
修正箇所等一覧 ［資料３］

意見

1 5 第1章 基本的考え方 議会 第１期総合戦略 取組状況及 評価 踏   策定     記載  項目 設       修正  意見 踏  修正     P5 「2.課題と今後の取組の方向性」に項目を追加
(2)第1期総合戦略 進捗状況 踏   課題
 第1期総合戦略   子育 層 特 女性     
  取組 進       平成30年度         
創生総合戦略進行管理検証報告書      具体
的施策のうち、8割以上が「予定通りの成果が得られた」
という評価になっています。一方で、施策の効果が出生
率 向上  社会移動数 増加          
  人口減少対策 長期     取 組 必要   
     第2期総合戦略     引 続 取組 進
めることが必要です。

2 5 第2章 人口ビジョンと今後
の取組の方向性

2.課題
と今後
の取組
の方向
性

（2）取組の方向
性

議会 出生率 低迷 人口減少抑制 向  優先課題    理想 子   数 持   最大 要因 経済
的負担と書かれているが、具体的な取組は1‐1‐1しか出てこない。他にはどのようなものがあるのか。経済的
負担 緩和  負担 軽減     世帯単位  所得 増     二本柱 行            
ば明確に書くべきではないか。

原案どおり  出生率 低迷    課題 対     子育 負担 軽減   働 盛 世代 経済力向上  二  柱 
取り組むこととしており、このことはP6の取組の方向性を示した図に記載しています。
   保育機能 強化 母子保健 充実 幼児教育 保育無償化 医療費助成   総合戦略 取組 
掲載していませんが、これらの事業は継続して実施します。

3 5 第2章 人口ビジョンと今後
の取組の方向性

2.課題
と今後
の取組
の方向
性

（2）取組の方向
性

パブコメ ・「シビックプライド」および「ワーク・ライフ・バランス」について
本提案に多用されていますが、作成者の意図を明確にするために、正確な意味を説明する必要がありま
          単  町自慢 仕事 家庭 両立                 

修正 意図を明確にするため、「シビックプライド」、「ワーク・ライフ・バランス」について、脚注を追記しました。 脚注を追加
ワーク・ライフ・バランス：「仕事と生活の調和」と訳され、
人生の各段階において、「仕事」と「仕事以外の生活」
（子育てや親の介護、自己啓発、地域活動など）との
調和が取れている状態を指す。

シビックプライド：単なる郷土愛ではなく、地域の課題を
認識  自分自身 関   地域 良         
当事者意識 基  自負心     市民参加  住民
主体        土台   住民 意識    

4 7 第3章 基本目標 議会 働き盛り世代が25歳から44歳となっているが、34歳で出産して、子どもが18歳になるまで子育てしたとして、
52歳     働 盛 世代    良           厚生労働省  22歳  65歳  働 盛 
           述       数値目標     社会情勢 考慮  年齢層         
か。

原案どおり 第１期総合戦略   子育 層 女性       取 組      施策 方向性 明確   一方  
限定的          面       第２期総合戦略         少 幅広      20代後半
から40代前半が、本市の人口動向に与える影響が大きくなっていることから、25歳から44歳を主なターゲットと
して設定しています。

5 9 第5章 基本目標に基づく
施策

議会 取組 紐      SDGｓ         全  SDGｓ     対応    設定        
か。

原案どおり 総合戦略 人口問題 解決     主眼    計画        総合戦略 掲  施策   SDGs
の17のゴール全てを達成できるものではないと考えます。

6 9 第5章 基本目標に基づく
施策

議会 SDGｓのアイコンがぼやけており、各ゴールの説明が読めないものがある。別にアイコンの説明のページを設け
るなど工夫してはどうか。

修正  意見 踏  修正     アイコンが鮮明に表示されるようデータの作成方法を変
更  9     具体的 取組    体裁 変更点 
のページにおいては、アイコンを拡大するとともにゴールを
端的に表すキーワードを記載。

7 10 基本目
標1

子育てしやすいまち 議会 国 第２期総合戦略     重要視      地域資源 活   仕事     地方 平均所得 
向上を実現する」と「仕事を起点とすることとあわせて、まち起点・人起点でアプローチすること」といったことを勘
案されたい。

