
実績額 市の評価

単位：円 指標値 単位 目標年月 実績値 評価 事業効果 事業の評価と今後の対応
事業の
評価

外部有識者
からの意見

-

年間の犯罪認知件数の低減率：
（H26.10 1,812件）⇒5％減

1,721 件 H28.3 1,810 △

自転車関連事故の低減率：
（H26.10.22）⇒5％減

20.9 人口1万人当たりの件数 H28.3 18 ◎

【安全な自転車利
用推進事業】

自転車交通安全
教室事業

参加店舗数 100 軒 H28.3 97 △

ｶｰﾄﾞ発行枚数 2,000 枚 H28.3 5,750 ◎

地方創生先行型(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金）に係る事業実施結果報告
（各交付対象事業の重要業績評価指標（KPI）の実績値等）

No 交付対象事業の
名称

事業の目的

2
【安全安心見守り
事業】

「セキュリティの高い、犯罪が
ないまち 伊丹」を本市の都市ブ
ランドとし、警察と協定を結び、
通学路等に防犯カメラを設置
し、犯罪認知件数を下げ、検挙
率を上げる。

モデル地域2校区について、安全・
安心見守りネットワークの構築を図
る。地域や警察と連携し、「日本一
安全なまち 伊丹」を実現することで
選ばれるまちを目指す。

基礎交付 12,211,977

1
【人口ビジョン及び
総合戦略策定事
業】

人口減少問題を克服し、地域
の活性化を図る「伊丹版総合戦
略」を策定。
必要な調査等を実施。

平成27年10月末までに、伊丹創
生人口ビジョン及び総合戦略策定。
伊丹創生総合戦略に反映するた

めの、市民のまちづくり等に関する
意識・希望等の調査を実施。

基礎交付

事業内容
交付金の

種類

本事業における重要業績評価指標（ Ｋ Ｐ Ｉ ） 本事業終了後における実績値
検証会議（外部有識者）からの

評価

10,000,000

地方創生に効
果があった

地方創生先行型交付金を活用し、安全・安心見守りネット
ワークの整備を3校区で完了するとともに、14小学校区での
整備に向けた調整が完了し、市内各所に広報媒体を設置す
ることにより周知を図った。平成28年度には、14小学校区で
の整備を完了させる。

3

自転車による安全な交通環境
を確立し、道路や公共交通ﾈｯﾄ
ﾜｰｸの整備とともにさらなるｺﾝﾊﾟ
ｸﾄｼﾃｨを目指す。

【自転車安全利用啓発事業】
113103／113106
平坦でコンパクトな地形的特性を

活かし、安全で快適に自転車利用
ができ、健康や環境にもやさしいま
ちをめざすため、自転車安全利用
のための啓発活動を行う。

交通安全教室やイベントを実施することで、市民の交通
ルールの遵守と交通マナーの向上を図り、平成27年は平成
26年に比べ人口1万人あたりの年間の自転車関連事故件数
が減少した。
今後は、高校で自転車を利用する生徒に対して自転車安

全利用促進パンフレットを配付し、自転車安全利用啓発指導
員による指導を本格的に実施するなど、さらなる自転車事故
件数の減少を目指す。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

伊丹市の地理的条件から自転車を利用する市民
が多い。自転車とその他の車両、歩行者を区分す
ることによる自転車事故防止を目的とした自転車
レーン整備や、駅周辺に集まる自転車の駐輪対策
など、安全で快適な自転車利用ができるまちとなる
ために、非常に効果が高く必要な取り組みである。

【安全な自転車利
用推進事業】

駐輪指導事業
（Ｈ28放置自転車
撤去事業
/433405）

【自転車駐車場整備PR関係】
433403（Ｈ28/433405）
広報伊丹「自転車・都市計画道路

特集号」を作成・配布することで、平
成27年11月1日より一斉スタートす
る自転車関連施策等の市民への周
知を図る。
【放置自転車対策】433403（Ｈ
28/433405）
市内中学生から募集した、放置自

転車対策ポスターデザイン及び、伊
丹市マスコット「たみまる」を用いた
路面シートを、鉄道駅周辺の放置
自転車の多い箇所に設置すること
で、放置自転車の減少を図る。

