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第 1章 実施計画の概要 
 
１ 計画の性格 
実施計画は、総合計画の基本構想に掲げる将来都市像「誰もがしあわせを実感できる独立都

市 さんむ」を実現するため、基本計画に示された施策を効果的にどのように実施していくの

かを具体的な事務事業で示すものであり、毎年度の事業計画や予算編成等の指針となるもので

す。 

 実施計画は、向こう３年間を計画期間として策定し、毎年ローリング方式により見直しを行

います。 
年 度 ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

基本構想 
 

基本計画 
      

実施計画 

 

 

 

 

          →今回 策定の計画を示します 

２ 計画の期間 
 本計画の期間は、平成 20 年度から平成 22 年度までの 3か年とします。 
 山武市総合計画の第１期目の実施計画となります。 
 
３ 計画の基本方針 
 本計画に掲げられた事業を進めるにあたっては、財源の確保に最大限努めるとともに、行政

評価※の考え方を取り入れ、効果的・効率的に事業を進めます。 
 また、それぞれの事業の実施にあたっては、 
☆暮らしを支える快適なまちづくり 
☆住みやすい環境と安全なまちづくり 
☆にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづくり 
☆だれもが生きがいを持って安心して暮らせるまちづくり 
☆生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 
☆市民と行政が協働してつくるまちづくり 

 という、基本構想に定める「政策の大綱」のもと取り組みます。 

前   期 後   期 

※ローリング方式：総合計画など

長期の事業計画の実施過程で、計

画と実績を毎年チェックし、計画

的な目標達成を図る方式。 

※行政評価：施策や基本事業について目標を住民にわかりやすいように設定し、そ

の結果を踏まえて次の企画や実施に反映させ、限られた行政財源を有効

に活用していくマネジメント（経営管理）の仕組みです。 



４ 計画の範囲 
 実施計画は、「事務事業」の中から「実施計画事業」を選定し、それを中心に構成します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 実施計画事業の選定基準 
実施計画事業は、事務事業の中から次の基準をもとに選定します。（対象事業は別紙一覧表の

とおり） 

 

 １．公共施設等の建設事業、公共用地の取得、工事の負担金、公共施設の修繕事業（経常的

なものを除く）等 

 ２．1 件 100 万円以上の備品購入費 

 ３．計画期間（平成 20 年度～平成 22 年度）内に着手する新規事業 

 ４．政策的意義の高い主要なソフト事業 

 
 
 
 

事務事業 

基本事業（108）

施策(28）

政策（6）基本構想 

基本計画 

実施計画 

将来都市像を実現するための6つの政策です。

政策を実現する手段としての 28 の施策です。

施策を実現する手段を特性別にまとめた 108 の

基本事業です。 

基本事業を実現するための最も具体的な事務事

業です。（事務事業の内容は、実施計画で扱いま

す。）

事務事業の中から、「実施計画事業」を選定 



第 2章 財政計画 
 
１ 計画期間内の財政見通し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑴ 歳入見通し 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ⑵ 歳出見通し 
 
 
 
 
 
 
 

文言による記述 



 ２ 市の財政フレーム 

《歳入》                       （単位：百万円） 

年度 
区分 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 合計 

歳入総額      
市税     
地方交付税     
譲与税・交付金等     
国県支出金     
繰入金     
市債     
その他     
 
 

《歳出》                       （単位：百万円） 

年度 
区分 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 合計 

歳出総額      
人件費     
扶助費     
公債費     
補助費等     
繰出金     
投資的経費     
その他     
実施計画事業費     

 
 
 
 
 



実施計画事業一覧表　 （平成２０年１月３０日現在<未確定>）

政策 施策
基本
事業

実施計画事業 平成20年度 平成21年度 平成22年度

１．暮らしを支える快適なまちづくり

1 1 1 井戸谷下内野線道路改良事業

1 1 1 外野沖渡線道路改良事業

1 1 1 松崎前新山線道路改良事業

1 1 1 殿下殿台線道路改良事業

1 1 1 借毛本郷17号線道整備交付金事業
1 1 1 埴谷富里線道路改良事業

1 1 1 埴谷北横田線道路改良事業

1 1 1 白玉戸田線道路改良事業

1 1 1 寺ヶ台横田線道路改良事業

1 1 1 作田川関連市道整備事業

1 1 2 和田東町線道路改良事業

1 1 2 美杉野29号線道路改良事業
1 1 2 内田下方北割中道前線道路改良事業

1 1 2 生活道路改良事業1 1 2 生活道路改良事業

1 1 99 道路維持補修事業
1 1 99 境界管理システム導入事業
1 2 2 巡回バス事業

1 2 3 空港シャトルバス利用促進事業

1 2 3 松尾駅南側バスロータリー整備事業

1 3 1 自主防災防災組織育成事業

1 3 1 備蓄物資整備事業

1 3 3 木造住宅の耐震化事業

1 3 4 浸水対策事業

1 3 4 排水路整備事業

1 3 99 コミュニティ消防センター設置事業
1 3 99 消防ポンプ車等整備事業
1 3 99 防災行政無線整備事業
1 4 99 地籍調査事業
1 4 99 都市計画策定・推進業務
1 4 99 公園緑地維持管理事業
２．住みやすい環境と安全なまちづくり

