
平成３０年度　重点施策評価シート  
施策の評価（総合戦略に対する効果）

単位 基準値 H28 H29 H31

目標 1,721 1,451 911

実績 1,421 1,084

目標 50.0 60.0 70.0

実績 54.4 60.6

目標 58 49 30

実績 64 84

目標 21 20 18

実績 13 19

目標 580 340 300

実績 343 197

目標
男79.13
女84.00

男79.33
女84.20

男79.73
女84.60

実績
男80.03
女83.55

男80.97
女84.69

目標 71.4 72.4 74.4

実績 71.4 71.7

目標 43.3 45.4 47.3

実績 41.3 39.5

目標 4,700 4,800 5,000

実績 6,129 5,837

目標 41.1 43.1 45.1

実績 39.3 44.3

　防災訓練の実施や、各種イベントで防災啓発に努
めたが、「災害の備えをしている人」の割合が減少傾
向にある。
　本市が被災した阪神・淡路大震災から20年以上が
経ち、防災意識が下がる傾向になることは否めない
が、目標達成に向けて、積極的に啓発を行う必要が
ある。

　市民の防災意識を向上させるため、引き続き、自助・
共助など個人や地域でできる防災・減災について、積
極的に啓発する必要がある。
　具体的には、地域組織や関係団体、防災士と連携し
た防災啓発事業の実施や出前講座などを通じて地域
防災力の強化を推進する。
　また、上記の取り組みの参加者は高齢層が比較的
多いため、ケーブルテレビやネットからの閲覧を可能
にしたＦＭ伊丹の放送番組を活用する等、若年層への
啓発に向けた取り組みを推進していく。

４．効果が
低かった

　昨年度に引き続き、「災害の備
えをしている人の割合」が目標を
達成していない。
　ハザードマップ等の認知と理解
の向上を図るため、特に２０～５０
歳代の市民や市内事業所に向け
て、防災啓発活動に取り組むべ
きである。
　また、大阪北部を震源とする地
震や西日本豪雨等における他市
の避難状況を参考にして（避難指
示対象者に対する実際避難者数
の割合等）、事前避難について検
討すべきである。

総務部

Ⅰ－４
災害に強い

まちづくり施策

災害の備えをしている人の割合

↑ ％ 42.3

防災啓発事業参加者数

↑ 人 4,640

市の災害への備えに対する満足度

↑ ％ 40.1

　地域通貨を活用したインセンティブ事業として実施し
ている「ボディバランス測定会」が今年度で終了する。
事業利用者の多くは、参加をきっかけに健康管理を意
識するようになっているため、インセンティブ事業は健
康づくりの推進として一定の効果が得られる事業であ
る。次年度以降は、無関心層を含めより多くの市民が
参加できる内容に変更するとともに、市民が自主的に
健康づくりに取り組めるよう、引き続き、熱血！いたみ
健康づくり応援団事業やいきいき百歳体操普及事業
などを実施していく。
　また、健康寿命の延伸のため、健診で生活習慣病の
リスクが発見された人に対しては、個別にアプローチし
保健指導や重症化予防を実施していく。」

２．相当程
度効果が

あった

　「健康づくりに意識して取り組ん
でいる人の割合」は目標を達成し
ていないが、全体としては概ね順
調である。
　ＫＰＩの目標達成を目指し、いき
いき百歳体操や、いたみ健康づく
り応援団事業等を推進すること
で、より一層、市民が主体的に健
康づくりに取り組めるようにすべ
きである。

健康福祉部

健康づくりに意識して取り組んでいる人
の割合

↑ ％ 71.4

Ⅰ－３
健康長寿施策

健康寿命（日常生活に制限なく生活でき
る期間）

↑ 歳
男78.93
女83.80

　前年度目標達成できていなかった「女性の健康寿
命」は1.14歳延伸し、目標達成できた。また、男性の
健康寿命も0.94歳延伸し前年度同様に目標達成でき
ている。
　健康づくりに意識して取り組んでいる人の割合は、
前年度より0.3ポイント上昇したものの、目標達成には
至らなかった。より多くの市民が健康づくりに意識して
取り組むためには、無関心層への働きかけが課題で
ある。

　自転車関連事故件数については、目標値を達成し
ているものの、前年に比べ大幅に増加している。
　一方、駅前放置自転車等台数については、目標値
を達成し、年々着実に減少しており、更なる減少に向
け、事業の継続的な実施が課題となる。