「自転車・都市計画道路特集号」の発行を始めとした広報啓
発活動を実施するとともに、平成27年11月1日より、放置自転
車が多発する阪急伊丹駅周辺における路上駐輪ラック、中
学生によるポスターデザイン等を活用した路面シートの設置
及び、市内各駅周辺における放置自転車の撤去強化等を行
い、放置自転車が大きく減少した。
今後も、継続した路上駐輪ラック、路面シートによるハード

整備、放置自転車撤去強化等によるソフト対策を行い、さら
なる放置自転車の減少を図る。

4
【地域通貨制度事
業】

商店街等の活性化のため、利
益の一部を地域通貨（ポイント）
として還元する地域通貨制度を
創設し、地域経済の活性化を図
る。

【地域通貨制度導入支援】
商店街等の活性化のため、利益

の一部を地域通貨（ポイント）として
還元する地域通貨制度を創設し、
地域経済の活性化を図る。
【放置自転車対策を起点とした地域
通貨事業】
駅前駐輪場利用料金に地域通貨

ポイントを付与し、放置自転車対策
と地域経済活性化に取り組む。

基礎交付 13,401,262
地方創生に効
果があった

平成27年11月より、駐輪対策を起点とした地域通貨制度を
創設し、利用可能店舗を充実させるために、商店街等に対し
年度末までの補助を行った上で、ポイントを付与するための
カードを発行した。今後も加盟店舗を増やしていくための支
援を検討していく。
また、同時期から駐輪場利用者へポイントの発行を開始

し、2月以降、駅前駐輪場における利用促進キャンペーンを
実施したことで、利用率を向上することができた。今後も、駅
前駐輪場における利用促進を図り、制度普及並びに放置自
転車の減少へと繋げる。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

基礎交付 2,074,559
地方創生に非
常に効果的で
あった

【安全な自転車利
用推進事業】

交通安全啓発事
業

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

現在、200台の安全・安心見守りカメラの設置が
完了しているが、全ての設置が終了していないた
め、犯罪認知件数の低減はこれから効果が現れる
ものと期待できる。
安全・安心見守りカメラ設置は犯罪の抑止力にな

るため、今後も広報を重ねて、伊丹市は安全だと
うったえることが必要である。

地方創生に非
常に効果的で
あった

本市における人口の現状を分析し、今後目指すべき将来
の方向性と人口の将来を展望する「伊丹創生人口ビジョン」
を提示するとともに、その人口ビジョンに示した将来展望を実
現するため、「伊丹創生総合戦略」を策定した。
今後は、目標達成に向けて、総合戦略に位置付けた事業を

着実に推進する。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

人口ビジョンでは、５つの視点から導かれた目指
すべき方向性や将来展望が示され、それを実現す
るための計画として伊丹創生総合戦略が策定され
ており、妥当なものと判断できる。

カードの配布枚数が目標を大きく上回っている。
自転車の駐輪対策について、駐輪場利用者への
経済的なメリットが効果に結びついたと考えられ
る。今後の事業の浸透により、参加店舗が増える
と地元の経済活動が活発になることが期待され
る。さらに、民間へ事業展開のアイデアを求め、周
知等も一緒になって行っていくことが必要である。

伊丹創生総合戦略 【Ⅰ－１】

伊丹創生総合戦略 【Ⅰ－２】

資料１

目標達成 ◎

未達成 △

ＫＰＩ達成度合

事業効果

地方創生に非常に効果的であった

地方創生に相当程度効果があった

地方創生に効果があった

地方創生に効果がなかった

事業の評価

総合戦略のKPI達成に有効であった

総合戦略のKPI達成に有効とは言えない

伊丹創生総合戦略 【Ⅰ－２】

【Ⅲ－１】

伊丹創生総合戦略での位置づけ



実績額 市の評価

単位：円 指標値 単位 目標年月 実績値 評価 事業効果 事業の評価と今後の対応
事業の
評価

外部有識者
からの意見

No 交付対象事業の
名称

事業の目的 事業内容
交付金の

種類

本事業における重要業績評価指標（ Ｋ Ｐ Ｉ ） 本事業終了後における実績値
検証会議（外部有識者）からの

評価

認知症が疑われる高齢者を介護支
援事業等につないだ件数

600 件 H28.3 447 △

ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞ症候群が疑われる高齢者
を介護支援事業等につないだ件数

