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第６章 施策について（素案） 

１．施策の体系 

将来都市像の実現に向け、以下の 34の施策で構成します。また、各施策に関連するまちづくりの 

目標も合わせて示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．施策の見方と取り組み内容 

 

将来都市像の実現に向けて、６つのまちづくりの目標のもと 34の施策ごとに見開き２ページで以下

に記す項目で構成します。 

 

◆めざす暮らしの姿 

 今後８年間（令和３年度（2021年度）～令和 10年度（2028年度））の間に実現をめざす、市民の活

動や状態などの姿です。 

 

◆現状 

 施策を取り巻く現状の姿を記載します。 

 

◆課題 

 現状をふまえ、施策のめざす暮らしの姿と比べてどのような課題が生じているかを記載します。 

 

◆基本方針 

 めざす暮らしの姿の実現に向け、施策を推進するにあたっての基本的な方針を記載します。 

 

◆関連計画 

 施策の分野ごとに策定している計画です。該当する計画がある場合、その計画の名称を記載してい

ます。 

 

◆関連するまちづくり目標 

 施策の推進にあたり関連するまちづくりの目標を記載します。 

 

 

 

目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 目標６

No 施策名

未来への育
ちを誰もが
実感できる
まち

もしもの時
への備えが
あるまち

世界に魅力
が広がるま
ち

日常の暮ら
しが快適で
環境にやさ
しいなまち

つながりを
持ち自分ら
しさが実現
できるまち

みんなの力
でともにつ
くる持続可
能なまち

1 切れ目のない子育て支援の推進 ○ ○

2 就学前教育・保育の充実 ○ ○

3 子どもの学びと育ちの充実 ○ ○

4 子ども・若者の健全育成と支援の推進 ○ ○ ○

5 やおプロモーションの推進 ○ ○ ○

6 歴史資産などの保全・活用・発信 ○ ○ ○

7 みどり豊かな潤いのある暮らし ○ ○ ○

8 文化芸術の振興 ○ ○ ○

9 地域経済を支える産業の振興 ○ ○

10 就労支援と雇用機会の創出 ○ ○ ○ ○

11 消費者教育の推進と消費生活相談体制の充実 ○ ○

12 住みたい・住み続けたい良質な住まいづくり ○ ○ ○

13 快適な交通ネットワークの充実 ○ ○

14 魅力ある都市づくりの推進 ○ ○ ○

15 都市基盤施設の整備と維持 ○ ○

16 上水道の安定供給 ○ ○ ○

17 防災・防犯・緊急事態対応力の向上 ○ ○

18 消防力の強化 ○

19 健康づくりの推進 ○ ○

20 健康を守り支える環境の確保 ○

21 地域医療体制の充実 ○ ○ ○

22 良好な生活環境の確保・地球環境への貢献 ○ ○ ○

23 つながり・支え合う地域福祉のしくみづくり ○ ○

24 高齢者が安心して暮らし続けられる社会の実現 ○ ○ ○ ○

25 障がいのある人への支援の充実 ○ ○ ○ ○ ○

26 生活困窮者への支援 ○

27
一人ひとりの人権が尊重される差別のない社会の
推進

○ ○ ○ ○ ○

28 平和意識の向上 ○ ○

29 多文化共生の推進 ○ ○

30 地域のまちづくり支援・市民活動の促進 ○ ○

31 生涯学習とスポーツの振興 ○ ○

32 信頼される行政経営 ○ ○ ○

33 公共施設マネジメントの推進 ○ ○ ○

34 行財政改革の推進 ○

【資料３】 

【次ページ以降の表記について】 
施策１～施策 34 について、以下のように修正しております。 

①委員ご指摘をふまえ修正した箇所には、下線をつけております。 

②めざす暮らしの姿－現状―課題―基本方針 の関係性を整理し、追加セルを黄色網掛け表示し

ております。 

③分かりやすい表現とするため全体的に見直した箇所は、該当箇所のみ灰色網掛け表示しておりま

す。 
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施策 No.１ 切れ目のない子育て支援の推進 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．妊娠・出産・子育ての支援の充実を図る

ことにより、妊娠・出産を望むすべての人

が、安心して子どもを生み育てられる環境

が整っています。 

[妊産婦や子育て家庭の不安や負担感の軽減] 

１．核家族化等により地域のつながりの希薄

化が進み、子育てに負担や不安を感じる保

護者が増えるとともに、子育てに関する相

談件数が増加しています。 

２．子育て世代包括支援センター※を設置

し、妊産婦・乳幼児等の状況を継続的・包

括的に把握し、保健師・助産師等の専門職

が適宜相談対応するとともに、妊産婦や乳

幼児等の状況に応じて適切な支援を行う、

母子保健におけるポピュレーション・アプ

ローチ※と子育て支援の連携体制を整備

しました。 

１．地域や関係機関と連携し、ひとり親家庭

をはじめ、各家庭の経済面等を含めた様々

な状況に応じた事業の利用支援や相談支

援に取り組み、よりきめ細かな対応、寄り

添い型の支援体制を整備するとともに、広

く次世代育成の知識の普及や情報発信に

取り組み、切れ目のない支援を充実するこ

とが課題です。 

① 八尾市で子どもを生み育てて良かったと

実感できるまちをめざし、妊娠・出産・子

育ての切れ目のない支援の充実を図るた

め、市民から見てわかりやすい情報提供や

利用しやすい相談体制の整備を進めます。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

２．保護者が子どもや子育てに関して、身近

にいつでも悩みや不安を相談できるとこ

ろがあり、適切に対応・支援を受けられて

います。 

[妊産婦や子育て家庭の不安や負担感の軽減] 

３．地域子育て支援拠点※の拡充を図り、身

近なところで気軽に相談ができ、子育て家

庭が交流できる場の充実を図っています。 

２．子育て家庭のニーズ等を踏まえながら、

身近な相談の場である地域子育て支援拠

点等を充実するとともに、それらを利用・

参加しやすい環境を整備することが課題

です。 

② 身近な地域で子育てに関する相談や交流

ができるように、子育て家庭をめぐる環境

の変化やニーズの変化に配慮しながら、地

域子育て支援拠点の運営をはじめとした

在宅子育て支援施策を展開します。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

３．地域全体で子育て家庭を見守り支援をす

ることで、家庭環境に関わらず、すべての

子どもの子どもとしての権利が守られ、心

身ともに健やかに育つ環境が整っていま

す。 

[児童虐待防止] 

４．子育て総合支援ネットワークセンターみ

らい※を子ども家庭総合支援拠点※とし

て整備し、市民に身近な基礎自治体とし

て、児童虐待への対応において継続的な在

宅支援を行うための体制を充実しました。 

５．母子保健事業の推進や要保護児童対策地

域協議会※を通じた関係機関の連携によ

り児童虐待の早期発見と対応に取り組む

ことで、特定妊婦・要支援・要保護児童の

把握が進み、児童虐待の相談・通告件数が

増加しています。 

３．児童虐待の早期発見と対応のため体制の

充実と人材育成に努め、関係機関の相互連

携により対応力を高めていくことが課題

です。 

③ 児童虐待の早期発見や早期の適切な対応

を行うため、引き続き子育て世代包括支援

センターにおけるポピュレーション・アプ

ローチ※によりすべての児童の状況の把

握に努めるとともに、児童の状態等に応じ

たハイリスク・アプローチ※体制を充実

し、要保護児童対策地域協議会※の関係機

関等の相互連携によるソーシャルワーク

機能を強化します。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 
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施策 No.２ 就学前教育・保育の充実 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．すべての就学前施設において、質の高い

就学前教育・保育の提供により、子どもた

ちが、認定こども園などでいきいきと過ご

しています。 

[教育・保育サービス] 

１．平成 27（2015）年８月に策定した就学

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）に基づき、多様

化する教育・保育ニーズへの対応を行うた

め、公立幼稚園及び保育所を５園の認定こ

ども園に再編しました。 

１．多様化する教育・保育ニーズにおいて、

幼児教育・保育無償化等を踏まえた、ニー

ズ動向の変化を捉えていくことが課題で

す。 

① 子ども・子育て支援事業計画で策定する

保育需要を踏まえ、0～２歳児の受入れを

中心とする入所施設等の計画的な整備な

どに取り組みます。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

[教育・保育サービス] 

２．就学前教育の充実を図るため、関係機関

等との連携のもと、幼児教育に関する研究

に取り組んでいます。 

２．すべての就学前施設において、質の高い

教育・保育を受けることができるようにす

るため、５園の公立認定こども園が核とな

って近隣の民間施設と研究・研修に取り組

む等、公民連携をさらに進めていくことが

課題です。 

② 就学前教育・保育の質の向上に向け、公立

と私立との連携・協力のもと、研修・研究

の充実を図り、その成果を発信していきま

す。 

２．多様な就学前教育・保育が提供されるこ

とにより、保護者が仕事と生活のバランス

（ワーク・ライフ・バランス）を実現する

など、子育てがしやすくなっています。 

[教育・保育サービス] 

３．公民連携により、教育・保育のニーズの

増加に対応し、待機・保留児童対策に取り

組んでいます。 

４．女性活躍推進法の完全施行及び働き方改

革による女性の就労増加等による保育ニ

ーズが急増しています。 

３．不足する保育教諭等の確保など、入所を

希望する子どもの受入体制の整備が課題

です。 

③ 保護者が仕事と家庭を両立することがで

きるよう、認定こども園や保育所に通う子ど

もたちが健やかに育つことができる保育サ

ービスの充実を図るとともに、寄り添い型の

相談対応を行い、質の高い就学前教育・保育

を、総合的に提供できるよう取り組みを進め

ます。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

３．障がいのあるなしにかかわらず、多様な

子どもたちが、ともに育ちあう環境ができ

ています。 

［障がい児教育・保育］ 

５．今後の就学前施設における障がい児教

育・保育のあり方について、八尾市におけ

る「就学前における障がい児教育・保育の

基本的な考え方～インクルーシブ（育ちあ

う）保育の創造～」に関する提言が、平成

30（2018）年 5 月に答申されました。 

６．障がい児教育・保育の充実を図るため、

学識経験者等による巡回指導を実施する

とともに、関係機関等との連携のもと、障

がい児教育・保育に関する研究・研修に取

り組んでいます。 

４・八尾市における「就学前における障がい

児教育・保育の基本的な考え方～インクル

ーシブ（育ちあう）保育の創造～」に関す

る提言に基づき、公民連携により障がい児

保育支援体制の充実を進めていくことが

課題です。 

④ 障がいのあるなしにかかわらず、多様な

子どもたちが、ともに育ちあう環境づくり

を進めるため、関係機関との連携強化や職

員体制及び研修制度の充実を図り、子ども

一人ひとりに応じた就学前教育・保育の提

供に取り組みます。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 
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施策 No.３ 子どもの学びと育ちの充実 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．学びと育ちの連続性と一貫性により、子

どもたちが他者とも互いを認め合いなが

ら自立し、自尊感情※を高め、主体的に社

会の形成に参画し、その発展に寄与しよう

とする子どもが育っています。 

[学校教育] 

１．知識・情報・技術をめぐる変化がより一

層速くなり、情報化やグローバル化とい

った社会的変化が人間の予測を超えて

進展しています。 

２．平成 29 年３月に新学習指導要領が告示

され、社会に開かれた教育課程を実現す

ることとされました。 

３．八尾市小中一貫教育基本方針を策定し、

義務教育９年間を見通した一貫指導に

よる教育が受けられる環境づくりを進

めました。 

４．中核市移行に伴い、「八尾市の教職員を八

尾で育てる」という方針のもと着実に研

修を実施できる体制を構築しました。 

１．一人ひとりが将来への希望を持ち、自ら

の人生を切り拓いていく力を育むことが

求められています。 

２．八尾市小中一貫教育基本方針に基づき取

り組んでいる学びと育ちの連続性と一貫

性をさらに推進することやその環境づく

りが求められています。 

３．新しい時代に必要とされる資質・能力を

育むために、教職員の資質向上や教育内容

及び教育環境の充実を図り、併せて、学校

における働き方改革が求められています。 

① 様々な経験や人との関わり、新しい時代

を主体的に生きていくために必要とされ

る力や知識を育むため、小中一貫教育をす

べての中学校区で充実するとともに、教育

環境の整備や教職員の資質向上を図り、併

せて、学校における働き方改革を進めま

す。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

[就学前施設との連携] 

５．子どもたちが安心して小学校生活を始め

られるよう、就学前施設から小学校への円

滑な接続に向けた教育・保育が、双方で実

施されています。 

４．就学前施設と小学校との連携を、さらに

進めていくことが求められています。 

② 就学前施設と小学校が互いに理解を深

め、幼児教育と小学校教育の円滑な接続を

図る取り組みを進めます。 

２．いじめや不登校などの多様な教育課題の

解決に向けてきめ細かな支援ができてお

り、子どもたちが健やかに育っています。 

[多様な教育課題への対応] 

６．子どもを取り巻く環境の複雑化・多様化

が進んでいます。 

７．いじめの未然防止、早期発見、早期対応

に向けた教職員研修や外部専門家との

連携等の取組みを進めています。 

５．いじめや不登校など多様な教育課題に対

応するため、教職員の資質向上とともに、

関係機関等との連携を図りながら、子ども

やその保護者への支援がさらに求められ

ています。 

③ 多様なニーズに対応した教育の推進、教

育相談及び教育支援の充実を図ります。 

④ 道徳教育や人権教育、いじめを未然に防

止する教育等を通じて、いじめの防止に努

めるとともに、専門家と連携した体制等に

より早期対応を図ります。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

３．すべての子どもが安全に安心して学校生

活を過ごすことのできる環境が整ってい

ます。 

[就学環境] 

