
第５次総合計画前期基本計画の評価について 

 

１．概要                                     

平成２８年度からスタートした第５次総合計画基本計画では、河内長野市がめざす「将来

都市像」の実現に向けて、３８の施策（分野）毎に、主な取り組みの方向性等を定めていま

す。 

基本計画は、前期・後期に分け、社会経済情勢や財政状況の変化などに対応するため、５

年で取り組んでいく施策の内容について、５年で見直しを行うとしています。前期基本計画

は、令和２年度で終了となり、令和２年度において、令和３年度からの後期基本計画を策定

します。 

ついては、前期基本計画の実施状況の検証を行い、後期基本計画策定にかかる基礎資料と

するため、前期基本計画の評価を行います。 

 

２．市の評価                                    

 前期基本計画評価シートに基づき、３８の施策に対する評価を行います。 

 

 【前期基本計画の構成】 

 ■進捗 

  施策の取り組み状況や成果、前期計画期間における社会状況や取り組みの変化、「１０年

後のめざす姿」と現状のギャップやそのギャップを埋めるための後期基本計画における取

組の方向性などについて示します。 

 

 ■評価 

  各施策に設定している「住みよさ指標」の状況について評価するとともに、施策の現状

や課題、指標評価の結果を総合的に勘案し、施策の進捗について、行政内部で自己評価を

行います。 

〔指標評価の区分〕 

区分 内 容 基 準 

A 既に中間値を達成している 進捗率 100％以上 

B 中間値の達成に向け、概ね順調である 進捗率 50％以上 

C 数値は上昇しているが、中間値の達成に遅れがある 進捗率が 0％を超える（数値は上昇） 

D 数値は下降しており、中間値の達成に遅れがある 当初値より数値が下降 

E 数値が大幅に下降している 当初値の 2割以上数値が下降 

  ※進捗率は（R01実績値－H27当初値）/（R02中間値－H27当初値）で算出します。 

〔総合評価（自己評価）の区分〕 

区分 内 容 基 準 

A 進捗は想定以上である 
「10年後のめざす姿」の実現に向けて、予定以上の効果が現れ

ており、進捗は想定以上である 

B 進捗は順調である 
「10年後のめざす姿」の実現に向けて、予定通りの効果が現れ

ており、進捗は順調である 

C 進捗は概ね順調である 
「10年後のめざす姿」の実現に向けて、一定の効果が現れてお

り、進捗は概ね順調であるが、一部の取組で遅れがある 

D 進捗に遅れがある 
「10年後のめざす姿」の実現に向けて取組を進めたが、効果は

限られ、進捗に遅れがある 

E 進捗に大幅な遅れがある 
「10年後のめざす姿」の実現に向けて取組を進めたが、効果が

現れていない、または取組が進んでいない 

 



■施策の展開 

  各施策に定める「主な取り組み」について、実施状況や前期基本計画期間における新た

な取り組み、課題を踏まえ、取り組みの方向性を示します。 

  

 ■関連する個別計画 

  各施策に関連する個別計画の情報を記載します。 

 

 ■外部評価結果 

  行財政評価委員会における毎年度の行政評価に対する外部評価結果を記載しています。 

 

３．外部評価                                   

市で行った評価結果の妥当性を、専門的な見地や市民の目線から検証することで、客観性

を確保するとともに、様々な目線からの意見を後期基本計画に反映することで、第５次総合

計画を効果的・効率的に推進し、めざす将来都市像の実現を図ります。 

 

（１）会議日程 

   第１回 令和２年４月２０日（月）午前９時３０分～正午 

   第２回 令和２年４月２４日（金）午後２時～４時３０分 

   第３回 令和２年４月２７日（月）午前９時３０分～正午 

   ※１回の会議で１２～１３の施策の評価をお願いします（資料１参照）。 

    

（２）評価資料 

 ・前期基本計画評価シート 

   ※会議では時間が限られるため、市側からの説明は割愛する予定です。質疑応答に

より内容の確認をお願いしたいと考えています。 

 

（３）評価方法 

 ①施策の進捗評価（二次評価） ※資料２参照 

   ・市の現状分析や住みよさ指標の実績、市内部で行った評価結果（一次評価）を踏ま

え、施策の進捗について、評価をお願いします。 

   ・下記評価区分に基づき、各施策を A～Eに分類してください。 

   ・市の評価結果と異なる場合は、その理由について意見をお願いします。 

〔施策の進捗評価の区分〕 

区分 内 容 （市内部評価の内容） 

A 極めて良好 進捗は想定以上である 

B 良好 進捗は順調である 

C 普通 進捗は概ね順調である 

D やや不十分 進捗に遅れがある 

E 不十分 進捗に大幅な遅れがある 

   

