
 
 

 

 

 

第 2 章 

第２期八尾市総合戦略（前期戦略） 
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１．国・府の動向 

（１） 国の動向 

わが国では、少子高齢化に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、活力ある日本社

会を維持していくため、平成26（2014）年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定さ

れ、同年12月に平成２７（2015）年度～３１（2019）年度を計画期間とする「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」が定められました。 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、「地方にしごとをつくり、安心して働けるよう

にする」、「地方への新しいひとの流れをつくる」、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望

をかなえる」及び「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を

連携する」を４つの基本目標とし、取り組みを進めてきました。 

この５年間で進められてきた施策の検証を行い、優先順位も見極めながら、「継続は力なり」

という姿勢を基本にし、地方創生のめざすべき将来や、令和２（2020）年度を初年度とする

今後５か年の目標や施策の方向性等を策定するとともに、まち・ひと・しごと創生本部が司令

塔となって、関係省庁との連携をより一層強化し、地方創生の動きを更に加速させていく第２

期総合戦略が策定されました。 

国の第２期総合戦略における方向性として、以下のとおり、次の４つの基本目標と２つの横

断的な目標の下に取り組むこととされています。 

 

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方と政策５原則抜粋 
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（２） 府の動向 

第１期大阪府まち・ひと・しごと総合戦略では、以下の通り、「人口減少傾向を抑制し、将

来予想される人口構造を変える」、「すべての人が活躍できる持続可能な社会システムを再構

築」、「都市としての経済機能や魅力を高め、活気あふれる「大阪」を実現」の３つの方向性

のもと、６つの基本目標を位置付け、平成27（2015）年度～31（2019）年度の５年間を

計画期間として取り組みが進められてきました。 

 

 

 
 

大阪府では総人口が平成22（2010）年をピークに減少に転じるとともに、全国を上回る

スピードで高齢化が進むなど、「人口減少・超高齢社会」に突入しており、平成30（2018）

年度に作成された大阪府の将来推計人口では、今後、総人口は平成27（2015）年～令和27

（2045）年までの30年間で約136万人減の748万人と見込まれています。 

 

そのような中、大阪府では第１期総合戦略の総括として、上記取り組みの結果、具体的目標

のKPI改善に一定の効果が見られるものの、人口減少・少子高齢社会への対応にすぐにつなが

るものではなく、引き続きブラッシュアップを行いながら取り組むことが必要とされています。 

大阪府の第２期総合戦略においても、これまでの３つの取り組みの方向性を継続し、施策を

推進していくこと、そのためには第１期総合戦略で位置づけた６つの基本目標は維持しつつ、

第 1 期総合戦略の振り返りや新たな動きを活かし、取り組みを推進・加速化していくことに

より、計画終了翌年の令和７（2025）年大阪・関西万博の開催に相応しいまちづくりを進め

ていくこととされています。  

（府）人口減少・超高齢社会の到来を、「変革のチャンス」と捉えて改革に取り組む（積極戦略）、

これらがもたらす「将来の備え」を着実に実行（調整戦略）基本的方向性 

 

方向性Ⅰ 若者が活躍でき、子育て安心の都市「大阪」の実現 

基本目標① 若い世代の就職・出産・子育ての希望を実現する環境整備 

基本目標② 次代の「大阪」を担う人づくり 

方向性Ⅱ 人口減少・超高齢社会においても持続可能な地域づくり 

基本目標③ 誰もが健康でいきいきと活躍できるまちづくり 

基本目標④ 安全・安心な地域づくり 

方向性Ⅲ 東西二極の一極としての社会経済構造の構築 

基本目標⑤ 都市としての経済機能の強化 

基本目標⑥ 定住魅力・都市魅力の強化 
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２．総合戦略の基本的考え方 

（１） 八尾市第６次総合計画との関係 

「八尾市第５次総合計画『やお総合計画2020』」の策定からおよそ10年が経過し、市民

の意識や市民を取り巻く環境、本市を取り巻く社会構造は大きく変化しています。 

そのような中で、長期的な視点で総合的かつ計画的な市政運営を進め、限られた行政の経営

資源を有効に活用し最大の効果を上げるため、令和３（2021）年度から令和10（2028）

年度までの８年間を計画期間とする「八尾市第６次総合計画 ～八尾新時代しあわせ成長プラ

ン～」（以下「第６次総計」という。）を策定しました。 

第６次総計の推進により実現をめざす将来都市像を「つながり、かがやき、しあわせつづく、

成長都市 八尾」と設定し、市民の日常生活の場面とライフステージという視点から、市民の

しあわせが実現するための６つのまちづくりの目標を次のとおりとしています。 

 

【まちづくりの目標】 

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 

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 つながりを創り育て自分らしさを大切にしあうまち 

目標６ みんなの力でともにつくる持続可能なまち 

 

第６次総計におけるまちづくりの目標を念頭に置きつつ、第６次総計の計画期間においても

引き続き、人口減少を克服し地方創生を目的として、特に重点的に進めるべき取り組みを位

置付ける総合計画の実行計画として第２期総合戦略を策定します。 

 