500 件 H28.3 479 △

当該事業に参加した父親の延べ人
数

240 人 H28.3 141 △

アプリ登録者数 250 人/月 H28.3 291 ◎

サービス提供開始後1カ月間のＫＰＩは目標を達
成しており、地方創生に効果があったと思われる。
子育て情報の入手手段としてさらに活用されるよ
う、広報の工夫を行い、アプリ登録者数を大幅に伸
ばす必要がある。

5
【健康寿命延伸事
業】

認知症とﾛｺﾓﾃｨﾌﾞ症候群に関
する質問項目について確認を行
うことで、認知症の兆候や運動
機能が低下している高齢者を早
期に医療機関や介護予防事業
につなげ、「健康寿命」の延伸を
図る。

誰もが長く働き続けることができる
社会の実現に向け、65歳以上の高
齢者が、特定健診や後期高齢者健
診を受診する際に合わせて、認知
症とﾛｺﾓﾃｨﾌﾞ症候群に関する質問
項目について確認を行うことで、認
知症の兆候や運動機能が低下して
いる高齢者を早期に医療機関や介
護予防事業につなげる。

基礎交付 13,099,320
地方創生に効
果があった

認知症及びロコモティブシンドロームの検診受診者数は前
年度よりも微増傾向であったが、KPIの達成には至っていな
い。
同検診の結果により二次検査が必要と判定された対象者

については、地域包括支援センターが介護予防事業や受療
につなぐ早期発見・早期対応のために活用した。本事業によ
り介護予防事業で発見された新たな対象者自身が、地域包
括支援センターの地域に根付いた活動の中で、運動機能の
維持・向上や認知症予防に取り組むための動機付けにつな
がった。
Ｈ28年度も本事業を推進し、本事業で把握した対象者に、

より積極的な支援を図るため、介護予防事業への活用を勧
める。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

認知症やロコモティブシンドローム検診の結果に
よる早期発見・早期対応の必要性について、啓発
の不足に加えて市民の認知が得られていなかった
ことが要因と考える。

6
【父親の育児参加
事業】

父親に子育ての喜びを知って
もらうことにより、子育てへの積
極的な参加を促し、母親の育児
負担・不安感の軽減を図る。

家庭における母親の育児に対す
る負担や不安を軽減することを目的
に、父親が積極的に育児に参加で
きるためのきっかけづくりとして、社
会福祉法人との協働により、月に１
回、日曜日に育児指導を実施する。

基礎交付 167,884
地方創生に効
果があった

本事業には平均1回11.8人の父親の参加があり、ふれあい
遊びなどで積極的に子どもと関わろうとする姿勢や父親同
士、情報交換する姿も見られ、父親の育児参加のきっかけづ
くりや母親の育児負担の軽減という事業目的は果たせたもの
と考えている。
本事業と同様、出張型で行う「みんなのひろば」事業の平成

26年度1回あたりの保護者参加人数15.9人を基準に、目標と
して高い計画値を設定したことから、ＫＰＩの達成には至らな
かった。
平成28年度は、前年度に3か月ごとに会場を移動したことで

継続した参加を困難にしていた反省を踏まえ、会場を2か所
隔月実施で固定しつつ、地域の父親同士の交流促進も目的
に加えながら引き続き実施することとする。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

父親の子育てへの参加促進のため、重要な事業
である。参加した父親の人数が目標を下回ってい
るのは、事業開始初年度のＫＰＩとしては設定が高
すぎたことによると考えられ、各回の参加者数を見
れば一定の効果があったと評価できる。事業の周
知方法の工夫を行い、事業の浸透とともに参加者
が増えていくことが望まれる。父親の子育て参加に
ついて積極的な考えを持つ民間事業者に事業の
情報提供を行うことも周知手段の一つとして考えら
れる。

7

【(仮称）｢子育て支
援サイト｣ママフレ
構築事業】

「子育てWebサイ
ト・子育てアプリ構
築・運用事業（いた
みすくすく）」

子育て情報を提供するアプリ
を開発し、子どもの年齢に応じ
た子育て情報を提供する。

【子育てＷｅｂサイト・子育てアプリ構
築・運用事業】
子育て支援施策として、子育て情

報を提供するアプリを開発し、プッ
シュ通知により、利用者の属性、子
どもの年齢に応じた情報を提供す
る。

タイプⅡ 5,000,000
地方創生に効
果があった

平成２８年３月に事業を構築し、目標値である250件は達成
した。
毎月定期的に、乳幼児健康診査のお知らせを該当保護者

に配信し、イベント情報や給付・手当て等の手続きの周知は
適宜配信。また、体調管理等の注意喚起の配信等、関係部
局と連携し、子育て世帯のニーズにあった運用を行ってる。
今後は、広報紙・民間マスメディアの活用や「こんにちは赤

