
Ａ 組織の方針(使命) Ｂ 重点目標項目 C 設定理由・考え方 D 活動（手段） Ｅ 目標の達成評価 Ｆ 目標の達成度 G 今後の取り組み

組織の基本方針又は
使命

今年度取り組む事項

どのようなニーズに基づ
くのか
どのような成果を目指す
のか

重点目標項目を実現す
るため行う活動や手段

目標の達成状況や成果の評
価（できるだけ定量的に記入）

※目標の達成度の区
分（「B重点目標項目」

単位での評価）

目標が未達成であれば、
今後の具体的な取り組み

1.産業振興ビジョンの策
定

・自立可能な地域経済基盤
の確立を目的に、市民・企
業・行政・関係機関が共有
する市産業の目指すべき
姿とその実現に向けた重点
施策の策定を行う。

・産業振興ビジョン推進委
員会の立上げ
･前年度の社会経済情勢動
向等調査を踏まえ、主に10
年先を見据え、協議
・当該ビジョンについて、委
員会からの答申を受け、策
定する。

・産業振興ビジョン策定に当たっ
ては、前期で推進委員会全体会2
回、各分野部会7回を開催し、素
案を作成した。
・後期では、12月にビジョン案に
対するパブリックコメントを実施
し、推進委員会全体会を2回開催
の上、答申を受け、産業振興ビ
ジョンを策定した。

A

2.ツアーオブジャパン、お
茶の京都事業などの新
たな観光資源を活かした
地域活性化の推進

・ツアーオブジャパン、お茶
の京都、日本茶800年の歴
史散歩などの新たな観光
資源を活かし、観光客・交
流人口の増加と市内消費
の拡大を図る。

・イベントのプロモーション
・地域密着型イベントの開
催
・観光パンフレットの作成

・お茶の京都事業では、新田辺駅
前周辺に事業啓発用のバーナー
フラッグを設置・掲揚した。
・東京開催の京都観光プロモー
ション会議でTOJや玉露をPRし
た。
・TOJプレイベントのけいはんな
自転車フェスや、お茶の京都イベ
ントのＵＪＩ－ＣＨＡ　ＦＡＩＲ、お茶ど
ころバスの開催を支援した。
・観光パンフレット（日、英、中版）
を作成した。

A

　総合計画に示す、「安
全で人にやさしいまち」
「快適で住みよいまち」
「活力とにぎわいのある
まち」「自然と共生する美
しいまち」を目指し、経済
環境部各課が課題として
いる事業や実施計画で
計上されている事業等を
確実に推進する。

今年度の目標の達成度と今後の取り組み今年度の目標設定

平成２７年度 経済環境部

組織目標達成度測定シート
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3.消費生活センターの強
化推進（消費者行政推進
事業）

・市民が契約等のトラブル
に巻き込まれた際に､安心
して相談ができるよう同セ
ンターに関する条例を制定
する。また、市民がトラブル
に遭わないよう講座を通じ
啓発する。

・消費生活センターに関す
る条例を制定
・消費者行政活性化事業補
助金を活用した啓発事業
・消費生活講座、消費生活
展の実施

・京田辺市消費生活センターの組
織及び運営等に関する条例を平
成28年4月1日に施行した。
・消費者検定チャレンジ講座（7、8
月）を4回実施した。
・消費生活展（5月）を1回、消費生
活講座（6月）を3回実施した。

A

4.観光施設の整備促進
（甘南備山バイオトイレ
新設助成）

・観光施設である甘南備山
の登山客の利便性を図る
ため、バイオトイレ設置の
支援を行う。また、普賢寺
地域拠点であるふれあい
の駅の機能強化の支援も
行う。

・甘南備山バイオトイレ設
置補助
・普賢寺ふれあいの駅の機
能強化支援

・甘南備山バイオトイレの設置に
補助を行った。（完了済み）
・普賢寺ふれあいの駅のリフォー
ム及び駐車場舗装工事を支援し
た。（完了済み）

A

5.緊急経済対策の実施
（プレミアム商品券発行
補助）

・国の経済対策の効果がま
だ地方の中小企業に波及
していない状況や消費税率
の引上げによる経済の先
行きが不透明なことから、
市独自の経済対策を実施
する。

・プレミアム商品券の発行
・京都府小規模企業応援融
資ベース枠の利用者の利
補給金の上乗せ(0.7％)
・バリアフリー改修助成制
度の実施

・プレミアム商品券を14,480冊販
売した。
・おうえんベース枠の利子補給
0.7％上乗せについて、424件給
付した。
・バリアフリー改修助成について7
件実施した。

A

6.治山事業の実施とモデ
ルフォレスト事業による
里山保全活動の推進（甘
南備山モデルフォレスト
事業）

・本市シンボルの甘南備山
は、年間を通じ多くの登山
者は訪れるため、安全で快
適な、かつ身近な森林とし
て維持していく。

・モデルフォレスト事業支援
・薪甘南備山保存会事業補
助
・環境保全林管理業務
・造林地の間伐・枝打ち

・モデルフォレスト事業→２回
とも雨天中止（今年度実施なし）
・薪甘南備山保存会事業補助→
補助金交付済
・環境保全林管理業務→施工完
了
・造林地の間伐・枝打ち→施工完
了

A
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7.手摘み京田辺玉露（碾
茶）の生産振興と販路拡
大支援（京田辺茶消費拡
大ＰＲ事業）

