
重点施策Ⅰ－１，Ⅰ－２，Ⅰ－３，Ⅰ－４

施策の評価
平成２９年度の

対応等検証会議からの意見

データソース 伊丹警察署調査

基準値の時期 平成26年1月～12月

算出方法
市内で1年間に発生した犯罪認知件数のうち街頭で発生した
件数

Ｈ27．1～12 H ． H ．

データソース 市民意識調査

基準値の時期 平成27年度

算出方法
「交通安全や防犯活動の推進」の施策に満足もしくは、やや
満足と回答した人の割合 H28．7 H ． H ．

データソース 伊丹警察署調査

基準値の時期 平成26年1月～12月

算出方法
伊丹警察署に1年間に届出された9歳以下及び70歳以上の行
方不明者数

H27．1～12 H ． H ．

データソース 兵庫県警察調査「交通事故統計」

基準値の時期 平成26年1月～12月

算出方法
兵庫県警察発表による1～12月の１年間に市内で発生した自
転車関連事故の人口1万人あたりの件数

H27．1～12 H ． H ．

データソース 駅周辺における放置自転車等の実態調査

基準値の時期 平成27年度

算出方法 特定日における市内鉄道駅周辺の放置自転車等台数 Ｈ28.6 H ． H ．

データソース 生命表

基準値の時期
平成21～23年度平均
※介護保険データ

算出方法 個人が要介護2～5に該当する時期までの平均年齢 H25 H ． H ．

データソース 市民意識調査（平成28年度～）

基準値の時期 平成28年度

算出方法
「健康づくりに意識して取り組んでいる」に、あてはまる・まあ
あてはまると回答した人の割合 H29年度 H ． H ．

データソース 市民意識調査

基準値の時期 平成27年度

算出方法
「常に家庭で災害の備えをしている」に、あてはまる・まああて
はまると回答した人の割合 H28．7 H ． H ．

データソース 防災イベント等参加者数

基準値の時期 平成25年度

算出方法
市主催の防災イベント啓発事業、出前講座の参加者数、防
災啓発コーナー来館者数 H27年度 H ． H ．

データソース 市民意識調査

基準値の時期 平成27年度

算出方法
「地震や大雨などの災害への備え」の施策に満足もしくは、や
や満足と回答した人の割合 H28．7 H ． H ．

↑ 人 4,640

↑

％ 50.6
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74.4

41.3

↓ 件 1,812

性質 単位 基準値
Ｈ28.7
時点
実績

H２８
目標
参考値

H３１
数値
目標

1,810 1,721 911

基本目標
/重点施策 ＫＰＩ ＫＰＩの意味・算式

Ⅰ－４
災害に強いま
ちづくり施策

↓

↑ 歳

↓

↓ 台 605

件 22
17.9 21 18

284 580 300

男79.9
女84.0

男79.13
女84.00

男79.73
女84.60

入力予定

災害の備えを
している人の割
合

防災啓発事業
参加者数

市の災害への
備えに対する
満足度

72.4

行方不明者数
（9歳以下と70
歳以上）

街頭犯罪認知
件数

↑

人

↑ ％ 40.1

％ 42.3

平成28年度伊丹創生総合戦略 重点施策評価シート

男78.93
女83.80

↑ ％ 71.4

67

Ⅰ－１
安全・安心
見守り施策

自転車関連事
故件数

駅前放置自転
車等台数

健康寿命（日常
生活に制限なく
生活できる期
間）

Ⅰ－２
安全な

自転車利用
推進施策

Ⅰ－３
健康長寿施

策
健康づくりに意
識して取り組ん
でいる人の割
合

交通安全や防
犯活動の推進
への満足度

基本目標Ⅰ． さらなる安全・安心を実現するまち

ＫＰＩの達成状況を踏まえ平成２８年度事業の課題
と平成２９年度への対応等について部局長の意見

総合戦略に相
当程度効果が

あった

総合戦略に非
常に効果的で

あった

総合戦略に相
当程度効果が

あった

総合戦略に効
果があった

検証会議からの評価

見守りカメラの設置やビーコンの活用に
よる見守り事業の効果は徐々に現れるも
のと思われる。他の自治体にはない施策
であり、警察や地域とも連携し、推進して
いくべきである。
また、カメラ設置が平成28年度で完了す

