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はじめに 

私が就任して 10 年目にあたる昨年、「まちは人」を改めて実感する出来事があり   

ました。それは、９月９日に開催した第 40 回八尾河内音頭まつりで、「最多人数で踊る

盆おどり」の世界記録を更新した瞬間です。参加者が心を一つにし、一糸乱れぬ手   

さばきと足さばきで踊った姿は、今でも昨日のことのように鮮明に記憶に残っています。 

喜びの瞬間をともに迎えるために、多くの人々が、日々のつながりを活かして参加を

呼びかけ、市内外から八尾に関心を持つ人が集い、知らない人でも踊りを教え合う等、

ともに助け合う姿に敬意を表するとともに、人がつながり、一つのことをともに成し 

遂げる「人の力」の大きさに感動を覚えました。 

今回の世界記録の更新は、声掛けし合える人情の熱い風土や助け合いの文化が、古く

から人々の間で連綿と受け継がれてきた「八尾だからこそ」達成できたことであり、  

まさに、本市が一貫して進めてきた「市民とともに歩む自治」は、このような風土の  

中で培われてきた「市民力」、「地域力」を原動力として「人」が創ってきたものと、   

改めて確信いたしました。また、これまで私が先頭に立ち、「住み慣れた地域で安心  

して暮らしたい」というすべての人の願いを実現するため、市民とともに進めてきた  

「八尾スタイルの地域分権」により自治を育んできたことへの確信と、これからも未来

の八尾づくりを市民とともに創っていくことへの大きな勇気を頂きました。 

そして平成 30 年度（2018 年度）、市制施行 70 周年の大きな節目と、中核市への移行

という新たなステージへと踏み出す飛躍の年を同時に迎えられるまでに、本市の発展を

支えていただいた市民の力と功績の大きさを噛みしめ、「中核市やお」として、「八尾の

気質と伝統」を大切に引き継ぎつつ、「まちは人 やおは人」の理念のもとで、市民と

ともに力強くまちづくりを進めてまいります。 

とりわけ、本市の市政運営の根幹である「八尾スタイルの地域分権」によるまち   

づくりを、次の 10 年間を見据えた取り組みへと高め、人と人とのつながりをきめ細やか

な網目のように張り巡らせ、様々な主体による取り組みを重層的に展開し、すべての 

人の暮らしを守り、生きる喜びと生きがいを感じながら活躍できる地域社会の実現を 

めざします。また、出張所等の地域拠点の機能充実を進める中で、様々な部署の職員が

市民の「生活の場」である地域に入り、多様な機会を通じて人と人とのつながりの状況
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を確かめ、必要なつながりを築き、市民が抱える不安や悩みの深刻化を未然に防ぐ、  

誰もが孤立せず孤独感を感じることのない温かく幸せに暮らせる地域コミュニティを

市民とともに創ってまいります。 

また、これまでの間、地域のまちづくりの要として役割を果たしてきた「校区まち  

づくり協議会」等の活動がさらに広がり、地域の実情に応じた課題解決や将来像の実現

に寄与する取り組みを、地域で独自に展開できるよう支援の充実を図ってまいります。 

また、いち早く地域全体の課題と捉え進めてきた健康づくりは、中核市として「公衆

衛生の拠点」である八尾市保健所において地域保健を新たに担う重責を認識しつつ、 

市民の健康を守り高めるハブ機能を果たし、様々なつながりを活かした取り組みを   

さらに進めるとともに、健康都市宣言を通じて、健康寿命の延伸へさらなる機運醸成を

図ってまいります。 

さらに、「中核市やお」として新たなステージを力強く前進するため、子どもがいき

いきと育つ環境を整えるほか、企業や大学等との連携体制の強化や新たな仕組みづくり、

未来に引き継ぐべき歴史資産の魅力と価値を高める取り組み、都市計画道路八尾富田林

線の整備やＪＲおおさか東線の全線開通を踏まえたまちづくり、近鉄河内山本駅周辺の

整備等長期的な将来のまちの発展と若い世代に選ばれるまちに向けた基盤整備等、未来

を担う子どもや若者を社会全体で育み、すべての人が活躍できるよう、様々な主体と 

連携し、新たな取り組みにも果敢に挑戦し、まちづくりを進めてまいります。 

平成 30 年度（2018 年度）は、私の就任以降に進めてきた様々な施策が花開き、さら

なる飛躍の年としてスタートをきります。この先、10 年、20 年先においても、市民と

ともに歩み続けていくために、これまで築き上げてきた人と人とのつながりや、先人が 

信念を持って成し遂げてきたまちづくりをしっかりと引き継ぎ、今後生じる地域課題 

にも、行政としての責任を十二分に果たし取り組む所存であります。 

このような決意で、「まちは人 やおは人」という考え方のもと、市民が日常生活で  

幸せを感じ、不安や悩みがあっても一人で抱え込まず支えあえる八尾のまちで、夢と 

希望を持って暮らせるよう、市民、地域が躍動し、活気みなぎるまちづくりを積極的に

進めてまいります。 
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まちづくりのネクストステージ“中核市やお” 

中核市として、新たに様々な分野における権限を本市が直接担うことにより、本市

がこれまで積極的に取り組んできた地域分権によるまちづくりをさらに進め、「地域

の実情に応じた個性豊かで活力に満ちた地域社会」の着実な実現をめざします。 

中核市移行後のまちづくりでは、保健所という市民の命と健康を守る「公衆衛生の

拠点」を本市が持つことをはじめ、市民の生活の中での様々なリスクや課題の顕在化

を「未然に防ぐ」「予防する」という大きな役割を担うことになります。そのため、

本市が有する資源を最大限に活かしながら、市民の健康づくりや若い世代の未来を育

む取り組みを、これまで以上に積極的かつきめ細やかに進め、市民の生活をより高み

へと押し上げる「まちづくりのネクストステージ」へと歩みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“中核市やお”としての具体的な取り組み

（１）保健所権限を活かした健康づくりの取り組み

出張所等の地域拠点の保健師等との連携による、健康サービスの提供や各地域健康づくり
活動の充実。

集団食中毒や感染症などといった健康危機管理事象への未然防止及び対応力の強化。

大学等との情報や分析結果の共有による、新たな健康課題の解消に向けた取り組み強化。

本市が持つ中小企業とのネットワークを活かした職域保健への取り組み推進。

など

（２）様々な分野の権限を活かしたまちづくりの取り組み

国制度に基づく特定不妊治療費の助成の実施及び不育症の治療に要した経費の一部助成の
実施。

医療機関との連携強化による出産後に不安を抱える産婦への相談・支援の充実。

市民の大切な命を守る高度救助隊の設置による、災害時等の救助体制の強化。

景観行政団体としての権限を活かした八尾らしい良好な景観づくりの推進。

教職員の研修事務の権限移譲を受け、八尾のまちを愛する教職員や子どもの育成に向けた教
職員の資質向上及び授業改善等の推進。

など

本市が権限を担い、独自性を発揮しつつ実施していく取り組み

“中核市やお”としての具体的な取り組み
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 平成 30年度における市政運営の基本的な考え方 
平成 30 年度（2018 年度）は、市制施行 70 周年と「中核市」への移行という大きな

節目を迎えます。その中で、住民本位の自治をさらに高めるべく、まちづくりの   

原動力となるすべての「人」が、生きがいや生きる喜びを感じ、互いを称えあい、   

また、活躍し、躍動することのできる活気あふれるまちの実現をめざし、「人」の   

動き、「つながり」等にさらに着目する観点で、「まちは人 やおは人」の考え方の  

もと、市政運営を推し進めます。 

そのような考えのもと、「自治を育む地域分権の推進」、「若い世代を育む未来の  

八尾づくり」、「健康づくりの推進」、「男女がともに輝き誰もが活躍するまちづくり」

の４つを基本方針として市政運営を進めます。取り組みにあたっては、市民の生活や 

活動の現状の把握や取り組みによる変化や影響を見据え、「生活者の視点」を意識し

進めていくこととします。また、これまで進めてきている「行財政改革の推進」に  

ついては、基本方針に沿った重点的な施策・取り組みを着実に進めるため、平成 28

年度（2016 年度）に策定した「八尾市行財政改革行動計画」に基づき、引き続き選択

と集中を図りながら計画的に進めていくものとします。 

 