ちゃん事業」など子育て支援事業実施に際してのチラシ配
布、伊丹市医師会の協力による市内小児科でのポスター掲
示などで周知に努め、アプリ登録者をさらに増やしていく。
Ｗｅｂサイトのアクセス数は、月により多少の増減はあるが

平成２８年３月～７月の月平均で、８千人程度であり、概ね順
調に活用されていると考えている。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

伊丹創生総合戦略 【Ⅰ－３】

伊丹創生総合戦略 【Ⅱ－１】

伊丹創生総合戦略 【Ⅱ－１】



実績額 市の評価

単位：円 指標値 単位 目標年月 実績値 評価 事業効果 事業の評価と今後の対応
事業の
評価

外部有識者
からの意見

No 交付対象事業の
名称

事業の目的 事業内容
交付金の

種類

本事業における重要業績評価指標（ Ｋ Ｐ Ｉ ） 本事業終了後における実績値
検証会議（外部有識者）からの

評価

難関大学(国公立・関関同立大）合
格者数：（H26年度 95人）⇒5％増

100 人 H28.3 123 ◎

全国学力・学習状況調査：（平成26
年度実績を100としたとき⇒102）

102 - H28.3 101 △

全国体力能力調査：（小学校93.5⇒
100）

100 - H28.3 98.9 △

全国体力能力調査：（中学校102⇒
103）

103 - H28.3 98.8 △

【教育施策パッ
ケージ】

学校図書館活性
事業

【学校図書館活性化事業】
小・中学校に司書教諭又は図書

館司書の資格を持つ学校司書を配
置し、学校図書館の活性化を図り、
児童生徒のことばの力の育成に資
する。

学校司書として、司書教諭または図書館司書の資格を持つ
人材を配置し、学校図書館の整備、読み聞かせやブックトー
ク等の読書指導、ことば蔵と学校図書館との連携等、読書教
育の推進に向けた取り組みを進めている。学校司書の資質
向上と学校図書館の活性化を図るために、学校司書研修会
を実施した。（実施回数：年間10回）
今後も、児童生徒の読書活動を推進し、ことばの力の育成

のための取り組みを推進していく。

【教育施策パッ
ケージ】

幼児期・学童期に
おける運動遊び推
進事業

【幼児・学童期における運動遊び推
進事業】
就業前教育から、知・徳・体のバラ

ンスの取れた成長を促すため、幼
児、学童期における体力の向上を
推進する。

体力向上推進員と指導主事が計画的に幼稚園や小学校を
訪問し、体力向上に係る授業支援や子どもたちの指導補助
をおこなうことにより全国体力調査の結果が向上してきてい
る。（訪問回数：年間８８回）
今後も引き続き、継続的に訪問指導を行い園児・児童の体

力向上に向けた取り組みを実施していく必要がある。

地域自治組織の設立数 2 組織 H28.3 2 ◎

地域のお祭り実行委員への参加人
数：（H26 １２５人）⇒10％増

138 人 H28.3 120 △

WEBｺﾝﾃﾝﾂのｱｸｾｽ件数 2,000 件/月 H28.3 4,265 ◎

外国語ｺﾝﾃﾝﾂのｱｸｾｽ件数 1,000 件/月 H28.3 294 △

8

就学前教育から小・中・高それ
ぞれで知・徳・体のバランスが取
れた成長を促すための教育施
策を明確にし、子育て世代から
選ばれることを目指す。

基礎交付 23,611,000
地方創生に相
当程度効果が
あった

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

事業実施からKPIに反映されるまでにタイムラグ
があり、各年少しずつ目的の効果が出てくると期待
できる。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。

【教育施策パッ
ケージ】

キャリア教育推進
事業

【キャリア教育推進事業】
中学校ブロック１地域をモデル地

域に指定し、幼小中が連携したキャ
リア教育の実践的研究を行い、そ
れぞれの地域や発達段階を踏まえ
た幼小中一貫したキャリア教育の
研究を推進。 各小中学校教員によ
るキャリア学習ノート作成委員会を
組織し、小学校６年生と中学校１～
３年生のキャリア学習ノートの活用
と改訂を進める。