原案どおり 平均所得 向上      子育 世帯 経済力 挙    取 組     女性 就業       世
帯全体の所得が向上し、出産の可能性が高まるということを前提として盛り込んでいます。
まち起点・ひと起点でのアプローチは、大分野３において、出会いや関係性を構築する場づくりや多様な住まい
方・暮らし方の実現によって転入促進や転出抑制に対してアプローチするということを盛り込んでいます。

8 10 基本目
標1

子育てしやすいまち 数値目
標

1② 子育て世帯の
住     満足度

議会  子育 世帯 住     満足度     満足度調査 結果 用  KPI 実績 H30進行管理検
証報告書 実績        整理     

原案どおり 第１期総合戦略 進行管理   満足度調査 結果 前年度 実績   整理（H29年度 実施  
満足度調査 結果 H28年度 実績   記載）        総合計画  満足度調査 実施年 
当該年度 実績   整理       第２期総合戦略   総合計画 統一 図    満足度調査 
実施年   年度 実績   記載      
今後 検証報告書 満足度調査 数値 実施年 表記       

9 10
ほか

第5章
全般

数値目
標
KPI

議会 KPI全般         開始年度 統一       第１期  継続  使用    指標  第１
期の計画期間の実績値から記載してはどうか。

修正 基本的には直近で実績値を把握できるH30からグラフを開始していますが、H30の実績値が把握できないもの
（満足度調査  ）  今回KPI 設定      新  把握    等 個別 事情         
     応  開始年度 設定       
    意見 踏   第1期  継続 使用  KPI      基本的 H26  開始     修正  
した。

第１期総合戦略  継続  使用  KPI  H26年
度実績  記載

10 10
59

第5書
全般

数値目
標
KPI

議会 市民満足度調査 郵送      年度 WEB      年度     調査方法    数値 変  
てくるので、数値の推移に意味を持たせるためには、同じ調査方法で把握するか、2本の線を走らすか検討す
るべきではないか。

修正 郵送調査 実施   年度 WEB調査 実施          統計      必要     数 確保
            表記 原案         調査方法   差異 把握      各年 調査方法
をグラフの欄外に記載しました。

満足度調査 結果 用        各年 調査方
法を記載

11 13
43
49

第5章
全般

KPI 議会 目標値 数値 維持      指標         伸  指標 方 良        
（例）
111①‐1 不育症治療費及 一般不妊治療費女性 PR件数 

修正  意見 踏  修正     1‐1‐1①‐1 不育症治療費及 一般不妊治療費女
性のPR件数
H30:4 R1:4 R2:4 R3:4 R4:4 R5:4 R6:4

2‐2‐1①‐1 展示会での誘致PR件数
H30:5 R1:5 R2:5 R3:5 R4:5 R5:5 R6:5

2‐3‐2①‐1介護関係資格取得を促すための広報回数
（回）
H30:2 R1:5 R2:8 R3:11 R4:14 R5:17
R6:20

1‐1‐1①‐1不育症治療費及 一般不妊治療費女性
のPR件数
H30:4 R1:4 R2:5 R3:5 R4:5 R5:5 R6:6

2‐2‐1①‐1展示会での誘致PR件数
H30:5 R1:5 R2:6 R3:6 R4:6 R5:6 R6:7

2‐3‐2①‐1介護関係資格取得を促すための広報回数
（回）
H30:2 R1:3 R2:3 R3:3 R4:3 R5:3 R6:4
※    方法 累計  各年度毎 変更  上  目
標値 見直 

修正前 修正後№ 頁
対応

章番号 対象項目 内容
(修正理由  )小分野

対象箇所 修正
区分 対応 意見 対  考 方

（修正内容など）
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意見
修正前 修正後№ 頁

対応
章番号 対象項目 内容

(修正理由  )小分野

対象箇所 修正
区分 対応 意見 対  考 方

（修正内容など）
12 17

18
21

第５章
全般

KPI その他 修正 4月1日現在 実績値 用    KPI 令和7年度 目標値 設定     4月1日現在 実績値 用    KPI  令和7年度
の目標値を設定

