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令和４年度 市政運営の基本方針

１

市⺠の安全・安心な日常生活の確保と社会経済活動を取り戻すことにより、市⺠が希望を持っ
て暮らすことができるよう、市⺠に最も近い⾃治体として市独⾃の取り組みを進めます

多様化する⾏政需要への対応、新たな⾏政サービスへの投資を可能とするため、公⺠連携や他
⾃治体との広域的な連携など、ゼロベースでの⾒直しによる市⺠サービスの向上をめざします

市⺠・事業者が必要な⾏政サービスを必要なときに活⽤でき、暮らしや生活、将来の夢や希望
に向かって歩みを加速できるよう、コロナを克服した先にある「成⻑する⼋尾」の実現をめざ
します

経済の活性化と安全・安心の暮らしを同時に実現させるため、新型コロナウイルス感染症対策に取り組
みつつ、⼋尾の成⻑をさらに進めるため、「⼦ども・⼦育て」・「安全・安⼼」・「魅⼒・活⼒」を市
政運営の３つの重要ポイントとして位置づけ

○ 感染症対策

○ 改革と成⻑の好循環

○ 成⻑する⼋尾



一般会計 １１５１億１２４９万６千円
前年度予算⽐ ５.０％増 （５５億４０６万６千円の増）

特別会計 ６７４億６２０８万１千円
前年度予算⽐ ６.７％増 （４２億６９２万５千円の増）

企業会計 ４４３億９１５万４千円
前年度予算⽐ ０.７％減 （ ３億２２８２万４千円の減）

全体合計 ２２６８億８３７３万１千円
前年度予算⽐ ４.３％増 （９３億８８１６万７千円の増）

令和４年度 当初予算額

基⾦残⾼の確保や将来負担に注視しながら、引き続き質の⾼い⾏政サービスを提供し、持続可能な⾏財政運営のため
の財政基盤の確⽴をめざした予算編成を⾏った。
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令和４年度 当初予算額 歳入

３

市税

385億9070万円

地方交付税

128億円

繰入金

40億90万5千円

市債

89億1420万円

国庫支出金

280億4927万9千円

府支出金

95億7396万円

その他

131億8345万2千円

歳入
1151億1249万6千円

令和４年度の歳入予算は、新型コロナウイルス感染症による税収への影響が、大きく表れていないことから、市税が増
加し、また、国が示す地方財政対策の概要に基づき、地方交付税が増加する⾒込みであり、不⾜する財源は、財政調
整基⾦等からの繰り入れなどにより補てんします。

○市税 ７.9％増（２８億１２９９万円の増）
※個⼈市⺠税、法⼈市⺠税、固定資産税等の増 など

○地方交付税 ３７.６％増（３５億円の増）
○繰入⾦ ５.３％減（２億２３５５万３千円の減）
※財政調整基⾦、公共公益施設整備基⾦等の取り崩し など

○市債 ３４.１％減（４６億１２５０万円の減）
※臨時財政対策債、事業充当市債の減 など



令和４年度 当初予算額 歳出

４

令和４年度の歳出予算は、社会保障関係経費として扶助費が減少するものの補助費等及び繰出⾦で増加し、また、
こども総合支援センター整備事業費、文化会館改修事業費などにより投資的経費も増加する⾒込みです。なお、⼈件
費は減少する⾒込みです。

人件費

187億8824万8千円

扶助費

315億9947万4千円

公債費

103億5239万6千円

物件費

120億3485万8千円

補助費等

208億3803万4千円

繰出金

115億8021万7千円

投資的経費

80億8604万2千円

その他

18億3322万7千円

歳出
1151億1249万6千円

○⼈件費 １.７％減（３億３２９１万４千円の減）
○扶助費 ０.５％減（１億６５１９万４千円の減）
※感染症対策医療助成費の増、⽣活保護費の減 など

○補助費等 ６.５％増（１２億８００７万６千円の増）
※訓練等給付事業経費、介護給付事業経費の増 など

○繰出⾦ ４.８％増（５億３１１８万３千円の増）
※後期⾼齢者医療事業特別会計繰出⾦の増 など

○投資的経費 ７.３％増（５億４７７１万８千円の増）
※こども総合支援センター整備事業費、文化会館改修事業費の増 など



令和4年度 当初予算案・市政運営方針

主な重点取り組み

５



こども総合支援センターを10月に開設

⼦どもの発達や児童虐待未然防⽌について早期から適切な⽀援
を⾏うとともに、関係機関との連携や、⾏政内部での⼦ども達
の⽀援に必要な情報の共有を図ることで、切れ目のない相談⽀
援体制を強化します。

