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八 尾 市 長

いつまでも安全・安心を実感し、いつまでも健康で活躍できるまち

を創りあげたい。子どもたちには、広がる夢と希望を胸に、輝く笑

顔で健やかに育ってもらいたい。この想いを込めた「未来都市八

尾̶セイタプロジェクト」の実現に皆さんのお力をお貸しください。

いつまでも安全・安心を実感し、いつまでも健康で活躍できるまち

を創りあげたい。子どもたちには、広がる夢と希望を胸に、輝く笑

顔で健やかに育ってもらいたい。この想いを込めた「未来都市八

尾̶セイタプロジェクト」の実現に皆さんのお力をお貸しください。

セイタプロジェクトの発表
田中誠太を励ます会のご案内 日時：2015年2月22日(日)午後2時開演

会場：プリズムホール 大ホール
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STATION

人権を守る
すべての人権が尊重され共
に認め合い幸せに暮らせる
社会の実現に取り組みます。

地域コミュニティ
町会加入促進など、地域コ
ミュニティの活性化に取り
組みます。

防犯対策
暗がり診断や防犯カメラの
設置など防犯対策を強化
します。

公共施設
公共施設マネジメントによ
る施設の効率的な機能更新
を図ります。

男女共同参画
男女がともに活躍する社会
の実現に向け取り組みを進
めます。

男女がともに活躍する社会
の実現に向け取り組みを進
めます。

地域の拠点
地域拠点となるコミセン・
校区集会所を計画的に整備
します。

地域拠点となるコミセン・
校区集会所を計画的に整備
します。

健康都市宣言
地域ぐるみの健康意識の
醸成に取り組み、健康都市
宣言につなげます。

地域ぐるみの健康意識の
醸成に取り組み、健康都市
宣言につなげます。

中核市へ移行
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。

行財政改革
公民協働を推進し、さらな
る行財政改革に取り組み
ます。

公民協働を推進し、さらな
る行財政改革に取り組み
ます。

高齢者の相談拠点
各中学校区を担当する地域
包括支援センターを設置し
ます。

各中学校区を担当する地域
包括支援センターを設置し
ます。

市立病院
市立病院における急性期・
救急・小児・周産期医療等
を確保します。

市立病院における急性期・
救急・小児・周産期医療等
を確保します。

きれいなまち
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。

環境にやさしく
ごみの減量化や再資源化
など４Ｒを徹底します。

下水道整備
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。

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。

エアコン設置
すべての小中学校にエアコ
ンを設置し、子どもたちの
学習を支援します。

小中一貫教育
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。

認定こども園
すべての子どもたちを受け
入れられるよう幼保一体化
の取り組みを進めます。

小学生の放課後
「小一の壁」を乗り越えるた
め、（仮称）地区児童館（キッ
ズルーム）を整備します。

「小一の壁」を乗り越えるた
め、（仮称）地区児童館（キッ
ズルーム）を整備します。

就労支援
働きたい方が働けるよう若
者、障がい者、女性などの
就労を支援します。

ものづくり
世界に誇れる「ものづくりの
まち八尾」を推進します。

商店街の賑わい
商店街での魅力ある個店出
店につながるよう支援策を
強化します。

商店街での魅力ある個店出
店につながるよう支援策を
強化します。

防災対策
自主防災組織の育成・活動
を積極的に支援します。
自主防災組織の育成・活動
を積極的に支援します。

情報を身近に
フェイスブック・ツイッター
（SNS）などを利用し、情報
発信に努めます。

空港西側跡地
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。

山本駅周辺整備
交通の安全性と利便性の
向上に向け近鉄河内山本
駅周辺を整備します。

景観の保全
良好な景観を保つため、玉
串川・長瀬川などの桜を再
生します。

良好な景観を保つため、玉
串川・長瀬川などの桜を再
生します。

高安山を守る
高安山の景観を守り、国史跡
指定の高安千塚古墳群を未
来に残します。

高安山の景観を守り、国史跡
指定の高安千塚古墳群を未
来に残します。

芸術文化
芸術・文化を振興するとと
もに、芸術家・音楽家の
方々を支援する取り組み
を進めます。

スポーツ
恩智川治水緑地の拡張整
備の促進を図り、スポーツ
施設を整備します。

道徳教育
いじめ防止に取り組むとと
もに、豊かな心を育む道徳
教育を推進します。

学力向上
子どもの学習環境を整え、
学力向上に取り組みます。

地域資源
河内音頭や高安能、吹奏楽
がまちのイメージにつなが
るまちづくりを進めます。

河内音頭や高安能、吹奏楽
がまちのイメージにつなが
るまちづくりを進めます。

子育ての不安解消
（仮称）子育ち親育ち支援
センターを設置します。
（仮称）子育ち親育ち支援
センターを設置します。

待機児童解消
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。

地域のまちづくり
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。

中学校給食
選択制の中学校給食を導
入します。
選択制の中学校給食を導
入します。

リフューズ
リデュース
リユース
リサイクル

４R…

まちの魅力を高め、
発信する八尾

八尾の魅力

職住近在の
にぎわいのある八尾

産業・にぎわい

誰もが安全で安心して
住み続けられる八尾

安全・安心

みんなでつくる八尾

まちづくり・
コミュニティ

環境を意識した
暮らしやすい八尾

自然・環境

子どもや若い世代の
未来が広がる八尾

子どもの未来SEITA
PROJECT
セイタプロジェクト

未来都市八尾

女性の活躍健康

地域分権 行財政改革 未来の八尾創り

36ダイジェ
スト

36の重点プロ
ジェ

ク
トSEITA PROJECT

セイタプロジェクト

　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「未来都市八尾̶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。

まちづくり目標

「田中誠太とみんなの約束
パート2」

田中誠太とみんなの約束

つの6
パート3

「やおマニフェスト2011実行計
画総括報告書」はコチラ▶▶▶

新しいマニフェスト「完全版」は
コチラ!!▶▶▶
「未来都市八尾̶セイタプロジェクト
田中誠太とみんなの約束 パート3」100完全版

100のまちづ
くり
項
目

検 索田中誠太 政策検 索田中誠太とみんなの約束

2/22
発表! 過去のマニフェストも

掲載しています。
2期8年間の実績はこちらを!