13 19 121 就学前保育の機能
強化

KPI ④‐1 保育所での一
時預  保育利用
児童数

その他 修正 H30実績値及び目標値を修正しました。 H30 6,643
R1以降 6,700

H30 6,795
R1以降 6,900

14 19 121 就学前保育の機能
強化

KPI ④‐3 病児・病後児
保育利用児童数

その他 修正 H30実績値を修正しました。 H30 1,778 H30 1,766

15 19 121 就学前保育の機能
強化

KPI ④‐4 幼稚園での預
  保育利用園児
数

その他 修正 H30実績値を修正しました。 H30 13,840 H30 14,609

16 19 121 就学前保育の機能
強化

KPI ④‐A 保育サービスの
満足度

その他 修正 H29実績値及び目標値を修正しました。 H29：56.0 R2：58.0 R4：60.0 R6：62.0

市民満足度調査    保育     対  満足度
で、満足＝100点、やや満足＝75点、普通＝50点、
  不満＝25点 不満＝0点   得点化     
保育     充実        令和6年度  62点
を目指します。（こども課）

H29：54 R2：56 R4：58 R6：60

市民満足度調査    保育     対  満足度
で、満足＝100点、やや満足＝75点、普通＝50点、
  不満＝25点 不満＝0点   得点化     
保育     充実        令和6年度  60点
を目指します。（こども課）

17 21 122 学童保育の機能強
化

KPI ①‐1 民間保育事
業者による学童保育
実施箇所数

議会 KPI  民間保育事業者   学童保育実施箇所数         民間  増            生
駒市の場合運営協議会が運営している学童保育が大半を占めているので、全体の受け皿があり、それが機
能しているということを捉える上では、両方併記するべきではないか。

修正  意見 踏  修正     指標を追加
①‐1 生駒市学童保育運営協議会による学童保育実
施箇所数（箇所）

18 21 122 学童保育の機能強
化

KPI ①‐1 民間保育事
業者による学童保育
実施箇所数

議会 学童保育 実施箇所数   1‐2‐1 就学前保育 機能強化  保育所 利用定員数 入所児童数 
なっている。どちらも統一して人数でカウントしてはどうか。

原案どおり 学童保育については、希望者を全員受け入れているため児童数を目標値とはしていません。児童一人あたりの
面積 確保  必要        箇所数 不足       認識      実施箇所数 KPI   設
定しています。

19 21 122 学童保育の機能強
化

KPI ①‐A 学童保育サー
   満足度

その他 修正 目標値を修正しました。 R2：58.0 R4：60.0 R6：62.0

市民満足度調査    学童保育     対  満
足度  満足＝100点   満足＝75点 普通＝50
点   不満＝25点 不満＝0点   得点化    
（令和２年度  調査項目 新設） 
学童保育     充実        令和6年度  
62点を目指します。（こども課）

R2：56 R4：58 R6：60

市民満足度調査    学童保育     対  満
足度  満足＝100点   満足＝75点 普通＝50
点   不満＝25点 不満＝0点   得点化    
（令和２年度  調査項目 新設） 
学童保育     充実        令和6年度  
60点を目指します。（こども課）

20 22 131 教育環境の充実 現状と
課題

パブコメ ・教育環境の充実について
  夢 持  自己実現 図   言       根底  自由 平等   民主主義 社会       
     高度 社会 発展     皆 勉強            語 必要      

原案どおり 根底にあることについては、様々な教育の場面で語られており、また各教科の指導においても含まれていることで
あり、それを踏まえさらに深めていきたいという考えで課題を挙げています。

21 22 131 教育環境の充実 具体的
な取組

②英語教育の推進 パブコメ ・英語教育の推進について
「ＡＬＴの配置」は「外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置」という記述にすればわかりやすいと思います。

修正  意見 踏  修正     小学校 英語 基礎的 力 身            
 能力 育成 図    小中９年間 見通    
キュラムを作成したうえでのALT 配置  小学校１年
生から市独自の教材を使用する等、子どもの興味関心
 引   工夫     小学校     学年 英語
教育に取り組みます。

小学校 英語 基礎的 力 身            
 能力 育成 図    小中９年間 見通    
キュラムを作成したうえでの外国語指導助手（ALT）の
配置  小学校１年生  市独自 教材 使用  
等、子どもの興味関心を引くよう工夫しながら、小学校の
    学年 英語教育 取 組    