2 1 1 成東塵芥処理場内焼却炉解体事業

2 1 2 不法投棄防止対策事業

2 1 3 共同利用施設空調設備機整備事業

2 2 2 資源回収団体奨励事業

2 3 3 ウッドバイオマス事業

2 3 99 地球温暖化防止実行計画策定事業



政策 施策
基本
事業

実施計画事業 平成20年度 平成21年度 平成22年度

2 5 2 農業集落排水施設整備事業

2 5 2 農業集落排水施設維持管理事業

2 5 99 汚水適正処理構想策定業務
2 6 4 メール配信サービス事業

2 7 2 十二区上谷線交通安全対策事業

2 7 2 交通安全対策事業

３．にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづくり

3 1 5 山武市産木材利用促進事業

3 1 6 湛水防除事業

3 1 6 農村振興総合整備事業

3 1 6 経営体育成基盤整備事業

3 1 99 農業振興地域整備計画策定事業
3 3 3 海岸清掃用備品購入事業

3 3 3 成東海岸整備事業

４．だれもが生きがいを持って安心して暮らせるまちづくり

4 1 2 緊急通報ネットワーク事業

4 1 3 介護予防一般高齢者事業介護 防 般高齢者事業

4 1 3 介護予防特定高齢者事業

4 2 1 自立支援基盤整備事業

4 2 1 通所サービス利用促進事業

4 2 2 グループホーム等家賃助成事業

4 2 2 相談支援機能強化事業

4 3 1 さんぶの森元気館管理運営事業

4 3 2 がん検診推進事業

4 3 2 特定健診・保健指導事業

4 4 2 子育て支援センター事業

4 4 3 乳幼児医療費対策事業

4 4 3 母子家庭自立支援給付金事業

4 5 99 地域福祉計画策定推進事業
５．生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり

5 1 1 教職員等対象研修事業

5 1 2 少人授業数推進事業

5 1 5 小学校施設校舎整備事業

5 1 5 中学校施設校舎整備事業

5 1 5 小学校施設屋内運動場整備事業

5 1 6 学校給食関係施設整備事業

5 1 6 学校給食センター統廃合事業

5 2 2 さんぶの森中央会館等改修事業

5 2 2 さんぶの森公園整備事業

5 2 2 文化会館等改修事業



政策 施策
基本
事業

実施計画事業 平成20年度 平成21年度 平成22年度

5 2 99 生涯学習振興計画策定事業
5 3 1 スポーツ・レクリエーション行事開催事業

5 3 99 スポーツ振興計画策定・推進事業
5 4 3 家庭教育推進事業

5 4 4 青少年健全育成事業

６．市民と行政が協働してつくるまちづくり

6 1 1 提案型まちづくり助成事業

6 1 2 協働によるまちづくり意識向上事業

6 1 3 (仮称)さんぶの森交流センター整備事業
6 3 1 行政評価制度推進事務

6 3 2 人事評価制度構築・推進事務

6 3 2 定員適正化推進事務

6 3 4 収納支援システムOCR読取機器購入事業
6 3 5 本庁舎増改築事業

6 3 7 情報化計画策定・推進事業

6 3 7 電子申請システム導入事業

6 3 7 ネットワーク通信機器入替等事業ネッ 信機器 替等事業

6 3 7 情報セキュリティ推進事業

6 3 99 国民健康保険料激変緩和事業
6 3 99 地域振興基金積立事業



第３章 分野別計画 
 
【分野別計画の見方】 
 分野別計画は、①「施策」と「基本事業」のページと、 
        ②「実施計画事業」の個表のページ  で構成されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政策１ 暮らしを支える快適なまちづくり 
施策１－１ 道路網の整備・充実 

  1－1－① 幹線道路の整備と維持管理 
ねらい 

(めざす姿） 
 広域幹線道路に接続する幹線道路が整備・維持管理され、安全性・利便性が確保さ

れます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
 
 
幹線道路の整備状況に対する満足度(％) 65.8

 
井戸谷下内野線道路改良事業 
外野沖渡線道路改良事業 
松崎前新山線道路改良事業 
殿下殿台線道路改良事業 
借毛本郷 17号線道整備交付金事業
埴谷富里線道路改良事業 
埴谷北横田線道路改良事業 
白玉戸田線道路改良事業 
寺ヶ台横田線道路改良事業 
作田川関連市道整備事業 

幹線道路の改良延長割合(％) 94.2 95.0

 
 

 
 

①「施策」と「基本事業」のページの見方 

「基本事業」のめざ

す姿の達成度を示

す指標 (モノサシ )
です。 

「まちづくりアンケート」や業務デ

ータから取得した直近の数値です。

(原則、平成 19年度の数値です。)

「施策」の名称で

す。施策は全部で

28あります。 

この「基本事業」の

めざす将来の山武

市の姿です。 

平成 24年度の目標値です。※平成 19年度に設定 
指標の種類により次の 3つのパターンがあります。 
①方向性を矢印で示すパターン（アンケートで数値を取得するもの） 
 
 [   ]・・・数値の増加を目指すもの 
 [  ]・・・数値の維持を目指すもの 
 [  ]・・・数値の減少を目指すもの 
 
②数値で示すパターン（業務データから数値を取得するもの） 
③推移を見るパターン 
 [－]で表します。 

「政策」の名称です。 
政策は全部で 6あります。 

この「基本事業」に関連する「実施計画

事業」です。 
「実施計画事業」ごとに個表がありま

す。 

「基本事業」の名称

です。基本事業は全

部で○○あります。 



 

 

 

実施計画事業名 井戸谷下内野線道路改良事業 

政策名 01 暮らしを支える快適なまちづくり 担当部署 都市建設部土木課 

施策名 01 道路網の整備・充実 事業区分 継続事業 

基本事業名 01 幹線道路の整備と維持管理 計画年度 平成16年度～平成22年度 

１ 対象（誰、なにに対して事業を行うのか） ２ 手段（事業の内容、やり方、手順） 

市道井戸谷下内野線の道路、道路利用者 道路改良とは、歩道や側溝を設置し又、幅員拡幅等を行い利

用者が安全に通行できるようにすること。 

平成20年度まで切土・盛土工事を実施し、21年度以降路

盤・舗装工事を実施する。 

●道路の概要（現状） 

山武市森（出光山武の里跡地）～山武市雨坪（県道日向停車場極楽寺線） 

総延長 1,363メートル 幅員2.5 メートル 

設計・用地買収済み 

●整備内容 

路盤改良延長 L=510m 幅員W=10m 

平成 20年度 切土･盛土工事の実施(100m) 

平成 21年度 路盤・舗装工事の実施(250m） 

平成 22年度 路盤・舗装工事の実施(260m) 

整備総事業費 50,000千円 

３ 意図（この事業によって対象をどの

ような状態にしたいのか） 

道路利用者の安全性を確保し、利便性を

向上させる。 

指標・事業費の推移 
単位 １９年度当初 ２０年度計画 ２１年度計画 22年度計画

区分 指標名称 

活動指標① 年度当たりの市道井戸谷下内野線道路改良延長 ｍ ０ ０ 250 260

活動指標②    

成果指標① 市道井戸谷下内野線道路改良済延長 ｍ 250 510

成果指標②    

事業費 千円  

｢実施計画事業｣

の名称です。 

この実施計画事業の上位政策・

施策・基本事業です。 
新規事業／継続事業の区分です。 

｢◆意図｣の達成度を数値で示す指標 

(モノサシ)です。 

事業を行うことによって、｢◆対象｣ 

にもたらされた効果を表します。 

｢◆手段｣の活動量・活動内容を、 

数値で示す指標(モノサシ)です。 

例としては、開催回数、参加者 

数、整備延長などがあります。 

②｢実施計画事業｣の個表のページの見方 



政策１ 暮らしを支える快適なまちづくり 
 
【施策】               【基本事業】 
1－1 道路網の整備・充実       1－1－① 幹線道路の整備と維持管理 

                    1－1－②  生活道路の整備と維持管理 

                   1－1－99 施策の総合推進 

 

1－2 公共交通網の整備・充実     1－2－① 鉄道の利便性向上 

                    1－2－②  市内における交通手段の確保 

                       1－2－③ バスでの主要都市へのアクセ 

ス向上 

 