  ②後期基本計画に向けての提案 

   後期基本計画策定の参考とするため、以下の視点から意見をお願いします。 

   ・施策の現状分析や課題の把握は妥当であるか。 

   ・施策の展開や主な取り組みの方向性は妥当であるか。 

   ・「１０年後のめざす姿」や目標を指標化した「住みよさ指標」の設定は妥当であるか。 



■第５次総合計画各施策の外部評価日程（予定）

部 課

1 危機管理・防災対策の推進 自治安全部 自治協働課

2 消防・救急・救助体制の強化 消防本部 危機管理課

3 防犯対策の推進 上下水道部 消防本部

5 消費生活の安定と向上 経営総務課

30 上下水道の整備

36 協働の推進と地域コミュニティの活性化

4 交通安全対策の推進 都市づくり部 都市計画課

24 魅力的な景観の形成 都市整備課

25 市街地整備の推進 道路課

26 住宅環境の充実 公園河川課

27 公園・緑地の整備

28 道路基盤の整備

29 公共交通の充実

6 地域福祉の推進 市民保健部 高齢福祉課

7 高齢者福祉の充実 福祉部 介護保険課

8 障がい者福祉の充実 保険年金課

9 社会保障制度の適正な運営 健康推進課

10 健康づくりの推進と医療体制の充実 生活福祉課

11 児童福祉の推進 障がい福祉課

12 子育て支援の充実 子ども子育て課

13 学校教育の充実 教育推進部 教育総務課

14 青少年の健全育成の推進 生涯学習部 教育指導課

15 生涯学習の推進 文化・スポーツ振興課

16 歴史文化遺産の保存・活用及び文化芸術の振興 文化財保護課

17 生涯スポーツ活動の振興 地域教育推進課

20 多文化共生と国際交流の推進 図書館

21 自然環境の保全・活用 環境経済部 環境政策課

22 循環型社会の構築 環境衛生課

23 快適な生活環境の確保 産業観光課

31 商工業の振興 農林課

32 農林業の振興

33 観光の振興

34 雇用の確保と就労・労働環境の充実

18 人権と平和の尊重 総合政策部 政策企画課

19 男女共同参画の推進 総務部 広報広聴課

35 都市ブランドの構築と魅力発信 人権推進課

37 効果的・効率的な行政運営の推進 財政課

38 健全な財政運営の推進

③4/27（月）
9時30分～正午
【前半】

③4/27（月）
9時30分～正午
【後半】

行財政評価委員会

会議日程

①4/20（月）
9時30～正午
【前半】

①4/20（月）
9時30～正午
【後半】

Ｎｏ 施策 出席部署

②4/24（金）
14時～16時30分
【前半】

②4/24（金）
14時～16時30分
【後半】

参考資料１ 



■第５次総合計画前期基本計画評価・外部評価用メモシート(サンプル）

委員名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

No 施策 市評価 外部評価 評価の理由 後期基本計画に向けてた提案

1

危機管
理・防災
対策の
推進
A

　□　A
　□　B
　□　C
　□　D
　□　E

2

消防・救
急・救助
体制の
強化 D

　□　A
　□　B
　□　C
　□　D
　□　E

3

防犯対
策の推
進 C

　□　A
　□　B
　□　C
　□　D
　□　E

4

交通安
全対策
の推進 D

　□　A
　□　B
　□　C
　□　D
　□　E

5

消費生
活の安
定と向上 C

　□　A
　□　B
　□　C
　□　D
　□　E

6

地域福
祉の推
進 D

　□　A
　□　B
　□　C
　□　D
　□　E

7

高齢者
福祉の
充実 B

　□　A
　□　B
　□　C
　□　D
　□　E

8

障がい
者福祉
の充実 B

　□　A
　□　B
　□　C
　□　D
　□　E

○市の現状分析や住みよさ指標の実績、市内部で行った評価結果（一次評価）を踏まえ、施策の進捗
　について、評価をお願いします。市の評価結果と異なる場合は、その理由も記入してください。
　（評価区分　A：極めて良好　B：良好　C：普通　D：やや不十分　E：不十分）
○後期基本計画策定の参考とするため、以下の視点から意見をお願いします。
　　　・施策の現状分析や課題の把握は妥当であるか。
　　　・施策の展開や主な取り組みの方向性は妥当であるか。
　　　・「１０年後のめざす姿」や目標を指標化した「住みよさ指標」の設定は妥当であるか。

参考資料２ 
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