（１）自治を育む地域分権の推進 

市民に最も身近な出張所等の地域拠点の機能充実をより一層進め、すべての市民

が孤立しない、一人で不安や悩みを抱え込まない地域社会の実現をめざします。 

関係機関等との連携のもと、地域で暮らす人々のつながりの状況把握を進め、地域

拠点をはじめ様々な部署の職員が地域へ入り取り組む中で、市民への声掛けや働き

かけを行い、必ずどこかと、誰かとつながり、不安や悩みの深刻化を未然に防ぐ  

地域づくりを進めます。また、このような取り組みから見えてくる個人が抱える 

課題から、改めて地域全体の課題を見つけ出し、行政および地域全体で支える取り

組み・仕組みづくりにつなげていきます。 

とりわけ、高齢化が進む中で、地域の集会所等を活用し相談や集う場を積極的に

設ける等、出張所等の地域拠点へ来訪されることが困難であっても行政や地域の

人々と密接につながることができる機会をつくり、一人でも多くの市民が、孤独を
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感じることなく住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりを進めます。 

また、地域拠点の強みである、地域とのネットワークを最大限活用し、オール  

八尾市で、市民の持つ様々な知識や技能をまちづくりに活かしていけるよう、福祉

分野の人材の掘りおこしや、学んだことがしっかり活かせる、人材育成と活躍の場

を結びつける仕組みづくり等を進めます。 

さらに、地域課題の解決や地域のめざす姿の実現に向けた地域独自の取り組みを

より一層進めるため、「校区まちづくり協議会」の活動の広がりを図る仕組み   

づくり等を進めることにより、行政と市民との協働による、「ともに考え、ともに

行動し、ともにチャレンジする」自治を育む地域分権によるまちづくりのさらなる

推進に取り組みます。 

 

（２）若い世代を育む未来の八尾づくり 

次代を担うすべての子どもが、家庭の経済状況をはじめ、様々な環境に影響  

されることなく、健やかに育つよう、また、若い世代や子どもが欲しいと願う人の

希望が叶えられ、子育て中の保護者が不安なく子育てができるよう、幼児教育・  

保育の充実や保育所待機児童の早期解消に取り組むほか、中核市移行に伴う不妊症

についての権限等も最大限活かし、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

を進めます。 

とりわけ、子どもを生み育てる場面で感じる不安を解消するため、すべての  

妊産婦に助産師や保健師等の専門職がより積極的にかかわるとともに、新たに、 

医療機関との連携のもと、出産後に不安を抱える産婦への相談・支援を充実します。

また、妊産婦と乳幼児等の状況を継続的かつ包括的に支援するため、誰もが気軽に

相談できる「寄り添い型の相談・支援体制」を引き続き充実していきます。 

さらに、身近な場所で子どもやその保護者に寄り添い継続的に支援するため、 

専門職の配置充実や関係機関との連携を強化し、虐待をはじめ深刻な事態の未然 

防止に向け相談の充実を図るとともに、児童虐待等への対応力を強化することで、

子育て家庭の抱える不安や悩みに応え、子どもを守る環境づくりを進めます。 
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さらに、専門職による支援に加え、子育てに対する日々の小さな悩みや不安を 

地域におけるつながりの中で軽減し解消できるよう、専門職と地域で子育てを  

支える人材との連携の仕組みづくりを進めます。また、子育て期等の同じライフ 

ステージにある「人」どうしをつなぎ、それぞれの生活上での経験や悩みの共有や、

日々育っていく子どもの成長を喜び共感しあうことにより、困っていることの解決

につなげることが出来る環境づくりを進め、「人と人とのつながり」により子ども

の心身の健全な育ちを支えるまちづくりを進めます。 

さらに、子どもが安心して過ごせる居場所として、地域拠点を活用し、地域で  

活躍したいと考える市民等の、様々な世代の支えあいにより、悩みや課題を抱える

子どもに寄り添う取り組みを進めます。 

教育分野においては、八尾市教育センターを開所し、中核市移行に伴う教職員の

研修権限を最大限に活かすことにより、「八尾市の教職員を八尾で育てる」という

考えのもと、教職員の資質向上を図るとともに、八尾のまちを愛する教職員や  

子どもを育てていきます。また、「八尾市小中一貫教育基本方針」に基づき、    

すべての中学校区でキャリア教育の視点をいかし、義務教育９年間を見通した一貫

した指導を行い、教育環境の向上に取り組み、「未来を切り拓くチャレンジする  

『八尾っ子』」の育成に取り組みます。 

そのほか、本市が有する歴史資産の魅力を最大限活かしたまちづくりを積極的に

進めます。また、将来のまちの発展につながる基盤整備を着実に進め、次代を担う

若者の夢や希望が実現するまちを創出し、若い世代が住み続けたい、住んでみたい

と思えるまちの実現に向け、取り組みを進めます。 

 

（３）健康づくりの推進 

中核市移行に伴う、八尾市保健所設置を新たなチャンスと捉え、様々な権限を 

活かし、地域が抱える各種の保健上の課題を事前に防ぎ、また、解決していくため、

様々な地域資源や主体をつなげるハブ機能を果たしていくことにより地域保健 

対策を進めます。そして、地域保健における予防の視点を、これまで地域で進めて

きた健康づくりの取り組みにも活かし、市民自らの健康づくりの取り組みが、より
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一層効果的に行えるよう環境を整え、一人ひとりがいきいきと輝いて暮らせる、 

活気あふれる八尾のまちづくりにつなげていきます。また、「みんなの健康をみん

なで守る 市民が主役の健康づくり」の考え方のもと、長年にわたり地域とともに 

進めてきた住民健診等による生活習慣病予防の成果を各地域へ広げるため、大学等

の専門的な知見も受けつつ、生涯を通じた地域ぐるみでの健康づくりを、地域の 

まちづくり活動の一環として、市民、行政、各種団体がより一層連携を深め、誰も

がいつまでも元気に、生きがいを持ちながら暮らし続けることの出来る、地域全体

が健康になる社会をめざす「公衆衛生」の考えを踏まえた健康都市宣言を行います。 

そして、まずは、日常生活の中で常に健康を意識し取り組む状況から、やがては、

市民生活の中での営みとして、健康づくりにつながる取り組みや実践が定着して 

いる状態である「健康文化」へと高めていきます。 

また、「八尾スタイルの地域分権」を進める中で、いち早く地域全体の課題と  

して健康づくりに取り組んできた経験と成果を高齢者の介護予防にも活かし、予防

の視点とコミュニティ政策の視点から取り組みを進め、地域の様々な市民が役割を

持ち支えあい、自分らしく活躍し、生きがいを持ち暮らせるまちをめざします。 

 

（４）男女がともに輝き誰もが活躍するまちづくり 

本市においては、市民とともに「男女共同参画」を着実に進め、市の行政運営に 

おいても女性の活躍に率先して取り組んできた土壌を活かしつつ、性別、年齢に 

関わらず、生涯に渡って男女がともに輝き誰もが活躍できるまちづくりを進めます。 

 また、ビジネスや地域のまちづくり等、様々な場面において、女性の活躍が進む

中、一人ひとりの女性が、その人らしく輝くことができるように、就労・就業支援

の取り組みのほか、一人で悩むことがないように女性のネットワークづくり等の 

取り組みを進めていきます。 

 さらに、防災や環境、福祉をはじめ、様々な分野における取り組みを検討する  

中で、これまで以上に女性の視点を取り入れることで、すべての人が暮らしやすい

まちづくりを進めます。 
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（５）重点取り組みの下支えとなる行財政改革の推進 