事業
概要

６

関連
予算

子育て総合支援ネットワークセンター事業 ５０９８万８千円
こども総合支援センター整備事業 １億９８８９万円
児童虐待対策事業 ２６１万５千円

子育ての不安や悩みの一元的な相談窓⼝の機能を備えたこども総合支援センターを令和4年10月に開設し、子ども
の発達や児童虐待未然防⽌について早期から適切な支援を⾏うとともに、関係機関との連携や⾏政内部での子ども
たちの支援に必要な情報の共有による切れ目のない相談支援体制を強化することで、子どもにとって安心かつ安全な
環境をめざします。

担当課 こども若者部 こども総合⽀援課
０７２－９２４－３９５４



医療的ケア児の保育充実に向けた
保育施設の追加整備

引き続き「待機児童ゼロ」を達成し保留児童対策を進めるため、新た
に公有地を活⽤した保育施設や小規模保育施設を公募するほか、運営
法人の強みを活かした特色ある施設の整備に取り組みます。さらに、
医療的ケア児の保育ガイドライン作成など、公⺠連携
しながら多様な保育ニーズへの対応充実を図ります。

事業
概要

７

関連
予算 認定こども園等整備計画推進事業 １２億１６１万２千円

子ども・子育て支援事業計画に沿って保育施設を整備することで、待機児童解消及び保留児童対策を進めます。令
和４年度（2022年度）は公⽴幼稚園跡地における⺠間による施設整備を追加実施するなど、引き続き公⺠連携
により、保育施設や⼩規模保育施設の整備を加速度的に進め、多様な保育ニーズに応えていきます。

担当課 こども若者部 保育・こども園課
０７２－９２４－９８５７



小規模特認校における特色ある教育の推進

桂中学校区及び高安小中学校区において、市内全域から児童生
徒が通学可能となる「小規模特認校制度」について、令和５年
（ 2023 年）４月からの実施に向けた取り組みを進めます。

事業
概要

8

関連
予算 ⼩規模特認校における特色ある教育推進事業 １３４５万４千円

望ましい就学環境のあり方検討を踏まえ、桂中学校区及び⾼安⼩中学校区において、市内全域から児童⽣徒が通
学可能となる「⼩規模特認校制度」について、令和５年（2023年）4月からの実施に向けた就学手続き等を開始
するとともに、特色ある教育活動を推進します。

担当課 教育委員会事務局 学校教育推進課
０７２－９２４－３８７３



一定の要件のもと、学校を選択できる制度の導入

⾃宅から近い学校や隣接する校区等の学校を選択できる制度に
ついて、令和５年（2023 年）４月からの運⽤開始に向けた取
り組みを進めます。

事業
概要

9

関連
予算 学校適正規模等推進事業 １１９０万３千円

望ましい就学環境のあり方検討を踏まえ、令和５年（2023年）４月から導入する「⼩規模特認校制度」と「指定
校変更の弾⼒的な運⽤」についての周知等、制度導入に向けた取り組みを進めます。

担当課 教育委員会事務局 教育政策課
０７２－９２４－３８８８



不登校の未然防⽌をはじめとした
様々な課題を抱える子どもたちへの支援

福祉に関する専門的知識を持ったスクールソーシャルワーカー
の配置を充実し、教育相談の充実を図り、児童生徒の状況に応
じて学校と医療・福祉に関する相談機関や⺠間機関等が連携し
た取り組みを進めます。

事業
概要

関連
予算 スクールソーシャルワーカー活⽤事業 ９２６万４千円

不登校をはじめ様々な課題を抱える児童⽣徒や保護者に対し、学校と関係機関等が連携した早期支援を推進する
ため、福祉に関する専門的知識を持ったスクールソーシャルワーカーの配置を充実します。

担当課 教育委員会事務局 教育センター
０７２－９４１－３３６５
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いじめから子どもを守る取り組みの充実

