
第１部会【自然共生】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪１－１　自然環境の保全≫ ［担当課：商工観光課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪１－２　河川・海岸環境の保全と整備≫ ［担当課：建設課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

主な指標と目標値 単位 備考 （目標設定の考え方）

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

国立公園内黒部峡谷で
の解説回数

回 4,100 5,000

現状

（3,100）

現状

　黒部峡谷内での環境保
全活動の促進を図るため、
黒部峡谷を訪れる方への
解説回数の増加を目指す。

　市民及び観光客への環境保全に対する意識の共有・啓発を図ることが必要なことから、これまでの黒部峡谷地内
のごみの回収量に加え、黒部峡谷内でのナチュラリストの解説回数を指標に加えた。

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

　河川愛護活動の促進を図
るため、主体的に活動を行
う団体の増加を目指す。

主な指標と目標値 単位 備考 （目標設定の考え方）

河川愛護団体数 団体 3 5 6

河川愛護団体数 団体 3 3 5
　河川愛護活動の促進を図
るため、主体的に活動を行
う団体の増加を目指す。

　河川愛護団体の設立に努めているが、平成２２年度までの実績を勘案し、目標値の下方修正を行った。
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第１部会【自然共生】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪１－２　河川・海岸環境の保全と整備≫ ［担当課：市民環境課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

主な指標と目標値 単位 備考

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

海岸清掃などへの市民
参加延べ人数

人 7,950 8,350 8,500

　良好な河川・海岸環境を
維持していくため、清掃活
動などへの市民参加者の
増加を目指す。

現状

　参加啓発に努めているが、平成22年度をはじめとする過去の実績において勘案したところ、目標値の下方修正を
行った。

（目標設定の考え方）

海岸清掃などへの市民
参加延べ人数

人 7,950 8,050 8,300

　良好な河川・海岸環境を
維持していくため、清掃活
動などへの市民参加者の
増加を目指す。
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第２部会【産業経済】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪２－１　農林水産業の振興≫ ［担当課：農林整備課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪２－３　商業の振興≫ ［担当課：商工観光課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

目標値
備考 （目標設定の考え方）

標準１ha以上の大区画
化ほ場面積

ha 26 44 57

主な指標と目標値 単位

主な指標と目標値 単位 備考 （目標設定の考え方）

　生産性向上のため、ほ場
の基盤整備を推進し、大区
画化ほ場面積の拡大を目
指す。

標準１ha以上の大区画
化ほ場面積

ha 26 35 51

　生産性向上のため、ほ場
の基盤整備を推進し、大区
画化ほ場面積の拡大を目
指す。

　魅力ある商店街を形成するた
め、各種イベントの開催支援や施
設整備などを進め、空き店舗の解
消と小売店舗数の増加を目指す。

　現在、大区画化ほ場の推進は、県営経営体育成基盤整備事業により取り組んでいるが、今後の事業導入予定地
区を勘案し、現時点で実際に想定される指標に改めるもの。

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

中心市街地（三日市）の
小売店舗数

店 208 215 225

28

主な指標と目標値 単位 備考

8

（目標設定の考え方）

現状

現状

　商業統計では隔年での数値しか把握できないこと、あわせて、商業統計と新たに行われる経済センサスの実施に
伴い、継続的な比較が困難になることから数値を見直すもの。平成22年度より市の単独事業として特定商業地域新
規出店事業による空き店舗利用に対する支援を行っており、空洞化する商店街の活性化に努めていることから、空
き店舗出店者への支援件数による指標に改めるもの。

　中心市街地にある空き店
舗を減尐することにより、商
店数の増加に努め、賑わい
を創出する。

空き店舗出店者への支
援件数

店 －
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第２部会【産業経済】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪２－４　観光の振興≫ ［担当課：商工観光課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪２－４　観光の振興≫ ［担当課：商工観光課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

100

主な指標と目標値 単位 備考 （目標設定の考え方）

　体験型観光メニューの
造成により、観光客の滞
在時間の遠心を図る。

　北陸新幹線の開業時に黒部市が通過型地域とならないよう、地域の豊かな自然、観光素材に磨きをかけつつ、滞
在型・体験型観光商品を造成していく必要がある。
　富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏及び黒部・宇奈月温泉観光局でも、体験型観光商品の造成に向け、取組
みをはじめており、市としても連携を図りながら推進する必要があることから、指標・目標値に据えることとしたい。