るため、今後は、カメラを活かした事業の
展開によって事故や犯罪の未然防止に取
り組む必要があり、市と市民、また、関係
各所との協働によって地域防犯の意識が
向上していくことが期待される。

KPIの数字に見られるように、自転車事
故や、放置自転車の数が実際に減少して
おり、事業の効果が見られる。引き続き、
自転車安全利用の啓発を推進していくべ
きである。
指標においた項目のうち、実績値がすで

に目標値に達しているものについては、さ
らに高い目標を目指して推進していくべき
ではないか。

概ね順調に事業が進捗している。健康
長寿を目指し、市民が主体的に健康づくり
に取り組めるよう、事業を進めるべきであ
る。また、健診の受診率向上を目指す必
要がある。

災害の発生から時間の経過とともに防
災意識が下がる傾向にあるため、啓発事
業を積極的に推進すべきである。「市の災
害への備えに対する満足度」を上げていく
ために、市民に災害への備えに関する知
識を持ってもらう必要がある。
指標においた項目のうち、実績値がすで

に目標値に達しているものについては、さ
らに高い目標を目指して推進していくべき
ではないか。

43.3 47.3

5,704 4,700 5,000

39.3 41.1 45.1

街頭犯罪認知件数及び、行方不明者数が、目標を達成していない。
これは、安全・安心見守りネットワークの整備が年度末であったこと
が、主な要因であると考えられる。
今後の整備によって、効果が上がってくると想定されるため、引き続

き、目標達成に向けて、1,000台の安全・安心見守りネットワーク事業
を推進することにより、さらなる安全・安心なまちとし、市内外へ積極
的に周知、啓発を図る必要がある。また、子どもや増え続ける認知症
高齢者の徘徊を見守る「まちなかミマモルメ」の利用を促進するため、
PRに努める。

安全な自転車利用推進施策については、自転車関連事故件数の
KPIが17.9とH31の目標値を既に達成している。これは、昨年施行され
た改正道交法の影響等もあり、自転車の危険運転に関する意識が高
まってきたことも一因であると考えられる。今後は、更に交通ルール遵
守の意識の低さが指摘されることの多い若年世代に対しての啓発を
進める他、自転車レーンの竣工にあわせ、自転車安全利用の啓発を
推進する必要がある。
また、放置自転車対策については、昨年、路上駐輪ラックの設置に

併せて実施した指導・啓発により、阪急伊丹駅前では放置自転車が
激減しており、一定評価できる。今後は、同エリアの改善状況を維持
するとともに駅前周辺に放置対策の拡大を図る。

健康寿命延伸に向け、各種健診受診率の向上、特定保健指導等に
よる生活習慣病予防・重症化予防を目指すとともに、市民が主体的に
健康づくりに取り組む体制整備を図る必要がある。
平成28年度には、「健診べんり帳」の作成・配布、「いたポ」を活用し

た健康づくりへのインセンティブ提供事業や「熱血！いたみ健康づくり
応援団事業」により市民の主体的な健康づくり体制を図った。
平成29年度には、これら新規事業の効果等を検証した上で、事業の

拡充も視野に入れ、更なる市民の主体的な健康づくりに向けた体制
強化に取り組むこととする。

平成２８年４月に発生した熊本地震の検証を基に、地域防災計画を
修正し、防災に役立てる。
地域組織、関係団体や防災士と連携した防災啓発の実施など、地

域防災力の強化に努めるとともに、関連部局とも協力し、住宅の耐震
化や地域での見守り等、自助・共助など個人や地域でできる減災に
関する事業の推進と、防災意識の向上に取り組む。また、ＫＰＩの現状
に満足することなく啓発を行い、さらなる意識向上を目指す。