平成 30 年度（2018 年度）においては、昨年度に引き続き、「八尾市行財政改革   

行動計画」に基づき、１課１改革の取り組み及び庁内横断的な取り組みを着実に 

進めます。また、さらなる行財政改革を図るべく、取り組みの水平展開及び行政や

財政の仕組み・仕方の見直しの観点から、「事業の集約化」、「様々な内部管理の  

見直し」、「公有財産の有効活用」や「新たな歳入確保の仕組みの導入」等といった、

各分類における新たに計上した取り組みについても並行して推し進め、厳しい財政

状況下、全職員一丸となって計画目標の達成に邁進していきます。 

また、持続可能な行財政運営の実現と市民サービスのさらなる向上を図るため、

国が進める地方行政サービス改革の動向等も踏まえつつ、新たな取り組みの検討を

積極的に進めていきます。 
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◆ 重点施策について 

平成 30 年度（2018 年度）においては、総合計画に掲げる６つのまちづくりの目標実現に  

向け、以下のとおり「第８期実施計画」の重点施策を定め、施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．まちの魅力を高め、発信する八尾 

 

５．環境を意識した暮らしやすい八尾 

 

４．職住近在のにぎわいのある八尾 

「歴史資産などの保全と活用」 

「生涯学習の取り組み」 

「芸術文化の振興」 

「産業政策を活かした「まちづくり」の推進」 

「就業支援と雇用創出」 

「土地の有効利用と都市景観の保全」 

「魅力ある都市核などの充実」 

「公園とまちの緑化による緑のある暮らし」 

「公共交通網の充実」 

「快適な生活環境づくり」 

「人権意識の高揚と差別のない社会の推進」 

「地域のまちづくり支援・地域拠点の充実」 

「市民の社会貢献活動の促進」、「女性活躍の推進」 

「計画行政の推進」、「広域行政の推進」 

「行財政改革の推進」、「行政情報の提供と個人情報保護」 

「健全かつ公正な行財政運営」 

重点施策 

「まちは人 やおは人」を基本に置く後期計画の実現 

【各施策の重点化に際して仕組み・手法の具体化を図る観点】 

 

重点取り組みの下支えとなる行財政改革の推進 

 

【基本方針】 

自治を育む地域分権の推進・若い世代を育む未来の八尾づくり・健康づくりの推進 

男女がともに輝き誰もが活躍するまちづくり 

若者の夢や願いの実現に向けた施策展開 「地域と向き合う施策展開」の加速化 

中核市移行に伴う基礎自治体のあり方を踏まえた施策展開 

生活者の視点 

【将来都市像】 

「元気をつなぐまち、新しい河内の八尾」 

『八尾市第５次総合計画「やお総合計画２０２０」』基本構想の実現 

６．みんなでつくる八尾 

 

１．誰もが安全で安心して住み続けられる八尾 

 「安全なまちをつくる防犯の取り組み」、「安心を高める防災力の強化」 

「災害に強い消防体制づくり」、「安心して暮らせる良質な住まいづくり」 

「疾病予防と健康づくりの推進」、「地域医療体制の充実」 

「ともに支えあう地域福祉のしくみづくり」 

「高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり」 

「生活困窮者への支援」 

２．子どもや若い世代の未来が広がる八尾 

 
「母子保健の増進」 

「地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み」

「保育サービスの充実」 

「次代を担う青少年の健全育成」 

「知徳体のバランスのとれた小中学生の育成」 

「教育機会の均等」 
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○安全なまちをつくる防犯の取り組み 

 「第２次やお防犯計画」に基づき、地域、警察や関係機関の連携・協力体制の強化

を図ります。 

 八尾市自治振興委員会における防犯灯の設置等の取り組みに加え、校区まちづくり

協議会を中心に、地域における防犯の取り組みが活発化している状況を踏まえ、学識

経験者等の見識も採り入れながら、より効果的な防犯施策を展開します。 

 とりわけ、大阪経済法科大学の学生防犯隊との連携の充実、強化を継続し、防犯活

動の担い手づくりを行うことにより、防犯に対する市民一人ひとりの意識を高め、そ

の機運を市域全体へ広げ、犯罪を減らし、誰もが安全で安心に暮らせるまちづくりに

取り組みます。 

 

（主な取り組み） 

■地域防犯活動支援事業 

 

 

○安心を高める防災力の強化 

「八尾市地域防災計画」に基づき、「地域とともに歩む減災」をテーマとして、「災

害に強いまちづくり」と「災害に強い人づくり」を実現するため、各種災害に対する

予防対策、応急対策及び復旧・復興対策がこれまで以上に有効に機能するよう、災害

時要配慮者への対応も含め、事前の備えを進めます。 

とりわけ、自主防災組織の育成として、既存組織の充実強化や校区全体での取り 

組みとして仕組みを変革していく等、日々の生活による知識を活かすため、若い世代

や女性のより一層の自主防災活動への参加を促します。 

また、災害時を見据えた実効性のある動きがとれるよう、避難所運営マニュアルを

作成し、さらなる地域防災力の向上をめざします。 

 

（主な取り組み） 

■自主防災組織の育成事業 

 

（目標１） 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾 1 

10



 

 

 

○災害に強い消防体制づくり 

災害から市民の生命・身体・財産を守り、被害を軽減するため、中核市移行に伴い

高度救助隊を創設するとともに、効果的な消防活動の展開と予防行政および救急救助

体制の充実強化など総合的な消防体制の整備を推進します。 

とりわけ、校区まちづくり協議会・防災協力事業所・消防団・出張所等の地域拠点

との連携を強化し、自主防災組織の災害時における対応力が高まるよう、活動を支援

するとともに、若い世代や女性へのより一層の参加を働きかけるなど、地域防災力の

次世代の担い手として、消防支援ボランティアの育成に引き続き取り組みます。 

さらに、消防団に女性分団を創設し、各地域での女性の視点を取り入れた防火・ 

防災に対する啓発を行うなど、女性団員の活動内容の拡充を図ります。 

 

（主な取り組み） 

■自主防災組織活動支援事業 

■消防団活性化事業 

 

 

○安心して暮らせる良質な住まいづくり 

安心して暮らせる住環境の確保が図られるよう、住情報の発信・啓発を行うと  

ともに、良質な住宅の供給支援や住宅の耐震診断・改修補助を行うほか、市営住宅の

効率的な機能更新を進めます。 

とりわけ、平成 29 年度（2017 年度）に策定した「八尾市空家等対策計画」に     

基づき、これまでに市民から得られた空家情報を活用するなど、管理不良空家に係る

取り組みを進めるとともに、若い世代の住まい確保や起業等につながる空家の利活用

について検討を進めつつ、具体的な取り組みとして、空家等の利活用のセミナーや  

相談会等の開催、空家バンクの開設等を行います。 

また、既存民間住宅のストックを活用するなど、住宅確保要配慮者への取り組みに

向けた実態把握を行います。 

 

（主な取り組み） 

■空家等利活用及び適正管理促進事業 
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○疾病予防と健康づくりの推進 

「健康日本 21 八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画」に基づき、「みんな

の健康をみんなで守る」を合言葉に、健康寿命の延伸を図り、健康を支え守る地域  

社会の実現をめざします。 

とりわけ、市民が主体となった健康づくりに取り組むとともに、健康都市宣言を 

行い、市民とともに行う健康づくりの運動を八尾市の文化にまで高めるため、出張所

等の地域拠点や地域団体と十分に連携しながら、地域の特性に合わせた健康コミュニ

ティづくりを進めます。また、大阪大学大学院等と連携し、生活習慣病予防と介護  

予防の推進を図り、新たな健康課題への対応を進めます。 

さらに、各種がん検診のさらなる拡充に取り組むことで、がん検診の受診率向上を

めざします。また、特定健診の受診率の向上を図るべく、がん検診とのセット検診を

拡充し、早期発見につなげるとともに個人の健康意識の醸成を図ります。 

また、公衆衛生の拠点である保健所の設置および運営が市の責務となる中核市移行

に伴い、医師・薬剤師・獣医師等の専門職員を配置し、より質の高い健康サービスを

提供するとともに感染症等の健康危機事象への対応を強化し、市民の健康を守ります。 

 

（主な取り組み） 

■健康づくり推進事業 

■地域健康づくり支援事業 

■各地域健康づくり支援事業 

■健康増進事業（がん検診） 

 