体験型観光メニュー数 件 － 50

（目標設定の考え方）

産業観光ルート参画事
業所数

事業所 5 20 30

　特色ある観光のひとつと
して産業観光ルートの充実
を図るため、参画事業所数
の増加を目指す。

主な指標と目標値

単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

万人 170 220 250

単位
目標値

　観光資源を有機的に結ぶ
広域観光ルートの開発など
を進め、観光客の増加を目
指す。

主な指標と目標値 単位

観光客入込み数

備考 （目標設定の考え方）

観光客入込み数 万人 170 254 300
後期計画か
ら集計方法
を変更。

　観光資源を有機的に結ぶ
広域観光ルートの開発など
を進め、観光客の増加を目
指す。

　前期基本計画では市の統計指標を基礎数値としていたが、後期基本計画では県の統計指標に合わせることとし、
修正をしたい。

主な指標と目標値 備考

現状

現状
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第３部会【都市基盤】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪３－２　道路の整備≫ ［担当課：建設課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪３－２　道路の整備≫ ［担当課：建設課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

（目標設定の考え方）

7 11 14

目標値
備考主な指標と目標値 単位

緑化道路の整備延長 km

主な指標と目標値 単位 備考 （目標設定の考え方）

　うるおいある道路を創出
するため、歩道に街路樹や
低木・草花を植栽した緑化
道路の整備拡大を目指す。

緑化道路の整備延長 km 7 7 10

（目標設定の考え方）

　うるおいある道路を創出
するため、歩道に街路樹や
低木・草花を植栽した緑化
道路の整備拡大を目指す。

80

　市道整備を計画的に推進
（前期・後期それぞれ1.5%、
6km）し、市道整備率の向
上を目指す。

　歩道における街路樹や低木・草花植栽の整備については、歩道整備の状況や樹木管理を勘案し、目標値の下方
修正を行った。

主な指標と目標値 単位
目標値

備考

主な指標と目標値 単位 備考 （目標設定の考え方）

市道の整備率 ％ 77 79

市道の整備延長 km － 320 325
　市道整備を計画的に
推進し、市道整備延長
の増加を目指す。

　市道の整備率は、市道認定等に伴う延長の増減によって変動することから整備延長を目標とする。

現状

現状
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第３部会【都市基盤】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪３－２　道路の整備≫ ［担当課：建設課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪３－５　下水道の整備≫ ［担当課：工務課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

主な指標と目標値 備考 （目標設定の考え方）

km 76 79 81

単位
目標値

　冬期間の安全性確保
のため、消雪パイプの整
備延長拡大を目指す。

主な指標と目標値 単位

道路消雪パイプの整備
延長

　冬期間の円滑な交通
確保のため、道路除雪
延長の拡充を目指す。

備考 （目標設定の考え方）

主な指標と目標値 単位
目標値

km － 359 360
道路除雪・消雪パイプの
延長

汚水処理施設整備率

　道路除雪については、機械除雪と既存の消雪パイプの維持を基本とし、新規路線における消雪パイプの整備は抑
制する方針であることから、目標設定を変更した。

92 99
　循環型社会形成のた
め、汚水処理施設の計
画的な整備を目指す。

備考 （目標設定の考え方）

主な指標と目標値

％

汚水処理施設整備率 ％ 87 92 95
　循環型社会形成のた
め、汚水処理施設の計
画的な整備を目指す。

　過去３ヵ年の国庫補助金交付額の推移から、施設整備率の数値を修正した。

現状

現状
単位 備考 （目標設定の考え方）

87
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第３部会【都市基盤】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪３－６　公園・緑地の整備≫ ［担当課：農林整備課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

主な指標と目標値 単位

主な指標と目標値 単位

　グリーンキーパーの増加を図る上で、地域毎のグリーンキーパーの中心的存在、けん引役となる頭取が必要なた
め。

目標値
備考 （目標設定の考え方）

（目標設定の考え方）

花と緑の銀行黒部支店
の地方銀行頭取数

人 － 14 16
　市民の緑化への関心を高
めるため、頭取の全支店へ
の配置を目指す。

現状
備考
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第４部会【市民生活】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪４－１　保健・医療の充実≫ ［担当課：保険年金課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪４－１　保健・医療の充実≫ ［担当課：市民病院］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