資料２
H27状況を色分けで表示

（データ入力予定）

未達成

順調・おおむね順調

最終目標達成

施策の評価

総合戦略に効果が無かった

総合戦略に効果があった

総合戦略に相当程度効果があった

総合戦略に非常に効果的であった

（実績値が事業開始前より悪化した）

（目標値は上回らなかったが、事業開始前より改善した）

（目標値は上回らなかったが、目標値を７～８割達成した）

（指標が目標値を上回った）



重点施策Ⅱ－１，Ⅱ－２，Ⅱ－３

施策の評価
平成２９年度の

対応等検証会議からの意見

データソース
住民基本台帳
※平成28年度～

基準値の時期
平成26年度版 伊丹市統計書 年次別人口動態
※平成26年１月～12月

算出方法
住民基本台帳における出生数
※平成28年からの累計人数

H27.1～12 H ． H ．

データソース 乳幼児健康診査時アンケート

基準値の時期 平成27年度

算出方法
「この地域で今後も子育てをしていきたい」と回答した人の割
合 H29.4 H ． H ．

データソース 保育課

基準値の時期 平成27年4月1日

算出方法 年度当初の入所申込児童数と入所児童数の差 H28．4 H ． H ．

データソース 全国学力・学習状況調査結果

基準値の時期 平成26年度

算出方法
全国の平均正答率を100とした場合の伊丹市の平均正答率
（小中学校の平均） H27．4 H ． H ．

データソース 全国体力運動能力・運動習慣等調査結果

基準値の時期 平成26年度

算出方法
全国体力調査の全国平均を100とした場合の伊丹市の指数
（小中学校の平均） H27．6 H ． H ．

データソース
学校評価アンケート結果
※児童生徒用

基準値の時期 平成26年度（2月）

算出方法
「授業はわかりやすく楽しい」に肯定的な回答をした児童生徒
の割合 H28．3 H ． H ．

データソース
学校評価アンケート結果
※保護者用

基準値の時期 平成26年度（2月）

算出方法
「学校は保護者の願いに応えている」に肯定的な回答をした
者の割合 H28．3 H ． H ．

データソース 市民意識調査

基準値の時期 平成27年度

算出方法
「子どもたちの学力の向上」の施策に満足もしくは、やや満足
と回答した人の割合 H27．7 H ． H ．

待機児童の数は減っており、概ね事業
の進捗は順調であるが、保育所利用希望
の潜在ニーズに対応できるよう実態に応
じた対策が必要である。また、保育の質の
維持と人材確保に努める必要がある。
利用者支援事業では、妊娠期から・出産

期・子育て期までの一貫した支援につな
いでいくことが重要である。

知徳体のバランスのとれた人づくりのため、全国学力・学習状況調査
結果の分析に基づき、パソコンや電子黒板、実物投影機等、ICTの活
用や授業のユニバーサルデザイン化、知識の量や質と思考力を高め
る「アクティブ・ラーニング」の積極的導入等により、学習意欲の向上と
わかりやすい授業の促進を図る。
また、全国体力運動能力・運動習慣等調査の結果を分析するととも

に課題のある学校へ体力向上推進員を派遣する等、体力向上に向け
た取り組みを推進する。
さらに、学校の教育活動への保護者や地域の参画を促すことで、よ

りニーズに応じた教育を展開する。これらの教育施策や学校の教育
活動を計画的・継続的に実施するとともに、積極的に市内外にアピー
ルすることによって、市民の理解や協力を促す。
成果については、即効性が表れるものではないが、継続的に各種

調査結果等を分析していく。
「学校は保護者の願いに応えている」と感じる人のKPIが達成してい

ないのは、学校教育に関する保護者のニーズが多様化していること
が原因の１つとして考えられる。改善策として、今後、学校運営協議
会制度の整備充実等に取り組み、市民・保護者等が参画する学校運
営を推進する。

総合戦略に相
当程度効果が

あった

総合戦略に相
当程度効果が

あった

検証会議からの評価

事業実施からKPIに変化が現れるまでに
時間がかかるものであるため、今後も引き
続き事業を推進し、経過を見ていく必要が
ある。
また、学校・家庭・地域がともに連携し、子
どもにとってより良い教育環境が整えられ
るような具体的な取り組みを推進し、その
結果、学力の向上や体力の向上に結びつ
くことが重要である。

