
平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日
総 務 部 経 営 企 画 課

施策評価調書取りまとめ ※達成率＝（平成22年度実績値－基準値）÷（目標値－基準値）×100

 施策 基準年度 目標年度 22年度

コード 基準値 目標値 実績値

21年度 31年度 22年度

24.2% 20.0% 23.8%

21年度 31年度 22年度

26.2% 20.0% 25.3%

21年度 26年度 22年度

875人 1,500人 2,589人

21年度 26年度 22年度

99.4% 100% 99.3%

109,124 21年度 26年度 22年度
(57,197) 75.4% 80.0% 79.5%

21年度 26年度

55.3% 58.0%

21年度 26年度 22年度

296人 320人 304人

21年度 26年度 22年度

629人 735人 700人

21年度 29年度 22年度

3,220人 3,600人 3,199人

21年度 29年度 22年度

998人 1,100人 962人

21年度 29年度 22年度

2,194人 2,500人 2,245人

21年度 29年度 22年度

82.0% 85.0% 83.0%

21年度 29年度 22年度

115,113人 130,000人 116,626人

3,681,075
(4,095,193)

平成22年度
(平成23年度)
行政コスト

(千円)

478,012
(624,136)

4,314,717
(4,895,411)

①　東西老人クラブの特性を生かし
つつ、徐々に一本化への支援を図
る。
②　介護保険事業計画に基づき地域
密着型サービス施設を整備する。
③　介護保険制度の適正運営に基づ
き、制度の周知を図る。

-35.3%

16.7%

33.3%

10.2%

福祉部 ◎

　現状・課題に対する主要施策
に基づいて、的確に特定高齢者
を把握して介護予防教室等に参
加させるとともに、施設管理も
適切に行われ、バランス良く事
業が実施されている。

①　東西老人クラブの一本化
と、老人クラブ会員数の減少
②　増えつつある介護施設入所
待機者の減少
③　要介護等認定者の介護保険
サービス利用率の向上

老人ｸﾗﾌﾞ会員数

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ会員
数

介護予防教室等参加
者数

介護保険ｻｰﾋﾞｽ利用
率

総合福祉ｾﾝﾀｰもえの
丘利用者数

-5.5%

9.5%

○

生活習慣病保有者率
55～59歳（女） 14.5%

ウォーキング参加者
数 274.2%

赤ちゃん訪問実施率 -16.7%

1-1

健康で生き
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

健康

市民の健康管理に関する
知識と意識を高め、生涯
にわたって健康づくりに
取り組める環境整備を一
層推進することにより、
市民一人ひとりが自覚を
持って自主的・主体的に
生活習慣の改善に努める
ような地域社会を形成し
ます。

市民健
康部

生活習慣病保有者率
55～59歳（男）

子育て満足度

３歳未満児の入所児
童数

児童クラブ利用児童
数

－

33.3%

67.0%

－

指　標 評価の理由 課題
取組
方向

取組方向の理由基本計画 区分 基本方針 所管

　赤ちゃん訪問率、乳幼児健診率を
高め、育児等の支援を行うことによ
り乳幼児の健全な育成を図るととも
に虐待予防の抑制を図る。また、生
活習慣病を早期に発見、予防を促進
するため健診の受診率向上、保健指
導の充実を図る。

達成率 評価

①　老朽化施設の早期耐震化を目指
し、具体的な整備目標を立てる。
②　現有施設の有効利用を徹底し、
低年齢児の受入枠の拡大を図る。
③　税制改正（年少扶養控除廃止）
に伴い、実質負担増とならないよう
利用料の見直しを行う。

　子育て支援については、住民
ニーズは確実に高くなってい
る。国の施策への対応と住民へ
の満足度を高め、かつ、経費を
かけない事業への取り組みが課
題となる。
①　子ども・子育て新システム
への対応（情報収集とシステム
変更への準備）
②　老朽化施設の耐震化（改築
整備）
③　待機児童ゼロに向けた取組
み（受入枠の拡大）
④　児童クラブ利用料の改正
（利用者に応じた料金体系）

維持

　安心して救急医療が受けられるよ
う、地域の二次救急病院の充実と隣
接する医療圏との連携を図る。

1-3

健康で生き
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

児童福
祉・次
世代育
成

次世代を担う子どもと子
育て家庭を社会全体で応
援する機運を盛り上げ、
子どもたちが心身ともに
健やかに生まれ育つ環境
づくりを進めます。

福祉部 ○

　子育て支援について、保育
園、児童クラブ、児童館すべて
において概ね住民ニーズにあっ
た事務事業が実施できている。
　保育園については、4月時点
では待機児童をゼロとなるよう
特に低年齢児（0歳～2歳）の受
入枠を拡大している。児童クラ
ブについても、申し込み児童の
受入は全て行っている。
　児童虐待対策について、専門
のスタッフを配置し虐待通報に
対してすみやかに対応するとと
もに児童相談所など関係部署と
の連絡会を実施している。

1-2

健康で生き
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

医療

身近な地域医療施設、休
日救急医療体制の充実を
図り、市民の健康を支え
ます。

市民健
康部 ○

かかりつけ医を持つ
乳児の割合（１０か
月児健診）

89.1%

1-4

健康で生き
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

　赤ちゃん訪問を実施し母子保
健の充実を図ることができた。
また、成人保健においても特定
健診とがん検診を同日実施し市
民の利便性を図るとともに、特
定年齢の婦人がん検診の補助な
ど検診受診率の向上を図ること
ができた。

　乳幼児の健全な育成及び虐待
予防
　生活習慣病保有率の抑制

維持

維持

維持

　地域の医療資源を効果的に活
用することで、救急患者を適切
かつ迅速に救急医療機関に搬送
される体制づくりが確立され
た。

　日常的な健康管理を支えるか
かりつけ医師・夜間医療の確
保。

高齢者
福祉

高齢者が住みなれた地域
で尊厳を保ちながら、心
身ともに健康で生きがい
や楽しみを持って暮らす
ことができ、一人ひとり
の生活様式に応じた自立
した生活を実現します。
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 施策 基準年度 目標年度 22年度

コード 基準値 目標値 実績値

平成22年度
(平成23年度)
行政コスト

(千円)

指　標 評価の理由 課題
取組
方向

取組方向の理由基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価

21年度 29年度 22年度

18時間 30時間 18時間

21年度 29年度 22年度

115回 139回 107回

21年度 29年度 22年度

46人 制度廃止 72人

21年度 29年度 22年度

321人 586人 356人

21年度 29年度 22年度

177人 214人 183人

9,345,188 20年度 24年度 22年度
(9,715,689) 22.0% 65.0% 29.0%

21年度 29年度 22年度

8人 10人 9人

21年度 29年度 22年度

395人 340人 472人

21年度 29年度 22年度

18世帯 35世帯 48世帯

21年度 29年度 22年度

11人 13人 11人

21年度 29年度 22年度

84.8% 88.0% 85.2%

21年度 27年度 22年度

233人 270人 293人

21年度 27年度 22年度

8箇所 10箇所 8箇所

21年度 27年度 22年度

31団体 40団体 28団体

21年度 27年度 22年度

575人 700人 536人

21年度 27年度 22年度

5施設 6施設 5施設

(876,577)

