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はじめに  

 

先人の想いと努力がまちを動かし、市民とともに歩んできた八尾のまち。

私は、市民と行政が手を携え協働するまちづくりこそが、隣近所をはじめ、

まちの随所へ安心感が行きわたり、市民一人ひとりが心豊かに過ごして   

いただけるものと確信しています。  

 

私が市長に就任し早 10 年。この確固たる信念のもとで、「市民との対話」

を基本姿勢として、市民の期待を受け止め、多くの市民の願いや夢を八尾  

市政で一つひとつ実現したいとの思いで、まちづくりを全力で進めてまいり

ました。今、すべての子どもを受け入れる「認定こども園」の整備や、市民

とともにごみ減量をさらに進めるためのごみ袋の見直しは、市民の暮らしを  

守り、より良いまちづくりをめざして進めてきています。市民生活に密接に

関わるこれらの施策については、様々な状況にある市民の声にしっかりと  

耳を傾け、配慮し、寄り添う姿勢が、私自身に求められているのだと再認識

しております。  

今後、今を生きる市民と、未来の市民のためのまちづくりに向け、初心に

立ち返り、私自ら、職員の先頭に立ち、市民の理解と信頼を得る努力を    

惜しむことなく市政運営に邁進していくことを、決意するものであります。 

 

さて、本市では、市制施行後、間もなくして、自ら住むまちを愛し「自分

たちのまちは自分たちでつくる」という実直で力強い思いの高まりを背景に、

市民による自治組織が結成されました。市民がつながり、支え合い、まちを

動かす主体となって、連綿と続けてこられた様々な「地域活動」が、心が   

触れ合い、温もりを感じる地域社会を今日まで残してくださっています。  

今では、町会活動や地域福祉活動などを基礎に、校区まちづくり協議会を

中心とした地域における市民主体の地域活動は、実情に合わせて柔軟に形を

変え、地域の今と将来に向けたまちづくりを展開しておられます。  
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ある地域では、高齢者や障がいのある方に訓練への参加を呼びかけ、   

災害時に必要な配慮を住民が体験する。ある地域では、防災訓練の中で、   

実際の避難所である小学校でテントやトイレなどの防災備品を組み立て、  

体育館で一晩を過ごす寒さや寝苦しさを体験し、実際に災害が発生した中で

この生活が続くならば、不安を抱える地域住民を地域でどのように     

支えあえるかと平常時の準備と体制などについて、意見が交わされました。 

いざという時、身近な地域で、人々のきめ細やかな配慮で安心を確保できる

よう実践的な取り組みにまで発展させておられます。  

また、ある地域では、子どもから高齢者まで集う交流の場を、若い世代の

方々に運営を任されることで、世代を超えて人がつながり、地域活動の   

やりがいや楽しさを実感し、新たな担い手へつなぐ取り組みとされるまでに   

至っています。  

このように地域では、安心して過ごせるまち、心豊かに過ごせるまちに  

するため、様々な工夫を凝らされ、健康を考え、子どもたちを育み、     

わがまちの文化を引き継ぐ取り組みなど、多角的な視点で住民生活に    

密着した取り組みに広がっています。  

地域でつながり、支えあうまちづくりの活動が広がり、市民が活き活きと

輝いておられる姿に、「まちは人」であり、八尾スタイルの地域分権は、    

まさに市民力、地域力という大きな力により進められたものと、市民と   

ともに八尾のまちを創り上げてきた成果とその重みを強く実感し、改めて、

市民との協働のまちづくりへの想いを強くしたところであります。  

これからも、温かみのあるコミュニティのなかで、「一人ひとりの市民が

安心して暮らせるよう支えていく」という強い信念をもって、地域で    

まちづくりを担う多くの人たちとともに、地域課題を解決していく。さらに、  

市民の暮らしの中での様々な実感や生活者としての市民の声に丁寧に耳を

傾け、しっかりと地域と向き合う現場主義で臨む。そのために、出張所等を、

人と人をつなぎ、地域に寄り添う「総合行政の場」として機能再編し、    

「市民とともに歩む自治」を進め、市民に信頼される行政として、その    

責務を果たしてまいります。  
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これまでのまちづくりにおいても、将来のまちづくりにおいても、時代の

変遷があっても、まちづくりの原点は「人」であります。  

「まちは人」という理念のもとで、若者や女性の活躍、子どもたちが未来

に夢を持ち育つ環境づくりを推し進め、若い世代から高齢者まで、全ての  

人が生涯輝くことのできる躍動感のあるまちをめざす、また、まちを未来へ  

絶え間なく引き継ぐ「人」を大切に育む、行政が責任を持って実現する、   

という強い意志をもって進めてまいります。  

 

そして、今、「中核市やお」へとステップアップするときを迎えました。  

さまざまな中核市としての権限を自ら獲得し、行政の責任において、市民

の命を守ることを最優先としてきた本市の立場から、公衆衛生の権限を持つ

ことで、保健所と市立病院の連携を強化し、柔軟かつ迅速に、市民の安全・

安心をさらに高めるために取り組む。風格ある都市として、住民本位の自治

をさらに高め、すべての人が生きがいや生きる喜びを感じ、ともに創ること

の喜びを実感できる、そのようなまちづくりを行政の責任において力強く   

進めてまいる覚悟であります。  

 

