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  （１）目的 

 後期基本計画に掲げる各施策（39施策）について、今後５年間にわたり進捗状況を管理す

るとともに、最終年度（平成33年度）に成果の検証等を行うため、前期基本計画に引き続

き、数値目標を設定します。 

  （２）設定する数値目標（指標） 

 前期基本計画と同様に、次の２種類の数値目標（指標）を設定します。 

 

 

 後期基本計画に位置付けた各施策の進捗管理を客観的に行える 

ようにするため、それぞれの施策に関連する「統計指標等」を用 

いて設定する目標値です。 

 

 

 

 後期基本計画の最終年度に、各施策の成果検証を行うため、市 

民ニーズ（満足度）調査における評価（５段階評価の平均点）を 

基準として設定する目標値です。 

 ① 目標指標 

 ② 成果指標 

（前期基本計画の「目標指標」の例） 

（前期基本計画の「成果指標」の例） 



２．「目標指標」の設定について 
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  （１）目標指標の設定に関する考え方 

 目標指標は、後期基本計画に位置付けた各施策の進捗管理を客観的に行えるようにするた

め、それぞれの施策に関連する「統計指標等」を用いて設定する目標値です。 

 

 そのため、実際に設定する目標値は５年後のものですが、できるだけ毎年度の推移を把握

できる統計指標等を選定します。 

  （ただし、国勢調査や経済センサスなど、国・県等が実施する統計調査や、数年ごとに各 

   課所において実施するアンケート調査等の結果を用いる場合を除く。） 

 

 前期基本計画では、本市で初めての試みとして128項目の目標指標を設定しましたが、後

期基本計画では、各施策の進捗状況や成果を総括できるような指標に絞って設定します。

（60項目程度） 

 参考：前期基本計画における目標指標の達成見込 

○【達成見込】…目標達成済（又は平成28年度に達成見込み） 
△【改善】  …現時点では目標達成していないが改善している 
×【達成困難】…事業に取り組んでいるものの、現状では目標達成が 
        困難である 
－【判断保留】…今後実施する統計調査等で実績値を把握する 
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  （２）目標指標の選定について 

○ 目標指標の選定に当たっては、次の点に配慮することとします。 

 

 

 目標指標は、客観的な進捗管理を行えるようにするため、できるだけ他の自治体と比較し

やすい指標を選定します。 

 

 

 

 

 事業の効果をより分かりやすくするため、「何をしたか」という活動量を表す指標（アウ

トプット指標）ではなく、「その結果どうなったか」という取組成果を表す指標（アウト

カム指標）を、できるだけ選定します。 

 

 

 

 各施策には、それぞれ多くの事業を登載していますが、目標指標は、これらの進捗状況や

成果を把握しやすくするためにも、施策全体の進捗管理・評価がしやすい指標を、施策ご

とに１～２項目程度に絞って選定します。 

 

 

 ① 他の自治体と比較しやすい指標であること 

 ② 取組の「量」ではなく、「成果」を把握できる指標であること 

 ③ 「個々の事業」ではなく、「施策全体」の進捗評価ができる指標であること 

【例】 ・（△）医師数  →（○）人口10万人当たり医師数 
    ・（△）空き家数 →（○）空き家率 

【例】 ・（△）歩道の整備延長 →（○）人口1,000人当たり交通事故件数 

【例】 ・（△）海水浴場入込者数     →（○）観光入込客数（市全体） 
    ・（△）シビックセンター利用者数 →（○）文化施設利用者数 
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  （３）５年後の「目標値」の設定について 

○ 目標指標の「目標値」は、次の考え方を基本として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 必要な時点修正を除き、できる 

  だけ既存の計画に掲げた目標値 

  との整合を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 ① 近年の数値が 「増加傾向」 にある場合  ② 近年の数値が 「減少傾向」 にある場合 

 ③ 選定した指標が、 「総合戦略」 や各課所が策定した 「個別計画」 と同じ内容である場合 

【例】空き家率など 

【例】交通事故 

発生件数など 

【例】出生数など 

【例】施設の利用者数など 
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  （４）後期基本計画で設定する主な目標指標（案） 

