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基本目標１　パートナーシップの住まい・まちづくり

住まいに関するパンフレット等の市窓口や相談窓
口での配架（情報の充実）

住宅政策課 実施中 継続
電話での相談もあるため、頻繁に配架物を取りに来る市民の方は少ない
が、常に情報を発信する意味からも継続の必要がある。

5-1（１）①

住まい・まちづくり情報の市ホームページへの掲載 住宅政策課 実施中
継続（住まいに関する展示会の情報や実施状況等をHPに掲載
している。）

これまでは、住宅政策課内のHPに内容の掲載を行っていたが、HP上の
【住まい】に特化した項目にわかりやすく内容を掲載し、より多くの市民の方
へ情報発信を実施中。

5-1（１）①

住まいに関する展示会の開催や情報誌の作成 住宅政策課 実施中
継続・変更（住生活月間に合わせて、本市市民ロビー等におい
て、毎年テーマを変え、住まいに関する展示会を実施してい
る。）

毎年の展示会の開催中にアンケート調査を実施しており、中には毎年の展
示を楽しみに来庁して頂いている方もおられるが、これまでに取り扱った
テーマも多岐に及び、内容がマンネリ化しつつあることも事実であるので、
効果的な情報提供について検討していく必要がある。

5-1（2）②

関係団体・機関や民間事業者やNPO等への行政
情報の提供

住宅政策課 実施中
情報提供が必要な際は、適宜各団体等に対し実施している。
具体的な例として、協力NPO団体等の総会への参加等がある。

継続
5-1（１）
①・②

行政、NPO等による意見交換会の開催 住宅政策課 実施中

建築部内の研修とNPO法人「八尾すまいまちづくり研究会」と合
同で研修会を実施している。
⇒H30年度には、2月28日に25名（行政職員25名、NPO法人9
名）で開催。

今後も、建築の分野に関する様々なテーマについて、行政及びNPO等と
情報交換を行っていきたい。

5-2①

家族で楽しく学ぶ住まいの体験教室の開催 住宅政策課 実施中
毎年夏休みの時期に、久宝寺にあるまちなみセンターにおいて
「親子で楽しむ住まい体験教室」を実施している。

今後は、これまで開催場所の固定化や、開催内容を見直し、本来の住まい
の体験教室の目的を達成できるような内容に見直していく必要性を感じて
いる。

5-1（２）②

まちづくり活動に対する情報提供、アドバイザー派
遣

都市政策課 休止

「魚の泳ぐ大正川をつくる会」に対し、八尾市街づくり活動支援
制度による支援を実施。
これを最後に、行革の取り組みの一環として、校区まちづくり協
議会の事業との重複を避けるため休止

現在、休止中であるが、校区まちづくり協議会の中で、まちづくりに特化し
た地域の取り組みがあれば事業再開の可能性は有

―

まちづくりリーダー育成のための教室開催 住宅政策課 完了
これまで、NPO法人八尾市民活動ネットワークセンター『つど
い』に業務委託し、開催しているまちづくり教室を通して、参加
者のまちづくりに係わる活動の人材育成に寄与できた。

終了。 ―

まちづくり団体の積極的な地域活動を誘導するた
めの機会提供

都市政策課 休止

「魚の泳ぐ大正川をつくる会」に対し、八尾市街づくり活動支援
制度による支援を実施。
これを最後に、行革の取り組みの一環として、校区まちづくり協
議会の事業との重複を避けるため休止