図表2-1 第６次総合計画と総合戦略の関係 
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第２期八尾市総合戦略 

（実行計画） 

八尾市第６次総合計画 

実施計画（実行計画） 

八尾市第６次総合計画 
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（２） 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６次総計と整合性を担保する狙いで８年間の計画期間とします。総合計画の基本計画の見

直しとあわせて、総合戦略においても中間年で経済状況や社会情勢の変化に対応した見直しを

実施する予定とし、令和３（2021）年度から令和６（2024）年度の４年間を「前期戦略」、

令和７（2025）年度から令和10（2028）年度の４年間を「後期戦略」とします。 

なお、人口ビジョンについては中長期の人口推計を実施したうえで策定しているものである

ため、大きな経済環境や社会情勢の変化等が無い限り、中間年である令和６（2024）年度に

おいて見直しを実施しない方針とします。 

（３） 基本目標と基本的方向・施策に関する考え方 

平成27（2015）年度に策定した第１期八尾市総合戦略では、八尾市人口ビジョンから見

える本市の現状と課題や、産業関係分野、官公庁関係分野、教育・学識分野、金融関係分野、

労働関係分野、言論関係分野の各種関係機関等の参加を得て開催した八尾市総合計画審議会総

合戦略部会における意見を踏まえつつ、国・府の総合戦略における政策との連動を図りながら、

総合計画におけるまちづくりの考え方に基づき取り組むため、６つの基本目標を設定しました。 

第２期総合戦略に対する国の「継続は力なり」、大阪府の「取組の方向性を継続し、基本目

標は維持。」という考え方を勘案し、本市の第２期総合戦略においても、取り組みの方向性

を継続し、基本目標の大枠は維持することとします。 

これらの基本目標の達成に向け、基本目標ごとに成果を重視した数値目標を設定するととも

に、推進していくべき基本的方向・施策を定め、それぞれに対して進捗状況の検証を行ってい

くための客観的な重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定します。 

また、本市の第２期総合戦略の推進にあたっては、すべての市民に光があたり、誰も取り残

さないための取り組みを進める第６次総計と同じく、持続可能な世界を実現するための国際社

会全体の開発目標であり、地球上の「誰一人として取り残さない」社会の実現をめざすＳＤＧ

ｓの理念を念頭に、そのゴールも見据えたうえで取り組みを進めます。 

さらに、2025年に開幕する大阪・関西万博に向けて、万博のテーマである「いのち輝く未

来社会のデザイン」に資する取り組みを加速化させることにより、地域経済の活性化及びSDG

ｓの達成をめざします。 

なお、これらの取り組みの実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の克服と両立させ

る視点を取り入れ推進していきます。 

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

基本構想

基本計画

実施計画

人口ビジョン（改定版）

第２期総合戦略

総
合
計
画

総
合
戦
略

年　度

８年

前期（４年） 後期（４年）

前期（４年） 後期（４年）

４年（毎年度見直し）

８年

４年（毎年度見直し）



 
 

5 

 

３．人口ビジョンから見える本市の現状と課題 

（１） 地域特性を踏まえた安全安心に過ごせるまちの実現 

・本市の人口は減少傾向にあり、人口構成においては少子高齢化が進むとともに、高齢者

の単身世帯の増加が見込まれることから、災害時も想定し、安全に安心して過ごせるま

ちの実現に向けた施策の展開や、引き続き、身近な地域での支え合いのコミュニティの

醸成が求められます。 

・地域別人口の推移や傾向は、地域ごとに特性のある状況にあり、特性を踏まえた施策の

展開が求められます。また、あらゆる主体が連携して活動し地域課題を解決するために、

これまで地域のまちづくりに関わる機会がなかった多様な市民、地域で活動する企業や

団体などが活動に参加するきっかけを増やすことにより、地域のまちづくりに関わる層

を厚くしていくことが求められます。 

 

（２） いつまでも心身ともに健康に暮らせるまちの実現 

・本市の人口は減少傾向にあり、人口構成において少子高齢化が進み、生産年齢人口の減

少が続くことから、健康寿命を延ばし、誰もが生きがいを持って、活躍できることが社

会の要請ともなっています。そのため、個人の健康づくりが継続できるよう、多様な主

体が連携しながら社会全体で後押しするような、健康を守る取り組みが求められます。 

・新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染等による市民の生命・健康の危機に対 

し、拡大防止や治療等の対策が適切に行われることが必要です。 

 

（３） 若い世代が地域に定着し、将来も見据えた安心して暮らせるまちの実現 

・若い世代の転出予定や転出意向の理由の上位に「就学・就職・転勤」があり、子どもの

可能性を拓く、魅力的な教育環境の整備や、結婚や子育てなどを契機に再び転入し、暮

らしたいと思える環境づくりが求められています。 

・少子化対策に効果がある策として未婚者のニーズが高い支援策は、「結婚に対する支 

援」、「経済的安定化」、「住宅面の支援」となっています。また、希望する子どもを

もつことができていない若い世代がみられるなかで、結婚や出産は個人の自由な決定に

基づくものであることを前提として、子どもをもつことを希望する若い世代が、理想と

する子どもの数を叶えることができるように環境や支援策を整えていくことが必要です。 
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（４） 一人ひとりが個性を尊重され、自分らしく活躍できるまちの実現 