国民健康保険の健康診
査受診率

％ 52 65 75
（対象：40～
74歳）

　生活習慣病などの疾病を早期に
発見し医療費の抑制を図るため、
健康診査の受診率の向上を目指
す。（対象者：40～74歳）

主な指標と目標値 単位 備考 （目標設定の考え方）

国民健康保険の健康診
査受診率

％ 52 48 65
（対象：40～
74歳）

　生活習慣病などの疾病を早期に
発見し医療費の抑制を図るため、
健康診査の受診率の向上を目指
す。（対象者：40～74歳）

　目標値と実績が大きく乖離しているため、特定健診等実施計画におけるH24到達目標値６５％をH29までの目標値
に延長して設定する。

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

（目標設定の考え方）単位 備考

外来での化学療法（抗が
ん剤）治療件数

件 － 1,903 2,500

　当院は、これからも新川医療圏の中核病院としての使命を果たしていく為には、救急に加え急性期、高度医療の
充実には今まで以上に力を注いでいく必要がある。
　今回設定した目標は、入院することなく癌の治療が受けられることにより、患者の経済的負担が減ると共にＱＯＬ
の向上に繋がると考えている。

主な指標と目標値

　急性期・高度医療の代表
的疾患である癌についての
外来での治療件数の増加
を目指す。

現状

現状
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第４部会【市民生活】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪４－２　地域福祉の充実≫ ［担当課：福祉課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪４－３　高齢者福祉の充実≫ ［担当課：福祉課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

福祉ボランティア・見守り
員などの登録数

人 2,143 2,300 2,500

主な指標と目標値 単位

　市民参画型の福祉のまちづくり
を推進するため、地域福祉活動へ
参加するボランティアや見守り員
などの登録数の増加を目指す。

備考 （目標設定の考え方）

ケアネット活動チーム参
加人数

人 － 332 500

　住民相互の支え合い体制
であるケアネット活動参加
人数の増加を図り、地域福
祉の充実を目指す。

目標値
備考 （目標設定の考え方）

　老人クラブへの加入促
進を図り、元気高齢者の
増加を目指す。

　社協で把握しているボランティア登録者数はボランティア保険加入者数であり、活動実績がほとんどない人員をカ
ウントしたり、その逆の場合もある。また、見守り員登録数は一人暮らし高齢者の見守りに特化したものであり、本来
は４－３の「高齢者生活支援事業」につく指標ではないかと考えるため。

主な指標と目標値 単位

主な指標と目標値 単位 備考

老人クラブ会員数（加入
率）

人（％）
6,744
（64％）

7,400
（65％）

8,300
（66％）

（目標設定の考え方）

老人クラブ会員数（加入
率）

人（％）
6,744
（64％）

6,800
（62％）

　H22年度の実績であるH24目標値とH19の現状数値を比較したところ、約250人会員が減少しており、今後の動向
からも当初目標値は見込めないと判断したことから変更した。
　判断要因としては近年、主に若い年代の高齢者の価値観の多様化等が老人クラブの組織率に影響を及ぼしてい
ることが挙げられる。

　老人クラブへの加入促
進を図り、元気高齢者の
増加を目指す。

6,497
（59％）

現状

現状
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第４部会【市民生活】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪４－３　高齢者福祉の充実≫ ［担当課：福祉課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪４－４　障害者福祉の充実≫ ［担当課：福祉課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

　虚弱高齢者の不安を解消
し安全な生活を支援するた
め、福祉サービス利用者の
増加を目指す。

高齢者の福祉サービス
事業（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ﾎｰﾑﾍﾙ
ﾌﾟなど）の利用延べ人数

人

主な指標と目標値 単位 備考

16,063 16,800 17,800

現状
（目標設定の考え方）

　虚弱高齢者の不安を解消
し安全な生活を支援するた
め、福祉サービス利用者の
増加を目指す。

高齢者の福祉サービス事
業（配食サービス、寝具洗
濯乾燥消毒サービスなど）
の利用延べ人数

人 16,063 13,974 14,500

主な指標と目標値 単位
目標値

　当該福祉サービスについて近年は利用増加していないので、今後は周知等により利用促進を図っていくが、Ｈ２４
からＨ２９の５年間で５００件（平均１００件/年）が相当と想定し設定