 

○地域医療体制の充実 

 市民がいつでも安心して適切な医療を受けることができるよう、保健所設置市と 

しての強みを活かしながら、各医療機関がそれぞれの役割分担を果たしつつ、連携 

強化を図るとともに、身近な医療機関で医療を受けることができるよう「かかりつけ

医」、「かかりつけ歯科医」、「かかりつけ薬局」の啓発を行います。また、市立病院は

地域の中核病院及び地域医療支援病院として、地域医療体制の充実をめざします。 

 とりわけ、市立病院において褥瘡ケアや緩和ケアの専門研修を受けた認定看護師の

ノウハウを在宅での看護に活用するなどにより、医療介護連携に貢献することで、 

市民が安心して暮らせるよう医療サービスの向上を図ります。 
 

（主な取り組み） 

■地域医療連携推進事業 
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○ともに支えあう地域福祉のしくみづくり 

 「第３次八尾市地域福祉計画・地域福祉活動計画（後期実施計画）」に基づき、   

八尾市社会福祉協議会と連携し、地域福祉活動の担い手の育成を進め、地域の自主的

な福祉活動の充実を図るほか、社会福祉施設や事業所等の人材確保支援の取り組み等

を通して、住み慣れた地域で住民同士の支えあいが豊かになり、暮らし続けることが

できる地域福祉のまちづくりを進めます。 

 とりわけ、福祉現場等での人材不足に対応すべく、関係機関等と連携しながら人材

の育成を図りつつ、新たな人材を掘りおこし、活躍へとつなげていきます。 

 さらに、出張所等の地域拠点を中心とするネットワークを活かし、支援を必要と 

する人に寄り添いながら、誰もが孤立することなく、いつまでも安心して暮らせる 

よう、関係機関等との連携を高め、地域の見守り活動について、地域の実情に応じ  

避難行動要支援者名簿同意者リストを活用するなど、地域と協働して取り組みます。 

  また、八尾市社会福祉協議会の運営及び財政基盤の安定・強化を図るにあたり、  

幼保連携型認定こども園事業など、主体的な取り組みを積極的に支援します。 

 

（主な取り組み） 

■社会福祉協議会との連携強化 

■福祉人材養成事業 

■支援を必要とする人の把握・見守り体制の充実 
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○高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり 

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らし続けられるよう、高齢者や 

その家族が安全・安心に在宅生活を過ごすための地域の包括的な支援・サービス提供

体制（地域包括ケアシステム）の深化・推進を図ります。 

とりわけ、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを

充実することで、地域で支えあう体制づくりを推進する「介護予防・生活支援サービ

ス事業（総合事業）」を充実します。具体的には、これまでの予防給付制度における

現行相当の生活支援サービスに加え、資格要件を緩和した担い手による家事援助の 

提供や人材の育成を通じ、新たな介護人材の確保を行います。また、専門スタッフに

よる生活機能の状況に応じた予防リハビリを通して、短期集中的に機能回復を図る 

サービスを実施し、地域の支えあいにより高齢者がいつまでも元気で在宅生活が  

できる環境を整えます。 

さらに、医療と介護の連携推進を図るため、医療従事者やサービス提供事業者が 

相談できる在宅医療・介護連携相談窓口を設置し、病院等から退院する人が不安なく

在宅生活を過ごせるようになる環境づくりを進めます。 

 

（主な取り組み） 

■介護予防・生活支援サービス事業【特別会計】 

■在宅医療・介護連携推進事業【特別会計】 
 

 

○生活困窮者への支援 

 生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じて、適切で丁寧な支援や援助を実施 

するとともに、ハローワーク等の関係機関と連携した就労支援に取り組むなど、生活

保護受給世帯の自立を促進していきます。また、最低限度の生活を維持できなくなる

おそれのある人については、生活困窮者自立支援法に基づき、関係機関と連携しなが

ら多様な支援を実施していきます。 

 とりわけ、生活困窮世帯の中学生に対する学習支援の実施箇所数の拡大を図り、 

子ども達の学習機会の提供を充実するだけでなく、貧困の連鎖を断ち切るため、家庭

での学習習慣の定着や学習意欲の向上に向けた支援に加えて、個々に抱える不安や 

悩みに応じた支援を進めます。 

 

（主な取り組み） 

■生活困窮者自立支援事業 
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○母子保健の増進 

子どもを生み育てて良かったと実感できるまちづくりをめざし、母子ともに健やか

な出産ができ、乳幼児の発育状況を見守る環境を整えるべく取り組みます。 

とりわけ、「妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援」のより一層の充実をめざし

て、産婦健診や産後ケア事業を実施し、医学的な診査や産婦及び乳児の心身への支援

を実施して、産後も安心して子育てができる支援体制の確保に取り組みます。 

また、子どもを生み育てる場面で感じる不安の解消と深刻化を未然に防ぐために、

すべての妊産婦に専門職がより積極的にかかわり、支援に必要な実情の把握を進める

とともに、誰もが気軽に相談し、必要な情報を入手できるよう、「寄り添い型の相談・

支援体制」のさらなる充実に引き続き取り組みます。また、市区町村子ども家庭総合

支援拠点と一体的に支援を行うことにより、必要な時に必要な支援を切れ目なく受け

られる体制を整えます。 

さらに、中核市移行を本市の母子保健のさらなる増進を図る機会として捉え、不妊

治療に要する費用について、経済的負担の軽減を図るため、国の制度に基づき、特定

不妊治療費の助成を行うとともに、市独自事業として、不育症の治療に要した経費の

一部を助成し、子どもを生み育てたいという希望が叶えられるよう支援します。 

 

（主な取り組み） 

■妊産婦包括支援事業 

■母子保健相談支援事業 

■不妊・不育症治療費助成事業 

 

 

 

（目標２） 子どもや若い世代の未来が広がる八尾 ２ 
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○地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み 

 「八尾市こどもいきいき未来計画」に基づき、すべての子どもが様々な環境に影響

されることなく健やかに育ち、すべての家庭が安心して子育てできるよう、寄り添い

型の相談・支援体制の充実を図ります。 

 とりわけ、「妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援」の発展を図るうえで、子育

て総合支援ネットワークセンターみらいを市区町村子ども家庭総合支援拠点として

体制整備します。専門職配置の拡大や保健センターにおける「寄り添い型の相談・  

支援体制」と一体的に取り組むことにより、子どもや家庭での子育て全般についての

実情把握や相談、情報提供などの充実を図ります。また、このような体制に加え、  

八尾市要保護児童対策地域協議会を中心に連携をさらに強化しながら、児童虐待の 

予防をはじめ、対応力を強化することにより、子育て家庭の抱える不安や悩みに応え、

子どもを守る環境づくりを進めます。 

 さらに、地域子育て支援センターの増設準備を進めつつ、出張所等の地域拠点での

妊婦や子育て世帯の相談・交流の場に地域人材の参画を加え、公民で手を携え、地域

全体で子どもを見守り育み合う環境づくりを進めます。 

 また、ひとり親世帯等の中学生に対する学習支援の実施箇所数の拡大を図り、家庭

での学習習慣の定着や学習意欲の向上に向けた支援に加えて、子どもが個々に抱える

不安や悩みに応じた支援を進めます。 

 

（主な取り組み） 

■子育て総合支援ネットワークセンター事業 

■地域子育て支援センター事業（地域子育て支援） 

■プレママ・親子相談・交流事業 

■妊娠・出産・育児の切れ目のない支援推進事業 

■子どもの未来応援推進事業 

■児童虐待対策事業 
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○保育サービスの充実 

子どもや家庭の状況に応じた保育サービスを充実し、安心して保育を受けられる 

環境を整えます。 

とりわけ、保育ニーズが高い低年齢児を中心とした保育枠の拡大や、育児休業明け

の保育の対応に積極的に取り組むほか、「就学前施設における教育・保育と子育て  

支援計画」に基づき、質の高い就学前教育・保育や子育て支援を提供するため、公立

認定こども園の整備を進めるとともに、民間施設の認定こども園への移行を引き続き

支援します。加えて、公私連携幼保連携型認定こども園共同事業の推進に取り組み、

待機児童の解消を図ることにより、保護者は働き方に関わらず安心して子育てでき、

子どもは集団の中でより良い環境で健やかに育っていける環境を整えます。 

また、中核市移行により、産休等代替職員費補助事業や保育教諭確保のための  

資格等取得支援事業を本市が実施するなど、保育士等の確保方策を充実し、安心して

保育を受けられる環境を整え、子育て家庭を支えます。 

 