・女性、高齢者、障がい者等すべての市民に光があたり、誰一人取り残されない地域社会

を築いていくことが必要です。また、近年増加傾向にある外国人住民は、今後も増加し

ていくことが見込まれることから、外国人との共生社会づくりを進めていくことが必要

です。 

・誰もが地域や職場において活躍できる環境整備を進めることが必要です。また、様々な

生涯学習・文化・スポーツなどの活動が行われ、地域社会のために活動している人が増

え、市民同士の交流を活発にし、居場所や活躍できる機会の充実が求められます。 

 

（５） しごとの場の充実につながる、活発な産業活動が展開されるまちの実現 

・八尾市産業の半数近くの就業者が市民であり、産業の活力のありようが市民の暮らしに

大きく影響を及ぼすと考えられるため、引き続き、産業の振興を図ることにより、しご

との場の充実を図ることが重要です。 

・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るこ

とを強みとして、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、八尾の産業の稼ぐ力を高めていくため、事業承継

支援を含む既存事業所の継続策や新規事業所の増加に向けた創業支援、成長分野に向け

た支援、企業誘致や企業の流出防止対策等の充実が必要です。 

・新型コロナウイルス感染症への対応等により、事業活動等をはじめとした社会全体にお

いてデジタル化が加速している状況です。今後、行政のデジタル化とともに、事業者の

デジタル化への支援が必要となります。 

 

（６） 大都市近郊の利便性と、歴史文化・自然の豊かさが両立する魅力あるまち

の実現 

・本市は大都市に隣接する利便性と、高安山等の自然や歴史文化の豊かさを味わえる魅力

的な住環境を活かして定住意向を高めるとともに、定住とは違う多様な形で八尾に関わ

る「関係人口」の考え方を活かし、八尾に興味や愛着をもって関わる人々を増やす、定

住につながる裾野の拡大に向けた取り組みについても、市民とともに市全体で進めるこ

とが必要です。 

・2025年大阪・関西万博を見据え、万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイ

ン」に資する取り組みを通じて、まちの活性化を図り、住みよいまちとしてのイメージ

の確立が求められます。 
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４．基本目標 

第２期八尾市総合戦略の推進にあたっては、総合計画におけるまちづくりの考え方や市政運営

における基本方針を踏まえつつ、国・府の総合戦略における政策との連動を図るため、第1期八

尾市総合戦略と同様次の基本目標を掲げ取り組みます。 

 

【基本目標１】 

地域特性をふまえたまちづくりが進み、安全・安心に暮らせるまち 

 

多様な地域特性を踏まえた魅力的な「地域のまちづくり」が進むよう、多様な市民の参加・参

画を推進し、豊かなコミュニティの支え合いの中で自己実現を図り、生きがいの感じられるまち

の実現をめざします。 

そういった地域力の高まり中で見守りネットワークが充実し、誰もが安全に安心して暮らせる

まちとしていきます。 

 

【基本目標２】 

みんなの健康をみんなで守る健康づくりのまち 
 

「みんなの健康をみんなで守る」を合言葉に、市民、地域、事業者、行政で協力し合う、市を

挙げた住民運動とすることで、互いに励まし合いながら取り組みのハードルを下げ、息の長い取

り組みとして定着するよう環境を整え、健康づくりのまちを実現します。 

ライフステージに沿い、健康を意識した生活習慣の定着に向けた施策を展開し、身近な地域を

基点に幅広い実践を重ねながら、地域における「健康コミュニティ」が広がっています。 

 

【基本目標３】 

若い世代が自分の将来を見つめ学び、ライフプランが実現できるまち 
 

若い世代が、自らの将来を想い描く結婚や子育て等のライフプランを持ち、希望を持てる、選

ばれるまちを実現します。 

そのためにも、豊かな地域コミュニティの中で、切れ目なく妊娠・出産・子育て支援が展開さ

れ、良好な住環境が整備されるとともに、未来を切り拓く子どもの可能性が伸びる魅力的な教育

環境を整え、定住志向の高まりにつなげます。 

 

【基本目標４】 

誰もが自分の持つ能力や経験を活かし、地域や職場で活躍できるまち 
 

誰もが生涯にわたって学び、また、これまで培ってきた様々な経験や技能を様々な場面で活か

し、職場や地域のまちづくりで活躍できるまちを実現します。 
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【基本目標５】 

経済成長を推進する、未来志向の産業振興をめざすまち 
 

誰もが、いつまでも生きがいをもって働くことができるよう、創業・起業や事業承継を進め、

「しごと」の場が充実するまちを実現します。 

そのためにも、商工業の交流・連携を進め、付加価値の高い八尾ブランドの浸透を進めるなど、

地域資源を活かした産業振興を進めます。 

 