22 22 131 教育環境の充実 具体的
な取組

②英語教育の推進 パブコメ ・英語教育の推進について
 幸  昨今訪日外国人 増         教育 成果 試 実践 場 容易 身近    思   
す。観光ボランティアやホームステイなど日常的に実践する場を設けることで、より身についていくものと考えま
す。

原案どおり 外国語指導助手（ALT）を配置しているので、ALTとコミュニケーションを取ることが手始めの実践と考えていま
     学校現場  修学旅行   校外学習 場面 使  実践  場 計画      

23 22 131 教育環境の充実 施策の
方針

議会 ICT教育や外国語教育に取り組むことによって教員の負担が増加しゆとりがなくなり子どもに対して丁寧に接
することができなくなる。新しいことに取り組むことによって一層教育環境が悪くなるという面もあるのではない
か。

原案どおり 外国語教育      5,6年  教科    教科書 指導書 基   授業       今     
に学校や個人で教材を作ったり、授業計画を一から作成しなければならないという教員の負担が軽減されると
考えています。
ICT教育      児童生徒 意見 今            書      集        授業 生
         機器 導入              意見 書  一斉 手元 管理   集計結果   
その場ですぐ出るようになります。結果的には模造紙や色画用紙を使い手作りしていた教材も、デジタル化する
ことで何回も使用できるようになり、教員の負担が軽減されていくことになると考えています。

24 24 131 教育環境の充実 具体的
な取組

③ 夢を与える講演
会・学校創造推進
事業

議会 夢を与える講演会、学校創造推進事業について、「…経営者・政治家・スポーツ・文化人ほか…」とあるが、
経営者側ではなく、労働者側でも生き生きと働いておられる方もいる中で、経営者側に限定する必要がある
のか。教育大綱アクションプランでは「…地域出身の文化人やスポーツ関係者、事業者等社会で活躍されて
いる方…」となっており、統一してはどうか。

修正  意見 踏  修正     自分の夢に向かって生き生きと活動し、自己有用感を
持って、将来、社会で活躍できる人材の育成に努めてい
    市民 市出身者       各界 活躍  
方（経営者、政治家、スポーツ、文化人ほか）を招き、
子どもたちが優先して参加できる、夢を与える講演会を
実施するなど、特色ある教育活動を実施します。また、
子どもたちが、失敗を恐れず、新しいチャレンジに挑戦で
きる機会を確保できるよう支援します。

自分の夢に向かって生き生きと活動し、自己有用感を
持って、将来、社会で活躍できる人材の育成に努めてい
    市民 市出身者       各界 活躍  
方（文化人、スポーツ関係者、事業者等）を招き、子
どもたちが優先して参加できる、夢を与える講演会を実
施するなど、特色ある教育活動を実施します。また、子ど
もたちが、失敗を恐れず、新しいチャレンジに挑戦できる
機会を確保できるよう支援します。
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対応
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(修正理由  )小分野

対象箇所 修正
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25 30 143 地域 子育  見

守る体制の強化
具体的
な取組

① 地域 行政 周囲
のひとによる子育ての
見守 強化

パブコメ  地域 子育  見守 体制 強化    
特に学校側は地域に遠慮することなく自治会の集会に出席するなどして、なるべく多くの人に「地域ぐるみ」
 考  語      思                   学校    町    良好 輪 広     
ないでしょうか。

原案どおり 地域ぐるみ活動を社会総がかりで支える地域学校協働活動に移していくことにより、さらに地域と学校が連携・
協働できるよう推進していこうと考えています。

26 33 151 災害・犯罪等に対
する安全性の向上

KPI ②‐A 小学校区単
位での防災訓練の
実施回数

その他 修正 目標値を修正しました。 1‐5‐1②‐A 小学校区単位での防災訓練の実施回数
H30:5 R1:5 R2:5 R3:5 R4:5 R5:5 R6:6