現在、休止中であるが、校区まちづくり協議会の中で、まちづくりに特化し
た地域の取り組みがあれば事業再開の可能性は有

―

まちづくりリーダーの積極的な地域活動を誘導する
ための機会提供

住宅政策課 実施中
NPO法人八尾市民活動ネットワークセンター『つどい』を通じ
て、まちづくりに関係する団体等に情報提供を実施。

今後も、NPO法人八尾市民活動ネットワークセンター『つどい』を通じて、ま
ちづくりに関係する団体等に情報提供を継続していく。

5-2①

大阪府特定優良賃貸住宅の情報提供 住宅政策課 実施中
ファミリー世帯向け特定優良賃貸住宅等の既存の良質な公共
賃貸住宅について情報提供を実施。

窓口等において、情報提供を継続して実施していく。 3-1（２）①

新婚・子育て世帯向け住宅の普及促進に関する調
査研究

住宅政策課 実施中
若年世帯を対象として転入時のリフォーム費用の補助事業を実
施。

中古住宅の購入やリフォーム等に対しての補助制度等の啓発を行ってい
く。

3-1（２）①

市営住宅のバリアフリー化 住宅管理課 実施中
機能更新事業計画に基づき、市営住宅のバリアフリー化を実施
している。

今後、建替え時におけるバリアフリー化やエレベーター設置など、既存住
棟の耐用年数等を勘案しながら方針の見直し等を検討する必要がある。

4-2（１）②

高齢介護課 実施中
介護保険給付費として居宅介護住宅改修費を支給している。
高齢者福祉事業の緊急通報システムの整備（配布）を行ってい
る。

制度の周知を図るとともに、適正利用に向けての指導・点検の強化に努め
る。

障がい福祉課 実施中 住宅改造費の助成を行っている。 引き続き、実施する。

公営住宅等のグル―プホームとしての活用方策の
検討

障がい福祉課 実施中
公営住宅を活用したグループホームの改修費について、国の
社会福祉施設整備費国庫補助金制度を用いて改修費用を助
成する。

引き続き、社会福祉施設整備費国庫補助金を活用して実施する。 3-1（３）⑤

グループホーム等への運営支援 障がい福祉課 実施中 グループホーム運営補助金を交付している。 引き続き、市内グループホーム事業所に対して実施する。 3-1（３）⑤

3-1（３）
②・④

(2)高齢者・障が
い者の自立した
暮らしを支える
住宅づくりの促

進

住宅改造に対する支援

（３）多様な主体
とのネットワーク
による住まい・
まちづくりの支

援

（１）住まいの情
報提供・相談体
制の充実

基本目標２　ニーズに応じた居住選択ができる住まい・まちづくり

（１）子育て支援
に向けた住ま
い・まちづくり

現行計画「優先的に取組む施策」の進捗状況表

（２）住まい・まち
づくり学習の充

実
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人権政策課 実施中 継続

入居拒否等による人権侵害については、問題が潜在化しているため、人
権擁護委員による相談を含めた人権相談事業で対応できるよう、引き続き
周知・啓発する必要がある。
また、土地取引等における差別の解消などに向け、大阪府と連携して人
権問題に取り組む「宅地建物取引業人権推進員制度」の普及に努めるとと
もに、宅地建物取引業者が参加できる人権研修を行っており、今後も引き
続き人権に対する正しい知識の普及・啓発に努めていく。

4-1（１）③

文化国際課 実施中 継続
民間賃貸住宅に入居を希望する外国人市民の円滑な入居を支援するた
めに、引き続き入居を支援する国交省のセーフティネット住宅情報検索シ
ステムや、大阪府のあんぜん・あんしん賃貸検索システムの周知を行う。

4-1（１）②

地域福祉政策
課

実施中

・窓口への事業チラシの配架
・生活援護資金の相談過程において、必要に応じ、同制度の
情報提供を行う。
・福祉生活相談支援事業の相談支援過程において、必要に応
じ社会資源として活用している。

国交省のセーフティネット住宅情報検索システムや、大阪府のあんぜん・あ
んしん賃貸検索システムを利用できない方へ対応の工夫が必要である。
まだまだ、利用できる住宅自体が少なく、本人の希望条件にあった住宅が
探せない場合があるため、より多くの住宅を登録していただけるよう大家側
への啓発にも力を入れていく必要がある。