【基本目標６】 

行ってみたい、関わってみたい、住みつづけたい、魅力があふれるまち 
 

国内外から八尾を訪れてみたい、八尾に関わってみたいという個人や企業・団体が増え、市民

であることの誇りやまちへの愛着の高まりにつなげ、八尾に暮らし続けたいという人を増やして

いきます。 

また、新たな魅力づくりに向けた取り組みや多様な魅力の戦略的な発信を進め、八尾のイメー

ジを確立し、高めるとともに、魅力あふれるまちづくりを推進します。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 期八尾市総合戦略における基本目標 

基本目標５ 

経済成長を推進する、

未来志向の産業振興

をめざすまち 
 

基本目標１ 

地域特性をふまえ

たまちづくりが進

み、安全・安心に暮

らせるまち 

基本目標６ 

行ってみたい、関わっ

てみたい、住みつづけ

たい、魅力があふれる

まち 

基本目標３ 

若い世代が自分の将来 

を見つめ学び、ライフプ

ランが実現できるまち 

 

基本目標４ 

誰もが自分の持つ能

力や経験を活かし、地

域や職場で活躍でき

るまち 

 

基本目標２ 

みんなの健康をみん

なで守る健康づくり

のまち 

 

し

ご

と

の

創

生 

ひ

と

の

創

生 

ま

ち

の

創

生 



 
 

9 

 

（１） 基本目標１  

基本目標１ 

地域特性をふまえたまちづくりが進み、 

安全・安心に暮らせるまち 

 

めざす姿（第６次総計上の施策№－めざす暮らしの姿№）※以下も同様に第６次総計より 

・ 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。

（30－1） 

・ 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。（30－３） 

・ 防災や減災につながる様々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。（17－1） 

・ 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。（17－２） 

・ 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。（18－２） 

・ 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。（23－1） 

・ 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。（23－２） 

・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。（24－１） 

 

指   標 実績値（R１） 数値目標（R６） 

校区まちづくり協議会が多様な主体と連携

した事業数 
４件 14件 

（仮）つなげる支援窓口で支援調整などを

行った件数 
－ 250件 

  

 

 

＜関連する SDGs のゴール＞ 
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基本的方向・施策（施策№―基本方針№） 

(1) 地域特性をふまえたまちづくり 

・各地域においてすべての住民を対象とする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。（30－①） 

・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を行うとともに、地域

住民、地域団体、市民活動団体や大学等、多様な主体との公益性を意識した連携・協力のコーディ

ネートなどの中間支援を充実していきます。（30－②） 

 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

地域活動への参加状況 61.2％ 69.0% 

  

(2) 安全で安心な暮らしができるまちづくり 

・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。（17－③） 

・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。（17－④） 

・「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。（17－⑤） 

・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。（18－⑥） 

・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、様々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、様々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。（23－①） 

・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、災害に備えた計画づ

くりなど、地域における見守りの仕組みづくりを進めます。（23－③） 

・高齢者の生活の自立と生きがいづくりを支援するため、住民運営による通いの場の充実や自主活動

の支援など、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。（24－①） 

・高齢者が尊厳を保ち、自立した暮らしを送れるように、高齢者あんしんセンター（地域包括支援セ

ンター）をはじめとした機関等が連携し、認知症や権利擁護に対する理解への啓発を進めます。ま

た、制度や分野ごとの関係を越えた相談・支援体制の充実に取り組みます。（24－②） 
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KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

地区防災計画策定済み地区数（全28小学校

区） 
0小学校区 28小学校区 

大阪重点犯罪認知件数 295件 245件 

避難行動要支援者名簿「同意リスト」を提

供した小学校区数 
13小学校区 28小学校区 

「高齢者見守りサポーターやお」協力事業

者の登録数 
702事業所 750事業所 

  

 

 

 

 

 

（主な取り組み） 

 

(1) 地域特性をふまえたまちづくり 

・各地域の想いの実現に向けた、地域が主体となったまちづくりへの支援 

・中間支援組織の運営による、各地域と市民活動団体との連携・協力への支援 

 

(2) 安全で安心な暮らしができるまちづくり 

・自主防災組織の結成促進及び支援 

・女性や子どもを狙った犯罪防止の取り組みのほか、防犯活動団体等への支援や人材育成 

・消防団の機能充実及び防災リーダーの養成を図るなど、地域住民との連携による地域防災力を強化する取

り組みの推進 

・地域の様々な相談を包括的に受け止めるための関係機関の連携による支援体制づくり 

・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の中核機関の設置と権利擁護支

援の地域連携ネットワークづくり 

・地域における避難行動要支援者の把握支援や地域との連携による日頃からの見守り体制づくりの推進 

・高齢者見守りサポーターにおける登録事業者の登録の促進及び登録事業者に対し研修等の実施 

・認知症地域支援推進員の配置による、地域の連携や支援体制の充実 
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（２） 基本目標２ 

基本目標２ 

みんなの健康をみんなで守る健康づくりのまち 

 

 

めざす姿（施策№－めざす暮らしの姿№） 

・ 「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。（19－１） 

・ 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。（20－１） 

・ 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。（21－１） 

・ 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。（21－2） 

 