８. 地域開発や少子化等の社会的な環境が変

化してきています。 

６．すべての子どもが安全に安心して過ごせ

る就学環境の構築のため、学校規模の適正

化をはじめ、あらゆる方策の検討を進める

必要があります。 

⑤ すべての子どもが安全に安心して過ごせ

る教育環境をつくります。 

⑥ 本市の実情に即した学校規模の適正化を

進めていきます。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

４．学校、家庭、地域の連携・協働のもと、

地域とともにある学校づくりを実践する

ことで、すべての子どもが地域社会全体に

見守られながら健やかに育っています。 

[学校・家庭・地域との連携] 

９．保護者や地域の方々の意見を聴きなが

ら、地域に開かれた学校づくりに取り組

んでいます。 

７．地域社会全体ですべての子どもたちの育

ちを見守ることが求められています。 

⑦ 学校・家庭・地域の連携・協働を進め、地

域や保護者のニーズを反映した地域とと

もにある学校づくりを進めます。 

 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 



5 

 

施策 No.４ 子ども・若者の健全育成と支援の推進 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．次代を担う子どもが、多様な体験・活動

を行えるように、安全安心な居場所を確保

できる環境を整えることで、将来に希望を

持ちながら成長しています。 

[子ども・若者の健全育成] 

１．女性活躍推進法の完全施行及び働き方改

革による女性の就労増加等による保育ニ

ーズが急増しています。 

２．放課後児童室への入室希望は増加傾向に

あります。（新規追加） 

１．放課後の保育や居場所の確保が課題で

す。 

２．放課後児童室を開室するための整備とと

もに、資格を有した指導員の確保が必要で

す。（新規追加） 

①  次代を担う人材の育成のため、放課後子

ども教室及び放課後児童室事業を充実す

るとともに、さまざまな民間団体とも協

力し、すべての子ども・若者が多様な体

験・活動を行うことができる機会を創出

し、安全・安心な居場所を確保できる環境

を整備します。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

２．子どもや子どもの健全育成に関わる主体

的な活動を促進することで、すべての子ど

もが健やかに育っています。 

 

[子ども・若者の健全育成] 

３．こども会活動は地域において多様な形で

取り込まれていて、これまでの町会単位か

ら小中学校単位へと広がっているところ

もあります。（新規追加） 

３．こども会活動や放課後子ども教室などの

地域活動の活性化が課題です。（分離） 

４．地域の実情に応じた支援のあり方を検討

する必要があります。（新規追加） 

５．青少年や若者が参加したくなる多様な体

験や活動のできる機会の創出が課題です。

（新規追加） 

② 子ども・若者の健全育成に向けて、こども

会活動をはじめとする子どもの主体的な

活動を活性化するとともに、子どもや子育

てに関わる活動を行う人や団体の自主的・

主体的な取り組みの支援を行います。 

 

 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

 

４．成人年齢が引き下げられます。（新規追

加） 

６．総合的に青少年の健全育成を推進するこ

とが必要です。 

３．子ども・若者※がそれぞれに抱えている

悩みについて、相談できる体制が整ってお

りすべての子ども・若者、家族が安心して

暮らしています。 

[子ども・若者への支援] 

５．ひきこもりやニート等、様々な悩みを有

する子ども・若者が見られる。 

７．子ども・若者が抱えている悩みについて、

支援体制の確立が課題です。 

③ 子ども・若者が抱えている悩みについて、

専門団体や組織との連携を深め、相談しや

すい体制を整えるとともに、わかりやすい

情報発信を行います。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

４．子ども・若者が地域に集える居場所があ

り、社会全体で青少年※を見守り、新たな

地域の担い手として活躍しています。（新

規追加） 

６．子ども・若者の健全育成活動を支えるさ

まざまな団体があります。（新規追加） 

８・子ども・若者が安心して安全に過ごすこ

とができる地域の居場所づくりを進めるた

めに、社会全体で青少年を育てていくという

意識を醸成する必要があります。（新規追加） 

９．子ども・若者の健全育成活動を支えるさ

まざまな団体と協力し、連携を深めつつ、活

動を継続していくために、どのように人材を

育成し確保していくのかが課題です。 

④ 青少年や若者の居場所づくりについて、

地域や各種団体とも協力しながら、多様な

取り組みを進めます。（新規追加） 
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施策 No.５ やおプロモーション※の推進 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．八尾のイメージのブランド化が進み、そ

の魅力が市内外へ届くことにより市外に

は八尾に興味・関心を持ち、応援する人が

増えており、八尾に移り住む人も増えてい

ます。 

 

［プロモーション］ 

１．スマートフォンの利用が多くの人に広が

るとともに、SNS※ がコミュニケーショ

ンツールとして社会に浸透し、様々な情報

が発信、拡散されるようになり容易に入手

しやすくなっています。 

１．魅力ある地域資源等を効果的に発信し、

より多くの人が八尾に関心をもってもら

えるようにすることが必要です。 

① 観光客の誘客や市外の企業が八尾への参

入・参画を選択肢として選ぶ、市内外の

人々が思う八尾の強み、弱み等の様々なデ

ータ分析を通し、その時々に応じた戦略的

なプロモーション展開を進め、定住魅力の

向上と移住・来訪意欲の向上を図ります。 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 

２．誇りと愛着を持ちながら八尾に住み続け

る人が増えています。 

［まちの魅力・観光資源］ 

２．若い世代の転出超過が続いています。 

２．若い世代を含めた多くの人が、八尾に住

みたい、住み続けたいと思えるよう、行政

の取り組みだけに留まらない魅力の発信

や、八尾のさらなる魅力あるまちとしての

イメージの確立が必要です。 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

３．ものづくりをはじめ、歴史・文化等の八

尾の様々な魅力に触れる観光客でまちが

にぎわい、地域経済が活性化し、市民・地

域・企業等の活動・活躍が活発になり地域

が活気であふれています。 

［まちの魅力・観光資源］ 

３．市内には、自然豊かな高安山をはじめ、

古墳群・寺内町等の歴史資産、河内音頭等

の伝統文化、枝豆や八尾若ごぼう等の特産

品等、地域資源が数多く存在します。また

魅力ある取り組みを実施している企業も

あり観光資源となりうるポテンシャルを

有しています。 

 

３．全国有数のものづくりのまちとして中小

企業が集積しており、産業ツーリズム※を

核に、地域資源をつなぎ合わせることで魅

力的なコンテンツを生み出すことが必要

です。 

② ものづくりと歴史資産あるいは伝統文化

など、複数のコンテンツの連携や結びつけ

による新たな八尾の魅力資源を創出しま

す。 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

 

４．観光の担い手となる市内事業者同士の連

携が弱く、他の資源等と結び付けることに

より、八尾全体としての観光魅力を高めて

いくことが求められます。 

５．大阪市内を中心としたインバウンド需要

を八尾への観光客として呼び込むため、誘

客につなげる広域的な視点での取り組み

や魅力の積極的な発信が必要です。 

６．観光や企業活動などで八尾に繋がりを持

った交流人口が関係人口となっていくよ

う、多くの人が八尾のまちづくりに興味・

関心を持ち、地域のまちづくり等、多様に

関われるような新たな仕組みづくりが必

要です。 

③ 近隣自治体や大阪観光局等との広域的な

取り組みを通した新たな観光資源の活用

や発信力の強化により、インバウンド等の

観光客の増加及び地域経済の活性化につ

なげます。 
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施策 No.６ 歴史資産などの保全・活用・発信 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．地域住民との協働等により、様々な歴史

資産等を次世代に継承するための保全・活

用の取り組みが広がり、貴重な文化財が後

世に受け継がれています。 

［歴史資産の保全・活用］ 

１．史跡の清掃、イベントの運営等に、多く

の市民ボランティアが携わっています。 

 

２．文化財保護法が改正され、地域の文化財

を総合的に保存・活用するための文化財保

存活用地域計画や国指定文化財の確実な継

承のための保存活用計画の策定が制度化さ

れました。 

１．ボランティアの高齢化が進んでいます。 

２．少子高齢化によって地域の歴史資産（地

蔵・道標など）を護る人が減少しており、

滅失や散逸の防止、地域の祭りや慣習等の

継承が課題です。 

３．こうした地域の歴史資産を保全・活用す

るため、地域社会全体による取り組みが求

められています。 

① 地域に受け継がれてきた様々な歴史資産

等を次世代に継承するために、地域住民や

NPO・ボランティアとの協働による保全・

活用を進めます。 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

２．生涯学習や学校教育等の様々な機会を通

じて、国史跡等の八尾の歴史資産に触れる

ことができ、市民が郷土に誇りを感じてい

ます。 

［歴史資産の保全・活用］ 

３．平成 30（2018）年２月に由義寺跡が新

たに国史跡に指定されたほか、高安千塚古

墳群の追加指定に向けた取り組みを進め

るなど、山麓の古墳などに代表される歴史

資産の保存が進んでいます。 

 

４．日常的に利用できるような整備が行われ

ておらず、市民や来訪者が歴史資産に触れる

機会が少ない状況になっています。 

 

 

 

② 歴史資産を活かしたまちづくりの核とし

て、地域や生涯学習での活用や市内外への

魅力発信ができるように国史跡高安千塚

古墳群、由義寺跡等の歴史資産の整備に取

り組みます。 

 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

 

 

３．歴史資産や文化財施設の情報を身近に得

ることができ、観光と連携した取り組みが

進むことにより来訪者が増え、八尾の歴史

資産等の魅力が市内外に広く知られてい

ます。 

［歴史資産の発信］ 

４．市史編纂や歴史民俗資料館等の調査によ

って文化財の史料やデータが蓄積され、市域

の歴史の解明が進んだことで指定文化財の

件数が増加しています。 

５．歴史資産に関する情報や魅力が市内外に

さらに伝えられることが求められます。 

③ 市民にとって新たな発見につながり、よ

り多くの人が八尾の歴史資産等の魅力を

知ることができるように歴史資産や文化

財施設の情報発信を進めます。 

 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 
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施策 No.７ みどり豊かな潤いのある暮らし 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．都市近郊の身近な里山である高安山の自

然が適切に保全されています。 

［高安山］ 

１．時代の変化に伴い、山の恵みの恩恵に授

かることも少なくなり、樹木の手入れが不

足し、樹木の育成環境が悪化しています。

（新規追加） 

１．里山の自然再生や生物多様性の保全や手

入れ不足の森林の解消に向けて、自然保全

活動や森林保全の担い手の確保が必要で

す。 

① 高安山の自然・里山を将来にわたり保全

していくために、森林状況の把握、担い手

の確保を行い、各種関係機関の連携等によ

る啓発、教育をはじめ保全活動を進めま

す。 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

２．観光と連携した取り組みにより、高安山

の自然や歴史資産に親しむ市民や来訪者

が増えています。 

［高安山］ 

２．身近なところに豊かな自然や古墳群、古

民家等の魅力的な資源が点在しています。

（新規追加） 

２．市民や来訪者に都市近郊の貴重な自然や

高安山に点在する魅力的な資源を活用し

たまちづくりを進めていくことが必要で

す。 

② 多くの人が高安山の様々な魅力を実感で

きるように、各種関係機関と連携して、自

然や歴史資源等を巡るハイキング道や散

策ルートのネットワーク形成をはじめ、高

安山を活用したまちづくりを進めます。 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

３．景観形成と連携し、玉串川や長瀬川沿道

等がみどりの豊かさや潤いを感じられる

魅力的な空間として市民に広く知られ、親

しまれています。 

［みどり空間］ 

３．市民の憩いやウォーキングなど、八尾を

代表する魅力的な空間となっています。

（新規追加） 

３．快適で潤いのある環境の創造に向け、市

民、地域と連携し、景観の向上にも配慮し

た緑化を進めていくことが必要です。 

③ 景観形成と連携して、玉串川や長瀬川等

の水と緑のネットワーク形成を進めると

ともに、市民、地域に親しまれるような周

知活動や参画促進に取り組みます。 

 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

４．市民・企業・行政が連携しみどりの保全、

創出、育成に取り組み、潤いややすらぎの

ある暮らしができています。 

［みどり空間］ 

４．都市公園のほか、身近に高安山や水辺の

緑化空間や農地等、みどりが豊富にありま

す。 

４．市民に市内にある豊富なみどりの良さを

どのように実感していただくかが課題で

す。 

④ 市民、企業との協働による愛護活動等の

みどりの保全、創出、育成を進め、市民が

身近なみどりの良さを実感できるまちづ

くりを進めます。 

 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 
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施策 No.８ 文化芸術の振興 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．市民の文化芸術活動が盛んに行われてい

ます。 

 

［文化芸術活動］ 

１．市民の文化芸術振興の拠点である文化会

館において、多くの市民が文化芸術活動を

行っています。 

１．市民が安全・快適に文化会館を利用でき、

市民の文化芸術活動が広がるように文化

会館の機能更新が必要です。 

① 市民の創作・発表活動の活性化に向けて、

創作・発表の場の確保、活動に加わるきっ

かけづくり、活動・交流の幅の拡大を図り

ます。 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

２．身近に文化芸術にふれることができる機

会があります。 

 

［文化芸術活動］ 

２．市民が身近に文化芸術に触れることがで

きるよう、コミュニティセンターを会場と

した文化芸術イベントの開催等による文

化振興活動のアウトリーチ事業に取り組

んでいます。 

２．日常生活の中で文化芸術に親しむ場や機

会を増やしていくことが課題です。 

② 文化会館をはじめ、市内のさまざまな場

所で文化芸術にふれることができる機会

を設けます。 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

３．街中に文化芸術があふれていて八尾の魅

力を感じることができます。 

［文化芸術活動］ 

３．文化芸術を通じ心豊かに暮らせる文化的

なまちの創造に向けて、各種文化芸術振興

事業を展開しています。 

 