1‐5‐1②‐A 小学校区単位での防災訓練の実施回数
H30:5 R1:5 R2:5 R3:5 R4:5 R5:6 R6:6

27 36 基本目
標2

働き盛り世代が希
望の仕事をできるま
ち

数値目
標

2① 市内従業者数 議会 世帯単位での所得の増加ということで、生駒市内で働ける場をつくり職住近接を推進するということだが、数
値目標  8年間 240人（年間30人）           少         

原案どおり 人口減少 進  生産年齢人口   分母 減    中      一定 従業員数 確保       
  考   年間30人増 目標 設定      

28 36 基本目
標2

働き盛り世代が希
望の仕事をできるま
ち

数値目
標

2② 法人設立届出
数

議会 数値目標  法人設立届出数  法人           個人事業主数     良        原案どおり 多様な働き方を推進する中で、「創業」についても、本市の全体的な数値を把握するにあたり、今回、新規創
業者数 把握    考          数値 把握  国税局 奈良県税事務所  提供      
 難   市単独 可能 指標 検討  課税課 協力 把握         法人設立届出数  設定 
        法人市民税 納    法人 市 届 出       数値 推移      反映   
のではありませんが、創業支援の効果を測る一つの指標となると考えています。

29 36 基本目
標2

働き盛り世代が希
望の仕事をできるま
ち

数値目
標

2② 法人設立届出
数

議会 新規 設立件数      市 財政的 持続可能性           法人 廃業 解散     
トータルで把握していく必要があるのではないか。

原案どおり 中小企業     後継者不足   廃業    高  事業承継 支援 国 提唱     本市 重要
であると考えています。しかし、事業承継は、各都道府県に専門の支援機関を設置し運用を始めたところであ
り、国でも数値目標は設定されておらず、取り組むべき課題として重要視しているのが、「事業承継の重要性の
気づき」であり、そのために、できるだけ多くの企業に「事業承継チェックシート」による診断を受けてもらうことを勧
めているところです。このことから、現時点で、市が施策を進め、廃業数の抑制を目標数値として設定するまでに
至       今後 進行管理 中  廃業数等 把握 必要性 高    補助指標 設定 検討  
す。

30 39 211 働き方をめぐる環境
の変化に応じたワー
ク・ライフ・バランスの
実現

KPI ②‐A イコマドにおけ
      利用件
数

議会 ②‐A               利用件数         利用者 実人数 記載          原案どおり      ＆                        認知度 向上 利用者増 目指  運用     
    普及促進 結果 同      増          利用 定着   意味 目標        
  利用件数 適正 指標    考      
裾野 拡大   意味   利用者 実人数 増加 同様 重要 目標    考        令和2
年度以降  登録会員 関   実人数 把握   仕組  検討    

31 42 221 産業の活性化 具体的
な取組

① 企業立地 推進 パブコメ ・産業の活性化について
 産業 活性化 並行  考           里山   都市近郊林 保全   特 高山地区第2
工区  人々 休養機能   林業   研究機能 兼 備  都市近郊林   整備       

原案どおり 学研高山地区第２工区 今後目指   方向性    有識者 意見        学研高山地区第２
工区     検討有識者懇談会     H29.9  中  都市 自然環境 共生 目指 方向性    
   掲         農地 山林  地域 自然環境 重視    第６次産業施設  自然的 土
地利用 行     想定     現在         踏   全体土地利用計画等 策定 向  検討
を進めているところです。
   企業立地 推進   準工業地域  立地  企業 積極的 誘致施策 進          

32 43
61

第5章
全般

KPI 議会 KPI全般     一部設定 直  方 良        再度検討     
（例）
221 ①‐1 展示会  PR件数  毎年5件PR           企業立地件数 増    疑問 
321 ③‐A 民間企業   相談 提案件数        設定          達成    ICT 広
がったとは思えない。
321 ③‐2「オープンデータ公開件数」 ICTの推進を測るのに、オープンデータ公開件数では物足りない。

修正 2‐2‐1① 企業立地 推進       平成30年3月 実施  企業立地      基  企業訪問 
営業活動 実施    毎年度 定例的 実施         展示会  出展 主要         
この5件は、市単独で出展しているのではなく、関係機関と連携して実施しているものであり、決して少ないもの
     毎年増                 令和2年度以降  現在 5件  1件追加     令
和6年度 1件追加     目標      