1－3 防災・消防対策の充実      1－3－① 防災体制の整備 

                    1－3－②  消防力の充実 

                   1－3－③ 防災意識の向上 

                   1－3－④ 治山・治水対策の促進 

                   1－3－99 施策の総合推進 

 

1－4 都市の整備           1－4－① 市街地の整備 

                    1－4－②  駅周辺の利便性の向上 

                   1－4－99 施策の総合推進 



施策１－１ 道路網の整備・充実 

1－1－① 幹線道路の整備と維持管理 
ねらい 

(めざす姿） 
・広域幹線道路に接続する幹線道路が整備・維持管理され、安全性・利便性が確保さ

れます。 
基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

幹線道路の整備状況に対する満足度（％） 65.8

井戸谷下内野線道路改良事業 
外野沖渡線道路改良事業 
松崎前新山線道路改良事業 
殿下殿台線道路改良事業 
借毛本郷 17号線道整備交付金事業
埴谷富里線道路改良事業 
埴谷北横田線道路改良事業 
白玉戸田線道路改良事業 
寺ヶ台横田線道路改良事業 
作田川関連市道整備事業 

幹線道路の改良延長割合（％） 94.2 95.0

1－1－② 生活道路の整備と維持管理 
ねらい 

(めざす姿） 
・生活道路が整備・維持管理され、安全性・利便性が確保されます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

生活道路の整備状況に対する満足度（％） 58.4 

 和田東町線道路改良事業 
美杉野 29号線道路改良事業 
内田下方北割中道前線道路改良事業 
生活道路改良事業 

1－1－99 施策の総合推進 

 

実施計画事業 
道路維持補修事業 
境界管理システム導入事業 



施策１－２ 公共交通網の整備・充実 

1－2－① 鉄道の利便性向上 
ねらい 

(めざす姿） 
・鉄道の本数を維持し、通勤、通学、買い物や余暇などの活動が快適に行えます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
１日当たりの鉄道利用者数（人） 5,740 5,800  

1－2－② 市内における交通手段の確保 
ねらい 

(めざす姿） 
・市内の交通手段が確保され、円滑に移動できます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
市内移動の交通手段に困っている市民の割合（％）

※この目標値表示は、「市内移動の交通手段に困っている

市民の割合」を少なくすることを示しています。 

38.9
※

巡回バス事業 
市内バス路線系統数(系統) ６ 6
バス運行状況の満足度（％） 31.9

1－2－③ バスでの主要都市へのアクセス向上 
ねらい 

(めざす姿） 
・バスでの主要都市へのアクセス本数が維持され、利用者が増加します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

1日当たりの主要都市へのバス利用者数（人） 1,300 1,400
空港シャトルバス利用促進事業 
松尾駅南側バスロータリー整備事業

 



施策１－３ 防災・消防対策の充実 

1－3－① 防災体制の整備 
ねらい 

(めざす姿） 
・関係機関が連携し、災害発生時に迅速な災害復旧活動ができる体制が整備されます。

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
自主防災組織数（組織） 29 40

自主防災組織育成事業 
備蓄物資整備事業 

災害協定件数（件） 6 8
保存食の備蓄量（食） 1,868 3,000

1－3－② 消防力の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・消防団員及び常備消防職員の確保により、効率的な消防活動が実施され消防力が向

上します。 
基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

消防団員の充足率（％） 91.1 95.0

 
消防団員の火災出動率（％） 32.5 32.5
消防団員の平均年齢（歳） 33.9 34.0
常備消防職員の充足率（％） 99.2 100.0

1－3－③ 防災意識の向上 
ねらい 

(めざす姿） 
・市民の災害に対する意識が高まり、災害に対する備えができます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
災害について、何らかの備えをしている世

帯の割合（％） 
28.8 木造住宅の耐震化事業 

1－3－④ 治山・治水対策の促進 
ねらい 

(めざす姿） 
・風水害による浸水などの被害が抑えられます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
日降水量 100mm クラスの風水害における
床上・床下浸水家屋数（棟） 

4 4 浸水対策事業 
排水路整備事業 

治山治水対策年間整備箇所数（箇所） 8 7

1－3－99 施策の総合推進 

実施計画事業 
コミュニティ消防センター設置事業 
消防ポンプ車等整備事業 
防災行政無線整備事業 



施策１－４ 都市の整備 

1－4－① 市街地の整備 
ねらい 

(めざす姿） 
・都市としての機能や利便性が整い人々が集います。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
市全人口に対する既成市街地の人口の割合（％） 42.7 43.0  

1－4－② 駅周辺の利便性の向上 
ねらい 

(めざす姿） 
・駅周辺の利便性が向上します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
駅の利便性に対する満足度（％） 34.4  

1－4－99 施策の総合推進 

 

実施計画事業 
都市計画策定・推進事務 
公園緑地維持管理事業 
地籍調査事業 



政策２ 住みやすい環境と安全なまちづくり 
 
【施策】               【基本事業】 
2－1 生活環境の充実         2－1－① 生活公害の対策 

                    2－1－②  美化運動の推進と不法投棄防 

止対策 

                   2－1－③ 航空機騒音等の対策 

 

2－2 廃棄物の減量・処理の適正化   2－2－① ごみの減量化の推進 

                    2－2－②  再資源化の推進 

                       2－2－③ 廃棄物に関する意識の向上と 

啓発 

                   2－2－④ ごみ処理の効率化 

 

2－3 自然環境の保全         2－3－① 自然環境保全活動の推進 

                    2－3－②  自然環境取組み意識の向上 

                   2－3－③ バイオマスタウン構想の推進 

 

2－4 上水道の充実          2－4－① 安定給水の確保 

                    2－4－②  水質の安全性の確保 

                   2－4－③ 地震等の災害対策 

                   2－4－④ 経営の健全化 

 

2－5 汚水処理の推進         2－5－① 合併処理浄化槽による水質改 

                        善 

                    2－5－②  農業集落排水による水質改善 

                   2－5－99 施策の総合推進 

 
2－6 防犯対策の充実         2－6－① 地域ぐるみの防犯体制の充実 

                    2－6－②  児童・生徒の安全確保 

                   2－6－③  犯罪がおこりにくい環境に向 

けての施設設備の整備 
                   2－6－④ 防犯意識の向上 

                    2－6－⑤  消費者トラブルの防止 

 
2－7 交通安全対策の推進       2－7－① 交通安全意識の向上 

                    2－7－②  交通安全施設の整備 

 
 



施策２－１ 生活環境の充実 

2－1－① 生活公害の対策 
ねらい 

(めざす姿） 
・生活公害に対する意識が高まり、生活公害が減少します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
騒音・悪臭・水質汚濁苦情件数（件） 44 50

成東塵芥処理場内焼却炉解体事業 
犬・猫管理苦情件数（件） 31 50
野焼き苦情件数（件） 65 60
空き地の管理（雑草等）苦情件数（件） ― 200

2－1－② 美化運動の推進と不法投棄防止対策 
ねらい 

(めざす姿） 
・不法投棄防止に対する意識が高まるとともに、美化運動が推進されます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
産業廃棄物不法投棄件数（件） 23 20