　自転車関連事故件数を減少させるため、その要因を
分析し、交通安全教室等啓発メニューの見直しや専従
職員によるきめ細やかな指導等ソフト面の強化と、県
との連携により自転車レーン等の整備を確実に進める
等ハード面の強化を図る。
　また、駅前の放置自転車等対策については、引き続
き、駐輪啓発指導や撤去を行うとともに、再整備を終
えた市営自転車駐車場の利用状況を注視しながら、
放置禁止区域啓発看板を更新する等、放置自転車等
の更なる減少を目指す。

２．相当程
度効果が

あった

　「自転車関連事故件数」、「駅前
放置自転車台数」ともに、概ね目
標は達成している。自転車通行
のトラブルが増加しているため、
マナーアップに向けた取り組みを
強化すべきである。
　併せて、安全で快適な交通環
境を創出するため、自転車レーン
の整備、駅前の放置自転車対策
事業等は継続して実施していく必
要がある。

都市交通部

Ⅰ－２
安全な

自転車利用
推進施策

自転車関連事故件数
（人口1万人あたりの件数）

↓ 件 22

駅前放置自転車等台数

↓ 台 605

　街頭犯罪認知件数の減少が示すように、事業効果
は表れているが、施策の満足度は目標を上回ってい
るものの実際の街頭犯罪認知件数の減少に比して上
昇率が少ない。これは、市民の実感として表れるのは
1年遅れとなるものであると想定されるが、施策の成
果をアピールする必要があることが伺える。
　また、行方不明者数については、母数が少ないため
増減があるが、引き続きまちなかミマモルメの利用促
進を図る必要がある。

　あらゆる機会をとらまえ、施策効果をアピールすると
ともに、まちなかミマモルメの無償キャンペーンを継続
し、その取り組みをシネアドで放映するなど周知に努
め、目標達成を目指すとともに、これらを通じて地域防
犯意識の向上を図る。

２．相当程
度効果が

あった

　安全・安心見守りカメラの整備
等により、「街頭犯罪認知件数」、
「交通安全や防犯活動の推進へ
の満足度」は、実績値が示す通り
効果が表れている。
　特に、自転車盗難対策を強化
する必要があるため、警察など関
係機関と協力しながら、地域防犯
意識の向上を図るべきである。
　また、「行方不明者数」を減少さ
せるため、認知症高齢者に対す
る対策を強化すべきである。

都市交通部
安全・安心施
策推進班

Ⅰ－１
安全・安心
見守り施策

街頭犯罪認知件数

↓ 件 1,812

交通安全や防犯活動の推進への満足度

↑ ％ 50.6

行方不明者数（9歳以下と70歳以上）

↓ 人 67

担当部局施策の
評価

次年度以降の対応等
検証会議からの意見H29の課題 次年度以降への対応等

（目標値は上回らなかったが、事業開始前より改善した）

基本目標
/重点施策 ＫＰＩ

ＫＰＩの
性質

　数値目標
ＫＰＩの達成状況を踏まえ平成２９年度事業の課題と

次年度以降への対応等について部局長の意見

検証会議からの評価

基本目標Ⅰ．　さらなる安全・安心を実現するまち
最終目標達成

１．非常に効果的であった （指標が目標値を上回った）

順調・おおむね順調
２．相当程度効果があった （目標値は上回らなかったが、目標値を７～８割達成した）

重点施策Ⅰ－１，Ⅰ－２，Ⅰ－３，Ⅰ－４
３．効果があった

未達成
４．効果が低かった （実績値が事業開始前より悪化した）



平成３０年度　重点施策評価シート
施策の評価（総合戦略に対する効果）

単位 基準値 H28 H29 H31

目標 1,838 3,697 7,478

実績 1,736 3,408

目標 95.0 95.0 95.0

実績 93.3 95.1

目標 0 0 0

実績 0 0

目標 101.0 101.5 102.0

実績 100.3 100.8

目標 99.5 101 101.5

実績 101.0 99.9

目標 82.0 82.5 83.5

実績 83.6 83.9

目標 88.5 89.0 90.0

実績 88.5 89.6

目標 25.5 25.8 26.4

実績 28.0 27.8

目標 2 2 10

実績 2 2

目標 69.3 71.3 73.3

実績 70.3 69.3

目標 46.1 46.7 47.6

実績 45.4 40.2

地域の行事に参加している生徒の割
合 ↑ ％ 45.6

　伊丹市地域自治組織の設立等に関する条例を制定
し、他の小学校区が取り組むことのできる環境を整備
した。今後は、より多くの市民に理解していただくこと
が必要である。
　また、コミュニティ・スクール（学校運営協議会）等を
通じ、地域と学校がより連携を図り、児童生徒への地
域の行事への関心を高める必要がある。