⼦どもたちのSOSを迅速に把握する手紙相談の充実や、いじめ
の防⽌に係る学習プログラムの作成等、多角的な視点でいじめ
から⼦どもを守る環境の醸成を図ります。

事業
概要

11

関連
予算

いじめからこどもを守る八尾づくり推進事業 １５６万１千円
いじめ問題対策事業 ５７７万７千円

いじめの未然防⽌、早期発⾒、早期対応・解決につなげるための相談対応や、専門職による学校等へのいじめ問題
の出張研修の実施、いじめ手紙相談の実施回数の増等により、悩みを抱く児童・⽣徒の声を早期に把握し、解決に
繋げるよう、いじめからこどもを守る八尾づくりに引き続き取り組みます。また、いじめに関する教職員研修や児童⽣徒を
対象とする脱いじめ傍観者教育を実施するとともに、いじめの防⽌に係る学習プログラムを作成することで、「いじめをし
ない、させない、許さない」環境の醸成を図ります。

担当課
いじめからこどもを守る課
０７２－９２４－４００８
教育委員会事務局 人権教育課
０７２－９２４－９８５４



令和５年（2023年）９月から
全中学校で全員給食をスタート

全校⼀⻫スタートに向けた施設整備等を進めます。

事業
概要
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関連
予算

中学校給食施設整備事業 ３４９２万１千円
中学校給食管理運営業務 ５８０５万２千円

成⻑期にある中学⽣の望ましい食の実現をめざし、中学校全員給食の令和５年（2023年）９月スタートに向け、
施設整備、および、調理委託業者選定等の手続きを進めます。

担当課 教育委員会事務局 学務給食課
０７２－９２４－３８９０



市保健所・市⽴病院を中⼼とする
万全の感染対策の実施

市保健所として、市⺠の健康・生命を脅かす健康危機事象に対し、
感染状況等を的確に捉え市内医療機関等を含めた各種関係機関と連
携しながら適切な対策を進めます。また、市⽴病院における陽性患
者の入院受け入れ及び検査対応等の取り組みなど、公⽴病院として
の役割を果たす市⺠の命を守る取り組みを着実に進めます。

事業
概要
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関連
予算

感染症対策事業 ６億５１１４万２千円
健康危機事象対策事業 ２０９０万５千円
政策医療の充実 （病院事業会計）

市内の新型コロナウイルス感染拡大防⽌に向けた疫学調査等の実施により、感染症の発⽣予防及びまん延防⽌に
引き続き取り組みます。また、新たな感染症が発⽣した際にも迅速かつ適正に対応できるよう、予防、原因調査、拡
大防⽌及び医療体制の確保など、市内医療機関等を含めた各種関係機関と連携しながら対策を進めます。さらに、
市⽴病院が公⽴病院としての役割を果たすために、陽性患者の入院受け入れ及び検査対応等の取り組みとともに、
救急医療、⼩児・周産期医療、⾼度医療、災害医療（健康危機事象を含む）などの取り組みを着実に進めます。

担当課
⼋尾市保健所
０７２－９９４－６６４４
⼋尾市⽴病院 企画運営課
０７２－９２２－０８８１



消防本部庁舎の移転建替えや市域南⻄部、
南東部をカバーする所署の新設等に向けた取り組み

消防本部庁舎の移転建替えによる機能更新に向けた基本計画を
策定するとともに、市域全域を網羅したバランスの取れた消防
体制の構築をめざします。

事業
概要
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関連
予算 消防庁舎機能更新事業 ４６０５万５千円

令和３年度（2021年度）に策定した八尾市消防庁舎建設基本構想に基づき、消防本部庁舎の移転建替えに
よる機能更新に向けた基本計画を策定するとともに、市域全域を網羅したバランスの取れた消防体制の構築をめざし
ます。

担当課 消防本部 消防体制整備室
０７２－９９２－２１０４



地域における防災⼒の強化

災害から市⺠のいのちと暮らしを守るため、各地域の特性や想
定される災害に応じた地区防災計画の策定を、災害時要配慮者
への取り組みを含め、引き続き⽀援します。

事業
概要
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関連
予算

地区防災推進事業 ６２４万８千円
災害時要配慮者支援事業 １３１０万７千円

新たに地区防災計画を策定する地区に対して策定を支援し、策定された地区防災計画の⾒直しや計画に沿った防
災訓練を実施することで実効性のある地域防災活動の取り組みを進めます。また、地区防災計画の策定と併せた避
難⾏動支援の取り組みの充実等を図るとともに、土砂災害警戒区域のある⾼安・南⾼安地区を重点取組地区とし、
「個別避難計画」を活⽤し、必要に応じて福祉事業者等と連携し、避難時の移送支援や福祉避難所へ直接避難が
できるよう体制を構築します。