不法投棄防止対策事業 一般廃棄物等不法投棄件数（件） 150 200
ごみゼロ運動参加者数（人） 22,051 23,000

2－1－③ 航空機騒音等の対策 
ねらい 

(めざす姿） 
・地域住民の騒音による生活公害が軽減します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
航空機騒音対策に対する満足度（％） 47.0 共同利用施設空調設備機整備事業 
 



施策２－２ 廃棄物の減量・処理の適正化 

2－2－① ごみの減量化の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・ごみの排出が抑制されます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
家庭ごみ排出量（ｔ） 11,709 10,748

 
事業系ごみ排出量（ｔ） 3,185 3,070

2－2－② 再資源化の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・再資源化が推進されます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
回収資源化量（ｔ） 2,888 3,183 資源回収団体奨励事業 
 

2－2－③ 廃棄物に関する意識の向上と啓発 
ねらい 

(めざす姿） 
・適正なごみの排出と３R意識の向上が図られます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
ごみ排出指導件数（件） 13 10

 
残置シール貼付件数（件） 476 428

2－2－④ ごみ処理の効率化 
ねらい 

(めざす姿） 
・３Rが進み、両組合への負担金額が軽減されます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
1人当たりの負担金額（円） 
（収集料金・ごみ袋代金を含む） 

12,654 12,458  

 



施策２－３ 自然環境の保全 

2－3－① 自然環境保全活動の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・地域ぐるみで自然環境保全活動が実践され、定着化し、地球環境保全が推進されま

す。 
基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

自然環境保全活動に参加している団体数（団体） 13 17  

2－3－② 自然環境取組み意識の向上 
ねらい 

(めざす姿） 
・自然の大切さや環境保全の重要さが認識され、自然環境取組み意識が向上します。

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
環境にやさしい生活をしている市民の割合（％） 53.6

 
環境学習参加団体数（団体） 2 7

2－3－③ バイオマスタウン構想の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・バイオマスの利活用により自然環境を保全します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
バイオマスに関する取組みの事業数（件） 3 10 ウッドバイオマス事業 

2－3－99 施策の総合推進 

 
 
 
 

実施計画事業 地球温暖化防止実行計画策定事業 



施策２－４ 上水道の充実 

2－4－① 安定給水の確保 
ねらい 

(めざす姿） 
・安定的に水道水が使用できます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
漏水事故件数【市営水道】（件） 3 0

 
漏水事故件数【広域水道】（件） 19 0

2－4－② 水質の安全性の確保 
ねらい 

(めざす姿） 
・衛生的で安全な水道水が使用できます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
水質の苦情件数【市営水道】（件） 0 0

 
水質の苦情件数【広域水道】（件） 3 0

2－4－③ 地震等の災害対策 
ねらい 

(めざす姿） 
・地震等の災害時において、応急給水が受けられます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
応急給水資機材の備蓄数【市営水道】（ケ） 107 1,200

 
応急給水資機材の備蓄数【広域水道】（ケ） 4,216 5,716

2－4－④ 経営の健全化 
ねらい 

(めざす姿） 
・事業経営の健全化に努めることにより、安定的に給水が受けられます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
経常収支比率【市営水道】（％） 119.8 120.0

 
有収率【市営水道】（％） 92.2 92.0
経常収支比率【広域水道】（％） 103.4 100.0
有収率【広域水道】（％） 92.9 93.0



施策２－５ 汚水処理の推進 

2－5－① 合併処理浄化槽による水質改善 
ねらい 

(めざす姿） 
・合併処理浄化槽への切替えにより、公共用水域の水質改善が進みます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
単独処理浄化槽からの切替え件数（件） 9 38

 
し尿処理取扱い戸数（戸） 3,814 3,564
 
 

2－5－② 農業集落排水による水質改善 
ねらい 

(めざす姿） 
・農業集落排水により、公共用水域の水質改善が進みます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

農業集落排水の接続率（％） 62.0 59.0
農業集落排水施設整備事業 
農業集落排水施設維持管理事業 

2－5－99 施策の総合推進 

 

実施計画事業 汚水適正処理構想策定業務 



施策２－６ 防犯対策の充実 

2－6－① 地域ぐるみの防犯体制の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・地域住民一体となった防犯活動が展開され、犯罪がおきにくくなっています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
防犯活動を行っている団体数（団体） 19 25

 
防犯活動を行っている区会、自治会の割合（％） 7.7

2－6－② 児童・生徒の安全確保 
ねらい 

(めざす姿） 
・学校・家庭・地域が連携し、児童生徒の事件・事故を未然に防いでいます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
登下校時における児童生徒の事件・事故件数（件） 10 10  

2－6－③ 犯罪がおこりにくい環境に向けての施設設備の整備 
ねらい 

(めざす姿） 
・犯罪をおこそうとする者に犯罪の機会を与えない施設設備となっています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
防犯灯設置要望対応率（％） 80.0 90.0

 
改善要望のある施設設備（道路、公園、駅

前などの駐車場、駐輪場、学校など）に対

する改善実施率（％） 
― 90.0

2－6－④ 防犯意識の向上 
ねらい 

(めざす姿） 
・防犯に対する市民の知識や意識が向上し、犯罪に巻き込まれにくくなっています。

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
犯罪に対する備えを行っている市民の割合（％） 50.6 メール配信サービス事業 

2－6－⑤ 消費者トラブルの防止 
ねらい 

(めざす姿） 
・賢い消費者が増え、消費者トラブルが減少しています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
消費者相談件数（件） 323 320

 
消費者トラブルにあった市民の割合（％） 5.7
 



施策２－７ 交通安全対策の推進 

2－7－① 交通安全意識の向上 
ねらい 

(めざす姿） 
・市民一人ひとりの交通安全意識が高まり、交通マナーが守られます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
交通違反件数（件） 5,426 5,400

 
シートベルト着用率（％） 94.3 95.0

2－7－② 交通安全施設の整備 
ねらい 

(めざす姿） 
・交通安全施設が適正に管理・整備され、事故がおきにくくなります。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
交通安全施設の改善・設置に対する要望対

応率（％） 
96.6 97.0

十二区上谷線交通安全対策事業 
交通安全対策事業 

 



政策３ にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづくり 
 
【施策】               【基本事業】 
3－1 農林水産業の振興        3－1－① 担い手の育成・支援 

                    3－1－②  農地の利用集積の推進 

                   3－1－③ 農産物の付加価値向上と販路 

の拡大 

                   3－1－④ 畜産業の生産規模拡大の推進 

                   3－1－⑤ 森林再生の推進 

                   3－1－⑥ 農業基盤整備の推進 

                   3－1－99 施策の総合推進 

 

