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各施策の指標・評価・課題・取組方向一覧 ※達成率＝（21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 21年度行政コスト
基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価指標 左の理由 課題

取組
左の理由

別 紙 ２

施策 準年度 目標年度 21年度
コード 基準値 目標値 実績値

21年度 31年度 21年度

24 2% 20% 24 2%

行政コスト
(千円)

生活習慣病保有者率
55～59歳（男） －

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

達成率 評価指標 左の理由 課題
取組
方向

左の理由

別 紙 ２

24.2% 20% 24.2%

21年度 31年度 21年度
26.2% 20% 26.2%

生活習慣病保有者率
55～59歳（女） －健康で生き

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

市民

歳（男） 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

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平成20
年度、特定健診の導入により基

乳幼児の健全な育成及び虐待予

別 紙 ２

26.2% 20% 26.2%

21年度 26年度 21年度
875人 1,500人 875人

529,966

ウォーキング参加者
数 －

1-1
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

健康

環 備
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

市民
健康
部

○
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（ポ
ピュレーションアプローチ※）
の充実を図る。

年
本検診とがん検診等の分散化に
対し健診の同日実施ができるよ
う住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 向上を図

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

別 紙 ２

人 人

21年度 26年度 21年度
99.4% 100% 99.4%

赤ちゃん訪問実施率 －

ような地域社会を形成し
ます。

の充実を図る。
※集団全体に働きかけることにより、集団全
体の健康障害のリスクを少しずつ軽減させ、
よい方向にシフトさせること

など検診受診率の向上を図るこ
とができた。

別 紙 ２

年度 年度 年度
地域の医療資源を効果的に活用
す 救急患者 適 常的な健康管 支えかかりつけ医を持つ

安心して救急医療が受けられる
う 域 次救急病院 充

健康で生き
が 持

身近な地域医療施設、休
救急 療体制 充実

市民

別 紙 ２

21年度 26年度 21年度
75.4% 80% 75.4%

116,489
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

かかりつけ医を持つ
乳児の割合（１０か
月児健診）

－
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。

1-2
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

医療
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

○ 維持

別 紙 ２

子育て支援については、住民
ニーズは確実に高くなってお
り 国の施策においても最重要

別 紙 ２

21年度 26年度 21年度
55.3% 58% 55.3%

り、国の施策においても最重要
課題の一つとなっていると認識
している。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

子育て満足度 －

別 紙 ２

をかけない事業への取り組みが
課題となる。
国の施策への対応については、
幼保一元化やこども手当につい
て現在国で議論されているとこ

保育園・児童館の施設整備を含
めた施設の適正配置及び効率
的・効果的な施設の運営方法を

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

別 紙 ２

21年度 26年度 21年度
4 347 799

て現在国で議論されているとこ
ろであり、例えば子ども手当の
一部を地方で自由に使うことが
できるようになれば、その対応
を早急に検討する必要がある 維持

効果 設 営
検討する。
現在、児童館10館の内7館を指
定管理者制度の導入、児童クラ
ブ事業は全て委託している。保
育園 も 効率的な運営

３歳未満児の入所児
童数 －1-3

健康で生き
がいを持っ
暮ら

児童福
祉・次
世代育

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、
どもたちが心身とも

福祉
部 ○

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

別 紙 ２

296人 320人 296人
4,347,799 を早急に検討する必要がある。

そのことから、常に国での議論
に注目して、本市での効果的な
事業の推進に役立てる。
また、保育園運営経費につい

維持
育園についても、効率的な運営
のため民営化を視野に入れた検
討をする。
児童クラブ利用料については、
児童館で運営している児童クラ

童数 －1-3
て暮らせる
まちづくり

世代育
成

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。

部 ○ 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

別 紙 ２

また、保育園運営経費につい
て、園児数はほぼ横ばいから減
少ぎみに推移するが、低年齢児
の入園希望者が増加することに
より、今後も増大することが予

児童館で運営している児童クラ
ブについての有料化を検討す
る。

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。

別 紙 ２

21年度 26年度 21年度
629人 735人 629人

より、今後も増大することが予
想される。
児童クラブ利用料については、
児童館で運営している児童クラ
ブについては無料、単独の児童

児童クラブ利用児童
数 －

別 紙 ２

ブについては無料、単独の児童
クラブ室を利用している場合は
有料と不公平感がある。

別 紙 ２
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 施策 基準年度 目標年度 21年度
コード 基準値 目標値 実績値

行政コスト
(千円)基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価指標 左の理由 課題

取組
方向

左の理由

21年度 29年度 21年度

3 220人 3 600人 3 220人
老人ｸﾗﾌﾞ会員数 －

3,220人 3,600人 3,220人

21年度 29年度 21年度

998人 1,100人 998人
21年度 29年度 21年度

3 885 469

① 東西老人クラブの特長を生
かしつつ、徐々に一本化を支援
する。
② 地域密着型サービス施設を

－

福祉 ◎

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

① 東西老人クラブの一本化を
支援するとともに、老人クラブ
会員数の増加
② 増えつつある介護施設入所

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ会員
数

介護予防教室等参加
1 4

健康で生き
がいを持っ

維持
高齢者

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 て暮らす

年度 年度 年度

2,194人 2,500人 2,194人

21年度 29年度 21年度

82% 85% 82%
年度 年度 年度

3,885,469
② 地域密着型サ ビス施設を
介護保険事業計画に基づき整備
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。