（主な取り組み） 

■認定こども園等整備計画推進事業 

■公私連携幼保連携型認定こども園共同事業推進事業 

■公立認定こども園推進事業 
 

 

○次代を担う青少年の健全育成 

次代を担う青少年が健全に育成されるようすべての子どもが多様な体験・活動を 

行う機会を創出し、安全・安心な居場所を確保できる環境整備を進めるとともに、  

子どもの主体的な地域活動の活性化や子どもの安全確保など地域の多様な活動への

支援の取り組みを進めます。 

とりわけ、すべての放課後児童室入室希望者を受け入れられるよう、亀井地区に 

おいて、学校施設等の活用により整備を進めるとともに、保護者の就労時間に応じた

多様な対応を行う社会福祉法人との連携も図りつつ、放課後児童室整備により、  

保護者の働き方に応じた子どもの安全な居場所づくりを進めます。 

 

（主な取り組み） 

■放課後児童室事業 
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○知徳体のバランスのとれた小中学生の育成 

学校教育全体を通して、規範意識やマナー、自他の人権を尊重する意識と態度を 

育てるとともに、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の育成をはじめ、家庭・

地域との連携、教職員の指導力の向上等、効果的な施策展開を図ります。 

とりわけ、小学校における高学年を対象とした放課後学習を他学年へも拡大すると

ともに、中学校においては、定期試験前や長期休業中の補充学習に学習サポーターを

活用するなどし、取り組みの充実を進め、学習習慣の定着と学習意欲の向上を図り 

ます。 

さらに、４月に開所する教育センターにおいては、中核市移行に伴う教職員研修の

権限を活かし、研修内容の充実を図り、教職員の資質・能力向上を図るとともに、  

授業改善等を推進し、八尾のまちを愛する教職員や子どもを育てます。 

また、「八尾市小中一貫教育基本方針」に基づき、すべての中学校区でキャリア  

教育の視点を活かし、義務教育９年間を見通した一貫した指導を行っていくとともに、

様々な分野の知見も取り入れながら、さらなる本市の教育振興を図るため、義務教育

学校の設置や特別の教育課程を編成して実施する教育課程特例校制度、特定の学校に

ついて他の校区から就学を認める特認校制度の検討をしていきます。 

 

（主な取り組み） 

■学力向上推進事業 

■小中一貫教育推進事業 

■教育研究・研修事業 

 

18



 

 

 

○教育機会の均等 

すべての児童･生徒が安全に、安心して等しく学ぶことができるように、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体制の充実、学びと育ちの  

経済的支援、教育環境の整備の取り組みを進めます。 

とりわけ、子どもを取り巻く環境の複雑化、多様化に対応するためスクールソー 

シャルワーカーを増員し、教育分野に関する知識に加えて、福祉等の専門的な知識・

技術を用いて、不登校やいじめ等の問題行動の未然防止・早期発見につなげると  

ともに、教職員等への研修や具体的な事案へのアセスメント等を通して、生徒指導 

体制の充実を図ります。 

また、教職員が、様々な専門性を持つ人材と効果的に連携することにより、児童・

保護者への支援体制を充実し、不登校やいじめ問題への対応力強化を図ります。併せ

て、学校、地域、出張所等の地域拠点の連携により、保護者や地域の力を学校運営に

活かすとともに、地域全体で子どもの成長を見守る環境づくりを進めます。 

さらに、安全で良好な教育環境の整備を進めるため、中学校の普通教室等への  

エアコン整備や、施設・設備の機能更新、老朽化対策とともに、学校規模等の適正化

に向けた取り組みを進めます。 

 

（主な取り組み） 

■スクールソーシャルワーカー活用事業 

■小・中学校適正規模等推進事業 

■学校施設管理運営業務 

■学校・地域連携推進事業 
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○歴史資産などの保全と活用 

 地域に受け継がれてきた歴史的風土や文化財を次の世代に伝えていくため、歴史

資産のまち‘やお’推進市民会議での議論等を踏まえ、市民とともに歴史遺産を  

活かしたまちづくりに関する構想をまとめ、歴史学習の場としての活用や、市民 

協働による調査・保全活動、情報発信等に取り組みます。 

 とりわけ、『続日本紀』に記載がある弓削道鏡と称徳天皇ゆかりの由義寺跡は、

学識経験者の指導のもと整備に向けた調査を行うとともに、保存を図るために  

公有化に向けて検討します。併せて由義寺跡を市民の資産として認識を高め、多く

の方に知ってもらうためにシンポジウム等を開催し、情報発信を地域とともに進め

ます。 

 また、本市の魅力の一つである国史跡の心合寺山古墳や高安千塚古墳群をより 

多くの人々に活用してもらい地域の活性化につなげていくために山麓部の史跡の

保全を進め、歴史民俗資料館などの施設との連携を推進します。 

  

（主な取り組み） 

■歴史資産のまち‘やお’推進事業 

 

 

○生涯学習の取り組み 
 「八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画」に基づき、すべての市民が生涯を  

通じて自己の人格を磨き、学び続け、そして、学んだことを地域に還元して活躍でき

るまちづくりを進めます。 

 とりわけ、出張所等の地域拠点との連携を一層強化する中で、市民自らが地域の 

課題を考え、まちづくりに資する人材の育成を図る地区生涯学習事業を進めます。 

また、地域において、若者が自らの強みを活かして、子どもたちがスポーツや学習  

など様々な体験ができる機会を創出する活動への支援を進めます。 

 さらに、「まちのなかの達人」が地域で活躍する場の充実を図るため、地域拠点や

学校との連携をより一層進めます。また、家庭の教育力を高めるため、学校・地域  

拠点と連携した学習・啓発を充実します。 

 

（主な取り組み） 

■生涯学習推進事業 

■生涯学習人材バンク推進事業 

 

（目標３） まちの魅力を高め、発信する八尾 ３ 
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○芸術文化の振興 
芸術文化を通じて心豊かに暮らせる文化的なまちを創造していくため、「第２次 

八尾市芸術文化振興プラン」を推進します。 

事業の展開にあたっては、文化会館を拠点とした取り組みに加え、身近な地域で 

芸術文化に親しむ機会を提供します。 

とりわけ、“吹奏楽のまち八尾”のイメージを高めていくため、交響楽団や大学等

との連携による市内中学校吹奏楽部への指導など青少年を対象とした吹奏楽の  

普及・振興を図ります。また、市内中学校・高校吹奏楽部、社会人バンドが一同に   

会し、演奏を披露する吹奏楽フェスティバルをはじめ、市内の公共施設における  

演奏会など身近に吹奏楽に触れることができる機会を提供します。 

さらに、市制施行70周年及び文化会館開館30周年を記念した市民参加の吹奏楽  

コンサートや“八尾のええとこを音楽の力を通して伝えよう！”という思いをこめた

音楽フェスティバル等、芸術文化を通じて八尾の魅力に触れることで、郷土への愛着

を高める取り組みを行います。 

 

（主な取り組み） 

■芸術文化振興事業 
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○産業政策を活かした「まちづくり」の推進 

 長期的な視点に立ち、戦略性を考慮した産業政策を進めるため、「八尾市人口  

ビジョン・総合戦略」に基づき、八尾の地域資源を活用した経済の活性化に向けて

の基盤づくりやイノベーションを創出できる環境づくりを進めます。 

 とりわけ、近鉄八尾駅前の商業施設において、クリエイティブ産業の創出に向け、

ヒト・アイデア・クリエイティブの出会いが加速する企業間交流や、子どもを中心

としたものづくり体験を通し、産業の振興や今後の産業を担う人づくりの場を提供

する推進拠点を整備します。 

 