将来にわたり、行政責任をしっかり果たし、まちづくりを進める。その   

ために、今後も中長期の視野を持ち、市民の暮らしが安全でより快適になり、  

人が集まり活躍できる環境整備として、広域自治体である府と連携しながら、

住民に最も身近な基礎自治体として地域政策を進めるため、治山・治水、   

防犯・防災力の向上を進めます。さらに、長期的な将来のまちの発展や災害

に強いまちづくりを実現する「都市計画」は、市政運営の基礎であり、長年、

議論を続け、協議・連携し進めてきた都市計画道路「八尾富田林線」や八尾

空港西側跡地の活用等が、いよいよ動こうとしています。このような状況を

チャンスと捉え、 1 0 年、 2 0 年先の まちの姿を見据え、持続可能な       

まちづくりを進めるため、新たな八尾のまちを市民とともにつくりたい。  
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未来の八尾市民に向けた投資として、いま、自らまちを創り上げる地域政策

として着実に計画行政を進め、今後の利便性や住みやすさ、まちの魅力に  

溢れるまちへとつなげてまいる所存であります。  

 

このような決意で、平成 29 年度においては、「まちは人」という考えの   

もと、中核市への大きな飛躍へとつなげるため、着実な市政運営を進めて  

まいります。  
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 平成 29年度における市政運営の基本的な考え方 
平成 29 年度（2017 年度）には、「中核市やお」としてのまちづくりを見据えながら、      

まちづくりの原動力となる「人」に重点を置き、人が暮らす地域をともにつくる   

地域分権の推進を展開し、健康づくりの推進に取り組むとともに、未来をつくる八尾

創り、女性活躍を推し進めながら、行財政改革に積極的に取り組むことを基本方針と

します。総合計画に掲げる６つのまちづくりの目標実現に向け、国の「地方創生」の

趣旨も踏まえ、これまでの取り組みをさらに発展させ、着実な施策展開を進めます。 

 

（１）地域分権の推進 

出張所等を「地域拠点」として機能再編し、制度の狭間やつながりの隙間にある

市民への対応を進めるため、地域組織や人との連携をさらに強化し、「総合行政の

場」としての機能を高め、市民が地域拠点を中心として行政や地域の人々と   

つながりを持ち、安心して暮らせる地域社会をつくります。 

さらに、校区まちづくり協議会が、「まちは人」の根幹となる「人づくり」に   

よる担い手の広がりを進められるうえで、市行政における実情に即したまちづくり

支援として、人材確保の仕組みづくり等を充実し、誰もが活き活きと活躍できる 

地域社会を実現していきます。 

 

（２）健康づくりの推進 

本市では、「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、地域理解を深め、  

「健康コミュニティ」の構築に取り組みます。 

それにより、個々人が自己実現として、生涯を通じ心身ともに健やかに生活  

できる健康づくりに取り組むことを支援し、日常生活の中で常に健康を意識し、 

健康の取り組みが定着することにより、「健康文化」として高めていきます。 
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（３）未来の八尾創り 

次代を担う子どもが将来の夢を描き、健やかに育ち、保護者にとっては子どもの

成長を心から喜ぶことができる環境をつくります。 

とりわけ、就学前の子どもには、すべての子どもを受け入れ、より質の高い幼児

教育と保育環境を提供し、待機児童解消に向け、あらゆる策を講じて精力的に   

取り組みます。 

さらに、幼児期の教育と義務教育９年間の「学びと育ち」の連続性と一貫性を  

確保し、より一層、双方の質の向上を図るとともに、本市教育振興の中枢を担う  

施設として、新たに教職員の研修・支援、教育課題の研究、教育情報の提供、    

子どもや保護者の相談・支援、特別支援教育の推進の５つの拠点機能を担う  

「（仮称）八尾市教育センター」の整備を進め、子どもが将来に夢を持ち可能性を

ひらけるよう、教育環境の向上に取り組みます。 

 

（４）女性活躍の推進 

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  

おいても女性活躍を率先垂範しながら進めてまいりました。その土壌を活かし、 

「地域で活躍する」・「仕事で活躍する」・「生涯かがやく」の３つの視点から、女性

も男性も、すべての人が輝きながら暮らせるまちの実現をめざし、地域で何か人の

役に立ちたい、新たに仕事でチャレンジしてみたいと思う女性が一歩踏み出せる   

環境づくりを、積極的に進めます。 

 

（５）行財政改革の推進 

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、 

「選択と集中」を徹底し、「仕組みを変える」「仕方を変える」視点で、これまでの

行政の仕組みを見直し、将来世代に過度な負担を先送りすることがないよう、  

持続可能な行財政運営を行い、市民サービスのさらなる向上を図ってまいります。 
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◆ 重点施策について 

平成 29 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 7 期実施計画」の重点施策を定め、施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．誰もが安全で安心して住み続けられる八尾 

 

２．子どもや若い世代の未来が広がる八尾 

 

６．みんなでつくる八尾 

 