－

－

福祉
部 ◎ 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、ﾊﾞﾗﾝｽ良く事業が
実施されている。

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

介護予防教室等参加
者数

介護保険ｻｰﾋﾞｽ利用
率

1-4
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

維持
高齢者
福祉

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。

21年度 29年度 21年度
115,113人 130,000人 115,113人

21年度 29年度 21年度

18時間 30時間 18時間

基 き、制度 周知を図る。

－
総合福祉ｾﾝﾀｰもえの
丘利用者数

手話通訳者設置時間
(週あたり）

① ゼ リ
－

18時間 30時間 18時間

21年度 29年度 21年度

115回 139回 115回
21年度 29年度 21年度福祉

(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870 998

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 発展に完全参

－

◎

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 と増加するとともに 市独

① 福祉サービス量の増加に伴
う経費の増加

拡大1 5

健康で生き
がいを持っ

障害者
（児）

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

21年度 29年度 21年度

46人 55人 46人
21年度 29年度 21年度

196人 237人 196人

福祉
部

授産施設利用者数

訪問系ｻｰﾋﾞｽ利用者
数

870,998 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 障がい者総合福祉法の制定
に基づき、各事業を見直し・整
備する

－

－

◎ 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。

う経費の増加
② 障害者自立支援法の廃止に
伴う障がい者総合福祉法の制定

拡大1-5
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

（児）
福祉

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。

21年度 29年度 21年度

177人 214人 177人
地域生活支援利用者
数

備する。
－

糖尿病等の生活習慣病の発症や

20年度 24年度 21年度
22.0% 65% 25.1%

市民
健康
部

特定健康診査実施率 7.2%9,168,660

糖尿病等の生活習慣病の発症や
重症化を未然に防ぐために、特
定健診・特定保健指導を充実し
ていくことにより医療費の抑制
を図る

維持○
医療保険制度の適正な運営に努
めるとともに、特定健診・特定
保健指導を実施し、健康に対す
る意識を高めることができた。

増加する医療費の抑制

民生 児童委員や社会福

21年度 29年度 21年度

8人 10人 8人健康で生き 生活保護担当職員数 －

を図る。
る意識を高める とができた。

低所得

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 8人 10人 8人

21年度 29年度 21年度

395人 340人 395人

21年度 29年度 21年度

1-6

健康で生き
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

福祉

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

生活保護受給者数 －

根拠法令に基づき 適切 着実
① 生活保護者の自立（就労支

低所得
者福
祉・社
会保険

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 21年度 29年度 21年度

18世帯 35世帯 18世帯

21年度 29年度 21年度

11人 13人 11人

760,935
福祉
部 ◎

地域包括支援ｾﾝﾀｰ職
員数 －

する。
② 介護保険制度の適正運営に
基づき、関係部局と連携をとり
ながら制度の周知を図る。

生活保護就労世帯数 －
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
② 介護保険料収納率の向上

維持
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。

11人 13人 11人

21年度 29年度 21年度

84.8% 88% 84.8%

年度 年度 年度

介護保険料（現年・
普徴）収納率 －

員数

21年度 27年度 21年度

233人 270人 233人

21年度 27年度 21年度個人や家庭、公的機関な
どの有機的連携のもと

見守り協力員数 －

相談窓口設置数 － ひとり暮らし高齢者 高齢者の

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8箇所 10箇所 8箇所

21年度 27年度 21年度

31団体 40団体 31団体
131,7451-7

健康で生き
がいを持っ
て暮らせる
まちづくり

地域福
祉

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

福祉
部

相談窓口設置数

◎

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

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録団体数 －

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

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

21年度 27年度 21年度

575人 700人 575人

21年度 27年度 21年度

まちづくり 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。

施設の空き情報照会

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人数 －

の構築 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。

年度 年度 年度

5施設 6施設 5施設
施設の空き情報照会
ｼｽﾃﾑ －
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 施策 基準年度 目標年度 21年度
コード 基準値 目標値 実績値

行政コスト
(千円)基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価指標 左の理由 課題

取組
方向

左の理由

21年度 29年度 21年度
防災では 一番に自助（自分の防災リーダー育成人

42人 62人 42人

21年度 29年度 21年度 自主防災会活動等の地域活動に
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