（主な取り組み） 

■産業人材戦略推進事業 

 

 

○就業支援と雇用創出 

  地域における魅力ある多様な就業機会の創出の重要性に鑑み、「八尾市人口  

ビジョン・総合戦略」に基づく就業支援や市内事業所の人材確保支援のための取り

組みを積極的に進めます。 

  とりわけ、本市の就労支援の拠点施設であるワークサポートセンターの機能充実

により、乳幼児を連れた求職者が利用しやすい環境整備を図るなど、多くの方の 

さらなる就労につなげていきます。 

   さらに、地域就労支援事業においては、相談場所や体制の強化を行うとともに、

パーソナル・サポート事業等、他の事業との連携により、就労困難者等の一人   

ひとりの悩みに応じた支援を行い、誰もがいきいきと働くことのできる社会の実現

をめざし、取り組みを進めます。 

 

（主な取り組み） 

■ワークサポート事業 

 

 

（目標４） 職住近在のにぎわいのある八尾 ４ 
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○土地の有効利用と都市景観の保全 

市街化区域の計画的な土地活用や市街化調整区域の適切な保全を進めます。 

とりわけ、曙川南地区については、本市の魅力を高める由義寺跡という歴史資産 

との調和を図りながら土地区画整理組合への支援を進めます。また、保留区域に  

ついても、地域の特性に応じたまちづくりを地権者と協働し、都市計画の具体的活用

を視野に編入に向けたまちづくりの取り組みを進めます。 

さらに、近畿大学との連携により、人口減少と少子高齢化が著しく進行している 

桂小学校区において、地域課題の解消と若者が集まるような取り組みを様々な世代が

交流する場づくりとして検討を進めていきます。 

また、都市計画道路八尾富田林線の整備促進や八尾空港西側跡地の活用に伴い、 

八尾空港周辺の工業地域における、産業集積の維持発展支援について、都市計画手法

の検討を行います。 

また、中核市移行に伴う景観行政団体としての権限を活かし、八尾市景観計画に 

より、良好な景観形成を図っていきます。とりわけ、八尾らしい景観を保全・育成  

していくため、重点地区指定に向けた検討を行い、地域との協議を進めていきます。 

 

（主な取り組み） 

■都市計画推進事業 

■曙川南土地区画整理事業 

 

 

○魅力ある都市核などの充実 

市民生活の利便性をより一層向上させるため、都市核の都市機能の充実・強化を 

促進します。 

とりわけ、玉串川や桜並木等、地域資源が豊かな地域生活の拠点となる副次核で 

ある近鉄河内山本駅周辺において、関係機関と連携し、交通結節点機能等の充実と、

人が集う憩いの空間の創出を図ることで、市民生活の安全性・利便性を向上させ、人

の流れとにぎわいを生み出し、次代を担う若い世代の定住意向を高め、魅力あるまち

づくりを進めます。 

さらに、新都市核である地下鉄八尾南駅周辺においては、八尾空港西側跡地に  

ついて地域の活力と元気を引き出す「複合機能都市拠点」としての土地の有効活用が

図れるよう引き続き調整を行い、また、防災軸として重要な役割を担う都市計画道路

八尾富田林線について、八尾空港周辺地域における産業集積の維持発展とさらなる 

防災力の向上を図るべく、都市計画の視点から、地域特性を活かしたまちづくりの 

検討を進めます。 

 

（主な取り組み） 

■近鉄河内山本駅周辺整備事業 
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○公園とまちの緑化による緑のある暮らし 

 誰もが出歩きたくなる、みどり豊かな潤いのあるまちの実現に向け、樹林地の保全、

公共施設や民間施設を対象とした緑化を推進し、緑をまもり、つくり、増やし、育て

るという観点から、緑化活動への市民・企業等の参加など、公民協働による取り組み

も引き続き展開し、子どもの遊び場、地域の交流や健康づくりの場として多目的に 

活用される公園については、誰もが快適に利用できるようにユニバーサルデザインを

意識しつつ整備を進めます。 

 とりわけ、曙川小学校区域に位置する近畿財務局合同宿舎跡地の一部を活用した 

曙川公園について、平成31年（2019年）春の開設をめざし、地域住民とのワーク   

ショップ方式による意見交換を踏まえ、市民が「わたしたちの公園」として身近に  

感じることのできるように整備を行います。 

  

（主な取り組み） 

 ■公園・緑地整備事業 

 

 

○公共交通網の充実 

高齢化の進展や路線バスの縮小などによる住民の移動の確保と地域の交通利便性

の向上に向けて取り組みます。 

とりわけ、今後の八尾市における公共交通の充実のために、市内の交通事業者及び

関係機関による公共交通事業者会議において、実施に向けた議論を行うとともに、  

継続的に交通まちづくり懇話会・セミナーを開催します。 

さらに、民間の路線バス事業者と連携し、新規路線の開拓や維持存続のための利用

促進等をはじめとした、既存路線の充実に向けた取り組みを進めるとともに、おで 

かけ支援事業を継続して実施し、その検証を行います。 

そのほか、JRおおさか東線の全線開通、大阪中央環状モノレールの南伸協議に  

ついて関係機関等と連携して協議を進めます。 

  

（主な取り組み） 

 ■交通まちづくり推進事業 
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○快適な生活環境づくり 

「八尾市環境総合計画」の基本方針に基づき、公害の未然防止を図るため、生活  

環境の状況を監視し、工場・事業場などの公害発生源に対する規制を行うとともに、

市民・事業者とのパートナーシップにより、啓発活動等に引き続き取り組みます。 

とりわけ、中核市移行後において、これまでの取り組みの充実や、浄化槽保守点検

業者の登録業務を担うほか、産業廃棄物に係る指導等の業務について、権限を最大限

に活かし、快適な市民生活が確保されるよう、事業者の監視・指導を実施し、産業  

廃棄物の適正処理の徹底が図られるよう取り組みを進めます。 

 

（主な取り組み） 

■産業廃棄物適正処理推進事業 

 

（目標５） 環境を意識した暮らしやすい八尾 ５ 
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○人権意識の高揚と差別のない社会の推進 

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が施行され、人権

課題への意識が一層高まる中で、「八尾市人権尊重の社会づくり条例」及び「第２次

八尾市人権教育・啓発プラン」に基づき、市民一人ひとりが差別されることのない  

地域社会づくりを進めます。また、地域と向き合う施策展開に沿って、八尾市人権  

啓発推進協議会の協力のもと、市内各地区福祉委員会が実施する人権研修を支援する

など、地域に根ざした人権啓発の取り組みを進めるほか、弁護士による専門的な相談

を実施することで、より一層の相談体制の充実を図ります。 

 とりわけ、人権コミュニティセンターにおいては、これまでの取り組みの中で  

培ってきたノウハウを活かした相談事業を展開し、日々の暮らしの困りごとや悩みが

解消できるよう、地域において人と人をつなぎ、市民が住み慣れた地域で安心して 

暮らすことができる地域のまちづくりを進めます。 

 

（主な取り組み） 

■各人権コミュニティセンター相談事業 

 

 

○地域のまちづくり支援・地域拠点の充実 

 総合計画に掲げた「地域分権」の理念を実現するため、第２期「わがまち推進計画」

に基づく各校区まちづくり協議会の取り組みを継続支援するとともに、「地域と向き

合う行政」を実践し、地域とともに、地域のまちづくりを進めます。 

 とりわけ、出張所等の地域拠点においては、地域と向き合う施策を展開する拠点と

して、健康、福祉及び子育て等の市民が抱える不安や悩みを解消するため、初期相談

を受けるとともに、必要に応じて関係部局等との連携を図り解決へ導くなど、行政と

地域をつなげる地域のまちづくり支援の拠点としての機能充実を図ります。 

 さらに、地域拠点の職員が地域にこれまで以上に出向くことにより見えてくる個人

や家庭が抱える課題から地域の課題を見つけ出し、地域全体として支える取り組みに

つなげ、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域のまちづくりを進めます。 

また、地域独自の取り組みをより一層進めるため、地域で活躍したいと考える人が

活躍できる機会を提供するとともに、次代を担う人材育成を地域とともに進め、  

「たずねる、よりそう、つながる」地域拠点として取り組みを実践していきます。 

 さらに、竹渕コミュニティセンターの開所に向けて、移転準備を進めます。 

 