130,447
(106,469)

福祉部

手話通訳者設置時間
(週あたり）

手話通訳者・要約筆
記者派遣回数

授産施設利用者数

自立支援ｻｰﾋﾞｽ利用
者数

地域生活支援利用者
数

883,280
(967,115)

①　ノーマライゼーション・リハビ
リテーションの理念に基づき、障害
を持つ人が、可能な限り、その個人
の能力を活かし、社会生活と社会の
発展に完全参加できるよう支援す
る。
②　障害者総合福祉法の制定に基づ
き、各事業を見直し・整備をする。

0%

-33.3%

-

13.2%

16.2%

◎

　誰もが安心して暮らすことが
できる「共生社会」の実現に向
けて、障害者サービスの利用者
が着々と増加するとともに、市
独自のサービスを展開し、的確
かつバランス良く事業が実施さ
れている。

①　福祉サービス量の増加に伴
う経費の増加
②　障害者自立支援法の廃止に
伴う障害者総合福祉法の制定
(平成２５年８月)による制度変
更への対応

維持1-5

健康で生き
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

1-6

健康で生き
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

福祉部 ◎

市民健
康部

特定健康診査実施率 16.3%

介護保険料（現年・
普徴）収納率 12.5%

地域包括支援ｾﾝﾀｰ職
員数 0.0%

852,673

① 生活保護自立支援プログラムに基
づき、着実に就労を支援する。生活保護担当職員数 50.0%

生活保護受給者数 -140.0%

生活保護就労世帯数 176.5%

　根拠法令に基づき、適切・着
実に事業が実施されている。

① 生活保護者の自立（就労支
援）促進

　健康診査未申込者に対し、申込み
の勧奨を実施したが、今後も機会を
捉えて健康診査事業の周知を図る。
また、市民が安心して医療が受けら
れるよう国民健康保険・後期高齢者
医療及び福祉医療制度の適正かつ円
滑な運営に努める。

1-7

健康で生き
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

地域福
祉

個人や家庭、公的機関な
どの有機的連携のもと、
地域ぐるみの福祉体制づ
くりを推進し、住み慣れ
た地域で、互いに支えあ
いながら共に生きること
ができる福祉社会づくり
をめざします。

福祉部

見守り協力員数 162.2%

相談窓口設置数 0%

施設の空き情報照会
ｼｽﾃﾑ 0%

◎

　ひとり暮らし高齢者・高齢者
のみ世帯を見守る協力員を市内
全域に広げるとともに、地域福
祉施設の支援・ボランティア活
動も活発に行われ、着実・確実
に事業が実施されている。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録団体数 -33.3%

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録人数 -31.2%

①　地域住民の要望を迅速かつ確実
に把握するため、相談窓口の活用を
促進し周知を図る。
②　生涯ボランティアの仕組みを整
備し、地域行事への参加を促す。
③　市民と行政がそれぞれ担う役割
と責任を明らかにしながら、さまざ
まな視点から市民との協働を考察す
る。

①　地域住民の要望の把握促進
②　地域へ市民参加の促進
③　市民と行政が協働するシス
テムの構築

拡大

維持

維持○

　医療保険制度の適正な運営及
び福祉医療制度の円滑な運営に
努めることにより、市民の医療
費負担の軽減を図るとともに、
医療費の抑制につなげるため、
健康診査事業を実施することが
できた。

　糖尿病等生活習慣病の兆候を
早期に発見し、重症化を予防す
ることにより、医療費の抑制に
つながる特定健診・特定保健指
導及び後期高齢者健康診査を引
き続き実施しているが、受診率
の低迷が続いている。

障害者
（児）
福祉

障害を持つ人が他の人々
と同等な権利を享受する
とともに、社会的な制限
を受けることなく、地域
の中で自立して、生きが
いを持って暮らせる社会
を実現します。

低所得
者福
祉・社
会保険

民生・児童委員や社会福
祉協議会などとの密接な
連携のもとで実態を的確
に把握し、低所得者の経
済的な自立と生活意欲の
助長を図ります。また、
生活保護制度、国民健康
保険制度、後期高齢者医
療制度、福祉医療制度、
介護保険制度などの適正
な運営に努めます。
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 施策 基準年度 目標年度 22年度

コード 基準値 目標値 実績値

平成22年度
(平成23年度)
行政コスト

(千円)

指　標 評価の理由 課題
取組
方向

取組方向の理由基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価

21年度 29年度 22年度

42人 62人 41人

21年度 29年度 22年度
19団体 32団体 19団体

21年度 29年度 22年度
24団体 32団体 21団体

19年度 27年度 22年度

637棟 1,057棟 807棟

19年度 27年度 22年度

54棟 163棟 86棟

21年度 29年度 22年度

18回 20回 17回

21年度 29年度 22年度

18回 21回 17回

21年度 29年度 22年度

9回 13回 9回

21年度 29年度 22年度

549件 500件 560件

9,465 20年度 25年度 22年度
(0) 0箇所 5箇所 3箇所

21年度 29年度 22年度
1,548件 1,000件 1,360件

21年度 29年度 22年度

374人 400人 365人

21年度 29年度 22年度
5,779灯 6,200灯 5,926灯

482,544 21年度 29年度 22年度
(315,220) 71.0% 76.0% 71.6%

　事業効果を早期に高めるため、通
学路や利用度の高い路線を優先的に
整備していく。建設部 小学校通学路整備率 12.0% ○

　通学路を含めた側溝整備につ
いては、毎年、着実に整備延長
を延ばすことができている。

　自治会からの土木事業要望の
中で、側溝整備に関するものが
一番多く、増大する要望に対
し、対応しきれない。

犯罪発生件数 34.3%

防犯ボランティア人
数 -34.6%

防犯灯設置数 34.9%

2-3

安全・安心
で利便性の
高いまちづ
くり

防犯

防犯意識が高く、誰もが
被害者とならない安全・
安心なまちづくりを、市
と市民が一丸となって実
現します。

防災環
境部 ○

　防犯協会委員、防犯ボラン
ティアによるパトロール、街頭
キャンペーン等により市民への
防犯意識の高揚を図った。

　北名古屋市の犯罪認知件数が
増加の一途を辿っているため、
犯罪認知件数の減少。

拡大

　愛知県警察の派出所の設置方針に
基づく交番2箇所の設置。
　地域での集会等に積極的に出向
き、市民の防犯意識の高揚をより一
層図る。

建設部 ○

　平成２１年度より市内事故多
発信号交差点のカラー化を実施
しており、愛知県から実際に交
通事故減少に効果があるとの報
告を受けており、今年度徳重南
交差点（都市計画道路豊山西春
線）で実施した。

