、女性活躍の推進にか
かる取り組みの実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民・市職員

事業の目的

・男女が対等な立場であらゆる分野に参加するとともに、一人一人がその個性と能力を発揮しなが
ら自分らしく活躍できる場が広がる。
・生活者としての視点がまちづくりに反映され、住みなれた地域で誰もが生きがいと生きる喜びを感
じられるよう、すべての人が輝きながら暮らせるまちの実現を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）5,994 5,120

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 「すべての女性が輝くまち八尾」実現事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

女性の活躍の場が広がったと
思う市民の割合

市民意識調査による質問「職場や地域において女性
が働きやすいあるいは活動しやすい環境が整ってい
ると思いますか」に肯定的な回答をした人の割合

男女共同参画啓発事業参加者
数

男女共同参画週間講演会＋八尾市はつらつフォーラ
ム＋人権啓発セミナー（男女共同参画に関するもの）
＋出前講座（市が実施するもののみ）

審議会、委員会などにおける
女性委員の登用の割合

行政改革課調べ（女性委員数／全体の委員数）

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

講座の内容や実施方法については、受講状況や他課が実施する
事業内容を踏まえ、見直しが必要である。

・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

市民との協働により取り組みを進めることができた。

評価の観点 評価内容

○

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

事業内容の検討に際しては市民ニーズ等を考慮し実施することが
できた。市民の自発的な取り組みやつながりを活かし、自走できる
仕組み作りを目指す上で、市の関与や役割分担は見直す必要が
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

実績値を概ね達成し、めざす暮らしの姿を実現するうえで有効な事
務事業であったといえる。

講座の参加者数
男女共同参画センターすみれにおいて実施した講座
（出前講座含む）参加者数



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 女性活躍の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 回 210 189

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30年度
計画内容

○面接相談の実施
○女性のための特設法律相談の実施
○ＤＶ等の相談の実施

平成30年度
実施内容

○面接相談　189件実施
○女性のための特設法律相談の実施
９件実施
○人権政策課におけるDV等の相談へ
の対応　136件実施

平成30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【現状】

面接による相談実施回数
面接による女性相談の実施回数（H26、H27の計画値
については、面接による相談の総枠数）

活　動　指　標

指標 単位

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、相談員による女性相談を行う。
また、相談員の配置やＤＶ相談専用ダイヤル等により、ＤＶ被害者等への支援の充実を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 相談及び支援を必要とする市民（主に女性）

事業の目的
女性が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、ＤＶ等の被害者に対する相談・支援を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）5,409 4,017

D.市民の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 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

面接による相談実施回数
面接による女性相談の実施回数（H26、H27の計画値
については、面接による相談の総枠数）

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

相談事業の委託事業者との連携により、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

相談窓口の周知及び情報提供を行った。

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

女性の人権の確立の観点からも必要であり、実施実施は妥当であ
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、すべての枠を生めることはできなかった
ものの、概ね目標は達成できた。



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.56 女性活躍の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 人 2400 3213

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

平成30年度
計画内容

○拠点施設の受付管理運営
平成30年度
実施内容

○拠点施設の受付管理運営

平成30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【現状】

施設利用者数
すみれの啓発事業、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

指標 単位

事業概要 男女共同参画センターの受付管理運営を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民・市職員

事業の目的
性別にかかわりなく、ともに個性と能力を発揮し、自分らしい生き方ができるように支援し、男女共
同参画社会の実現に寄与する。

計画額（千円） 実績額（千円）2,671 2,636

D.市民の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 男女共同参画センター事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

施設利用者数
すみれの啓発事業、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

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

委託により実施しているが、業務の執行体制等については、委託先
の業務執行状況をしっかりと把握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

すみれキャラバンとして出張所で講座を開催した。

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

少子・高齢化などの社会情勢に対しても男女共同参画社会の実現
が重要である。もっと市民を巻き込んだ形で事業を進める必要があ
るが、依然として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

啓発事業の拡大（出前講座の実施）などにより、市民にプランを浸
透させる機会の拡大を図ることができた。



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.56 女性活躍の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 33 32.2

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

平成30年度
計画内容

○八尾市男女共同参画施策推進本部
会議の開催
○「八尾市はつらつプラン～第３次八
尾市男女共同参画基本計画～」の進
捗状況の確認と担当課との連携
○八尾市男女共同参画審議会の開催
○男女共同参画研修の実施
○男女共同参画週間講演会の開催

平成30年度
実施内容

○八尾市男女共同参画施策推進本部
会議の開催
○「八尾市はつらつプラン～第３次八
尾市男女共同参画基本計画～」の進
捗状況の確認と担当課との連携
○八尾市男女共同参画審議会の開催
○男女共同参画研修の実施
○男女共同参画週間講演会の開催

平成30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【現状】

男女共同参画が実現している
と思う市民の割合

市民意識調査による質問「性別に関わらず男女が互
いに認め合える差別のない社会が実現していると思
われますか」に肯定的な回答をした人の割合

活　動　指　標

指標 単位

事業概要
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踏まえて、
「八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参画基本計画～」に掲げる事業の推進を図る。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民・市職員

事業の目的 政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図り、様々な分野における男女共同参画を促進する。

計画額（千円） 実績額（千円）1,089 799

D.市民の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 男女共同参画推進事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

男女共同参画が実現している
と思う市民の割合

市民意識調査による質問「性別に関わらず男女が互
いに認め合える差別のない社会が実現していると思
われますか」に肯定的な回答をした人の割合

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

有効性を落とさずにコスト節減を実現できるよう、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

積極的な情報提供を行った。

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

少子・高齢化などの社会情勢に対しても男女共同参画社会の実現
が重要であり、市が関与するべきものである。

・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

ほぼ目標を達成することができたが、前年度よりは実績値が低下し
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.57 計画行政の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 91.7

2 本 800 710

3 回 15 14

4 件 30 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○第９期実施計画の策定
○第５次総合計画の総括・評価
○第６次総合計画の策定着手
○八尾市経営戦略会議開催
○市民意識調査の実施
○八尾市総合戦略の進捗管理及び評
価・検証
○後期基本計画に基づき、事業実施
○「八尾市市民参画と協働のまちづく
り基本条例」に基づく市民意見提出制
度や審議会等の適切な運営

平成30年度
実施内容

○第９期実施計画の策定に向けた庁
内調整
○第５次総合計画の総括・評価
○八尾市経営戦略会議開催
○市民意識調査の実施
○八尾市総合戦略の進捗管理及び評
価・検証
○後期基本計画に基づき、事業実施
○「八尾市市民参画と協働のまちづく
り基本条例」に基づく市民意見提出制
度や審議会等の適切な運営

重点取り組み 地域別計画

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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。

パブリック・コメント１件当たり
の意見提出数

【特例市間比較指標】
意見提出数/パブリック・コメント募集件数

計画額（千円） 実績額（千円）15,016 15,258

平成30年度
意味・算式等

八尾市総合戦略に掲げた取り
組み着手率

平成28年3月に策定した「八尾市総合戦略」に掲げら
れた取り組みのうち、実施されている取り組みの割
合。

評価の観点 評価内容

八尾市総合戦略に掲げた取り
組み着手率

平成28年3月に策定した「八尾市総合戦略」に掲げら
れた取り組みのうち、実施されている取り組みの割
合。

実施計画事務事業数 実施計画事業数

総合計画推進会議及び地域分
権推進会議開催回数

・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

総合計画を実行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

実施計画の策定に向け、庁内議論を行った（市長選挙年のため、
策定は令和元年６月となる）。

・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

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。

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

実施計画書のホームページへの掲載を行っている。



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.57 計画行政の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

評価

妥当性 A

有効性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○公共施設マネジメント推進会議の運
営
○計画の実施

平成30年度
実施内容

○計画の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 施設利用者

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【現状】

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 公共施設マネジメント事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

事業概要
老朽化や耐震問題等を抱える公共施設の再編や市有財産の有効活用などに向けた取り組みを進
める。

計画額（千円） 実績額（千円）38,685 25,364

平成30年度
意味・算式等

計画進捗率 全体計画に対する事業のおよその進捗状況

評価の観点 評価内容

計画進捗率 全体計画に対する事業のおよその進捗状況

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

C

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○国・大阪府等に対する要望書の提出
平成30年度
実施内容

○本市行財政の課題解決等に向けた
国・大阪府への要望実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 国、大阪府等

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【現状】

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 各種要望関係事務 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

要望回数 国・大阪府等への要望回数

評価の観点 評価内容

要望回数 国・大阪府等への要望回数

・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

国及び広域自治体である大阪府へ、市町村の課題解決に向けた要
望・意見を発信する場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

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

地域課題などの市独自の課題について要望項目に組み込むなど、
地域のまちづくりも意識した事業展開を図った。



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

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○社会資本整備総合交付金等協議申
請

平成30年度
実施内容

○社会資本整備総合交付金等協議申
請

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 大阪府等

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【現状】

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 事業調整事務 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

大阪府との協議回数

評価の観点 評価内容

大阪府との協議回数

・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

市の事業を円滑に進めていく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

大阪府をはじめ、関係機関と密に協議を行った。

・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

社会資本整備総合交付金取得のために動く事業である。

・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

計画等についてはホームページに公開する等情報公開につとめ
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

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

A

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○行政運営において必要となる関西電
力、郵便局、防衛省等の関係機関との
調整を実施
○郵便局との相互協力について検討
○八尾警察署をはじめとした各施設の
将来的な機能更新や配置等について、
市の地域特性を踏まえたうえでの防犯
体制の強化につながるように大阪府へ
要望

平成30年度
実施内容

○関西電力、郵便局、防衛省等の関係
機関との調整を実施
○八尾警察署をはじめとした各施設の
将来的な機能更新や配置等に係る大
阪府への要望・調整の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 関係機関

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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 各種関係機関との調整事務 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

事業概要 関西電力、郵便局、防衛省、大阪府等の関係機関との調整を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

各種関係機関との協議回数 各種関係機関との協議回数

評価の観点 評価内容

各種関係機関との協議回数 各種関係機関との協議回数

・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

市の各事業を円滑に進めていくうえで必要な事務である。

・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

関西電力、防衛省をはじめ各関係機関と協議・調整を行った。

・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

調整業務が中心であり、効率的・効果的に関係機関との調整が図
れる様、取り組んでいる。

・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

各関係機関等との調整により、地域活動活性化への下支えの面
で、間接的なかかわりももあり、地域分権の推進に寄与している。



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.57 計画行政の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 回 3 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○総合教育会議の開催
平成30年度
実施内容