3－2 商工業の振興          3－2－① 商工会活動の充実 

                    3－2－②  市内商店の利用拡大 

                       3－2－③ 経営の体質強化・育成 

                   3－2－④ 新企業の立地促進 

 

3－3 観光の振興           3－3－① 観光事業推進体制の整備 

                    3－3－②  観光関連団体との連携による 

イベントの開催 

                   3－3－③ 海岸の整備 

                   3－3－④ 観光資源の開発・充実 

                   3－3－⑤ 体験型観光の推進 



施策３－１ 農林水産業の振興 

3－1－① 担い手の育成・支援 
ねらい 

(めざす姿） 
・農業従事者の減少が抑えられます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
農業従事者数（人） 7,339 6,600  

3－1－② 農地の利用集積の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・営農規模が拡大し、効率的な経営が可能となり、未利用農地が削減されます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
農地利用集積面積（ha） 487.9 518.0  

3－1－③ 農産物の付加価値向上と販路の拡大 
ねらい 

(めざす姿） 
・市の特産品の需要が増え、農業所得が向上します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
基幹的農業従事者 1 人当たりの生産農業所得額（千円） 1,806 1,806  

3－1－④ 畜産業の生産規模拡大の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・一経営体の規模拡大による省力化により、経営の改善が図られます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
畜産生産額（千万円） 321 321  

3－1－⑤ 森林再生の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・荒廃した森林が再生し、木材の生産環境が整います。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
森林整備事業年間実施箇所数（箇所） 69 70 市産木材利用促進事業 

3－1－⑥ 農業基盤整備の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・農業基盤が整備され、効率性・生産性が向上します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

基盤整備により効率性・生産性が高まった農地面積（ha） ― 693.0
湛水防除事業 
農村振興総合整備事業 
経営体育成基盤整備事業 

3－1－99 施策の総合推進 

 

実施計画事業 農業振興地域整備計画策定事業 



施策３－２ 商工業の振興 

3－2－① 商工会活動の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・商工会により商工業者が支援・育成されます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
経営指導支援件数（件） 3,740 3,000

 
商工会加入率（％） 54.6 55.0

3－2－② 市内商店の利用拡大 
ねらい 

(めざす姿） 
・消費者ニーズにあった商店となり、市内で買物をする消費者が増えます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
市内で日用品や食料品を買う市民の割合（％） 64.2  

3－2－③ 経営の体質強化・育成 
ねらい 

(めざす姿） 
・商工業者の経営体質が強化され、事業所数が維持されます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
市内事業所数（事業所） 2,015 2,000  

3－2－④ 新企業の立地促進 
ねらい 

(めざす姿） 
・企業進出が図られます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
年間進出企業数（社） 16 12  
 



施策３－３ 観光の振興 

3－3－① 観光事業推進体制の整備 
ねらい 

(めざす姿） 
・観光関連団体が観光事業を積極的に取り組みます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
観光関連団体による事業企画実施件数（件） 4 6  

3－3－② 観光関連団体との連携によるイベントの開催 
ねらい 

(めざす姿） 
・イベント開催により、市の活力と安らぎが感じられます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
イベントの来場者数（人） 43,482 55,000

 
各種団体からの協力者数（人） 78 200

3－3－③ 海岸の整備 
ねらい 

(めざす姿） 
・整備がなされ、快適に利用できます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
観光施設(海水浴場)の利用者数（人） 246,366 250,000 海岸清掃用備品購入事業 

成東海岸整備事業 観光施設の維持管理上の不具合件数（件） 4 2

3－3－④ 観光資源の開発・充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・既存の観光資源を掘り起こし活用します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
観光資源数（箇所） 24 26

 
観光案内所利用件数（件） 10,643 11,000

3－3－⑤ 体験型観光の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・体験型観光により、市の魅力が感じられます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
体験型観光客数（人） 253,951 260,000  



政策４ だれもが生きがいを持って安心して暮らせるまちづくり 
 
【施策】               【基本事業】 
4－1 高齢者福祉の充実        4－1－① 生きがいづくりと社会参加の 

促進 

                    4－1－②  日常生活の支援 

                   4－1－③ 介護予防の推進 

                   4－1－④ 介護保険制度の安定的な運用 

 

4－2 障がい者（児）福祉の充実    4－2－① 自立支援サービスの促進 

                    4－2－②  地域生活支援の基盤づくり 

                       4－2－③ 社会活動参加の促進 

 

4－3 健康づくりの推進        4－3－① 健康づくり活動の推進 

                    4－3－②  健診の受診率向上と生活習慣 

の改善 

                   4－3－③ 母子保健の充実 

                   4－3－④ 医療体制の充実 

 
4－4 子育ての支援          4－4－① 幼保機能の充実 

                    4－4－②  安心して子育てできる環境づ 

くり 

                   4－4－③ 子育て家庭への援助 

                   4－4－④ こどもの人権の尊重 

                   4－4－⑤ 学童保育の充実 

 

4－5 社会福祉の充実         4－5－① 地域福祉の担い手育成 

                    4－5－②  社会福祉機関・団体の充実 

                   4－5－③ 公営住宅の維持管理 

                   4－5－④ 生活保護制度の適正な実施 

                    4－5－99 施策の総合推進 



施策４－１ 高齢者福祉の充実 

4－1－① 生きがいづくりと社会参加の促進 
ねらい 

(めざす姿） 
・社会参加をしている高齢者が増加します。（仕事、地域など） 
・生きがいをもつ高齢者が増加します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
社会参加している高齢者の割合（％） 25.5

 
生きがいを持っている高齢者の割合（％） 39.7

4－1－② 日常生活の支援 
ねらい 

(めざす姿） 
・見守りや緊急時の連絡体制の支援などを行い、自立した生活を送れます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
緊 急 通 報 装 置 を 設 置 し て い る 独 居 老 人 の 割 合 （ ％ ） 13.9 14.0 緊急通報ネットワーク事業 

4－1－③ 介護予防の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・健康づくりを習慣的にしています。 
・健康状態（介護状態）を悪化させず、改善をめざしています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
健康づくりを習慣化している高齢者の割合（％） 81.0 介護予防一般高齢者事業 

介護予防特定高齢者事業 介護予防健診の受診率（％） 25.6 25.6

4－1－④ 介護保険制度の安定的な運用 
ねらい 

(めざす姿） 
・介護保険の趣旨が理解され、安定的な保険制度が運用されています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
介護保険料収納率（％） 97.01 97.01  
 



施策４－２ 障がい者（児）福祉の充実 

4－2－① 自立支援サービスの促進 
ねらい 

(めざす姿） 
・障がいの特性や能力に応じて適正なサービスを受けられ、自立が促進されます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
自立支援給付サービスの利用者数（人） 232 300