40.5%

建設部

木造住宅の耐震改修
棟数 29.4%

木造住宅の無料耐震
診断棟数

◎

　事業効果が上がっているとの報告
がある中、目標値、残2箇所であるた
め、来年度以降計画的に整備を行っ
ていく。信号交差点事故対策

カラー舗装整備 60.0%

　事故多発主要交差点は、全て
県道との交差点であることか
ら、県(県道）の計画に合わせ
た整備が求められるが、予算の
制約があり整備が遅れてしま
う。

拡大

　無料耐震診断及び耐震改修工事の
補助制度について、市民に広く周知
するとともに耐震化の必要性につい
て啓発していく。

　無料耐震診断の受付件数が、
年間５０件あることからも、市
民の関心が高い。

防災環
境部

交通安全教室の回数 -50.0%

街頭指導の回数 -33.3%

交通安全啓発活動の
回数 0%

交通事故件数(人身) -22.4%

　子どもたちで組織する団体、たと
えば、子ども会、スポーツクラブ等
の団体活動時に出向き、交通安全へ
の意識啓発を図る。

○

　交通安全協会と共に、街頭指
導、交通安全教室等の啓発によ
り交通安全への意識が向上して
いる。

　若い世代の交通安全活動への
参加が少ない。

拡大

　自主防災会活動等の地域活動に積
極的に出向き、防災意識の高揚を図
る。

維持

拡大

維持

　防災リーダーの育成、資機材
の充実等により防災意識の高
揚、地域防災力の強化等が図ら
れている。

　自助、共助の精神に基づき、
災害時に市民自らの適切な判断
により行動できるよう自主防災
訓練、防災講話、広報誌等で市
民への情報提供に努めている
が、これらの施策を継続し、更
なる自助・共助意識及び災害時
における適切な判断力の醸成促
進を図らなければならない。

○

-5.0%

消防防災補助金活用
自主防災会数 0%

自主防災補助金活用
自主防災会数 -37.5%

　耐震診断の結果、改修工事が
高額となるため耐震工事に踏み
切れない場合があると考えられ
る。

防災環
境部

防災リーダー育成人
数

(36,840)

2-1

安全・安心
で利便性の
高いまちづ
くり

22,480

大地震や大規模水害、火
災などの発生に対して、
被害を 小限に留める防
災対策を進めるととも
に、災害発生時において
相互に協力し合う防災力
の高い地域コミュニティ
をつくります。

生活道
路

日常生活と密着した道路
として、歩行者や自転車
の安全かつ快適な通行を
確保します。

交通安
全

市民はもちろん、本市で
活動する企業関係者が交
通事故に遭遇する危険度
が少なく、安心して移動
できる安全なまちづくり
を推進します。

防災・
消防

2-2

安全・安心
で利便性の
高いまちづ
くり

2-4

安全・安心
で利便性の
高いまちづ
くり

817,335
(805,960)

101,320
(113,327)

69,054
(62,387)

3



 施策 基準年度 目標年度 22年度

コード 基準値 目標値 実績値

平成22年度
(平成23年度)
行政コスト

(千円)

指　標 評価の理由 課題
取組
方向

取組方向の理由基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価

13年度 47年度 22年度

0㎥ 72,600㎥ 9,747㎥

21年度 27年度 22年度

78.8% 100% 78.8%

21年度 27年度 22年度

586ｍ 1,100ｍ 917ｍ

11年度 25年度 22年度

0% 100% 93.4%

7年度 24年度 22年度

0% 100% 95.7%

312,357 18年度 29年度 22年度
(249,875) 54.9% 70.0% 62.1%

21年度 29年度 22年度
145,089人 150,000人 154,096人

21年度 29年度 22年度
403.9円 400.0円 382.0円

21年度 23年度 22年度
318.7ha 407.2ha 349.9ha

21年度 23年度 22年度

24.2% 30.2% 28.0%

　建設費、維持管理費のコストを縮
減することにより事業の進捗を図
る。
　維持管理の一部を外部委託するこ
とにより、速やかな対応が可能とな
る。

　汚水整備は計画的に実施して
いるが、社会情勢の変化により
事業の進捗に若干の遅れが生じ
ている。
　汚水整備の進捗に伴い、維持
管理に要する時間が増加する。

拡大

下水道普及率 63.3%

1,759,318
(1,898,710) ○

　事業計画に基づいて汚水管
きょの整備を実施した結果、平
成23年度の目標整備面積の約86
パーセントの進捗になった。

561.5%

　きたバスの利用者数が年々増
加している。

　朝便において、市内各地から
西春駅への通勤・通学者への便
宜は図られているが、逆に西春
駅から市内事業所への通勤者へ
の配慮が必要になっている。

2-9

安全・安心
で利便性の
高いまちづ
くり

上水
道・下
水道
（汚
水）

上水道は、社会情勢など
の変化に対応した長期的
展望のもとに安定的供給
をめざします。また、下
水道の整備により、汚水
を適正に処理し、衛生的
かつ都市的な生活環境を
実現するとともに、河川
などの公共用水域の水質
を改善します。

建設部

下水道整備面積 35.3%

　引き続き整備を進めることによ
り、幹線道路の交通アクセス機能や
歩車道分離による安全性を高めてい
く。

2-8

安全・安心
で利便性の
高いまちづ
くり

公共交
通

利便性の高い公共バス
サービスの提供や鉄道の
利用を促進することによ
り、交通弱者の移動手段
の確保や、自家用車への
依存度を低減し、温室効
果ガスの排出量を抑制し
ます。

　市内各所の企業への足としてのき
たバスを運行する方向で検討する。

防災環
境部

きたバス利用客数 183.4%

利用者一人当りの費
用

都市計画道路の整備
率 47.7% ○

　都市計画道路の整備により、
歩車道が分離され安全性・快適
性が向上した。

　用地買収が伴うため事業費が
多大となる。

維持

　市施行の土地区画整理事業につい
ては、借地権に関する問題であり、
行政が介入することは難しいため、
双方の話しあいに頼らざるを得な
い。また、組合施行の土地区画整理
事業については、保留　地を処分す
るため、これまで広報を通じ地区内
だけの折り込みチラシであったもの
を、市内全域を始め、近隣市の新聞
折込チラシを入れる等を行い、積極
的売却に打ってでる。

市施行土地区画整理
事業進捗率 93.4%

組合施行土地区画整
理事業進捗率 95.7%

2-7

安全・安心
で利便性の
高いまちづ
くり

幹線道
路

安全性、快適性、利便性
に優れた交通機能を強化
するため、整備の遅れて
いる幹線道路の整備を早
急に進め、高速道路や都
心部への交通アクセス機
能を高めます。

建設部

建設部 ○

　２箇所の土地区画整理事業と
もに、完了目標年度に向けて、
ここまでは順調な進捗を迎えて
いる。

　市施行の土地区画整理事業に
ついては、建物移転残り5件の
内3件が借地権者である。建物
所有者は移転に同意しているも
のの土地所有者との関係があ
り、移転に難航することも予想
される。また、組合土地区画整
理事業については、工事、建物
移転等の実質事業は完了し、組
合解散に向けて鋭意努力中であ
り、課題は保留地処分におい
て、現在の経済状況から完売で
きるかである。