３．八尾ならではの文化芸術や八尾に根づく

地域文化を市内外に発信し、八尾の魅力と

して高めていくことが課題です。 

③ 観光振興と連携した八尾の文化芸術・地

域文化の魅力発信に向けて、多様な主体

（行政、観光協会、ＮＰＯ、地域団体、民

間企業など）が協働して取り組みます。 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

４．文化芸術の力で子どもたちの笑顔が輝い

ています。 

［文化芸術活動］ 

４．学校へのアウトリーチ事業の実施によ

り、子どもたちが文化芸術に触れていま

す。（新規追加） 

５．吹奏楽のまちとしてのイメージを高めて

いくため、交響楽団や大学等による中学校

部活動の指導や、吹奏楽フェスティバルの

開催等、普及・振興に取り組んでいます。

（新規追加） 

４．学校へのアウトリーチ事業や文化会館で

のワークショップ等を通じて、多くの子ど

もたちが文化芸術の魅力に触れる機会を

提供し、文化芸術への関心を高めていくこ

とが課題です。（新規追加） 

④ 幅広いジャンル、世代、地域を対象とした

事業展開を基本としつつ、特に、次代を担

う子どもを対象とした取り組みを進める

ことで、文化芸術が与える感動により子ど

もたちの生きる力と心の豊かさを育みま

す。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 
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施策 No.９ 地域経済を支える産業の振興 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．地域内のつながりによる新たな取り組みへ

のチャレンジ意欲とその取り組みを応援す

る機運醸成により、イノベーションエコシス

テム※が構築され、八尾の好循環につながっ

ています。 

［商業・ものづくり］ 

１．全国でも有数の「ものづくりのまち」として、

多様な生産工程や技術が集積しています。 

２．八尾市立中小企業サポートセンターを中心

に、技術指導や技術相談に取り組んできまし

た。  

３．イノベーション※を創出する拠点として「み

せるばやお」を整備しました。 

４．市民や商工業者等の参画のもと、施策の検討、

提言の場として産業振興会議を開催していま

す。（新規追加） 

１．牽引企業を育成し、新たな取引を活発にして

いく環境づくりが必要です。 

２．Society5.0※ への対応に向け、データ分析や

ＡＩ※の活用等ができる幅広い専門人材の育成

支援が必要になっています。 

３．企業間の共創を生む機会をつくっていくため

には、「みせるばやお」の活動が持続可能なもの

となるよう支援していく必要があります。 

４．八尾市の企業が起業家やクリエイター、大学

などとつながりながら、独自のブランド化を図

るなど、他社に対する競争力を高める必要があ

ります。 

① 新たな分野や異業種をはじめ、素材・加

工技術等を活かした様々なイノベーショ

ンにつながる取り組みの支援により、チャ

レンジを誘発する環境の整備・システム化

を進めるとともに、企業誘致支援策等によ

る操業環境の向上と産業集積の維持発展

を図ります。 

目標３ 世界に魅

力が広がるまち 

目標５ つながり

を持ち自分らしさ

が実現できるまち 

２．操業環境等の整備と企業集積の維持が図ら

れ、活発な産業活動により、職住近在のまち

づくりが進んでいます。 

［商業・ものづくり］ 

５．工場用地の住宅化に伴い、住工の混在化が進

む一方で、一定規模以上の工場用地の需要が高ま

っています。（新規追加） 

５．用途地域変更・地区計画などにより企業の流

出を防ぐ必要があります。 

目標３ 世界に魅

力が広がるまち 

３．先輩企業家が次世代の企業家の成長を支え

ることで人が集まり、にぎわいが持続するま

ちとなっています。 

［商業・ものづくり］ 

６．本市の創業比率は、府内の他の自治体と比較

して中位を下回っています。（新規追加） 

７．本市における事業承継の課題として、人材育

成が最も大きな要因となっています。（新規追

加） 

６．創業の機運や、次世代を担う企業家が新たな

取り組みにチャレンジしようとする機運を醸成す

る必要があります。 

② 地域の企業家や商業団体との連携をさら

に進めるとともに、社会課題の解決に向け

て挑戦しようとする取り組みに対して、ま

ち全体で応援する仕組みを構築し、創業や

イノベーションの創出につながる好循環

を生み出します。 

目標３ 世界に魅

力が広がるまち 

目標５ つながり

を持ち自分らしさ

が実現できるまち 

４．個性豊かな商店やオープンファクトリー※

が増え、地域内外から八尾の応援者や、関係

人口の増加とともに、八の産業が全国から注

目されています。 

［商業・ものづくり］ 

８．商店街を構成する個店数は減少傾向にある一

方で、活性化活動に取り組む商店街もあり、その

活動に対する支援をはじめ、商店の魅力を発信す

るサポートを行っています。（新規追加） 

９．工場見学やワークショップの取り組みを通じ

て、従業員のモチベーションの向上をはじめ、

本市のものづくり産業の発信にもつながって

います。（新規追加） 

７．まちのにぎわいや活気を保つため、商業団体

等が地域商業の課題解決に率先して取り組む機

運を醸成するとともに、活気ある個店をブラン

ディングしていく必要があります。 

③ 業種や地域を超えた様々な分野の人材の

つながりによる共創が生まれる土壌づく

りを積極的に行うことで、八尾の産業を支

える人材の育成や個性豊かな商店の創出

をはじめ、垣根を超えたコラボレーション

を増やし、まちの活性化につなげます。 

目標３ 世界に魅

力が広がるまち 

目標５ つながり

を持ち自分らしさ

が実現できるまち 

5．特産物の認知度が上がり、農業者、市民が誇

りを持って、生産し賞味され、都市における

農地の多様な機能が市民に理解されるとと

もに、効率的な農作業の確保と合わせて八尾

のブランド力が市内外に定着しています。 

［農業］ 

10．枝豆や若ごぼうの知名度の上昇とともに、八

尾の農産物への市場からの期待も高まってい

ます。 

 

８．農業従事者の高齢化・減少、農地転用等による耕

地面積の減少とともに、後継者の確保が課題とな

っています。 

９．農業用かんがい施設等の老朽化対策が必要とな

る中、農地保全に向けた対応が求められています。 

④ 安全安心で新鮮な農産物を消費者に提供で

きるよう、特産物の魅力発信や生産者と消費

者との交流、安定的な農産物供給を担う生産

者団体等への支援、生産基盤整備を含め農地

保全に向けた取り組みを、計画的に進めます 

目標３ 世界に魅

力が広がるまち 
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施策 No.10 就労支援と雇用機会の創出 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．働く意欲・希望のあるすべての市民が

多様な働き方で就労を実現していま

す。 

[就労支援] 

１．ワークサポートセンターでの就労対策をはじ

め、女性活躍推進員による求人開拓、求人検索

サイト八尾市おしごとナビの開設等、求職者が

仕事を探しやすい環境づくりを進めています。 

２．人材不足の状況にあっても、女性、高齢者、

若者、外国人市民、障がい者や、出身地に対す

る社会的偏見や民族的偏見などによって働く

ことが困難な状況を有する人をはじめとする

就労困難者等の就労は厳しい状況にあります。 

１．就労困難者等が抱える課題に応じたきめ細か

な支援と情報発信を継続することが必要です。 

① 働く意欲・希望のあるすべての市民

に対し、段階的な自立支援、及び個別

的、包括的、継続的な就労支援を行い

ます。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

３．地域就労支援事業やパーソナルサポート事業

等により、就職労困難者等一人ひとりが抱える

課題に応じた支援を実施しています。（新規追

加） 

２．未就労者、不安定就労者、若者等が正規雇用へ

結びつくよう、段階的な自立支援及び就労支援

を更に充実させる必要があります。（新規追加） 

２．ダイバーシティ経営※と働き方改革

の推進により、企業における人材確保

や定着が進み、すべての市民がワーク・

ライフ・バランスのとれた充実した生

活を送っています。 

［人材の確保・定着］ 

４．労働力人口の減少を受けて、中小企業や小規

模事業所では人材確保が課題となっており、人

材不足により受注や採算に影響が生じている

企業も出てきています。 

５．就業者が安心して働き、安定した暮らしを送

るために、市内中小企業が勤労者の福利厚生に

取り組んでいます。（新規追加） 

３．八尾の成長力を確保していくためにも、企業

におけるダイバーシティ経営の推進が必要で

す。 

４．市内中小企業における勤労者の福利厚生のさ

らなる充実が必要です。（新規追加） 

② 市内企業の人材確保や人材定着に向

けた支援を行います。 

③ 誰もが働きやすい職場を増やしてい

くため、企業におけるダイバーシティ

経営の推進と働き方改革の推進に関

する支援を行います。 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

６．企業において外国人材の活躍が進みつつあり

ます。 

５．外国人材の公正な雇用環境の確保等が課題と

なっています。 

［誰もが働きやすい環境づくり］ 

７．女性の労働参加が進み、労働人口が減少する

中においても女性の就業者数は増加傾向にあ

ります。 

８．就労を希望する高齢者が働き続けることので

きる環境が整いつつあります。 

６．障がい者の雇用は増えていますが、障がい者

が希望の職種に就き、生きがいを持って働くこ

とができるよう、さらなる障がい者雇用への理

解と雇用機会の拡大や環境支援体制づくりを図

る必要があります。 

７．企業における誰もが働きやすい職場環境づく

りが必要です。 

８．公正採用やハラスメント防止等を推進するた

め、企業における人権啓発が必要です。（新規追

加） 
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施策 No.11 消費者教育の推進と消費生活相談体制の充実 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．市民が最新の消費生活問題に関する情報

を得ることにより、身につけた知識を活用

して消費者トラブルを未然に回避するこ

とができています。トラブルに直面した場

合も、市民が主体的に問題を解決できるよ

うになっています。 

［消費者教育］ 

１．情報通信技術や物流等の発展により、消

費生活の利便性が向上している一方で、商

品や役務、取引方法などの複雑化・多様化

により、消費者と事業者間の情報の格差か

らくる消費者トラブルが増加しています。

また、消費者の経験・知識が十分でないこ

とにつけ込んだ様々な悪質商法が発生し

ています。 

 

１．消費者トラブルや悪質商法に巻き込まれ

ないよう、市民がさらに消費者としての経

験・知識、判断力を備えることが課題です。 

① 市民が消費者トラブルを未然に回避でき

る、またトラブルに直面した場合には主体

的に問題を解決することのできる知識を

身につけるよう、常に最新の消費生活問題

に対応した研修・啓発活動を行います。 

目標２ もしもの時への備

えがあるまち 

［消費者教育］ 

２．消費者トラブルや悪質商法の被害を未然

に防止するため、消費生活センターにおい

て、出張講座の開催や街頭啓発を行ってい

ます。 

３．消費者団体等と連携して、消費者教育講

座を開催しています。 

２．市民に提供する消費生活に関する研修や

啓発の内容については、情報通信技術の発

展や社会情勢の変化などに対応したもの

であることが必要です。 

２．消費生活相談員の相談対応力が向上する

ことにより、様々な消費者トラブルや悪質

商法に対して、市民が適切な助言・支援を

受けています。 

［消費生活相談体制］ 

４．八尾市立くらし学習館に消費者相談窓口

を設置し、市が委嘱している消費者相談員

が相談に対応し、また消費生活センターに

おいて、消費生活相談員が相談に対応して

います。 

 

３．情報通信技術の発展や社会情勢の変化に

対応して、消費生活相談を的確に行えるよ

う、消費生活相談員等の相談対応力をさら

に高めていくことが必要です。 

② 最新の消費生活問題に対応して適切な消

費生活相談が行えるよう、消費生活相談員

等のスキルのさらなる向上を図ります。ま

た、消費者団体等との情報共有等の連携の

強化を図ります。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

３．消費者教育がさらに推進され、持続可能

な社会の実現に向けて、当事者としての自

覚と思いやりを兼ね備えた市民が、自立し

て行動しています。（新規追加） 

［消費者教育］ 

５．市民が消費生活における多様性を尊重す

るとともに、自らの消費生活に関する行動

が、現在及び将来の世代にわたる社会経済情

勢等に影響を及ぼし得るものであることを

自覚し、公正で持続可能な社会の形成に向け

積極的に行動することが求められています。

（新規追加） 

４．市民が消費生活や社会環境の変化に柔軟

に対応するとともに、自らが当事者である

ことを自覚したうえで行動できるよう、家

庭や地域等を通した子どもの時からの学

びが必要です。（新規追加） 

③ 市民が持続可能な社会の担い手となるよ

う、消費者団体等との連携による消費者教

育・啓発活動をさらに推し進め、家庭にお

ける消費者教育の促進など、幼児期から高

齢期までのライフステージに応じた消費

者教育の確立をめざします。（新規追加） 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 
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施策 No.12 住みたい・住み続けたい良質な住まいづくり 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．良質な住まいづくりにより、若者や新婚

子育て世帯等の定住が進み、活気があふれ

るまちになっています。 

[空き家対策] 

１．人口が減少する中、空き家が増加し、そ

れに伴い適切に管理されていない空き家

も増加しています。 

1．増加する空き家が適切に管理され、流通や

活用につなげていく仕組みづくりが必要で

す。（新規追加） 

① 増加する空き家が適切に管理され、流通

や活用につなげ、若者や新婚子育て世帯等

の定住を促進し、地域コミュニティの活性

化を図るための仕組みをつくることで、良

質なすまいづくりを進めます。 

 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

２．耐震性向上など住環境に配慮された住宅

が普及することにより、良質な住まいづく

りが進んでいます。 

[住宅の耐震化、良質な住宅の供給] 