指   標 実績値（R１） 数値目標（R６） 

国民健康保険加入者における特定健康診査

受診率 
29.99% 60.0% 

   

 

基本的方向・施策（施策№―基本方針№） 

(1) 市民主体の健康づくりの推進 

・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。（19－①） 
 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

健康づくりに取り組む市民の割合 48.9% 65.0% 

健康寿命 
男性78.8歳 

女性83.0歳 

男性80.5歳 

女性84.6歳 

  

 

  

＜関連する SDGs のゴール＞ 
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（2）市民一人ひとりの健康づくりを支える環境整備 

・公衆衛生の拠点である保健所として、新型インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症をはじめと

する健康危機事象に的確に対応するとともに、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。（20－①） 

・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。（20－②） 

・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

が医療サービスに関する各種データを活用する中で、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。（21－①） 

・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。（21－④） 
 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

かかりつけ医を持っている市民の割合 76.1% 80.0% 

  

 

 

（主な取り組み） 

 

(1) 市民主体の健康づくりの推進 

・健康日本 21 八尾計画及び八尾市食育推進計画に基づく、市民が主体となった日々の健康づくりの推進

支援 

・大学等との連携による、健康課題とその課題解決に向けた研究分析の実施 

・地域の実情や特性に即した市民主体の健康コミュニティづくりの推進 

・地域拠点における「あなたのまちの健康相談」の実施 

 

(2) 市民一人ひとりの健康づくりを支える環境整備 

・市民の健康・生命を脅かす健康危機事象に対し、地域の関係機関と連携した適切な対策を実施 

・心身の健康に関する個別相談や、指導・助言の実施 

・関係機関と連携した地域医療体制の充実に向けた取り組み 

・地域での健康づくり支援等とあわせて、かかりつけ医等の普及啓発の取り組み 
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（３） 基本目標３ 

基本目標３ 

若い世代が自分の将来を見つめ学び、 

ライフプランが実現できるまち 

 

 

めざす姿（施策№－めざす暮らしの姿№） 

・ 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。（１－１） 

・ 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。（１－２） 

・ 地域全体で子育て家庭を見守り、支援をすることで、家庭環境にかかわらず、すべての子

どもの権利が守られ、体罰のない、心身ともに健やかに育つ環境が整っています。（１－３） 

・ 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。（２－１） 

・ 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。（２－２） 

・ 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。（２－３） 

・ 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、その発展に寄与しています。（３－１） 

・ 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。（３－２） 

・ 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。（３

－３） 

・ 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。（３－４） 

・ 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。（４－１） 

・ 子ども・若者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・若者

が健やかに育っています。（４－２） 

・ 子ども・若者がそれぞれに抱えている様々な事情について、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。（４－３） 

・ 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。（４－４） 

・ 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。（12－１） 

 
 

＜関連する SDGs のゴール＞ 
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指   標 実績値（R１） 数値目標（R６） 

市内で働く保育士・保育教諭数 1,488人 1,710人 

将来の夢や目標を持っている児童・生徒の

割合 
73.5% 78.0% 

 

 

基本的方向・施策（施策№―基本方針№） 

(1) 切れ目のない結婚・妊娠・出産・子育て支援 

・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。（１－①） 

・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。（１－②） 

・児童虐待の早期発見や早期の適切な対応を行うため、引き続き八尾市子育て世代包括支援センター

における乳幼児健診等母子保健事業をはじめとしたポピュレーション・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や地域との連携によるソーシャルワーク機能

を強化します。（１－③） 
 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

総合相談件数 9,683件 12,000件 

地域子育て支援拠点相談件数 2,807件 3,400件 

  

(2) すべての子どもが健やかに育つ環境づくり 

・子ども・子育て支援事業計画で見込んだ保育ニーズを踏まえ、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。（２－①） 

・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、研究・研修の充実を図り、

その成果を発信していきます。（２－②） 

・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。（２－③） 

・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。（２－④） 
 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

教育・保育入所受入れ枠 8,306人 9,314人 

障がい児保育（保育サポート枠）の保育施

設入所児童数 
194人 220人 
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(3) 未来を切り拓く子どもを育てるまちづくり 

・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させるとともに、教育環境の整備や教職員の資質向

上を図り、併せて、子どもたちに対して、効果的な教育活動を行うことができるよう、学校におけ

る働き方改革を進めます。（３－①） 

・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。（３－②） 

・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。（３－③） 

・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、

専門家と連携した当事者双方への相談や支援体制の充実により、早期対応を図ります。（３－④） 

・保護者や地域の意見を参考にしながら、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。

（３－⑥） 

・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。（３－⑦） 

・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、様々

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つくります。（４－①） 

・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。また、若者が成年の意義を理解し、社会の一員として生きることができるよう啓発活動に

取り組みます。（４－②） 

・子ども・若者が抱えている様々な事情について、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。（４－③） 

・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。（４－④） 
 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