→

性質 単位 基準値

人 1,796

97.8

92

↑

Ｈ28.7
時点
実績

H２８
目標

参考値

H３１
数値
目標

↓ 人 132

↑

伊丹で子育て
をし続けたい人
の割合

出生数

％

％ 88.1

保育所待機児
童数

Ⅱ－２
特色ある教育

施策

-

「授業が分かり
やすい」と感じ
る生徒の割合

平成28年度伊丹創生総合戦略 重点施策評価シート
基本目標Ⅱ． 未来を担う人が育つまち

ＫＰＩの達成状況を踏まえ平成２８年度事業の課題
と平成２９年度への対応等について部局長の意見

平成２９年４月の保育所待機児童解消を目指すなか、平成２８年４
月に３３人の待機児童が発生していることや潜在ニーズへの対応の
ため、民間認可保育所等の公募により１００人の定員増を図る。加え
て、平成３０年度以降、待機児童ゼロを維持するため、保育の受け皿
づくり等について効率的・効果的な手法を検討する。
また、切れ目のない子育て支援サービスの確立に向け、今年度着

手した「妊娠・出産包括支援事業」及び「利用者支援事業」の充実を
含め、国が進める「子育て世代包括支援センター」を念頭に必要な体
制整備を進める。
更に、子ども・子育て支援計画が中間年を迎えるにあたり、各種関

連事業の総点検を行い、必要に応じて計画の見直しを行う。

Ⅱ－１
結婚・出産・
子育ての希望
をかなえる施

策

基本目標
/重点施策 ＫＰＩ ＫＰＩの意味・算式

％

全国体力運動
能力・運動習慣
等調査結果

↑ - 100
101.2 101 102

98.85 99.5 101.8

82.6 82 83.5
81.4

「学校は保護者
の願いに応え
ている」と感じ
る人の割合

％ 25.3↑
27.8 25.5 26.4子どもたちの学

力の向上への
満足度

全国学力・学習
状況調査結果

↑

↑

1,790 1,838 7,478
H28～31の累計

入力予定 95 95

33 15 0

87.1 88.5 90

H27状況を色分けで表示

（データ入力予定）

未達成

順調・おおむね順調

最終目標達成



施策の評価
平成２９年度の

対応等検証会議からの意見

検証会議からの評価
性質 単位 基準値

Ｈ28.7
時点
実績

H２８
目標

参考値

H３１
数値
目標

ＫＰＩの達成状況を踏まえ平成２８年度事業の課題
と平成２９年度への対応等について部局長の意見

基本目標
/重点施策 ＫＰＩ ＫＰＩの意味・算式

データソース まちづくり推進課

基準値の時期 平成27年6月

算出方法
設立された地域自治組織の数
※累計 H28．4 H ． H ．

データソース 市民意識調査

基準値の時期 平成27年度

算出方法
「伊丹市に「愛着」や「誇り」を感じている」に、あてはまる・まあ
あてはまると回答した人の割合 H27．7 H ． H ．

データソース 全国学力・学習状況調査結果

基準値の時期 平成26年度

算出方法
「今住んでいる地域の行事に参加していますか」に肯定的な
回答をした児童生徒の割合 H27．4 H ． H ．

総合戦略に効
果があった

少子・高齢化、ライフスタイルの多様化により、地域活動への関心の
希薄化や担い手不足が深刻な問題となっている。このような課題を解
決するため、地域自治組織を２小学校区において設立した。今後、当
該２地区における検証を踏まえ、全小学校区において取り組んでい
く。
また、児童生徒の地域行事への参加については、子どもたちの地