現状

障害者の福祉サービス
利用率

11 15％

主な指標と目標値 単位 備考

　当該福祉サービスの利用増により、Ｈ24の目標値を超えたため、Ｈ29の目標値を上方修正した。

障害者の福祉サービス
利用率

％ 11 16 22
（対象：障害
者手帳交付
者）

　障害者の自立を促進する
ため、各種福祉サービスの
利用率向上を目指す。（対
象者：障害者手帳交付者）

（目標設定の考え方）

　障害者の自立を促進する
ため、各種福祉サービスの
利用率向上を目指す。（対
象者：障害者手帳交付者）

（対象：障害
者手帳交付
者）

21

備考 （目標設定の考え方）
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第４部会【市民生活】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪４－５　介護保険への対応≫ ［担当課：福祉課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪４－６　子育て支援の充実≫ ［担当課：こども支援課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

4,490

介護予防事業（運動教
室・予防教室）の参加延
べ人数

人 4,490

主な指標と目標値 単位

主な指標と目標値

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

介護予防事業（運動教
室・予防教室）の参加延
べ人数

人

5,800 7,000

単位

（目標設定の考え方）

13,540 20,000
H22年度よ
り集計方法
変更

　介護予防の意識を高め介
護を要しない生活を維持す
るため、運動教室などへの
参加者の増加を目指す。

備考 （目標設定の考え方）

　介護予防の意識を高め介
護を要しない生活を維持す
るため、運動教室などへの
参加者の増加を目指す。

　集計方法の変更と参加者の増加により、H24の目標値を超えたため、H29の目標値を上方修正した。

主な指標と目標値 単位
目標値

延長保育の実施保育所
数

カ所 6 8 8

備考

人 － 9,820 12,000

現状
備考

　多様化する保育ニーズに
対応するため、延長保育の
実施保育所数および利用
児童数の増加を目指す。

　多様化する保育ニーズに
対応するため、施設利用児
童数の増加を目指す。

（目標設定の考え方）

　従前目標値は達成されているため、後期では別指標を設定。
　子どもの遊び場提供、親同士の情報交換の場、相談できる場として子育て支援センター等施設を利用促進するこ
とで子育て支援を進めており、その利用児童数を指標に変更する。

地域子育て支援拠点事
業施設の利用児童延べ
人数

現状
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第４部会【市民生活】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪４－６　子育て支援の充実≫ ［担当課：こども支援課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪４－７　消費者支援の充実≫ ［担当課：市民環境課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

主な指標と目標値 単位

一時預かり事業の利用
児童延べ人数

人

主な指標と目標値

主な指標と目標値

目標値
備考

主な指標と目標値 単位 備考

　従前目標値は達成されており、後期では別指標を設定。
　一時預かり事業は、地域の子育て支援拠点である保育所（園）で児童を一時的に預かることで子育ての負担を軽
減する事業であり、利用促進を図っている事業である。そこで、その利用児童数を指標に変更する。

（目標設定の考え方）

延長保育の利用児童数 人 120 270 290

　多様化する保育ニーズに
対応するため、延長保育の
実施保育所数および利用
児童数の増加を目指す。

275 350

（目標設定の考え方）

－ 1,625 1,940

　多様化する保育ニーズに
対応するため、一時保育の
利用児童数の増加を目指
す。

件 （273） 220 220
H22より専
門相談員設
置

単位
目標値

備考

相談会や出前講座の参
加延べ人数

　消費者への支援体制を充
実を図りながら、相談によ
るところでも被害抑止を目
指す。

　より実態に基づく相談件数を指標とすることにより、抑制について方法や効果を検証していくために変更した。

消費者相談窓口への相
談件数

400

　消費者への支援を図るた
め、関係機関と連携した相
談会や出前講座への参加
者の増加を目指す。

単位 備考

（目標設定の考え方）

（目標設定の考え方）

人

現状

現状
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第４部会【市民生活】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪４－８　消防・防災体制の充実≫ ［担当課：消防本部］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪４－９　防犯体制の充実≫ ［担当課：市民環境課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