幼児教育の取り組みに対する評価を肯定的

に回答した保護者の割合 
92.4% 95.0% 

「学校に行くのは楽しい」と答えた児童の

割合（児童：小学校６年生） 
85.8％ 87.5% 

「学校に行くのは楽しい」と答えた生徒の

割合（生徒：中学校３年生） 
80.5％ 87.5% 

子ども・若者の健全育成に係る事業数 341件 352件 

  

 

 



 
 

17 

 

(4)若い世代のニーズに対応した住まいづくり 

・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、良質な住まいづくりを進めます。

（12－①） 
 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

定住を目的とした住宅の新築・購入・リフ

ォーム等への支援数 
426件 606件 

 

 

（主な取り組み） 

 

(1) 切れ目のない結婚・妊娠・出産・子育て支援 

・妊婦乳幼児健康診査の実施 

・母子保健相談員（助産師）による妊娠・出産についての相談支援 

・不妊・不育症治療を受けている方への治療費の助成 

・結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の充実 

・（仮称）八尾市こども総合支援センターの整備 

・地域の身近な子育て支援拠点の充実 

・就学前施設における在宅児童への子育て支援の実施 

・子育て家庭と地域がつながる仕組みづくりや、子育て支援のネットワークづくりの充実 

・虐待の発生予防、早期発見及び子どもとその家庭への支援の実施 

 

(2) すべての子どもが健やかに育つ環境づくり 

・就学前児童の質の高い教育・保育の実施に向けた施設整備と体制の強化 

・保育者等の資質向上を目的とした研修の実施 

・私立認定こども園等の経営の健全化の支援 

・公立認定こども園の運営の効率化及びサービスの向上の推進 

・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の補助の実施 

・関係機関相互の連携による障がい児保育の研究・推進のため障害児保育審議会の開催 

 

(3) 未来を切り拓く子どもを育てるまちづくり 

・小・中学校及び義務教育学校での英語教育の充実のため英語指導者を配置 

・小・中学校間で連続性のあるカリキュラムに基づく授業実践による教育振興 

・学校におけるＩＣＴ環境の整備 

・就学前施設における教育保育内容の研究 

・在籍校と連携した適応指導教室「さわやかルーム」の運営 

・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 
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・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支援の実施 

・いじめ防止対策の推進 

・弁護士・心理士等の専門職を配置し相談対応等の実施 

・市立小・中学校及び義務教育学校のより良い教育環境の整備及び規模の適正化等 

・子どもや学校の抱える課題解決等に取り組む仕組みづくり 

・放課後児童室の充実 

・放課後や週末における体験活動や地域住民との交流活動の実施 

・子どもの地域活動への参画支援と体制の充実 

・子ども、若者の相談、支援体制の充実と活動の促進 

・地域における青少年の健全育成を図る啓発、情報提供、人材育成の促進 

 

（4）若い世代のニーズに対応した住まいづくり 

・ニーズに対応した住まいとなるよう、中古、既存住宅の取得・リフォーム・耐震化改修支援及び各補助

制度の拡充等の検討 

・空家バンクの活性化及び不動産事業者やＮＰＯ等と連携した空家情報の提供等、既存住宅を循環させる

仕組みづくり 

・子育て世帯の親元への近居・同居の支援等、安心して暮らせる住まいづくりの支援 

・移住・定住できる仕組みについての調査研究 

・移住・定住促進のための情報発信 

・空家等を利用した子育て支援の環境づくりの提案型空家等利活用リフォーム補助制度の検討 

・市営住宅における新婚・子育て世帯向け空家募集 
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（４） 基本目標４ 

基本目標４ 

誰もが自分の持つ能力や経験を活かし、 

地域や職場で活躍できるまち 

 

 

めざす姿（施策№－めざす暮らしの姿№） 

・ 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。（24－１） 

・ 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仕組みをつ

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。（25－２） 

・ 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

かかわらず、すべての人が、自己決定が尊重され社会参加と自己実現を図りながら暮らし

ています。（25－３） 

・ 様々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。（29－１） 

・ 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、性別にかかわらず、すべ

ての人が活躍しています。（27－３） 

・ 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。（29－２） 

・ 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。（31－１） 

 

指   標 実績値（R１） 数値目標（R６） 

住民主体活動に参加している在宅高齢者の

割合 
1.2% 3.0% 

男女共同参画が実現していると思う市民の

割合 
33.2% 34.7% 

  

 

＜関連する SDGs のゴール＞ 
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基本的方向・施策（施策№―基本方針№） 

(1) 一人ひとりが個性と多様性を尊重されるまちづくり 

・高齢者の生活の自立と生きがいづくりを支援するため、住民運営による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。（24－①） 

・高齢者が尊厳を保ち、自立した暮らしを送れるように、高齢者あんしんセンター（地域包括支援セ

ンター）をはじめとした機関等が連携し、認知症や権利擁護に対する理解への啓発を進めます。ま

た、制度や分野ごとの関係を越えた相談・支援体制の充実に取り組みます。（24－②） 

・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。（25－②） 

・障がいのある人の人権が尊重され、障がいの有無にかか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。（25－③） 

・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。（29－①） 
 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