○総合教育会議の開催

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民、児童・生徒

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【現状】

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 総合教育会議運営事務 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

事業概要
教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速
な危機管理体制の構築、教育委員会との連携強化を図るため、総合教育会議を設置・運営する。

計画額（千円） 実績額（千円）85 35

平成30年度
意味・算式等

総合教育会議開催数 総合教育会議が開催された回数

評価の観点 評価内容

総合教育会議開催数 総合教育会議が開催された回数

・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

市長と教育委員会との連携強化を図るため、平成27年4月1日に施
行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改
正する法律（平成26年法律第76号）」基づき、新たに設置されたも
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

開催回数について、各委員の日程が合わず当初の予定回数に満
たなかった。

・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

実施手法については市長部局が事務局を担い、教育委員会事務
局と適宜調整しながら効率的に会議運営を図っている。

・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

会議の公開指針に基づき、公開の場として開催するとともに、資
料・議事録等については随時市HPで公表している。



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.57 計画行政の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 件 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○大学等との地域連携活動の実施
○公開講座

平成30年度
実施内容

○大学等との地域連携活動の実施
○公開講座

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民（学生等を含む）、大学等

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

事務事業名 大学等地域連携推進事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

事業概要 大学等と共同調査・研究などの地域連携活動に取り組む。

計画額（千円） 実績額（千円）2,000 400

平成30年度
意味・算式等

地域連携活動件数

評価の観点 評価内容

地域連携活動件数

・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

大学等との連携により、地域課題等の解決や地域活性化に資する
取り組みを実施しており、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

包括協定を締結している大学に関わらず、連携を可能としており、
地域課題等の解決や地域活性化に資する取り組み推進として有効
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

事業の実施に際しては、事前の計画・申請に基づき事業費の精査
を行っている。また、公開講座に関しては、職員の業務負担となら
ない様、大学側と調整を行っている。

・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

成果物について、広く市民へ広報するとともに、イベント等の開催時
には地域の小学校へ参加案内チラシを配布するなど、広く情報発
信を行っている。また、取り組みについても各地域の特性を活かし
たものとするなどしている。



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.57 計画行政の推進

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市制施行70周年記念事業の実施
平成30年度
実施内容

○市制施行70周年記念事業の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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

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【現状】

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 市制施行70周年記念事業 担当部局・課
政策企画部

政策推進課

事業概要
平成30年に迎える市制施行70周年記念の各種事業を企画調整し、定住魅力の向上の視点を持ち
ながら、各種の周年記念事業を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）5,750 4,963

平成30年度
意味・算式等

若者会議での提案事業の実現
件数

若者会議における提案事業を実現した件数

評価の観点 評価内容

若者会議での提案事業の実現
件数

若者会議における提案事業を実現した件数

・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

市主催事業に併せて、市民提案事業助成金交付事業や後援事業
を実施し、市制施行70周年の節目を行政だけでなく、コンセプトの
一つとした「市民とともに祝う」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

計画値どおり達成した。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

市民提案事業の採択にあたっては、審査会を開催し、事業費の妥
当性について審査を行った。

・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

若者会議を開催し、若者のまちづくりへの参画を推進したほか、市
制施行70周年記念市民提案事業や同後援事業を実施し、市民団
体等とともに周年を祝し、定住魅力の向上に取り組んだ。



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.57 計画行政の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 80 32.7

2 事務事業 800 710

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○平成29年度　施策・事務事業事後評
価の実施
○平成31年度　施策・事務事業事前評
価の実施
○部局マネジメント戦略の実施
○行政経営アドバイザーへの相談実
施
○行政評価システム機器更新

平成30年度
実施内容

○平成29年度　施策・事務事業事後評
価の実施
○令和元年度　施策・事務事業事前評
価の実施
○部局マネジメント戦略の実施
○行政経営アドバイザーへの相談実
施
○行政評価システム機器更新

重点取り組み 地域別計画

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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、施策及び事務事
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、「部局マネジメント戦略」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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,812 1,676

平成30年度
意味・算式等

「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

評価の観点 評価内容

「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

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

市民にとって行政の取り組みを示す実施計画を定め、評価サイク
ルを回すことにより、持続可能な行政運営を進めるうえで必要不可
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

全施策・全事務事業について行政評価システムの活用による
PDCAサイクルを展開している。

・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

行政評価システム導入に対する費用対効果は提示しにくいが、フ
ルコスト表示機能等を搭載しており、各課の各事業へのコスト意識
の醸成には活用出来ている。

・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

実施計画書、施策実績書等をホームページに開示するとともに、部
局マネジメントシートについてもホームページへ公開している。



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.58 広域行政の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 回 1 1

2 回 5 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○中河内広域連携協議会：会議の開
催、検討課題の調整
○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
○遠隔地にある都市との広域連携に
よる市制施行70周年記念事業の実施

平成30年度
実施内容

○中河内でのイベントの開催
○中河内広域連携協議会・会議の開
催
○大阪市隣接都市協議会・会議への
参加
○市制施行70周年記念事業として、大
分県宇佐市、岡山県和気町及び栃木
県下野市と連携し、「DOKYO2019～道
鏡ウィークin八尾～」を開催

重点取り組み 地域別計画

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
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【現状】

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。

計画額（千円） 実績額（千円）1,285 1,853

平成30年度
意味・算式等

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。

評価の観点 評価内容

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。

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

人口減少社会において、広域の視点を持った行政運営は不可欠と
なる。

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

市民の直接的な参画は余りないが、大阪府下の自治体や同じ課題
や魅力的な資源を持ち合わせている遠隔都市といった様々な自治
体との連携において地域を巻き込んだ取り組みとしていく等の視点
を持ち進めている。



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.59 行財政改革の推進

現状 今後

計画値 実績値

1 取り組み 174 188

2 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○行財政改革指針及び行財政改革行
動計画の進行管理
○行財政改革指針の改定に向けた検
討
○行財政改革推進本部の運営
○社会保障・税番号推進本部会議の
運営
○マイナンバー制度に関する情報提
供
○マイナンバー利活用事務の進捗管
理
○組織機構の見直し
○外郭団体の見直し
○全庁的な事務経費削減の推進
○行政改革推進員の活動に係る調整
など行財政改革に関する事務等の実
施、調整等
○中核市移行記念式典の開催

平成30年度
実施内容

○行財政改革指針及び行財政改革行
動計画の進行管理
○行財政改革指針の改定に向けた検
討
○行財政改革推進本部の運営
○社会保障・税番号推進本部会議の
運営
○マイナンバー制度に関する情報提
供
○マイナンバー利活用事務の進捗管
理
○組織機構の見直し
○外郭団体の見直し検討
○全庁的な事務経費削減の推進
○行政改革推進員の活動に係る調整
等行財政改革に関する事務等の実
施、調整等
○中核市移行記念式典の開催

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 各部局

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【現状】

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 行政改革推進事務 担当部局・課
政策企画部

行政改革課

事業概要
行財政改革推進本部の運営、行財政改革指針及び行財政改革行動計画の推進、組織機構の見
直し、マイナンバー制度への対応、外郭団体の見直し、事務経費の削減手法、行政改革推進員の
活動に係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。

計画額（千円） 実績額（千円）2,378 2,214

平成30年度
意味・算式等

八尾市行財政改革行動計画
に基づいた行財政改革に係る
取り組み数

各所属において八尾市行財政改革行動計画に基づ
き実施した取り組み数（計画期間内の累積値）

評価の観点 評価内容

八尾市行財政改革行動計画
に基づいた行財政改革に係る
取り組み数

各所属において八尾市行財政改革行動計画に基づ
き実施した取り組み数（計画期間内の累積値）

行財政改革に関する研修会等
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

第５次総合計画で示す本市の地域特性と市民ニーズに適した施
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

概ね業務等の見直しは進んでいるが、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

業務の効率性については現状課題はないと考えているが、より効
率的に業務遂行できないか今後も検討していく。

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

現状問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
遂行できるよう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

計画値 実績値

1 回 12 9

2 % - 3.37

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○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
○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
○内部統制の強化に係る取り組みの
検討
○電子決裁システムについて検討

平成30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
○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
分権推進制度にかかる事務移譲等）
○内部統制の強化に係る取り組みの
検討

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 各部局

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【現状】

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、内部統制の強化に係る取り組みの
検討などを行う。

計画額（千円） 実績額（千円）648 648

平成30年度
意味・算式等

内部統制の強化に係る研修会
等の開催回数

内部統制の強化に係る研修会等の開催回数。

評価の観点 評価内容

内部統制の強化に係る研修会
等の開催回数

内部統制の強化に係る研修会等の開催回数。

審議会委員の市民公募の割合
【特例市間比較指標】

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

効果的、効率的な行政運営を進めるために必要な事務事業であ
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

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、平成
30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

所管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

計画値 実績値

1 % 20 20.1

2 件 4 2

3 人 60 116

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○会議資料等の効果的なペーパーレ
ス化
○国のeラーニングシステムの利用を
含めた、効果的な人材育成の実施
○子育てワンストップサービス等マイナ
ンバーカードを活用した電子申請サー
ビスの実施
○公開型地図情報システムを検討結
果に基づき実施
○地域拠点における情報基盤の運用

平成30年度
実施内容

○会議資料等の効果的なペーバーレ
ス化
○国のeラーニングシステムの利用を
含めた、効果的な人材育成の実施
○マイナンバーカードを活用した電子
申請等各種サービスの実施検討
○公開型地図情報システムの導入検
討
○出張所等における情報基盤の運用
検討

重点取り組み 地域別計画

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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
政策企画部

行政改革課

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、人材育成、セキュ
リティの向上等庁内のITガバナンスを推進する。

計画額（千円） 実績額（千円）3,843 3,629

平成30年度
意味・算式等

八尾市の主要情報システムに
係る平成20年度の経費
（982,824千円）に対する削減
割合（%）

評価の観点 評価内容

八尾市の主要情報システムに
係る平成20年度の経費
（982,824千円）に対する削減
割合（%）

ホームページで公開している
地図情報の件数

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

市民サービスの向上を目的としたICT活用の手法について検討実施
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