域への帰属の認識の低さが課題であると考えられる。
今後、トライやる・ウィーク推進事業をはじめとする地域への愛着推

進事業を通して、地域のなかでのつながりの大切さを喚起すると共
に、主体的かつ積極的に地域の諸活動に参画するよう促していく。

コミュニティを活性化することにとによっ
て、愛着や誇りを感じる人が増え、地域の
行事への参加者も増えていく。設立された
組織の今後の取り組みが重要である。

2

Ⅱ－３
地域への愛
着増進施策

伊丹市に愛着
や誇りを感じて
いる人の割合

校区

70.3 69.3 73.3

地域の行事に
参加している生
徒の割合

地域自治組織
の設立数

68.3

↑ ％ 45.6

2 2 10

↑ ％

↑

44 46.1 47.6

施策の評価

総合戦略に効果が無かった

総合戦略に効果があった

総合戦略に相当程度効果があった

総合戦略に非常に効果的であった

（実績値が事業開始前より悪化した）

（目標値は上回らなかったが、事業開始前より改善した）

（目標値は上回らなかったが、目標値を７～８割達成した）

（指標が目標値を上回った）



平成28年度伊丹創生総合戦略 重点施策評価シート

重点施策Ⅲ－１，Ⅲ－２，Ⅲ－３，Ⅲ－４，Ⅲ－５，Ⅲ－６，Ⅲ－７

施策の評価
平成２９年度の

対応等検証会議からの意見

データソース 中心市街地通行量調査

基準値の時期 平成26年度（11月）

算出方法 4極2軸の2軸での歩行者、自転車の休日の通行量 H27.11 H ． H ．

データソース 中心市街地空き店舗調査

基準値の時期 平成27年度（6月）

算出方法 中心市街地の空き店舗数 H28．11 H ． H ．

データソース 市ホームページアクセス数

基準値の時期 平成27年10月運用開始

算出方法
伊丹市ホームページ「住みたいまち伊丹」コンテンツ閲覧回数
（延総数）年間ＰＶ（ページビュー）

H28.4～5 H ． H ．

データソース 広報課「今日の紙面から」情報

基準値の時期 平成26年度

算出方法 マスメディア（新聞・TV・ラジオ）に取り上げられた回数 H27年度 H ． H ．

データソース 住宅政策課

基準値の時期 平成28年度新規事業

算出方法 転入促進支援件数 H29.4 H ． H ．

データソース 建築指導課

基準値の時期 平成28年度新規事業

算出方法 空き家対策セミナー等参加者数 H29.4 H ． H ．

データソース 市内主要ホテル外国人宿泊人数

基準値の時期 平成26年度

算出方法 市内主要ホテルの年間外国人宿泊人数（延人数） H27年度 H ． H ．

データソース ホームページアクセス数

基準値の時期 平成27年10月運用開始

算出方法
伊丹市ホームページ多言語版コンテンツ閲覧回数（延総数）
年間ＰＶ（ページビュー）

H28.4～5 H ． H ．

データソース 県調査「市町民経済計算」

基準値の時期 平成24年度

算出方法 販売農家1人当たりの市内総生産額 H26年度 H ． H ．

市内農業者の高齢化等による後継者不足により、都市農業者の営
農継続が困難。
都市農業振興基本法制定に伴う今後の生産緑地のあり方及び、法

改正により農地の貸借が可能となった場合、耕作意欲のある農業者
が営農できる環境づくりに努める。

空き店舗への出店補助等を積極的に
PRするため、銀行の窓口や不動産業者な
ど、民間事業者の力も借りる必要がある。

選ばれるまちとなるためには、市外に向
けて、様々な方法で積極的に伊丹の魅力
をPRし続けることが重要である。また、来
街者を伊丹に訪れやすくする具体的な取
り組みを進める必要がある。
指標においた項目のうち、実績値がすで

に目標値に達しているものについては、さ
らに高い目標を目指して推進していくべき
ではないか。

地域の金融機関をはじめ、民間事業者
との連携により、転入促進策の強化を図
る必要がある。また、空き家等の対策につ
いては、セミナーの開催等により、啓発活
動を実施する必要がある。

外国語対応の環境整備や魅力的なコン
テンツ作りを進め、訪日外国人旅行者の
利便性を高める必要がある。また、来街
者を伊丹に訪れやすくする具体的な取り
組みを進める必要がある。