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 

「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」 

「ともに支えあう地域福祉のしくみづくり」 

「生活困窮者への支援」 

 

「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」 

「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」 

「スポーツ・レクリエーションの取り組み」 

「産業政策を活かした「まちづくり」の推進」 

「味力をうみだす農業の振興」 

「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」 

「都市計画道路などの整備」 

「公園とまちの緑化による緑のある暮らし」 

「快適な生活環境づくり」 

「地域のまちづくり支援・地域拠点の充実」 

「女性活躍の推進」 

「計画行政の推進」、「行財政改革の推進」 

「窓口サービス機能の充実」 

やおマニフェスト 2015実行計画の実現 

 

財政運営の今後の方向性 

市民意識の状況 

 

本市を取り巻く状況への対応 

将来都市像 「元気をつなぐまち、新しい河内の八尾」 の実現に向けて 

重点施策 

「まちは人」を基本に置く後期計画の実現 

【基本方針】 

地域分権の推進・健康づくりの推進・未来の八尾創り 

・女性活躍の推進・行財政改革の推進 

地方創生 

地域と向き合う施策展開の活発化・見える化 女性活躍の仕組みの具体化 

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 

 

【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】 

部局マネジメント戦略の実現 
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○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、さらなる備蓄物資、備蓄備品等の拡充を図り、指定避難所及び地域拠点であり

第２避難所となる各コミュニティセンター・人権コミュニティセンターへも防災資機材や 

食料等の分散配備を進め、平素から人が集う地域拠点の災害対応力を高めます。 

 さらに、災害発生時において、限られた人員、資機材等の資源を重点的に投入できるよう、

業務の継続と早期復旧を図るための業務継続計画を策定します。 

  

（主な取り組み） 

■防災資器材等の整備 

■業務継続計画策定事業 

 

 

○災害に強い消防体制づくり 

災害から市民の生命・身体および財産を守り、被害を軽減するため、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、市民への応急手当の普及啓発などの取り組みを進めます。 

 

（主な取り組み） 

■自主防災組織活動支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標１） 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾 1 
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○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、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「空家等対策計画」の作成を  

進める中で、これまでの市民からの情報提供を求めつつ行う、管理不良空き家への取り組み

に加え、若い世代の住まい確保にもつながる空き家の利活用についても検討を進めます。 

 

（主な取り組み） 

■空き家等適正管理促進事業 

 

 

○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、基本理念である 

「みんなの健康をみんなで守る市民が主役の健康づくり」を踏まえ、健康づくりや     

食育推進等の事業展開により、健康寿命の延伸を図り、生涯にわたり活き活きと輝く社会   

づくりにつなげていきます。 

とりわけ、大阪大学大学院医学系研究科等との連携で実施した「健康づくりに関する市民 

アンケート」の調査結果を分析し、生活習慣病予防と介護予防施策の推進、健康に関する  

新たな課題への対応等を進めます。 

さらに、平成 30 年度（2018 年度）の中核市移行に伴い獲得する保健所の権限を最大限に  

活用し、そこで活躍する専門職が持つ知見を活かしながら、保健・福祉・医療施策の円滑な

連携による市民サービスの向上に向け、精力的に検討・準備を進めます。加えて、健康都市   

宣言に向け、地域の特性に合わせた健康コミュニティづくりを進めるべく、出張所等の   

地域拠点活用による支援策として、健康相談や健康教育等の具体的な実践に取り組みます。 

また、食育推進の地域展開を図るとともに、特定健診やがん検診等の受診率の効率的・  

効果的な向上についても、出張所等の地域拠点を活用するなどの手法により取り組みます。 

 

（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 

■保健所機能活用事業 

■食育推進事業 

■健康増進事業（がん検診） 
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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（後期計画）」の基本理念「だれもが夢を  

持ち、共に創る福祉のまち」に沿った八尾らしい地域福祉を推進するため、福祉のまち   

づくりへの積極的な市民参画をめざし、小地域ネットワーク活動をはじめとする地域に  

おけるさまざまな福祉活動の担い手育成などを八尾市社会福祉協議会と連携して進め、地域

の自主的な福祉活動の充実へとつなげていきます。 

とりわけ、社会課題となっている介護や保育などの福祉現場の担い手不足に対応すべく、

八尾市社会福祉協議会や市内社会福祉法人と連携を図りながら、福祉人材養成・供給の   

仕組みづくりを進め、ライフスタイルに合わせて資格や能力を活かせるよう、意欲ある人の

就労するきっかけづくりや、活躍する機会の確保につなげます。 

さらに、支援を必要とする人の把握・見守り体制の充実を図るため、出張所等の地域拠点

を中心に地域のネットワークを活かし、庁内連携を高めつつ、寄り添いながら支援できる  

仕組みづくりに取り組みます。併せて、平時における地域の見守り活動について、避難行動

要支援者名簿同意者リストを地域実情に応じて活用し、地域と協働して取り組みます。 

 

（主な取り組み） 

■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 

 

 

○生活困窮者への支援 

資産や能力、その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する人に対し、困窮の程度 

に応じて、健康で文化的な生活の保障と自立を助長するため、生活保護制度を適正に運用  

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、貧困の連鎖の防止に向け、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援に 