防災では、一番に自助（自分の
身は自分で守る。）、次に共助
（近隣での助け合い。）、最後
に公助（公共機関等による救
助）であるため 市民に日頃か○

－

消防防災補助金活用
防災

防災リ ダ 育成人
数

19団体 31団体 19団体

21年度 29年度 21年度

819,884 積極的に出向き、防災意識の高
揚を図る。

維持
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。

助）であるため、市民に日頃か
ら情報提供し、いざという時に
は自己判断で最良の選択をし、
行動していただくように判断力
等の醸成促進を図らなければな

○消防防災補助金活用
自主防災会数 －

自主防災補助金活用

環境
部

安全・安心
で利便性の 防災・

大地震や大規模水害、火
災などの発生に対して、
被害を最小限に留める防
災対策を進めるととも 21年度 29年度 21年度

24団体 31団体 24団体

19年度 27年度 21年度木造住宅 無料耐震 耐震診断の結果が 改修工事に

等の醸成促進を図らなければな
らない。

自主防災補助金活用
自主防災会数 －2-1

で利便性の
高いまちづ
くり

防災・
消防

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。

19年度 27年度 21年度
637棟 1,057棟 757棟

19年度 27年度 21年度

23,497

28.6%

建設
部

木造住宅の耐震改修

木造住宅の無料耐震
診断棟数

○
無料耐震診断の受付件数が、年
間５０件から６０件あり市民の
関心は高い。

無料耐震診断と共に、耐震改修
工事の補助制度について、広く
市民に周知していく。

維持

耐震診断の結果が、改修工事に
直結していない。耐震改修促進
計画策定時の耐震化率は統計数
値を基に算出しており、実際の
耐震化率との乖離が心配され

をつくります。

19年度 27年度 21年度
54棟 163棟 73棟

21年度 29年度 21年度

木造住宅の耐震改修
棟数 17.4%

関心は高い。 市民に周知していく。

交通安全教室の回数 －

耐震化率との乖離が心配され
る。

18回 20回 18回

21年度 29年度 21年度
18回 21回 18回

度 度 度
102,162

防災
環境

交通安全教室の回数 －

街頭指導の回数 － 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○ 交通事故件数（人身）が平成18

年度以降減少傾向にある
若い世代の交通安全活動への参
加が少ない

拡大
21年度 29年度 21年度

9回 13回 9回

21年度 29年度 21年度
549件 500件 549件

102,162環境
部 交通安全啓発活動の

回数 －

交通事故件数(人身) －

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。

○ 年度以降減少傾向にある。 加が少ない。
拡大

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

2-2

安全・安心
で利便性の
高いまちづ 549件 500件 549件

20年度 25年度 21年度建設 ○

事故多発信号交差点のカラー化
について、市内２箇所（西春

平成２１年６月の県議会で「交
通死亡事故の根絶についての決
議」がなされました 本市にお信号交差点事故対策

予算に制約があり、県の計画に

全 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。

高いまちづ
くり

20年度 25年度 21年度
0箇所 5箇所 2箇所

1,605
建設
部 ○

箇所
駅・法成寺）で実施しており、
交通死亡事故の減少に寄与して
いる。

議」がなされました。本市にお
いても県が策定した特定交通安
全施設等整備計画に基づき、県
と同調して整備していく。

信号交差点事故対策
カラー舗装整備 40.0%

算
合わせた事業化が困難なため、
整備の遅れが心配される。

拡大

21年度 29年度 21年度
1,548件 1,000件 1,548件

21年度 29年度 21年度

犯罪発生件数 －

防犯ボランティア人
安全・安心
で利便性の

防犯意識が高く、誰もが
被害者とならない安全・ 防災

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。

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

北名古屋市の犯罪認知件数が増
21年度 29年度 21年度
374人 400人 374人

21年度 29年度 21年度
5 779灯 6 200灯 5 779灯

73,087
防犯ボランティア人
数 －

防犯灯設置数 －

2-3
で利便性の
高いまちづ
くり

防犯
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

拡大
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。

○ 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
加の一途をたどっているため、
犯罪認知件数の減少。

5,779灯 6,200灯 5,779灯

21年度 29年度 21年度
71% 76% 71%

345,701 維持
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

建設
部

小学校通学路整備率 － ○
通学路を含め側溝整備について
は、毎年、着実に整備延長を延

側溝整備等の要求水準が高く、
増大する要望に対応できない

防犯灯設置数

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

2-4

安全・安心
で利便性の
高いまちづ 71% 76% 71%

13年度 47年度 21年度

㎥ ㎥

,

今までの小中学校の雨水貯留施
設に加えて、道路整備にあわせ雨水貯留施設整備量 13.3%

維持 学路 利用度 高 路線 優
先的に整備していく。

新川流域水害対策計画に
基づき、河川改修や下水

排水路改修 雨水貯留施設及び
雨水貯留施設の建設用地の確保

部
校 路 備 ○ 、毎年、着実 備延長 延

ばしている。
増大する要望に対応できない。路 の安全かつ快適な通行を

確保します。
高いまちづ
くり

0㎥ 72,600㎥ 9,689㎥

21年度 27年度 21年度

78.8% 100% 78.8%
489,019

設に加えて、道路整備にあわせ
た、地下貯留管の埋設も計画し
ていく。排水区の拡大に伴い、
雨水管きょを計画的に整備する
とともに、久地野ポンプ場の設

雨水貯留施設 備 13.3%

久地野ポンプ場整備
率 －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）

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

建設
部 ◎

排水路改修、雨水貯留施設及び
雨水ポンプ場の整備を計画どお
り実施している。久地野排水区
に建設したポンプ場の一部を供
用開始したことにより 水害の

雨水貯留施設の建設用地の確保
が困難である。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いる。電車
川排水機場は、老朽化に伴い、

維持
% % %

21年度 27年度 21年度

586ｍ 1,100ｍ 586ｍ

とともに、久地野ポンプ場の設
備の増強及び電車川排水機場の
設備更新を行うことにより、排
水機能の向上を図る。

雨水管きょ整備延長 －

くり 水）
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。

用開始したことにより、水害の
軽減を図ることができた。

川排水機場は、老朽化に伴い、
電気、ポンプ設備等の大規模修
繕が必要になっている。

3



 施策 基準年度 目標年度 21年度
コード 基準値 目標値 実績値

行政コスト
(千円)基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価指標 左の理由 課題

取組
方向

左の理由

11年度 25年度 21年度
0% 100% 90.8%

現在、２地区で土地区画整理事
業が施行中であり、事業進捗率
が９０％を超えている。また、
これらに続くまちづくり事業で

徳重・名古屋芸大駅周辺まちづ
くり事業は、名鉄犬山線の鉄道
高架化事業と一体的に行う必要
があり、多大な事業費となるこ

名鉄犬山線の鉄道高架化が事業
採択されるよう国や県に積極的
に働きかけていく。また、自主
財源の確保のため、沖村六反周

市施行土地区画整理
事業進捗率 90.8%

安全・安心
で利便性の

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 建設

7年度 24年度 21年度

これらに続くまちづくり事業で
ある徳重・名古屋芸大駅周辺地
区と開発を優先的に推進する地
域の事業化に向け、準備事務に
着手した

があり、多大な事業費となるこ
とから、国の事業採択が必要不
可欠。加えて、開発を優先的に
推進する地域を含めたこれらの
事業は、地元の同意形成を図る

452,162
財源の確保のため、沖村六反周
辺地区開発事業について、地権
者の合意形成を図ると共に、関
係機関の協議を進めて、早期に
事業計画（案）をまとめてい組合施行土地区画整

91 3%

2-6
で利便性の
高いまちづ
くり

市街地
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

建設
部 ◎ 維持

7年度 24年度 21年度
0% 100% 91.3%

着手した。
事業は、地元の同意形成を図る
必要がある。

事業計画（案）をまとめてい
く。

組合施行土地区画整
理事業進捗率 91.3%ます。

18年度 29年度 21年度
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

43 7% ○354 822
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

用地買収が伴うため事業費が多
維持2 7

安全・安心
で利便性の 幹線道

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
る幹線道路 整備を早

建設 都市計画道路の整備 18年度 29年度 21年度
54.9% 70% 61.5%

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。

43.7% ○354,822 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2-7
で利便性の
高いまちづ
くり