２．耐震化の補助制度や相談会の開催等によ

り耐震化率は向上しています。 

２．さらなる既存民間住宅の耐震化など良質

なすまいづくりにつながるような環境づ

くりが必要です。 

② 住環境に配慮した住宅が供給されるよ

う、住情報の発信・啓発を行うとともに、

既存民間住宅の耐震化をさらに進めてい

くため、関係団体と連携し啓発・支援に努

めます。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

３．住宅確保要配慮者※が住まいを確保でき

ています。 

[住宅確保要配慮者] 

３．高齢化の進行など社会情勢の変化により

住宅確保要配慮者が増加しています。 

３．民間賃貸住宅への入居希望者に対する入

居制限が行われる場合があるため、入居で

きるような環境づくりが必要です。 

③ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供

給の促進に関する法律に基づく住宅確保

要配慮者が、必要とする住まいを確保でき

るように、実態を把握した上で、対策のた

めの計画の策定及び居住支援の取り組み

を進めます。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

４．市営住宅の適切な維持管理・機能更新や、

入居者、地域団体、関係施設等との連携に

より、入居者が安全・安心に生活していま

す。 

[市営住宅] 

４．入居者の高齢化が進行し、コミュニティ

活動が難しくなっています。 

４．老朽化が進んだ市営住宅が多くなってお

り、機能更新が必要です。 

５．入居者が安全・安心して生活できる環境

づくりが必要です。 

④ 市営住宅の入居者が安全・安心に生活で

きるように、入居者、地域団体、関係施設

等と連携しコミュニティを醸成するとと

もに、適切な維持管理や市営住宅機能更新

事業計画を進めます。 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 
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施策 No.13 快適な交通ネットワークの充実 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．一人ひとりの目的や状況に応じ、さまざ

まな移動手段を選択でき、誰もが円滑に移

動できるまちになっています。 

［公共交通］ 

１．障がいのある人や車いす利用者等支援を

必要とする人に加えて、高齢化の進行によ

り、自動車や自転車に乗れなくなり移動手

段を持たない移動困難者の増加が見込ま

れます。 

２．公共交通の利用促進につなげるため、鉄

道の整備促進に向けた鉄道事業者への働

きかけを行うなど、低炭素社会への実現に

向けた取り組みを進めています。（新規追

加） 

１．バス路線の廃止により交通不便地域が増

えていることが課題です。 

２．公共交通ネットワークに大きく影響する

都市計画道路の整備が進んでいないこと

が課題です。 

 

① 地域特性に応じた新たな公共交通ネット

ワークを構築するとともに、地域との連携

による公共交通の維持存続のための利用

促進に取り組みます。また、都市計画道路

や駅前広場の整備に合わせて、渋滞の緩和

や交通結節点機能※等を高めるなど、移動

のための多様な手段と機能の拡充に向け

た取り組みを進めます。 

② 交通手段の選択肢を増やし、公共交通の

利便性を高めるため、これまでの公共交通

を補完する新たなシステムや、より良い自

転車利用環境の整備を促進します（新規追

加） 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

２．適正な自転車利用と道路環境の充実によ

り、快適に自転車で移動することができる

まちになっています。 

［自転車利用］ 

３．平坦な地形のため自転車の利用が多く、

道路状況に見合った自転車通行空間等を

確保する必要があります。 

４．放置自転車の撤去台数は年々減少傾向に

あります。 

３．放置自転車はまちの美観を損ねると共に

交通事故や交通マナーの低下につながる

恐れもあり、指導・撤去を行っていない曜

日、時間帯に放置される自転車が多いこと

から、放置自転車対策を充実することが課

題です。 

③ 適正な自転車利用のため、自転車通行空

間の確保等、安全・安心で快適な自転車の

利用環境の整備を進めるとともに、駅周辺

の放置自転車対策として、指導・撤去を行

っていない時間帯の放置防止対策に取り

組むなど、移動保管活動や啓発活動をさら

に充実します。 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

３．交通ルールの遵守やマナーの向上等によ

り、交通事故が減っています。 

［交通安全］ 

５．交通事故件数は減少しています。 

６．交通安全イベント等、警察や地域及び関

係団体等と連携した交通事故防止に向け

た啓発活動に取り組むとともに、子どもか

ら高齢者に至るまで、各々の年代層に応じ

た交通安全教育を実施しています。（新規

追加） 

４．交通事故件数に占める高齢者や自転車が

関わる交通事故の割合が高いことが課題

です。（新規追加） 

④ 交通事故に占める割合が高い高齢者や自

転車利用者の安全を守るため、関係機関と

連携し、高齢者の身体機能の変化が交通行

動に及ぼす影響や、自転車の正しい乗り方

などの交通安全教育や啓発活動をさらに

充実します。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 
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施策 No.14 魅力ある都市づくりの推進 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．主要駅周辺がにぎわい、それらが交通

ネットワークでつながり、人や企業が活

気にあふれるまちになっています。 

［都市整備］ 

１．八尾、大阪両市にまたがる八尾空港西側

跡地（国有地）について、計画的な市街地

形成のため国・大阪市・大阪府等の関係機

関と協議を進めています。 

１．主要駅周辺について、八尾市の成長につ

ながる特色ある機能形成が求められてい

ます。 

２．河内山本駅では、玉串川の桜並木の玄関

口にふさわしい魅力あるまちづくりを進

めるとともに、周辺地域の慢性的な渋滞の

解消や踏切付近の安全性の向上のために、

鉄道高架化等について大阪府、近畿日本鉄

道㈱等と協議を進めることが必要です。 

① 主要駅周辺の特色を活かした機能の充実

のために、河内山本駅周辺をはじめとした

駅周辺の整備を進めるとともに、土地の高

度利用※や集約化などの都市計画手法等

の活用により各地域のにぎわいを創出し

ます。また、八尾空港西側跡地については

魅力的な都市づくりを進めるため引き続

き関係者と連携し取り組みを進めます。 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

２・計画的な道路整備や土地利用により交

通渋滞が緩和され、防災力が向上すると

ともに、産業集積の維持発展と暮らしや

すさが共存したまちとなっています。 

［都市計画道路］ 

2．都市の骨格（交通機能や防災機能）となる

都市計画道路の整備率が府下においても

低い水準にあります。また、渋滞が多発す

る国道 25 号等、市内の主要幹線道路にお

いては、広域緊急交通路としての位置付け

にあります。（新規追加） 

 

３．円滑な交通網の整備や地域の発展と健全

な土地利用の促進のため、幹線道路等の整

備による道路ネットワークの構築が求め

られています。 

② 快適な交通ネットワークの充実を図るた

め、計画的・効果的に都市計画道路の整備

を進めます。特に、大阪柏原線などの広域

的な都市計画道路については、国や大阪

府、沿線市等と連携しながら整備を促進し

ます。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

［土地利用］ 

３．市内の低・未利用地※が増加しており、

今後も都市のスポンジ化※の進行が懸念

されます。 

４．工場の市外移転による跡地や工業系用途

内の農地への住宅供給等により、住工混在

※している地域があります。 

４．ものづくりのまちとして工場の操業環境

を守るため、用途地域変更※や地区計画※

といった都市計画手法等を活用し、住工混

在の発生を抑制することが課題です。 

③ 都市計画手法等を活用した適切な誘導や

規制を行うことで計画的な土地の有効活

用を進めるとともに、産業集積の維持発展

のための取り組みを進め、住工混在の解消

や工場の転出防止・転入促進等につなげま

す。 

３．魅力ある都市景観が形成され、多くの

人に選ばれるまちとなっています。 

［景観形成］ 

５．八尾らしい都市景観を守り、育てていく

ため、市民・事業者・行政が共通認識をも

って、協働による景観まちづくりに取り組

んでいく必要があります。（新規追加） 

５．多くの人が住み続けたいまちとなるため

に八尾市の特色を活かした景観の形成を

進めていく必要があります。 

④ 八尾らしい歴史、文化的な景観資源の保

全及び都市景観形成のため、地域等の意識

醸成を図り、良好な都市景観の形成のため

の取り組みを進めます。 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 
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施策 No.15 都市基盤施設の整備と維持 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．道路、橋梁、河川、公園、下水道等の都

市基盤施設が適切に維持管理されること

により、これらの施設が健全に保たれ、市

民が安全に安心して暮らせるまちとなっ

ています。 

[都市基盤施設の維持管理] 

１．橋梁、公園、下水道施設においては、個

別施設計画に基づき、計画的な維持管理の

取り組みを行うとともに、その他都市基盤

施については、パトロールや市民からの要

望・通報等を受けて適切に維持管理を行っ

ています。（新規追加） 

 

１．道路、橋梁、河川、公園、下水道等の都

市基盤施設は、耐用年数を過ぎると、老朽

化による重大な事故の発生リスクが高ま

るため、大規模な修繕・更新が一時的に集

中する等の課題があります。 

① 市民の日常の暮らしを支えるため、計画

的な都市基盤施設の整備と市民との協働

による維持管理を進めます。 

② 公共下水道事業は、地方公営企業として、

安定したサービスの提供を持続するた

め、経営戦略に沿った事業経営を進めま

す。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

２．交通安全対策や道路改良により、すべて

の市民が生活道路を安全・快適に通行でき

ています。 

[生活道路の交通安全対策］ 

２．市内には、狭い生活道路が多く、幹線道

路の渋滞を避ける車両も多く走行してお

り、また、安全に通行可能な歩行空間も限

られています。 

２．地域の実情を踏まえた生活道路や通学路

の安全対策、交差点の安全対策を進めてい

くことが必要です。 

③ 安全で快適に通行できる道路環境向上の

ため、国や大阪府、警察等、関係機関と

連携して対策を進めます。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

３．河川、下水道、流域対策等による総合的

な治水対策により、水害や土砂災害の防

止・軽減を図ることができています。 

[水害・土砂災害対策] 

3．大型台風の接近や集中豪雨等が増加傾向

にあります。（分離） 

３．大和川や寝屋川流域における河川のはん

濫や浸水被害、東部山麓における土砂災害

の発生リスクが高まっています。（分離） 

④ 洪水や浸水被害、土砂災害等を防ぐため

に、寝屋川流域における総合的な治水対

策の取り組みを進めます。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

４．地域住民に親しまれ、愛される公園が整

備され、多くの人が活発に利用していま

す。 

４．市域でのみどりの量は少なくありません

が、都市公園の一人当たり面積は少ない状況

です。 

憩い、安らぎの場として多くの市民が公園を 

利用していますが、一部の公園において 

は、経年変化による老朽化やニーズの変化 

で、魅力が低下しています。（新規追加） 

４．魅力が低下した公園が地域住民に親しま 

れるように新たな特色を出しつつ、存続や 

他の公園整備に合わせ統合する等の再整備 

の手法の検討が必要です。 

 公園が身近に感じられ、様々な地域行事が 

公園で行われるように公園利用者で定める 

ルールづくりが必要です。（新規追加） 

⑤ 計画的に公園を整備するため、様々な手

法で公園用地を確保し、市民のニーズに

応じて防災性の向上など特色のある整備

を進めます。また、地域住民に親しまれ

るように住民意見を取り入れながら、小

規模公園の再編・再整備を進め、利用促

進を図ります。 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

５．景観に配慮した整備により、多くの人が

魅力を感じ快適に暮らせるまちとなって

います。 

[景観整備］ 

５．公共施設は長期にわたり使用されること

から、地域と調和するとともに、地域の景観

の構成要素として先導的な役割を担ってい

ます。（新規追加） 

５．八尾市景観計画に基づく水と緑のうるお

い景観の整備が必要です。 

⑥ 魅力ある快適なまちになるように、玉串

川や長瀬川の沿道等、景観に配慮した整

備を進めます。 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 
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施策 No.16 上水道の安定供給 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．水道施設の耐震化及び適切な維持管理が

なされ、安全安心でおいしい水が安定的に

供給されています。 

[上水道] 

１．人口減少や節水機器等の普及により水需

要が減少し、給水収益が減少傾向にありま

す。 

２．平成 30（2018）年に水道法が改正され、

関係者の責務の明確化や適切な資産管理

など、水道事業の基盤を強化するための措

置が講じられました。 

３．地震等の災害時も安全安心な水を安定的

に供給できるように、水道管路や配水池等

の水道施設の更新・耐震化を計画的に進め

ています。 

４．災害時を想定して住民とともに給水活動

の訓練を行っています。 

１．早期に整備してきた水道管路・施設の経

年による老朽化が進行しています。 

２・水道水をいつでも安心して飲めることの

大切さ感じ、水道施設の更新・耐震化や飲

料水の備蓄など重要性について、市民の理

解と信頼、協力を得るための情報発信や啓

発、子どもの頃からの学びの機会が必要で

す。（新規追加） 

① 将来にわたり、いつでも安全安心でおい

しい水を安定的に供給するため、将来の水

需要に見合った施設規模の検討をし、水道

管路や施設の更新・耐震化を進めます。 

② 災害時に共助による応急給水活動が行え

るよう、市民への情報発信や啓発、子ども

への学びの機会を設けるとともに、住民と

ともに給水活動の訓練を行います。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

２．将来の水需要に見合った施設規模として

いくとともに、収益力強化の取り組みによ

り、収支バランスの取れた企業経営が行わ

れています。 

５．大阪府では、水道基盤の強化を図るため、

「府域一水道に向けた水道のあり方協議

会」を設立し、広域化に向けた検討を進め

ています。 

２．資金とのバランスをとりながら、老朽化

した水道管路や施設の更新・耐震化を進め

ていくことが重要であり、収益力の強化が

課題です。 

③ 安定的な事業運営を進めるため、収益力

を強化し、収支バランスの取れた企業経営

を行います。 

④ 将来にわたってより効率的、効果的な水

道事業を行っていくため、府域での広域化

に向けての検討を行います。 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 

 

 

 

  



18 

 

施策 No.17 防災・防犯・緊急事態対応力の向上 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．防災や減災につながるさまざまな取り組