モデル地域において、教員向け研修を実施した（実施回数：
年間7回）。また、学校の教職員等を主な構成員とするキャリ
ア学習ノート作成委員会を設置し、発達段階に応じた系統的
なキャリア教育を行うために、小学校6年生、中学校１、２、３
年生用のキャリア学習ノートを作成した。
キャリア教育においては、一人ひとりの児童生徒が、将来

の社会的・職業的自立に向けて、現在の学習と実社会のつ
ながりを意識し、目的をもって学ぶことができるようにすること
が大切であり、必要とされる能力や態度を意図的・継続的に
育成していくことが求められる。効果の発現には時間を要す
るが、今後も継続した取り組みが必要である。

9
【地域組織強化事
業】

各種地域団体などが参加し、
地域住民全員が構成員となる将
来にわたって地域の活力を保つ
ための新たな地域コミュニティづ
くりに支援する。

モデル地域2校区について、個別
に活動していた地域団体をまとめ唯
一無二の地域組織をつくり、地域活
動の活性化を図る。

基礎交付 4,484,762
地方創生に効
果があった

平成２７年度に、試行事業として、伊丹・笹原の各小学校区
において、地域基盤の強化のため、地域自治組織を設立し、
地域ビジョンを策定した。地域ビジョンの策定を通じ、地域の
課題を共有し、今後の方向性を明らかにすることにより地域
の連帯感を醸成した。また、担い手を確保するための取り組
みもスタートした。
平成２７年度と平成２８年度に実施した市民意識調査の結

果を見ると、伊丹市に「愛着」や「誇り」を感じている市民の数
は増加しているが、当該事業は、始まったばかりなので、長
期的な視点で数値を見ていく必要があると考えている。今後
は、試行事業での検証を経て、全小学校区へ広げていくこと
により地域基盤の強化を図る。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

指標においた項目の一つで、目標達成度合いが
低いが、地域ビジョンの策定によって地域の課題
を整理することができ、次代の担い手の確保にも
繋がったことで、事業の効果があったと評価でき
る。

【全日制高校活性化事業】
難関大学進学講座を実施し、学力

の向上を図ることで、教育で選ばれ
るまちを目指す。

【教育施策パッ
ケージ】

全日制高校活性
化事業

合格者数は、平成26年度から28人増加である。関関同立
の合格者数が伸びているが、国公立の数が減少している。
今後、国公立の合格者数を伸ばすためにも、大学進学を希

望する生徒への、校内における放課後の受験指導は、家庭
の社会経済的背景によらず受講可能であり、放課後特別学
習の講座対象者を1年生に広げていき、早期から進学意識の
醸成を図っていく。

10
【清酒発祥の地
伊丹 PR事業】

本市のブランドである「清酒発
祥の地 伊丹」を全国にPR。
英語・中国語・韓国語による

WEBｺﾝﾃﾝﾂの作成と、旅行会社
および清酒組合と連携して、外
国人旅行者・購買者の獲得を図
る。

【清酒発祥の地ＷＥＢコンテンツ作
成】
世界に向けて「清酒発祥の地 伊

丹」をPRするため、英語・中国語・
韓国語によるWEBｺﾝﾃﾝﾂの作成と、
旅行会社および清酒組合と連携し
て、外国人旅行者・購買者の獲得を
図る。

基礎交付 3,349,792
地方創生に相
当程度効果が
あった

Ｗｅｂコンテンツ（日本語）については、イベント情報を継続
的に追加し、ＳＮＳに投稿することなどにより、一定の増加を
図っているが、外国語について、アクセス数は伸びていな
い。
基本的にはインターネットによる情報発信と実際に訪れた

人による口コミ、現地旅行会社やその旅行会社とつながりの
あるランドオペレータ、また現在、市内で宿泊先となっている
ホテルでの情報発信が重要であり、平成28年度は、6言語
（英語・中国語（簡体字）・韓国語・インドネシア語・タイ語・ベト
ナム語）の外国語に翻訳するサービスを別途設けたことか
ら、そちらとの相乗効果により、アクセス数の増を目指す。
また、「伊丹の文化」のコンテンツ追加を行い、アクセス数の

増を目指すことと併せ、市内でのインバウンド受け入れ態勢
の醸成のため、ケーブルテレビや広報紙を活用した情報発
信に努める。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