幹線道
路

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

都市計画道路の整備
率

21年度 29年度 21年度利便性の高い公共バス きたバス利用客数
21年度 29年度 21年度
145,089人 150,000人 145,089人

きたバスの利用者数が年々上
がっている。

きたバス朝便において、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

66,8752-8

安全・安心
で利便性の
高いまちづ

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

市内各所の企業への通勤者への
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 －

◎ 拡大

21年度 29年度 21年度
403.9円 400円 403.9円 －

がっている。 に西春駅から市内事業所 の通
勤者への配慮が必要になってい
る。

高いまちづ
くり

通 の確保や、自家用車 の
依存度を低減し、温室効
果ガスの排出量を抑制し
ます。

方向で検討する。部

利用者一人当りの費
用

21年度 23年度 21年度
上水道は、社会情勢など

21年度 23年度 21年度
318.7ha 407.2ha 318.7ha

建設費、維持管理費のコスト縮
減など収支バランスを考慮し、

汚水整備は、社会情勢の変化に
より 事業の進捗に若干の遅れ 維持

－

1 674 710 ◎

平成23年度までに予定している
407haの整備面積のうち、約
78％に当たる319haの整備が完

2 9

安全・安心
で利便性の

上水
道・下
水道

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 建設

下水道整備面積

21年度 23年度 21年度
24 2% 30 2% 24 2%

減など収支 ラ を考慮 、
計画的に整備することで事業の
進捗を図る。

より、事業の進捗に若干の遅れ
が生じている。

維持

下水道普及率 －

1,674,710 ◎ ％に当たる 整備が完
了し、概ね計画通り進捗してお
り、生活環境の改善を図ること
ができている。

2-9
で利便性
高いまちづ
くり

水道
（汚
水）

水道 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

建設
部

24.2% 30.2% 24.2%を改善します。

18年度 29年度 21年度
㎡ ㎡ 0 39㎡

引き続き土地区画整理地内等の
都市計画決定された公園の整備

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

一人当たりの公園面積につい
て、他市町と比べ絶対的に不足 維持3-1

環境にやさ
しいうるお
いのあるま

公園・
緑地・

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

建設
部

市民一人当たりの公
園面積 12 9% ○245,342

0.3㎡ 1㎡ 0.39㎡
都市計画決定された公園の整備
を継続して進める。

ることにより、周辺住民に快適
な生活環境を創出した。

て、他市町と比べ絶対的に不足
している。

維持3 1
いのあるま
ちづくり

緑地
緑化

共施設の緑化に努め、緑
豊かな都市をつくりま
す。

部 園面積 12.9% ○245,342

4



 施策 基準年度 目標年度 21年度
コード 基準値 目標値 実績値

行政コスト
(千円)基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価指標 左の理由 課題

取組
方向

左の理由

西春駅西線にあっては、モニュ
総合計画で掲げた文化の回廊な

19年度 29年度 21年度
41基 66基 52基

2,230

都市計画、環境等が計画してい
る各種計画を総合的に検討し、
景観づくりの方向性を明確にす
る。

○

西春駅西線にあっては、モニュ
メント設置計画に基づき１０基
を整備することにより、芸術性
豊かな街並みづくりに資するこ
とができ、新たな魅力を創出す

総合計画で掲げた文化の回廊な
ど個性ゆたかな街並みづくりを
進めるにあたり、庁内各部署と
の連携によりモニュメント設置
計画を検討する必要がある

維持44.0%
総務
部

モニュメントの設置

20年度 24年度 21年度薬師寺地区地域交流

る。とができ、新たな魅力を創出す
ることができた。

計画を検討する必要がある。

20年度 24年度 21年度
0㎡ 2,713㎡ 1,560㎡

薬師寺地区地域交流
拠点の整備面積 57.5%

3-2

環境にやさ
しいうるお
いのあるま

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。ま景観

20年度 29年度 21年度
0㎡ 5,400㎡ 0㎡

9 846

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 堤防を地域資源と捉え◎ 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

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

3 2
いのあるま
ちづくり

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

景観

20年度 29年度 21年度
0㎡ 9,000㎡ 0㎡

9,846
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。

鍜治ケ一色地区交流
拠点の整備面積 0%

◎ 維持備により、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。

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。

部

20年度 29年度 21年度
0㎡ 4,800㎡ 0㎡

プロムナード（遊歩
道）の整備面積 0%

0㎡ 0㎡

20年度 33年度 21年度
580g 532g 576g

8.3%
市民１人１日当たり
家庭系ごみ排出量 580g 532g 576g

20年度 33年度 21年度
214 245 202

市民１人１日当たり
資源率

-38.7%

家庭系ごみ排出量

214g 245g 202g

20年度 33年度 21年度
17 5t 14 7t 16 0t

2,184,136 ○

資源率

１日当たり事業系ご
み排出量 53.6%

%

3-3

環境にやさ
しいうるお
いのあるま

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

防災
環境 拡大

ごみ処理には多大な費用が必要
であるため、限られた資源のリ
サイクル化を推進し 費用の圧

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

市民や事業者に、ごみ減量及び
環境負荷に対して、意識の高揚

17.5t 14.7t 16.0t

21年度 29年度 21年度
80% 90% 80%

2,184,136 ○み排出量 53.6%

レジ袋削減 －

3 3
いのあるま
ちづくり

環境
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。

環境
部

拡大
サイクル化を推進し、費用の圧
縮及び軽減を図りたい。

事業を目標に向けて着実に実施
した。

環境負荷に対して、意識の高揚
を図る必要がある。

80% 90% 80%

21年度 32年度 21年度
戸 1 000戸 戸

－

レジ袋削減

太陽光発電設置世帯
数 122戸 1,000戸 122戸

21年度 29年度 21年度
認定農業者数

数

農業経営による生計維持が可能21年度 29年度 21年度
1人 2人 1人

158,552 △ 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。

4-1
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

建設
部

認定農業者数 －

維持

農業経営による生計維持が可能
となるよう、営農規模及び特色
のある農作物の生産等を検討す
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21年度 29年度 21年度