392,577
(434,048)

(554,816)

　浸水被害の軽減を図るため、雨水
貯留施設は道路整備に併せて地下貯
留管の整備を進めていく。
　久地野ポンプ場は、雨水管きょの
整備に併せて設備の増設を図る。
　電車川排水機場の設備は、修繕・
点検を実施することにより、設備更
新年を延伸する。

雨水貯留施設整備量 13.4%

久地野ポンプ場整備
率 0%

雨水管きょ整備延長 64.4%

2-5

安全・安心
で利便性の
高いまちづ
くり

河川・
下水道
（雨
水）

新川流域水害対策計画に
基づき、河川改修や下水
道整備を促進するととも
に、排水施設の充実や農
地の保水・遊水機能の保
全などにより、短時間に
大量の雨水が河川へ流れ
込むことを抑制し、浸水
被害を軽減します。

建設部 ○

　久地野排水区の浸水被害を軽
減するため、ポンプ場へ導水す
る雨水管渠の整備を計画的に実
施した。また、雨水貯留施設整
備については、建設用地取得に
費やし、具体的な事業を行わな
かった。

　雨水貯留施設の建設用地の確
保が困難であるとともに、多大
な費用を要す。
　久地野ポンプ場のポンプ、電
気、水処理施設の増設が必要に
なってくる。
　電車川排水機場は標準的な耐
用年数を経過していることか
ら、ポンプ、電気設備等の更新
が必要になっている。

501,193

◎ 拡大

拡大

維持市街地

快適でゆとりある生活を
営み、今後も住み続けた
いと思う豊かな住環境を
整備するとともに、一つ
の都市としてのまとまり
があり、魅力ある拠点機
能を持つ市街地を形成し
ます。

2-6

安全・安心
で利便性の
高いまちづ
くり

63,653
(66,717)
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 施策 基準年度 目標年度 22年度

コード 基準値 目標値 実績値

平成22年度
(平成23年度)
行政コスト

(千円)

指　標 評価の理由 課題
取組
方向

取組方向の理由基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価

238,603 18年度 29年度 22年度
(147,340) 0.3㎡ 1㎡ 0.39㎡

1,949 19年度 29年度 22年度
(2,412) 41基 62基 52基

20年度 24年度 22年度

0㎡ 2,713㎡ 1,560㎡

20年度 29年度 22年度

0㎡ 5,400㎡ 0㎡

20年度 29年度 22年度

0㎡ 9,000㎡ 0㎡

20年度 29年度 22年度

0㎡ 4,800㎡ 140㎡

20年度 33年度 22年度

580g 532g 562g

20年度 33年度 22年度

214g 245g 194g

20年度 33年度 22年度

17.5t 14.7t 11.0t

21年度 29年度 22年度

80.0% 90.0% 85.0%

21年度 32年度 22年度

122戸 1,000戸 272戸

846

2,046,196
(2,070,264)

(1,883)

17.1%

○

37.5%

市民１人１日当たり
資源量

１日当たり事業系ご
み排出量 232.1%

レジ袋削減 50.0%

-64.5%

薬師寺地区地域交流
拠点の整備面積

3-3

環境にやさ
しいうるお
いのあるま
ちづくり

環境

市民、企業、行政の協働
により、環境負荷が少な
く、自然環境の恩恵にあ
ずかる市民生活を実現す
るため、循環型社会への
転換をめざします。

防災環
境部

市民１人１日当たり
家庭系ごみ排出量

太陽光発電設置世帯
数（累計）

　緑の基本計画に基づき策定した公
園整備プログラムにより、計画的に
公園整備を進める。

　都市公園用地の取得を含め、
計画的に都市公園の整備を進め
ることにより、周辺住民に快適
な生活環境を創出した。

　健康志向の高まりと高齢化社会の
到来を踏まえ、公園や散策路の整備
が急務となっている。五条川の堤防
を地域資源と捉えて今後も計画的に
整備を進めていく必要がある。

57.5%

鍜治ケ一色地区交流
拠点の整備面積 0%

○ 維持

徳重地区地域交流拠
点の整備面積 0%

　河川改修事業に伴い先行取得
された用地を有効利用した拠点
整備により、地域コミュニ
ティーの創出や五条川との親水
を図ることができた。

　事業用地が河川用地であるた
め、管理者の占用許可が必要で
あり施設整備に厳しい制約があ
る。また、占用許可に合わせて
事業用地の管理が申請者に移
り、事務の増大に繋がる。

　都市計画、環境等が計画している
各種計画と総合的に調整を図りなが
ら、個性豊かで質の高い街並み空間
づくりを進めるために、平成２４年
度から景観計画の策定を関係部署へ
働きかける。

　市民一人当りの公園面積は、
他市町と比べ絶対的に不足して
いる。しかしながら、用地取得
から始まる公園整備は、多額の
費用が必要となる。

維持

拡大

　ごみ処理には、平成２２年度から
名古屋市への処理委託により、多大
な費用が必要であるため、市民・事
業者によるごみ・資源の分別とごみ
減量の徹底及び限られた資源のリサ
イクル化を推進し、費用の圧縮及び
軽減を図りたい。

○

　平成２１年度に西春駅西線整
備にあわせ、公募によりモニュ
メントを10基を設置した。
　これにより「北名古屋市モ
ニュメント設置計画」で定めた
中期目標である「平成24年度ま
でに10基程度集中的に設置」を
達成したため、平成２２年度に
あっては西春駅西線に設置した
10基を広く市民に周知するとと
もに、愛着を持ってもらうため
に地域のイベントに合わせて事
業（クイズラリー）を実施し
た。
　この事業には、267人の参加
者があり、多くの市民が芸術に
身近に触れ、感じることができ
た。また、地域のイベントへの
来場者を含めると相当のＰＲ効
果があり、広く市民に周知する
ことができた。

　総合計画に掲げた文化の回廊
など個性豊かで質の高い街並み
づくりを進めるためには計画的
で統一感のある景観づくりを行
う必要があり、それには庁内各
部署との連携によりモニュメン
ト設置計画を含んだ景観計画を
検討する必要がある。

維持

　循環型社会を構築するため、
各事業を目標に向けて着実に実
施した。

　市民や事業者に、ごみ・資源
の分別、減量及び環境負荷に対
して、意識の高揚を図る必要が
ある。

52.4%

プロムナード（遊歩
道）の整備面積 2.9%

3-1

環境にやさ
しいうるお
いのあるま
ちづくり

公園・
緑地・
緑化

魅力ある公園や緑地の整
備を計画的に進めるとと
もに、道路、学校など公
共施設の緑化に努め、緑
豊かな都市をつくりま
す。

総務部 モニュメントの設置

3-2

環境にやさ
しいうるお
いのあるま
ちづくり

市街化区域では、景観の
保全、育成、創造の3つ
の観点から個性豊かな市
街地を形成します。ま
た、市街化調整区域で
は、うるおいのある田園
風景を保全します。

建設部

建設部
市民一人当たりの公
園面積 12.9% ○

景観

5



 施策 基準年度 目標年度 22年度

コード 基準値 目標値 実績値

平成22年度
(平成23年度)
行政コスト

(千円)