3‐2‐1③ ICT 民間活力 活               ICT 活用 多様 主体  協創    利便
性 高 行政     実現 加  営利 非営利団体等   公共性 高      創出 促     
「働き盛り世代が住み続けたいまち」としての都市ブランド形成につなげることを目標としています。
これを測るKPIは、アウトプットとして「③‐1 協創連携に向けたイベント・ワークショップの参加者数」、「③‐2 オー
     公開件数           ③‐A 民間企業等   相談 提案件数  設定          
ワークショップへの参加やオープンデータの活用から、具体的な協創提案に繋がることを想定しております。
           積極的 公開  行政内部 ICT化 前提    参          間接的 評
価できる指標のひとつになると考えております。

2‐2‐1①‐1 展示会での誘致PR件数
H30:5 R1:5 R2:5 R3:5 R4:5 R5:5 R6:5

2‐2‐1①‐1 展示会での誘致PR件数
H30:5 R1:5 R2:6 R3:6 R4:6 R5:6 R6:7

33 44 222 起業支援 具体的
な取組

① 起業支援者・起
業者間のマッチング
及び起業マインドの
醸成

議会 「…小中学生が起業家や企業で活躍する人と触れ合い…」とあるが、経営者に限定する必要があるのか。
事業 趣旨 踏   担当課 再度協議     

修正  意見 踏  修正     起業希望者        立 上  支援     
起業希望者 起業者間       事業活動 立 
上  支援  起業支援者  交流会 開催    
   早 段階  多様 働 方 対  意識 醸成
するため、小中学生が起業家や企業で活躍する人と触
れ合い 子     生 抜 力 育成 未来 描   
ができるセミナー等を開催します。

起業希望者        立 上  支援     
起業希望者 起業者間       事業活動 立 
上  支援  起業支援者  交流会 開催    
また、早い段階から起業など多様 働 方 対  意識
を醸成するため、様々     有  市民 団体 企
業と協働し 子     生 抜 力 育成 未来 描 
ことができるセミナー等を開催します。

34 48 232 介護分野における
就労の促進

具体的
な取組

① 介護関係資格取
得費の支援

パブコメ ・介護分野における就労の促進について
 年     死 直前  体 動   働    一番幸   感      気     人   反面 気
      人 多    容易 想像         暇 孤独 苦痛        誰  納得   
しょう。
そこで、介護施設、特にデイサービスでは、本当に介護が必要な人とそうでないレクレーションなどができる人を
分けて考える必要があります。ヘルパーなどの有資格者は前者に割あて、後者のレクレーションなどができる人
は働くということです。そうして施設の中だけではなく、地域のサロンやシルバー人材センターなどに繋げていくこと
です。そういう場が身近にないのであれば、空き家などを開放して常設サロンを設け「そこには運営も含めてレク
     並 若     以上 仕事   場所  提供                 人材     
日々 求人案内 見         尚   思              不足  介護 必要 人材 
費用を必要なところに集中配分でき、全体的に抑制できるものと考えます。

原案どおり デイサービスでのレクリエーションは、脳や身体機能を活性化させ、生活の質を上げる目的があり、各デイサービ
ス事業所の中で、要介護認定の方に対し、提供されているものです。
本市      平成27年度  介護予防 日常生活支援総合事業 導入     人員基準 緩和  
       住民主体 通  場等 構築  新  就労 社会参加等 機会 創出 目指      
    現在 奈良県     元気 高齢者 介護      等介護 担 手 増      介護 関
する入門的研修」を実施しており、本市においては、市内におけるヘルパーの有資格者を増やすために、資格
取得助成 行       
       利用者 自立支援     利用者本人    範囲 作業 手伝         可能  
ので、事業所での会議等の際に伝えていきます。
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意見
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35 50

58

233

321

食に関する地域産
業の創出

多様な主体との協
創による都市ブラン
ド形成

現状と
課題

具体的
な取組

①    魅力創造
事業

パブコメ ・「生駒らしい」という表現について
大概のパブリックコメント案に登場しますが、作成者の意図がよくわかりません。なにか上から目線的な感覚
を覚えます。そういう側面が少なからずあるのであれば、使用を控えるべきかと思います。