838区画 900区画 838区画 －

入者も見込めな 。くり 都市近郊型農業を推進し
ます。 レジャー農園区画数

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。

5



 施策 基準年度 目標年度 21年度
コード 基準値 目標値 実績値

行政コスト
(千円)基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価指標 左の理由 課題

取組
方向

左の理由

21年度 29年度 21年度商工会イベ ト（商 商工会及び商業団体などが行う21年度 29年度 21年度
10,000人 11,000人 10,000人

商工会イベント（商
工祭）来場者数 －

経済の低迷が続き 厳しい経済

商工会及び商業団体などが行う
商工祭、七夕まつりなどの催し
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

21年度 29年度 21年度
40事業者 50事業者 40事業者

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

商工祭出店事業者数 －

創造的で活 商業・

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

建設

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
る補助金の継続並びに中小商工
業者が 事業上必要とする資金

ともに、商店街などの活性化に
つながるよう補助金を継続する
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

21年度 29年度 21年度
52 6% 54% 52 6%

○
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

商工業者の商工会会
員組織率 －

347,5504-2
創造的で活
力あるまち
づくり

商業・
サービ
ス業

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

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率
100％を継続することにより、
経営基盤の強化と体質の改善を

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
う補助金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

維持

52.6% 54% 52.6%

年度 年度 年度

の安定と向上を図ることができ
た。

員組織率図ります。 経営基盤の強化と体質の改善を
促進し経営の安定と向上を図
る。

要とする資金の借入れ負担を軽
減するために、景気対策として
平成２１年１月から信用保証料
補助率及び利子補給補助率を１
００％に引き上げているが、補

21年度 29年度 21年度
234件 250件 234件

信用保証料補助金決
定件数 －

００％に引き上げているが、補
助率の継続について検討する必
要がある

－ 各年度 21年度
－ 20社 22社

都市計画マスタープランで、工
業系市街地として位置づけた市
内５か所の市街化調整区域にお
いて 企業立地促進法に基づく

市内企業の事業拡大や分散化さ
れた施設の集約化等の意向に対
しては 企業が操業を継続しや

企業訪問
強化月間訪問数 110%

市内既存企業を訪問した結果、
企業の経営状況を始め、事業拡
大や分散工場の集約化等の意向
把握ができた

多様な雇用や都市経営資
源の安定的な確保をめざ

21年度 29年度 21年度

4-3
創造的で活
力あるまち
づくり

工業 21,609
建設
部

いて、企業立地促進法に基づく
東尾張地域基本計画で定めた指
定集積業種について規制緩和措
置を図る。
アンケート調査の結果を踏まえ

しては、企業が操業を継続しや
すいよう緩和措置を図る必要が
ある。
優良企業を積極的に誘致するた
めには 強力な優遇支援策が求

拡大○
把握ができた。
市内企業３００社及び全国の高
度先端企業７００社に対するア
ンケート調査の結果、市内の閉
鎖工場の状況や企業が求める優

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 21年度 29年度 21年度

0社 3社 0社
アンケート調査の結果を踏まえ
て、企業ニーズに対応した優遇
支援策等の立案を検討する。

めには、強力な優遇支援策が求
められる。

鎖工場の状況や企業が求める優
遇支援策等のニーズを把握する
ことができた。

企業立地件数 －
活性化に努めます。

21年度 29年度 21年度
30% 70% 30%

21年度 23年度 21年度

学校トイレ(洋式便
器）改修割合

校舎 震 割合

－
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 生きる力を育むにあたって 学

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21年度 23年度 21年度

87% 100% 87%

21年度 25年度 21年度
豊かな心を
育み文化の 学校教

社会で役立つ、豊かな人
間性や社会性を身に付け 教育

校舎耐震化割合

教材研究・指導の準
備・評価などにコン

－

○

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

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立ち上
げ、基礎的・基本的な学力の充
実が必要な児童・生徒を対象に

活動 展開 、特 学 向
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 う現状 なく 今後も

21年度 25年度 21年度
69% 100% 69%

21年度 29年度 21年度

1,862,4245-1
育み文化の
薫るまちづ
くり

学校教
育

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

備 評価などに 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

－

－

○ な学習活動や理解を深めること
ができた。
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。

維持
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

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
修工事と耐震補強工事 特別支

年度 年度 年度
89% 90% 89%

21年度 29年度 21年度
82% 90% 82%

学校が楽しいと感じ
る児童・生徒割合

る児童・生徒割合
(小6)

－

－ 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。

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。

修工事と耐震補強工事、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。

82% 90% 82%

21年度 29年度 21年度
55.7% 60% 55.7%

文化勤労会館利用率 －だれでも、いつでも、ど
こでも学び行動すること

る児童 徒割合
(中3)

各種講座の充実を図り、生涯学
市民が生涯を通して自主的に学

市民の学習ニーズが多様化して
いるので その ズに対応し

55.7% 60% 55.7%

21年度 29年度 21年度
522,916人 550,000人 522,916人

教育
部

352,4525-2

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

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

図書館入館者数 － ○

各種講座の充実を図り、生涯学
習に関する情報や資料の提供を
積極的に推進する。
次代を担う青少年が、のびのび
と健やかに成長するように地域

拡大

市民が生涯を通して自主的に学
習し、充実した人生を送れるよ
うな各種事業を行った。また、
学校、家庭、地域が一体となり
青少年の健全育成の充実を図

いるので、そのニーズに対応し
ていかなければならない。
社会情勢の変化により、地域の
団体活動への意識が希薄化して
いる また 全国的に青少年の

21年度 29年度 21年度
3,473人 3,500人 3,473人

くり 成 健康でたくましく成長す
る社会の形成をめざしま
す。 パペットフェスタ入

場者数 －

と健やかに成長するように地域
社会が一体となって健全育成活
動を推進する。

青少年の健全育成の充実を図っ
た。

いる。また、全国的に青少年の
犯罪が複雑化、低年齢化してい
る。
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 施策 基準年度 目標年度 21年度
コード 基準値 目標値 実績値