　住民への周知の徹底を図ると共に、地域自治組織
の設立を促し、地域ビジョンの策定などを通じて地域コ
ミュニティの基盤強化を進めていく。この取り組みを進
めていくことにより地域への愛着や誇りを感じる人の
増加を目指す。
　また、コミュニティ・スクール（学校運営協議会）の取
り組みの啓発を通じ、地域社会の一員としての役割に
ついて周知を図る。

４．効果が
低かった

　「伊丹市に愛着や誇りを感じ
ている人の割合」、「地域の行
事に参加している生徒の割合」
が目標値を下回っている。
　地域自治の取り組みについて
は効果が表れるまで、一定の
期間を要することは理解できる
が、即効性の高い取り組みが
ないか検討しながら、地域コ
ミュニティの基盤強化を進める
べきである。

市民自治部
教育委員会

Ⅱ－３
地域への愛着増進

施策

地域自治組織の設立数

↑ 校区 2

伊丹市に愛着や誇りを感じている人の
割合 ↑ ％ 68.3

子どもたちの学力の向上への満足度

↑ ％ 25.3

「学校は保護者の願いに応えている」と
感じる人の割合 ↑ ％ 88.1

　Ｈ29年度全国学力・学習状況調査結果の分析に基
づき、主体的・対話的で深い学びのある授業づくりを
さらに追求する必要がある。また、少人数学習等によ
る学力低位層の底上げ、予習・復習等の家庭学習の
定着のための家庭への啓発がさらに必要である。
　平成２９年度は、基準値をやや下回る結果となっ
た。
　小学校男子は全国平均を上回り、女子は下回る結
果であった。また中学校は男女とも全国平均並みの
結果であった。
　その中でも、小学校は特に持久力、中学校は柔軟
性の向上に向けた取り組みに課題がある。
　

　Ｈ32年度の小学校新学習指導要領、Ｈ33年度中学
校新学習指導要領の全面実施に向け、必要とされる
資質・能力の育成を図るため、主体的・対話的な授業
の促進を一層図る。
　さらに、学びに向かう意欲や意識を高めるよう、学力
低位層への個別指導、及び、家庭学習の充実を図る。
　小学校では、授業開始時にサーキットトレーニングや
ランニングを行うなど、運動量の確保に努め、中学校
では補強運動に柔軟性を高める活動を取り入れる等、
計画的・継続的な取り組みを実施する。 ２．相当程

度効果が
あった

　事業は概ね順調に進んでお
り、ＫＰＩが示す通り効果も表れ
てきている。
　学びに向かう意欲や意識を高
めるための取り組みや、運動量
の確保に努めるなど、子どもに
とってより良い教育環境が整え
られる事業を推進することで、
より一層、学力や体力の向上
に努めるべきである。

教育委員会

Ⅱ－２
特色ある教育施策

全国学力・学習状況調査結果

↑ - 100.0

全国体力運動能力・運動習慣等調査
結果 ↑ - 97.8

「授業が分かりやすい」と感じる生徒の
割合 ↑ ％ 81.4

　「保育所待機児童数」、「伊丹で子
育てをし続けたい人の割合」は目標
を達成しており、取り組みが効果とし
て現れている。
　引き続き、子ども医療費助成の拡
大、幼児教育の無償化など、子育て
支援の取り組みを推進するとともに、
民間企業に対して、子育て支援（産
休、育休制度等）を充実するようはた
らきかけるべきである。
　今後も保育所需要の増大が見込ま
れるため、保育士確保事業や、民間
活力による保育所等の整備に力を入
れるべきである。

こども未来部
健康福祉部

保育所待機児童数（年度当初）

↓ 人 132

伊丹で子育てをし続けたい人の割合

↑ ％ 92.0

　平成29年度中の民間活力による保育所の整備等に
より72名の定員増を図り、平成30年度当初の「保育
所等待機児童ゼロ」を達成したが、幼児教育の無償
化等の影響により、今後も保育需要の増加が見込ま
れることから、更なる保育定員の拡大が必要となって
いる。
 　「伊丹で子育てをし続けたい人」の割合は目標達成
した。保健センター以外に支所・分室においても母子
健康手帳を交付しているため、すべての妊婦の状況
を把握できていないことが課題である。また、利用者
支援事業及び子育て世代包括支援センター事業を市
民に浸透させることが必要である。

