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第２編．『やおマニフェスト2015実行計画』実績（総括）
『やおマニフェスト2015実行計画』に掲げる100項目について、平成27年度から平成30年度までの指標実績（見込値含む）を総括として一覧で掲載しています。

　※平成30年度実績（見込み）が目標値を達成する見込みの項目は網掛けにしています。

目標１：誰もが安全で安心して住み続けられる八尾

No めざす目標（マニフェスト項目） 指標 目標値 平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

平成30年度
実績（見込み） 単位 実施計画該当事務事業 担当所属名

1
消防団屯所を更新するとともに、消防団の
装備の充実により、地域防災力を強化しま
す。

消防団員のうち青年層（40歳未
満）が占める割合

55 32.1 31.7 34.6 35.2 ％ 消防団活性化事業 警防課

2
大規模災害対策として、市庁舎において
防災中枢拠点の機能整備に取り組みま
す。

八尾市庁舎防災中枢拠点の整
備達成率

100 15 100 100 100 ％
庁舎機能更新事業
（平成28年度実施済）

総務課

3
消防署所の機能更新にあたっては、適正
配置に努めます。

老朽化した消防庁舎の新築又は
改築を完了した数

1 0 0 1 1 庁舎数
消防体制充実・強化対策
事業

消防総務課

自主防災組織活動支援
事業

消防署

自主防災組織の育成事
業

危機管理課

防犯計画推進事業 危機管理課

防犯灯整備推進事業 危機管理課

地域防犯活動支援事業 危機管理課

各種関係機関との調整
事務

政策推進課

交通安全教育推進事業 交通対策課

交通安全対策事業 交通対策課

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。

消費生活相談のあっせん解決率 7.6 5.4 6.2 6.8 6.8 ％ 消費生活センター事業 産業政策課

市営住宅管理事務 住宅管理課

市営住宅機能更新事業 住宅管理課

9
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。

「高齢者見守りサポーターやお」
協力事業者の登録数

650 684 694 701 710 事業者
見守りネットワーク推進
事業

高齢介護課

健康づくり推進事業 健康推進課

地域健康づくり支援事業 健康推進課

地域健康づくり支援事業 健康推進課

健康相談事業 健康推進課

保健事業（特定健康診査
事業）【特別会計】

健康保険課

保健事業（特定保健指導
事業）【特別会計】

健康保険課

健康増進事業（がん検
診）

健康推進課

政策医療の推進 企画運営課

診療体制の充実 企画運営課

14
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。

八尾市内での分娩数 1,500 ― ― ― ― 件
周産期医療環境の充実
促進事業

健康推進課

健康教育事業 健康推進課

健康づくり推進事業 健康推進課

地域健康づくり支援事業 健康推進課

介護予防事業【特別会
計】

高齢介護課

16
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、自殺予防の相談体制を
充実します。

ゲートキーパー養成講座修了者
数

560
（累積）

304 400 562 662 人 自殺対策推進事業
健康推進課

（平成30年度から保
健予防課で実施）

17
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。

地域型地域包括支援センター箇
所数

15 10 15 15 15 箇所
地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢介護課

認知症啓発事業【特別会
計】

高齢介護課

徘徊高齢者家族支援
サービス事業【特別会
計】

高齢介護課

19
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。

「高齢者見守りサポーターやお」
協力事業者の登録数

650 684 694 701 710 事業者
見守りネットワーク推進
事業

高齢介護課

4
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。

自主防災組織の訓練実施率 100 ％

5

市内犯罪発生状況を踏まえつつ、八尾警
察署の移転を大阪府に働きかけるほか、
防犯灯・防犯カメラなどを活用し、地域活
動と連携した防犯対策に取り組み、街頭犯
罪発生の抑制を図ります。

街頭犯罪認知件数 2,050 件

100

1,618

100

1,764

94.8

2,081

100

1,618

6
自転車利用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。

自転車関連事故件数 280 件

8

市営住宅への指定管理者の導入や特別
会計化など市営住宅の効率的な維持管理
に取り組むとともに、計画的な機能更新を
行います。

指定管理者制度の導入 実施 ―

387

実施

330

実施準備

386

検討

330

実施

10
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。

健康のために運動などを心がけ
る市民の割合

59.4 ％

11
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。

地域を担当する健康相談体制
（保健師配置数）

13 人

49.5

13

48.9

13

46.4

13

46.4

13

12
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。

国民健康保険加入者における特
定健診受診率

60 ％

13
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。

救急車で搬送され当院で受け入
れた患者数

3,400 人

31.65

4,026

31.39

4,064

30.94

3,772

31.80

4,100

15
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。

健康教育参加延べ人数 10,900 人

18
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。

認知症ケアパスの作成・普及 普及 ―

15,133

普及

16,355

普及

17,147

普及

15,133

普及
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No めざす目標（マニフェスト項目） 指標 目標値 平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