行政コスト
(千円)基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価指標 左の理由 課題

取組
方向

左の理由

全市民が「だれでも、いつで
も どこでも いつまでも」気

ポ 活
21年度 29年度 21年度
207,148人 220,000人 207,148人

豊かな心を
スポー

市民一人ひとりが生涯に
わたって自主的・主体的
に ポ ツ クリ

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
くりを進めるとともに、地域住
民の交流の「場」として地域コ

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 各体育施設には老朽化し

－健康ドーム利用者数

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 各種事業を市民に す

5-3

豊かな心を
育み文化の
薫るまちづ
くり

スポ
ツ・レ
クリ
エー
ション

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

民の交流の「場」として地域コ
ミュニティーに大いに貢献して
いる。また、市民が体育施設等
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

た、各体育施設には老朽化し、
時代にマッチしない施設（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

○356,302
教育
部

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 ツ の認識を高

拡大

21年度 29年度 21年度
184,127人 190,000人 184,127人

ション
る社会の実現をめざしま
す。

クリエ 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

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。

－総合体育館利用者数

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。

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

境づくりに大きく貢献してい
る。

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

21年度 29年度 21年度
162件 200件 162件

拡大
総務
部

国際交流協会会員件
数 － ○

用し、愛 地球博を契機に芽生
えた国際化意識を育てるため、
国際交流協会の設立及び韓国務
安郡との友好都市提携を行い、
市民に対して地域の国際化、国

将来的に、自主財源確保のあり
方と協会の自立運営をどのよう
に方向付けるか。

13,188

の国際交流事業の展開に 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
に対応できる体制作りを考え文化・

芸術

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5-4

豊かな心を
育み文化の
薫るまちづ

21年度 29年度 21年度

37 722人 45 000人 37 722人 ○

市民 対 域 国際化、国
際理解の増進を図っている。

41,996 拡大
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 －

対応 き 体制作 考
る。

文化財の保存と活用は、行政と
市民との協働による保存と活用

市内の貴重な文化財の保存、展
示等を行い、後世に引き継いで

芸術
もに、歴史や文化 薫り
高く、国際感覚のあるま
ちをめざします。

薫るまちづ
くり

37,722人 45,000人 37,722人

19年度 29年度 21年度

○41,996 拡大
に各種事業の充実を図る。部 者数

法令・条例、規則・
要綱で設置されてい

59 5%

市民との協働による保存と活用
が必要である。

示等を行い、後世に引き継いで
いる。

年度 年度 年度
27.6% 35% 32.0%

年度 年度 年度

男女共同参画社会の実現に向
け 情報誌の発行 男女共同参

豊かな心を
育 男女

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

誰 違 教育

要綱で設置されて
る審議会等の女性登
用率

59.5%

男女共同参画情報誌の発行や、
ち 際女 祭等

審議会等に占める女性委員の割
合や「社会全般 男女 位19年度 29年度 21年度

8.7% 20% 22.7%
拡大

け、情報誌の発行、男女共同参
画セミナーの開催やあらゆる機
会において男女共同参画の意識
啓発活動を行う。

7,434 ○5-5
育み文化の
薫るまちづ
くり

男女共
同参画

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

教育
部

市役所の管理職にお
ける女性比率

123.9%
あいち国際女性映画祭等を開催
し、男女共同参画の推進を図っ
た。

合や「社会全般の男女の地位は
平等」とする市民の割合が低
い。

19年度 29年度 21年度
4校 6校 7校

150.0%

形成をめざします。
男女混合名簿を導入
している学校数

21年度 29年度 21年度
331件 250件 331件

市民苦情・要望件数 －

― 各年度 21年度
100% 100%

合併により施設の有効活用と身
近なサービス提供の考えから、
分庁式行政サービスを行ってい

公共施設のネット
ワーク化率 100%

新しく誕生した市の行政サービ
スの充実に向け、合併後のグ
ループ制から課制への組織の再安定した財政基盤を確立

庁舎建設については、市民の意
見を十分聞き市民の利便性、事
務の効率及び設備投資等の経費
を総合的に考察し結論を出す。

― 100% 100%

― 各年度 21年度

分 行政 行
るが経費の節減及び庁舎の耐久
性等を考え新庁舎建設を検討し
なければならない。また、地域
SNSを地域の課題解決や活性化

発展さ 段 す とと

ワーク化率 %

情報セキュリティ違

571,770

%

ループ制から課制への組織の再
編等を行い、市民ニーズや庁舎
の利用しやすさに配慮し市民満
足度の高いサービスに努めてい
る また インフラ及びセキュ

○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

拡大

総合的 察 結論 出す。
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分たち
で解決するための第一歩である
と う とを住 間 共通 識

各年度 21年度
― 0件 0件

への発展させる手段にするとと
もに、その運営は住民によって
行われることが望ましい。

情報セキュリティ違
反件数 100% る。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。

地域情報化（地域

します。
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PRし支援していく。

21年度 29年度 21年度
0人 1,000人 0人

地域情報化（地域
SNS)ネットワークの
加入者数

－
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 施策 基準年度 目標年度 21年度
コード 基準値 目標値 実績値

行政コスト
(千円)基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価指標 左の理由 課題

取組
方向

左の理由

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

21年度 29年度 21年度
6.8% 7.5％

以内
6.80%

や臨時財政対策債の借入に係る
公債費が急激に増加している反
面、インフラ整備に係る投資的
経費が大幅に縮減している。
歳入では 経済不況の影響を受

地方債依存度 －

歳入では、経済不況の影響を受
け、企業の倒産、雇用調整によ
る人員整理、賃金抑制等による
環境の悪化や所得の低下が問題
となる中 市税の確保が困難な

21年度 29年度 21年度
89.3% 85%

以下
89.3%

本市における財政状況は、類似

となる中、市税の確保が困難な
状況にあり、地方交付税制度に
よる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