　次期「伊丹市子ども・子育て支援計画」策定に向けた
ニーズ調査等を基に、今後の保育需要見込みを算出
し、引き続き必要な地域に民間保育所の誘致等を行う
とともに、保育現場を支える保育人材確保のための支
援策を講じ、年度当初の待機児童ゼロの達成、さらに
年度途中における待機児童ゼロを目指す。
　母子健康手帳の交付窓口を保健センターに一本化
し、専門職による全妊婦の面談を実施するとともに、
妊娠期から出産期、子育て期までの一貫した支援が
行えるように各類型間の情報共有を図り、市民へ子育
て世代包括支援センター事業を周知する。

２．相当程
度効果が

あった

担当部局施策の
評価

次年度以降の対応等
検証会議からの意見H29の課題 次年度以降への対応等

（目標値は上回らなかったが、事業開始前より改善した）

Ⅱ－１
結婚・出産・子育て
の希望をかなえる

施策

出生数（累計）

↑ 人 1,796

基本目標
/重点施策 ＫＰＩ

ＫＰＩの
性質

　数値目標
ＫＰＩの達成状況を踏まえ平成２９年度事業の課題と

次年度以降への対応等について部局長の意見

検証会議からの評価

基本目標Ⅱ．　未来を担う人が育つまち
最終目標達成

１．非常に効果的であった （指標が目標値を上回った）

順調・おおむね順調
２．相当程度効果があった （目標値は上回らなかったが、目標値を７～８割達成した）

重点施策Ⅱ－１，Ⅱ－２，Ⅱ－３
３．効果があった

未達成
４．効果が低かった （実績値が事業開始前より悪化した）



平成３０年度　重点施策評価シート
施策の評価（総合戦略に対する効果）

単位 基準値 H28 H29 H31

目標 37,000 38,000 40,000

実績 38,481 41,719

目標 108 102 93

実績 116 133

目標 24 30 48

実績 56 75

目標 500 500 500

実績 958 1,198

目標 300 300 300

実績 86 228

目標 40 40 40

実績 24 34

目標 3.3 3.6 4.2

実績 7.9 3.4

目標 3.6 4.2 5.0

実績 2.4 4.0

目標 - - 1.5

実績 - -

目標 1 1 3

実績 1 5

目標 130 135 150

実績 124 129

目標 - 449 449

実績 - 1,068

目標 36.7 37.7 39.7

実績 38.1 40.2

目標 6,559 6,586 6,680

実績 6,517 6,528

目標 640 660 700

実績 602 638

目標 116 120 120

実績 125.9 129.4

空港直行バス乗客数

↑ 千人 115.9

総合政策部
市民自治部
都市交通部

東部地区人口

↑ 人 6,545

449

伊丹スカイパーク来園者数

↑ 千人 619

　関西エアポート㈱による空港運営は３年目を迎え、
安全・環境対策についても着実に実施されている。航
空機の発着回数については上限の３７０回／日で運
用されており、旅客数も２年連続で１５００万人を超
え、堅調に推移している。
　「空港を活かしたまちづくりに満足している人の割
合」及び「空港直行バス乗客数」は目標値を超えた。
「東部地区人口」及び「伊丹スカイパーク来園者数」は
目標値を下回った。
　伊丹スカイパークにおいてＨ２９年１０月に新たな世
代層の集客を図るため乳幼児用遊具を整備したこと
等により、来園者数は増加した。

　今後も関係機関に対し、適切なモニタリングのもと、
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。
　伊丹空港の更なる活性化に向けて、国際便を含め
た長距離路線にかかる規制緩和、航空ネットワーク
の多様化に関する要望活動を継続する。
　今後、地区内で住宅開発事業が計画されており、人
口の増加が見込まれる。
　伊丹スカイパークでは乳幼児用遊具の周知をはじ
め、民間活力導入の可能性を検討し、引き続き集客
力の向上を図るともに東部地区の交流人口の増加を
目指す。