担当課
危機管理課
０７２－９２４－３８１７
健康福祉部 高齢介護課
０７２ー９２４－３８５４



健康寿命の延伸や地域での健康づくりを推進

大阪大学大学院や大阪がん循環器病予防センター等との連携に
よる、健診・医療等のデータ分析に基づく「糖尿病等生活習慣
病」の予防および健康課題の明確化による健康寿命延伸に
向けた地域での健康づくりを進めます。

事業
概要
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関連
予算 健康づくり推進事業 ６０８万８千円

健康寿命の延伸、並びに一⼈ひとりの健康をみんなで支え守る地域づくりを推進するため、大阪大学大学院や大阪
がん循環器病予防センター等との連携による健診・医療等のデータ分析に基づく「糖尿病等⽣活習慣病」の予防およ
び健康課題の明確化による地域での健康づくり活動を進めます。

担当課
⼋尾市保健所

健康まちづくり科学センター
０７２－９９４－０６６５



誰一人取り残さない相談体制の強化と
地域づくりの推進

地域共生社会の実現をめざし、相談⽀援体制のさらなる強化と、
様々な課題を抱える人の地域での受け皿となる場づくりや、つなぐ
ための⽀援をします。特に、認知症など判断能⼒が低下した人へ
成年後⾒制度の活⽤を進めるなど、誰⼀人取り残さない
包括的な⽀援体制を構築します。

事業
概要

17

関連
予算 多機関連携ネットワーク推進事業 ３４１６万７千円

市⺠の相談が、必要な支援につながり、複合化・複雑化した課題にも関係機関が連携して対応できる「断らない相談
支援」の体制強化を図るとともに、課題を抱えた方が、地域社会に参加しながら⽣活を継続できるよう、支援機関と関
係団体等が連携して支援したり、地域住⺠相互の交流を⾏う拠点の創出に取り組みます。また、それら取り組みの実
施体制を、重層的支援体制整備事業計画として策定します。

担当課 健康福祉部 地域共生推進課
０７２－９２４－３８３５



「親なきあと」も安⼼して生活できる環境づくりの推進

障がい者等が「親なきあと」も安心して地域で生活ができるよ
う、訪問看護ステーションによる市内グループホームへの健康
管理体制の充実⽀援など、地域における障がい者を⽀える
環境づくりを引き続き進めます。

事業
概要

18

関連
予算 地域⽣活支援体制推進事業 １００４万８千円

地域⽣活支援拠点等の機能整備として、訪問看護ステーションによる市内グループホームへの健康管理体制の充実
支援を図るとともに、保護者等が「親なきあと」の支援を考える契機となる研修会等を実施し、地域における障がい者
を支える環境づくりを進めます。

担当課 健康福祉部 障がい福祉課
０７２－９２４－３８３８



孤独や不安を抱える⼥性への支援

コロナ禍で孤独や不安を抱える⼥性が社会との絆・つながりを
回復できるよう、「寄り添い、⽀援する機関」として⼋尾市男
⼥共同参画センター「すみれ」の機能を強化します。

事業
概要

19

関連
予算 男⼥共同参画推進事業 １０８９万９千円

八尾市男⼥共同参画センター「すみれ」の機能を強化し、孤独や不安を抱える⼥性が社会との絆・つながりを回復す
ることをめざすとともに、⼥性が夢や希望を実現し⾃分らしく活躍できるよう寄り添い、支援を⾏います。

担当課 人権ふれあい部 人権政策課
０７２－９２４－３８３０



2025年⼤阪・関⻄万博を活かしたプロモーションの展開

2025年大阪・関⻄万博において⼋尾ブランドをPRし、万博の
波及効果を⼋尾の成⻑に活かせるよう、大阪府や博覧会協会等
と連携した市全体の機運醸成と参画の取り組みを進めます。

事業
概要

20

関連
予算 やおプロモーション推進事業 ５７６万４千円

2025年大阪・関⻄万博で八尾ブランドをPRし、万博の波及効果を八尾の成⻑に活かせるよう、大阪府や博覧会協
会等と連携した機運醸成と参画の取り組みを進めるとともに、多様な主体との連携、広域的な視点により、魅⼒資源
の戦略的プロモーションを推進します。

担当課
やおプロモーション推進
プロジェクトチーム
０７２－９２４－４００２



市⺠・⺠間団体・企業等とともに進める
「映画のまち・やお」の推進

⼋尾のまちのにぎわいの創出と⼋尾の魅⼒を再発⾒し、市⺠の
郷⼟愛の醸成を図るため、新たに創設した「⼋尾市魅⼒ある観
光創造基⾦」を活⽤し、⼋尾市フィルムコミッションとして本
市をロケ地とする映像制作等の誘致を積極的に進めます。

