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「八尾市総合計画審議会 目標別部会」の役割・進め方について 

 

１．目的 

第 5次後期基本計画目標別計画（目標別計画期間：平成 28年度～平成 32年度）に掲載の、各施

策担当課が行った施策評価について、検証を行います。 

 

２．役割 

①八尾市が行った施策評価について、検証いただく。【検証】 

 ②第 6次総合計画の策定・推進に向けて、必要な取組や進め方などをご提案いただく。【提案】 

 

３．部会名と担当施策 

 ・部会を８回（２回×４部会）開催します。 

  （目標別部会） 

部会名 担当施策 

安全・安心・健康 目標１ 誰もが安全で安心して住み続けられる八尾 

（施策 7～9はにぎわい環境部会で、施策 18を受入れ） 

1～6・10～18 

（15施策） 

未来・魅力部会 目標２ 子どもや若い世代の未来が広がる八尾 

目標３ まちの魅力を高め、発信する八尾 

（施策 18は安全安心部会で） 

19～31 

（13施策） 

 

にぎわい・環境部会 目標４ 職住近在のにぎわいのある八尾 

目標５ 環境を意識した暮らしやすい八尾 

（施策 7～9を受入れ） 

7～9・32～49 

（21施策） 

 

ひと・まちづくり 

 

目標６ みんなでつくる八尾 

 

50～63 

（14施策） 

 ※各部会の施策詳細は、４ページ（参考）をご覧ください。 

 

４．各回の日程・内容 

日程 内容 備考 

第１回部会 

（安 11/15・未 11/13・ 

に 11/8・ひ 11/5） 

１．部会長あいさつ 

２．議事 
施策担当関係課出席 

第２回部会 

（安 12/13・未 11/27・ 

に 11/27・ひ 11/26） 

１．部会長あいさつ 

２．議事 
施策担当関係課出席 

部会長・副部会長会議 

（１月 22日） 

・各部会での検討状況の共有 

・第２回全体会の進め方 
部会長・副部会長のみ 

出席 

第２回全体会 

（３月 15日） 

１．会長あいさつ 

２．議事 

（１）各部会からの報告 

（２）報告書（案）の検討・確認 

（３）今後の予定 

 

※安全・安心・健康＝安 未来・魅力＝未 にぎわい・環境＝に ひと・まちづくり＝ひ 

※上記以外に、地域別部会２回（12/18・1/8）と総合戦略部会１回（日程未定）がございます。  

資料１ 
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５．部会の進め方（イメージ） 

（１）各委員による事前検討 

 ・評価資料をご覧いただき、特に★で評価した「総合評価」の内容について、各委員のご認識と

異なる施策について、その理由も含めて事前にお考えいただきたいと思います。 

・ご意見をまとめていただくため、「事前検討メモシート」（資料２）をご活用ください。 

 

①評価資料について 

 ・各施策の評価資料は２種類で１セットになっています。 

    施策評価シート：63 ある施策について、施策の成果指標及び取り組みの実施状況を   

ふまえ、本市で後期基本計画を総括した資料です。「指標（平均達成率）」

と「事業の実施状況」の２つの視点から、総合評価として★４段階で評

価しています。（５．（１）－②を参照）（資料９－１） 

    施策データシート：施策評価シートの参考データとして、各施策のこれまでの取り組みに 

関わるデータが掲載されています。（資料９－２） 

②評価方法について 

 ・各施策の評価結果は、「指標（平均達成率）」と「事業の実施状況」により、４段階（★★★、

★★☆、★☆☆、☆☆☆）で評価しています。 

 

 

 

 

 １）指標（平均達成率）について 

    ・指標については、平成 30 年度の見込み値をもとに達成率を算出（指標が複数ある場合

は平均値）しています。算出結果は「施策データシート」内の「２．目指す暮らしの姿の

実現を測定するための指標」に表示しています。（同数値は「施策評価シート」の「②総合

評価」にも表示しています。） 

    ・したがって、結果（平均達成率）の区分（「100％以上」「80％以上」「80％未満」）が、各

委員の事前検討により変わるということはありません。 

 ２）展開状況について 

    ・総合計画の「基本方針の要素はすべて実施した」「基本方針の要素の中には実施できてい

ないものがある」という２つの区分から評価しています。 

    ・資料をご覧いただき、各委員のご認識をお聞かせいただければと思います。 

 