平成30年度
実績（見込み） 単位 実施計画該当事務事業 担当所属名

20
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。

社会福祉協議会とのケース会議
開催回数

12 12 12 12 12 回
小地域ネットワーク推進
事業

地域福祉政策課

目標２：子どもや若い世代の未来が広がる八尾

No めざす目標（マニフェスト項目） 指標 目標値 平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

平成30年度
実績（見込み） 単位 実施計画該当事務事業 担当所属名

母子保健相談支援事業
（平成27年度実施済）

健康推進課

妊娠・出産・育児の切れ
目のない支援推進事業

こども政策課

22
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。

妊婦健康診査公費助成額の拡
充

実施 実施 ― ― ― ―
妊婦健康診査事業
（平成27年度実施済）

健康推進課

（仮称）八尾子どもセン
ター整備事業
（平成30年度から「妊娠・
出産・育児の切れ目のな
い支援推進事業」へ統合

こども政策課

子育て総合支援ネット
ワークセンター事業

子育て支援課

母子保健相談支援事業 健康推進課

周産期医療環境の充実
促進事業

健康推進課

不妊・不育症治療費助成
事業
（平成30年度から事業実
施）

健康推進課
（平成30年度から保
健予防課で実施）

公立認定こども園推進事
業

こども政策課

幼保連携・一体化の推進
（教育）

教育政策課

幼稚園教育の指導事務 指導課

公立認定こども園推進事
業

こども政策課

幼保連携・一体化の推進
（教育）

教育政策課

認定こども園等整備計画
推進事業

こども施設課

公立認定こども園推進事
業

こども政策課

28
放課後児童室を(仮称) 地区児童館（キッ
ズルーム）と改称し、子どもたちが安心して
過ごせるよう、支援に取り組みます。

放課後児童室と放課後子ども教
室の連携による実施数

28 18 19 25 25 ヶ所 放課後児童室事業 青少年課

妊娠・出産・育児の切れ
目のない支援推進事業

こども政策課

こどもいきいき未来計画
推進事業

こども政策課

30
八尾市こどもいきいき未来計画を策定し、
未来の八尾創りに積極的に取り組みま
す。

八尾市こどもいきいき未来計画
の進捗管理

実施 実施 実施 実施 実施 ―
こどもいきいき未来計画
推進事業

こども政策課

児童虐待対策事業 子育て支援課

スクールソーシャルワー
カー活用事業

教育サポートセンター
（平成30年度から教
育センターへ名称変

更）

32 家庭教育の支援を充実します。
各学校園（幼稚園・小学校・特別
支援学校）で実施した家庭教育
学級の延べ実施回数

検討結果に
基づき実施

131 0 30 28 回 家庭教育学級事業 生涯学習スポーツ課

学校園整備計画推進事
業

教育政策課

小学校施設整備事業
中学校施設整備事業

公共建築課

学校施設管理運営業務
（特別支援・幼・小・中）
（平成30年度から「学校
施設管理運営業務」に名
称変更）

教育政策課

21
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。

助産師などによる妊産婦を対象
とした相談の仕組みづくり

実施 ―

23
不安なく子育てできる環境づくりに向けて、
（仮称）子どもセンターを設置します。

整備に向けた関係機関との協議
回数

3 回

―

3

―

7

実施

9

―

3

25
保護者の生活スタイルに関らず、子どもた
ちの育ちを支える「認定こども園」の整備を
進めます。

公立認定こども園の整備数 5 ヶ所

26
幼児教育・保育の質を高め、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。

幼児教育の実践において、子ど
もの育ちに満足している保護者
の割合

100 ％95.2

00

96

0

98.6

5

96.0

27
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。

保育所待機児童数 0 人

29
子ども・子育て会議を引き続き運営し、切
れ目のない子どもの発育支援を行いま
す。

体験講座参加者数 180 人

63

124

47

134

19

207

18

135

31
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。

児童虐待相談件数 480 件

33
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。

中学校の普通教室へのエアコン
設置における子どもたちの学習
環境の整備及び学びの支援の
拡充

実施 ―

649

実施

607

―

536

― 実施

700

件210110不妊・不育に関する相談件数
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。

24
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No めざす目標（マニフェスト項目） 指標 目標値 平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