事業
概要

21

関連
予算 観光魅⼒創造事業 １５０万３千円

八尾のまちのにぎわいの創出と八尾の魅⼒を再発⾒し、市⺠の郷土愛の醸成を図るため、令和３年度（2021年
度）に新たに創設した「八尾市魅⼒ある観光創造基⾦」を活⽤し、八尾市フィルムコミッションとして本市をロケ地とする
映像制作等の誘致を積極的に⾏うことにより市⺠・⺠間団体・企業等とともに、「映画のまち・やお」の推進を図ります。

担当課 魅⼒創造部 観光・文化財課
０７２－９２４－８５５５



ものづくり企業の新たな価値創造に対する支援

卓越した技術と魅⼒的な素材を持つ⼋尾市内の中小企業が新た
な価値を生み出すため、共創可能な各業界の企業やクリエイ
ターとのマッチングを⾏い、商品・サービスの開発及び販路開
拓強化への⽀援を進めます 。

事業
概要

22

関連
予算 オープンイノベーション推進事業 ４０４５万１千円

地域内外のオープンイノベーションを推進し、コラボレーションや新規事業・新商品開発の促進と、産業全体のブランディ
ング、次世代を担うクリエイティブ⼈材の育成のための事業展開を⾏います。併せて、中⼩企業のデザイン経営推進の
ため、クリエイター等とのマッチングを⾏い、⾼付加価値化事業を展開するとともに販路開拓強化への支援を進めます。

担当課 魅⼒創造部 産業政策課
０７２－９２４－３８４５



８月に文化会館をリニューアルオープン

リニューアルオープンを機に、誰もが芸術文化につながるまち
づくりの実現をめざし、様々な芸術文化活動の有機的なネット
ワークを形成し、その広がりをめざす取り組みを進めます。

事業
概要

23

関連
予算

文化会館改修事業 １５億８３１５万１千円
芸術文化振興事業 ３６３６万２千円

令和４年（2022年）８月のリニューアルオープンに向け、文化会館の改修⼯事等を⾏います。また、文化会館のリ
ニューアルオープンに併せて、誰もが芸術文化につながるまちづくりの実現をめざすため、様々な芸術文化活動の有機
的なネットワークの形成をめざすための取り組みを進めます。

担当課 魅⼒創造部 文化・スポーツ振興課
０７２－９２４－３８７５



脱炭素型まちづくり（ゼロカーボンシティやお）の推進

市⺠、事業者、⾏政などの多様な主体との協働により、⼦ども
たちの未来に向けた脱炭素社会の実現をめざし、啓発活動や環
境教育を推進します。

事業
概要

24

関連
予算 ゼロカーボンシティやお推進事業 １６２１万７千円

市⺠、事業者、⾏政などの多様な主体との協働により、子どもたちの未来に向けた脱炭素社会の実現をめざし、啓発
活動や環境教育を推進します。

担当課 環境部 環境保全課
０７２－９２４－９３５９



地域における新たな公共交通の取り組み拡⼤

竹渕地域における乗合タクシーによる実証運⾏の分析結果を踏
まえ、他の交通不便地における新たな公共交通ネットワークの
構築に向けた取り組みを進めます。

事業
概要

25

関連
予算 交通政策推進事業 １４３３万５千円

誰もが円滑に移動できるまちを実現するため、⽵渕地域における乗合タクシーによる実証運⾏の分析を踏まえ、他の
交通不便地における新たな公共交通ネットワークの構築に向けた取り組みを進めます。

担当課 都市整備部 都市交通課
０７２－９２４－３８５６



八尾空港⻄側跡地の有効活⽤に向けた
マーケットサウンディング調査の実施

⼋尾空港⻄側に位置する国有地の有効活⽤に向け、都市計画手
法（地区計画等）の検討を進めるとともに、早期売却に向けた
国・大阪府・大阪市等との協議を進めます。

事業
概要

26

関連
予算 国有地等有効活⽤検討事業 ８３４万９千円

八尾空港⻄側に位置する国有地の有効活⽤に向け、マーケットサウンディング調査を実施し、都市計画手法（地区
計画等）の検討を進めるとともに、早期売却に向けた国・大阪府・大阪市等との協議を進めます。

担当課 都市整備部 都市政策課
０７２－９２４－３８５０