地図情報のホームページ上の公開について、検討実施を行った。

・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

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ともにCIO補佐官を含む複数の視点に
より、ICT関連経費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

地図情報をホームページに公開し、情報を発信した。



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

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○ネットワーク適正化後の庁内・庁外
ネットワークの安定運用
○ネットワーク機器の適切な維持管
理・更新
○事務用端末機器の更新及び端末配
置、OSの適正化
○ネットワーク、セキュリティ対策機器
の更新
○セキュリティ対策の強化
○国・他自治体との情報連携環境の
運用

平成30年度
実施内容

○ネットワーク適正化後の庁内・庁外
ネットワークの安定運用
○ネットワーク機器の適切な維持管
理・更新
○事務用端末機器の更新及び端末配
置
○セキュリティ対策の強化運用
○国・他自治体との情報連携環境の
運用

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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 行政情報システム基盤整備事業 担当部局・課
政策企画部

行政改革課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）109,879 104,610

平成30年度
意味・算式等

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

評価の観点 評価内容

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

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

セキュリティの確保をはじめ情報通信機器等の適正な取扱いは、市
民サービスを実施する行政において必要不可欠である。

・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

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、行政事務の実施にあ
たり不可欠なものである。

・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

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。また、ネットワークの再構築により運用負荷の軽
減及び経常的に発生するコストの低減を実現した。

・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

ノートパソコン等の調達において、一般競争入札を実施することで
調達の透明性を確保した。



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

計画値 実績値

1 ％ 99.9 99.784

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○グループウェアの運用
○クラウドサービス移行後の基幹シス
テムの維持管理
○住民情報システムの運用

平成30年度
実施内容

○グループウェアの運用
○クラウドサービス移行後の基幹シス
テムの維持管理及びクラウドサービス
移行の推進
○住民情報システムの運用

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 住民情報システム　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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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 電算管理運営業務 担当部局・課
政策企画部

行政改革課

事業概要
住民情報システム等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。

計画額（千円） 実績額（千円）155,329 151,235

平成30年度
意味・算式等

住民情報システムのオンライ
ン稼働率

再整備後の基幹システムにおけるオンライン稼働中
の障害等による停止時間について、オンライン稼働
時間の0.1%以内を目指す。
（8時間*20日*12ヶ月*0.1%=1.92時間以内）

評価の観点 評価内容

住民情報システムのオンライ
ン稼働率

再整備後の基幹システムにおけるオンライン稼働中
の障害等による停止時間について、オンライン稼働
時間の0.1%以内を目指す。
（8時間*20日*12ヶ月*0.1%=1.92時間以内）

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

市の基幹業務である住民情報システムを適正に運用した。

・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

住民情報に関するシステムにおいて、業務の継続性も考慮したクラ
ウドサービスとして運用した。

・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

システムの更新に合わせ業務継続性や費用負担の軽減等は図っ
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

機器調達等において、一般競争入札を実施することで透明性を確
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

計画値 実績値

1 ％ 100 99.11

2 ％ 80 95.51

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

A

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○外部監査の実施
（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30年度
実施内容

○外部監査の実施
（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）

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 各部局

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【現状】

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、外部監査を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）12,245 12,245

平成30年度
意味・算式等

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
査結果指摘の総数

評価の観点 評価内容

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
査結果指摘の総数

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実施しており、結果・意見につい
ては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た。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、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

計画値 実績値

1 施設 35 35

2 回 1 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○外部委託、指定管理者制度、PFI制
度等、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等外
部委託に係る仕組みの構築・運用と課
題整理
○指定管理者制度の運用と課題整理
○市民・地域との連携・協働の仕組み
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

平成30年度
実施内容

○外部委託、指定管理者制度、PFI制
度等、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等外
部委託に係る仕組みの構築・運用と課
題整理
○指定管理者制度の運用と課題整理
○市民・地域との連携・協働の仕組み
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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 各部局

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

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【現状】

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」の具体化指針等に基づき、事業実施主
体の見直しを行い、各部局における事務事業のうち効果が見込めるものについて、外部委託をはじ
め、各種、公民協働手法の活用を促進する。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

指定管理者制度導入施設数

公の施設のうち、指定管理者制度の導入による施設
管理を実施している施設数。
（目標値は行革本部会議の方針及び行革行動計画
に基づき、指定管理者による施設管理を行うべき施
設数）

評価の観点 評価内容

指定管理者制度導入施設数

公の施設のうち、指定管理者制度の導入による施設
管理を実施している施設数。
（目標値は行革本部会議の方針及び行革行動計画
に基づき、指定管理者による施設管理を行うべき施
設数）

提案型公共サービス実施制度
事業提案募集実施回数

・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

民間のノウハウの活用により、市民サービスの向上と公共サービス
の効率化を図る事業であり、実施については妥当であった。

・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

現状、課題はないと考えているが、より効率的に業務遂行ができな
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、課題はないと考えているが、より取り組みを進められるよう今
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

計画値 実績値

1 件 13300000 10244521

2 個 6100 7966

3 回 12 15

4 件 135 184

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○「やお市政だより」「点字広報」など
の発行・充実
○市ホームページの改修・運用
○情報発信コーナーの運用
○ＳＮＳ等を活用した情報発信
○広報アドバイザーの活用
○市勢要覧の増刷
○市制施行70周年記念事業の実施

平成30年度
実施内容

○「やお市政だより」「点字広報」など
の発行・充実
○市ホームページの改修・運用
○生活応援アプリ「やおっぷ」の導入
○情報発信コーナーの運用
○SNS等を活用した情報発信
○広報アドバイザーの活用
○市勢要覧の増刷
○市制施行70周年記念事業の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び市民活動団体（ＮＰＯ）等

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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・ＳＮＳ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・ＳＮＳ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。

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。

計画額（千円） 実績額（千円）59,220 53,424

平成30年度
意味・算式等

八尾市ホームページアクセス
件数

ホームページへのアクセスが高まっている状況をあら
わします。

評価の観点 評価内容

八尾市ホームページアクセス
件数

ホームページへのアクセスが高まっている状況をあら
わします。

市ホームページの公開コンテ
ンツ数

市政情報に関するコンテンツが充実し、市政情報の
提供が進んでいる状況をあらわします。

「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、できるだけ市民の方
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。

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

市最大の情報発信ツールであり、幅広い読者層に読まれている市
政だよりと、即時性のあるホームページやSNSによる情報発信は、
市政情報やまちの魅力等を市民に伝えていく上で有効なツールで
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

市最大の情報発信ツールであり、幅広い読者層に読まれている市
政だよりと、即時性のあるホームページやSNSによる情報発信は、
市政情報やまちの魅力等を市民に伝えていく上で有効なツールで
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

ホームページの一部リニューアルにより、各課でのホームページ作
成環境が向上し、効率よく情報提供が図られた。

・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

市政だよりにおいては、市民の関心事を適時掲載し、ホームページ
においては、情報のリアルタイムな発信と分かりやすいコンテンツ作
りを心がけた。



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.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 ％ 80 84.3

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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・行政間における情報共有化を図るため、やおコミュニティ放送㈱（ＦＭちゃお）に放送委託し、
市政情報、地域情報及び災害関連情報の提供を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）39,508 39,508

平成30年度
意味・算式等

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
上をめざす。指標の数値は、街頭アンケート等の実
施により集計する。

評価の観点 評価内容

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
上をめざす。指標の数値は、街頭アンケート等の実
施により集計する。

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

災害時における避難勧告などの関連情報の発信について、役割が
期待されているとともに、平常時での市政や地域の話題等の情報
について、市民への情報提供媒体として必要なものである。

・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

指標の目標値は達成しており、FMちゃおが広く認知されていること
が分かる。

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

引き続き株式会社の経営改善により、赤字解消を図っていくよう指
導を行っていく。

・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

市政情報や地域活動情報等の積極的な提供に努め、地域に密着
した取材が行われている。



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 調査 2 2

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○工業統計調査
○住宅・土地統計調査

平成30年度
実施内容

○工業統計調査の実施
○住宅・土地統計調査の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 事業所、市民

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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 基幹統計調査事務 担当部局・課
総務部

総務課

事業概要 工業統計調査、住宅・土地統計調査等の基幹統計調査を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）16,657 13,013

平成30年度
意味・算式等

基幹統計調査
各年で実施する各種統計調査について、それぞれを
１調査としてカウントし、実施率１００％をめざす。

評価の観点 評価内容

基幹統計調査
各年で実施する各種統計調査について、それぞれを
１調査としてカウントし、実施率１００％をめざす。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

各調査において、大阪府の指示に基づき、適切に事務を完了した。

・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

交付金の範囲内で実施できた。
前回調査の手法を参考に今回改善点を加えて実施したことで、調
査の正確性、効率性が向上した。
各職員の事務分担についても明確化したため、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

市政だよりやホームページ、統計書等を活用し、調査実施のPRや
調査結果の公表を行うことで、情報公開の推進、透明性の確保を
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.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 5 8

2 人 266593

3 世帯 124514

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○統計データのホームページ及び共
通ライブラリへの掲載
○「八尾市統計書」、「八尾市の概
要」、「八尾市の人口」、基幹統計調査
結果等の冊子の作成・販売
○統計地図情報システムの維持・管理

平成30年度
実施内容

○統計データのホームページ及び共
通ライブラリへの掲載
○当該年度分の各種統計資料の作成
及び刊行
○統計地図情報システムの維持・管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 地方公共団体、市民

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【現状】

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、共通ライブラリへ統計データを掲載する。
「八尾市統計書」、「八尾市の概要」、「八尾市の人口」、基幹統計調査結果等の冊子の作成・販売
を行う。
統計地図情報システムの維持・管理を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）635 619

平成30年度
意味・算式等

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、共通ライブラリへの資料掲載は資料作成に含む
ものとする。

評価の観点 評価内容

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、共通ライブラリへの資料掲載は資料作成に含む
ものとする。

人口【日本人住民人口+外国
人住民人口】【特例市間比較
指標】

《所管課調》住民基本台帳人口
※平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正
する法律」が施行され、外国人住民の方についても同
法の適用対象に加えられることになりました。これに
伴い外国人登録法が廃止となったため、平成24年7
月末日現在の人口データから外国人住民人口も住民
基本台帳人口に含めた表示となっています。