指　標 評価の理由 課題
取組
方向

取組方向の理由基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価

21年度 29年度 22年度

1人 2人 3人

21年度 29年度 22年度
838区画 900区画 818区画

21年度 29年度 22年度
10,000人 11,000人 12,000人

21年度 29年度 22年度
40事業者 50事業者 55事業者

21年度 29年度 22年度

52.6% 54.0% 51.1%

21年度 29年度 22年度

234件 250件 198件

各年度 22年度

20社 31社

21年度 29年度 22年度

0社 3社 0社

21年度 29年度 22年度

0社 7社 0社

144,048
(105,919)

20,783
4-3

創造的で活
力あるまち
づくり

工業 建設部
(32,242)

　都市計画マスタープランで、工業
としての土地利用を図るべき地区と
して位置付けた市街化調整区域内の
農地について、今後の土地利用に関
する意向調査を実施し、受け皿づく
りの検討を行う。
　企業誘致と企業留置のための施策
立案について、プロジェクトチーム
を立ち上げ、検討作業を行い、企業
立地戦略ビジョンの策定を行う。

　企業誘致の受け皿となる用地
の創出。
　誘致ターゲット企業等、新た
な企業誘致の呼び水となる優遇
支援策や、市内で安心して事業
を継続し、事業拡大等の発展に
つながる支援策が必要である。

拡大

企業訪問
強化月間訪問数 155.0%－

企業留置（事業拡大
等）件数 0%

企業立地件数 0%

○

　中小商工業者の経営安定及び
商店街の活性化を図り、魅力あ
る商店街づくりや経営基盤の強
化と体質の改善を促進するとと
もに、事業上必要とする資金の
融通を円滑に行い、かつ、借入
れ負担を軽減することにより経
営の安定と向上を図ることがで
きた。

-225.0%

○

　産業集積活性化調査により、
全国及び周辺地域の動向を把握
し、本市への立地条件等として
１０項目の評価指標を基準に、
誘致ターゲット７業種（宇宙機
器産業、航空機産業、情報機械
器具産業、化学産業、分析機器
産業、半導体産業、医薬品産
業）を抽出し、企業誘致ター
ゲット基本方針を策定した。

(323,136)

商工会イベント（商
工祭）来場者数

信用保証料補助金決
定件数

200.0%

商工祭出店事業者数 150.0%

商工業者の商工会会
員組織率

-107.1%

-32.3%

△

　農地の減少傾向が顕著なた
め。

　営農規模が零細なため、農業
後継者が育たない。また、新規
参入者も見込めない。

4-2
創造的で活
力あるまち
づくり

商業・
サービ
ス業

地域密着型の商業やサー
ビス業を育成し、魅力あ
る商店街の形成を図り、
まちのにぎわいの創出、
暮らしの利便性の向上や
コミュニティの活性化を
図ります。

建設部
332,617

4-1
創造的で活
力あるまち
づくり

農業

本市の豊かな田園風景を
形成している優良農地の
保全に努めるとともに、
都市近郊型農業を推進し
ます。

建設部

認定農業者数 200.0%

レジャー農園区画数

　経済の低迷が続き、厳しい経済状
況にあることから商工会及び商業団
体が実施する事業に対する補助の継
続並びに中小商工業者が、事業上必
要とする資金の借入れ負担を軽減す
るため信用保証料及び利子補給の補
助を継続することにより、経営の安
定と向上を図る。

　商工会及び商業団体などが行
う催しに市民が来場することに
より、商工業者との交流の場と
なるとともに、商店街などの活
性化につながるよう補助を継続
する必要がある。また、商工会
が行う経営改善普及事業によ
り、商工業者に経営指導を行う
ことで経営の安定と向上が図ら
れるよう補助を継続する必要が
ある。さらに、中小商工業者が
必要とする資金の借入れ負担を
軽減するため、景気対策として
平成２１年１月から平成２４年
３月までの信用保証料及び利子
補給の補助率を１００％に引き
上げているが、補助率について
検討する必要がある。

維持

維持

　農業用施設の適切な維持管理と計
画的な更新により、農業生産の維持
及び農業経営の安定を図る。良好な
営農条件を備える地区については、
無秩序な開発は抑制するよう指導し
ていく。

多様な雇用や都市経営資
源の安定的な確保をめざ
し、地理的な利点を活か
した新たな企業立地を促
すとともに、既存産業の
活性化に努めます。

6



 施策 基準年度 目標年度 22年度

コード 基準値 目標値 実績値

平成22年度
(平成23年度)
行政コスト

(千円)

指　標 評価の理由 課題
取組
方向

取組方向の理由基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価

21年度 29年度 22年度

30.0% 70.0% 31.0%

21年度 23年度 22年度

87.0% 100% 92.0%

21年度 25年度 22年度

69.0% 100% 77.0%

21年度 29年度 22年度

89.0% 90.0% 90.0%

21年度 29年度 22年度

82.0% 90.0% 85.0%

21年度 29年度 22年度

55.7% 60% 55.2%

21年度 29年度 22年度
522,916人 550,000人 526,040人

21年度 29年度 22年度
3,473人 3,500人 3,615人

21年度 29年度 22年度
207,148人 220,000人 231,814人

21年度 29年度 22年度
184,127人 190,000人 191,992人

11,809 21年度 29年度 22年度
(13,415) 162件 200件 196件

38,883 21年度 29年度 22年度
(34,623) 37,722人 45,000人 38,203人

(360,156)

総務部
国際交流協会会員件
数 89.5% ○

　平成19年度愛知万博補助金を
活用し、愛・地球博を契機に芽
生えた国際化意識を育て、国際
交流協会の会員の増加や友好都
市韓国務安郡との中学生を始め
市民相互の交流により、市民に
対して地域の国際化、国際理解
の増進を図ることができた。

　愛知万博補助金の終了後にお
ける自主財源確保のあり方と国
際交流協会の自立運営をどのよ
うに方向付けるかが課題であ
る。

　文化財保護の意義をＰＲし、更に
各種事業の充実を図る。

教育部
歴史民俗資料館入館
者数 6.6% ○

○

191.9%

133.9%

拡大

拡大

5-3

豊かな心を
育み文化の
薫るまちづ
くり

スポー
ツ・レ
クリ
エー
ション

市民一人ひとりが生涯に
わたって自主的・主体的
にスポーツ・レクリエー
ション活動に親しみ、市
民相互のコミュニケー
ションを図ることができ
る社会の実現をめざしま
す。

教育部

総合体育館利用者数

地域に根ざした文化・芸
術を育成・保存するとと
もに、歴史や文化の薫り
高く、国際感覚のあるま
ちをめざします。

525.9%

教育部

文化勤労会館利用率 -11.6%

健康ドーム利用者数

337,923
(345,146)

