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【ご挨拶】
皆様方におかれましては、平素は、私 田中誠太
の政治活動に対しまして温かいご支援とご協力を
賜り、誠にありがとうございます。
さて、私が、皆様の温かいご支援により八尾市
長に再選をさせていただき、市政を預からせてい
ただいた二期目も、いよいよ最終年度を迎えよう
としております。この間、ふるさと八尾のまちづ
くりを進めてくることができましたのも、ひとえ
に皆様方のご支援・ご協力の賜物と深く感謝を申
し上げます。
地域分権
今後とも、八尾
八尾スタイル
八尾スタイルの
スタイルの地域分権を推し進め、
みのない行財政改革
どもたち
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行財政改革と、未来
未来を
未来を担う子どもたち
積極的に投資し
投資し、魅力的なまちづくりを進めて
に積極的に
まいる決意ですので、皆様方のお力添えを賜りま
すよう重ねてお願い申し上げます。
八尾市長 田中誠太

【平成二十六年度市政運営方針について】
市政運営方針では、総合計画に掲げる六つのまちづ
地域分権の推進」
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と、三十の重点施策を定め、六十二の主な取り組みを
示しています。
地域と向き合う施策展開について
施策展開について
◎地域と
各地域では、それぞれの地域の課題を日々の活動の
中で解決に向けて取り組んで頂いている中、市も部局
横断的に連携し取り組む六つの共通テーマを設定し、
地域と向き合う施策を推進してまいります。
①地域での防災・防犯
災害時に実効力のある地域活動となる防災訓練や避
難所ごとのマニュアルの作成などに取り組みます。
②地域とともに育てる子ども
通学路の安全点検や子どもや親の交流の場づくりな
どによる地域子育て支援に取り組みます。
③地域における相談・支援
コミュニティセンターや人権コミュニティセンター
で健康相談をはじめ様々な相談事業に取り組みます。
④地域での支えあい
日頃の地域の見守り体制の充実が、災害時の支えあ
いにつながっていくよう支援していきます。
⑤地域での学び・担い手づくり
各部局が地域に出向き、公開講座などを実施します。
⑥地域の魅力・情報発信
地域文化や玉串川の桜並木の良好な景観など、地域
の財産を次世代に引き継ぐ取り組みを行います。地域
情報や本市の魅力のさらなる発信に取り組みます。

市政運営方針について
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【六つのまちづくりの目標ごとの主な取組み】
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による支援体制を敷き、各地域の活動をサポートし

き、コミュニティ推進スタッフの配置や地域担当制

八尾スタイルの地域分権を進めるため、引き続
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好な景観を地域の財産として永続的に保つよ

実を図ります。また、玉串川等の桜並木の良

き児童の安全を確保するため、取り組みの充

毎に策定した「通学路安全対策計画」に基づ

通学路については、緊急合同点検や小学校区

できるよう取り組みを進めます。とりわけ、

市民が身近な生活道路を安全・快適に通行

実施し、市民にとってより身近な窓口での旅券申請

移譲に伴い、パスポートの申請・交付の窓口業務を

さらに、平成二十六年十月より大阪府からの権限

ります。

効率的・効果的な窓口サービスの提供を行ってまい

また、親切丁寧な案内業務により、市民にとって
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センターの開館に向け、整備事業を進めます。

組みに着手するとともに、龍華・大正コミュニティ
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http://tanakaseita.jp/blog/

財政状況について
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金 額
１,０３０億２,００２万８千円
７７１億６,５２１万７千円
３５０億６１０１万１千円
１４１億４０２０万２千円
３２８万４千円
２０９億６０７６万６千円
５５億９４９５万４千円
１億４０５０万円
２２７億６４４２万２千円
１３９億４０５５万５千円
８８億２３８６万７千円
２０２９億４９６６万７千円

◇平成二十六年度予算（案）について
引き続き、厳しい財政状況にはあります
が、予算編成における事務事業の見直しや
歳入の改善等により、約五億八千三百万円
の健全化を図っています。
（歳入面）個人市民税や法人市民税を対前
年度増で見込む一方、地方交付税は、国の
予算が減額されたことに伴い減収と見込
んでいます。

