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八尾市立龍華小学校 卒業
八尾市立龍華中学校 卒業
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八尾市議会議員に26歳で初当選、
以後連続3期当選
八尾市長選に出馬 、
35,268票を得たが惜敗
大阪府議会議員に42歳で初当選、
以後連続2期当選
八尾市長に38,076票を得て初当選
全国市長会理事、近畿市長会副会長
を歴任
八尾市長に72,058票を得て当選
（2期目）

田中誠太プロフィール
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八 尾 市 長
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72 不法屋外広告物の撤去や清掃活動、路上喫煙マナーの向上などの取り組みを進めます。
73 ごみの発生抑制やさらなる再資源化に向けた新たな取り組みを検討します。
74 温室効果ガス削減の取り組みや公共施設での太陽光発電設備の設置など再生可能エネルギーの導入促進に努めます。
75 資源ごみの不法持ち去りに厳しく対応できる仕組みづくりに取り組みます。
76 水道施設のダウンサイジングに取り組み、効率的な水道事業運営を進めます。
77 平成 32年度の完了をめざし、八尾市全域で下水道整備を進めます。

環境を意識した暮らしやすい八尾
自然・環境目標5

78 すべての人権が尊重され共に認め合い幸せに暮らせる社会を実現するため、人権尊重のまちづくりを推進します。
79 多言語対応など外国人市民に対するサービスの充実を図り、多文化共生社会の実現に向け取り組みを進めます。
80 平和な社会の実現に向け、未来を担う次世代に平和の尊さを継承する取り組みを進めます。
81 男女がともに活躍する社会の実現に向け施策を推進するとともに、政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に取り組みます。
82 職員が地域の実情に向き合い、ともに地域のまちづくりを進めます。
83 町会加入促進や地域での人材育成支援により、引き続き、地域コミュニティの活性化に取り組みます。
84 コミュニティ推進スタッフの増強やより活用しやすいまちづくり交付金へのステップアップなど、地域活動を積極的に支援します。
85 中学校区にはコミュニティセンターを、コミュニティセンターがない小学校区には校区集会所を計画的に整備します。
86 ワークライフバランスを図るため実効性のあるきめ細かな施策を推進し、男女共同参画に向けた仕組みづくりに取り組みます。
87 ＮＰＯ法人やボランティアなどまちづくりを考えた活発な市民活動を支援します。
88 市民の満足度を高める行政サービスを提供するため、総合計画基本計画（後期計画）を策定し総合計画の実現を図ります。
89 新たな行財政改革プランに基づき、弛みのない行財政改革に取り組みます。
90 限りある資源（人・もの・財源）で最大の効果を生み出せるよう、様々な分野で工夫し、公民協働を推進します。
91 将来世代に過度な負担を先送りすることがないよう、持続可能な財政運営方針を定めます。
92 パブリックコメントや政策形成への市民委員の参画、地域での意見交換会など、積極的に市民の声をお聞きしていきます。
93 市民が安心して相談ができるよう、各種相談業務の連携・強化を図ります。
94 様々な分野で都市間の広域連携や水平連携を推進します。
95 地方分権時代に地域の特色を活かせる自治体として、中核市への移行に取り組みます。
96 活気ある八尾のまちを持続するため、魅力ある子育て環境を整備し、若い世代の流入を促進します。
97 市民の利便性を高めるため電子申請を推進するとともに、ICT（情報通信技術）を活用し、電子自治体を構築します。
98 すべての会計に新地方公会計制度を導入するとともに、電子決裁システムの導入など、効率的な事務執行に取り組みます。
99 八尾市のフェイスブック・ツイッター（SNS) なども利用し、情報公開・情報発信を進めます。

100 マイナンバー制度に着実に対応し、市民の利便性を高める仕組みを構築します。

みんなでつくる八尾
まちづくり・コミュニティ目標6

62 地下鉄八尾南駅前の立地特性を生かし、八尾空港西側跡地において新都市核にふさわしい都市環境を誘導します。
63 近鉄河内山本駅周辺の交通の安全性と利便性の向上に向けた駅前整備に取り組みます。
64 JR 八尾駅前線（ＪＲ八尾駅と25号線の接続）整備の準備に着手するなど、計画的な道路整備に取り組みます。
65 曙川地域における国有財産の処分に伴い、公園整備に取り組みます。
66 道路・橋梁・公園・下水道など都市施設の維持管理・長寿命化を図ります。
67 玉串川や長瀬川、楠根川などの桜並木の良好な景観を保つよう、「さくら基金」を活用し地域と協働で再生・保全に取り組みます。
68 人口減少や高齢化に対応したまちづくりを進めます。
69 農産物の地産地消や魅力発信ができる（仮称）八尾の道の駅の設置に向けて関係機関に働きかけます。
70 地域や市民のニーズに見合った交通手段確保策を積極的に検討し展開します。
71 大阪外環状鉄道の久宝寺駅から新大阪駅までの延伸並びに大阪モノレールの南進を促進します。