世帯数（各年度末）

《所管課調》住民基本台帳上の世帯数
※平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正
する法律」が施行され、外国人住民の方についても同
法の適用対象に加えられることになりました。これに
伴い外国人登録法が廃止となったため、平成24年7
月末日現在の人口データから外国人住民人口も住民
基本台帳人口に含めた表示となっています。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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」については外部委託を行い、その他の資料につい
ては庁内で印刷・製本を行い刊行している。作成については、前年
度を参考に改善し作成しているため効率的にできている。

・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

資料刊行等により、本市の時系列資料として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。



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 人 3200 3905

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○関係機関等との連携による市内外
への積極的かつ効果的な情報発信
○市民との協働による市の情報発信
○市のPRに関するイベント等への参
加

平成30年度
実施内容

○新たに作成したPRポスターやSNS
等広報媒体を活用し、関係機関との連
携による効果的な情報発信の実施
○市民による情報発信部隊「神エイト」
との連携による情報発信の実施
○東京スカイツリー会場でのPRイベン
トの実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民及び市外の人

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

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 広報宣伝活動推進事業 担当部局・課
総務部

市政情報課

事業概要
まち、ひと、自然、歴史、文化等の地域資源や市の取り組みなど、八尾の良さが市内外に広く伝わ
るよう、庁内連携を密に行いながら、積極的かつ効果的な広報・宣伝活動を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）3,377 3,028

平成30年度
意味・算式等

SNSのフォロワー数

評価の観点 評価内容

SNSのフォロワー数

・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

SNSのフォロワーの増加やPRポスターを活用した市への定住魅力
の促進等、積極的なPRを行い、市の認知度・愛着の向上に繋がっ
た。「神エイト」による情報発信など、市民や民間団体の協力は不可
欠なため、今後より連携を拡げていく必要がある。

・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

SNSフォロワー数は、当初の計画値を上回る実績を達成した。比較
的中高年の利用が多いフェイスブック、幅広いユーザー層のツイッ
ター、若者に人気のあるインスタグラムと、複数のSNSを活用するこ
とで、幅広い層への情報発信を実施している。

・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

PRポスターの制作においては、広報アドバイザーの助言を受け、デ
ザイン制作に重点を置くことで多くの事業者から選定することがで
き、評価の高いポスターを制作することができた。また、SNSや市
ホームページと連携したり、関係団体の協力を得ることで、コストに
見合う宣伝効果を得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

「神エイト」の活動を支援し、市民目線での情報発信を行うことで、公
ではできない八尾の魅力発信を行うことができた。また、インスタグ
ラムにおいて市民からの投稿を募集するなど、市民参加型の情報
発信イベントを実施した。



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.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 件／年 13300000 10244521

2 件 143 125

3 枚 26000 33033

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市情報公開条例に基づく公文
書の公開の実施
○八尾市情報公開審査会開催への対
応
○情報公開コーナーでの行政情報の
自由閲覧に供する資料の整備
○「情報提供に関するガイドライン」に
基づく情報提供の実施

平成30年度
実施内容

○八尾市情報公開条例に基づく公文
書公開の実施
○八尾市情報公開審査会の開催
○情報公開コーナーでの行政情報の
自由閲覧に供する資料の整備
○「情報提供に関するガイドライン」に
基づく情報提供の実施
○情報公開事務取扱要領の改正

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 全市民、法人ほか　何人（なんぴと）

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【現状】

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 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
八尾市情報公開条例に基づく公文書の公開を実施する。
情報公開コーナーで行政情報の自由閲覧などを行う。
市政における積極的な情報提供の取り組みを行う。

計画額（千円） 実績額（千円）1,543 849

平成30年度
意味・算式等

八尾市ホームページアクセス
件数

ホームページへのアクセスが高まっている状況をあら
わします。

評価の観点 評価内容

八尾市ホームページアクセス
件数

ホームページへのアクセスが高まっている状況をあら
わします。

情報公開請求件数 実施機関に対する情報公開請求件数

情報提供にかかる複写サービ
スの利用

情報公開・情報提供等にかかる行政資料複写サービ
スの利用枚数（総枚数）

・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

情報公開制度(情報公開請求・情報提供施策・情報公表制度)により
市民と市との情報の共有を行い、総合的な情報公開の推進を図っ
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

指標の市ホームページのアクセス数については、1024万件を超え
ており、市民にとっては情報公開コーナー配架資料と併せて市政に
対する情報ツールの一つとして定着している。

・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

市ホームページを通じ情報提供している行政資料については問題
ないが、情報公開請求においての公開方法は紙媒体でのみ提供可
能であるため、大量請求等があった場合の提供方法については検
討を要する。

・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

八尾市情報公開条例では、「何人も、実施機関に対し、公文書の公
開を請求することができる。」としており、情報が市域を超えて双方
向に流通することは、市民の活動の活発化などに寄与し、市の発展
と市民福祉の増進に結びつくものと考えられる。



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 人 70 63

2 件 123 162

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○八尾市個人情報保護条例に基づく
個人情報の保護及び個人情報開示請
求への対応など
○個人情報保護に関する職員研修の
開催
○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30年度
実施内容

○八尾市個人情報保護条例に基づく
個人情報の保護及び個人情報開示請
求への対応など
○個人情報保護に関する職員研修の
実施
○個人情報保護審議会の開催
○個人情報保護事務取扱要領の改正

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 全市民ほか

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【現状】

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 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個人情報開示を行う。
市の事務における個人情報の取り扱いの適正化を推進する。
市民の個人情報の保護などに努める。

計画額（千円） 実績額（千円）784 417

平成30年度
意味・算式等

個人情報保護に関する研修会
の参加人数

職員研修への参加人数

評価の観点 評価内容

個人情報保護に関する研修会
の参加人数

職員研修への参加人数

個人情報開示請求件数 市の保有する個人情報に対する開示請求件数

・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

市の保有する行政資料の公開に際し、条例に基づき個人情報の保
護を図る必要があるため、市の対応は妥当である。

・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

個人情報保護の啓発に際し、研修の対象者を窓口担当者に拡大す
ることで市職員として求められるコンプライアンス等の向上の一助と
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

個人情報の開示請求の際、担当課の立ち会いを求めることで開示
請求の手続きをスムーズに行うことが可能となっている。

・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

市民(各種団体等からの選出を含む)の個人情報保護審議会委員へ
の委嘱等、市民委員による参画を実施している。



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.61 人材の活用と組織の活性化

現状 今後

計画値 実績値

1 回 4 3

2 人 2304 2362

3 ％ 20 20

4 人 5 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○地方公務員法改正に基づく人事評
価制度の実施
○限られた採用枠の中での戦略的な
職員採用の実現
○地域とともに考え、地域とともに課
題を解決する職員の育成や特定の分
野で専門性を高めることのできる人事
制度の検討

平成30年度
実施内容

○職員採用試験による必要な人材の
確保
○人事異動を通じた適正な人事配置
の実施
○計画的な定員管理実施に向けての
検討

重点取り組み 地域別計画

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
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【現状】

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 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を行う。

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れ人数（マニフェスト実行
計画）

計画額（千円） 実績額（千円）62,094 50,975

平成30年度
意味・算式等

採用試験におけるＳＰＩ試験の
実施

採用試験におけるＳＰＩ試験の実施

評価の観点 評価内容

採用試験におけるＳＰＩ試験の
実施

採用試験におけるＳＰＩ試験の実施

適正な定員管理に基づく職員
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

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

市民ニーズに対応した短時間アルバイトの活用実施した。

・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

学生インターンシップの受入れ人数及び市の管理職に占める女性
の割合については目標を達成できた。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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

出張所への保健師の配置など、地域と向き合う施策を進めていくた
めの体制を引き続き検討・実施していく必要がある。



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.61 人材の活用と組織の活性化

現状 今後

計画値 実績値

1 人 2000 1549

2 ％ 85 66.3

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
○派遣研修

平成30年度
実施内容

○人事課研修
○派遣研修
○自己啓発支援
○職場研修

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 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【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を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）9,161 7,196

平成30年度
意味・算式等

人事課研修の修了者数 基本研修の修了者数と特別研修の修了者数の和。

評価の観点 評価内容

人事課研修の修了者数 基本研修の修了者数と特別研修の修了者数の和。

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。

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

市民に信頼される職員となるために必要な研修を実施した。

・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

過去の採用抑制など間接的な要因により、研修受講者が減少し
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

指導者養成講座などコストがかかる研修の見直しや、他課と共催
で研修を実施することで、コストの節減につなげた。

・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

新採研修等で地域活動を学ぶ研修を取り入れ、地域分権に資する
人材に寄与した。



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.61 人材の活用と組織の活性化

現状 今後

計画値 実績値

1 指数 100 99.7

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

B

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○国家公務員の給与制度を基本とす
る、給与の適正化

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 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【今後】

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。

計画額（千円） 実績額（千円）827 0

平成30年度
意味・算式等

ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ指数
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。

評価の観点 評価内容

ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ指数
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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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

実績値は、目標値に近いところを推移している。

・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

業務の執行体制は効率的と考える。

・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

職員の給与等に関する情報は、ホームページ等で情報公開を行っ
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.61 人材の活用と組織の活性化

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 99.8

2 人 200 217

3 人 1000 525

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○職員安全衛生委員会活動
○健康管理の実施
○ストレスチェック制度の実施
○被服貸与の実施
○厚生活動の実施
○厚生施設運営管理
○退職年金及び遺族年金事務
○公務災害補償事務

平成30年度
実施内容

○職員安全衛生委員会活動
○健康管理の実施
○ストレスチェック制度の実施
○被服貸与の実施
○厚生活動の実施
○厚生施設運営管理
○退職年金及び遺族年金事務
○公務災害補償事務

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 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【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を図る。

計画額（千円） 実績額（千円）41,576 40,646

平成30年度
意味・算式等

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

評価の観点 評価内容

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

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

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

市職員の健康増進のための取り組みは、市民サービス向上のため
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

指標の目標に届かなかった項目があった。

・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

概ね効率的な業務運営ができた。今後も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

ホームページにおいて、八尾市特定事業主行動計画の取組み状況
や福利厚生の実施状況等について掲載した。



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.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 96000 195933