地産地消の取り組みや農作物のブラン
ド化などを積極的に進める必要がある。

平成２７年度に「清酒発祥の地」をテーマとしてリーフレット、Ｗｅｂを
制作。２８年度には「伊丹の文化」をテーマとしてリーフレット、Ｗｅｂを
制作。並行して市内の固有名詞の多言語訳、和食・居酒屋メニューな
どの多言語化、外国の旅行会社への情報発信を進める。
２８年度実現した多言語訳をもとに、２９年度は多言語対応した案内

板などの環境整備を中心市街地におけるハード面で実現していく。ま
たＷｅｂやリーフレットのコンテンツ追加・更新を進める。

1.2 1.2 1.5

基本目標
/重点施策 ＫＰＩ

428

Ⅲ－２
シティプロ

モーション施
策

Ⅲ－３
住宅・住環境
整備施策

転入促進事業
による転入人
員数

シティプロモー
ションコンテン
ツ閲覧数

中心市街地来
街者数

121

性質

35,719

空き家対策啓
発事業参加者
数

1.2

千
回/
年

件

↑ 回

→ 人

↑

→ 人

↑ 人

↑

千人

-

↑

百
万
円/
人

-

単位 基準値

千
回/
年

-

ＫＰＩの意味・算式

基本目標Ⅲ． にぎわいと活力にあふれるまち

Ⅲ－１
まちのにぎわ
いづくり施策

中心市街地空
き店舗数 ↓

-
外国語ホーム
ページ閲覧数

販売農家総生
産額

Ⅲ－５
都市農業推

進施策

マスメディア露
出数

3↑

Ⅲ－４
インバウンド
対応施策

外国人宿泊者
数

総合戦略に相
当程度効果が

あった

総合戦略に非
常に効果的で

あった

平成28年8月
から開始した
事業であるた
め評価対象外

総合戦略に効
果があった

総合戦略に相
当程度効果が

あった

ＫＰＩの達成状況を踏まえ平成２８年度事業の課題
と平成２９年度への対応等について部局長の意見

中心市街地来街者数の実績値は増加しており、引き続き、市民・事
業者等と連携して様々なイベント活動（伊丹まちなかバル・伊丹郷町
屋台村等）の支援を継続して行い、市内外から中心市街地への来街
者の増加に繋げていく。
中心市街地の空き店舗への出店補助の拡充・継続による新規開店

支援等を実施する。
伊丹都市開発㈱等と連携して空き店舗のリーシング調査を行い、魅

力ある新規店舗の誘致について事業主・商店街等・不動産業者との
連携をすすめる。

平成２７年度にリーフレット、Ｗｅｂを制作。２８年度には動画・ＶＲコ
ンテンツを制作、あわせてリーフレットの更新、Webの追加・更新を実
施する。また市内不動産事業者との間にできたパイプを維持・活用し
つつ、市外でのＰＲ手法について研究・検討をすすめる。他市の取り
組みとの差異化が課題。
２９年度にはコンテンツの追加・更新を進めながら、これまで制作し

た各種ＰＲツール、また研究・検討したＰＲ手法を組み合わせて、より
効果的なＰＲを実施する。

平成２８年７月より転入促進事業に係るＰＲを開始し、同年８月より
申請を受付し、三世代、及び二世代で同居及び近居する若者世帯の
転入促進を進め、子育てや介護の自助共助を推進し、親・子・孫にわ
たる絆の再生・強化を図るとともに本市への人口流入と定住化の促
進を図っていく。
平成２８年３月策定した空家等対策計画に基づき、空家等の発生抑