会 計
一般会計
特別会計
国民健康保険事業
公共下水道事業
財産区
介護保険事業
後期高齢者医療事業
土地取得事業
企業会計
病院事業
水道事業
合 計

（歳出面）学校園施設耐震化事業などの投
資的経費、国民健康保険事業などへの繰出
金を増と見込む一方、扶助費が生活保護費
の鈍化に伴い予算ベースで対前年度減と
見込んでいます。

【予算（案）】

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

経常収支比率
実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

98.2%

99.8%
98.3%
97.6%
94.7%
95.6%
93.6%
▲ 0.08% ▲ 0.12% ▲ 0.15% ▲ 1.87% ▲ 1.17% ▲ 1.14%
▲ 4.27% ▲ 5.12% ▲ 5.53% ▲ 9.95% ▲ 11.14% ▲ 13.65%
7.4%
6.8%
6.7%
6.4%
6.7%
6.7%
83.1%
82.6%
79.6%
63.3%
53.9%
43.0%

八尾市の財政状況は、財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率
経常収支比率も
経常収支比率も年々良化する
良化
など、各財政指標は改善してきています。また、実質収支
実質収支についても
収支についても黒字
についても黒字を計上できており、
黒字
健全な財政運営はできているものの、基金残高は平成 18 年度と比較すると減少しており、
今後も引き続き、行財政改革に取り組む必要があります。

http://tanakaseita.jp/blog/

◇八尾市の財政状況について

＜財政指標の推移＞

ご案内
八尾市長 田中誠太

未来都市・八尾

- 夢 創造 そして実現へ 謹啓
早春の候、皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
皆様方には、平素より私 田中誠太の政治活動に対し温かいご支援ご協力を賜わり、厚く御
礼申し上げます。
さて、私が、皆様の温かいご支援により八尾市長に再選をさせていただき、市政を預からせ
ていただいた二期目も、いよいよ最終年度を迎えようとしております。この間、市民の皆様と
ともに「ふるさとやお」のまちづくりを進め、市長としてその責を果たすことができました。
これもひとえに皆様方のご支援・ご協力の賜物と深く感謝を申し上げる次第です。
つきましては、皆様への感謝の気持ちをお伝えする機会として、下記のとおりパーティーを
開催させていただきたく、ご案内を申し上げる次第です。公私何かとご多忙中のところ誠に恐
縮に存じますが、何とぞご臨席賜りますようよろしくお願い申し上げます。
謹白

八尾市長 田中 誠太
＜切り取り＞

＜申 込 書＞
１.
２.
３.
４.
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時
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額

：
：
：
：

２０１４年
２０１４年 ５月 11 日（日）
１２：
１２：００ 開演（
開演（１１：
１１：００ 受付）
受付）
リーガロイヤルホテル ３階光琳の
階光琳の間
１０，
１０，０００円
０００円

会社名
ご芳名
ご 住 所

ＴＥＬ（

参 加（

）

枚）

※このパーティー
このパーティーは
パーティーは、チケット制
チケット制となってい
となっていますので、
ますので、事前に
事前に事務所まで
事務所まで申
まで申し込みをお願
みをお願いします。
いします。
※「ご参加」
「チケット
参加」いただける方
いただける方には、
には、
「チケット」
チケット」を送付させていただきます
送付させていただきます。
させていただきます。
※FAX：
：info@tanakaseita.jp でお申
FAX：072072-992992-8184、
8184、TEL：
TEL：072072-993993-7715、
7715、E-Mail：
でお申し込み下さい。
さい。
【お申込み
申込み先】田中誠太事務所 〒581581-0084 八尾市植松町５
八尾市植松町５丁目１
丁目１番１８号
１８号
TEL：
：info@tanakaseita.jp 担当：
TEL：072072-993993-7715 FAX：
FAX：072072-992992-8184 E-Mail：
担当：田中 友