所

　企業立地支援制度について、平成29年6月に要件
緩和を含む条例改正に伴い、今年度は5件認定を行
い、昨年と比較して大幅に制度利用が増えた。
　女性創業塾を託児付で複数日開催するなどの見直
しにより参加者数微増となった。今後更に受講者の
ニーズに見合った講座メニューの検討を行う必要が
ある。

　条例改正の効果が出ていることから、訪問活動によ
る制度周知や関係機関が実施する説明会等で積極
的にＰＲを行う。
　女性創業塾と託児付女性支援講座について重複し
ている内容が多くあることから、託児付の女性創業塾
として統合することで、より受講者のニーズに合った
講座とする。

２．相当程
度効果が

あった

　「企業立地支援制度認定件数」は、
条例改正により成果があがってい
る。また、その他のＫＰＩも概ね順調に
推移している。
　引き続き、企業立地支援制度を積
極的にＰＲするとともに、女性創業塾
の充実だけでなく、起業したいすべて
の方を対象にした支援事業も推進す
べきである。

３．効果が
あった

　事業は概ね順調に進んでおり、ＫＰ
Ｉが示す通り効果が表れている。
　関西エアポート㈱との連携を強化し
ながら、来街者の増加等に向けて関
西の玄関口としての利便性をアピー
ルするなど、空港を活かしたまちづく
りを推進すべきである。
　また、伊丹スカイパーク来園者の更
なる増加を目指し、アクセス等の利
便性の向上を図るとともに、民間活
力の導入に取り組むべきである。

３．効果が
あった

　農業情報技術の導入等により、農
作物の生産拡大や生産性の向上等
を図るとともに、農業青年研究会へ
の支援など後継者の育成に取り組む
べきである。

都市活力部

Ⅲ－６
しごと創生施策

企業立地支援制度認定件数

↑ 件 0

Ⅲ－７
空港を活かした
まちづくり施策

空港を活かしたまちづくりに満足している
人の割合

↑ ％ 35.7

都市活力部

起業支援講座受講者数

↑ 人 125

新規事業所数

↑

Ⅲ－５
都市農業推進施策

販売農家総生産額

↑
百万
円
/人

1.2

　市内総生産額（市町民経済計算）の最新速報値は
H28のため、H29の実績値は未算出。
　認定農業者の認定要綱を制定するとともに、農業情
報技術導入の実証実験や農福連携の調査研究を
行った。

  　「人・農地プラン」の策定や、認定農業者の認定、
生産緑地の活用、農福連携、地産地消、農業情報技
術の導入、農業青年研究会の支援など、都市農業の
振興に関する施策を推進する。

　なぎなたと俳句を扱ったホームページの公開によ
り、ホームページ閲覧数の底上げを図ることができ
た。
　外国人青年招致事業（JETプログラム）の活用によ
り、英語によるSNSの運用開始や、英語ページの充
実を図ることができた。

　さらに外国語のホームページへの誘導を進めるた
め、外国人向けの地図やカードの制作を行い、観光
案内所やホテルでの配布を検討する。外国語SNS運
用等による伊丹市への紹介を充実させる。
周辺市と連携し清酒をテーマとした「日本遺産」の認
定を目指し、国内外へのPRの充実、宿泊者数の増を
目指す。

３．効果が
あった

　ＫＰＩの目標は達成できていないが、
事業は概ね順調に進んでいる。
　宿泊者、来街者を増加させるため、
外国語ＳＮＳの活用などにより、「清
酒発祥の地伊丹」を国内外に積極的
にＰＲすべきである。

総合政策部

Ⅲ－４
インバウンド

対応施策

外国人宿泊者数

↑ 千人 3

外国語ホームページ閲覧数

↑ 千回
/年 -

都市活力部
総合政策部
都市交通部
健康福祉部

　中心市街地来街者数については、中心市街地活性
化基本計画の推進により魅力ある店舗誘致や駐輪
場整備による歩行者空間の整備などの効果により、
最終目標値を上回るものであった。今後は、この値を
最終年度まで維持する必要がある。
　中心市街地の空き店舗については、サンロード商店
街の１階空き店舗が全て解消されるなど通りに面す
る出店状況は改善されてきているが、空き店舗数は
前年度を上回った。そのため、出店補助制度の周知・
ＰＲを強化する必要がある。