みが広がり、八尾の防災力が向上し、災害

に強いまちになっています。 

［防災］ 

１．過去の災害対応の教訓や国・府の動向を

踏まえ、八尾市地域防災計画等を定期的に

改定するともに、訓練を通じて市職員の災

害対応力を高めています。 

１．災害関連死を減らすとともに、災害後の

生活や事業活動の早期再建の支援を適切

に行えるよう、市職員の応急対策活動等の

向上が課題です。 

 

① 防災体制の確立と災害に強い組織づくり

のための取り組みを進めます。（新規追加） 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

２．地域における防災力を高めるため、自主

防災組織の結成促進を行うとともに、避難

所運営マニュアルの作成支援などを行っ

ています。 

２．大型台風の接近や大雨などにより避難が

必要なときに、逃げ遅れを防ぐための早め

早めの避難情報の伝達を行い、市民の避難

意識を高めることが課題です。（新規追加） 

３．今後、避難所運営マニュアルを含む地区

防災計画について、各地域における取り組

みを進めていく中で、災害発生時において

も人権が守られる環境づくりが課題です。

（新規追加） 

② 市民の防災意識の向上のため、防災に関

する情報提供や啓発、避難情報の充実を図

ります。（新規追加） 

③ 日頃からの災害に対する備えが災害時に

機能するように、地域とともに、自主防災

組織をはじめとする地域における災害対

応活動を高める取り組みを進めます。（分

離） 

④ 各地域における地区防災計画の作成を進

める中で、すべての人に配慮した避難所運

営の仕組みづくりとともに、実効性の高い

災害時要配慮者支援の取り組みを進めま

す。（分離） 

３．多様な市民が日頃から地域コミュニティ

においてつながることで、地域における防

災力が高まるように、各種イベント等にお

ける啓発活動や地域等の自主的な防災活

動への支援を行っています。（新規追加） 

４．被害を軽減（減災）するため、市民・事

業者の災害対策の促進や、自主防災組織や

地域における防災訓練への多様な市民の

参加、災害時要配慮者支援の実効性の向上

が課題です。 

５．平常時から避難行動要支援者名簿の同意

者リストを活用した地域の見守り活動を

広げ、共助による防災力を向上することが

課題です。（新規追加） 

２．大阪府警・地域・事業所・学校等と連携

し、防犯活動や啓発活動に取り組むことに

より「大阪重点犯罪」の被害が減っていま

す。 

［防犯］ 

３．府内で多発する自動車関連犯罪（自動車

盗・車上ねらい・部品ねらい）、ひったくり・

路上強盗、オートバイ盗・自転車盗を街頭

犯罪７手口として対策を推進してきまし

た。 

４．警察・地域と連携した啓発活動の実施や、

防犯カメラの適切な場所への設置などに

より街頭犯罪認知件数は減少しています。 

６．大阪重点犯罪とされる子どもや女性を狙

った性犯罪・特殊詐欺・自動車関連犯罪に

加え、ひったくりや自転車盗の対策を引き

続き推進していくことが必要です。 

７．近年、八尾市でも特殊詐欺の被害が多く

発生しています。今後も高齢化に伴い被害

の拡大が懸念され、市民の対策向上につな

がる効果的な啓発を行うことが課題です。 

 

⑤ 「大阪重点犯罪」等による犯罪被害の発生

を減らすために、大阪府警や地域と連携し

た効果の高い啓発活動や、地域・事業所・

学校等と連携した防犯活動に取り組みま

す。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

３．効果の高い啓発活動により、市民や職員

における危機管理意識が向上しています。 

［緊急事態への対応］ 

５．国民保護計画が対象とする武力攻撃事態

および市内における事件などの緊急事態

（ミサイル攻撃、テロ、感染症、環境汚染、

行政対象暴力など）に対して備えることが

必要であり、八尾市危機管理対応方針およ

び八尾市危機管理対策要綱に基づき、緊急

事態に対して対策・体制を定めるととも

に、危機管理マニュアルを備えています。 

８．緊急事態への対応力を高めるため、市民

や職員の危機管理意識の向上が課題です。 

⑥ 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するとともに、

市民や職員における危機管理意識が向上

する取り組みを進めます。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 
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施策 No.18 消防力の強化 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．消防力の強化により、市民の生命、身体、

財産の安全・安心が守られています。 

［消防］ 

１．地震や局地的集中豪雨、大型台風などの

自然災害が各地で発生し、甚大な被害が発

生しています。（新規追加） 

２．南海トラフ地震の発生が、近い将来高い

確率で想定されています。（新規追加） 

１．複雑多様化・大規模化する災害に対応す

るため、消防車両や各種資機材・高機能消

防指令センター※等の充実強化が求めら

れています。 

２．各種災害に迅速的確に対応するため、訓

練を充実させ、消防職員の技術・技能向上

を図る必要があります。 

① 救急救助体制の充実をはじめ総合的な消

防体制を強化します。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

３．消防行政に関する運営の効率化及び基盤

強化のために消防の広域化の検討が求め

られています。 

② 消防の広域応援体制を充実します。 

［消防］ 

３．消防庁舎の老朽化及び資器材等の収納不

足等が発生しています。（新規追加） 

４．老朽化が進行している消防庁舎等の機能

更新が必要です。 

③ 老朽化している消防庁舎については適正

配置を視野に入れた機能更新を計画的に

進めます。また高機能消防指令センター

の適正な運用管理を行います。 

［消防］ 

４．高齢化に伴って救急車の出動件数が増加

しています。 

５．軽症者の救急搬送割合が高くなっていま

す。（新規追加） 

５．救急需要が高まっているため救急体制の

充実が必要です。また、救急車の適正利用

を啓発する必要があります。 

① 救急救助体制の充実をはじめ総合的な消

防体制を強化します。（再掲） 

２．市民・地域や事業所、各種団体との連携

により地域における消防防災力の向上が

図られ、災害に強いまちとなっています。

（新規追加） 

［消防］ 

６．住宅火災による被害及び死傷者が発生し

ています。（新規追加） 

７．地域と連携した放火防止対策の取り組み

を進めています。（新規追加） 

６．住宅火災による被害の軽減を図るため、

住宅防火・放火防止対策を促進する必要が

あります。（新規追加） 

④ 市民・地域や事業所、各種団体との連携

により、住宅防火・放火防止対策及び防

火対象物における防火安全対策を推進し

ます。 

［消防団・自主防災組織］ 

８．消防団施設等の機能更新や女性分団を創

設するなど消防団の充実強化に努めてい

ます。（新規追加） 

９．地域の防災訓練に消防団、学生消防隊と

連携して活動支援を実施しています。（新

規追加） 

７．地域防災の中心となる消防団の装備の充

実や自主防災組織等、地域と密着した活動

が行えるよう平時からの連携が必要です。

（分離） 

８．女性を含めた防災リーダーの育成、若い

世代や女性の訓練参加の促進等により、災

害時に迅速・的確に活動できる組織として

育成することが課題です。（分離） 

⑤ 消防防災力の向上のため、消防団施設等

の機能更新や装備を充実するとともに消

防団と自主防災組織等、地域との連携に

より、応急手当の普及啓発や自主防災組

織等に自立型訓練の実施を促進し組織の

活性化を図ります。 
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施策 No.19 健康づくりの推進 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．「みんなの健康をみんなで守る」健康コミ

ュニティづくりを進めることにより、市民

一人ひとりが主体的に健康づくりに取り

組み、いつまでも心身ともに健康に暮らせ

る健康でつながるまちが実現しています。 

［疾病予防と健康づくり］ 

１．地域のつながりを未来に向かってさらに

広げ、みんなの健康をみんなで守る健康コ

ミュニティを育んでいくことをめざし、平

成 30（2018）年に発布した八尾市健康ま

ちづくり宣言の意義を踏まえ、健康づくり

の取り組みを進めています。 

１．すべての市民がいつまでも心身ともに健

康に暮らせるように、他施策と連携し環境

づくりを行うことが課題です。 

① 一人ひとりの健康をみんなで支え守る地

域づくりに取り組むため、市民、地域、学

校、事業者、学術研究機関等と協働のもと、

健康に関するデータ等を市民に分かりや

すく示し、市民が主体的に健康づくりに取

り組めるよう、環境づくりを進めます。 

② 中核市として、効果的・効率的に保健衛生

施策を展開するため、保健事業に従事する

保健師等の専門職の知識・技術の向上を図

ります。（新規追加） 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

２．日本の平均寿命は世界最高水準ですが、

健康上の問題で日常生活が制限されるこ

となく生活できる健康寿命を延ばすこと

が重要になっています。 

 

２．生涯を通じたこころとからだの健康づく

り、及び食を通じたこころとからだの健康

づくりを進めることが課題です。（新規追

加） 

③ 健康寿命※の延伸を実現するため、日常

的な運動・正しい食生活の実践、歯と口腔

の健康づくり、喫煙率の減少等に取り組み

ます。（新規追加） 

３．高齢化や市民のライフスタイルの変化に

より、がんや循環器疾患等の生活習慣病に

よる死亡率が高い状況です。 

 

３．生活習慣病対策として、健康を増進し、

疾病を予防する「一次予防」に重点を置い

た取り組みが必要です。（新規追加） 

 

４．病気の早期発見、早期治療という「二次

予防」の観点から健（検）診受診率や生活

習慣改善のための特定保健指導※実施率

を向上する必要があります。また、疾病の

重症化予防の取り組みも推進する必要が

あります。（新規追加） 

④ 特定健康診査※受診率をさらに向上し、

保健指導・教育を通じ、多くの市民が「健

康であることが幸せである」という意識の

醸成を図ります。（新規追加） 
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施策 No.20 健康を守り支える環境の確保 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．市民の生命や健康の安全を脅かす大規模

災害や感染症などへの備えが充実してお

り、市民一人ひとりが、安全かつ安心して

健康な生活ができる環境が整っています。 

［健康を守り支える環境］ 

１．中核市として、「みんなの健康をみんなで

守る」公衆衛生の拠点である保健所を設置

し、医師・保健師・薬剤師等の職員を配置

しています。 

２．市民一人ひとりが安心して健康な生活が

できるよう、医療機関や薬局、飲食店や理

美容所等の安全・衛生に関する業務や、難

病や精神保健、感染症、食中毒等の食品衛

生への対応など、特に専門的な業務を行っ

ています。 

３．近年、大規模災害の発生や新型インフル

エンザ等の感染症、食中毒、医薬品に起因

する健康被害など、市民の生命や健康の安

全を脅かす事態（健康危機事象）が多発し、

人々の関心や危機意識が高まっています。 

４．健康危機事象が生じた際に、健康被害の

発生予防、原因調査、拡大防止、治療等の

対策を適切に行えるよう、様々な対策訓練

や研修等により、職員の技術強化に努めて

います。 

 

１．今後の保健所には、専門的な保健衛生活

動に取り組みながら、健康課題の克服に向

け、健康に関わる関係機関等や地域を「見

る・つなぐ・動かす」機能を発揮すること

が求められています。 

 

２．健康に関わる関係機関等や地域を「見る・

つなぐ・動かす」機能を発揮するために、

様々な対策訓練や研修等により、職員の技

術強化が必要です。（新規追加） 

① 公衆衛生の拠点である保健所として、健

康危機事象に的確に対応するととも、様々

な対策訓練や研修等をさらに充実し、職員

の技術強化に努めることで、市民の健康に

関する安全・安心を確保します。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

［健康を守り支える環境］ 

５．自殺が深刻な問題であることから、自殺

対策基本法が改正され、八尾市自殺対策推

進計画に基づき、自殺対策に取り組んでい

ます。 

３．自殺に関する啓発、自殺を予防する相談

に関わる人材の養成、地域における連携体制

の強化を図る必要があります。（新規追加） 

② 自殺対策基本法における基本理念を踏ま

え、「誰も自殺に追い込まれることのない

まち“やお”」の実現をめざし、みんなで生

きることを支えるための取り組みを包括

的に推進します。 
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施策 No.21 地域医療体制の充実 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．市民が適切な医療を受けることができる

よう、地域の医療機関等が役割分担と連携

を推進し、必要な医療提供体制が確保され

ています。 

［地域医療体制］ 

１．市民の医療ニーズに応えるため、大阪府

及び中河内医療圏（八尾市・東大阪市・柏

原市）の行政機関が医療提供体制を確保で

きるように努めています。また、医療機関

がそれぞれの機能に応じた役割を果たす

とともに、連携して地域医療を提供してい

ます。 

１．市民の医療ニーズに応えるため、大阪

府及び中河内医療圏（八尾市・東大阪

市・柏原市）の行政機関が医療提供体制

を確保できるようにさらに努めていく必

要があります。（新規追加） 

また、医療機関がそれぞれの機能に応

じた役割を果たすとともに、連携して地

域医療を提供できる体制を構築する必要

があります。（新規追加） 

① 市民が適切な医療を受けることができる

よう大阪府、中河内医療圏内各市の行政機

関・医療機関等がそれぞれの機能・役割を

果たすことで医療提供体制を構築します。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 

［休日・夜間等の救急医療］ 

２．休日急病診療所が休日診療（内科・小児

科・歯科）を行っています。 

３．中河内医療圏の医療機関が協力して、輪

番制により、小児初期救急体制を確保して

います。 

２．小児医療を担う医師が不足しており、広

域的な小児初期救急体制の維持が課題で

す。 

② 休日急病診療所の運営や輪番制による小

児救急体制を維持するとともに大阪府の

医療計画に基づき、大阪府等と連携しなが

ら、救急医療体制の充実に取り組みます。 

［地域医療体制］ 

４．市立病院は、急性期医療を提供するとと

もに、公立病院として、市民の生命と健康

を守るために政策医療（救急医療、小児・

周産期医療、高度医療、災害医療等の不採

算分野を含む）に取り組んでいます。 

３．引き続き、医師確保、医療体制、健全経

営、公民協働による運営などを行うことに

よって、急性期医療・政策医療の提供を続

けていくための環境を維持することが必

要です。 

③ 市立病院において、公民協働の効果を最

大限に発揮して、健全経営を維持しなが

ら、市民の生命と健康を守るため、急性期

医療・政策医療（救急医療、小児・周産期

医療、高度医療、災害医療等の不採算分野

を含む）に取り組みます。 

２．かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かか

りつけ薬剤師を持ち、医療機能に応じた役

割分担を理解し、適切な医療機関を受診す

る市民が増えています。 

［地域医療体制］ 

５．限りある医療資源を有効活用するため

に、医療機能に応じた適切な医療機関へ

の受診を進めることに取り組んでいま

す。（新規追加） 

４．限りある医療資源を有効活用するために

は、医療機能に応じた適切な医療機関への

受診をさらに進めることが課題です。 

④ 限りある医療資源の有効活用のため、か

かりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつ

け薬剤師を持ち、医療機能に応じた適切な

医療機関を受診できるよう、市民へ向けた

よりわかりやすい情報発信を進めます。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 
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施策 No.22 良好な生活環境の確保・地球環境への貢献 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．環境を意識した暮らしや事業活動によ