自立支援基盤整備事業 
通所サービス利用促進事業 

福祉施設から一般就労への移行者数（人） 1 2
障がい者（精神）が入院から在宅生活(退院)
へ移行した割合（％） 

― 20.0

4－2－② 地域生活支援の基盤づくり 
ねらい 

(めざす姿） 
・障がいの特性や能力に応じて適正な生活支援が受けられ、生活改善や経済的負

担が軽減されます。 
基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

地域生活支援事業の窓口相談等の相談件数（件） 1,134 1,300
グループホーム等家賃助成事業 
相談支援機能強化事業 

医療費助成を受け、経済的負担が軽減され

ている障がい者数（人） 
1,706 1,800

4－2－③ 社会活動参加の促進 
ねらい 

(めざす姿） 
・行動範囲が広がり、就労や社会参加できます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
訓練施設から一般就労した障がい者数（人） ― 4

 
社会参加促進事業サービス利用割合（％） 66.4 70.0
 



施策４－３ 健康づくりの推進 

4－3－① 健康づくり活動の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・健康増進や疾病予防に関する知識が身につき、個々人にあった健康づくりが実践で

きます。 
基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

健康づくりをしている市民の割合（％） 67.5 さんぶの森元気館管理運営事業 

4－3－② 健診の受診率向上と生活習慣の改善 
ねらい 

(めざす姿） 
・定期的に健診を受け、早期発見・早期治療ができます。 
・生活習慣を見直すことにより、検査データを改善し、より健康な生活ができます。

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
健診受診率（％） ― 65.0

がん検診推進事業 
特定健診・保健指導事業 

がん検診を年 1回受けている市民の割合（％） 36.8
要指導者で生活習慣が改善した割合（％） ― 10.0

4－3－③ 母子保健の充実 

ねらい 
(めざす姿） 

・親子が心身共に健康を保持・増進するための知識が得られることにより、不安が軽

減されます。 
・健診を受けることにより、早期発見・治療、発達支援ができます。 
・幼児のむし歯が減少します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
乳幼児健診の受診率（％） 84.2 90.0

 乳幼児健診の満足度（％） 82.5
幼児（3歳）のむし歯保有率（％） 40.8 30.5

4－3－④ 医療体制の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
 いつでも安心して、適正な医療が受けられます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
地域医療体制の充足度（％） 3.7  
 



施策４－４ 子育ての支援 

4－4－① 幼保機能の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・幼児教育を受ける機会の拡充と保育サービスにより、子どもを預け、働くことがで

きます。 
基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

幼稚園・保育所・こども園の定員充足率（％） 64.2 60.0
 

就学前保育・教育に関する保護者の満足度（％） 83.2

4－4－② 安心して子育てできる環境づくり 
ねらい 

(めざす姿） 
・子育ての悩みを相談できるネットワークがあり、相談できます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
配偶者・その他の親族以外で子育てを相談

できる相手がいる保護者の割合（％） 
80.2

子育て支援センター事業 
子育て相談（場所など）の周知度（％） 37.4
各種子育て相談延べ件数（件） 364 780

4－4－③ 子育ての家庭への援助 
ねらい 

(めざす姿） 
・所得に応じて経済的負担が軽減され、子育てしやすくなっています。 
・就労などにより、経済的に自立した生活が送れます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
乳幼児医療費受給券発行率（％） 96.3 98.0 乳幼児医療費対策事業 

母子家庭自立支援給付金事業 ひとり親家庭の自立率（％） 3.7 6.0

4－4－④ こどもの人権の尊重 
ねらい 

(めざす姿） 
・地域住民も関心を持ち、子どもたちの人権が守られます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
児童虐待通告件数（件） 21 30

 
児童に関する措置件数（件） 1 1

4－4－⑤ 学童保育の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・放課後の児童の安全を確保し、適切な遊びや、生活の場を与えることにより、保護

者が安心して働けます。 
基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

学童クラブの定員充足率（％） 87.2 85.0  
 



施策４－５ 社会福祉の充実 

4－5－① 地域福祉の担い手育成 
ねらい 

(めざす姿） 
・地域での福祉サービスの担い手が増加します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
地域福祉サービスや福祉のボランティアを

したことがある市民の割合（％） 
15.5  

4－5－② 社会福祉機関・団体の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・ニーズにあった地域福祉サービスを提供し、実施機関としての活動が活発化します。

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
社会福祉協議会で実施した事業への参加者

数（人） 
29,312 33,000

 
民生委員児童委員の１人当たりの年間活動日数（日） 77 80

4－5－③ 公営住宅の維持管理 
ねらい 

(めざす姿） 
・入居希望者が、適正に維持管理された住宅に入居できます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
公営住宅応募倍率（倍） 1.63 1.00  

4－5－④ 生活保護制度の適正な実施 
ねらい 

(めざす姿） 
・生活保護制度が適正に実施されています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
生活保護受給世帯数（世帯） 177 260  

4－5－99 施策の総合推進 

実施計画事業 地域福祉計画策定推進事業 



政策５ 生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 
 
【施策】               【基本事業】 
5－1 学校教育の充実         5－1－① 教職員の研修の充実 

                    5－1－②  「確かな学力」の向上と「活きた

学力」の推進 

                   5－1－③ 「健やかでたくましい体」の育 

                        成 

                   5－1－④ 「豊かの心」を育む 

                   5－1－⑤ 安全な教育環境の整備 

                   5－1－⑥ 教育施設の適正配置の推進 

 

5－2 生涯学習の推進         5－2－① 学習ニーズに対応した学習機 

会の提供 

                    5－2－②  生涯学習施設の充実 

                       5－2－③ 文化財の保護・活用 

                   5－2－④ 芸術文化活動の充実 

                   5－2－99 施策の総合推進 

 

5－3 スポーツの振興         5－3－① スポーツ活動の充実 

                    5－3－②  体育関係団体･指導者の育成 

                   5－3－③ 体育施設の充実 

                   5－3－99 施策の総合推進 

 
5－4 学校家庭地域の連携       5－4－① 開かれた学校づくり 

                    5－4－②  教育情報の発信 

                   5－4－③ 家庭教育力の向上 

                   5－4－④ 地域教育力の向上 

 

5－5 人権尊重のまちづくり      5－5－① 人権教育・人権啓発の推進 

                    5－5－②  人権相談の充実 

                   5－5－③ 人権擁護の推進 

                   5－5－④ 男女共同参画の推進 



施策５－１ 学校教育の充実 

5－1－① 教職員の研修の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・全教職員が充実した研修を受けています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
校内研修に意欲的に取り組んでいる教職員の割合（％） ―  85.0 教職員等対象研修事業 

5－1－② 「確かな学力」の向上と「活きた学力」の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・教科の特性を踏まえた個に応じた授業が受けられます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
学習意欲の向上が見られる児童（小５）・生徒（中２）の割合（％） 88.3 90.1