大綱 施策 目標指標 現状値（H28） 目標値（H33） 

１ 福祉・医療 

こども福祉 合計特殊出生率 1.46 1.50 

高齢者福祉 特別養護老人ホームの待機者数 304人 200人 

地域医療体制など 人口10万人当たりの医師数 168.5人 173.3人 

２ 教育・文化 
学校教育 

授業の内容がよく分かる児童・
生徒の割合 

（小6）国語85.4％ 

算数82.9％   

（中3）国語80.1％ 

数学75.2％ 

（小6）国語90.0％  

算数87.0％    

（中3）国語82.0％  

数学80.0 ％ 

文化・芸術 文化施設の利用人数 574千人 674千人 

３ 産業 

工業 製造品出荷額（４人以上事業所） 9,938億円 13,416億円 

商業 小売業の年間商品販売額 1,479億円 1,479億円 

観光 観光入込客数（市独自集計） 2,730千人 3,280千人 

４ 都市基盤 
公共交通体系 バス利用者数 3,498千人 3,854千人 

住宅 空き家率 4.5％ 4.5％ 

５ 生活環境 

ごみ・資源 人口１人当たりのごみ年間総量 362kg 344kg 

消防・救急 病院収容所要時間 36.7分 36.7分 

防犯・交通安全 
人口千人当たりの交通事故発生
件数 

3.96件 3.41件 

６ 協働 
産学官連携 行政と大学の連携事業数 34件 43件 

広聴広報・相談 フェイスブック閲覧件数 1,151千件 2,000千件 



３．「成果指標」の設定について 
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  （１）成果指標の設定に関する考え方 

 成果指標は、後期基本計画の最終年度に、各施策の成果検証を行うため、市民ニーズ（満

足度）調査における評価を基準として設定する目標値です。 

 前期基本計画と同様に、39施策について、42項目の成果指標を設定します。 

 （「国際化・平和」、「防犯・交通安全」、「広聴広報・相談」の３施策については、１施 

  策に対して2項目の指標を設定しています。） 

 ５年後の「目標値」は、各施策の評価の「現状値」と、今後の「重要度」を勘案して設定

します。（いずれも５段階評価の平均点） 

【前期基本計画における 
 現状値、目標値、重要度の例】 

点数 現在の評価 今後の重要度 

５点 良い 重要である 

４点 やや良い やや重要である 

３点 どちらとも言えない どちらとも言えない 

２点 やや悪い あまり重要でない 

１点 悪い 重要でない 

【５段階評価の基準】 
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  （２）前期基本計画における「目標値」の設定状況 

 

 

 前期基本計画の「目標値」は、評価の現状値を基準として設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題１： 3.5点以上の施策は、目標が「現状維持」となってしまうこと。 

 課題２： 施策によって、目標値の上昇幅にバラつきが生じてしまうこと。 

 【課題２の例】 
 

 

 

 

 

 

 ① 前期基本計画における目標値の設定方法 

現状値（H23） 目標値（H28） 備 考 

3.5点以上 現状維持 現状維持を目標とする 

3.2～3.4点 3.5点 3.5点を目標とする 

3.1～3.0点 ＋0.3点 現状値＋0.3点を目標とする 

2.9点以下 3.0点 3.0点を目標とする 

（※ただし、市民ニーズ調査の「重要度」が4.5点以上の場合は、上記の目標値に0.1点を加える。） 

 ② 上記の設定方法の課題 

現状値 

（H23） 

目標値 

（H28） 
増減 備 考 

3.4点 3.5点 （＋0.1点） 現状値に「0.2点の差」があるのに、 
目標値が「同じ」 3.2点 3.5点 （＋0.3点） 

3.0点 3.3点 （＋0.3点） 現状値は「0.1点しか差がない」のに、 
目標値に「0.3点の開き」が生じる 2.9点 3.0点 （＋0.1点） 
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  （３）後期基本計画における「目標値」の設定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 前期基本計画における目標値・実績値の状況 