平成30年度
実績（見込み） 単位 実施計画該当事務事業 担当所属名

学校園整備計画推進事
業

教育政策課

小学校施設耐震化事業
（平成27年度実施済）
中学校施設耐震化事業
（平成27年度実施済）
幼稚園施設耐震化事業
（平成27年度実施済）
小学校施設整備事業
中学校施設整備事業

公共建築課

子どもが輝く学校園づく
り総合支援事業

指導課

小・中学校適正規模等推
進事業

教育政策課

学力向上推進事業 指導課

36 選択制の中学校給食を導入します。 給食実施校数 15 11 15 15 15 校
中学校給食管理運営業
務

学務給食課

37
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。

研究校園報告書の課題改善率 100 87.7 92.1 82.4 87.4 ％ 特別支援教育推進事業

教育サポートセンター
（平成30年度から教
育センターへ名称変

更）

38
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。

放課後学習・補充学習の実施校
率

100 100 100 100 100 ％ 学力向上推進事業 指導課

39
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。

「あいさつ運動」実施校数の割合 100 100 100 100 100 ％
子どもが輝く学校園づく
り総合支援事業

指導課

40
頑張っている教職員・学校現場を積極的に
支援します。

「めざす学校園及び子どもの姿」
の達成率

100 87.7 82.8 90.2 90.0 ％
子どもが輝く学校園づく
り総合支援事業

指導課

41
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。

「はみがき運動」実施校率 100 100 100 100 100 ％
子どもの健康・体力づくり
推進事業

指導課

いじめ問題対策事業 人権教育課

命を育む教育推進事業 人権教育課

八尾市人権尊重の社会
づくり推進事業

人権政策課

43
緊急時などに保護者に情報発信が行える
仕組みづくりに取組みます。

緊急時に保護者と連絡が取れる
体制をとっている学校の割合

100 100 100 100 100 ％
小・中学校教育の指導事
務

指導課

目標３：まちの魅力を高め、発信する八尾

No めざす目標（マニフェスト項目） 指標 目標値 平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

平成30年度
実績（見込み） 単位 実施計画該当事務事業 担当所属名

八尾の魅力発信事業 産業政策課

観光活動支援育成事業 産業政策課

45
平成30年4月1日に市政70周年を迎えるに
あたり市政施行70周年事業を市民とともに
実施します。

市政施行70周年事業の実施 実施 ― ― 実施 実施 ―

シティプロモーション推
進・市制施行70周年記念
事業
（平成30年度から「市政
施行70周年記念事業」に
変更）

政策推進課

高安千塚古墳群保存活
用事業

文化財課

文化財施設管理運営事
務

文化財課

47
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。

地域資源を楽しむ“八尾探（歴史
等の８つのカテゴリーから八尾の
日常を探り楽しむプログラム）”
の提供数

50 7 23 55 65 プログラム 観光活動支援育成事業 産業政策課

48
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。

やおみせアート開催数 10 3 3 3 3 回 芸術文化振興事業 文化国際課

49
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。

龍華図書館の開館 開館 整備完了 開館 開館 開館 ―
図書館整備事業
（平成27年度実施済）

八尾図書館

体育施設整備事業 生涯学習スポーツ課

体育施設管理運営業務 生涯学習スポーツ課

42
「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。

「いじめはいけないことだと思う」
と答えた児童・生徒の割合

100 ％93.394.894.9 94.7

44
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。

八尾市に知人に紹介できる魅力
があると思う人の割合

74 ％

46
歴史民俗資料館の充実に努めるとともに、
国史跡指定を受けた高安千塚古墳群等の
山麓の古墳の保全に努めます。

高安千塚古墳群に関する説明
会・講演会の開催数

4 回

61.6

2

60.5

3

61.6

3

65.0

2

50

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
備するなど、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。

恩智川治水緑地の供用開始 実施 ―実施検討検討 実施

校区1515

34
平成27 年度末には学校施設の耐震化１０
０％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。

学校園の耐震化率 100 ％100100100 100

151515小中連携会議の実施校区数
小中学校の連携を推進するとともに、小中
一貫教育の研究実践に取り組みます。

35
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No めざす目標（マニフェスト項目） 指標 目標値 平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