取り組みます。 

 

（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 

安心して子どもを生み、育てて良かったと実感できるまちをめざし、健やかな妊娠と   

出産ができ、乳幼児の発育状況を見守る環境を整備します。 

誰もが気軽に相談できる「寄り添い型の相談支援体制」の充実として、これまで、助産師 

や出張所等保健師による妊娠届出時等における妊婦への主として面接によるアンケート調査

の実施により、妊婦の把握率や新生児期の訪問希望者の増加につながった成果を踏まえ、  

今後さらに他の母子保健事業や親子教室等の地域での事業等においても、妊産婦に対し  

助産師等専門職が積極的に関わるよう取り組みます。 

さらに、不妊症・不育症の相談体制を強化するなど、より妊娠･出産に関して相談しやすい  

環境づくりを進め、今後も引き続き、身近な場で、必要な方に必要な支援を行う      

「切れ目のない妊娠・出産・子育て支援」に取り組みます。 

 

（主な取り組み） 

■母子保健相談支援事業 

 

 

○地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み 

「みんなでつくる子どもの未来と幸せ」を基本理念とする、「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、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実に向け、子どもの育ちを 

総合的に支援する「（仮称）八尾子どもセンター」の整備について、中核市移行や児童福祉法

改正に伴う国の動向を注視しながら、担う機能や役割等についての考え方をとりまとめると

ともに、保健・福祉・教育がさらに連携できる仕組みを構築します。 

さらに、子どもの貧困対策として、ひとり親家庭の子どもに対する学習支援に取り組む 

ほか、法律相談の充実を図るとともに、中核市移行に伴い、母子・父子・寡婦福祉資金貸付

制度をしっかりと運用するなど、ひとり親家庭の自立支援に取り組んでいきます。 

 

（主な取り組み） 

■（仮称）八尾子どもセンター整備事業 

■妊娠・出産・育児の切れ目のない支援推進事業 

■子どもの貧困対策推進事業 

■母子家庭等自立支援事業 

 

 

 

 

（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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○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、すべての子どもを

受け入れられる環境を整えます。 

 さらに、待機児童をいち早く解消するため、民間施設における保育士確保が円滑に    

行えるよう、新たに新規採用保育士への給付金の支給や、認定こども園等への就職セミナー

の開催に取り組むとともに子育て支援員の育成等を進めます。 

そのほか、認定こども園等の保育時間中に子どもが体調不良となった場合において、    

より安全な体制を確保するため、看護師等を配置する施設を増やします。 

また、生活保護世帯への実費徴収補足給付制度を整え、すべての子どもが安心して育つ  

ことのできる保育環境につなげます。 

 

（主な取り組み） 

■公立認定こども園推進事業 

■認定こども園等整備計画推進事業 

■保育士確保事業 

■保育士就労支援事業 

■子育て支援員研修事業 

■病児保育事業 

■通常保育事業 

 

 

○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、国の示す基準に沿った放課後児童室の運用をめざし、永畑地区等において、  

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、放課後児童室整備を進めます。 

 また、平成 27 年度（2015 年度）に実施した放課後の子どものあり方に関するアンケート  

調査をもとに、より充実した放課後対策について取り組みを進めます。 

 

（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 

知徳体のバランスのとれた児童・生徒を育成するため、「確かな学力」、「豊かな心」、  

「健やかな体」の育成をはじめ、家庭・地域社会との連携、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、平成 30 年（2018 年）４月の中核市への移行を契機に、「八尾市の教職員は八尾

で育てる」という考えのもと、「（仮称）八尾市教育センター」を高安地区（旧高安中学校   

校舎）に設置し、地域資源である自然環境、歴史遺産などを最大限に活かして「郷土を    

愛する子ども」の育成や教育相談・支援機能の充実を図るとともに、フロンティア校である

高安小・中学校と一体となって小中一貫教育をはじめとした、より実践的な研究・研修を  

進め、市内の学校にその成果を発信・共有するなど、本市の教育の総合力を高めます。 

さらに、子どもの学ぶ意欲の向上と学習習慣の定着を図るため、放課後学習の充実を 

図るとともに、新しい学習指導要領に向けた先行的な取り組みとして、子ども自らの課題の  

発見、解決に向けた主体的・対話的な深い学びといった「アクティブ・ラーニング」を    

はじめとした学習指導の改善等に取り組みます。 

また、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、健やかな体を育成するため、体力向上や健康教育を引き続き推進して   

いきます。 

 

（主な取り組み） 

■教育研究・研修事業 

■（仮称）八尾市教育センター整備事業 

■学力向上推進事業 
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○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、学校・   

地域連携推進、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が複雑・多様化するなか、支援を必要とするケースが  

