
３．重点課題に関する評価 
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２．重点課題の体系と「重点課題に関する評価」作成単位 

Ⅰ 経済の活性化 

Ⅱ くらしの向上 

「重点課題に関する評価」作成単位 重点課題の体系 

１ 健康づくりの推進 健康づくりの推進 

２ 地域医療・介護・福祉の取組の推進 地域医療・介護・福祉の取組の推進 

Ⅲ 南部地域・東部地域の振興 南部地域・東部地域の振興 

警察本部

危機管理監 

景観･環境局 

景観･環境局 

まちづくり推進局 

県土マネジメント部 

地域振興部 

主担当部局 

１ 産業構造の改革
１ 意欲ある企業・起業家への重点支援と

県内消費の拡大

２ 企業誘致の推進 

３ 観光の振興 観光の振興

県内就業の促進２ 県内就業の促進

４ 学びの支援 学びの支援

５ 文化の振興 文化の振興

Ⅳ 効率的・効果的な基盤整備 効率的・効果的な基盤整備 

Ⅶ 人材･組織マネジメントと財政マネジメント 人材・組織マネジメントと財政マネジメント

地域振興部 

農林部 

農林部 

南部東部振興監 

地域振興部 

総務部 

３ 少子化対策・女性の活躍促進 少子化対策・女性の活躍促進 こども・女性局 

危機管理監 

４ 農・畜産・水産業の振興 農・畜産・水産業の振興 

林業・木材産業の振興 

くらし創造部 

くらし創造部 

６ スポーツの振興 スポーツの振興 くらし創造部 

７ 安全・安心の確保 １ 防災対策・危機管理体制の充実 

２ 犯罪抑止及び交通事故防止対策の推進 

８ 景観・環境の保全と創造 １ 美しく風格のあるまちなみ景観の保全・創造 

２ きれいでくらしやすい生活環境の創造 

１０ くらしやすいまちづくり １ にぎわいのある住みよいまちづくり 

２ 人権を尊重した社会づくり 

Ⅴ 協働の推進 協働の推進 

９ エネルギー政策の推進 エネルギー政策の推進

Ⅵ 市町村への支援 市町村への支援 

地域振興部 

産業･雇用振興部 

産業･雇用振興部 

観光局 

福祉医療部

医療・介護保険局

医療政策局 

医療政策局 

産業･雇用振興部 

５ 林業・木材産業の振興 
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主担当部局（長）名
○○部長　○○ ○○

　　

Ｉ　経済の活性化

目
標

××××

成
果

××××

１．政策目標達成に向けた進捗状況

２．現状分析

目
標

××××

成
果

××××

××××× 

目指す姿 

○ ×××××  

××××（→戦略 ）××××（→戦略 ）

○ 評価書の見方 

各重点課題の目指す姿を
記載しています。 

「重点課題に関する評価」作
成単位に基づき、重点課題名
を記載しています。 

○○増

○○増

「主な政策集」に掲載した政策目
標等の達成に向けた進捗状況を
記載しています。 

政策目標に対する達成状況と
その要因について、取組の成果
との関連性等を分析の上で記
載しています。 

政策目標達成に向けた進捗状況
をグラフで示しています。
また、指標の数値の変化（増減率
等）を記載しています。 

全国と比較可能な指標の動きをもと
に、政策目標・戦略目標につながる
現状を分析しています。（指標によっ
ては全国と比較できないものもありま
す。） 

奈良県の「強み」「弱み」等の分析に
必要なデータを、全国と比較可能な
指標等を用いて、グラフ等で示してい
ます。 

××××（→戦略 ）××××（→戦略 ）

関連する戦略の番号を記載

しています。 
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５．平成２８年度の評価を踏まえ、平成３０年度に向けて見直した課題、取組

６．重要課題についての今後の取組方針

×××××（戦略1） ×××××

×××××

×××××

＜戦略目標達成に向けた主な進捗状況＞

1 ×××××
2 ×××××

3 ×××××
4 ×××××

見直した課題 見直した取組方針、見直した内容

c ×××××
d ×××××

・×××××（1,c）
・×××××（2,d）

〔重要課題〕×××××（3,d)
・×××××（3,4,c,d)