り、河川や空気がきれいな状態に保たれ、

温室効果ガスの排出量削減に向け、市民、

事業者と行政が一体となって取り組みを

進めています。 

［生活環境］ 

１．大気・水質・騒音の環境について、概ね

環境基準を達成しています。 

１．住まいと工場が混在して立地しており、

良好な生活環境を継続して確保するため、

市民、事業者等と行政とのパートナーシッ

プをさらに深めることが課題です。 

① 良好な生活環境をめざして、市民、事業者

等とのパートナーシップを深め、複雑多様

化する環境課題への取り組みを進めます。 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

［地球温暖化防止］ 

２．再生可能エネルギー等の普及啓発や、市

における太陽光発電等の率先導入はもち

ろん、削減目標の達成に向け、更なる取り

組みや発信が必要となっています。 

２．市民や事業者に対して地球温暖化対策の

普及啓発や教育を推進し、市として省エネ

ルギーの推進や再エネルギーの導入を率

先して進めるとともに、あらゆる対策を講

ずる必要があります。 

② 市域の温室効果ガス削減のため、市民、事

業者等とのパートナーシップにより更な

る取り組みを進め、次世代のために削減目

標の達成をめざします。 

２．市民や事業者等が地域の美化活動に自主

的に取り組むとともに、美化をテーマにし

た市民活動や地域でのネットワークが強

化され、まちが美しく清潔に保たれていま

す。 

［環境美化］ 

３．市民や事業者等により環境美化活動が活

発に行われています。 

 

３．担い手の固定化や高齢化の問題が顕在化

しており、新たな担い手の確保等を行って

いく必要があります。 

４．喫煙における国・大阪府等の動向や社会

情勢を踏まえた路上喫煙マナーのあり方

の検討が必要です。 

③ 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への取り組みを促進

するとともに、新たな担い手の確保に努め

ます。 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

３．市民や事業者等と協働し、３Ｒ（リデュ

ース・リユース・リサイクル）を推進する

ことで、資源が循環して利用され、廃棄物

が減少するとともに、排出される廃棄物が

適正に管理、処理されています。 

［循環型社会］ 

４．家庭系ごみについては、指定袋の見直し、

雑がみを有価物集団回収に出すことやプ

ラスチックごみの削減など、ごみの減量

化・再資源化に努め、事業系ごみについて

も、現場職員の活用を図ることで、適正な

廃棄物処理を推進してきました。 

５．広域的な廃棄物処理体制を構築し、効率

的・安定的な廃棄物処理を行い、環境負荷

の低減に配慮した廃棄物処理を推進する

必要があります。 

④ 循環型社会の構築に向け、ごみの分別収

集・処理を行うことにより、ごみの減量化・

再資源化を進めます。 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 
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施策 No.23 つながり・支え合う地域福祉のしくみづくり 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．包括的な支援により、すべての市民が夢

や生きがいを持って、孤立することなく住

み慣れた地域で自分らしく暮らしていま

す。 

[複合化・複雑化する課題への対応] 

１．人口減少の進行や高齢化の進展等の社会

の変化により、日常生活における課題が複

雑化しており、現状の仕組みでは、対応が

困難な場合があります。 

１．生活困窮による貧困の連鎖、ひきこもり、

8050 問題※など、様々な問題が発生して

おり、支援を必要とする方々が抱える複合

化・複雑化する地域生活課題に対し、包括

的な対応が求められています。 

２．支援が必要とされる人が、制度・サービ

スを知らないことで必要な支援につなが

っていないケースがみられることから、よ

り適切に情報提供を行うことが必要です。

また、本人や世帯等のさまざまな相談を受

け止め、関係機関などと連携しながら相談

者に寄り添い、課題解決に向けて支援する

ことが必要です。 

① 複合化・複雑化した地域課題や支援ニー

ズに対応するため、さまざまな相談を受け

止めるとともに、きめ細かな情報提供や地

域資源の活用により地域の関係性づくり

を進め、さまざまな分野の連携による地域

共生社会の構築に取り組みます。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

２．地域において、住民一人ひとりが尊重さ

れ、お互いの多様性を認めながら、支え手

側と受け手側に分かれるのではなく、それ

ぞれが役割を持ち、支え合うことで、自分

らしく活躍しています。 

[地域における多様な主体の支え合い] 

２．地区福祉委員会をはじめとする八尾市社

会福祉協議会や、地域の様々な団体、ボラ

ンティアが地域福祉活動を行っています

が、より活動を活発化する必要がありま

す。 

３．地域福祉活動の担い手が不足する原因と

して、意欲のある人が活動の場につながっ

ていない場合等があります。 

３．新たな地域福祉活動の担い手の育成に向

けて、地域福祉活動の魅力を発信し、世代

や属性を限定しない活動の場や機会の確

保など、地域住民をはじめ民間団体も含め

た多様な主体が積極的に活動に参画でき

る環境整備が必要です。 

② 地域での支え合いを充実するため、地域

住民が自主性と創意工夫を発揮できる手

法の導入や、様々な世代が活動する場や機

会を創出すること等により、地域福祉の新

たな担い手を育成します。また、地域住民

をはじめ民間団体も含めた多様な活動主

体の参画と連携により、住民一人ひとりが

地域で自立した生活を送り続けられるよ

う支援します。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

[地域における多様な主体の支え合い] 

4．地域においては、災害から自らの命を守る

ための避難行動に支援が必要な人がいま

す。（新規追加） 

 

４．平常時からコミュニティの増進を図り、

地域での見守りの仕組みづくりを進める

ことで、災害時の避難行動要支援にもつな

げていくことが必要です。 

③ 避難行動要支援者名簿などを活用し、平

常時からコミュニティの増進を図り、地域

における見守りの仕組みづくりを進めま

す。 
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施策 No.24 高齢者が安心して暮らし続けられる社会の実現 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．身近な地域で高齢者の居場所や社会参加

の機会があり、それらを活用しながら高齢

者が生きがいをもって自立した生活を送

っています。 

［高齢者の自主活動や社会参加］ 

１．ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯

の増加により社会的に孤立する高齢者が

みられます。 

１．社会と関わりながら、高齢者が住み慣れ

た地域で生活できるように、高齢者が自主

活動や社会参加できる環境づくりが課題

です。 

① 高齢者の生活の自立と生きがいづくりを

支援するため、住民運営の通いの場の充実

や自主活動の支援などに、地域住民をはじ

め民間団体も含めた多様な活動主体の参

画と連携による地域での支え合い体制づ

くりを推進します。 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

［高齢者をとりまく課題への対応］ 

２．認知症や高齢者虐待など高齢者をとりま

く多様な課題が増加しています。 

２．認知症の人とその家族の生活をとりま

く、より良い環境づくりのため、地域住民

や関係機関、民間の事業者と連携し、認知

症に対する理解を深めるための啓発や高

齢者の権利擁護を図ることが必要です 

３．認知症であっても高齢者が尊厳をもち、

自立した暮らしを送れるよう、支援を適切

に行うことが求められています。 

② 高齢者が尊厳を保ち、自立した暮らしを

送れるように、制度や分野ごとの関係を越

えた相談・支援体制の充実や、認知症や権

利擁護に対する理解への啓発に取り組み

ます。 

２．高齢者が必要なサービスを適切に利用し

ながら、住み慣れた地域で安心して暮らし

ています。 

［介護予防・介護サービス］ 

３．高齢化が進展するため要支援・要介護認

定者の増加により、介護サービス等の利用

が増え、介護保険給付費の増加が見込まれ

ます。 

４．高齢者の自立を支援し、重度化を防止す

るため、自主的に社会参加を行い、介護予

防（健康づくり）に取り組む高齢者が増え

ることが必要です。 

５．利用者の心身や生活の状況に応じた、よ

り質の高い介護サービスの提供される環

境整備が必要です。 

６．負担と給付のバランスを確保しつつ、介

護保険制度を持続的に安定して運営でき

ることが必要です。 

③ 高齢者人口が増加しても利用者に適切な

サービスが提供され、介護保険制度を持続

的に運営できるように、サービスの質およ

び量の確保などの環境整備に取り組みま

す。 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 
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施策 No.25 障がいのある人への支援の充実 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．多様化するニーズに対応したサービスや

相談体制を活用し、障がいのある人やその

家族が住み慣れた地域で安心して暮らし

ています。 

[障がい福祉サービス] 

１．障がい福祉サービスや障がい児支援を利

用している人が増加しています。 

 

１．サービスを必要とする人が必要な時に適

切なサービスを利用できるように、障がい

のある人を支える人材の確保や多様なニ

ーズに対応したサービスの提供等、環境整

備を進めることが課題です。 

① 障がいのある人やその家族が、住み慣れ

た地域で、安心して生活できるよう、地域

での生活を支えるサービスの提供をはじ

め、様々な相談に対応できる体制等を充実

します。 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

２．保健、医療、福祉、教育等との連携によ

り地域全体で障がいのある人を支えるし

くみをつくることで、多様で複合的な課題

を抱える障がいのある人やその家族が安

心して暮らしています。 

[複合的な課題への対応] 

２．多様で複合的な地域における生活課題に

対して、障がい者、高齢者、子ども等とい

った分野ごとの対応では解決することが

困難なケースが見られます。 

２．障がいのある人には医療的なケアも必要

な人がいます。今後も保健、医療等との連

携による支援体制の強化が課題です。 

３．障がいのある人に対する親亡き後の支援

体制の整備が課題です。 

② 分野ごとの対応では解決することが困難

な多様で複合的な課題に対応できるよう、

地域や保健、医療、福祉、教育等との連携

により地域全体で障がい者等を支える体

制をつくります。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

３．障がいや障がいのある人に対する理解と

合理的配慮が促進されることで、障がいの

有無に関わらず、すべての人が自己決定で

き、社会参加と自己実現を図りながら暮ら

しています。 

[障がいや障がいのある人に対する理解] 

３．障害者差別解消法が認知され、障がいや

障がい者理解と合理的配慮が社会全体に

浸透していく必要があります。 

４．障がいや障がいのある人に対する理解や

合理的配慮の促進と権利擁護の推進が課

題です。 

③ 障がいのある人の人権が尊重され、障が

いの有無に関わらず個々の意見が様々な

取り組みに反映されるなど、社会参加と自

己実現を図りながら地域でともに暮らす

社会づくりに向けて、障がいや障がいのあ

る人への理解と合理的配慮の促進を推進

します。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 
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施策 No.26 生活困窮者への支援 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．生活に困窮したときに、誰もが必要な支

援を適切に受けることができ、社会とのつ

ながりや居場所を持ち、地域社会の一員と

して安心で安定した生活を送ることがで

きています。 

２．生活困窮者支援を通じた地域づくりによ

り、誰もが地域のなかで尊厳をもって安心

して暮らし続ける包摂型社会が実現して

います。 

３．希望する誰もが、さまざまな支援を受け

ながら再スタートを切ることができます。 

 

[生活困窮者支援] 

１．失業や病気等による離職、離婚・死別等、

様々な理由から経済的に困窮する場合が

あります。また、様々な理由から、就労が

困難な人も見られます。 

 

１．生活困窮者には、経済的困窮の要因とな

るさまざまな課題を持つ人が多いことか

ら、自立を就労や経済的側面のみで捉える

ことなく、個人の状況に応じた支援策によ

って社会との関わりや参加につながるこ

とが必要であり、包摂する社会関係や居場

所づくりが求められます。 

２．それぞれの人に寄り添った伴走型の自立

支援を行っていくことが求められていま

す。 

 

① 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困

窮者自立相談支援事業を適切に実施する

ため、関係機関との連携による早期の相談

支援を行います。 

② 生活困窮者が抱える経済的困窮の背景に

ある複合的な課題を解決するために、関係

機関から支援を必要とする人が確実につ

ながるような機関同士の関係づくりや連

携による支援体制の充実を図ります。 

③ 生活困窮者の状態に応じた就労支援を

行います。包摂型社会を実現し、日常生活、

社会生活、経済的等の観点からの自立支援

のため、中間的就労等の取り組みを推進し

ます。 

 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

[生活困窮者支援] 

２．子どもたちが経済的困窮を背景に医療や

食事、教育、地域社会との関わり等におい

て極めて不利な状況に置かれ、将来も貧困

から抜け出せない「子どもの貧困問題」が

あります。 

 

３．子どもたちがいきいきと育ち、未来への

展望が実感できるよう、学校・家庭・地域・

行政等が連携して相談や支援の仕組みを

構築することが必要です。 

 