343,847

(2,479,685)

37.5%

学校が楽しいと感じ
る児童・生徒割合
(小6)

5-2

豊かな心を
育み文化の
薫るまちづ
くり

生涯学
習・青
少年育
成

だれでも、いつでも、ど
こでも学び行動すること
ができる生涯学習社会の
形成をめざします。ま
た、青少年が心身ともに
健康でたくましく成長す
る社会の形成をめざしま
す。

図書館入館者数 11.5%

パペットフェスタ入
場者数

5-1

豊かな心を
育み文化の
薫るまちづ
くり

学校教
育

社会で役立つ、豊かな人
間性や社会性を身に付け
た子どもたちを育成しま
す。

教育部

学校トイレ(洋式便
器）改修割合

校舎耐震化割合

教材研究・指導の準
備・評価などにコン
ピュータを活用でき
る教職員の割合

学校が楽しいと感じ
る児童・生徒割合
(中3)

2,785,623

100.0%

○

　市独自の非常勤講師を配置
し、少人数授業による指導や、
ティームティーチング授業にお
いては、個人差に応じた指導な
ど、児童生徒一人ひとりにきめ
細やかな教育を実施し、主体的
な学習活動や理解を深めること
ができた。
　学校休業日等を利用して、基
礎学力の充実が必要な児童生徒
を支援するため、ホリデー教室
を小学校２校、中学校２校にモ
デル事業として実施した。
　小・中学校校舎耐震補強工事
は、計画どおりに進捗してい
る。スクールカウンセラーを各
校１名を配置し、心の悩みを持
つ児童生徒に指導・助言を行っ
た。

2.5%

38.5%

25.8%

○

　文化勤労会館利用率が年々低
下してきているが、利用者数は
増加傾向である。また、図書館
の利用者は増加傾向にあるが、
伸び率は低い。
　パペットフェスタは２０年の
歴史があり入場者数は上昇して
いるが、受け入れる施設のキャ
パシティからはこれ以上の増加
は難しい。

維持

　生きる力を育むにあたって、学力
問題では学び支援事業の一環として
ホリデー教室を全小中学校で開催
し、基礎的・基本的な学力の充実が
必要な児童・生徒を対象に実施す
る。
　耐震性の確保をはじめ施設・設備
の整備充実に努める。
　高機能自閉症、多動性障害の児童
生徒に対し、特別支援員を必要人数
に応じ配置する。

　引き続き、施設の利用者の拡大を
図るとともに、利用しやすい環境整
備に努める。

維持

　市民及び在住、在勤の外国人への
国際交流事業の展開について、各々
の要求に応じた事業展開を行うにあ
たり、市民ボランティアを育成し、
拡大する要求に対応できる体制を作
り、財源を確保しつつ持続的な事業
展開を行う。

　スポーツ・レクリエーション活動
は、全市民を対象としており、体育
協会、ふれあいスポーツクラブ、レ
クリエーション協会等の各種事業を
市民にＰＲするとともに、市民ニー
ズに応じたスポーツ・レクリエー
ション事業を展開することにより、
市民の生涯スポーツへの認識を高め
る。また、各施設の老朽化に伴い、
整備修繕計画を策定する。

拡大

　文化財の保存及び活用は、行
政と市民との協働によって進め
ることが必要である。また、歴
史や文化は多様であり、市民の
ニーズも同様に多様化してお
り、対応が求められる。

　市内の貴重な文化財の保存、
展示等を行い、広く市民に公開
し、後世に継承している。

　知・徳・体の調和の取れた教
育活動を展開し、特に学力向上
については、全国標準学力検査
や全国学力・学習状況調査にお
いて.全国の結果とほぼ同様の
傾向にあり、決して下回ってい
るという現状でなく、今後もこ
の平均指標を維持するため、授
業での指導方法や工夫を図るこ
とが必要。老朽化した校舎施設
改修工事、特別支援員の配置な
ど、財政的な影響も課題として
残されている。

　両施設とも社会教育施設とし
て中心的な役割を担っている
が、築約20年が経過し、施設の
大規模改修が必要となってい
る。改修により、さらに魅力あ
る施設への転換を図り、利用者
の増加を目差す。

　全市民が「だれでも、いつで
も、どこでも、いつまでも」気
軽にスポーツ・レクリエーショ
ンに接することができる環境づ
くりをするとともに、地域住民
の交流の｢場」として地域コ
ミュニティに大いに貢献してい
る。また、市民が体育施設を気
軽に利用し、スポーツ・レクリ
エーション活動を活発に行える
ようになることは、市民が体力
や年齢に応じてスポーツ・レク
リエーションに親しめる環境づ
くりに大きく貢献している。

　市民ニーズに応じたスポー
ツ・レクリエーション事業を推
進していくことが必要である。
また、各体育施設は、老朽化し
た施設（設備）もあるため大規
模改修等を行い施設の充実を図
るとともに、総合運動場を建設
し、屋外スポーツ・レクリエー
ションの普及を図る。

5-4

豊かな心を
育み文化の
薫るまちづ
くり

文化・
芸術
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 施策 基準年度 目標年度 22年度

コード 基準値 目標値 実績値

平成22年度
(平成23年度)
行政コスト

(千円)

指　標 評価の理由 課題
取組
方向

取組方向の理由基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価

19年度 29年度 22年度

27.6% 35.0% 29.9%

19年度 29年度 22年度

8.7% 20.0% 23.1%

19年度 29年度 22年度

4校 6校 7校

21年度 29年度 22年度

331件 250件 296件

各年度 22年度

100% 100%

各年度 22年度

0件 0件

21年度 29年度 22年度

0人 1,000人 0人

　県との共催である「あいち国際女
性映画祭」は本市での開催が10周年
を迎えることから、今後は市民協働
の手法を取り入れた、新たな男女共
同参画の意識啓発活動を検討する。

◎127.4%
市役所の管理職にお
ける女性比率

拡大5-5

豊かな心を
育み文化の
薫るまちづ
くり

男女共
同参画

性別による固定的な役割
分担意識やそれに基づく
制度や慣行などを解消
し、誰もが性の違いによ
る不利益を感じることな
く、個性と能力を発揮で
きる男女共同参画社会の
形成をめざします。

男女混合名簿を導入
している学校数 150.0%

総務部

法令・条例で設置さ
れている審議会等の
女性登用率

31.1%

　男女共同参画情報紙の発行
や、あいち国際女性映画祭、市
民による男女共同参画推進事業
費補助金等の独自の取組による
啓発により、各分野の女性登用
率が上昇し、男女共同参画に対
する意識の高揚を図ることによ
り目標を上回った。

　「社会全般での男女の地位は
平等」とする市民の割合が低い
ことから、男女共同参画社会の
実現に向け、あらゆる機会にお
いて男女共同参画の意識啓発活
動が必要である。