増加していることから、学校だけでの対処が困難となってきており、スクールソーシャル  

ワーカーを増員し、教職員等への研修や具体的な事案へのケース会議でのアセスメント等を

通して、学校現場における生徒指導体制や、家庭において様々な課題を抱える子どもへの  

支援体制の充実強化を、他の専門職との連携を図りながら進めていきます。 

さらに、学校と家庭、地域との連携によって、ともに子どもの成長を支えていく体制を  

作るために、家庭や学校の抱える課題の解決に向けた取り組みを行えるよう、地域において 

日常的に教育課題を共有し、議論できる仕組みづくりを進めます。 

 また、安全で良好な教育環境の整備を図るため、公立中学校の普通教室等へのエアコン 

整備を進めます。 

また、今後の本市の教育課題に対応していくため、高安中学校区では、本市教育振興の  

フロンティア校における小中一貫教育を、桂中学校区では、小規模校の活性化に向けた研究

を進め、義務教育９年間を見据えた育ちと学びの連続性・一貫性についての実践を図ります。 

 

（主な取り組み） 

■スクールソーシャルワーカー活用事業 

■学校・地域連携推進事業 

■学校施設管理運営業務（特別支援・幼・小・中） 
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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つなぎ、歴史資産を活かした  

まちづくりを進めるため、歴史学習の場としての活用、市民と協働した調査・保全活動、    

情報発信等に取り組みます。 

とりわけ、平成 28 年度（2016 年度）に発見された、『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の手がかりとなる貴重な遺構について、引き続き調査を行うと   

ともに、「歴史資産のまち‘やお’」として国史跡高安千塚古墳群をはじめ、本市が有する   

豊富な歴史性や文化財を活かした魅力発信を進めていきます。 

  

（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 
市民が生涯にわたって自己の人格を磨き、豊かな人生を送るため、平成 27 年度（2015 年度）

に策定した「八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画」に基づき、「誰もが生涯にわたって

学ぶことができその成果が社会に還元できるまち」の実現に向けた各種生涯学習の取り組み

を進めます。 

とりわけ、地域分権・女性活躍の推進などをより一層進めるため、まちづくりに関わる   

人材の育成につながる講座を行うなど、市民が学びを深める機会の充実を図ります。 

さらに、「まちのなかの達人」の仕組みを再編することで、より一層、市民が地域で活躍   

できる場づくりを進めるとともに、地域と学校等との連携を図る中で家庭の教育力の充実を 

推進します。 

 

（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 

■家庭教育学級事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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」を推進していきます。 

事業の展開にあたっては、文化会館を拠点とした事業展開に加えて、地域への事業展開を 

図り、市民が身近な地域で芸術文化に親しむ機会を提供していきます。 

とりわけ、平成 30 年度（2018 年度）の市制施行 70 周年及び文化会館開館 30 周年を記念    

した音楽イベントの開催に向けて、若者会議の提案内容を踏まえるとともに、多様な主体と

の連携・協力を図り、事業を進めていきます。また、“吹奏楽のまち八尾”のイメージを高め

ていくため、青少年を対象とした吹奏楽の普及・振興を図るとともに、市民が身近に吹奏楽

に触れることができる機会を創出していきます。 

さらに、平成31年度（2019年度）以降の、文化会館の次期指定管理期間への準備として、

市民アンケート等の実施により芸術文化に関するニーズ、今後の芸術文化施策の進め方、  

文化会館のあり方などの調査・分析を行います。 

 

（主な取り組み） 

■芸術文化振興事業 

 

 

○スポーツ・レクリエーションの取り組み 
子どもの体力向上や健全育成、市民の生きがいづくり、そして健康づくりのため、    

「八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画」に基づき、「誰もが、いつでも、いつまでも   

スポーツ・レクリエーションに親しむことができるまち」の実現に向け、各種スポーツ・   

レクリエーション活動のための環境の充実を図るため各種取り組みを進めます。 

 とりわけ、恩智川治水緑地２期工区へのスポーツ施設整備に向けて、市民参画により    

福万寺市民運動広場全体のスポーツ施設としての構想づくりを進めるとともに、市民が   

スポーツを楽しむ機会を一層充実するため、平成 29 年度（2017 年度）中の暫定供用の開始を 

行います。 

また、市民が習得したスポーツの技術や成果を活かして地域で活躍できる仕組みの創出と

情報発信を進めます。 

 

（主な取り組み） 

■体育施設整備事業 
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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について、平成28年度（2016年度）及び平成29  

年度（2017年度）の産業振興会議において議論の深化を図り、事業展開を進めます。 

 とりわけ、本市の未来の産業を担う次世代経営者や幹部候補者となる人材を育成する 

ため、八尾商工会議所や金融機関、関係機関・団体などとの連携により、セミナーを開催

するとともに、業種を超えた地域内外のネットワーク化の支援を行います。さらに、   

事業承継支援及び創業支援の体制充実を図ります。 

 

（主な取り組み） 

■産業人材戦略推進事業 

■事業承継支援事業 

■創業支援事業 

 

 

○味力をうみだす農業の振興 

  本市の特色ある農産物のＰＲや６次産業化に取り組む農業者への支援により、     

本市産品の知名度を上げ、商品価値を高めるとともに、意欲ある農業者に対する支援策の

強化と販路拡大に取り組みます。 

  とりわけ、農産物のブランド化に向けた取り組みの一環として、６次産業化に取り組む

農業者を支援します。また、本市の特産農産物を生産する農業者団体を支援し、特産物の

指定産地育成とブランド化を推進します。 

 