（主な取り組み） 

■地域分権推進事業 

■各地域まちづくり拠点事業 

■竹渕コミュニティセンター施設管理 

（目標６） みんなでつくる八尾 ６ 
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○市民の社会貢献活動の促進 

 中間支援を行う八尾市市民活動支援ネットワークセンター「つどい」のコーディ 

ネート機能を充実、強化し、市民の社会貢献活動を促進します。また、校区まち   

づくり協議会をはじめとする地域活動団体とテーマ型の市民活動団体とが連携・協力

できるようしくみづくりを推し進め、市民活動及び地域活動相互の充実を図ります。 

 とりわけ、団体間の交流促進や連携・協力につながるネットワークを構築するため

のシンポジウムの開催などを通じ、多様な主体の連携強化や事業発展の支援を行い 

ます。あわせて、団体相互の親和性を深める場を設け、地域型とテーマ型の団体が  

交わる機会づくりに取り組みます。 

 また、ＮＰＯ法人の認証等事務について円滑に遂行し、八尾市市民活動支援ネット

ワークセンター「つどい」における相談機能の充実、強化を継続します。 

 

（主な取り組み） 

■市民活動支援事業 

 

 

○女性活躍の推進 

 人口減少社会を迎え、生産年齢人口が減少する中、女性がこれまでのキャリアを 

通じて培ってきた経験や技能を活かし、ライフスタイルに応じた多様な働き方や活躍

の場を選択できる取り組みが求められており、様々な場面での女性活躍を推進して 

いくことで男女がともに輝き誰もが活躍するまちづくりを進めていきます。 

とりわけ、「八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参画基本計画」に   

基づくあらゆる分野における女性活躍の推進として、何かはじめたいと考える女性が

交流し、行動する勇気やきっかけを得られるような場づくりや、すでに地域で活躍 

する女性による情報交換やネットワークづくりに取り組み、女性の多様な活躍を応援

していきます。 

また、女性の視点をこれまで以上にまちづくりに活かすほか、男性の暮らし方・  

意識の変革、事業者の働き方の見直しやワーク・ライフ・バランスを推進し、女性  

のみならず、すべての人が暮らしやすいまちづくりにつなげていきます。 

 

（主な取り組み） 

■「すべての女性が輝くまち八尾」実現事業 
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○計画行政の推進 

 将来都市像「元気をつなぐまち、新しい河内の八尾」の実現をめざし、「選択と   

集中」を図りながら「八尾市第５次総合計画」を推進し、また、「八尾市人口     

ビジョン・総合戦略」に沿って、住み続けたい、住んでみたいまちにつなげる取り  

組みを進めます。 

 とりわけ、平成 32 年度（2020 年度）を最終年度とする第５次総合計画の評価・   

総括を実施し、以降の中長期の本市のまちづくりの根幹となる第６次総合計画の策定

について市民とともに取り組みます。 

さらに、市制施行 70 周年について、若者会議の提案実現事業や市民提案事業、   

民間事業者による協賛事業等、市民とともに祝う取り組みを実施します。また、   

これらの周年事業との相乗効果により、住んでいる人が今後も住み続けたいと感じる

定住魅力を高める取り組みを推進し、若い力をみんなで育み地域全体が活気に   

あふれるまちづくりにつなげていきます。 

 また、「八尾市公共施設マネジメント実施計画」に基づき、公共施設の維持や機能

更新についての取り組みを進めるほか、市内及び周辺の大学との連携による、若い 

世代の視点や専門知識を活かした地域活性化の取り組みを進め、八尾市に関心を持つ

人を増やしていきます。 

  

（主な取り組み） 

■総合計画の推進          

■公共施設マネジメント事業     
■大学等地域連携推進事業 

■市制施行 70 周年記念事業 

 

 

○広域行政の推進 

大阪市、東大阪市、柏原市など近隣市との連携強化を図るほか、人口減少、少子  

高齢化が進む時代にあっての行政運営における広域的な都市間連携のあり方に  

ついて検討するとともに、様々な行政分野における連携をさらに進め、事務の共同 

処理をはじめとした広域の視点に立った市民サービスの向上をめざします。 

とりわけ、遠隔地での都市間連携による、共通の行政課題に対する解決策の検討や、

各市の持つ地域資源や魅力等を最大限活用した市内外への発信の取り組みや仕組み

づくりを進めます。 

 

（主な取り組み） 

■広域行政の推進 
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○行財政改革の推進 

限りある行政資源を最大限活用するため、引き続き「選択と集中」を徹底し、行政

や財政の仕組み・仕方を見直し、持続可能な行財政運営を行うべく、全庁的に行財政

改革の一層の推進を図ります。 

とりわけ、「八尾市行財政改革行動計画」に基づき、取り組みを着実に進めると  

ともに、推進期間の満了を迎える「八尾市行財政改革指針」の改定に向けた検討を  

行っていきます。 

 

（主な取り組み） 

■行政改革推進事務 

 

  

○行政情報の提供と個人情報保護 

誰もが日常生活に必要な行政情報を必要なときに手に入れることができるよう、市

を挙げて、分かりやすく、伝わりやすい市政情報の発信に取り組んでいくとともに、

引き続き市が保有する個人情報のより一層の保護の徹底を図ります。 

とりわけ、必要とする情報を探しやすいよう市のホームページを改修するとともに、

市民に身近な情報を手軽に入手できるアプリを導入し、誰もが必要な情報を、より 

簡単に手に入れることができる環境づくりに取り組みます。そのほか、ＦＭちゃおや

フェイスブック、ツイッターといったＳＮＳなど、多様な情報発信媒体の特性や利点

を活かした効果的な情報発信に引き続き取り組みます。 

また、市の施策や魅力ある資源を市内外により一層強く伝えていくため、庁内及び

関係機関等との連携のうえ、様々な手法を活用しながら積極的に情報発信を行います。 

 

（主な取り組み） 

■市政情報の発信 

■広報宣伝活動推進事業 

 

 

○健全かつ公正な行財政運営 

行財政運営方針に基づく持続可能な行財政運営を進めるとともに、わかりやすい 

財政情報の公表を行います。また、歳入確保の取り組みとして、市税の課税客体の  

把握、適正かつ公平な賦課・徴収に引き続き取り組み、とりわけ、ふるさと納税制度

を活用した寄附金の確保に向けた取り組みを充実していきます。 

 

（主な取り組み） 

■歳入確保事務 
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八尾市の財政運営の考え方 

平成 30 年度（2018 年度）市政運営の基本方針である「自治を育む地域分権の推進」

「若い世代を育む未来の八尾づくり」「健康づくりの推進」「男女がともに輝き誰もが

活躍するまちづくり」を基にした重点施策を着実に進めるための財政運営として、 

中長期の視点に立ち、基金残高の確保や将来負担に注視し、財源の確保や負担の  

平準化により、持続可能な行財政運営を確立していきます。 

平成 30 年度（2018 年度）予算については、引き続き「八尾市行財政改革行動計画」

に沿って、国の政策とも歩調を合わせながら、選択と集中により、重点施策へ予算を

重点配分するとともに、中核市としての事務事業を円滑に進めるための予算化を  

図っています。 

平成 30 年度（2018 年）の市全体の予算規模については、2,115 億 569 万 2 千円で、

前年度当初予算額との比較では、37 億 8,764 万 3 千円の減、率で 1.8％の減となって  

います。 

一般会計では、総額 1,035 億 9,732 万 9 千円で、前年度当初予算額との比較で、歳出

性質別では、中核市移行関係経費及び社会保障関係経費の増などに伴い、人件費、  

物件費、扶助費及び補助費等が増となり、全体として 22 億 202 万 7 千円の増、率で

2.2％の増となっています。 

特別会計では、国民健康保険事業では共同事業拠出金などで減、介護保険事業では

保険給付費などで増、後期高齢者医療事業特別会計では広域連合への納付金などで増、

土地取得事業特別会計では土地取得費などで増となり、また、母子父子寡婦福祉資金

貸付金特別会計を新たに設置し、全体として前年度当初予算額との比較では減と  

なっています。 

企業会計では、病院事業では医業費用、企業債償還金などで増、水道事業では営業

費用、建設改良費などで増、公共下水道事業では営業外費用、建設改良費などで減と

なり、全体として前年度当初予算額の比較では増となっています。 

なお、平成 30 年度（2018 年度）予算については、「人」への動き、「つながり」等

にさらに着目する観点で「まちは人 やおは人」の考え方を基本に、「中核市やお」

として、引き続き、市民ニーズを踏まえた行政サービスを、効率的・効果的に提供  

できるよう、市民とともに大きな節目を祝う市制施行 70 周年の記念事業をはじめ、  
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各種の行政サービスを予算化しています。 