平成30年度
実績（見込み） 単位 実施計画該当事務事業 担当所属名

八尾の魅力発信事業 産業政策課

八尾河内音頭まつり支
援事業

産業政策課

芸術文化振興事業 文化国際課

目標４：職住近在のにぎわいのある八尾

No めざす目標（マニフェスト項目） 指標 目標値 平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

平成30年度
実績（見込み） 単位 実施計画該当事務事業 担当所属名

工場立地促進事業 産業政策課

中小企業販路拡大促進
事業

産業政策課

53

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の創出を図るため
に、地域経済の活性化に向けた検討を行
う。

産業政策アドバイザーやコーディ
ネーターからの助言・指導を受け
たテーマ数

8 11 9 13 8 回 産業政策検討事業 産業政策課

無料職業紹介事業 労働支援課

就労・生活相談事業
（平成30年度から「地域
就労支援事業」へ統合」

労働支援課

地域就労支援事業 労働支援課

八尾市パーソナル・サ
ポート事業

労働支援課

障がい者就労支援事業 障害福祉課

訓練等給付事業 障害福祉課

55
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。

創業セミナー受講者数 18 2 19 28 21 人
商業団体活性化促進事
業

産業政策課

56
女性の再就職を支援できるＮＰＯや支援組
織の育成に向けた啓発を行います。

啓発イベントの実施 1 ― 1 1 ― 回
女性の職業生活におけ
る活躍推進事業
（平成29年度実施済）

労働支援課

女性の職業生活におけ
る活躍推進事業
（平成29年度実施済）

労働支援課

「すべての女性が輝くま
ち八尾」実現事業

政策推進課

女性の活躍推進事業
（平成30年度から「すべ
ての女性が輝くまち八
尾」実現事業へ統合）

人権政策課
（平成30年度から政

策推進課）

58
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。

曙川南土地区画整理事業にお
ける事業進捗率

90 5.1 35.44 67.9 92.9 ％
曙川南土地区画整理事
業

都市基盤整備課

都市景観形成基本計画
推進事業

都市政策課

自然保護事業 みどり課

市民協働による里山保
全事業

環境保全課

八尾空港西側跡地活性
化促進事業

政策推進課

国有地等有効活用検討
事業

都市政策課

61
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。

駅前整備に向けた取り組み 実施 実施 実施 実施 実施 ―
近鉄河内山本駅周辺整
備事業

都市基盤整備課

62
JR 八尾駅前線整備の準備に着手するな
ど、計画的な都市計画道路の整備に取り
組みます。

都市計画道路の整備率 55 54.63 54.66 54.8 55.0 ％ 都市計画道路整備事業 都市基盤整備課

63
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。

八尾合同宿舎跡地における公園
整備

実施 実施 実施 実施 実施 ― 公園・緑地整備事業 みどり課

道路橋りょう新設改良事
業

土木建設課

道路橋りょう維持管理 土木管理事務所

既設公園施設改良事業 みどり課

65

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。

桜の植樹本数 100 36 56 76 100 本 玉串川等の桜再生事業 みどり課

66
不法屋外広告物の撤去など、まちの景観
に配慮した取り組みを進めます。

不法屋外広告物の撤去 実施 実施 実施 実施 実施 ―
環境美化活動推進事業
（クリーンアップロード作
戦等）

土木管理事務所

67
農産物の地産地消や魅力発信ができる拠
点づくりに向けて関係機関に働きかけま
す。

産直便事業者を含む直売所数 35 20 20 20 15 件 農業啓発事業 産業政策課

68
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。

関係事業者等との協議 実施 検討 検討 検討 実施 ― 交通まちづくり推進事業 交通対策課

51
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。

河内音頭に関わるイベントの開
催回数（市主催分を含む）

60 回1344630 41

52
「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。

立地制度活用による工場立地件
数

10 件

54
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。

紹介件数（会社説明会・就職面
接会でブース訪問した参加者数
＋個別職業紹介件数）

450 件

7

418

10

457

5

417

10

418

57
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。

女性活躍推進会議の開催回数 2 回

59
市民の憩いの場となっている高安山の景
観保全に努めます。

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

36.8 ％

3

35.2

3

32.9

4

34.5

―

36.8

60
地下鉄八尾南駅前の立地特性を生かし
た、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。

国によるまちづくりに資する土地
処分の促進

実施 ―検討検討検討 検討

64
道路・橋梁・公園など都市施設の維持管理
し、長寿命化を図ります。

橋梁長寿命化計画に基づく修繕
工事の実施率

71 ％46.725.413.1 50.8
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No めざす目標（マニフェスト項目） 指標 目標値 平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