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

C

総合
評価 B

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○来庁者への案内、手続き方法の説
明等の実施
○窓口業務の民間委託
○庁内案内業務の円滑化等の検討

平成30年度
実施内容

○来庁者への案内、手続き方法の説
明等の実施
○窓口業務の民間委託
○庁内案内業務の円滑化等の検討
○暮らしのガイドブックの発行

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 来庁者

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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 総合案内推進事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

コミュニティ政策推進課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）18,076 18,126

平成30年度
意味・算式等

総合案内件数
年間のフロア、総合案内窓口における案内件数を活
動指標とする。

評価の観点 評価内容

総合案内件数
年間のフロア、総合案内窓口における案内件数を活
動指標とする。

・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

市庁舎内の多岐に和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

担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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

民間事業者への委託、機構改革による業務分担の整理を行うこと
で、効率的に業務を実施した。

・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

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



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 7 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○住基ネットシステム維持管理
○個人番号の付番及びマイナンバー
カードの交付
○住民基本台帳法改正にむけたシス
テム改修およびシステム確認テスト
○ＣＳ及び統合端末の機器更新

平成30年度
実施内容

○住基ネットシステム維持管理
○個人番号の付番及びマイナンバー
カードの交付
○住民基本台帳法改正にむけたシス
テム改修およびシステム確認テスト
○CS及び統合端末の機器更新

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 本市の住民登録者

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【現状】

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 住民基本台帳ネットワーク機器更新・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 住民基本台帳ネットワークシステムの維持管理を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）8,992 8,686

平成30年度
意味・算式等

端末台数
市民サービスの水準を維持するためのシステム端末
台数

評価の観点 評価内容

端末台数
市民サービスの水準を維持するためのシステム端末
台数

・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

住基ネットの運用は住民登録事務及びマイナンバーカード交付に
必須であり、維持管理は市民ニーズに応えている。

・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

各市区町村間における住民登録情報等の連携において、有効な運
用が為された。

・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

住民登録事務及びマイナンバーカード交付にあたり、ネットワークを
通じて全国の市区町村及び国が所管するカード管理システムと接
続されることで、効率的な事務運営に寄与した。

・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

住基ネットに関する概要、利用可能な行政サービスについてホーム
ページに掲載し、情報提供を行った。



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.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 台 22 30

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○住基システムの安定運用及び維持
管理

平成30年度
実施内容

○住基システムの安定運用及び維持
管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 本市の住民登録者

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【現状】

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 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 住民基本台帳システムの更新及び維持管理を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）51,526 52,531

平成30年度
意味・算式等

端末台数
市民サービスの水準を維持するためのシステム端末
台数

評価の観点 評価内容

端末台数
市民サービスの水準を維持するためのシステム端末
台数

・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

安定的な稼働運用を行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

システムの改修・適切な維持管理を行い安定的な稼働運用を行うこ
とは市民サービスを向上させる上で有効である。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

法改正等に則ったシステムの改修やレベルアップを行うことにより
効率的な業務運営の実施が可能である。

・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

住基事務に関する情報をホームページ等に掲載し、情報提供を
行った。



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.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 51.5 51.5

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○戸籍システムの維持管理
○戸籍システム更新
○戸籍システムのバージョンアップに
よる安定的な運用

平成30年度
実施内容

○戸籍システムの維持管理及び戸籍
システムのバージョンアップ並びにそ
れに伴う戸籍システム機器等の入替を
含む戸籍システム更新を実施

重点取り組み 地域別計画

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
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【現状】

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 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。

計画額（千円） 実績額（千円）5,495 5,576

平成30年度
意味・算式等

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

評価の観点 評価内容

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

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

戸籍事務の正確性の担保や、証明書発行時間の短縮等、市民
ニーズに適切に応えている。

・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

戸籍事務の正確性の担保をはじめ、新戸籍編製日数や証明書発
行時間の短縮化等、有効性が高い。

・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

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。



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 8700 3600

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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及
び給付関係事務を継続的事業として
実施
○新システムでの運用及びシステム改
修（処理結果一覧表の電子媒体化）
○社会保障・税番号制度の導入に係
るシステム稼動及び事務処理の実施
○年金生活者支援給付金に係るシス
テム稼動及び事務処理の実施

平成30年度
実施内容

○法定受託事務である国民年金に関
する適用及び給付関係事務を窓口業
務として実施
○新システムでの運用及びシステム改
修（処理結果一覧表の電子媒体化、産
前産後期間の保険料の免除対応、年
金生活者支援給付金対応、免除様式
の見直し対応）を実施
○社会保障・税番号制度の導入に係
るシステム稼動及び事務処理を窓口
業務として実施
○年金生活者支援給付金に係る対応
準備の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 国民年金被保険者及び老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給権者

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【現状】

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 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。

計画額（千円） 実績額（千円）16,858 19,600

平成30年度
意味・算式等

資格管理窓口業務 窓口による国民年金関係届の件数

評価の観点 評価内容

資格管理窓口業務 窓口による国民年金関係届の件数

・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

法定受託事務として市の役割が規定されている中で、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

社会保障・税番号制度の導入に伴い、市民の利便性の向上、行政
事務の効率性・正確性等が確保されたため、資格管理窓口業務で
受付している届出件数が平成３０年３月より大幅に減少した。

・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

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周知を
行った。



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.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 280000 254678

2 ％ 40 23.6

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○窓口業務委託化の中で、引き続き
質の高い行政サービスの提供
○マイナンバーカード交付業務の実施
と普及啓発
○一部の窓口において、休日開庁の
実施継続

平成30年度
実施内容

○窓口業務の委託による質の高い行
政サービスを提供
○マイナンバーカードの交付及び普及
啓発を実施
○一部の窓口において、引き続き休日
開庁を実施

重点取り組み 地域別計画

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
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【現状】

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
戸籍・住民票・届出証明・個人番号カード交付業

務
担当部局・課

人権文化ふれあい部

市民課

事業概要

・市民にとって効率的・効果的な窓口サービスの提供を行うため業務を民間委託し、各種証明発行
及び戸籍、住民基本台帳、印鑑登録をシステムで入力・管理し、より質の高いサービスを行う。
・マイナンバーカードの交付等の事務を行う。
・市民の利便性の向上のため、一部の窓口について休日開庁を定例化する。
・広告付き番号案内表示機の運用における分かりやすい案内表示を実施及び広告収入の確保、
緊急地震速報の発信を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）176,828 131,846

平成30年度
意味・算式等

証明発行件数
本庁分の証明書発行件数（本庁、私用郵送、公用郵
送）

評価の観点 評価内容

証明発行件数
本庁分の証明書発行件数（本庁、私用郵送、公用郵
送）

個人番号カード普及率
八尾市に住民登録をしている全人口の内、個人番号
カードの申請を行っている市民の割合

・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

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。



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 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○住居表示板（町名表示板・街区表示
板）の整備
○町名地番改正審議会の開催

平成30年度
実施内容

○佐堂町・若草町の全域、末広町１丁
目の区域において、街区表示板の整
備を実施
○町名地番改正審議会を開催

重点取り組み 地域別計画

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
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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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 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）を実施する。
住居表示（○○町○丁目○○番地⇒○○町○丁目○○番○○号）を実施する。
町名地番改正及び住居表示実施に関する証明書を交付する。
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を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）886 620

平成30年度
意味・算式等

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(％)

評価の観点 評価内容

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(％)

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

本事務事業は、住民及び事業者の利便性の向上に寄与するもの
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

指標計画値を達成することができた。総合計画の「めざす暮らしの
姿」の実現に向けて、有効な事務事業であり、引き続き実施してい
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

本事業は、業務委託の手法で行っており、効率性の向上に努めて
いる。今後も業務委託での事業実施が必要である。

・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

地域住民や事業者の協力のもと、事業を実施できた。本事業は地
域住民や事業者の理解及び協力が不可欠であり、より一層事業の
周知に努める必要がある。



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.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 80 75.28

2 件 5800 7216

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○旅券発給業務
○平成30年10月１日から大阪府証紙
廃止に伴う現金による旅券発給手数
料の収納業務

平成30年度
実施内容

○旅券発給業務
○平成30年10月１日から大阪府証紙
廃止に伴う現金による旅券発給手数
料の収納業務

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 本市に住民登録をしている者または居所を有する者

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【現状】

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 旅券発給事務 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民課

事業概要 旅券発給申請の受理及び旅券の交付を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）252 231

平成30年度
意味・算式等

旅券発給割合

八尾市民が、大阪府パスポートセンター本所・りんくう
分室・八尾市において申請した総件数のうち、八尾市
で申請した割合を指標とし、最終的に80％を目標とす
る。

評価の観点 評価内容

旅券発給割合

八尾市民が、大阪府パスポートセンター本所・りんくう
分室・八尾市において申請した総件数のうち、八尾市
で申請した割合を指標とし、最終的に80％を目標とす
る。

旅券発給件数

八尾市において受け付けたパスポート申請件数
（八尾市民の本所、阿倍野分室、りんくう分室の計
H25実績約7,200件の
　80％5,760件を目標値とする）

・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

旅券の申請・交付手続きのため大阪府パスポートセンターまで行く
必要がなくなったことから非常に便利になったとの声をいただいて
おり、市民の利便性向上に寄与するものとして、事業実施は妥当
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

市民が行ったパスポート申請総数に対する本市受付分の割合が
約75％を占めていることから、有効な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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

パスポート業務経験者を非常勤嘱託職員として任用し、当該職員
の勤務シフトを工夫することで、質の高い窓口業務を必要最小限
の人員で実施しており、効率的な事務運営であると考える。

・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

パスポートの申請・交付業務は、市民との協働により進めていく事
業ではないが、効果的な広報を実施することにより、市においてパ
スポート発給業務を実施していることについて、認知度の向上に努
めた。



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.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 20 12.7

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

A

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○コンビニ交付の安定運用の継続実
施
○各出張所へのマニュアルの設置
○コンビニ交付の利用に関する広報、
情報提供等

平成30年度
実施内容

○コンビニ交付の安定運用の継続実
施
○各出張所へのマニュアルの設置
○コンビニ交付の利用に関する広報、
情報提供等の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 本市の住民登録者及び本市に本籍をおく者