③事前検討の進め方（例） 

１）「施策評価シート」（資料９－１）に記載している計画の内容の確認 

・計画の内容（めざす暮らしの姿、基本方針）や「①前提条件の変化」を確認します。 

２）「施策評価シート」（資料９－１）に記載している八尾市による評価内容の確認 

・「②総合評価」のところをご確認ください。 

100％以上 80％以上 80％未満

★★★ ★★☆ ★☆☆

★★☆ ★☆☆ ☆☆☆

指標（めざす値の平均達成率）

事業の実施状況
基本方針の要素はすべて実施した

基本方針の要素の中には実施できていないものがある
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・総合評価の根拠として、評価資料（「施策評価シート」の他の部分、「施策データシート」）

の内容の記載内容を把握します。 

・「施策データシート」（資料９－２）の見方は、資料４・５・６をご覧ください。 

３）事前検討メモシート（資料２）の記入 

    ・結果（平均達成率）は、数値に基づき算出していますので、各委員の事前検討により変

わることは基本的にありません。 

    ・事業の実施状況をご検討下さい。（基本方針の要素はすべて実施した／実施できていな

いものがある） 

    ・事前検討による評価結果（★★★、★★☆、★☆☆、☆☆☆）をご確認ください。 

     ⇒八尾市の評価と異なる評価結果になった施策について、各部会で重点的に審議   

いただく予定です。 

・後期基本計画の策定・推進に向けてご意見・ご提案をご検討下さい。（取り組みや進め  

方などの提案・アイデア、市政全体に関わる提案、追加が考えられる指標など） 

・ご意見をまとめていただくのに、「事前検討メモシート」（資料２）をご活用ください。 

・「事前検討メモシート」記入方法については資料２（裏面）及び資料３をご覧ください。 

 

（２）部会（２回）の進め方 

・部会で、ご担当いただく施策について、一通りのご検討をお願いいたします。 

  ※各回に施策担当課が出席する予定です。 

 

（３）部会各回の進め方（例） 

  ①各委員の事前検討において、八尾市作成の「②総合評価」での★レベルと、各委員の認識が

異なる施策を共有します。 

 ②認識が異なる施策に多くの審議時間があてられるよう審議の計画（時間配分）を立てます。 

  ③施策毎に「認識が異なると感じた点」を委員で共有し、部会意見として集約します。 

   例）施策○について、○○の理由から取り組みは不十分と考えることから、評価を「***」と

考える。  

  ④さらに、第６次総合計画基本計画の策定・推進に向けて話しあっていただきます。 

（取組や進め方などの提案・アイデア、市政全体に関わる提案など） 

 

（４）部会意見の全体会への報告 

 ・部会の検討結果（総論的なご意見、各施策の検討結果など）を第２回全体会で報告・共有し、

「総合計画審議会」の答申としてとりまとめます。 

 

６．検討成果の活用 

ご検討いただいた成果については、内容整理した上で、「報告書」として取りまとめ広く公表する

ともに、「第６次総合計画」への反映に努めます。 
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（参考） 