学校、公共施設、道路などを建設するときには、
一部を地方債（借入金）でまかない、後年度に
返済することとなります。各会計における地方
債残高の合計額が、今後八尾市が返済しなけ
ればならない金額（借金）となります。

将来負担比率は、地方公共団体の財政運営を客
観的に評価する指標の健全化判断比率のひとつ
で、地方債（借入金）など現在抱えている負債の大
きさを、財政規模に対する割合で表したものです。
早期健全化基準は350％です。比率が高ければ、
将来財政を圧迫する可能性が高く、低ければ将来
世代の負担が少なく、健全な財政運営ができてい
ることとなります。
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単年度収支額は、
15億931万円の黒字です。
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八尾市長

田中誠太を励ます会のご案内

会場：プリズムホール 大ホール
午後2時開演（午後1時開場）

八尾市長・八尾市議会議員選挙
2015年4月19日(日)告示、4月26日(日)投票

田中誠太事務所

　市長に就任して以来２期８年間、「元気で新しい八尾」を市民の
皆さんとともに創るため、広く情報発信するとともに、「市民に信頼される

八尾」、「市民に親切丁寧な八尾」、「税金を無駄にしない八尾」を基本として、

「地域分権・行財政改革・未来の八尾創り」に取り組んでまいりました。

　さらにそれらの取り組みを進め、発展させたいとする私の想いを綴った

「未来都市八尾̶セイタプロジェクト」を２月に発表いたします。
　ぜひ、私の想いをお聞きとどけいただき、みんなで八尾をつくりましょう。

「田中誠太とみんなの
約束パート3」の発表！

〒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

「 」掲載ダイジェスト

セイタプロジェクトの発表

※詳しい財政状況は田中誠太または八尾市のホームページをご覧ください。

未来都市八尾 SEITA PROJECT
～田中誠太とみんなの約束 パート3～

入場料無
料

家　族
サイズ
趣　味

血液型
愛読書

紀子（妻）・友（長男）・遊（次男）・アサ子（母）
167cm　62kg
将棋・囲碁・ビリヤード・スキューバダイビング・映画
ゴルフ・酒…何にでも挑戦するので多趣味
B型
「上杉鷹山」童門冬二（著）

八尾市長、大阪府市長会理事、中部市長・副市長会副会長、大阪府都市競艇組合管理者、恩智川水防
事務組合副管理者、八尾市柏原市火葬場組合管理者、日本非核宣言自治体協議会監事
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟大阪連盟八尾第9団育成会長、大阪八尾リトルリーグ顧問、なほみバレエ教
室顧問、近畿大学校友会副会長、近畿大学校友会八尾支部支部長、民間教育連盟顧問、特定非営利活動法人大阪
府日本中国友好協会顧問、大阪日本ロシア協会顧問、認定NPO法人日越関西友好協会顧問、渋川神社総代会総代

現　職

プライベート

1956年
1969年
1972年
1975年
1979年 

12月4日 八尾市生まれ
八尾市立龍華小学校 卒業
八尾市立龍華中学校 卒業
近畿大学附属高等学校 卒業
近畿大学商経学部経営学科 卒業  

1983年

1995年
1999年

2007年

2011年

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
八尾市長に当選（2期目）

プロフィール
たなかせいた

一般会計（歳入と歳出）

将来負担比率

地方債（八尾市の借金）残高

八尾市の会計は、一般会計、特別会計、企業会
計の3つの会計に分かれていて、一般会計は基
本的な行政運営の経費をまかなう会計です。
八尾市の平成25年度一般会計の実質収支額
（歳入［収入］から歳出［支出］を差し引き、翌年
度に繰越すべき財源を差し引いた額）は、21
億2536万円の黒字となっています。

11

八尾市の財政状況について
平成25年度一般会計の決算では実質収支で約21億円の黒字を計上できました。
地方債の残高は、一般会計では若干増加傾向にありますが、これは学校園の耐震化や課題となっていた土地開発
公社の清算に財源を要したことと、臨時財政対策債という本来国が交付税で負担すべき財源を、国の厳しい財政
状況から、制度上地方自治体で地方債として肩代わりしていることが原因で、臨時財政対策債を除けば地方債を
計画的に削減してきています。
また、財政指標のひとつである将来負担比率（将来負担すべき実質的な負債の比率）においても、平成19年度と比
べ、43.0％減少させることができており、将来の財政負担を軽減することができました。
今後の財政運営にあたっては、中長期的な視点に立ち、将来世代に過度な負担を先送りすることがないよう、引き
続き持続可能な財政運営に取り組んでまいります。

著作物

尊敬する人
好きな言葉

坂本龍馬、上杉鷹山、ジョン・F・ケネディ元米大統領
遊魚動緑荷（坂本龍馬）

2015年1月1日現在

1994年
1998年
2000年
2009年

未来への大冒険　朱鷺書房刊
ハッスル誠太かく語りき VOX刊
CD「遥かなる道」テイチク
THE MAYOR OF YAO SEITA TANAKA

中面もご覧ください!

地方債（八尾市の借金）を

マイナス 83億

将来負担が半減に！

1期目 2期目

田中市政スタート

1期目 2期目

田中市政スタート

1期目 2期目

田中市政スタート

2,12561662599082634353

日時：2015年2月22日（日）
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