少人数授業数推進事業 
市が取り組む少人数指導授業に係る講師数（人） ― 10
英語指導助手がいる授業の割合（小学校）（％） 14.9 14.9
英語指導助手がいる英語授業の割合（中学校）（％） 29.2 29.2

5－1－③ 「健やかでたくましい体」の育成 
ねらい 

(めざす姿） 
・健康な体がつくられ、体力が向上します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
学校健診で異常と認められた児童・生徒の割合（%） 11.9 11.9

 新体力テストで県平均を上回っている種目

の割合（%） 
75.0 78.5

5－1－④ 「豊かな心」を育む 
ねらい 

(めざす姿） 
・自ら律しつつ、相手を思いやる心を持つ児童・生徒が増加します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

不登校児童生徒の割合（％） 

小学校

0.3
中学校

3.9

小学校

0.3
中学校

3.0
 

体験活動の実施時間数（時間） 

小学校

2,068
中学校

632

小学校

2,100
中学校

650



5－1－⑤ 安全な教育環境の整備 
ねらい 

(めざす姿） 
・安全・安心な教育環境・施設になっています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
小中学校の耐震化率（％） 87.0 98.7 小学校施設校舎整備事業 

中学校施設校舎整備事業 
小学校施設屋内運動場整備事業 

学校維持管理上の修繕件数（件） 101 75

5－1－⑥ 教育施設の適正配置の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・児童・生徒の減少、教育内容の充実及び施設の老朽化に伴い、教育施設の適正な配

置がなされています。 
基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

児童・生徒１人当たりの運営コスト（円） 87,056 75,000
学校給食関係施設整備事業 
学校給食センター統廃合事業 

必要普通教室の割合（％） 76.2 61.5
給食 1食当たりのコスト（円） 523 530
 

施策５－２ 生涯学習の推進 

5－2－① 学習ニーズに対応した学習機会の提供 
ねらい 

(めざす姿） 
・生涯学習のメニュー、機会が充足しています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
生涯学習の機会が充実していると思う市民の割合（％） 52.8

 ニーズに合致する生涯学習メニューが充足

していると思う市民の割合（％） 
44.3

5－2－② 生涯学習施設の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・生涯学習施設が多くの市民に利用されています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

生涯学習施設の利用者数（人） 275,873 310,000
さんぶの森中央会館等事業 
さんぶの森公園整備事業 
文化会館等改修事業 

5－2－③ 文化財の保護・活用 
ねらい 

(めざす姿） 
・文化財の活用により、市民の文化財への関心が高まり、文化財が保護、継承されます。

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
文化財を活用した事業への参加者数（人） 536 600

 
歴史民俗資料館入館者数（人） 8,784 9,000
 



5－2－④ 芸術文化活動の充実 

ねらい 
(めざす姿） 

・芸術文化の鑑賞･活動・発表等を通じ、芸術文化に親しみ心豊かな潤いのある生活を

送っています。 
・芸術文化活動に参加できる体制が整っています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
芸術文化の鑑賞の機会が充足していると思

う市民の割合（％） 
53.2

 市主催の芸術文化事業への参加者数（人） 5,721 7,000
芸術文化活動・発表等の機会が充足してい

ると思う市民の割合(%) 
22.5

5－2－99 施策の総合推進 

 

施策５－３ スポーツの振興 

5－3－① スポーツ活動の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・スポーツ活動に参加する機会が増え、より多くの市民がスポーツに親しむことがで

きます。 
基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

スポーツ大会・教室へ参加した市民の割合（％） 14.2 スポーツ・レクリエーション行事

開催事業 スポーツ大会・教室の機会の充足度（％） 55.4

5－3－② 体育関係団体・指導者の育成 
ねらい 

(めざす姿） 
・体育関係団体・指導者が育成され、地域でのスポーツ活動が活発になります。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
スポーツ団体数（総合型地域スポーツクラ

ブを含む）（団体） 
54 50

 
体育関係団体の指導者数（人） 134 124

5－3－③ 体育施設の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・市民の多くが体育施設を快適に利用することができます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
体育施設の利用者数（人） 179,147 180,000

 
体育施設の修繕件数（件） 0 6

5－3－99 施策の総合推進 

 

実施計画事業 生涯学習振興計画策定事業 

実施計画事業 スポーツ振興計画策定・推進事業 



施策５－４ 学校家庭地域の連携 

5－4－① 開かれた学校づくり 
ねらい 

(めざす姿） 
・学校･家庭･地域で健全育成のために話し合い、方策を実施しています。 
・学校行事に地域住民が参加しています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
学校行事に参加している市民の割合（％） 40.9

 
学校ミニ集会などの学校との話し合いに参

加した市民の割合（％） 
12.4

学校と地域との話し合いによる方策･改善

数（件） 
19 19

5－4－② 教育情報の発信 
ねらい 

(めざす姿） 
・学校や教育に関する情報を提供し、現状や方針が伝えられ、理解されています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
教育関係部局のホームページアクセス数

（アクセス） 
― 50,000

 
学校や教育に関する情報提供の満足度（％） 49.7

5－4－③ 家庭教育力の向上 
ねらい 

(めざす姿） 
・基本的な倫理観や自立心、自制心などの社会的マナーなどが身についています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
親業講座の参加者数（人） 184 180

家庭教育推進事業 
家庭教育学級の延べ参加者数（人） 7,111 7,100

5－4－④ 地域教育力の向上 
ねらい 

(めざす姿） 
・異年齢、異世代の地域の人々との関わりの中で子どもが育っています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
青少年育成事業への児童･生徒の参加者数（人） 1,267 1,260

青少年健全育成事業 
体験学習の参加者数（人） 380 380



施策５－５ 人権尊重のまちづくり 

5－5－① 人権教育・人権啓発の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・人権が尊重され、人権を侵害させない教育･啓発が行われます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
この 1 年間に人権について学んだことのあ
る市民の割合（％） 

27.2
 

この 1 年間に人権侵害をするような言動や
行動をした市民の割合（％） 

11.5

5－5－② 人権相談の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・人権が侵害されたときに問題解決の道が示されます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
人権相談件数（件） 29 35  

5－5－③ 人権擁護の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・人権を侵害する虐待、暴力、差別及び偏見がなくなります。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
人権侵害に対する相談件数（件） 1,246 1,200  

5－5－④ 男女共同参画の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・男女共同参画意識が定着します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
審議会などに女性委員が登用されている割合（％） 13.6 30.0  
男は仕事、女は家庭という役割分担意識を

解消する必要があると感じている市民の割

合（％） 
※この指標は、「男は仕事、女は家庭という役割分

担意識」が減少されることを示しています。 

43.0

※



政策６ 市民と行政が協働してつくるまちづくり 
 
【施策】               【基本事業】 
6－1 協働と交流によるまちづくり   6－1－① 市民活動の活性化 

                    6－1－②  協働意識の向上 

                   6－1－③ 市民活動施設の整備と利用促 

                        進 

                   6－1－④ 異文化交流の推進 

 