平成30年度
実績（見込み） 単位 実施計画該当事務事業 担当所属名

69
大阪外環状鉄道の久宝寺駅から新大阪駅
までの延伸を促進します。

大阪外環状線鉄道の八尾市負
担執行率（執行済負担金額／総
負担金額）×100）

100.0 74.2 80.51 87.88 99.4 ％
大阪外環状線鉄道の整
備促進

交通対策課

目標５：環境を意識した暮らしやすい八尾

No めざす目標（マニフェスト項目） 指標 目標値 平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

平成30年度
実績（見込み） 単位 実施計画該当事務事業 担当所属名

路上喫煙対策事業 環境保全課

環境美化活動推進事業 環境保全課

一般廃棄物処理基本計
画（ごみ編）推進事業

資源循環課

指定袋等による分別収
集事業

資源循環課

72
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。

八尾市公共施設における再生可
能エネルギー等導入状況

970 830 866 897 957 ｋｗ
チャレンジ８０（やお）率
先取組事業

環境保全課

73
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。

指導巡回回数 45 27 32 42 42 回
一般廃棄物処理基本計
画（ごみ編）推進事業

資源循環課

水道局庁舎建設事業 施設整備課

水道施設耐震化事業 施設整備課

75
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。

公共下水道（汚水）整備人口普
及率

96.6 92.2 92.9 93.6 94.1 ％ 公共下水道整備事業 下水道整備課

76
既設公共下水道施設を適切に維持管理
し、長寿命化を図ります。

八尾市公共下水道長寿命化計
画（八尾・久宝園・久宝寺（第２分
区））の事業進捗　（累計）

8.3 2.2 3.6 5.2 8.3 Km
下水道施設の維持管理
業務

下水道管理課

目標６：みんなでつくる八尾

No めざす目標（マニフェスト項目） 指標 目標値 平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

平成30年度
実績（見込み） 単位 実施計画該当事務事業 担当所属名

人権教育・啓発プラン推
進事業

人権政策課

八尾市人権尊重の社会
づくり推進事業

人権政策課

78
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。

外国人市民相談事業件数 1,000 979 908 1,113 1,000 件 多文化共生推進事業 文化国際課

79
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。

平和な社会が大切だと感じてい
る市民の割合

100 97.9 97.7 96.7 97.6 ％ 平和意識の啓発事業 文化国際課

80

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。

男女共同参画が実現していると
思う市民の割合

33 33.9 33.7 33.7 32.1 ％ 男女共同参画推進事業 人権政策課

地域分権推進事業

市民ふれあい課
（平成30年度からコ

ミュニティ政策推進課
へ名称変更）

各地域まちづくり拠点事
業

出張所・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ
ﾀｰ・人権ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

市民ふれあい課
（平成30年度からコ

ミュニティ政策推進課
へ名称変更）

地域分権推進事業

市民ふれあい課
（平成30年度からコ

ミュニティ政策推進課
へ名称変更）

自治振興委員会支援事
業

市民ふれあい課
（平成30年度からコ

ミュニティ政策推進課
へ名称変更）

83
地域拠点職員体制の充実やより活用しや
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。

校区まちづくり交付金を活用した
事業数

170 149 141 139 139 事業 地域分権推進事業

市民ふれあい課
（平成30年度からコ

ミュニティ政策推進課
へ名称変更）

小学校区集会所整備事
業

市民ふれあい課
（平成30年度からコ

ミュニティ政策推進課
へ名称変更）

各コミュニティセンター施
設管理

出張所
市民ふれあい課

（平成30年度からコ
ミュニティ政策推進課

へ名称変更）

70
市民とともにまちの美化に取り組むととも
に、路上喫煙マナーの向上の取り組みを
進めます。

１時間当たりの条例違反者現認
数（早朝の時間帯を含む）

3.2 人2.113.133.51 2.0

71
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。

１人１日当たりの市収集可燃ご
み量

462 ｇ／日

74
水道庁舎の機能更新や、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。

水道庁舎機能更新進捗率 100 ％

431.1

90.3

457.2

67.5

486.3

36

433.7

100

77
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。

市民フォーラムの開催数 6 回

81
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。

地域内施設連絡会設置数 10 ヶ所

6

9

6

9

0

9

6

9

82
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。

校区まちづくり協議会が情報を
WEB発信している割合

60.0 ％

84

コミュニティセンターの計画的な整備を進
めるとともに、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配置できるよう検
討を進めます。