策定時（H23）の「現状値」 

（全施策平均） ３.０５点 

策定時（H23）の「目標値」 

（全施策平均）３.２７点 

最終年度（H28）の「実績値」 

（全施策平均）３.１１点 

目標 
平均0.22点UP 

実績 
平均0.06点UP 

策定時（H28）の「現状値」 

（全施策平均）３.１１点 

 ② 後期基本計画における目標値の設定 

前期基本計画の状況 

後期基本計画の考え方 

策定時（H28）の「目標値」 

（全施策平均）３.３４点 

目標 
平均0.23点UP 

 後期基本計画における「成果指標」の目標値（全施策平均）は、前期基本計画の目
標設定と同水準となる「現状値から0.2点程度の上昇」を目指すこととします。 

 次ページの考え方に基づいた場合、目標値は全施策平均で0.23点の上昇となります。 
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 基本的な目標値の設定方法 

  全施策平均で0.2点程度上昇という全体目標を踏まえ、基本的には「現状値＋０.２点」を 

  目標とします。 

 目標の設定値を引き上げるべき施策 

  重要度が「高い」にもかかわらず、現在の評価が「低い」施策は、短期的・重点的な改善 

  に取り組む必要があるため、目標値を「現状値＋０.３点」とします。 

重要度：高い 

評 価：低い 
↓ 

短期的・重点的な
改善に取り組むべ
き施策 

 

【目標値】 

現状値＋０.３点 

重要度：低い 

評 価：低い 
↓ 

中長期的な改善に
取り組むべき施策 

 

【目標値】 

現状値＋０.２点 

重要度：高い 

評 価：高い 
↓ 

現在の高い取組水
準を積極的に維持
すべき施策 

 

【目標値】 

現状値＋０.２点 

重要度：低い 

評 価：高い 
↓ 

これまでの着実な
取組を維持すべき
施策 

 

【目標値】 

現状値＋０.２点 

現状値＋０.３点 現状値＋０.２点 

現状値＋０.２点 現状値＋０.２点 
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【項目】      【現状値】【目標値】 

・交通安全     3.10 → 3.40 
・平和       3.08 → 3.38 
・学校教育     3.08 → 3.38 
・地域福祉     3.05 → 3.35 
・市街地整備    2.92 → 3.22 
・地域医療体制など 2.85 → 3.15 
・財政運営     2.82 → 3.12 
・道路交通体系   2.76 → 3.06 
・公共交通体系   2.71 → 3.01 
・工業       2.57 → 2.87 
・商業       2.52 → 2.82 

【項目】      【現状値】【目標値】 

・墓地・葬祭場   3.54 → 3.74 
・文化・芸術    3.38 → 3.58 
・広聴広報     3.30 → 3.50 
・行政経営     3.27 → 3.47 
・農・林業     3.22 → 3.42 
・水産業      3.21 → 3.41 
・コミュニティ活動 3.21 → 3.41 
・河川・水路    3.18 → 3.38 
・生涯スポーツ   3.16 → 3.36 
・生涯学習     3.13 → 3.33 

【項目】      【現状値】【目標値】 

・上下水道     3.93 → 4.13 
・消防・救急    3.67 → 3.87 
・ごみ・資源    3.56 → 3.76 
・防災・減災    3.50 → 3.70 
・健康づくり    3.29 → 3.49 
・高齢者福祉    3.18 → 3.38 
・青少年育成    3.16 → 3.36 
・防犯       3.14 → 3.34 
・障害者福祉    3.14 → 3.34 
・こども福祉    3.13 → 3.33 
・観光       3.11 → 3.31 

【項目】      【現状値】【目標値】 

・物流       3.09 → 3.29 
・住宅       3.08 → 3.28 
・自然環境の保全と創造  3.05 → 3.25 
・相談       3.05 → 3.25 
・高等教育等    3.05 → 3.25 
・市民の多様な活動 3.01 → 3.21 
・産学官連携    2.94 → 3.14 
・男女共同参画   2.90 → 3.10 
・国際化      2.88 → 3.08 
・公園・緑地    2.86 → 3.06 

現状値＋０.３点 現状値＋０.２点 

現状値＋０.２点 現状値＋０.２点 