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

↑ 人 -

　年度当初から積極的に事業のPR活動を実施した結
果、昨年度と比較して転入人員数の増加が図れた。
公用車のラッピング広告やJR伊丹駅、阪急伊丹駅の
バスターミナルの柱の広告掲出など様々な媒体を活
用し周知に努めたが目標値に達することが出来な
かった。
　さらなる事業の促進を図るため、効果的な広告手法
を図る必要がある。
　防災センター、サンシティホール及びラスタホールに
て、空家等の適正管理、遺品整理及びリフォーム融
資というテーマでフォーラム等を行った結果、昨年度
と比較して一定の参加者数増加を図れたが、目標値
に達することが出来なかった。

　民間事業者との連携については、引き続き、池田泉
州銀行と連携し、伊丹市内の支店でのちらしの配架
や、宅地建物取引業協会主催の研修時に、ちらしを
配布することにより、事業の周知を図る。
　さらに、市バスの車外広告や阪急電車の構内ポス
ターの掲出により、事業の周知を図り利用を促進す
る。
　空家等の適正管理の重要性及び必要性に係る積
極的な啓発に向け、フォーラム等でのアンケート結果
を考慮し、引き続き、開催場所や講演内容の工夫を
図る。
また、啓発用ティッシュの配布やのぼりの作成によ
り、さらなるPRに取り組む。

３．効果が
あった

　「転入促進事業による転入人員
数」、「空き家対策啓発事業参加者
数」ともに目標は達成できていない
が、事業の効果が徐々に表れつつあ
る。
　転入促進事業については、事業の
周知を図るため、民間事業者との連
携強化が必要である。
　また、管理不全の空き家等が増加
しないよう、フォーラムの開催等によ
り、啓発活動を推進すべきである。

都市活力部

空き家対策啓発事業参加者数

↑ 人 -

総合政策部

Ⅲ－２
シティプロ

モーション施策

シティプロモーションコンテンツ閲覧数

↑ 千回
/年 -

マスメディア露出数

↑ 回 428

　中心市街地来街者数については、引き続き、市民・
事業者等と連携して様々なイベント活動の支援を継
続して行いにぎわいを創出することで、市内外から中
心市街地への来街者増加に繋げる。
　中心市街地空き店舗対策については、商店連合会
や金融機関の協力を得ながら周知を強化するととも
に、空き店舗の発生要因や現状分析に取り組み、中
心市街地の商業活動を活発化させる事業を改めて精
査、推進することで魅力ある商業集積を図る。

　平成28年度に制作したプロモーションツール（動画、
VR、I LOVE ITAMI Book）の活用を進めた。
民間映画とのコラボレーションや新たなPR冊子の制
作しプロモーションを進めた。
　シティプロモーションコンテンツの閲覧数について確
保することができた。マスメディア掲載についても底上
げが図られている。

　民間と協働による冊子の制作やイベントの開催を進
める。

１．非常に
効果的で

あった

　様々な媒体を活用して、伊丹の魅
力を積極的にＰＲしたことが、成果に
繋がっている。
　引き続き、民間事業者等との連携
を強化しながら、効果的なシティプロ
モーションに取り組むべきである。

３．効果が
あった

　「中心市街地来街者数」は目標を達
成している。
　様々なイベントの実施により、来街
者数は増加しており、中心市街地の
活性化に寄与している。
　空き店舗については発生要因を分
析した上で、ニーズに応じた取り組み
を推進すべきである。

Ⅲ－１
まちのにぎわい

づくり施策

中心市街地来街者数

↑ 人 35,719

中心市街地空き店舗数

↓ 件 121

基本目標
/重点施策 ＫＰＩ

ＫＰＩの
性質

　数値目標
ＫＰＩの達成状況を踏まえ平成２９年度事業の課題と

次年度以降への対応等について部局長の意見

検証会議からの評価

担当部局施策の
評価

次年度以降の対応等
検証会議からの意見H29の課題 次年度以降への対応等

基本目標Ⅲ．　にぎわいと活力にあふれるまち
最終目標達成

１．非常に効果的であった （指標が目標値を上回った）

順調・おおむね順調
２．相当程度効果があった （目標値は上回らなかったが、目標値を７～８割達成した）

重点施策Ⅲ－１，Ⅲ－２，Ⅲ－３，Ⅲ－４，Ⅲ－５，Ⅲ－６，Ⅲ－７
３．効果があった （目標値は上回らなかったが、事業開始前より改善した）

未達成
４．効果が低かった （実績値が事業開始前より悪化した）