（主な取り組み） 

■特産物指定産地育成事業及び特産物ブランド化事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標４） 職住近在のにぎわいのある八尾 ４ 
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○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」や「女性の職業生活における活躍推進会議」の意見に基づき、積極的な就業支援や   

雇用創出の取り組みを進めます。 

 とりわけ、女性の就労環境の向上を図るため、事業所向けの各種支援講座等を開催すると

ともに、女性向けの就労支援冊子を作成し、就労実現と継続に向けた取り組みを進めます。

併せて、女性活躍推進員による、女性が働きやすい雇用形態となる求人開拓をさらに進める

とともに、ワークサポートセンターにキッズコーナーを設けるほか、就労に関わる     

庁内ネットワークを強化することで、無料職業紹介所における女性の再就職支援の充実を 

図ります。 

 

（主な取り組み） 

■女性の職業生活における活躍推進事業 

 

 

○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、中核市移行に伴い景観行政団体として権限を獲得することから、八尾市が持つ 

地域資源を活かしたよりきめ細やかな景観を形成・保全するために、地域特性に応じた   

計画を策定し良好な景観形成に取り組みます。 

さらに、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、引き 

続き実現に向け取り組みます。特に曙川南地区については、土地区画整理組合への支援を  

進めます。 

また、近畿大学建築学部との連携により、高齢化が著しく進行している桂小学校区に   

おいて、公共施設（用地）等を有効活用し、地域の活性化を図っていきます。 

 

 

（主な取り組み） 

■都市景観形成基本計画推進事業 

■曙川南土地区画整理事業 

■都市計画推進事業 
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○魅力ある都市核などの充実 

玉串川や桜並木等、地域資源が豊かな近鉄河内山本駅周辺は、地域生活拠点となる    

副次核であり、関係機関と連携し、駅周辺を核とした交通結節点機能等の充実を図ることで、

市民生活の安全性・利便性の向上、健康意識への促進効果も高め、人の流れと活気を    

生み出し、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、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、大阪府中部広域防災拠点へのアクセス道路となるため、

大阪府に対し沿線関係市と事業化に向けた働きかけを行います。 

また、八尾空港西側跡地についても、土地の有効活用が図られるよう大阪市と連携し、 

引き続き国との協議を進めます。 

 

（主な取り組み） 

■近鉄河内山本駅周辺整備事業 

 

 

○都市計画道路などの整備 

安全で安心な市民生活と産業活動を支えるため、交通渋滞の緩和や利便性の高い道路   

交通網の確保や、防災性の向上に向け、計画的かつ効果的な事業推進を図るとともに、国道

や府道の幹線道路整備を促進し、将来のまちの発展につながるように都市計画道路などの 

整備を進めます。 

 とりわけ、都市計画道路八尾富田林線の整備については、引き続き大阪府に対して、    

事業認可や早期の事業実施に向けた働きかけを行うとともに、防災幹線道路として重要な  

機能を果たす広域的なアクセス道路としての活用に加え、八尾空港周辺地域の産業集積の  

維持発展をめざしたまちづくりを進めます。 

さらに、八尾富田林線の事業化に合わせ、接続する都市計画道路大阪柏原線の整備を促進 

するとともに、地域特性を活かしたまちづくりの検討を進めます。 

 また、引き続き、副次核、新都市核へのアクセス道路であり、まちの発展に寄与する     

都市計画道路ＪＲ八尾駅前線や、都市計画道路久宝寺線についても、利便性、安全性、防災 

の視点から整備を進め、市民の生活を豊かにします。 

 

（主な取り組み） 

■都市計画道路の整備促進事業 
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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、曙川小学校区に位置する近畿財務局合同宿舎跡地の一部について、平成31年

（2019年）４月の公園開設をめざし、ワークショップ方式により地域住民と意見交換を行い、

整備方針及び整備内容に反映するとともに、実施設計を行います。 

  

（主な取り組み） 

 ■公園・緑地整備事業 
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○快適な生活環境づくり 

「八尾市環境総合計画」の基本方針に沿って、環境施策を実施し、市民・事業者との    

パートナーシップにより具体的に取り組みを進めます。また、公害などの未然防止を図る   

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して、規制･啓発活動等 

を実施します。 

さらに、平成 30 年度（2018 年度）の中核市移行に伴う産業廃棄物関連の権限を活かし、 

産業廃棄物の適正処理の徹底が図られるよう、必要な条例制定等に取り組みます。 

なお、「八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」に基づき、より一層分別・減量・     

資源化が進むよう取り組むとともに、なかでも家庭系ごみについては、市民が安心して   

ごみを排出し減量等に取り組めるよう、市民の意見を聴きながら、市民生活の実情に    

見合ったより良い形へと改善を重ねていきます。 

 

（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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○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、各地域の第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」としての変革を進め、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ついては、地域特性・課題に応じた事業をより主体的に   