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

経常収支比率 －

本市における財政状況は、類似
団体や県内団体の財政状況を比
較したところ、全評価指標にお
いて平均値を超えており、健全
財政を堅持している。

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、合併による特例的な財政支
援措置も平成27年度限りとなる
ため 資金調達はますます厳し

拡大◎

り、規律ある予算編成 仕組み
づくりや公共施設の抜本的な見
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

財務
部

3,751,411

21年度 23年度 21年度
2,414
百万円

3,500
百万円

2,414
百万円

。
ため、資金調達はますます厳し
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

期前 報奨
ては、平成２3年度中に、その
後の取扱（廃止、継続、削減
等）を検討する。

基金残高 －

税収の早期確保や納税意識の高
揚を図ることを目的として実施
してきたが、所期の目的が達成
されたとして、県内37市では21
年度までに13市が廃止、22年中

21年度 29年度 21年度
93.5% 95% 93.5%

年度までに13市が廃止、22年中
に9市が廃止、23年度以降廃止
予定2市となっており、本市に
おいてもその取扱を検討する必
要がある。

市税収納率 －

行政運

安定した財政基盤を確立
するとともに、市民の目自立と協働

市民
市民窓口である戸籍・住民事務

平成２２年２月から東京都渋谷
区、三鷹市、千葉県市川市で導
入された コンビニのキヨスク

要がある。行政運
営

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

市民
健康
部

159,984 ― ― ― ― ― ○
市民窓口である戸籍 住民事務
である市民ニーズに配慮した満
足度の高い行政サービスの提供
を図ることができた。

ＩＴを活用し、組織を越えた包
括的な行政サービスの提供。

維持
入された、コンビニのキヨスク
端末から住民票、印鑑登録証明
書を交付するいわゆる「コンビ
ニ交付」について、調査、研究
し 導入に向けて検討を行うし、導入に向けて検討を行う。

22年度 29年度 21年度
30 574 維持

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 た

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

建設
部

使用料徴収事務単価 ◎
下水道利用者数を増やすことに
より、事務単価が下がるため、22年度 29年度 21年度

405円 400円 400円
30,574

建設
農地の減少に伴い 農業共済加

維持り、事務の簡素化を図った。
また、徴収事務に係る費用も縮
減することができた。

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。

部
（下
水）

使用料徴収事務単価 ― ◎ より、事務単価が下がるため、
下水道への接続の促進、啓発を
図る。

21年度 29年度 21年度
643人 600人 643人

11,082

建設
部
（農
業）

農業共済加入者数 ― 加入者数の現状維持に努める。維持△
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。

加入者数が減少傾向にある。

会計 75,249 ― ― ― ― ― － ―
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 68,275 ― ― ― ― ― － ― ― 維持 ―

監査 32,693 ー ー ー ー ー － ― ― 維持 ―
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 施策 基準年度 目標年度 21年度
コード 基準値 目標値 実績値

行政コスト
(千円)基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価指標 左の理由 課題

取組
方向

左の理由

21年度 29年度 21年度
行政改革大綱の確実な取り組み
により 年間 削減目標 名

着実な定員削減を進める中で、
北名古屋衛生組合（美化セ21年度 29年度 21年度

14箇所 20箇所 14箇所

210,909

定員削減については、人件費削
減がさらに求められることから
採用職員数の抑制をするなどし
て定員管理に努める。職員の意

拡大○

により、10年間の削減目標60名
に対して平成21年度までの実績
として42名を削減。実に7割の
達成実績となっている。また、
町職員採用が大半を占めている

北名古屋衛生組合（美化セン
ター）のごみ焼却業務縮小に伴
い、平成22年4月から20名の職
員を受け入れた。このことか
ら 今後 定員管理計画を再構

総務
部

指定管理者箇所数 －

17年度 27年度 21年度
552人 492人 510人

職員定数 70.0%

て定員管理に努める。職員の意
識改革を更に進める職員研修の
充実に努める。

町職員採用が大半を占めている
現状の職員の意識を、職員研修
を充実させることにより意識の
高揚を図った。

ら、今後、定員管理計画を再構
築する必要がある。
合併前に培われた職員意識の均
衡化。

部

－ 各年度 21年度
100% 203 5%

137.2%

全庁一丸となって集中改革プラ
ンに取り組み、４年間の累計で
目標額1 096 011千円を大きく

集中改革プラン達成
率（行革効果額ベース）自立と協働

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

－ 100% 203.5%
137.2%

少子・高齢化の一層の進展等を
踏まえ、厳しい財政状況が継続
することが予想されることか
ら 積極的に行政改革に取り組

目標額1,096,011千円を大きく
超える1,580,371千円の行革効
果額を達成することができ、厳
しい経済状況による財政の悪化
の緩和等に一定の効果はあっ

公共施設について、老朽化等を
踏まえた管理運営の見直しや受
益者負担の適正化の観点を踏ま
えた施設使用料等の見直しに取

率（行革効果額ベ ス）

※
6-2

自立と協働
のまちづく
り

行政改
革

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

21年度 29年度 21年度
1,612
百万円

1,532
百万円

1,612
百万円

31,614
財務
部

拡大
公共施設維持管理経
費（一般財源) －

ら、積極的に行政改革に取り組
む必要がある。
当面の取組としては、上記の課
題等を踏まえて平成21年10月に
策定した『行財政改革行動計

○

の緩和等に 定の効果はあっ
た。
しかしながら、取り組むべき課
題は山積しており、引き続き積
極的に取組を推進する必要があ

えた施設使用料等の見直しに取
り組む必要がある。
また、厳しい財政状況の中、選
択と集中による行政運営を行う
ため 行政評価 予算編成及び

性のある市政を確立しま
す。

百万円 百万円 百万円 策定した『行財政改革行動計
画』（計画期間：21～23年度）
に基づき、特定課題に焦点を
絞った抜本的な取組を推進す
る。

経常収支比率

極的に取組を推進する必要があ
る。

※ 集中改革プラン達成率は、年度ご
とに目標額を設定しているため各年
度 目標値が ％とな また

ため、行政評価、予算編成及び
実施計画が連動した行政経営シ
ステムの構築など、従来のあり
方を根本から変える構造改革に
取り組む必要がある。

21年度 29年度 21年度
89.3% 85%

以下
89.3%

る。
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)