市民苦情・要望件数 43.2%

公共施設のネット
ワーク化率 100%

情報セキュリティ違
反件数

0%

○6-1
自立と協働
のまちづく
り

行政運
営

安定した財政基盤を確立
するとともに、市民の目
線に立った質の高い行政
サービスを効果的に提供
します。

総務部

―

―

地域情報化（地域
SNS)ネットワークの
加入者数

維持

　庁舎建設計画に柔軟に対応でき、
耐震化により安全かつ費用対効果の
高い施設管理を行う。
　また、地域SNSを通じた住民間の交
流が活性化していくことで、自分た
ちの問題を自ら解決するための第一
歩であるということを住民間で共通
認識として理解していき、行政は住
民協働による活動の成果・効果をＰ
Ｒし支援していく。

　市民からの意見やニーズを的
確に把握し、市民満足度の高い
サービスの提供に努めている。
　庁舎にあっては、利用しやす
さに配慮するとともに、適切な
維持管理により施設の長寿命化
に努めた。また、インフラ及び
セキュリティ対策の整備が確立
された。

　市民への身近なサービス提供
の考えから分庁式で行政サービ
スを行っているが、維持管理に
係る経費の節減と耐震化の実施
に向け具体的に検討する必要が
ある。また、地域SNSを地域の
課題解決や活性化へ発展させる
手段とするとともに、その運営
を住民に移行する。

100%

6,719
(10,002)

501,589
(696,117)
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 施策 基準年度 目標年度 22年度

コード 基準値 目標値 実績値

平成22年度
(平成23年度)
行政コスト

(千円)

指　標 評価の理由 課題
取組
方向

取組方向の理由基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価

21年度 29年度 22年度

6.7% 7.5％
以内

8.4%

21年度 29年度 22年度

89.3% 85.0%
以下

89.6%

21年度 23年度 22年度
2,414

百万円
3,500

百万円
2,627

百万円

21年度 29年度 22年度

93.5% 95% 93.5%

159,066

外国人住民在留管理
制度の移行

23年度
1,300件

24年度
1,300件

- -

(130,600)

住民基本台帳カード
交付率

22年度
2.0%

32年度
10.0%

22年度
2.0%

0%

22年度 29年度 22年度
405円 400円 405円

21年度 29年度 22年度

643人 600人 627人

会計
57,852

(70,564)
― ― ― ― ― － ―

　迅速、正確に歳入事務電算処
理を行う。

維持

　常に迅速、正確に歳入事務電算処
理を行う。

議会事
務局

55,090
(58,421)

― ― ― ― ― － ― ― 維持 ―

監査委
員事務
局

24,664
(23,966) ー ー ー ー ー － ― ― 維持 ―

建設部 ○
35,308
(38,974)

　本市における財政状況は、地
方交付税が不交付団体から交付
団体になり、経常収支比率が上
昇し、財政の硬直化が進み自由
度が限られ厳しさが増してきて
いる。
　また、地方債依存度が目標値
を超えることになったが、実質
公債比率を見ると低い水準であ
る。

　歳出は、国県事業に伴う扶助
費や臨時財政対策債の借入に係
る公債費に充当する一般財源が
急激に増加している反面、イン
フラ整備に係る投資的事業に充
当する一般財源が大幅に縮減し
ている。
　歳入では、現状の経済状況下
で、市税等の一般財源の増収も
見込めない状況にあり、地方交
付税や臨時財政対策債への依存
度が増している。また、少子高
齢化の進展等を踏まえると、将
来的にも大幅な税収増加は見込
めず、財源の調達は厳しいもの
となることが予想される。
　納期前納付報奨金について
は、税収の早期確保や納税意識
の高揚を図ることから実施され
てきたが、所期の目的が達成さ
れたとして、その取扱いを検討
する。
　市税収納率の向上に努める。

　健全財政を維持するため、選択と
集中の観点からメリハリのある行政
経営に転換する必要があり、規律あ
る予算編成の仕組みづくりや公共施
設の見直し等、一層の行財政改革に
取り組む。
　また、納期前納付報奨金について
は、他の金融商品や資金調達の一時
借入金の利率などを考慮して、その
あり方を本年度上半期までに取扱い
を決定する。
　市税収納率の向上については、納
税意識の啓発を進め、自主納付を促
すことによる税収の安定確保と、滞
納者に対しては担税力を的確に把握
し、滞納整理を行うことにより、公
平・適正な税の負担を行い、収納率
の向上を目指す。

　下水道利用者数の増加に伴い、1件
当たりの事務単価が下がるため、今
後も下水道使用料の事務を北名古屋
水道企業団に委託する。
　また、農業共済については加入者
数の現状維持に努める。

　外国人住民の現行登録制度か
ら在留管理制度への移管を計画
通り進める方向へと着手しだし
た。新住基システムへの移管も
遺漏ないように、打合せを重ね
ている。
　運転免許証を自主返納した高
齢者への住基カード無料交付
を、5月から実施しており、
カードの普及啓発に努めてい
る。

①　平成24年7月に予定される
外国人住民の住民基本台帳移管
に対し、スケジュール通りの計
画執行を図る。
②　住基カードの普及啓発を図
る。将来的にコンビニ交付を実
施できる環境づくりを進める。
③　新住基システムへの切り替
えに対する環境の設定

　下水道使用料の事務を北名古
屋水道企業団に委託することに
より、事務の簡素化を図った。
21年度の1件当たりの算定金額
は404円であり、10円未満を切
り捨てて400円で設定していた
が、22年度は1件当たり1円単位
まで算定金額を設定した。その
ため、22年度は5円の増額に
なった。
　また、農業共済については農
地の減少に伴い、農業共済加入
者数の維持は困難な状況であ
る。

　徴収事務単価は、徴収事務費
用を調定件数で除して算定して
いるため、算定年度ごとで徴収
事務費用が変動する。
　農業共済については加入者数
が減少傾向にある。

維持

拡大

拡大

①　平成24年7月の外国人住民在留管
理制度実施へ計画通り移管を進め
る。
②　住基カードの普及啓発を推進。
特に高齢者の身分証として推奨す
る。
③　新住基システムへの遺漏のない
移管

○

基金残高 19.6%

市税収納率 0%

農業共済加入者数 37.2%

使用料徴収事務単価

◎

0%

-

経常収支比率 -7.0%

財務部

地方債依存度

市民健
康部

行政運
営

安定した財政基盤を確立
するとともに、市民の目
線に立った質の高い行政
サービスを効果的に提供
します。

6-1
自立と協働
のまちづく
り

4,223,449
(4,178,855)
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 施策 基準年度 目標年度 22年度

コード 基準値 目標値 実績値

平成22年度
(平成23年度)
行政コスト

(千円)