シルバーリーダー養成講座修了者数 43人 80人 

外国人相談事業件数 1,134件 1,500件 

  

（2）誰もが居場所と役割を持ち、活躍する地域社会づくり 

・女性が個性と能力を活かして自分らしく活躍できる環境や機会づくりを進めるとともに、本市も事

業主として、女性の職業生活における活躍を推進し、社会の模範となるべく取り組みを進めます。

（27－⑧） 

・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。（29－②） 

・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。（31－①） 

・「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。（31－②） 
 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

審議会等における女性の登用率 33.0％ 39.0％ 

生涯学習講座の参加者 92,955人 111,000人 
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（主な取り組み） 

 

(1) 一人ひとりが個性と多様性を尊重されるまちづくり 

・高齢者あんしんセンターや地域での介護予防教室の開催 

・介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型・通所型サービスの実施 

・認知症サポーターの養成 

・障がい者福祉作業所アンテナショップの安定した運営の支援 

・障がい者の雇用促進・職業の安定や、相談・支援体制の充実 

・障がい者の社会参加への支援 

・外国人市民相談事業や外国人市民情報提供事業などの生活支援やコミュニケーション支援による地域 

との共生に向けた取り組みの推進 

 

(2) 誰もが居場所と役割を持ち、活躍する地域社会づくり 

・地域活動やコミュニティなどのあらゆる分野で活躍できる女性リーダーの育成支援 

・ワーク・ライフ・バランスの実現など、女性が働きやすい職場づくりに関する取り組み 

・地域での多文化共生事業の推進 

・生涯学習センター等における生涯学習講座の実施 

・文化・スポーツボランティアバンク「まちのなかの達人」冊子とりまとめや活用推進 
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（５） 基本目標５ 

基本目標５ 

経済成長を推進する、 

未来志向の産業振興をめざすまち 

 

めざす姿（施策№－めざす暮らしの姿№） 

・ 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。（10－１） 

・ 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。（10－２） 

・ 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。（９－１） 

・ 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。（９－２） 

・ 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。（９－３） 

・ 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、八尾の産業が全国から注目されています。（９－４） 

 

指   標 実績値（R１） 数値目標（R６） 

立地制度活用による工場立地件数 8件 10件 

産業分野にかかわる関係人口の対基準年度

比率 
100.0％ 125.0％ 

   

 

基本的方向・施策（施策№―基本方針№） 

(1) 全ての人が働く魅力を感じる働く場づくり 

・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。また、就労困難者等に対しては、引き続き、一人ひとりが抱える課題に応じた

支援を行います。（10－①） 

・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。（10－②） 

・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。（９－②） 

・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。（９－③） 
 

＜関連する SDGs のゴール＞ 
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KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

地域就労支援センターにおける相談者の雇

用達成の割合 
44.1% 40.0％ 

  

(2) 既存事業所の安定した経営と事業継続のための支援の推進 

・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。（９－①） 
 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

中小企業におけるイノベーション実践数 － 63事業  

八尾市立中小企業サポートセンター相談件

数 
1,248件 1,300件 

  

(3) 未来志向型の産業振興の展開 

・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。（９－①） 

・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。（９－②） 

・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。（９－③） 
 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

次世代企業家育成において市内企業がメン

ター役を担う割合 
－ 50.0％ 

  

 

 

（主な取り組み） 

 

(1) 全ての人が働く魅力を感じる働く場づくり 

・市民の就業機会の拡充 

・就労困難者等を対象とした、それぞれのレベルに応じた就労に向けた支援の実施 

・女性・高齢者・障がい者・外国人材等の活用といった事業所のダイバーシティ経営と、働き方改革の取

り組み支援 
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(2) 既存事業所の安定した経営と事業の継続のための支援の推進 

・製品・商品の高付加価値化に向けた支援 

・市内製造業者の技術・経営の高度化への支援 

・2025 年大阪・関西万博に向け、市内企業の成長や経済波及効果を活かす取り組み 

・地域経済の好循環につながる消費・投資の促進 

   

(3) 未来志向型の産業振興の展開 

・市内事業者の八尾市外への流出防止や、企業誘致にかかる取り組みの実施 

・市内事業者のデジタルトランスフォーメーションの推進 

・キャッシュレス化をはじめとしたコロナに対応した社会環境整備の推進 

・分野間連携をはじめデジタル技術を活用した新たな地域経済活性化に向けた取り組み 

・インキュベーション施設による創業支援 

・創業支援機関の連携による、各種相談等を通じた創業に関する取り組みの実施 

・実践的な講座から店舗経営を学ぶ機会の提供による、市内での出店の促進 

・市内産業や市内事業者に関する情報発信とブランディングの推進 

・地域商業の活性化に向けた取り組み支援 
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（６） 基本目標６ 

基本目標６ 

行ってみたい、関わってみたい、 

住みつづけたい、魅力があふれるまち 

 