展開するため、その機能を再編します。これまでの出張所等の地域拠点における地域の    

まちづくり支援や健康づくり支援での成果を踏まえ、庁内連携を図りつつ、今後さらに   

地域に出向き、地域等と連携し、困ったことがあれば頼りになる拠点としての体制整備や、

初期対応型総合相談等に対応できる仕組みを構築します。 

さらに、竹渕コミュニティセンターの移転建替工事を実施するとともに、各コミュニティ 

センターについても、レイアウト変更等を講じ、市民が集まる拠点としての機能を     

高めていきます。 

 

（主な取り組み） 

■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 

 

 

○女性活躍の推進 

人口減少が進み、男女の価値観も多様化するなかにおいて、これまで社会を支えてきた  

女性が、就職・結婚・出産・子育て・介護など様々な場面において、自分らしく活躍する形

を自ら選択でき、これまで以上に活動しやすくなる社会環境を創ることで、性別に関係なく、

生活者の視点を大切にした“すべての人が活躍できるまちづくり”をめざします。  

とりわけ、平成 29 年度（2017 年度）は、女性活躍をキーワードに事業展開をしている就労、

スキルアップなどの各種講座や相談会等が一堂に会した場の創出を進めるほか、各地域に 

出向きながら女性の就労支援や社会参加の促進につながる環境づくりに取り組みます。  

さらに、市が率先して育児休業を取得する職員への復職支援等について具体化を図るととも

に、男女共同参画を推進するための職員全体への意識の浸透につなげる仕組みをつくり、  

市域全体へと広げていきます。 

また、男女共同参画センター「すみれ」の事業を充実し、地域で活躍する女性の育成や   

支援を進めるとともに、市民への情報発信も引き続き行い、生涯を通じた女性の自己実現に 

つなげます。 

 

（主な取り組み） 

■「すべての女性が輝くまち八尾」実現事業 

 

 

（目標６） みんなでつくる八尾 ６ 
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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、「部局マネジメント 

目標」などの行政経営手法により、第５次総合計画を、「選択と集中」を図り戦略的に    

優先度づけをしながら推進するとともに、平成 27 年度（2015 年度）に策定した「八尾市   

人口ビジョン・総合戦略」に沿って、人口減少社会を見据え、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。また、協働のまちづくりを進める上で、「八尾市市民  

参画と協働のまちづくり基本条例評価委員会」の提言を踏まえた取り組みを進めます。 

とりわけ、平成 28 年度（2016 年度）に開催した若者会議での提案事業の実現に向け、     

平成 30 年度（2018 年度）に迎える市制施行 70 周年のプレイベントとして実施し、それらを

含めた市の魅力を発信していくシティプロモーションを推進します。 

さらに、平成 30 年（2018 年）４月の中核市移行に向け、獲得する権限を最大限に活かす  

施策展開の検討を進めるとともに、着実に取り組んでいきます。 

 

（主な取り組み） 

■総合計画の推進 

■（仮称）シティプロモーション推進・市制施行 70 周年記念事業 

■中核市移行事業 

 

 

○行財政改革の推進 

平成 29 年度（2017 年度）においても引き続き、将来世代に過度な負担を先送りすることが 

無いよう、「選択と集中」を徹底し、「仕組みを変える」「仕方を変える」視点で、これまでの

行政の仕組みを見直し、持続可能な行財政運営を行います。 

とりわけ、「八尾市行財政改革指針」及び平成 28 年（2016 年）８月に策定した「八尾市     

行財政改革行動計画」に基づき、さらなる行財政改革の推進を図ります。 

 

（主な取り組み） 

■行政改革推進事務 
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○窓口サービス機能の充実 

市民に対して、的確な窓口サービスを提供し、必要な手続きなどがスムーズに安心して   

行えるよう引き続き窓口業務を民間委託し、民間ノウハウを活かして親切丁寧な     

窓口への誘導や必要な手続きをサポートします。 

とりわけ、証明書発行については、コンビニエンスストアでの証明書発行の利用促進に  

向け、マイナンバーカードの交付申請の普及啓発に取り組みます。また、さらなる市民の  

利便性の向上を図るため、住民異動届出受付、証明書交付受付等の窓口において、休日窓口 

を実施します。 

併せて、出張所における証明書・届出の窓口業務については平成 29 年（2017 年）９月末に 

廃止し、市民にとってより身近な地域拠点として活用できるよう、様々な施策を展開できる

機能を高めていきます。 

 

（主な取り組み） 

■戸籍・住民票・届出証明・個人番号カード交付業務 
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八尾市の行財政運営の考え方 
 

平成 28 年度（2016 年度）においては、「八尾市行財政改革行動計画」に基づき、   

超過勤務の２割縮減をめざし、各部局各課のそれぞれの事業に応じ、業務の精査や 

効率化を進め、目標達成の成果を挙げております。また、事業の内製化を図る仕事の

仕方の見直し、内部管理業務の見直しによる効率化の推進、庁内の応援体制による 

業務の平準化、事務服の貸与の廃止など、全職員一丸となり計画実現に向けて   

取り組んでいます。 

そのため、平成 29 年度（2017 年度）当初予算についても、引き続き、行動計画に

沿って、中長期を見据えた「財政運営の基本的な視点」から選択と集中を行い、   

「まちは人」という考え方のもと、重点取り組みへの予算配分をしております。 

平成 29 年度（2017 年）の市全体の予算規模については、2,152 億 9,333 万 5 千円で、

前年度当初予算額との比較では、26 億 7,213 万 8 千円の増、率で 1.3％の増となって  

います。 

一般会計では、総額 1,013 億 9,530 万 2 千円で、前年度当初予算額との比較で、歳出

性質別では社会保障関係経費の増により、扶助費、補助費等及び繰出金が大幅増で、

全体として 28 億 4,975 万 3 千円、率で 2.9％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保険給付費などで減、介護保険事業では保険