指　標 評価の理由 課題
取組
方向

取組方向の理由基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価

21年度 29年度 22年度
14箇所 20箇所 15箇所

17年度 27年度 22年度

552人 492人 520人

各年度 22年度

100% 計画
終了

21年度 29年度 22年度

1,612
百万円

1,532
百万円

1,760
百万円

21年度 29年度 22年度

89.3% 85.0%
以下

89.6%

21年度 29年度 22年度

73.0% 80.0% 73.0%

21年度 29年度 22年度
376,000件 410,000件 416,000件

21年度 29年度 22年度

17件 10件 23件

21年度 29年度 22年度

29件 35件 31件

－

○

広報、市ホームペー
ジを市政情報の入手
先とする割合

情報コーナー閲覧提
供情報件数

職員定数 53.3%

維持

　１５名の技能職員について、イン
ターンシップを実施し事務職転任へ
の取組を進めていく。
　また、実施計画から予算編成、行
政評価へと繋がるマネジメントシス
テムを構築するとともに行政経営会
議を通して既存の事務事業の見直し
を行い、経常経費を抑え財政の硬直
化を抑制する。公共施設は、維持管
理マニュアルを作成し、適切な取組
みを行うとともに計画保全を行う。

　北名古屋衛生組合の業務整理
に伴い、H２２年度４月に組合
職員２０名を市で任用し、人数
は１０名増となったが人件費負
担額は実質１０名分の削減と
なっており、経費削減の面では
予定を上回るペースで進み、人
数面でも順調に推移している。
　また、公共施設の見直しや行
政経営システムの構築、広告掲
載による収益事業の推進など、
行財政改革行動計画に掲げた取
り組みについても着実に遂行し
ている。そうしたなか、公共施
設の指定管理者導入箇所数は増
加したものの、施設の維持管理
経費が増加したことが経常収支
比率の上昇の要因にもなった。

　一部事務組合から採用した職
員のうち１５名が技能職員であ
り、事務職の退職補充要員とす
るためには、今後一定の訓練が
必要となる。
　また、景気の低迷や市民の高
齢化率の上昇に伴う社会保障
費、公共施設の老朽化による維
持管理費等の経常経費の増加が
予想され、経常収支比率の上昇
が危惧される。

　ホームページビューは順調に
伸びているが、広報紙による情
報伝達力の検証が難しい。
　なお、常に情報の質的向上を
念頭に置き、ICT（情報通信技
術）の活用など行政情報の適正
な開示を行うためのシステム化
に取り組んだ。

－

○

-185%

-7.0%

0%

117.6%

33.3%

-85.7%

総務部
行政改
革

行政改革大綱と集中改革
プランの確実な実行によ
り、成果重視の効率的な
行政経営を推進するとと
もに、市民ニーズに的確
に対応した戦略的で独自
性のある市政を確立しま
す。

広報広
聴・情
報公開

市民の視点から分かりや
すい情報発信を行うこと
により、行政の公平性・
透明性を高め、市民と行
政が相互に信頼できる関
係をつくることをめざし
ます。

総務部

　文書情報入力の県費補助終了
後の運用方法について検討が必
要となる。
  また、広報紙の読まれている
割合やWebサイトのページ
ビューでは、情報発信の効果は
検証できない。市が提供する情
報がどのように利用されたか、
満足度はどうか、という視点か
ら検証できるよう、双方向を意
識した情報発信に取り組む必要
がある。情報公開開示請求件

数

年間ホームページア
クセス件数

維持

　自立と協働のためには、市民と行
政の双方向コミュニケーションが必
須であり、その方向性を拡大するた
めの情報の開示にあっては文書情報
の整備が必要であり、県費補助終了
後にあっては、費用対効果に優れた
システム運用を検討する。

指定管理者箇所数 16.7%

公共施設維持管理経
費（一般財源)

経常収支比率
(新たな行政経営システム
等による財政健全化効果)

集中改革プラン達成
率（行革効果額ベース）
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234,488
(241,015)

85,917
(70,375)

10



 施策 基準年度 目標年度 22年度

コード 基準値 目標値 実績値

平成22年度
(平成23年度)
行政コスト

(千円)

指　標 評価の理由 課題
取組
方向

取組方向の理由基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価

78,470 21年度 29年度 22年度
(139,393) 32,018

世帯
34,000

世帯
32,296

世帯

21年度 29年度 22年度

15件 20件 15件

22年度 29年度 22年度
47事業 70事業 47事業

21年度 29年度 22年度
14事業 20事業 15事業

2,406 21年度 29年度 22年度
(2,854) 800人 900人 800人

建設部 桜まつり来場者数

　会場の収容能力もあるが、市民が
参加したいと思えるようなものを創
造する。

　催事の内容の見直し等を検討
すべきである。

維持0% △

　レジャーの多様化により特定
地区での催事であるため、参加
者は増加していない。

総務部

　自治推進事業やコミュニティ
活動の拠点となる集会施設の整
備費に対して事業費の一部を補
助し、自治会活動を支援するこ
とにより自治会への加入世帯の
増加が図られ、地域のコミュニ
ティの活性化が図られた。ま
た、供用施設は地域コミュニ
ティ活動の拠点として有効に活
用されている。新たなコミュニ
ティ団体(スポーツクラブ)につ
いては、東地区(東スポーツク
ラブ)の組織が順調に活動して
いるため、しばらく現状の体制
を維持する。

○自治会補助金積算世
帯数 14.0%

コミュ
ニティ
（自治
会・地
域活
動）

市民自身による積極的な
活動の展開を促すととも
に、コミュニティ相互の
連携による自助・共助の
体制強化に努めます。

総務部

NPO法人件数 0%

12,701
(38,319)

　供用施設の備品と施設の老朽
化による補修費用の負担方法の
検討が必要。

○

　市民活動の活性化を目的とす
るまちづくり事業補助金は、あ
る程度目的が達成されたため、
今後は「新しい公共」の活性化
を見据えて、事業の公益性など
を評価する補助金制度を検討す
る。また、ＮＰＯについては活
動内容等の把握ができていな
い。

　東西に分かれて行われていた
夏まつりが、合同開催に向けて
の実行委員会での調整により一
本化され、市民が一体となって
イベントに取り組むことができ
た。ＮＰＯについては、市民活
動団体に対する創設支援活動を
行っていないため、平成２１年
度より横ばい状態である。ま
た、まちづくり事業について
は、件数は微増であるが西地区
に比べ東地区の事業が半数を超
えたため、事業の周知は図れ
た。まちづくり事業数の

増 16.7%

各部署が行っている
協働事業数 0%

拡大

拡大

　供用施設の維持管理を全面的に自
治会に任せられるような方向で今後
の運営を行う。

　市民協働のまちづくりを推進する
ために、講演会や研修を開催し、意
識啓発を図るとともに、実践的な市
民協働事業を実施しその普及を図
る。また、市民協働のまちづくり推
進を目的として、市民が主体となり
公益性の高い活動を支援する新たな
補助金を制定する。ＮＰＯについて
は、実態調査を実施する。

ボラン
ティ
ア・Ｎ
ＰＯ

ボランティア活動やＮＰ
Ｏ活動など、新しいかた
ちの市民活動がこれまで
以上に重要となってお
り、こうした活動を維持
発展させていきます。

ボランティア活動やＮＰ
Ｏ活動など、新しいかた
ちの市民活動がこれまで
以上に重要となってお
り、こうした活動を維持
発展させていきます。
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