制と管理不全の解消に向け、セミナー等の開催により、年間４０人の
参加者を目標に、啓発活動を実施する。

検証会議からの評価

5 24 48

726 500 500

入力予定 300 300

H２８
目標

参考値

Ｈ28.7
時点
実績

37,281 37,000 40,000

H３１
数値
目標

入力予定 108 93

入力予定 40 40

6.5 3.3 4.2

0.4 3.6 5.0

H27状況を色分けで表示

（データ入力予定）

未達成

順調・おおむね順調

最終目標達成



施策の評価
平成２９年度の

対応等検証会議からの意見

基本目標
/重点施策 ＫＰＩ 性質 単位 基準値ＫＰＩの意味・算式

ＫＰＩの達成状況を踏まえ平成２８年度事業の課題
と平成２９年度への対応等について部局長の意見

検証会議からの評価H２８
目標

参考値

Ｈ28.7
時点
実績

H３１
数値
目標

データソース 商工労働課

基準値の時期 平成26年度

算出方法
市の企業立地支援制度を活用した企業数
※累計

H28．5 H ． H ．

データソース 商工労働課

基準値の時期 平成26年度

算出方法
創業塾・女性起業支援講座・コミュニティビジネス創業支援講
座等の起業支援講座の受講者数（延人数）

H27年度 H ． H ．

データソース 経済センサス

基準値の時期 平成24年

算出方法 平成21～24年の累計 H29年度 H ． H ．

データソース 市民意識調査

基準値の時期 平成27年度

算出方法
「空港を活かしたまちづくり」の施策に満足もしくは、やや満足
と回答した人の割合

H28．7 H ． H ．

データソース
伊丹市統計書 町大字別人口
（岩屋、口酒井、桑津、下河原、森本）

基準値の時期 平成26年10月

算出方法 町・大字別人口より東部地区人口を抽出 H27.10 H ． H ．

データソース 駐車台数

基準値の時期 平成26年度

算出方法 駐車台数×平均乗車人数 H27年度 H ． H ．

データソース 平成26年度決算速報値

基準値の時期 平成26年度

算出方法 車内乗降センサー H27年度 H ． H ．

市内への企業立地や本社機能の移転
は、市内外に向けて積極的に周知すると
ともに、新規事業所数が増えるような、よ
り効果的な事業を検討する必要がある。
また、若年者や障がい者の就労促進、女
性の就労支援など就労対策のための事
業を推進する必要がある。

市外から東部地区への交流人口や定住
人口の増加が図られるよう、空港へのア
クセスの良さやスカイパークの魅力をPR
することに加え、今後も、スカイパークの
活用による積極的な事業展開が求められ
る。

企業立地支援制度申請数については、平成25,26年度と申請0件が
続いたが、平成27年度は1件の申請があった。引き続き、市内への企
業立地や本社機能移転を進めるため、市内外に各種支援制度を広く
ＰＲすることで、しごと創生につなげる。
また、創業支援事業の実施や中心市街地の空き店舗への出店補助

を継続するとともに、郊外の商店街等の抱える課題解決の手法につ
いても検討・実施する。
さらに、若年者向けの就労支援セミナーを開催し、就労体験や模擬

面接を行うことで、若年者の就労に結びつける。

民間事業者による空港事業運営が開始されたことで、改めて伊丹
空港の安全・環境対策に万全を期すことを求めていく。
空港運営においては、発着枠上限の370回で運用されており、旅客

数も増加基調であり1462万人であった。
伊丹スカイパークにおいては、平成20年のグランドオープン以降、

来場者は年間約60万人を超えており、東部地区への交流人口の増
加に寄与している。
また関連KPIも良好。伊丹空港の更なる活性化に向けて、国際便を

含めた長距離路線の復活、空港ネットワークの多様化に関する要望
活動を継続する。

449

35.7

6,545

619

1 1 3

所

↑ ％

↑

↑ 人 125

人

→ 千人

→

0↑ 件

↑ 千人 115.9
空港直行バス
乗客数

伊丹スカイ
パーク来園者
数

空港を活かし
たまちづくりに
満足している人
の割合

新規事業所数

起業支援講座
受講者数

企業立地支援
制度申請件数

Ⅲ－６
しごと創生施

策

Ⅲ－７
空港を活かし
たまちづくり

施策

東部地区人口

総合戦略に相
当程度効果が

あった

総合戦略に相
当程度効果が

あった

128 130 150

入力予定 - 449

119.4 120116

38.1 36.7 39.7

6,637 6,559 6,680

649 640 700

施策の評価

総合戦略に効果が無かった

総合戦略に効果があった

総合戦略に相当程度効果があった

総合戦略に非常に効果的であった

（実績値が事業開始前より悪化した）

（目標値は上回らなかったが、事業開始前より改善した）

（目標値は上回らなかったが、目標値を７～８割達成した）

（指標が目標値を上回った）