④ 貧困の連鎖を断ち切り、すべての子ども

たちや若者が八尾で将来に希望が持てる

ような支援の仕組みの充実を図ります。 

 

［生活保護] 

３．生活保護制度の利用に関する相談件数は

減少傾向であり、生活保護の開始件数はほ

ぼ横ばいで推移しています。 

４．単身の高齢者世帯の被保護者が増えてお

り、介護をはじめとする様々な高齢者施策

の活用や適切で効果的な健康管理支援が

課題となっています。 

５．生活に困窮した時に、必要な支援を適切

に受け、安定した生活を送ることができる

ように相談体制の整備・充実や生活保護制

度の適正な運用が課題です。 

⑤ 生活保護制度の相談体制の整備・充実に

取り組むとともに、制度を適正に運用しま

す。 

 



28 

 

施策 No.27 一人ひとりの人権が尊重される差別のない社会の推進 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．一人ひとりの人権が尊重

され、差別のない、共に認め

合い、全ての生活領域で誰

一人取り残されることなく

安心して暮らしています。 

 

[人権課題等への対応] 

１．市民一人ひとりが人権を自分自身の問題としてとらえ、人

権尊重の重要性を正しく認識し、すべての人権が尊重される

社会、差別のない社会を築くため、八尾市人権協会や八尾市

人権啓発推進協議会の協力のもと、地域・市民主体の地区人

権研修をはじめ人権教育啓発プランに沿って人権課題の解

決に向けた啓発などの取り組みを行っています。 

２．忌避意識や同和地区の問い合わせ、外国人に対する発言な

どの差別事象が発生しています。（新規追加） 

１．学校、職場、地域等において差別を解消す

るための人権教育・啓発をさらに進めていく

ことが課題です。 

① すべての人権が尊重される社会、差別のない社

会を築くため、学校、職場、地域等、あらゆる場

を通じた人権教育・啓発に取り組みます。 

 

目標２ もしもの時への

備えがあるまち 

目標４ 日常の暮らしが

快適で環境にやさしいま

ち 

目標５ つながりを持ち

自分らしさが実現できる

まち [人権課題等への対応] 

３．人権を取り巻く環境の変化に対し、障害者差別解消法、

ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法など、個々

の人権課題に対する、法の制定が進められています。 

２．情報化の進展に伴うインターネット上での

差別書き込み等の人権侵害に対しての対応

が課題です。 

３．ＬＧＢＴ等※をはじめ、新たな人権課題へ

の対応が課題です。（新規追加） 

② 人権を取り巻く環境の変化に適切に対応していく

ために、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、

部落差別解消推進法も踏まえた地域における包括

的な相談支援体制の整備に取り組みます。 

③ インターネット上の人権侵害への対応について

は、モニタリングや先進的な取り組みの研究、広域

的な対応など、差別のない社会の実現に向けて効果

的な取り組みを行います。（新規追加） 

④ ＬＧＢＴ等の新たな人権課題に対して、正しい知

識と理解を深めるため啓発を行うとともに、誰もが

自分らしく生きることができる社会の実現をめざ

します。（新規追加） 

[人権尊重のまちづくり] 

４．人権コミュニティセンターにおいて、社会福祉法及び

基本的人権の尊重の精神に基づき、地域住民の福祉の向

上を図るとともに、様々な人権問題の速やかな解決と人

権尊重のまちづくりに向けた取り組みを進めています。 

４．老朽化している桂・安中人権コミュニティ

センターの機能更新が必要であり、更新の際

には人権に関わる情報発信や活動の場の提

供、人材の育成などを集約する人権教育・啓

発機能の充実に向けた取り組みを進めるこ

とが課題です。 

⑤ 人権教育啓発を行うとともに、差別や生活困難

など、さまざまな社会的困難を抱えている市民の

自立支援を推進する環境整備に取り組みます。 

 

２．未然防止、早期発見の取り

組みにより、いじめのない

社会が実現しています。 

 

[いじめ問題への対応] 

５．八尾市いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止に向

けた取り組みを進めています。 

 

５．いじめの未然防止、早期発見とともに、い

じめ事象に対する迅速な対応と、当事者双方

が抱える背景も踏まえた支援体制が必要で

す。 

⑥ 子どもの権利を守るため、子どものいじめ相談

及びいじめ防止等に向けた、学校・家庭・地域・

行政の連携による市民啓発を行うとともに、当事

者双方への支援の充実に取り組みます。 

目標１ 未来への育ちを誰

もが実感できるまち 

目標５ つながりを持ち自

分らしさが実現できるまち 

３．職場、地域など様々な場に

おいて環境づくりが進むこ

とにより、性別に関わらず、

すべての人が活躍していま

す。 

[男女共同参画] 

６．男女共同参画社会の実現に向けての理解を深める取り組

みを行っています。（新規追加） 

７．ＤＶ※被害者をはじめとする女性に対する相談・支援を実

施しています。 

[女性活躍推進] 

８．地域や職場など様々な場で女性が活躍できるよう就労、就

業などをはじめとする取り組みを総合的に推進し、情報提供、

交流や学び、気づきの機会づくりを進めています。（新規追加） 

６．誰もが性別にかかわらず自由に生き方を選

択できる男女共同参画社会の実現に向けた

施策の展開が必要です。 

７．職場、地域など様々な場において活躍する

女性に関する情報発信やつながりをさらに

広げることが必要です。（新規追加） 

⑦ 職場、地域など様々な場で性別にかかわらず全

ての人が共に活躍できる環境づくりを進めます。 
目標３ 世界に魅力が広が

るまち 

目標５ つながりを持ち自

分らしさが実現できるまち 

目標６ みんなの力でとも

につくる持続可能なまち 
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施策 No.28 平和意識の向上 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨さを伝え

る体験講話を通じて、次代を担うすべての

若者・子どもたちが、平和の大切さを理解

しています。 

[平和意識] 

１．被爆体験者から被爆体験講話を実施し青

少年への平和啓発に取り組んでいます。 

１．被爆体験講話者の高齢化に伴い、今後の

講話の実施体制の確保とともに、戦争遺跡

の保存及び戦争体験を伝承し、若い世代へ

の平和意識の高揚を図っていくことが課

題です。 

① 世界の恒久平和は、全人類の願いである

という強い思いのもと、日本非核宣言自治

体協議会及び平和首長会議と連携しなが

ら核兵器廃絶に向けた働きかけを行いま

す。（新規追加） 

② 戦争体験講話等、次世代に核兵器の恐ろ

しさや戦争の悲惨さを伝える事業につい

て、教育を通して継続して実施します。 

 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

２．一人ひとりの市民が、戦争のない、核兵

器のない、対話による平和な社会の大切さ

を認識し、国際平和に貢献する地域社会が

創造されています。 

２．国際社会情勢が不安定であり、平和の大

切さが改めて問われています。 

３．市内の戦争遺跡など、市民に身近なとこ

ろから平和の尊さを考える機会を提供し

ています。 

２．終戦から 70 年以上が経過し、戦争を知

らない世代の平和への意識の醸成が難し

くなってきています。（新規追加） 

③ 世界各地で戦争や紛争が後を絶たない中

で、身近な地域に残る戦争遺跡や市民の戦

争体験談等を通して、戦争による悲惨な体

験や生活を経験していない世代への平和

意識の高揚に取り組みます。 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 
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施策 No.29 多文化共生の推進 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．さまざまな国籍の人たちが文化や習慣な

どの相互理解を深め、尊重し、学びあいな

がら共生しています。 

 

[多文化共生] 

１．改正出入国管理法の施行を受け、今後も、

外国人市民が増加していくことが想定さ

れます。 

 

１．生活文化や習慣・言語の多様性を認め合

い、それぞれの人権を尊重し合う社会をと

もに築くための取り組みが必要です。 

２．ヘイトスピーチ解消法の制定を踏まえた

取り組みの推進が必要です。 

① 外国人市民が安心して八尾で学び、働き、

暮らすことができる環境づくりや外国人

市民の人権が尊重される社会づくりを進

めます。 

 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

２．共生社会の推進により、多くの外国人市

民が八尾のまちに集まり、学び、働き、活

躍しています。 

 

[外国人市民の生活支援] 

２．日本語でのコミュニケーションが取りづ

らい外国人市民へ、八尾市国際交流センタ

ーや民間団体が日本語学習を支援してい

ます。 

３．外国人市民が安心して生活が送れるよ

う、外国語により日常生活に関する相談が

できる相談窓口を市内３か所に開設して

います。 

 

３．外国人市民が必要とする情報が様々な媒

体や手段を活用して入手できるようにし

ていくことが課題です。 

４．公共機関だけでなく民間事業所等におい

ても、外国人市民が保健、医療、子育て、

教育等の各種サービスを利用しやすい環

境づくりの促進が課題です。 

５．災害時に外国人市民に対する支援が適切

に行える体制整備が課題です。 

② 働くこと、学ぶことを目的に日本に来る

外国人が、八尾市を生活拠点とし、活躍で

きるように、多言語による情報発信の強

化、相談体制の充実等に取り組みます。 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

３．姉妹・友好都市をはじめとする海外の都

市との交流が活発に行われ、互いの文化や

歴史の理解が深まり、豊かな共生社会が形

成されています。 

[国際交流] 

４．国際交流の推進にあたっては、国際社会

情勢を取り巻く環境を常に注視し進めて

いくことが必要となっています。 

 

６．姉妹友好都市提携を行った時代と比べ、

個人レベルでの海外渡航やインターネッ

ト等による海外情報の収集も容易になっ

ていることから、新たな草の根の国際交流

事業について検討する必要があります。 

③ 市民が様々な国や地域の多様な生活文化

や習慣等に対する相互理解を深めるため

に、市民間の交流の機会の創出、外国人市

民の地域活動への参画の促進等に取り組

みます。 

 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 
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施策 No.30 地域のまちづくり支援・市民活動の促進 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．地域住民が多様な主体と協力・連携し、

地域課題の解決に向けた活動が実践され

ています。 

 

[地域のまちづくり] 

１．校区まちづくり協議会において「わがま

ち推進計画」に基づき、校区まちづくり交

付金を活用して、安全・安心、世代間交流

等、多様な活動が実施されています。 

１．これまで予見できなかったような大規模

災害の多発や地域課題が多様化・複雑化し

ている中、これまでの地域での多様な活動

が、地域課題の解決に与えた効果などを、

地域住民が共有し、さらに取り組みを進め

ていくことが課題です。 

 

① 各地域においてすべての住民を対象とす

る温かい地域コミュニティを醸成し、多様

な地域課題の解決ができるように、様々な

機会を通じて課題を把握するとともに、課

題共有や課題解決のアイデア創出・実践に

向けた対話の場を創出します。 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 

［出張所等］ 

２．出張所等※では、相談機能等を充実し、

地域のまちづくりを進めています。 

２．地域の課題解決力や組織運営が充実する

ように地域住民と職員等がともに考え、地

域の特性や、地域団体等の運営状況を踏ま

えた適切な情報提供や支援を行うことが

課題です。 

２．様々な地域活動や市民活動へ、多くの市

民が参加することで、地域の組織運営や、

地域活動や市民活動の持続性が高まって

います。 

[地域のまちづくり] 

３．地域コミュニティの基礎である町会への

加入率が減少し、役員の高齢化や担い手不

足等がみられます。（分離） 

３．町会組織の運営の継続が困難となる可能

性のある地域が一部でみられることが課

題です。（分離）また、地域団体等において、

活動の持続性を高めるために、担い手の確

保・育成や認知度、組織運営力の向上が課

題です。 

② 校区まちづくり協議会や町会等の地域団

体による活動の持続性を高めるため、担い

手の確保・育成等に関する提案や助言や情

報提供等の支援、より自立した組織運営力

の向上を支援します。 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 

３．様々な人材や活動をつなぐことで、地域

の活性化につながるアイデアの創出や、よ

り多くの活動資源が集まるようになって

います。 

［市民活動等］ 

４．市民活動においては、社会的な問題に関

心をもち、課題解決に向けた活動に関わる

若い世代や企業が増えてきています。ま

た、様々な地域団体との連携も広がってい

ます。 

 

４．様々な地域課題の解決に向けて、市民活

動団体等の専門性やネットワーク、行動力

が地域団体との連携により、活かされる機

会づくりを進めていくことが課題です。 

５．地域との連携による活動を促進するた

め、八尾市市民活動支援ネットワークセン

ター「つどい」における中間支援組織とし

ての一層の機能充実が必要とされていま

す。 

③ 地域における課題解決力を高めていくた

めに、多様な媒体を用いた情報提供のコー

ディネートなどの中間支援機能を充実し、

地域住民や地域団体、市民活動団体や大学

等、多様な主体による連携・協力による公

益的な活動を促進します。 

 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 
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施策 No.31 生涯学習とスポーツの振興 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．市民が生涯にわたって、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、学んだ知識や成果を社会に還元できる