・高級・少量生産の手摘み
玉露生産を維持するため、
現場支援とともに、販売拡
大に係る事業を支援するこ
とにより「玉露のまち京田
辺」名を国内外に発信す
る。

・玉露のブランド力向上等
のため、茶摘みボランティ
ア派遣や出品茶対策研修
の実施
・国内外茶販売・展示会へ
の出展支援
・飯岡地域の府景観資産・
日本遺産の産地ＰＲ

・茶摘みボランティアj事業を実施
した。(登録：34名　派遣：63名)
・飯岡地域ＰＲのためにＨＰ等で
公表及び11月21日に記念イベン
トを実施した。
・スーパーマーケットトレード
ショー（2/8～2/11:東京ビッグサ
イト）及びフーデックスジャパン
（3/8～3/11:幕張メッセ）に出展し
た。

A

8.京都田辺茄子の共同
選果場建設事業支援（田
辺なす共同選果場建設
補助）

・ＪＡによる当該選果場建設
支援は、生産者の調整出
荷作業の軽減を図り、作付
け面積の拡大と小袋包装
等による新たな取引先開拓
が期待できる。また、生産
者の収益増加と農業の安
定経営につなげることがで
きる。

・強い農業づくり交付金関
係事務
・茄子農家養成塾の運営助
成
・茄子農家育成支援事業に
よる機部材等の助成
・普賢寺地域活性化事業と
して同地域の茄子生産拡
大の支援

・強い農業づくり交付金（ナス選
果場）を交付した。(131,930千円)
・茄子農家育成支援事業助成を
実施した。(6件：1,852千円)
・茄子農家養成塾の運営助成を
実施した。(41千円)
・普賢寺地域活性化事業として同
地域の茄子生産拡大の支援
（ロールベーラ購入補助）を実施
した。(500千円)

A

- 3 - ※【目標の達成度の区分　A．達成できた B．概ね達成できた C．達成できなかった】



Ａ 組織の方針(使命) Ｂ 重点目標項目 C 設定理由・考え方 D 活動（手段） Ｅ 目標の達成評価 Ｆ 目標の達成度 G 今後の取り組み

組織の基本方針又は
使命

今年度取り組む事項

どのようなニーズに基づ
くのか
どのような成果を目指す
のか

重点目標項目を実現す
るため行う活動や手段

目標の達成状況や成果の評
価（できるだけ定量的に記入）

※目標の達成度の区
分（「B重点目標項目」

単位での評価）

目標が未達成であれば、
今後の具体的な取り組み

今年度の目標の達成度と今後の取り組み今年度の目標設定

平成２７年度 経済環境部

組織目標達成度測定シート

9.ごみ処理施設更新計
画の推進（ごみ処理施設
の広域化推進）

・ごみ処理施設の更新につ
いて、枚方市との可燃ごみ
の広域処理に関する基本
合意書に基づき、広域処理
に係る具体的な協議及び
検討を進める。

・可燃ごみ広域処理に関す
る連絡協議会の設置及び
運営
・ごみ処理施設整備基本計
画の策定
・事業手法検討調査の実施
・循環型社会形成推進地域
計画の変更

・平成27年7月1日付けで「可燃ご
み広域処理に関する連絡協議
会」を設置して、3月末までに4回
開催した。
・ごみ処理施設整備基本計画を3
月に策定の完了。
・事業手法検討調査について、取
りまとめ完了。
・循環型社会形成推進地域計画
については、12月に変更を環境
省に提出完了。

A

10.ごみの発生抑制・再
利用の促進

・ごみ処理基本計画に掲げ
た施策に取り組み、ごみの
減量化・再資源化を推進す
る。

・ごみ処理基本計画の見直
し

平成28年2月に、京田辺市一般
廃棄物（ごみ）処理基本計画を見
直した。 A

11.第2次京田辺市環境
基本計画に基づく環境政
策の推進

・各施策の実施状況を把握
し、計画の重点施策の実施
を進める。また、パートナー
シップ組織を強化し、市民・
事業者の活動を支援する。

・施策の実施状況調査
・自然観察会等の開催
・きょうたなべ環境市民
パートナーシップの活動支
援、環境フェスタの開催

・各施策の実施
・各イベントにおける環境市民
パートナーシップの活動を支援し
たほか、エコウォーキングなどの
イベントを通して自然観察を行っ
た。

A
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12.京田辺市地球温暖化
対策実行計画の推進（家
庭用燃料電池システム
設置の促進助成）

・市民、事業者、行政が相
互に連携及び協力しなが
ら、温室効果ガス排出削減
に向け取組を進める。ま
た、市民、事業者への啓発
を通じ、節電・省エネの取
組及び再生可能エネル
ギーの導入促進を図る。

・家庭用燃料電池システム
等設置補助金交付
・市民、企業の環境活動情
報の収集と発信
・きょうたなべ環境市民
パートナーシップとの協働
による緑のカーテン普及、
節電・省エネ等の啓発イベ
ントの実施
・雨水利用推進に関する方
策検討

・家庭用燃料電池システム等設
置補助金の交付（88件）
・緑のカーテン説明会を実施し
た。
・省エネ節電相談会を開催した。
（7/8、7/19）
・雨水タンク設置補助金交付要綱
を制定した。

A
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