原案どおり 農業      本市 不正形 小規模 農地 多  農産物 生産性 厳  状況       都市近
郊農業 強    販路 確保           優位性 活   地産池消 推進      意味 
「生駒らしい」と表現しています。

地域らしさは、歴史や文化、風土、人間関係などを含むその地域独自の社会資本のことを示しており、都市ブ
   構築     最 大切 要素  考                 方向性 見据     何 
「生駒らしい都市イメージ」とするかについても検討し、都市ブランド構築を進めます。

36 52 基本目
標3

働き盛り世代が住み
たいまち

議会 寄附 力 入              納税    記載       原案どおり     納税      総合戦略 記載    取組 進     資金 得 手段   位置付  考 
ています。

37 54 311    魅力発信 
観光 交流 促進
   交流人口 
拡大

KPI 2‐① 観光関連セミ
ナー等参加者数

議会 観光      ･･･SNS等 活用  国内外 観光情報 発信   魅力 PR等 努  ･･･     
で、PR件数等をKPIに設定してはどうか。

修正 SNS等 活用  観光情報 発信   魅力 PR      当然市    行     事業者（宿泊施
設・飲食店・観光スポットのみならす、バス・タクシー・小売等、広く観光の振興に関連する業者）との連携、さ
   事業者 意識 高   不可欠    主体   事業者          市 重要 役目    
考えています。
観光関連セミナーは、受入体制の整備やPR強化、事業者間連携の強化を促すものであり、アウトプット指標と
して適当であると考えます。
なお、KPI設定の趣旨と整合が取れるよう、具体的な取組に一部加筆しました。

観光関連事業者等 連携   民間      知識
を活用しながら、観光客受け入れのために必要なサイン
 整備 観光客向 体験型      企画 行   
もに、SNS等を活用して国内外に観光情報を発信して
魅力 PR等 努  市内 訪  観光客数 交流人
口の増加を目指します。

観光関連事業者等 連携   民間      知識
を活用しながら、観光客受け入れのために必要なサイン
 整備 観光客向 体験型      企画 行   
もに、SNS等を活用して国内外に観光情報を発信して
魅力 PR等 努 ます。事業者等がこれらの活動を主
体的に取り組むことができるよう支援することにより、市内
 訪  観光客数 交流人口 増加 目指    

38 60 321 多様な主体との協
創による都市ブラン
ド形成

担当課 議会  ICT 民間活力 活          業務 担          魅力創造課      庁内 情報
化 行政手続       化   市民     向上 直結         

修正  意見 踏  修正         魅力創造課     魅力創造課
総務課

39 63 322 協働イベントの開催
   楽  活力 
あるまちの創出

KPI ①‐1 イコマニア認定
事業開催回数

その他 修正 H30実績値及び目標値を修正しました。 H30：400 R1：420 R2：440 R3：460
R4：480 R5：500 R6：520

H28：90 H29：254 H30：344 R1：364
R2：384 R3：404 R4：424 R5：444 R6：
464

40 64 323 文化芸術活動やス
ポーツ活動への参画
機会の創出によるま
ちへの愛着やシビック
プライドの醸成

施策の
方針

議会 子育て世帯が子どもをつれてコンサートやスポーツイベントに参加することで、まちへの愛着や誇りの醸成を図る
となっているが、これらが誇りを持つことに繋がるのか。

原案どおり 子どもと一緒に地域のイベントに参加することによってまちへの愛着が高まり、学校教育の中で育まれるもの以外
に親子で参加できるような機会を設けていくことがシビックプライドの醸成につながっていくという考えで記載してい
ます。

41 64 323 文化芸術活動やス
ポーツ活動への参画
機会の創出によるま
ちへの愛着やシビック
プライドの醸成

施策の
方針

議会 市民満足度調査 中 生駒市      聞     回答   自然 緑 豊  住宅街 広   
ち」、「子育てしやすいまち」が非常に高くなっており、そのイメージを持った上で誇りを持っている人が50％以上
          踏   施策 行            