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【現状】

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 証明書コンビニ交付事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

市民課

事業概要
マイナンバーカードを利用し、住民票、印鑑証明書、戸籍証明、税証明の証明発行を、全国のコン
ビニ等に設置してあるキオスク端末を使用して行う。

計画額（千円） 実績額（千円）14,074 14,869

平成30年度
意味・算式等

コンビニ交付証明書発行件数
割合

全証明書発行件数に占めるコンビニ交付による証明
発行件数の割合（コンビニ交付による証明発行件数/
全証明書発行件数×100）

評価の観点 評価内容

コンビニ交付証明書発行件数
割合

全証明書発行件数に占めるコンビニ交付による証明
発行件数の割合（コンビニ交付による証明発行件数/
全証明書発行件数×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

証明書コンビニ交付事業を実施することにより、休日・夜間におい
て証明書を取得することができ、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

マイナンバーカードの交付枚数の増加に伴い、証明書発行枚数も
増加しているが目標には届かなかった。

・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

証明書コンビニ交付事業は、機器等の保守・運用管理が不要であ
ることから、将来にわたりコスト削減等が期待でき、夜間・休日に証
明書が取得できることから、市民ニーズに合致した事業である。

・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

市政だより・ホームページ・マイナンバーカードの交付時の説明等
において積極的な周知・広報に努めている。



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.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 3650 3622

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○各種相談事業の実施
平成30年度
実施内容

○各種相談事業の実施

重点取り組み 地域別計画

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
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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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 市民相談 担当部局・課
人権文化ふれあい部

コミュニティ政策推進課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）8,946 9,022

平成30年度
意味・算式等

各種相談件数の合計
法律相談・行政相談・登記測量境界問題相談・税務相
談・行政書士相談・不動産相談・中国語相談・ベトナム
語相談の合計

評価の観点 評価内容

各種相談件数の合計
法律相談・行政相談・登記測量境界問題相談・税務相
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

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

実績値が前年度より上回り、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

弁護士による法律相談を除き、相談員は全員がボランティアで、市
の経費負担は抑制できた。

・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

本庁以外の地域拠点施設においても弁護士による法律相談を実
施し、地域分権の推進に寄与した。



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.62 窓口サービス機能の充実

現状 今後

計画値 実績値

1 件 880 804

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市民からの意見・提案を幅広く聴取
し、問題の解決を図るとともに、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30年度
実施内容

○市民からの意見・提案を幅広く聴取
し、問題の解決を図るとともに、建設的
なものは市政に反映させ市民サービス
を向上

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市政に関心を持つ市民

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

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【現状】

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 市政への提案事業 担当部局・課
人権文化ふれあい部

コミュニティ政策推進課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

提案件数 個人・団体からの要望・提案件数の合計

評価の観点 評価内容

提案件数 個人・団体からの要望・提案件数の合計

・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

市民の意見や提案を市政に反映することができる、貴重な事業で
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

実績値が前年度より上回り、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

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

市民の意見や提案により成り立っている事業なので、協働の取り組
みが勧められた。



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.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

計画値 実績値

1 千円 19194615 19860249

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
○財政部内の連携による課税客体の
捕捉に係る調査業務の拡充実施

平成30年度
実施内容

○固定資産税等賦課業務
○土地・家屋の評価替え年度
○財政部内の連携による課税客体の
捕捉に係る調査業務の拡充実施

重点取り組み 地域別計画

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
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【現状】

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 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。

計画額（千円） 実績額（千円）28,027 24,774

平成30年度
意味・算式等

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。

評価の観点 評価内容

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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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.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 245000 269011

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○公的年金の特別徴収事務
○国税とのデータ連携
○事業所からの給与支払報告書・法人
市民税申告書の受け取り
○特別徴収税額決定通知書の電子的
送付の実施

平成30年度
実施内容

○eLTAX経由で公的年金の特別徴収
事務
○国税及び他団体とのデータ連携
○eLTAX経由で事業所からの給与支
払報告書・法人市民税申告書の受け
取り
○特別徴収税額決定通知書の電子的
送付の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 納税義務者、事業所

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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を利用した地方税の電子化を実施する。
・公的年金の特別徴収事務
・国税とのデータ連携
・事業所からの給与支払報告書、法人市民税申告書等の受け取り

計画額（千円） 実績額（千円）8,142 8,091

平成30年度
意味・算式等

eLTAXによる申告書の提出件
数

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年間の合計件
数。

評価の観点 評価内容

eLTAXによる申告書の提出件
数

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年間の合計件
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.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 千円 60000 53073

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○部内連携による課税客体の捕捉に
係る調査業務の実施
○個人住民税において特別徴収義務
者の府内一斉指定
○マイナンバーを活用した税システム
の運用
○法人市民税均等割の制限税率適用
の検討

平成30年度
実施内容

○部内連携による課税客体の捕捉に
係る調査業務の実施
○個人住民税において特別徴収義務
者の府内一斉指定の実施
○マイナンバーを活用した税システム
の運用の実施
○法人市民税均等割の制限税率適用
に関する検討会議の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 納税義務者

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【現状】

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。

計画額（千円） 実績額（千円）59,817 55,676

平成30年度
意味・算式等

調査業務により課税した市民
税額

平成２８年度より、財政部内連携による課税客体の捕
捉業務の拡大実施を図ることにより新たに課税した
市民税額及び、従来より行ってきた調査業務により課
税した市民税額の合計

評価の観点 評価内容

調査業務により課税した市民
税額

平成２８年度より、財政部内連携による課税客体の捕
捉業務の拡大実施を図ることにより新たに課税した
市民税額及び、従来より行ってきた調査業務により課
税した市民税額の合計

・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

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

徴税コストの縮減をはかりつつも、適正課税に向けた体制の充実を
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



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 ％ 98.5 99.38

2 ％ 31 27.76

3 ％ 96.5 97.72

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

-

総合
評価 D

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
○番号制度導入に伴う、税関係システ
ムの運用

平成30年度
実施内容

○市税等の徴収及び滞納整理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 納税義務者

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【現状】

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。
市税の収納、収入状況の把握。
番号制度導入等に伴う、税関係システムの改修及び事務の整備。

計画額（千円） 実績額（千円）207,450 201,211

平成30年度
意味・算式等

徴収率（現年度分） 現年の徴収率

評価の観点 評価内容

徴収率（現年度分） 現年の徴収率

徴収率（滞納繰越分） 滞納繰越の徴収率

徴収率 現年・過年・滞納繰越の徴収率

・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

市の歳入確保の観点から市税の徴収業務は不可欠である。

・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

実績値が概ね計画値を超えており目標は達成された。

・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

業務の効率化が図られており、実施の手法においても費用対効果
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



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 ％ 97.5 98.43

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市債権の収納状況に関する分析及
び進行管理

平成30年度
実施内容

○市債権の収納状況に関する指導、
助言、相談及び進行管理の実施

重点取り組み 地域別計画

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
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【現状】

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 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。

計画額（千円） 実績額（千円）40 8

平成30年度
意味・算式等

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。

評価の観点 評価内容

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。

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

行政運営を行うための財源確保及び市民負担の公平性・公正性を
確保するためには、未収債権の縮減は必要不可欠であるため、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

指標の計画値を達成でき、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

事務事業の有効性を落とすことなく、債権管理条例等に基づき効率
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

市の債権の収納状況などの情報公開は実施しており、事業の透明
性は一定高められた。



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.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 2500 2699

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○がんばれ八尾応援寄附金のPR・実
施
○関係各課と連携することによる寄附
金額の増加と魅力発信の強化
○記念品の追加・入替

平成30年度
実施内容

○がんばれ八尾応援寄附金のPRの実
施
○関係各課と連携することによる寄附
金額の増加と魅力発信の強化を実施
○記念品の拡充の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 個人・法人

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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 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し、記
念品の提供等を通じて八尾市の魅力発信を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）23,688 22,929

平成30年度
意味・算式等

がんばれ八尾応援寄附金の寄
附件数

がんばれ八尾応援寄附金の1年間の寄附件数

評価の観点 評価内容

がんばれ八尾応援寄附金の寄
附件数

がんばれ八尾応援寄附金の1年間の寄附件数

・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

各種事業に取り組むためには、財源確保は必要であることから、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

指標の計画値を達成し、前年度実績も上回っていることから、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

直接コストは増加したが、それ以上の寄附金（歳入）があり、また必
要最小限の人員やコストで事業実施ができたため、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

寄附者へ贈呈する記念品の拡充を引き続き実施したことにより、市
内事業者と協働して事業実施ができた。



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.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 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

B

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○歳入確保のための方策の研究及び
実施に向けての検討
○全庁的な自主財源確保策の推進

平成30年度
実施内容

○歳入確保のための方策の研究及び
実施
○ガバメントクラウドファンディングの調
査研究及び取り組みの実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市民

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

D.市民の協力や参加を得ながら、行政
の主体性のもとに行う領域【現状】

D.市民の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 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。

計画額（千円） 実績額（千円）842 444

平成30年度
意味・算式等

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

評価の観点 評価内容

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

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

財政状況等から自主財源の確保は必要であるため、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

指標の計画値を達成し、新たな自主財源確保策も実施できたた
め、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

全庁的な取り組みに対してとりまとめを行うなど、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

自主財源確保の取り組みについては、積極的に情報公開を実施し
ており、事業の透明性は一定高められた。



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.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 1100 1789

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○電子申告の実施
平成30年度
実施内容

○平成30年度も引き続き、電子申告に
よる償却資産申告書の受付を実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 償却資産の所有者

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【現状】

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

電子申告による申告書の提出
件数

評価の観点 評価内容

電子申告による申告書の提出
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

事業者の利便性向上に寄与できた。

・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

年々、電子申告による申告が増加している。

・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

電子申告では通常業務である申告内容のチェックに加え、申告書
出力作業（プリントアウト）が必要であることから職員の事務負担が
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



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 枚 2000 2996

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○コンビニ交付の安定運用の継続実
施

平成30年度
実施内容

○コンビニ交付の安定運用の継続実
施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 本市の市民税・府民税の納税義務者

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【現状】

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 証明書コンビニ交付事業（市民税） 担当部局・課
財政部