－
度の目標値が100％となる。また、
「21年度実績値」は単年度の達成率
を、「達成率」は18～21年度の4年間
の累計の達成率を示す。

取り組む必要がある。

21年度 29年度 21年度
73% 80% 73%

広報、市ホームペー
ジを市政情報の入手
先とする割合

－

21年度 29年度 21年度
376,000件 410,000件 376,000件 －

年間ホームページア
クセス件数

ホームページのリニューアルに
向けて庁内における環境づく
り、新しいシステムの導入によ
る効果 経費削減効果について

先とする割合

ホームページは、各課が直接編
集・管理ができるシステムを導
入する 行政文書目録のデータ

わかりやすく、親しみのもてる
広報紙作成を目指し、職員によ
る編集作業に取り組んでいる。
また、ホームページについては

充実 努め

市民の視点から分かりや
すい情報発信を行うこと 376,000件 410,000件 376,000件

21年度 29年度 21年度

102,937

クセス件数 る効果、経費削減効果について
検討。市政情報をいつなんどき
においても市民に提供すること
で、市民に信頼される市政運営
ができるよう体制づくりを整え

総務
部

入する。行政文書目録のデータ
化を平成21、22年度の2年間を
かけて取り組み中であり、情報
公開作業の運用を検討。また、
職員の情報管理に対する意識の

維持○
コンテンツの充実に努めてい
る。市行政情報の適正な開示及
び保護を行うため、保管保存の
定着と管理のためのシステム化
に取り組んでいる また 職員

情報公開開示請求件

6-3
自立と協働
のまちづく
り

広報広
聴・情
報公開

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 21年度 29年度 21年度

17件 10件 17件
－ ができるよう体制づくりを整え

るとともに、個人情報及び情報
公開に対する研修制度を充実さ
せる。

職員の情報管理に対する意識の
改革を積極的に図る必要があ
る。

に取り組んでいる。また、職員
には市民への説明責任の重要性
の認識を植えつけるための研修
会を行っている。

情報公開開示請求件
数

係をつくることをめざし
ます。

21年度 29年度 21年度
29件 35件 29件

情報コーナー閲覧提
供情報件数 －

コミュ
ニティ

市民自身による積極的な
新たなコミュニティ施策とし

現在の自治会活動は、自治会離
れが各地区で見受けられ自治会
長はじめ役員の地域コミュニ

市内のコミュニティの核となる
自治会組織の充実を図る上にお
いて事業運営の一部を補助する

21年度 29年度 21年度
32,018
世帯

34,000
世帯

32,018
世帯

81,7616-4
自立と協働
のまちづく
り

ニティ
（自治
会・地
域活
動）

市民自身 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

自治会補助金積算世
帯数 －

新たなコミュニティ施策とし
て、新たなコミュニティ団体
（校区スポーツ）の充実策の検
討。

長はじめ役員の地域コミュニ
ティ作りは大変な労力が必要と
なっている。このような現状の
中、都市化などの理由により自
治会離れの傾向にあり自治会加

事業運営 部 補助す
ことにより、地域コミュニティ
の推進を図っている。また、従
来の自治会組織とは別なコミュ
ニティ団体（校区スポーツ）の
育成 創 援

○ 維持

動） 治会離れの傾向にあり自治会加
入者の増加策を検討。

育成及び創設に対しても援助を
行っている。
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 施策 基準年度 目標年度 21年度
コード 基準値 目標値 実績値

行政コスト
(千円)基本計画 区分 基本方針 所管 達成率 評価指標 左の理由 課題

取組
方向

左の理由

21年度 29年度 21年度21年度 29年度 21年度
15件 20件 15件

NPO法人件数 －

これまでの、市民と行政の関係
を見直し 新たな関係を構築す

ボランティア組織が、福祉、教
育及び行政等様々な部門での登
録となっており、行政としての

各種団体・まちづくりグループ
育成の根幹をなすボランティア
組織の創設支援については、合
併前に組織された団体の活動を

ボランティア活動やＮＰ

21年度 29年度 21年度
（中止） 15,000人 （中止）24,366

総務
部

を見直し、新たな関係を構築す
る必要性があり、今後、創設予
定の（仮称）市民協働課におい
て、市民活動のまちづくりを反
映できる仕組みづくりの構築を

録となっており、行政としての
指導方法が定まっていないので
統一化を図る。
また、市民の自発的な活動に対
し、行政として支援、協力な

○夏まつり参加人数の
増 －

併前に組織された団体の活動を
支援するに止まり、新たな市民
活動組織及びNPO等の創設への
支援活動を行っていない。
また 従前 東西に分かれて行

維持

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

21年度 29年度 21年度
14事業 20事業 14事業

映できる仕組みづくりの構築を
図る。

し、行政として支援、協力な
ど、どう対応していくか、取り
組みのシステムづくりが必要で
ある。

また、従前、東西に分かれて行
われていたまつりを、一本化す
るなど、市民による新たな試み
に取り組むことができた。まちづくり事業数の

増 －

り、こうした活動を維持
発展させていきます。

6-5
自立と協働
のまちづく
り

ボラン
ティ
ア・Ｎ
ＰＯ

14事業 20事業 14事業増

ボランティア活動やＮＰ

21年度 29年度 21年度
800人 900人 800人

2,298
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－ △
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。

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り、こうした活動を維持
発展させていきます。
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