めざす姿（施策№－めざす暮らしの姿№） 

・ 一人ひとりの目的や状況に応じ、様々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。（13－１） 

・ 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。（14－１） 

・ 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。（14－２） 

・ 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。（５－１） 

・ 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。（５－２） 

・ 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。（５－３） 

・ 地域住民との協働等による歴史資産等の保全・活用の取り組みが広がり、貴重な文化財が

受け継がれています。（６－１） 

・ 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。（６－２） 

・ 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。（６－３） 

・ 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。（７－２） 

・ 景観形成と連携し、玉串川（たまくしがわ）や長瀬川沿道等がみどりの豊かさや潤（うる

お）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。（７－３） 

・ 市民の芸術文化活動が盛んに行われています。（８－１） 

・ 街中に芸術文化があふれていて八尾の魅力を感じることができます。（８－３） 

・ 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。（32－２） 

 

指   標 実績値（R１） 数値目標（R６） 

今後も八尾市に住み続けたいと思う市民の

割合 
82.6% 86.0% 

  

＜関連する SDGs のゴール＞ 
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基本的方向・施策（施策№―基本方針№） 

(1) 居住魅力にあふれたまちの整備 

・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。（13－①） 

・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。（13－②） 

・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機

関と連携し取り組みを進めます。（14－①） 

・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。（14－②） 
 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

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 
35.7% 40.0％ 

都市計画道路の整備率 55.2% 56.2% 

  

(2) 市内外への地域資源の発信等によるイメージアップの実現 

・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。（５－①） 

・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。（５－②） 

・市内の多様な主体の連携を深めるとともに、近隣自治体をはじめ様々な自治体や（公財）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や、公民連携をさらに進

めるための体制充実により、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。

（５－③） 

・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。（６－①） 

・歴史資産を活かしたまちづくりの核として、生涯学習や地域での活用のほか市内外への魅力発信が

できるように国史跡高安千塚（たかやすせんづか）古墳群、由義寺（ゆげでら）跡等の整備に取り

組みます。（６－②） 

・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。（６－③） 

・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
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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。（７－②） 

・景観形成と連携して、玉串川（たまくしがわ）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。（７－③） 

・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。（８－①） 

・観光振興と連携した八尾の芸術文化・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。（８－③） 

・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。（32－⑥） 
 

KPI 実績値（R１） 数値目標（R６） 

コト体験型ツアーの参加者の満足度 － 88.0% 

インスタグラムフォロワー数 655人 4,000人 

  

 

（主な取り組み） 

 

(1) 居住魅力にあふれたまちの整備 

・「八尾市地域公共交通計画」に基づいた地域公共交通の維持や利便性向上のための取り組み 

・近鉄河内山本駅周辺の交通結節点機能等の強化 

・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、魅力ある都市環境の誘導 

・都市核などの機能強化を図り、魅力にあふれた計画的なまちの整備、並びに防災性・利便性の向上をめ

ざした都市計画道路に関する取り組み 

 

(2) 市内外への地域資源の発信等によるイメージアップの実現 

・情報誌やインターネット等による八尾の魅力情報の発信 

・八尾を楽しむプログラム「八尾探プログラム」等の提供・実施 

・国史跡を中心とする歴史資産及び利活用を促すための周辺環境の保存・整備 

・八尾の文化、史跡など地域資源の発掘と魅力向上に関する取り組み 

・多様な主体や他の取り組みと連携した歴史資産の保全・活用と魅力の向上・発信に関する取り組み 

・ハイキング道整備等による緑のネットワーク化の推進 

・玉串川等の桜並木の市民・企業との協働による保全・再生に向けた取り組み 

・計画的な文化会館施設・設備の補修及び機能更新 

・芸術文化振興プランの推進を図り、地域文化の魅力の発信の推進 

・大学等に集積する知識や情報、ノウハウを地域づくりに活かすとともに、地域の担い手づくりや活性化

を図る取り組みの実施 

 



 
 

28 

 

５．総合戦略の進行管理および推進体制 

（１） 進行管理 

本市の総合戦略に掲げる、各目標の実現に向けては、基本的方向・施策の考え方に基づく 

取り組みを着実に実施していくとともに、重要業績評価指標（KPI）の進捗状況を基に、実施

した施策・取り組みの効果を検証し、必要に応じて総合戦略を改定していくといったＰＤＣＡ

サイクルにより進行管理を行っていきます。 

（２） 推進体制 

本市の総合戦略の推進にあたっては、庁内連携・庁内調整を図り、行政内部において各目標

の実現に向けた取り組みの進捗や重要業績評価指標（KPI）の達成度等の検証を行うとともに、

庁外の様々な経験や知識を有する方々の意見を聞く場（八尾市総合計画審議会総合戦略部会等）

を開催し、総合戦略の進捗状況に対する意見・提案を頂くこととします。 
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６．八尾市総合計画審議会総合戦略部会 

（１） 開催日時 

第１回 令和2（2020）年11月16日（月）～24日（火）（書面開催） 

第２回 令和2（2020）年○○月○○日（○）～○○日（○）（書面開催） 

 

（２） 総合戦略部会での主要な意見 

①○○○○○○○○○について 

・ 

・ 

・ 

 

②△△△△△△△△△について 

・ 

・ 

・ 

 