原案どおり 市民満足度調査      地域活動  参画意向  種類   見       ･文化･音楽活動 参加
したくても参加できていない30代、40代の方の割合が高くなっていました。地域活動に参加することが、シビック
プライドを醸成し、定住意向にも反映されるという相関関係が出ていることから、この分野については、文化・ス
ポーツ活動への参加機会をつくることが、結果的には30代・40代の定住意向につながるという考えで記載して
います。
一方  全世代通   自然 緑 豊  住宅街 広             突出  高  定住意向  
繋がっていることから、このイメージを維持できるよう、自然環境の保全にも併せて取り組んでいきたいと思いま
す。

42 64 323 文化芸術活動やス
ポーツ活動への参画
機会の創出によるま
ちへの愛着やシビック
プライドの醸成

施策の
方針

議会 市職員 生駒市      持  日々 業務 取 組  人  話 中  生駒 良     伝    
ことも重要だと考える。

原案どおり 生駒市人材育成基本方針      職員 求    力    常 生駒市 生駒市民 愛  誇  思 
気持  持   掲         則  一人    生駒市 魅力 伝        職員 育成 努 
ます。

43 64 323 文化芸術活動やス
ポーツ活動への参画
機会の創出によるま
ちへの愛着やシビック
プライドの醸成

施策の
方針

パブコメ ・下水道の整備について
引 越    驚     新築   浄化槽               20年近        未  整
備予定がないということです。その間に実家がある片田舎の町でも早々に下水道が整備されています。そし
  市 広報  尿汲 取         未       驚      昭和 時代          
錯覚さえ覚えます。このことは、シビックプライドの醸成に少なからず負の影響を与えるでしょう。また、ＳＤＧｓ
を掲げているはずなのにと疑問に思います。
      関  以前別             下水道整備区域 浄化槽整備区域 双方 住民 負
担 公平性  問      答   浄化槽設置 補助金 出      公平   簡単        
      日常 維持管理負担 公平性 問         
浄化槽管理   年間4回 管理会社   保守点検 夏場 殺虫剤 注入 年1回 法定検査 年最
低1回  尿汲 取       買 替  担体入 替 工事等 必要  費用 半端    手間  
     下水道料金 比較   一人 二人 家庭  割高         庭 駐車場 浄化槽用
のホールが並び景観を損ないます。
それでも下水道が整備されず浄化槽を維持する必要があるのであれば、以下の改善点の検討をお願いしま
す。
年最低1回  尿汲 取  一律 基準 見直  保守管理会社 必要 認  時  行       
    年1回 法定検査  長年 保守点検 適正具合 ３年 1回     柔軟 考       
   一律 基準     必要     無駄  金 手間            年 取       
そういう固定費が重荷になります。
        買 替  担体入 替 工事等  補助    無利息融資 検討      
さらに、問題なのは、下水道が整備されたにもかかわらず、接続しないところがあるということです。特に水を多く
使 家庭     聞    住民   説明  必要       下水道料金 柔軟 設定     接
続費用 無利息融資   検討  必要    思    

原案どおり 本市 下水道 整備状況      山田川 富雄川流域 整備 概 完了        竜田川流域
 流域下水道竜田川幹線 到着 平成19年 遅        現在竜田川流域 中心 鋭意整備 推
進              状況 中   生駒市効率的 汚水処理施設整備基本計画  基   下水
道     継続的 事業 実施 普及促進 図      浄化槽     合併処理浄化槽 設置補
助 単独処理浄化槽 撤去補助 宅内配管工事費補助等 充実 図    汚水処理普及率 向上 
努          維持管理      下水道 事業 運営  中 適正 使用料 算定  使用者
 負担 求      一方 浄化槽 使用者等 浄化槽管理者 保守点検等 義務 負      市 
維持管理費用 負担      行       
浄化槽 保守点検 清掃及 定期検査 実施基準等      浄化槽法及 同法施行規則 定   
    本市 独自 見直          
下水道  接続      積極的 啓発等 行 水洗化率 向上 努     今後 一層接続   
  啓発 行        水洗便所改造資金融資     制度    工事費用 一時 負担    
  実質的 無利息融資 可能      下水道接続 普及 促進 図      

○ 議会意見（質問除 ）全26件
原案どおり 15件
修正  11件

○      意見       全9件
原案どおり 7件
修正 2件

○ その他 全8件              .
◎ 合計 全43件

原案どおり 22件
修正 21件
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