基金の活用を前提とした予算化をしていますが、国庫支出金の確保や地方交付税 

措置のある地方債を活用するなど、財源確保に努めるとともに、予算執行にあたって

は、引き続き、効率的な事業運営を徹底し、基金繰り入れを極力抑えられるよう、  

最大限努力していきます。 

 

 

 

 

 
平成 30 年度 

A 

平成 29 年度 

B 

対前年度 

増減額（A-B） 
   増減率 

一   般   会   計 103,597,329 101,395,302 2,202,027 2.2 

特   別   会   計 62,749,623 69,824,073 ▲7,074,450 ▲10.1 

 

国民健康保険事業特別会計 30,387,758 38,569,680 ▲8,181,922 ▲21.2 

財産区特別会計 15,017 4,445 10,572 237.8 

介護保険事業特別会計 24,840,687 24,762,876 77,811 0.3 

後期高齢者医療事業特別会計 6,876,458 6,197,216 679,242 11.0 

土地取得事業特別会計 602,608 289,856 312,752 107.9 

母子父子寡婦福祉資金貸付金 

特別会計 27,095 - 27,095 皆増 

企   業   会   計 45,158,740 44,073,960 1,084,780 2.5 

 

病院事業会計 16,075,625 15,389,063 686,562 4.5 

水道事業会計 9,917,204 9,499,674 417,530 4.4 

公共下水道事業会計 19,165,911 19,185,223 ▲19,312 ▲0.1 

全   体   合   計 211,505,692 215,293,335 ▲3,787,643 ▲1.8 

基本的な視点 

１ 重点施策への予算の重点配分 ５ 無理のない公債費負担 

２ 国庫支出金などの特定財源の確保 ６ 効率的な事業運営の徹底 

３ 地方交付税算入のある地方債の活用 ７ 中長期視点での財政調整基金残高の確保 

４ 財政負担の平準化   

【平成 30年度会計別予算額】 
（単位：千円、％） 
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平成 30 年度 八尾市一般会計当初予算の概要 

 

 
歳入 （単位：千円） 

市税 37,506,400 

国庫支出金 23,242,819 

市債 10,801,700 

地方交付税 10,180,000 

府支出金 7,531,340 

地方消費税交付金 4,674,000 

繰入金 3,809,829 

使用料及び手数料 1,635,664 

分担金及び負担金 1,207,831 

諸収入 1,000,651 

その他 2,007,095 

合計 103,597,329 

 

 

 

<歳出性質別> （単位：千円） 

扶助費 29,439,959 

人件費 18,044,573 

補助費等 17,421,696 

物件費 10,215,894 

繰出金 10,160,706 

公債費 9,830,424 

投資的経費 7,659,373 

その他 824,704 

合計 103,597,329 

 

 

 

 

 

 

<歳出目的別> （単位：千円） 

民生費 56,475,151 

公債費 9,830,424 

総務費 8,886,945 

衛生費 8,754,652 

土木費 8,719,126 

教育費 7,120,104 

消防費 2,190,281 

その他 1,620,646 

合計 103,597,329 

市税

36%

国庫支出金

22%市債

10%

地方交付税

10%

府支出金

7%

地方消費税

交付金

5%

繰入金

4%

使用料及び

手数料

2% 分担金及び

負担金

1%

諸収入

1%

その他

2%

歳入

扶助費

28%

人件費

17%
補助費等

17%

物件費

10%

繰出金

10%

公債費

10%

投資的経費

7%

その他

1%

歳出（性質別）

民生費

54%

公債費

9%
総務費

9%

衛生費

9%

土木費

8%

教育費

7% 消防費

2%
その他

2%

歳出（目的別）
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むすび  

私が、市民の信託を受け、市政を預かりました３期目も、いよいよ最終   

年度を迎えようとしています。１期目には、「聖域なき行財政改革」に取り

組み、２期目には、「未来の八尾創り」、そして３期目には、自治の志を胸に、

情熱を持って誰もがチャレンジできる地域づくりを進め、責任ある「中核市」

への移行をめざす飛躍の時として市政運営を預かってきました。そして、  

昨年には、３期目の初年度から着実に準備を進めてきた中核市への移行に  

ついて、政令公布がなされ、いよいよ本年４月１日に“まちづくりのネク  

ストステージ”へと歩みを進める、「中核市やお」が誕生します。  

この 11 年間、私は、一貫して「地域分権」を掲げ、八尾のまちに脈々と

受け継がれてきた地域力・市民力を肌で感じながら、市民とともに「住民   

本位の地方自治」を進めてまいりました。その中で、地域で活躍して     

おられる様々な世代の方の声をお聞きする場において、「わがまちをより  

よくしたい。住み続けたいまちにしたい。自分の活動に誇りを持ち活動を  

続けたい。」と、瞳を輝かせながら話される、これからの地域のまちづくり

への熱い想いを抱く、数多の市民の皆様と触れあうたびに、まちを想う人々

の希望が連綿と受け継がれ、これまで進めてきた「市民とともに歩む自治」

の道のりが間違いではなかった、との確信に至り、まちづくりの原動力で  

ある「人」の力強さを日々感じています。  

さらに、昨年度に開催した「若者会議」での提案を実現させるべく、今年

度、新たに集った 32 名の若者が、さらに魅力に溢れ、住み続けたい、住ん

でみたい、「わがまち八尾」とするために、いくつもの困難に直面しながら

も、互いに支えあい、一つ一つの壁を乗り越えながら、自らの夢の実現に   

向け邁進する姿に、次代を担う八尾を愛する「人」の力強い躍動を感じ、   

これからも、彼らとともにまちづくりの歩みを進めていきたいと強く思う  

ところであります。  

33



 

昨年度も皆様に申し上げましたが、今、ここであらためて、このような   

若者の思いや力を大切にするために、地域や事業者等のすべての「人」が、

その経験や知恵を加え、温かく見守り、励まし、時には助言していただき、

若い世代の夢を現実のものとし、さらなる夢を抱けるまちとするため、市民

とともに歩み、「まちは人  やおは人」の理念のもと、「市民とともに歩む   

自治」を力強く進めてまいる所存であります。  

そして、すべての「人」により支えられた若者が、やがては新たな「地域

力」の源となり、地域を愛する気持ちや支えあいの大切さを次代へと伝える

「支えあいの好循環」を生み出し、やがては住み慣れた地域でのすべての  

人の幸せな暮らしにつながっていく。  

このような好循環を揺るぎないものとし、市民の幸せとまちづくりを担う

責任ある立場として、これから先も「まちは人  やおは人」の理念のもと、

私が先頭に立ち、市民とともに力強くまちづくりを進めてまいる所存で   

あります。  

新年度の市政運営にあたりまして、議員の皆様、そして市民の皆様と議論

を積み重ねながら、私のリーダーシップのもと、これから先も常に職員一丸

となり、八尾の「元気」をつなぎ、「新しい河内の八尾」の創造を進めて    

まいる所存ですので、ご支援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げ、   

新年度に臨む私の所信とさせていただきます。  
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