田中誠太事務所
〒581-0084 大阪府八尾市植松町5-1-18　TEL：072-993-7715　FAX：072-992-8184　E-mail：info@tanakaseita.jp
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　未来の八尾に向かって、元気なまちを引き継ぐために、今できることは何か。すべきことは何か。
　人口減少社会、超高齢社会の中でも、地域コミュニティに支えられて、子どもたちが夢をもち、元気な市民とともに活気あるまちが動いて
いて欲しい！と私は考えています。誰もが「八尾のまち」に愛着を抱き、住み続けたいと思えるそんなまちづくりを進めるため、「市民・地域が
輝き」、「親切丁寧で効率的な市役所づくり」、「子どもたちの夢や希望」、「誰もが健康で活き活きと過ごせるまち」、「誰もが活躍できるまち」を
今後の目標に掲げ、まちづくりに取り組んでまいる所存です。
　八尾市長として、次なる４年間のまちづくりの方向性「未来都市八尾ーセイタプロジェクト」をお示しし、市民の皆さんと共にまちづくりに
まい進する決意です。

1 地域防災力を強化するため、消防団屯所を更新するとともに、消防団の装備の充実を図ります。
2 防災中枢拠点となる市庁舎の機能更新をはじめ、消防庁舎等の整備・適正配置、水道局庁舎の機能更新に取り組みます。
3 防災リーダー養成などをはじめ、地域のコミュニティ活動として自主防災組織の育成・活動を積極的に支援します。
4 街頭犯罪発生の抑制を図るため、暗がり診断や防犯灯・防犯カメラを活用し、地域活動と連携した防犯対策に取り組みます。
5 自転車マナー向上による交通安全対策に取り組むとともに、関係機関と連携し交通事故件数の削減に取り組みます。
6 市民の利便性の向上を図るため、八尾警察署の移転を大阪府に働きかけます。
7 消費生活トラブルの未然防止と被害者救済のため、消費者教育の推進と消費生活相談機能の充実を図ります。
8 財政負担を平準化し、計画的な公共施設運営を図るため、（仮称）公共施設マネジメント実施計画を推進します。
9 市営住宅への指定管理の導入や特別会計化など、市営住宅の効率的な維持管理・機能更新を行います。

10 日常の見守りやあいさつ運動など、地域で子どもから高齢者までを見守っていただける活動を促進します。
11 出張所等を拠点に地域ぐるみの健康意識の醸成に積極的に取り組み、健康都市宣言につなげていきます。
12 地域を担当する保健師による一人ひとりの健康状態に合わせた個別健康相談体制を充実します。
13 特定健診・特定保健指導を活用し、地域と連携した住民健診を実施し、受診率の向上をめざします。
14 中核病院として市立病院の経営健全化を維持しつつ、急性期医療・救急医療・小児救急・周産期医療等を確保します。
15 八尾で子どもを安心して産むことができるよう、積極的に産科の開業を促進します。
16 河内音頭健康体操やラジオ体操など健康増進事業を推進し、生活習慣病等の予防啓発に取り組みます。
17 見守りと声かけでいのちを守る意識啓発を推進するとともに、自殺予防の相談窓口を充実します。
18 地域包括ケアの構築に向け、中学校区単位で地域包括支援センターを配置し、総合的な日常生活支援に取り組みます。
19 認知症ケアパスを導入するとともに、認知症に対する理解の促進と支援体制を構築します。
20 課題を抱える高齢者を早期に発見し、地域で支えあえるよう見守り体制の整備や孤立化防止に取り組みます。
21 小地域ネットワーク活動を中心に、社会福祉協議会と連携したきめ細やかな福祉サービスに取り組みます。

誰もが安全で安心して住み続けられる八尾
安全・安心目標1

22 健診や予防接種などの成長記録を基礎情報として、切れ目なく子どもの健やかな成長を見守る仕組みづくりに取り組みます。
23 母子ともに健やかな出産ができるよう、妊婦健康診査公費助成制度を拡充します。
24 不安なく子育てできる環境づくりに向けて、（仮称）子育ち親育ち支援センターを設置します。
25 不妊に悩む方が適切に治療を受けていけるよう、相談体制を整え、市独自の助成制度を導入します。
26 保護者の生活スタイルに関らず、子どもたちの育ちを安心して支える「認定こども園」の整備を進めます。
27 幼児教育の質を高め、小学校への接続を意識した子どもの育ちを支える仕組みを整えます。