4-1（１）②

生活支援課 実施中
生活保護、生活困窮者の相談に対して、賃貸住宅の情報発信
をしている。

生活保護の相談や生活支援相談センターでの相談において、引き続き必
要に応じて情報提供を行っていく。（生活支援課）

4-1（１）②

高齢介護課 実施中
介護保険と高齢者福祉の手引きの配布、事業者情報システム
やホームページ、メルマガでの情報提供を実施している。

利用者が適切に介護保険サービス等を利用することができるよう環境整備
を引き続き実施する。

4-1（１）②

障がい福祉課 実施中
「障がい者ふくしのしおり」やホームページでの情報提供を実施
している。

利用者等が障がい福祉サービス等の制度を利用することができるよう環境
整備を引き続き実施する。

4-1（１）①

こども政策課 実施中 継続
子育て世帯に対しての普及・啓発のため、今後も引き続き大阪あんしん賃
貸支援事業の情報提供を行っていく必要がある。

4-1（１）②

住宅政策課 実施中
窓口でのチラシの配架、サービス付き高齢者向け住宅の情報
提供を実施。

今後も積極的な情報提供に努めていきたい。 3-1（３）④

住宅困窮者向け優先入居の募集 住宅管理課 実施中
優先入居の一つとして住宅困窮者向け入居者募集を実施し、
住宅困窮度が高い世帯を対象に住宅困窮度評定を用いて募
集を行った。

今後は、多様化する困窮状況の変化に対応した的確な評定ができるよう、
内容の見直しを行う。

4-2（１）①

低層階への住替えの実施 住宅管理課 実施中
高齢、障がい等で階段昇降が著しく困難な者について低層階
又はＥＶ付住宅へ住替えをあっせんしている。

高齢、障がい等で階段昇降が著しく困難な者について低層階又はＥＶ付
住宅へ住替えをあっせんしている。今後は、世帯人員の変更等が生じた世
帯等も対象に加え、中層階への住替えをあっせんすることで、低層階の空
き住戸を増やしていく。

4-1（１）②

同居承認及び入居承認制度の見直し 住宅管理課 完了 承認要件を厳格化の方向で見直し、要綱を改正した。
今後は、性の多様性に関する理解の深まりから、性的マイノリティの方にも
配慮した制度の見直しが求められる。

―

公営住宅以外の公的賃貸住宅等への斡旋 住宅管理課 実施中

公共の住宅案内用文書を窓口に設置するとともに、相談者に
対し、世帯の状況に応じて、他の公的賃貸住宅の案内を行って
いる。また、市営住宅に入居している収入超過者及び高額所得
者に対しても、定期的に案内している。

継続 4-1（１）④

高齢化に対応した管理手法の検討 住宅管理課 実施中

入居者の安否確認ため、年２回、他の機関と連携し、集合ポスト
の見回りを実施している。令和２年度からの指定管理者の選定
において、入居者の高齢化に伴う種々の課題を解決するため
の提案として見守りサービスの提案を受けている。

継続 4-1（１）③

（３）住宅セーフ
ティネットとして
の市営住宅に
よる支援

基本目標３　公民連携による住宅セーフティネットづくり

（１）賃貸住宅市
場における住ま
いの安定確保

大阪あんしん賃貸支援事業、サービス付き高齢者
向け住宅や地域優良賃貸住宅、及び高齢者向け
優良賃貸住宅の普及啓発や情報提供
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基本目標４　ゆとりある良質な住まいづくり

空家活用にむけた研究・調査、計画の策定 住宅政策課 実施中
平成29年度に「八尾市空家等対策計画」を策定し、空家の利活
用についても研究・調査している。補助制度については、策定
済。

中古住宅の購入やリフォーム等に対しての補助制度の啓発を行っていく。 3-1（１）②

老朽化ストックの早期解消に向けた集約建替 住宅管理課 実施中

【集約建替】
・安中住宅（以下、「Y」という）１６号館、Y4～6号館 80戸[H21
年竣工]
・西郡住宅（以下。「N」という）43号館、N1～5号館 80戸[H23年
竣工]