主な指標と目標値

　前期基本計画では、短時間講習（１時間程度）以上の受講者数としていたが、救命率を高めるため、そばに居合
わせた人による応急手当の実施及び質を高める普通救命講習（３時間）以上の講習を受講してもらい、救命技能を
取得（心肺蘇生法、ＡＥＤを用いた除細動、気道異物除去）することとし目標を変更した。

主な指標と目標値 単位

備考

主な指標と目標値 単位 備考

2,800

各種防犯ボランティア
（自主防犯パトロールな
ど）の参加延べ人数

2,200

（目標設定の考え方）

救命講習の受講延べ人
数

人 2,562 2,700

　より多くの市民へ応急手
当の知識と技能の普及を
図るため、救命講習受講者
の増加を目指す。

単位
目標値

（目標設定の考え方）

普通救命講習の受講延
べ人数

人 － 3,600 7,000

　救命率効果を向上させる
ため、より質の高い救命技
能を取得できる普通救命講
習受講者の増加を目指す。

現状

目標値
備考 （目標設定の考え方）

単位 備考 （目標設定の考え方）

　地域の防犯意識を高め犯
罪抑制を図るため、各種防
犯ボランティアへの参加者
の増加を目指す。

人 2,250 2,300

　防犯体制の充実・防犯意
識の高揚を図り、犯罪撲滅
のため認知件数の減少を
目指す。

　認知件数を指標とすることにより、抑制について方法や効果を検証していくために変更した。

刑法犯認知件数 件 （268） 166 120

主な指標と目標値
現状
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第５部会【教育文化】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪５－１　学校教育の充実≫ ［担当課：学校教育課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪５－２　学校教育の充実≫ ［担当課：学校教育課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

家庭教育講座（子育て・
食育など）参加延べ人数

人 1,275 1,500 1,700

　家庭教育に関する学習機
会の充実を図り、家庭教育
講座への参加人数の増加
を目指す。

主な指標と目標値 単位 備考 （目標設定の考え方）

家庭教育講座参加延べ
人数

人 1,275 1,693 2,000

　家庭教育に関する学習機
会の充実を図り、家庭教育
講座への参加人数の増加
を目指す。

　講座のメニューを増やしたことに伴い、平成22年度実績等を勘案し目標値の上方修正を行った。

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

学校施設の耐震化率 ％ 67 76 87

　子どもの安全と地域の災
害時拠点施設を確保する
ため、計画的に耐震化を進
め整備率の向上を目指す。

主な指標と目標値 単位 備考 （目標設定の考え方）

学校施設の耐震化率 ％ 67 77 100

学校教育基
本計画にお
ける再編対
象校を除く

　子どもの安全と地域の災
害時拠点施設を確保する
ため、計画的に耐震化を進
め整備率の向上を目指す。

　東日本大震災を踏まえ、国・県が学校施設の整備方針として平成27年度末までに耐震化率100％を目標と定めた
ことにより上方修正した。

現状

現状
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第５部会【教育文化】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪５－２　学校教育の充実≫ ［担当課：学校教育課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪５－４　生涯学習の推進≫ ［担当課：生涯学習スポーツ課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

中学３年生の英語検定３
級以上の取得率

％ 17 22 30

主な指標と目標値

　生徒の国際的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
能力の向上を図るため、英語
教育を積極的に推進し、英語
検定の取得率向上を目指す。

単位 備考 （目標設定の考え方）

中学３年生の英語検定３
級以上の取得率

％ 17 32 35

　生徒の国際的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
能力の向上を図るため、英語
教育を積極的に推進し、英語
検定の取得率向上を目指す。

　取得率の向上に努めるなか、平成22年度実績等を勘案し目標値の上方修正を行った。

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

ふれあい交流館の入館
者数

千人 10 12 13

主な指標と目標値 単位

　利用者に対するサービ
スの充実を図り、入館者
の増加を目指す。

備考 （目標設定の考え方）

ふれあい交流館の入館
者数

千人 10 15 17
　利用者に対するサービ
スの充実を図り、入館者
の増加を目指す。

　入館者数の増に努めるなか、平成22年度実績等を勘案し目標値の上方修正を行った。

現状

現状
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第５部会【教育文化】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪５－４　生涯学習の推進≫ ［担当課：生涯学習スポーツ課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪５－５　文化・スポーツの振興≫ ［担当課：生涯学習スポーツ課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