6－2 開かれた市政          6－2－① 広報の充実 

                    6－2－②  広聴の充実 

                       6－2－③ 情報公開及び個人情報保護の 

推進 

                   6－2－④ 議会情報の公開の推進 

 

6－3 計画的･効率的な行財政運営    6－3－① 行政評価の推進 

                    6－3－②  人材育成と効率的な組織運営 

                   6－3－③ 健全な財政運営 

                   6－3－④ 財源の確保 

                   6－3－⑤ 市有財産の有効活用 

                   6－3－⑥ 窓口サービスの向上 

                   6－3－⑦ 電子自治体の推進 

                   6－3－99 施策の総合推進 

 
6－4 公正確実な事務の執行      6－4－① 適正な会計処理 

                    6－4－②  積極的な選挙啓発 

                   6－4－③ 監査の充実 



施策６－１ 協働と交流によるまちづくり 

6－1－① 市民活動の活性化 

ねらい 
(めざす姿） 

・市民活動に参加する個人、団体・NPO法人が増えます。 
・分野別の人材活用ができます。 
・地域活動が活発に行われます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
NPO法人、市民活動・ボランティア団体数（団体） 117 150

提案型まちづくり助成事業 人材バンク登録者数（人） ― 30
区会、自治会加入率（％） 80.2 80.2

6－1－② 協働意識の向上 
ねらい 

(めざす姿） 
・行政との協働に対する意識が高まります。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
勉強会、講座などへの参加者数（人） ― 300

協働によるまちづくり意識向上事業 
市民との協働を理解する職員の割合（％） 75.0

6－1－③ 市民活動施設の整備と利用促進 
ねらい 

(めざす姿） 
・市民活動施設が整備され、市民や市民活動団体の活動する場が確保され、利用され

ます。 
基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

市民活動支援施設の利用者数（人） ― 1,200
(仮称)さんぶの森交流センター整
備事業 

6－1－④ 異文化交流の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・異文化を理解し、市民生活や生活文化が向上します。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
交流事業参加者数（人） 1,049 1,000

 
交流団体活動回数（回） 41 41
 



施策６－２ 開かれた市政 

6－2－① 広報の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・市政情報が適切に市民に伝わり、市民の市政に対する理解が深まっています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
広報紙を読んでいる市民の割合（％） 88.8

 広報紙が分かりやすいと思う市民の割合（％） 74.1
市ホームページアクセス数（アクセス） 239,440 262,500

6－2－② 広聴の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・市民の声や意見が市政に的確に届いています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
市民の声が市政に届いていると思う市民の

割合（％） 
21.9

 市民からの意見数 
（市長への手紙・メール）（件） 

78 88

広聴手段数（種類） 7 7

6－2－③ 情報公開及び個人情報保護の推進 

ねらい 
(めざす姿） 

・情報公開制度に対する市民の認知が高まり、市が公開する情報を市民が容易に入手

できます。 
・市が保有する個人情報が適正に管理･保護されています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
情報公開制度を知っている市民の割合（％） 13.4

 
個人情報の漏洩件数（件） 0 0

6－2－④ 議会情報の公開の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・議会への関心が高まっています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
議会だよりを読んでいる市民の割合（％） 51.9

 
傍聴人数（人） 201 220
 



施策６－３ 計画的･効率的な行財政運営 

6－3－① 行政評価の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・市民ニーズに対応した事業が計画的かつ効果的・効率的に行われています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
見直し･改善した事務事業数（件） ― 50

行政評価制度推進事務 
基本事業の目標達成割合（％） ― 70.0

6－3－② 人材育成と効率的な組織運営 
ねらい 

(めざす姿） 
・職員の資質が向上し、効率的な組織運営が行われています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
市民 1,000人当たりの職員数（人） 9.14 8.59

人事評価制度構築・推進事務 
定員適正化推進事務 

能力が十分発揮され実績が評価されている

と思う職員の割合（％） 
49.7

研修により資質の向上が図られていると思

う職員の割合（％） 
94.3

6－3－③ 健全な財政運営 
ねらい 

(めざす姿） 
・歳入に見合った自立性の高い財政運営が行われています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
経常収支比率（％） 93.1 90.0

 人件費割合（％） 22.1 21.0
実質公債費比率（％） 12.5 12.0

6－3－④ 財源の確保 
ねらい 

(めざす姿） 
・適正に賦課が行われています。 
・収納率が向上しています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
課税誤りとなった件数（件） 0 0 収納支援システム OCR 読取機器

購入事業 市税収納率（％） 95.83 97.50

6－3－⑤ 市有財産の有効活用 
ねらい 

(めざす姿） 
・市有財産が有効に活用されています。 
・施設が適正な規模で維持管理されています。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
市有財産活用率（％） 34.0 35.0

本庁舎増改築事業 
施設の整理・統合件数（件） 0 5

 



6－3－⑥ 窓口サービスの向上 
ねらい 

(めざす姿） 
 正確で迅速な窓口サービスが受けられます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
窓口サービスの満足度（％） 66.0  

6－3－⑦ 電子自治体の推進 
ねらい 

(めざす姿） 
・ＩＴを活用した行政サービスが利用できます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

インターネットによる電子申請・届出件数

（件） 
― 100

情報化計画策定・推進事業 
電子申請システム導入事業 
ネットワーク通信機器入替等事業

情報セキュリティ推進事業 

6－3－99 施策の総合推進 

実施計画事業 
国民健康保険料激変緩和事業 
地域振興基金積立事業 



施策６－４ 公正確実な事務の執行 

6－4－① 適正な会計処理 
ねらい 

(めざす姿） 
・職員の資質向上が図られ、支障なく適正な会計処理が執行されます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
会計課の審査により各課に返付する伝票枚

数（枚） 
― 180  

6－4－② 積極的な選挙啓発 
ねらい 

(めざす姿） 
・投票に関する権利の行使への意識が高まります。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 

国政投票率（％） 

衆議院

60.87
参議院

53.64

衆議院

63.00
参議院

55.00

 県政投票率（％） 

知事

47.42
県議

44.30

知事

50.00
県議

45.50

市政投票率（％） 

市長

61.58
市議

67.17

市長

65.00
市議

70.00

6－4－③ 監査の充実 
ねらい 

(めざす姿） 
・監査の充実を図ることにより、事務改善が進みます。 
・監査結果や措置結果について、情報公開されます。 

基本事業の成果指標 現状値 目標値 実施計画事業 
監査による指摘事項などの措置率（％） 0 70.0

 監査結果及び措置結果の市ホームページ公

開件数（件） 
3 6

 