＜奈良県への追い風＞
a ×××××
b ×××××

〔重要課題〕×××××（1,a）
・×××××（2,b）

・×××××（3,4,a）

×××××（戦略1,3）
・×××××
・×××××

強みで向かい風を克服する課題 今後の取組方針

×××××（戦略2）
・×××××
・×××××

今後の取組方針

４．平成３１年度に向けた課題の明確化

＜政策目標達成に向けた主な進捗状況＞ ＜奈良県の持っている強み＞   ＜奈良県の抱えている弱み＞

戦略目標
①××××××××××××
②××××××××××××

目
標

×××××

成
果

×××××

強みで追い風を活かす課題

○○○○（①）

○％

戦略１　××××

H○年

○件 ○件

＜奈良県への向かい風＞ ≪弱みを踏まえ向かい風に備える課題≫

≪弱みを踏まえ追い風を活かす課題≫≪強みで追い風を活かす課題≫

≪強みで向かい風を克服する課題≫

H○年

○件

H○年

○件

H○年○％

○件

○％

主担当課(長)名 ○○課長　○○　○○

○○件数

○○○○（②）

○○件数

○○○○（②）

○○件数

３．戦略目標達成に向けた進捗状況

○件

H○年 H○年

○○増

数値で表せない成果

戦略名を記載しています。 

「主な政策集」に掲載した戦
略目標等を記載しています。 

「主な政策集」に掲載した戦
略目標等の達成に向けた進
捗状況を記載しています。 

戦略目標に対する達成状況とその要
因について、取組の成果との関連性
等を分析の上で記載しています。 

外
部
要
因

内部要因

「１．政策目標達成に向けた進捗状況」「２．現状分析」「３．戦
略目標達成に向けた進捗状況」から、平成３１年度に向けた
課題を整理し、「強み」「弱み」「追い風」「向かい風」のうち、ど
の要因から課題に繋がるかを数字とアルファベットを用いて
示しています。また、優先的に取り組む課題について、〔重要
課題〕として明記しています。 

特に動きのあった「１．政策目標達
成に向けた進捗状況」及び「３．戦
略目標達成に向けた進捗状況」を
記載しています。 

評価（現状分析、課題の明確化等）を
行ったことにより見直した課題とその
取組方針等について、理由とともに
記載しています。

関連する戦略の番号を記
載しています。 

「４．平成３１年度に向けた課題の明
確化」の〔重要課題〕について、今後
の取組方針を記載しています。

「２．現状分析」等から読み取れる状況を、
「奈良県の持っている強み」「奈良県の抱え
ている弱み」「奈良県への追い風」「奈良県
への向かい風」に分けて記載しています。 

××××××××××（①） ××××××××××（②） 

主な取組指標等

平成 年度に成果のあった、数値で表

すことのできない成果を記載しています。

平成 年度に取り組んだ主な事業の成
果を示す指標等について、過去値と直
近値を記載しています。

「主な取組指標等」「数値で表せない成
果」の各項目の後に、関連する戦略目
標の番号を記載しています。 

戦略目標達成に向けた進捗状況
をグラフで示しています。
また、指標の数値の変化（増減率
等）を記載しています。
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主担当部局（長）名
○○部長　○○ ○○

　　

Ｉ　経済の活性化

目
標

××××

成
果

××××

１．政策目標達成に向けた進捗状況

２．現状分析

目
標

××××

成
果

××××

××××× 

目指す姿 

○ ×××××  

××××（→戦略 ）××××（→戦略 ）

○ 評価書の見方 

各重点課題の目指す姿を
記載しています。 

「重点課題に関する評価」作
成単位に基づき、重点課題名
を記載しています。 

○○増

○○増

「主な政策集」に掲載した政策目
標等の達成に向けた進捗状況を
記載しています。 

政策目標に対する達成状況と
その要因について、取組の成果
との関連性等を分析の上で記
載しています。 

政策目標達成に向けた進捗状況
をグラフで示しています。
また、指標の数値の変化（増減率
等）を記載しています。 

全国と比較可能な指標の動きをもと
に、政策目標・戦略目標につながる
現状を分析しています。（指標によっ
ては全国と比較できないものもありま
す。） 

奈良県の「強み」「弱み」等の分析に
必要なデータを、全国と比較可能な
指標等を用いて、グラフ等で示してい
ます。 

××××（→戦略 ）××××（→戦略 ）

関連する戦略の番号を記載

しています。 
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