市民税課

事業概要
マイナンバーカードを利用し、市・府民税証明書の発行を、全国のコンビニに設置してある多機能端
末機を使用して行う。

計画額（千円） 実績額（千円）232 346

平成30年度
意味・算式等

コンビニ交付証明書発行枚数

評価の観点 評価内容

コンビニ交付証明書発行枚数

・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

証明書コンビニ交付事業は、夜間・休日等において証明書を取得す
ることができ、利便性を求める市民ニーズに合致した事業となって
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

マイナンバーカードの交付枚数が増加することにより、証明書発行
枚数も増加するものである。

・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

証明書コンビニ交付事業は、機器等の保守・運用管理が不要であ
ることから、将来にわたるコスト削減等は期待できる。

・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

マイナンバーカードの利用の促進について、ホームページや市政だ
よりにおいて広報等に努め、所属職員も市民からの問合わせに対
し適切に案内している。



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.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 0 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○市有財産台帳の作成及び管理
○所管する普通財産の適正な管理と
有効活用の推進
○市有財産の建物の総合損害共済へ
の加入
○売却可能資産の把握と売払処分等

平成30年度
実施内容

○市有財産台帳の作成及び管理
○所管する普通財産の適正な管理と
有効活用の推進
○市有財産の建物の総合損害共済へ
の加入
○売却可能資産の把握と売払処分等

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 所管する普通財産（不動産）

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【現状】

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 市有財産管理業務 担当部局・課
財政部

財産活用課

事業概要
普通財産（他課の所管に属するものを除く。）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。

計画額（千円） 実績額（千円）3,178 3,247

平成30年度
意味・算式等

普通財産の処分（売払）件数
普通財産の売払件数（法定外公共物の売払いは予想
が立てられないため計画として計上できない。）

評価の観点 評価内容

普通財産の処分（売払）件数
普通財産の売払件数（法定外公共物の売払いは予想
が立てられないため計画として計上できない。）

・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

市有財産の管理は適正に実施している。

・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

用地売払については、毎年成果を上げており、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

市有財産に関する市民からの各種問い合わせに対し、関係課と連
携し、迅速に対応を行っている。

・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

市有財産については、周辺住民の意向確認を行いながら、事務を
進めている。



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.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 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30年度
実施内容

○溜池賠償保険の加入
○財産区財産の管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 財産区財産（土地）、基金

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

B.市民の主体性のもとに、行政の協力
によって行う領域【現状】

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 財産区財産管理業務【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。

計画額（千円） 実績額（千円）3,214 11,963

平成30年度
意味・算式等

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

評価の観点 評価内容

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

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

財産区財産については、適正に利用されているか、把握する必要
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

財産区財産については、地域住民によって活用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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

財産区財産に関する相談については、地域住民と連携し迅速に対
応してる。

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

財産区財産については、地域住民に活用され、適宜、市は助言を
行っているところである。



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.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 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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
○亀井財産区地区公共事業

平成30年度
実施内容

○地区公共事業に関する財産区地区
との調整
○亀井財産区地区公共事業

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 財産区

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

B.市民の主体性のもとに、行政の協力
によって行う領域【現状】

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 財産区地区公共事業 担当部局・課
財政部

財産活用課

事業概要 地区公共事業を認可し、地区公共事業交付金を交付する。

計画額（千円） 実績額（千円）11,803 11,803

平成30年度
意味・算式等

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。

評価の観点 評価内容

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。

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

地区公共事業については、財産区基金の支出を伴うため、適正に
管理する必要がある。

・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

地区公共事業については、地域住民にとって必要な事業であるた
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

地区公共事業の相談については、迅速に対応している。

・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

地区公共事業ついては、各財産区の住民の要望を確認しながら進
めて行く事業であり、市民と協働している。



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.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

計画値 実績値

1 ヶ所 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

B

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○公共施設等の用地買収交渉
平成30年度
実施内容

○公共施設等の用地買収交渉

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 土地所有者及び土地占用者

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【現状】

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

用地買収事業数

評価の観点 評価内容

用地買収事業数

・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

用地買収については、公共施設等の整備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

公共施設等の用地買収については、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

用地の買収額については、専門家の意見を参考にしながら、国の
基準に基づき算出している。

・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

買収目的や内容の説明については、各案件ごとに事業原課と連携
しながら行っている。



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.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

計画値 実績値

1 台 84 77

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○公用車の維持管理
○公用車の適切な配車
○公用車のリース替え

平成30年度
実施内容

○公用車の維持管理
○公用車の適切な配車
○公用車のリース替え

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 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【現状】

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 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。

計画額（千円） 実績額（千円）35,232 34,468

平成30年度
意味・算式等

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）

評価の観点 評価内容

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）

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

公用車の管理は、各課の業務を円滑に行うために必要な業務であ
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

公用車の台数については、過去の出庫台数を参考にしながら、適
宜、見直しを行っている。

・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

公用車貸し出しの窓口業務や、マイクロバスの運行については、外
部委託を行い、コスト節減を行っている。

・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

車載広告は、市民に知って欲しい情報を掲載しており、市民協働の
啓発を行っている。



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.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 96 99.5

2 千円 100000 747004

3 ポイント 0.8 0.76

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○健全な財政運営をめざして、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、地方債の申請
及び借入れ、財政調整資金の調達、土
地取得事業特別会計の経理等の事務
○わかりやすい財政情報の発信
○財政運営方針（財政計画）の確認
○地方公会計制度への対応

平成30年度
実施内容

○健全な財政運営をめざして、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、地方債の申請
及び借入れ、財政調整資金の調達、土
地取得事業特別会計の経理等の事務
○わかりやすい財政情報の発信
○財政運営方針（財政計画）の確認
○地方公会計制度への対応

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 内部管理

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【現状】

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、地方債の申請及び借入れ、財政調整資金
の調達、土地取得事業特別会計の経理等の事務を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）391,187 313,653

平成30年度
意味・算式等

経常収支比率

【特例市間比較指標】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。

評価の観点 評価内容

経常収支比率

【特例市間比較指標】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。

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に、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）
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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、すべての指標で計画達成とはならなかった。

・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

常に意識してコスト削減を行い、効率的な事業実施を行った。

・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

市政だよりの財政状況の公表など、わかりやすい財政情報の公表
に努めた。



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.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 4000 5548

2 件 36700 31687

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○備品の管理
○共通消耗品の管理

平成30年度
実施内容

○備品及び共通物品の管理

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 内部管理

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【現状】

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

会計課

事業概要 備品の管理、共通消耗品の管理を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）5,543 4,828

平成30年度
意味・算式等

備品登録件数 市が取得した備品の登録件数

評価の観点 評価内容

備品登録件数 市が取得した備品の登録件数

共通物品の払出件数 各課へ払出した共通物品の総件数

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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、共通物品の管理の全てにおいて達成できた。

・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

既存のシステムを利用しているため、コスト効率もよい状態である。

・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.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 60000 55926

2 件 34000 30635

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30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30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

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 内部管理

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【現状】

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

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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。

評価の観点 評価内容

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。

収入事務 １年間に行う収入事務の件数を指標とする。

・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

公金の収入及び支払事務は内部管理事務であることから、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
の全てにおいて達成できた。

・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

既存のシステムを利用しているため、コスト効率もよい状態である。

・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

決算書を情報公開コーナー等に配架し、ホームページにも公開し
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.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 570 622

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○条例、規則等の制定改廃時におけ
る審査
○政策法務アドバイザーの運用
○政策法務研修の実施
○政策法務ニュースの発行
○審査請求における審理員、審査庁
及び行政不服審査会事務局に係る事
務

平成30年度
実施内容

○条例、規則等の制定、改廃、解釈、
運用等の適正適切な実施
○政策法務アドバイザーによる政策法
務研修の実施
○政策法務ニュースの発行
○審査請求における審理員、審査庁
及び行政不服審査会事務局に係る事
務

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 各部局

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【現状】

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等を行う。

計画額（千円） 実績額（千円）9,826 8,827

平成30年度
意味・算式等

条例、規則等審査数 条例、規則、規程・訓令、告示の合計件数

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

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。



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 970000 994317

2 枚 8500000 10174532

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○郵送・郵便物及び各種文書の管理
○関係課と協議しながら電子決裁シス
テムについて検討

平成30年度
実施内容

○郵送・郵便物及び各種文書の管理
○関係課と協議しながら電子決裁シス
テムについて検討

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 各部局

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【現状】

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

総務課

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。

計画額（千円） 実績額（千円）19,057 18,376

平成30年度
意味・算式等

郵便件数 文書等の郵便件数（総務課予算分）

評価の観点 評価内容

郵便件数 文書等の郵便件数（総務課予算分）

印刷室業務（印刷枚数） 印刷枚数（印刷室での業務）

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

行政文書の保存を適切に行っており、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

文書を適切に管理することは行政運営において有効性が高いもの
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

郵便割引制度の適用を積極的に推進し、歳出の削減に努めてい
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

行政文書の保存を適切に行うことで、透明性の高い行政運営を担
保している。



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.63 健全かつ公正な行財政運営

現状 今後

計画値 実績値

1 ％ 100 100

2 ％ 100 100

3 ％ 85 91.1

4 ％ 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

A

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

〇総合評価入札制度の継続実施
〇電子入札対象案件の継続実施

平成30年度
実施内容

○平成29年度実施した総合評価入札
制度について、さらに制度の充実を図
るべく庁内検討を実施
○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
万円以上のものについて実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 入札参加資格登録業者

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【現状】

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
入札・契約制度の更なる改革推進を図る。また、公共施設の清掃業務において総合評価入札制度
を実施する。

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(34件)／予定価格200万円以
上の入札件数(34件)×100
[（年度間集計）4月から3月]

計画額（千円） 実績額（千円）8,396 8,374

平成30年度
意味・算式等

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(146件)／予定価格200万円以上
の入札件数(146件)×100
[（年度間集計）4月から3月]

評価の観点 評価内容

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(146件)／予定価格200万円以上
の入札件数(146件)×100
[（年度間集計）4月から3月]

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(34件)／予定価格200万円以上の
入札件数(34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(133件)／予定価格200万円
以上の入札件数(146件)×100
[（年度間集計）4月から3月]

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

適正な入札を行い、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

一般競争入札実施率について、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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