環境づくりにより、自己の人格を磨き、高

い幸福感を持ちながら地域社会で活躍し

ています。 

［生涯学習］ 

１．市民が学んだことを地域社会等で活かす

機会が少ない状況です。 

２．「人生１００年時代」を心豊かに生きてい

くため、生涯にわたる学習がこれまで以上

に重要となってきます。その中で、生涯学

習活動を行う世代層において、高齢者の比

率が高く、一方で若者の参加が少ない傾向

にあります。 

１．市民が自ら学んだことを地域で実践・活

躍できる環境づくりが課題です。 

２．若い世代や勤労世代が生涯学習活動に参

加し、学んだことを地域に還元する活動を

支援することが必要です。また、若者たち

は学んだことや得意分野を活かして市内

で活かす場面が欲しいとの意見が寄せら

れています。 

① 市民が主体的に学術・文化・教養の向上を

図るとともに、日常生活における課題の解

決に寄与する学習が行えるよう、学習機会

の創出を図ります。 

② 「学びの循環」「知の循環」を促進し、市

民の心豊かな暮らしと、持続可能な生涯学

習社会となるよう、市民が学んだことを地

域で実践・活躍できる環境づくりを進めま

す。とりわけ、若い世代を中心に、地域で

実践しやすい環境づくりを進め、地域コミ

ュニティとの関係が深まるような支援を

進めます。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

３．少子化・核家族化や地域社会とのつなが

りの希薄化などを背景に、家庭の教育力の

低下が言われています。（新規追加） 

４．市内には外国にルーツを持つ市民がたく

さん暮らしています。（新規追加） 

3．子育ての悩みや不安などを抱え孤立しが

ちな家庭が増加するなど、様々な課題が顕

在化しています。（新規追加） 

４．外国にルーツを持つ子どもたちが自分の

ルーツを受容するとともに、さまざまな国

の文化を理解し、互いに尊重される多文化

共生のまちづくりが求められています。 

③ 家庭・学校・地域のつながりを一層深めな

がら、地域社会全体ですべての子どもの育

ちを見守る家庭教育力のさらなる向上を

めざし、保護者を中心に家庭教育に関する

学習や啓発を進めます。 

④ 外国にルーツを持つ子どもたちをはじめ

市民が、多文化共生・国際理解に関する学

習・交流機会の充実を図ります。(新規追加) 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

 

２．市民が、ライフステージに応じたスポー

ツや運動を継続的に取り組み、地域社会が

スポーツを通じて、都市の魅力と人々の活

気にあふれています。 

[スポーツ] 

５．東京オリンピック・パラリンピックをは

じめ、世界的スポーツ競技大会の開催が続

き、これらを契機としたスポーツ振興の機

運が高まっています。また、市内では地域

主体による市民スポーツ祭の開催や、スポ

ーツ競技団体やスポーツ推進委員等によ

るスポーツ教室や大会が活発に開催され

ています。 

５．すべての人がスポーツを楽しむ機会や環

境づくりが求められています。 

⑤ 運動やスポーツの楽しさや喜びを実感で

きるよう、スポーツ関係機関と連携して、

子どもたちが世界レベルのスポーツ選手

と触れ合い、感動を味わう機会づくり等を

進めるとともにスポーツを通した都市の

活気を高めます。 

目標１ 未来への育ちを誰も

が実感できるまち 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 

 

 

６．市民の健康増進や体力向上に向け、余暇

時間を有効に活かして、気軽にスポーツや

運動を楽しむ市民が増えている。また、市

内の社会体育施設の利用者も依然として

多くの市民が利用しています。（新規追加） 

６．市民の健康維持増進を進める上で、日常

生活の中から気軽に身体を動かす運動や

スポーツに取り組む意識の醸成や習慣づ

けを図る啓発活動が必要です。 

⑥ 市民が気軽に運動を通した健康づくりに

取り組めるよう、体操やウォーキング等、

身近で参加できる運動・スポーツ活動の機

会を地域との協働により創出するととも

に、日常生活の中で取り組める運動スタイ

ルの普及を進めます。 

目標５ つながりを持ち自分

らしさが実現できるまち 
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施策 No.32 信頼される行政経営 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．財源や人材などの行政資源を計画的・効

果的に最大限活用し、市民が必要とする行

政サービスが的確に提供される持続可能

な行政経営が行われています。 

［持続可能な行政運営］ 

１．資源・財源・人員を的確に配分し、計画

的な行政経営を進めるために、毎年、部局マ

ネジメントや行政評価の仕組みを用いて庁

内議論を進め、次年度の市政運営の基本的な

方針を立て取り組んでいます。（新規追加） 

１．次年度の市政運営の基本的な方針を共有

しながら、庁内横断的な連携議論を行い、

限られた財源・行政資源を効果的に配分

し、計画的な手法による行政経営を引き続

き進める必要があります。 

① 毎年度、部局マネジメントや行政評価な

どの仕組みを活用しながら、庁内横断的な

議論を行い、PDCA サイクルを回し、計画

的な行政経営を進めます。（新規追加） 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 

［健全な財政運営］ 

２．将来を見据えた財政運営を進めています

が、超高齢社会への変遷などによる社会保障

関係経費の増加等、財政状況に大きく影響を

与える要因が増加しています。（新規追加） 

２．人口減少や高齢化率の上昇に伴う社会保

障関係経費の増加など厳しい財政状況が

続く見込みであることから、健全な財政状

況の維持及び将来を見据えた財政運営を

引き続き進める必要があります。 

② 持続可能な行政経営を進めるため、様々

な工夫や手法を取り入れながら、安定的な

税収の確保とともに、ガバメントクラウド

ファンディング等の歳入確保手法により、

財源の安定的な確保に取り組みます。 

［人材確保・育成・配置］ 

３．ライフスタイルの変化等に伴い、市民ニ

ーズの多様化とともに行政サービスは複雑

化しています。このような中、市民ニーズを

的確にとらえ信頼される職員の育成を進め、

限られた人員により行政サービスを適切に

提供しています。（新規追加） 

４．人口減少及び社会情勢の変化等により職

員の確保が年々難しくなってきています。

（新規追加） 

３．社会経済情勢の変化や行政ニーズの多様

化に対応するため、効果的で効率的な人材

確保策や適正な人事配置といった仕組み

づくりに引き続き取り組む必要がありま

す。 

４．市民の暮らしとまちづくりを大切に考

え、全体の奉仕者である公務員としての自

覚と市民の視点の両方を持ち、誠実・公正

に仕事を進めることの出来る信頼される

職員を育成し続ける必要があります。 

５．人口減少社会における働き手不足などの

課題があるなか、目標の達成に必要となる

体制を確保するため、働きがいのある環境

づくりを進める必要があります。 

③ 限られた人員の中でも質の高い行政サー

ビスの提供を続けるため適材適所の人員

配置を進めます。（新規追加） 

④ 適正かつ適切に業務遂行できる人材育成

に取り組みにより、透明性、公正性が確保

された市民に信頼される市役所づくりを

進めます。（新規追加） 

⑤ 行政サービスの質向上に繋げるため、職

員が働く意欲や自らの持つ能力を存分に

発揮していきいきと働くことの出来る環

境づくりを進めます。（新規追加） 

２．住み続けたいと思えるまちとなるよう、

大学や企業、他の自治体等の多様な主体と

の連携による行政活動が進んでいます。 

［多様な連携による行政運営］ 

５．大学や企業、近隣自治体等との連携を進

めていますが、八尾に住み続けたいと思う人

の割合は若い世代になるほど低い状況にあ

ります。（新規追加） 

６．若い世代にとって定住魅力にあふれるま

ちとなるため、大学や企業、他の自治体等

との連携・協力を進めるほか、市内外の多

くの人々に向けて、市政情報を積極的に発

信する必要があります。 

⑥ 八尾に「住みたい、住み続けたい」と感じ

てもらえる人を一人でも増やすため、大学

や企業、他の自治体等との連携・協力によ

る地方創生に資する取り組みを進めます。 

目標３ 世界に魅力が広がる

まち 

３．行政手続きにおける市民の利便性の向上

が図られており、また、必要な情報を正確

に手に入れることができています。 

［行政手続きの利便性向上］ 

６．目まぐるしく変化する社会情勢のなか、

市民ニーズの更なる多様化が予測されま

す。 

７．多様化が予測される市民ニーズを的確に

捉え、市民が必要な手続きやサービスがを

使うときの利便性のさらなる向上が求め

られます。 

⑦ 市民のニーズを的確に捉える機会や仕組

みづくりを行い、把握したニーズに対応で

きる市役所づくりを進めます。（新規追加） 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

［市政情報の提供］ 

７．市民をはじめ各種団体等と連携しながら

八尾のまちづくりを進めていますが、連携を

深めるほどに関係者が必要とする情報は質

も量も増えていきます。（新規追加） 

８．八尾のまちづくりに対する市民の関心や

理解を深めるため、市民参画や協働をより

一層進めるとともに、様々な媒体を用いな

がら、行政の取り組みや市民が必要とする

情報を素早く正確に伝える必要がありま

す。 

⑧ 市民が必要とする市政情報を得ることが

できるように、様々な媒体を用い、タイム

リーに情報提供を行います。 
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施策 No.33  公共施設マネジメントの推進 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１．計画的かつ適切な維持保全や機能更新、

バリアフリー化により、どのような時でも

市民が安全に安心して公共施設（庁舎、コ

ミュニティセンター、教育施設、福祉施設、

消防施設など）を利用することができま

す。 

 

［公共施設の維持管理］ 

１．八尾市が保有する公共施設等は、ほとん

どの施設で耐震改修が完了しているもの

の老朽化が進んでいるものが多くありま

す。 

２．建築年次が古い施設については、市民の

利便性に課題があるため、公共施設のバリ

アフリー化を進めています。（新規追加） 

 

１．公共施設には、今後ますます多くの更新

費用が必要です。 

２．八尾市公共施設マネジメント基本方針及

び八尾市公共施設マネジメント実施計画

に基づき、施設毎の長寿命化計画を作成

し、計画的に保全を行うことが課題です。 

３．機能更新に合わせて誰もが使いやすい施

設となるように、バリアフリー化の推進が

必要となっています。 

① 施設の安全性の確保とバリアフリー化等

により利用者の利便性向上を図りつつ、長

寿命化を進めるために、公共施設マネジメ

ント実施計画に基づき、施設毎の個別施設

計画を作成し、公共施設を長期的・計画的

に保全します。 

目標２ もしもの時への備え

があるまち 

目標４ 日常の暮らしが快適

で環境にやさしいまち 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 

２．長期的な視点に立って、公共施設の適正

な規模や配置の見直しが適宜行われてい

ます。 

 

［公共施設の効率的な配置］ 

３．昭和 39（1964）年までに市域の合併・

編入が完了してから整備された施設が多

いため、市民一人当たりの公共施設延床面

積は府下でも平均的な保有量です。 

４．人口減少や人口構造の変化により利用者

が減少した施設や、目標使用年数を迎える

施設は、他施設への複合化や合築などが必

要です。 

② 市民ニーズに的確に対応していくため、

地域のまちづくりに合わせた公共施設の

効率的な配置（施設の複合化・統合化など）

の検討を行い、公共施設のサービスを適正

化します。 

 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 

３．PPP※/PFI※ 手法の活用等により、民間

の資金・ノウハウを生かし、公共施設の管

理・運営が効率的に行われています。 

［公共施設の管理・運営、余剰施設の利活用］ 

４．個々の施設管理者ごとに維持管理、点検

等を実施しています。 

５．効果的・効率的な統一した管理手法の導

入が必要です。 

③ 公共施設の管理・運営の効率化のため、維

持管理コストの削減や利用者負担の適正

化、民間を活用した事業手法の導入に向け

取り組みます。 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 

４．余剰施設や未利用地※の民間活用や売却

等により、適切な資産管理が行われていま

す。 

［公共施設の管理・運営、余剰施設の利活用］ 

５．役目を終えた施設の除却をする必要があ

ります。 

６．費用と時間を要するため、進んでいない

現状があります。 

④ 未利用施設や未利用地※などの公有財産

について、地域課題の解決、新たな歳入に

つながるように有効活用し、役目を終えた

資産は積極的に売却していきます。 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 
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施策 No.34  行財政改革の推進 

めざす暮らしの姿 現状 課題 基本方針 まちづくりの目標 

１・行財政改革の推進により、多様化・複雑

化する市民生活の課題、行政需要への対応

や未来に向けた新たな投資を可能とし、ま

ちの成長につなげる改革と成長の好循環

を実現しています。 

［新たな課題に対応するための財源確保］ 

１・限られた財源と人員で多様化する市民ニ

ーズに対応するため、行財政改革の取り組

みを弛みなく進めています。 

 

１・扶助費等の義務的経費※は増加傾向にあ

り、また、生産年齢人口の減少に伴い市税

収入の減少が想定されることから、今後の

見通しは楽観視できるものではなく、さら

なる取り組みが必要です。 

① 新たな財源確保のため、より経営的な観

点から更なる改革に着手し、将来的に効果

が発生する取り組みの早期着手も含め、さ

らなる選択と集中とスクラップ＆ビルド

を推進します。 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 

［行政活動の生産性向上］ 

２・少子高齢化と人口減少、とりわけ生産年

齢人口の減少が同時に進むことによる中

長期的な影響として、国全体として労働力

不足による職員数の減少等の懸念があり

ます。 

２・限られた職員数で必要となる行政活動を

遂行するため、行政活動の生産性の向上に

取り組むことが課題です。 

② 民間のノウハウ活用により、公共サービ

スの効率化と市民サービスの向上を図る

ため、公民協働手法の活用を推進します。 

 

２・ＩＣＴ※の活用等により、市民サービス

の向上を図るとともに、行政活動の生産性

が向上しています。 

［行政活動の生産性向上］ 

３・ICT 技術の発展により、マイナンバーカ

ードを活用した電子申請や各種証明書の

コンビニ交付等のサービス、SNS※やアプ

リ※等を活用した新たな手法での発信な

どの取り組みを行っています。（新規追加） 

４・ＡＩ※、ＲＰＡ※等のＩＣＴ※の導入を

検討し、業務の自動化やさらなる省力化に

取り組んでいます。 

 

３・ＩＣＴ※の技術は飛躍的に発展を続けて

おり、さらなる行政の効率化を進めるた

め、その状況を常に把握し活用することが

求められています。 

③ 職員のマンパワーを創出し、限られた人

員で質の高い市民サービスの提供を実現

するため、ＩＣＴ※の活用等の生産性向上

に資する環境整備や効率的な組織体制の

構築等に取り組みます。 

目標６ みんなの力でともに

つくる持続可能なまち 

 

 

 

 

 

 