小学校区集会所整備に向けた
検討数

4 ヶ所

39.2

4

32.1

4

21.4

4

39.0

4
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No めざす目標（マニフェスト項目） 指標 目標値 平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
実績

平成30年度
実績（見込み） 単位 実施計画該当事務事業 担当所属名

女性の活躍推進事業
（平成30年度から「すべ
ての女性が輝くまち八
尾」実現事業へ統合）

人権政策課
（平成30年度から政

策推進課）

男女共同参画啓発事業 人権政策課

男女共同参画センター事
業

人権政策課

「すべての女性が輝くま
ち八尾」実現事業

政策推進課

市民活動支援事業

市民ふれあい課
（平成30年度からコ

ミュニティ政策推進課
へ名称変更）

社会福祉協議会ボラン
ティアセンターの充実・強
化

地域福祉政策課

87
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。

住み続けたいと感じる市民の割
合

88 81 78.2 79.5 81 ％ 総合計画の推進 政策推進課

88
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。

（仮称）公共施設マネジメント実
施計画の進捗管理

実施 実施 実施 実施 実施 ―
公共施設マネジメント事
業

政策推進課

89
新たな八尾市行財政改革指針に基づき、
弛みのない行財政改革に取り組みます。

八尾市行財政改革指針に基づ
いた行財政改革に係る取り組み
数

78（累計） ― 79 154 202 取り組み数 行政改革推進事務 行政改革課

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。

行政サービス実施主体の見直し
及び公民協働手法の活用促進
のための取り組みの実施

実施 実施 実施 実施 実施 ― 公民協働手法の推進 行政改革課

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。

財政運営方針の策定 実施 実施 実施 実施 実施 ― 財政関連業務 財政課

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
極的に市民の声意見をお聞きします。

八尾市の取り組みに満足してい
る市民の割合

72 69.3 51.3 53 56 ％ 総合計画の推進 政策推進課

市民相談

市民ふれあい課
（平成30年度からコ

ミュニティ政策推進課
へ名称変更）

総合案内推進事業

市民ふれあい課
（平成30年度からコ

ミュニティ政策推進課
へ名称変更）

各地域まちづくり拠点事
業

出張所・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ
ﾀｰ・人権ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

市民ふれあい課
（平成30年度からコ

ミュニティ政策推進課
へ名称変更）

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。

近隣都市との事務の共同処理件
数

40 42 42 42 42 件 広域行政の推進 政策推進課

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。

中核市への移行 移行 実施 実施 実施 移行 ―
中核市移行事業
（平成29年度完了）

行政改革課

総合計画の推進 政策推進課

こどもいきいき未来計画
推進事業

こども政策課

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。

八尾市の主要情報システムに係
る平成20年度の経費（982,824千
円）に対する削減割合

20 20 23.8 23.9 21.2 ％ ＩＣＴ活用の推進 行政改革課

財政関連業務 財政課

文書等管理事務 総務課

行政管理事務（条例規則
等の管理・地方分権
他）

行政改革課

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。

八尾市ホームページアクセス件
数

13,300,000 9,464,838 9,155,149 10,030,040 10,379,879 件 市政情報の発信 市政情報課

証明書コンビニ交付事業 市民課

証明書コンビニ交付事業
（市民税）

市民税課

行政情報システム基盤
整備事業

行政改革課

行政改革推進事務 行政改革課

85
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
画に向けた取り組みを進めます。

男女共同参画啓発事業参加者
数

480 人

86
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。

八尾市市民活動支援ネットワー
クセンター登録団体数

400 団体

319

345

590

343

601

346

480

348

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。

各種相談件数の合計 3,500 件

96

人口減少・少子高齢社会を踏まえつつ、魅
力ある子育て環境を整備し、子どもから高
齢者まで、いつまでも住み続けたい、住ん
でみたいと思える、活気ある八尾のまちづ
くりを進めます。

（仮称）八尾市版総合戦略に掲
げた取り組み実施率

80 ％

3,452

87.5

3,635

86.1

3,528

81

3,650

90.3

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、電子決裁に向けて取り組む
など、効率的な事務執行に取り組みます。

国が示す「統一的な基準による
地方公会計マニュアル」に準拠し
た地方公会計制度の導入

実施 ―

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。

コンビニ交付証明書発行件数割
合

20 ％

実施

5.8

実施

1.0

実施

―

実施

11.3

193
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