子どもや若い世代の未来が広がる八尾
子どもの未来目標2

46 観光協会等との連携により、八尾の魅力の情報発信を強化します。
47 平成 30年 4月1日に市制 70周年を迎えるにあたり市制施行 70周年事業を市民とともに実施します。
48 市民の憩いの場となっている高安山の景観保全や歴史民俗資料館の拡張、国史跡指定を受け高安古墳群の保全に努めます。

52 市民の誰もが身近な地域で気軽にスポーツ・レクリエーションに親しむことができるよう、着実に環境整備を図ります。
53 恩智川治水緑地の拡張整備の促進を図り、平常時に利用できるスポーツ施設を整備します。
54 河内音頭や高安能の保存・普及とともに、吹奏楽に触れる機会を創出し、河内音頭・吹奏楽のまち八尾のイメージを高めます。

49 八尾を楽しくする、また魅力を発信するアイデアを募集し、具体化を図ります。
50 芸術・文化を振興するとともに、芸術家・音楽家を支援する取り組みを進めます。
51 龍華コミュニティセンターとの複合施設として龍華図書館を開館し、図書館を４館体制とします。

まちの魅力を高め、発信する八尾
八尾の魅力目標3

55 「ものづくりのまち八尾」を推進するため、工業立地を促進するとともに、販路拡大・技術開発支援などに取り組みます。
56 企業間や大学・研究機関などとの組み合わせによる新たな産業・需要の創出を図り、地域経済の活性化に取り組みます。
57 働きたい方が働けるよう若者、障がい者、女性などの就労支援に取り組むほか、まちの魅力を高め雇用の創出を図ります。

61 大阪外環状線沿いの市街化調整区域において、計画的な土地利用を誘導するため、市街化区域への編入を行います。

58 商店街がまちの元気を生み出すため、まちの賑わいをもたらす、魅力ある個店出店につながるよう支援策を強化します。
59 女性の再就職を支援できるＮＰＯや支援組織を育成します。
60 女性活躍推進会議を設置し、家庭生活を大事にしながら働ける仕組みづくりを事業者と共に考えていきます。

職住近在のにぎわいのある八尾
産業・にぎわい目標4

28 保育を必要とする低年齢児（０～２歳）の待機児童解消策を積極的に展開します。
29 放課後児童室を ( 仮称 ) 地区児童館（キッズルーム）と改称し、「小一の壁」を乗り越えるための支援に取り組みます。
30 （仮称）子育て・教育再生会議を設置し、切れ目のない子どもの発育支援を行います。
31 幼・保一体化の取り組みを進めるとともに、小学校への接続を意識した幼児教育を推進します。
32 （仮称）こどもの夢・希望プランを策定し、未来の八尾創りに積極的に取り組みます。
33 家庭的な課題を抱える児童・生徒に対する支援に取り組みます。
34 家庭教育を支援できる仕組みをつくります。
35 小中学校の普通教室へのエアコン設置やトイレの洋式化（改修）など、子どもたちの学習環境を整え、学びを支援します。
36 平成 27年度末には学校施設の耐震化１００％を達成するとともに、計画的な学校園施設の機能更新を図ります。
37 小中学校の連携を推進するとともに、小中一貫教育に取り組みます。
38 選択制の中学校給食を導入します。
39 障がいのある幼児・児童・生徒に対する教育の充実を図るため、支援学級における特別支援教育を推進します。
40 子どもの学習環境を整えるとともに、児童・生徒一人ひとりの実態に応じたきめ細やかな指導など学力向上に取り組みます。
41 地域の人たちともあいさつができるよう「あいさつ運動」を促進するとともに、豊な心を育む道徳教育を推進します。
42 頑張っている教職員・学校現場を積極的に支援します。
43 子どもたちが歯の健康を守り、日頃から習慣づけができるよう学校園での「はみがき運動」に取り組みます。
44 「いじめは絶対に許さない」との姿勢でいじめ防止への対応や命をはぐくむ教育を推進します。
45 緊急時などに保護者に情報発信が行えるよう、メール発信などの仕組みづくりに取り組みます。
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女性の活躍健康地域分権 行財政改革 未来の八尾創り
5つの基本方針SEITA PROJECTセイタプロジェクト