電子入札システムの共同利用が府下15市となり、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
（業者管理や契約管理等）とのシステム連携をより強化し、効率化
を図る必要がある。

・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

入札結果等の情報公開を実施し、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.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 92.8

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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○適正な入札及び契約
（電子入札及び一般競争入札等の継
続実施）

平成30年度
実施内容

○適正な入札及び契約の実施
（電子入札及び一般競争入札等の継
続実施）

重点取り組み 地域別計画

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
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【現状】

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。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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(167件)÷全入札件
数(180件)
計画値（想定値）：（【工事】200件×85％＋【業務】50
件）/（【工事】200件＋【業務】50件）

評価の観点 評価内容

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(167件)÷全入札件
数(180件)
計画値（想定値）：（【工事】200件×85％＋【業務】50
件）/（【工事】200件＋【業務】50件）

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

適正な入札を行い、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

一般競争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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。

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

入札結果等の情報公開を実施し、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.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 70.6

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

A

総合
評価 A

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○適正な設計審査、検査を実施し、工
事・業務成績評定の活用を検討

平成30年度
実施内容

○適正な設計審査及び検査、成績評
定の実施

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 ①は工事主管課②は受注者

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【現状】

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・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随時・中間・しゅん工検査及び評価などを実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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。

評価の観点 評価内容

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。

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

市民ニーズに応える為、築造された公共構造物の品質確保や適正
な公金利用を考慮すると、現在の役割分担は妥当である。

・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

単年度計画値の達成はできなかったが、前年度と比較して実績値
は上がった。

・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

審査及び検査回数は前年度より増加したが、前年度と同程度の効
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

情報公開を実施した。



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.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 12000 16895

評価

妥当性 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

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○公平公正な業者指名・発注
平成30年度
実施内容

○見積り合せ、入札等により公平、公
正な業者指名・発注を実施

重点取り組み 地域別計画

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
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【現状】

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 物品購入等業務 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一部除く。）の購入及び印刷の発注、車検、清掃・警備の入札等
を実施する。

計画額（千円） 実績額（千円）0 0

平成30年度
意味・算式等

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、最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。）

評価の観点 評価内容

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、最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。）

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

公平性・公正性・経済性を確保するため、適正な業者選択を行い、
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

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。

・コストは節減できたか
・フルコストにおける受益者負担（補助）割合は適正か
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・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。1年間
の定められたスケジュールで一括に見積もり合わせ、業者決定す
ることにより、事務の効率化を図った。

・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

市が実施するものである。入札結果等の情報公開を実施した。



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 日数 45 0

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

固定資産評価審査委員会は地方税法第423条、八尾市市税条例第
83条に基づく当該事務事業の審査機関である。

・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

評価替え年度以外の措置年度においては、下落修正など特定の事
情がない限り、審査の申立てをすることができない。30年度は評価
替え年度であったが、不服申出審査件数は０件である。

・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

同事務局職員は全員兼務しており、必要最小限度のコストで実施し
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

不服申出の制度自体の周知には努めているが、審査については個
人情報を含む内容であるため非公開となっている。

評価の観点 評価内容

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。

計画額（千円） 実績額（千円）553 391

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
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

事業概要
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、法律に基づき設置され
た独立の第三者機関で、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものである
かどうかについて、審査を行います。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 固定資産税の納税者

事業の目的
中立・公平な立場で価格の適否に関する審査を行うことによって固定資産の評価の客観的合理性
を担保し、また審査申出の権利を保護するとともに、適正な審査決定に努めています。

平成30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【現状】

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

指標 単位

平成30年度
計画内容

○不服申出審査事務
平成30年度
実施内容

○不服申出審査件数０件



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 4 4

2 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

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。内部統制のとれた組織作りが図
られることは、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

計画通りに実施できた。

・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

確認事項を整理し、監査対象課にヒアリングを行う等、限られた期
間の中で各担当者が効率よく監査を実施するよう努めた。

・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の公表を行った。

評価の観点 評価内容

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。

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。

計画額（千円） 実績額（千円）5,494 5,328

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
定期監査業務、例月現金出納検査業務、決算審査、健全化判断比率等の審査を行う。
外部監査人と連携し、改善措置報告の充実（定期的な措置状況確認）を図る。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30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【現状】

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30年度
計画内容

○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、健全化判断比率等の審査
○監査の結果に対する措置の報告の
公表
○その他包括外部監査における外部
監査人との連携

平成30年度
実施内容

○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、基金運用状況審査、健全
化判断比率等の審査
○監査の結果に対する措置の報告の
公表
○包括外部監査における外部監査人
との連携



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 49000 152578

2 人 1000 431

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

市民に開かれた議会を推進する上で、積極的な情報発信の取り組
みは不可欠である

・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

ホームページのアクセス件数が大幅に増加した一方、本会議・委員
会の傍聴者数は伸び悩んだ。ホームページや議会だよりによる積
極的な情報発信により、市民が手軽に情報を入手できる環境が確
保できている結果と分析する

・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

前年度に引き続き、質問者数に応じ本会議の日程を増やし就業時
間内に会議が終了するよう超過勤務の是正に努めた。傍聴者対応
における効率的な職員の配置については、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

傍聴案内ポスターの庁外掲示をはじめ、ホームページ、議会だより
による積極的な広報活動を通じ、情報発信に努めた

評価の観点 評価内容

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。

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。

計画額（千円） 実績額（千円）407,493 386,657

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。

重点取り組み 地域別計画

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。

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

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30年度
計画内容

○会議録検索システム、録画映像配
信システム、議会だより等の媒体の効
果的な活用により、市民へ開かれた議
会の浸透、理解をはかる

平成30年度
実施内容

○若者の議会への関心を高める取り
組みとして「市議会議員から見た地方
行政の課題を学生に伝える」をテーマ
としたパネルディスカッションを近畿大
学法学部にて実施
○若い世代の意見を情報発信に生か
し、親しまれる議会だよりを目指すた
め、市内５つの高校と「議会の広報に
ついて」をテーマとした座談会を開催
○市議会７０周年記念誌の発刊を通
じ、市議会の取り組みを広く発信
○傍聴案内ポスターの庁外掲示



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 12 15

2 人 2700 2955

3 人 215000 220081

4 応募枚数 250 191

5 校 45 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

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

公職選挙法に基づき適正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

明るい選挙啓発ポスターの応募枚数が増えない。

・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

コスト効率はよい状態である。

・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

情報提供は市政だより、ホームページ等により行い、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

明るい選挙啓発ポスターの応募の市立小中学校数。

委員会の開催 委員会の開催数

新有権者への選挙啓発はがき
の送付

平成25年度から定時登録時に登録された新成人につ
いて、啓発ハガキを送付していたが、平成28年より選
挙権年齢が引き下げられたことで、18歳以上の新有
権者に送付している。

選挙人名簿登録者数（9月1
日）

各年度の９月１日現在の選挙人名簿登録者数。

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

計画額（千円） 実績額（千円）25,351 30,679

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 選挙の適正な執行管理及び啓発業務

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 有権者、市民、候補者

事業の目的 公平、公正な選挙執行

平成30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【現状】

委員会の開催 委員会の開催数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○選挙人名簿の登録・抹消等、在外選
挙人名簿の登録・抹消等、啓発事務

平成30年度
実施内容

○定例委員会12回、臨時委員会3回計
15回開催
○明るい選挙推進啓発（新有権者啓
発、明るい選挙啓発ポスターの募集）
○選挙事務事案研究
○選挙人名簿の定時登録
○在外選挙人名簿登録
○公職選挙法施行令第１１０条の５第
４項の証票交付



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 10 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

職員の利益の保護と公平な人事権の行使の保障のため、実施は
妥当であった。また、市の関与や役割分担を見直す余地はない。

・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

指標の計画値を超える実績値となった。

・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
・実施の手法は最適か
・業務の執行体制は効率的か
・同種・同類の事務事業を行っていないか

監査事務局職員が公平委員会事務局職員を兼務することで、両事
務局業務の繁閑に応じた効率的な事務の執行を行った。

・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

市民との協働の取組を進める等の分野の事務ではない。また、八
尾市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づく公平
委員会の業務状況の公表のため、市長に対し業務の状況を報告し
た。

評価の観点 評価内容

公平委員会の開催及び総会・
研修等への参加

公平委員会会議の開催回数及び全国公平委員会連
合会等の総会・研修会等への参加回数

計画額（千円） 実績額（千円）2,433 2,052

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

事業概要

地方公務員法に基づき、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査及
び判定、職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決等の準司法的事務、公平
委員会規則の制定改廃等の準立法的事務並びに職員の苦情の処理、職員団体の登録等の行政
的事務を行う。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 市職員

事業の目的 職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障する。

平成30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【現状】

公平委員会の開催及び総会・
研修等への参加

公平委員会会議の開催回数及び全国公平委員会連
合会等の総会・研修会等への参加回数

活　動　指　標

指標 単位

平成30年度
計画内容

○職員の勤務条件に関する措置の要
求についての審査及び判定
○職員に対する不利益な処分につい
ての審査請求に対する裁決
○公平委員会規則の制定改廃
○職員の苦情の処理
○職員団体の登録等

平成30年度
実施内容

○公平委員会規則の制定改廃
○職員の苦情の処理
○職員団体の登録事項の変更



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 30 29

2 件 100 100

3 件 25 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 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。

・市民ニーズ等を考慮して、事務事業の実施は妥当であったか
・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。

・めざす暮らしの姿を実現するうえで、有効な事務事業であったか
・指標の目標どおりの実績が達成されたか。実績値の伸びはあっ
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。
定められた手続き、処理基準・方法により実施している。

・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

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

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。

評価の観点 評価内容

農地法3条による農地所有権
移転の許可件数

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

計画額（千円） 実績額（千円）8,491 8,475

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

  農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位の向上に寄与するため、農地
の権利移動及び転用等に係る許可・届出受理に関する事務、農地基本台帳の整備と補正、農地
基本台帳等に基づく各種証明書の発行、農地に係る紛争への対応、農業者年金受託事務、国有
農地の管理事務及び関係機関との連絡調整等を担当している。

重点取り組み 地域別計画

事業の対象 農業従事者

事業の目的 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う。

平成30年度
意味・算式等

市民と行政の
協働の領域

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30年度
計画内容

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
なう。

平成30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。
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