指標においた項目の一つで、目標達成度合いが
低いのは、「清酒発祥の地 伊丹」のブランド発信
等、認知度を向上させる事業については、成果が
上がるまで一定の期間を要するものであると考え
られる。アクセス件数を増加させるためには、ター
ゲットの知りたい情報をしっかりとリサーチした上
で、コンテンツの整備、様々な情報の配信を進めて
いく必要がある。

伊丹創生総合戦略 【Ⅱ－２】

伊丹創生総合戦略 【Ⅲ－２】

伊丹創生総合戦略 【Ⅱ－３】



実績額 市の評価

単位：円 指標値 単位 目標年月 実績値 評価 事業効果 事業の評価と今後の対応
事業の
評価

外部有識者
からの意見

No 交付対象事業の
名称

事業の目的 事業内容
交付金の

種類

本事業における重要業績評価指標（ Ｋ Ｐ Ｉ ） 本事業終了後における実績値
検証会議（外部有識者）からの

評価

WEBｺﾝﾃﾝﾂのｱｸｾｽ件数 2,000 件/月 H28.3 4,592 ◎

外国人旅行者数（伊丹ｼﾃｨﾎﾃﾙ宿
泊者数）：（H26 385人）⇒10％増

424 人 H28.3 411 △

PR活動期間内（11月予定）東京圏
からの市HP新規ﾕｰｻﾞｰ数

20,000 件 H28.3 19,256 △

｢伊丹に住む｣Webページ来場者数 3,000 件/月 H28.3 2,157 △

PR活動のﾒﾃﾞｨｱの露出数 首都圏ﾒ
ﾃﾞｨｱ

3 社 H28.3 3 ◎

禁止区域での路上喫煙者数：（H27
年度 54人）⇒90％減

5 人 H28.3 18 △

啓発活動のﾒﾃﾞｨｱの露出数 3 社 H28.3 2 △

Youtube等視聴回数 500 回 H28.3 316 △

障害者就労支援施設が新規開発し
た商品の月あたり販売個数

200 個 H28.3 960 ◎

14
【障害者就労支援
施設コンサルタン
ト事業】

誰もが安定して働ける社会の
実現に向け、障害者就労支援施
設が行う商品の製造・販売に係
る課題（味・商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ・販路
等）を、専門家の招聘により、解
決を図る。

誰もが安定して働ける社会の実現
に向け、障害者就労支援施設が行
う商品の製造・販売に係る課題
（味・商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ・販路等）を、専門
家の招聘により、解決を図る。

基礎交付 2,697,840
地方創生に効
果があった

農業、農作物加工、菓子製造、野菜弁当の４事業を企画
し、希望する５施設へ専門家を派遣する支援を実施した。平
成27年度においては、農家との新たな連携により、農地確
保、農作物生産量の増加、農作物加工品製造による売り上
げ収入増の成果があった。また、菓子製造、野菜弁当につい
ては、材料の仕入れや食品ラベルの表示について学ぶ機会
を提供したため、消費者にとって安全安心な食品提供への取
り組みが強化、推進され、経営の安定化に向けた基盤整備
が図られた。
平成28年度は利用者の可能性を存分に引き出すため、管

理会計、経営診断、営業チラシ作成法等知識を得られる全
市内事業所参加型研修を実施し、引き続き５施設への生産
量増加、販路拡大等個別具体支援を実施し、工賃向上を目
指す。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

より一層の販路拡大や、事業主に向けた経営指
導等のコンサルタント事業を積極的に進めるべき
であり、有効な事業であると評価できる。また、障
がい者就労支援施設の受注・提供できる物品や
サービスについて、積極的なPRが必要である。

12
【首都圏へのシ
ティプロモーション
事業】

首都圏からのＵIＪターン就職を
進める広告活動とともに、伊丹
市のＰＲ活動を行う。首都圏で
の伊丹市の知名度向上を図る。

【首都圏へのシティプロモーション事
業】
大都市圏からの流入人口増を目

指し、首都圏からのＵIＪターン就職
を進める広告活動とともに、伊丹市
のＰＲ活動を行う。首都圏に住む関
西出身者のＵIＪターン就職を直接
訴えるとともに、積極的に広報活動
を展開することで首都圏での伊丹
市の知名度向上を図る。