0 200 300

　地域人材を活用した生涯学
習の推進を図り、生涯学習ボ
ランティアの登録制度創設と
登録者の増加を目指す。

生涯学習ボランティアの
充実

人

現状
主な指標と目標値 単位 備考 （目標設定の考え方）

　生涯学習サークルの育成
と活性化が求められてお
り、登録数を指標として増
加を目指す。

中央公民館の生涯学習
サークル登録数

団体 － 38

　中央公民館では、全市民を対象とした各種講座や教室を開催している。受講者や参加者には、興味を持ち継続的
につづけてもらうことを目的にしており、いずれは組織のリーダーとなりサークル活動へと発展することを促してい
る。
　このことから、中央公民館で継続的に活動しているサークル団体数を指標とする。

48

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

　美術館の魅力向上のた
め、郷土作家や版画の作
品を中心に収蔵品の充実
を目指す。

美術館の収蔵品数 点

主な指標と目標値 単位 備考

953 1,000 1,050

（目標設定の考え方）

　美術館の魅力向上のた
め、郷土作家や版画の作
品を中心に収蔵品の充実
を目指す。

美術館の収蔵品数 点 953 995

　一定程度の収集は済んだものと考えており、収蔵スペースなどの実情も勘案した数値である。

1,015

現状

3／4



第５部会【教育文化】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪５－５　文化・スポーツの振興≫ ［担当課：生涯学習スポーツ課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

備考 （目標設定の考え方）主な指標と目標値 単位
目標値

542
　市民が利用しやすい施設
の整備・充実を図り、施設
利用者の増加を目指す。

スポーツ施設の利用者
数

千人 500 525

現状
備考 （目標設定の考え方）主な指標と目標値 単位

スポーツ施設の利用者
数

千人 500

　目標値を達成しており、平成22年度までの実績等を勘案し、目標値の上方修正を行った。

537 600
　市民が利用しやすい施設
の整備・充実を図り、施設
利用者の増加を目指す。
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第６部会【行財政】 主な指標と目標値　変更表 参考資料４

≪６－１　市内外との連携・交流の促進≫ ［担当課：企画政策課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

≪６－６　健全財政の推進≫ ［担当課：財政課］

○前期基本計画

現状

H19 H24 H29

　↓

○後期基本計画

目標値

H19 H24 H29

※現状H24欄の数値について：直近の実績（主にH22）を原則記載しており、計画完成時にH23実績を記載予定

●変更理由

234 250

　計画的で健全な財政運営
に努め、実質公債費比率
の逓減を目指す。

　国の地方財政対策において、地方負担の一部について、｢臨時財政対策債｣を直接自治体が借入することにより
補てんするというルールとされている中、ここ数年の地方の財源不足から｢臨時財政対策債｣の残高が急増してお
り、｢市債残高｣は財政指標として適さないものとなっている。このため、これに代わって、法定指標である｢実質公債
費比率｣を新たな指標とするもの。

＊臨時財政対策債…地方財政の収支不足を補てんするために、普通交付税に代わって市が起債により資金調達
するもの。後年度の元利償還金について100%普通交付税で財源措置される。
＊実質公債費比率…国が｢財政健全化法｣によりH20年度から導入した財政健全度を測る法定指標。財政規模に対
する公債費などの財政負担の程度を示す。

市の実質公債費比率 ％ － 21.2 16.0

　計画的で健全な財政
運営に努め、市債残高
の逓減を目指す。

主な指標と目標値 単位 備考 （目標設定の考え方）
現状

一般会計の市債残高 億円

（目標設定の考え方）

220

主な指標と目標値 単位
目標値

備考

-76 +100

（目標設定の考え方）

主な指標と目標値 単位
目標値

備考 （目標設定の考え方）

単位 備考主な指標と目標値
現状

　目標値の設定にあたって
　　21年度　：　転入1,106人　　転出1,243人　　差引 －137人
　　22年度　：　転入1,111人　　転出1,187人　　差引  －76人
　　平成24年２月29日現在住基人口　42,615人
　　差引マイナスをプラスに転じることができるよう各種施策を進める。

　市外の人が移り住みやす
い環境づくりに努め、転入
人口の増加（及び転出人口
の抑制）を目指す。

転入・転出人口 人/年 －
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