給付費、地域支援事業費などで増、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減となり、全体として

前年度当初予算との比較では増となっています。 

企業会計では、病院事業では医業費用、建設改良費などで増、水道事業では営業外

費用、建設改良費などで減、公共下水道事業会計では営業外費用、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減となっています。 

平成 29 年度（2017 年度）においては、行動計画の具体的内容に定めた１課１改革

に取り組むとともに、庁内横断的な取り組みの実施や新たな取り組みの検討を積極的

に推進していきます。 
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平成 29 年度 

A 

平成 28 年度 

B 

対前年度 

増減額（A-B） 
   増減率 

一   般   会   計 101,395,302 98,545,549 2,849,753 2.9 

特   別   会   計 69,824,073 69,728,216 95,857 0.1 

 国民健康保険事業特別会計 38,569,680 39,438,219 ▲868,539 ▲2.2 

財産区特別会計 4,445 3,279 1,166 35.6 

介護保険事業特別会計 24,762,876 23,786,599 976,277 4.1 

後期高齢者医療事業特別会計 6,197,216 5,971,195 226,021 3.8 

土地取得事業特別会計 289,856 528,924 ▲239,068 ▲45.2 

企   業   会   計 44,073,960 44,347,432  ▲273,472 ▲0.6 

 病院事業会計 15,389,063 14,266,079 1,122,984 7.9 

水道事業会計 9,499,674 9,960,742 ▲461,068 ▲4.6 

公共下水道事業会計 19,185,223 20,120,611  ▲935,388 ▲4.6 

全   体   合   計 215,293,335 212,621,197 2,672,138 1.3 

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 29年度会計別予算額】 
（単位：千円、％） 
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平成 29 年度 八尾市一般会計当初予算の概要 

 

 
歳入 （単位：千円） 

市税 37,541,000 

国庫支出金 21,370,090 

市債 10,436,700 

地方交付税 9,580,000 

府支出金 8,352,601 

地方消費税交付金 4,749,000 

繰入金 3,737,255 

使用料及び手数料 1,631,716 

分担金及び負担金 1,340,326 

諸収入 1,060,290 

その他 1,596,324 

合計 101,395,302 

 

 

 

<歳出性質別> （単位：千円） 

扶助費 28,542,624 

人件費 17,365,580 

補助費等 15,900,819 

繰出金 10,058,808 

公債費 9,971,103 

物件費 9,774,725 

投資的経費 8,953,325 

その他 828,318 

合計 101,395,302 

 

 

 

<歳出目的別> （単位：千円） 

民生費 54,726,692 

公債費 9,971,103 

土木費 9,015,611 

総務費 8,646,626 

衛生費 8,199,308 

教育費 7,173,922 

消防費 2,092,917 

その他 1,569,123 

合計 101,395,302 

 

 

市税

37%

国庫支出金

21%市債

10%
地方交付税

9%

府支出金

8%

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

16%

繰出金

10%

公債費

10%

物件費

9%

投資的経費

9%

その他

1%

歳出（性質別）

民生費

54%

公債費

10%
土木費

9%

総務費
9%

衛生費

8%

教育費
7% 消防費

2%
その他

1%

歳出（目的別）
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むすび  

 

市政を預かり３期 10 年、八尾市は、平成 30 年度に、中核市移行に向けた

新たなステージを切り拓く時を迎えようとしています。  

 

本市が主催した「若者会議」の中で、50 人もの熱い想いを持つ若者が集い、

八尾をもっと魅力に溢れ、躍動感のある、住んでみたい、還ってきたいまち

とするため、わがまち八尾の未来を熱心に語りあうことに、私自身が勇気と

情熱を頂けたと感じています。私は、このような若者の思いや力を大切に  

するために、地域や事業者等の年長者が経験や知恵を加え、温かく見守り、

励まし、時には助言する環境をしっかり整え、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したいと強く思うところであります。  

 

これまでのまちづくりにおいても、将来のまちづくりにおいても、時代の

変遷があっても、まちづくりの原点は「人」であります。  

思えば、高安城や西京と名付けられた由義宮の造営、久宝寺・萱振・    

八尾の寺内町、河内県庁の所在地など、八尾は歴史の重要な舞台として、   

また河内地域の中心地として、栄えてきたという歴史と誇りを有するまち  

です。さらに、『続日本紀』に記載がある道鏡ゆかりの由義寺の手がかりと

なる貴重な遺構が発見され、歴史ロマンに心が躍るとともに、先人が築いて

きたまちを未来に引き継ぐ重みを改めて感じ、「まちは人」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。  

 

これから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、引き続き、職員の先頭に立ち、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、よろしくお願い申し上げます。  
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