  まちづくりの目標 施策 部会

1 安全なまちをつくる防犯の取り組み 安全・安心・健康

2 安心を高める防災力の強化 安全・安心・健康

3 災害に強い消防体制づくり 安全・安心・健康

4 緊急事態への対応力の強化 安全・安心・健康

5 交通事故をなくすための安全意識の高揚 安全・安心・健康

6 市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進 安全・安心・健康

7 消費者の保護と自立を支援する取り組み にぎわい・環境

8 安心して暮らせる良質な住まいづくり にぎわい・環境

9 公共施設・設備の効率的な機能更新 にぎわい・環境

10 疾病予防と健康づくりの推進 安全・安心・健康

11 医療サービスの充実 安全・安心・健康

12 地域医療体制の充実 安全・安心・健康

13 ともに支えあう地域福祉のしくみづくり 安全・安心・健康

14 高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり 安全・安心・健康

15 介護サービスの提供 安全・安心・健康

16 障がいのある人の自立支援 安全・安心・健康

17 生活困窮者への支援 安全・安心・健康

18 母子保健の増進 安全・安心・健康

19 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み 未来・魅力

20 保育サービスの充実 未来・魅力

21 幼児教育の充実 未来・魅力

22 次代を担う青少年の健全育成 未来・魅力

23 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成 未来・魅力

24 教育機会の均等 未来・魅力

25 八尾の魅力発見と発信 未来・魅力

26 自然的資源の保全 未来・魅力

27 歴史資産などの保全と活用 未来・魅力

28 生涯学習の取り組み 未来・魅力

29 国際交流と国内交流 未来・魅力

30 芸術文化の振興 未来・魅力

31 スポーツ・レクリエーションの取り組み 未来・魅力

32 産業政策を活かした「まちづくり」の推進 にぎわい・環境

33 世界に誇るものづくりの振興と発信 にぎわい・環境

34 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興 にぎわい・環境

35 味力をうみだす農業の振興 にぎわい・環境

36 就業支援と雇用創出 にぎわい・環境

37 土地の有効利用と都市景観の保全 にぎわい・環境

38 魅力ある都市核などの充実 にぎわい・環境

39 都市計画道路などの整備 にぎわい・環境

40 生活道路の整備と維持 にぎわい・環境

41 公園とまちの緑化による緑のある暮らし にぎわい・環境

42 公共交通網の充実 にぎわい・環境

43 快適な生活環境づくり にぎわい・環境

44 きれいなまち八尾の実現 にぎわい・環境

45 地球温暖化対策の推進 にぎわい・環境

46 資源循環への取り組み にぎわい・環境

11
安全で快適な水環境
の整備

47 治水対策と環境を意識した水環境の形成 にぎわい・環境

12
安全安心な上水道の
供給体制づくり

48 上水道の安定供給 にぎわい・環境

13 公共下水道の整備 49 下水道事業の推進 にぎわい・環境

50 一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちづくり ひと・まちづくり

51 人権意識の高揚と差別のない社会の推進 ひと・まちづくり

52 多文化共生の推進 ひと・まちづくり

53 平和意識の向上 ひと・まちづくり

54 地域のまちづくり支援・地域拠点の充実 ひと・まちづくり

55 市民の社会貢献活動の促進 ひと・まちづくり

56 女性活躍の推進 ひと・まちづくり

57 計画行政の推進 ひと・まちづくり

58 広域行政の推進 ひと・まちづくり

59 行財政改革の推進 ひと・まちづくり

60 行政情報の提供と個人情報保護 ひと・まちづくり

61 人材の活用と組織の活性化 ひと・まちづくり

62 窓口サービス機能の充実 ひと・まちづくり

63 健全かつ公正な行財政運営 ひと・まちづくり

医療・保健の体制の
整備

3
地域福祉の推進と福
祉サービスの提供

２．子どもや若い世代の
未来が広がる八尾

4
子どもが健やかに育
ち、子育てしやすい環
境づくり

5
生きる力を育む学校
教育

政策

１．誰もが安全で安心し
て住み続けられる八尾

1 安全安心のまちづくり

2

４．職住近在のにぎわい
のある八尾

8
産業振興とまちのにぎ
わい創出

9
まちのにぎわいを生み
出す都市基盤づくり

３．まちの魅力を高め、
発信する八尾

6
「まちの魅力」発見・発
信・創出

7
豊かな心を育む文化・
学習・交流

５．環境を意識した暮らし
やすい八尾

10
環境にやさしいまちづ
くり

６．みんなでつくる八尾

14
人権の尊重と平和を
希求する共生社会の
実現

15
市民協働と地域自治
の推進

16
信頼される行政経営
の推進