タイプⅡ 3,000,000
地方創生に相
当程度効果が
あった

平成26年度の同時期（10月）に実施した採用試験に比べ、
大学卒事務で応募者数が約2.6倍、首都圏からの人数が約
12倍であった。また、舞台「攻殻機動隊」とコラボレーション
し、共同ポスターを製作した影響で、マスコミ（新聞4社、Web
サイト23件他）に取り上げられたことにより、愛知県、広島県
など地方の都市部からの受験者数も増加した。
今後は、首都圏での採用事業は引き続き実施するが、シ

ティプロモーション事業については、都市ブランド・観光戦略
課を中心に実施する。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

首都圏、大都市圏からの流入人口の増加を目指
し、伊丹市のＰＲを積極的に行った結果として、採
用試験受験者数が増加したことから、十分に効果
があったと考えられる。また、首都圏からのＵター
ンについては、親世代に向けたＰＲも効果があると
思われるため、今後も引き続き、積極的に広報活
動を行うことが必要である。

13
【中心市街地たば
こポイ捨て、受動
喫煙防止事業】

地域への愛着増進施策の一
環として、中心市街地のたばこ
ポイ捨て、受動喫煙防止活動を
若者を中心とした市民団体と連
携して行う。

【中心市街地受動喫煙・たばこぽい
捨て防止事業】
地域への愛着増進施策の一環と

して、中心市街地のたばこポイ捨
て、受動喫煙防止活動を若者を中
心とした市民団体と連携して実施。
環境美化やたばこによる被害防止
による生活環境の保護とともに、若
者の活動を市内外にアピールする
ことでまちへの愛着増進を図る。

タイプⅡ 2,000,000
地方創生に効
果があった

平成28年2月から、路上等の喫煙による身体や財産への被
害を防止し、環境美化を推進することにより、安全で快適な
生活環境を確保することを目的に、「伊丹市路上等の喫煙及
び吸い殻の散乱の防止に関する条例」が施行され、若者を
中心とした団体による啓発イベントを２回実施するとともに、
地域団体による啓発活動として、啓発チラシの配布および清
掃活動を実施し、地域への愛着増進に努めた。
今後、市民等の意見を聴取しながら、より効果的な取り組

みを検討していく。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

人の集まる駅周辺を路上喫煙の禁止区域とした
ことは、分煙に非常に効果的であり評価ができる。
ＫＰＩの達成度合を見ると、ＰＲが不足していると思
われるため、情報が市民の目に留まるように積極
的なPRをする必要がある。

総合戦略の
KPI達成に有
効であった

指標においた項目の一つで、目標達成度合いが
低いが、認知度の向上やイメージアップについて
は、時間を要することから、今後も事業を推進する
ことで、効果が出てくると期待できる。住みたいま
ち、訪れたいまち、と感じてもらえるように、伊丹の
良さを戦略的に広報する必要がある。

11
【シティプロモー
ション事業】

まちの認知度やイメージ向上
に資する事業を行い戦略的で効
果的な情報発信事業を推進す
る。

【伊丹に住むコンテンツ作成】
子育て世代をターゲットとし「住み

たいまち 伊丹」をPRするため、伊
丹暮らしが具体的にイメージできる
WEBｺﾝﾃﾝﾂおよびリーフレットを作
成。
【空港行きバス停整備】
空港行きバス乗場をｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞも

含めわかりやすく改良

基礎交付 2,218,604
地方創生に相
当程度効果が
あった

Webコンテンツのオープン当初は新聞報道などの影響もあ
り、アクセス数が伸びたと考える。これまで、市内主要観光地
を紹介するＷｅｂコンテンツ、リーフレットの作成を行ってき
た。今後も継続的にコンテンツの追加、あわせて動画・ＶＲコ
ンテンツなどを通じたＰＲを行い、Ｗｅｂコンテンツ閲覧者数を
伸ばす。
外国人宿泊者数（年間）は平成27年度は26年度の約２．５

倍となっている（平成26年度 2,654人、27年度 6,565人）。市
内飲食店のメニューや接客に必要となる文章の多言語化を
進め、多言語で市内飲食店を紹介するなど、伊丹で宿泊する
だけでなく、回遊を提案するリーフレット、Ｗｅｂコンテンツの
制作を検討していく。

伊丹創生総合戦略 【Ⅲ－６】

伊丹創生総合戦略 【Ⅲ－２】

伊丹創生総合戦略 【Ⅲ－２】

伊丹創生総合戦略 【Ⅲ－２】