事業コストの軽減や質の向上等を勘案し、従来の工事発注と異なるPFI等
の事業手法を検討のうえ進める必要がある。

4-2（２）①

耐震性・居住性の向上を図るための個別改善 住宅管理課 実施中

機能更新事業計画に基づき、耐震改修工事及び住戸改善工
事を実施。
【耐震工事】
・N30号館工事[H28年]、N店舗付4・5号館[H29年]、N31[H30
年]、N店舗付6号館[H31年]、Y1号館[H31年]、Y店舗付A号館
[H31年]

引き続き機能更新事業計画に基づき、耐震改修工事及び住戸改善工事
を計画的に実施していく。

4-2（２）①

外壁、給排水設備改修 住宅管理課 実施中
機能更新事業計画に基づき、外壁、給排水設備改修工事を実
施。

引き続き機能更新事業計画に基づき、外壁、給排水設備改修工事を計画
的に実施していく。

4-2（２）①

市営住宅における指定管理者制度の導入 住宅管理課 完了
平成29年度に導入し、令和２年度も継続して指定管理者を選
定している。事業者が提案内容どおりに事業を実施しているか
モニタリング等を通じで適宜把握していく。

次回募集時においても、その時の市営住宅をとりまく環境に即して、課題
解決のための提案を事業者に求めていく。

4-2（２）②

耐震診断及び耐震改修費用の助成 住宅政策課 実施中 住マス策定後（H28年３月策定）の助成の実績⇒別紙2のとおり 継続して、耐震化が進むように各種補助制度を実施していく。 1-1①

老朽木造賃貸住宅の所有者等に対する情報提供 住宅政策課 実施中
当該、建物が空家等であれば空き家等の適正管理に基づい
て、情報提供や指導等を実施している。

継続していく。 1-1③

景観計画の的確な運用に向けての市民への意識
啓発（情報発信等）

都市政策課 実施中
毎年６月1日の景観の日に合わせ、６月に市民向け景観パネル
展を実施。また、９月の屋外広告物適正化旬間に合わせ、関係
機関と協力し、啓発パトロールを実施。

引き続き、継続していく。 3-2（２）①

まちづくり活動へのアドバイザー派遣 都市政策課 休止 休止
現在、休止中であるが、校区まちづくり協議会の中で、まちづくりに特化し
た地域の取り組みがあれば事業再開の可能性は有

―

環境に配慮した住宅や暮らし方の工夫・事例につ
いて、イベントやセミナーの開催等による啓発活動

環境保全課 実施中
八尾市内の地域ごとに省エネ講座を開催した。
住宅の断熱効率向上につながる事業として「すまい省エネ相談
会」を実施した。

省エネ講座の事業効果の測定ができていないため、省エネ行動が継続し
ているか把握できる仕組みが必要である。
住宅の断熱効率向上につながる事業は「すまい省エネ相談会」しか実施で
きていないが、市内の工務店等と協働して事業ができたので繋がりを構築
できた。

2-3③
3-3③

太陽光発電促進のための手引きを活用した啓発、
市内の希望世帯に太陽光発電設備設置にかかる
費用の一部を助成

環境保全課 完了
太陽光発電設置のための手引きの作成・配布や住宅用太陽光
発電設備の補助制度などを通じて市内に再生可能エネルギー
を普及させることができた。

本取り組みは短期集中の事業であったが、今後は地域の実状に即した啓
発事業を検討する。

2-3③

基本目標６　住み続けたくなる住みたくなる住まい・まちづくり

基本目標５　安全で安心して暮らせる住まい・まちづくり

（２）良質な戸建
住宅の普及

（５）市営住宅の
居住水準の維
持・向上

（１）災害に強い
住まいづくりの

推進

（１）潤いや美し
さのある住ま
い・まちづくり

（２）環境に配慮
した住まい・まち

づくり
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