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総合計画　施策の大綱別一覧表[施策]　　第１章　環境調和都市

1

2

3

節

施策① 豊かな自然環境を守る

施策② 野生の動植物を守る

施策③

指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

自然環境を保全・継承する仕組みを構築する

目指すまちの姿

自然や環境に満足する市民が増えて
います

「自然や環境への配慮」に関
する市民満足度

市民意識調査で「やや満足」「非
常に満足」と答えた人の割合

自然環境

施　　　　策　　　　評　　　　価

施　　　　策　　　　評　　　　価

32.6% 28.3% H27.3 市民意識調査で「やや満足」「非
常に満足」と答えた人の割合

まちなみ、・自然・歴史などの美しさに
市民が満足しています

「町並み・自然・歴史などの美
しさ」に関する市民満足度 43.2% 50.0% H27.3

「公園や緑地などの環境」に
関する市民満足度 27.1% 40.0% H27.3

H27.3.31

施策③ 歴史的景観を守り育てる

施策④ 景観形成の仕組みをつくる

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節

施策① 快適で安全な公園づくりを進める

都市景観を守り育てる

公園・緑地

景観形成

施　　　　策　　　　評　　　　価

緑が増えています 緑地面積 87.96ha

施策② 緑を保全し増やす

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

市民意識調査で「やや満足」「非
常に満足」と答えた人の割合

自治会、団体などによる自主的な公園
愛護（アドプト）活動が広がっています

アドプト導入公園数 5個所 8個所 H27.3.31

公園や緑地が市民に親しまれています

節

施策① 自然景観を守り育てる

施策②

97ha
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総合計画　施策の大綱別一覧表[施策]　　第１章　環境調和都市

4

5

多様なエネルギーを活用する

「騒音・悪臭などの少なさ」に
関する市民満足度

節

施策① 公害などの無いまちをつくる

施策② 有害な化学物質による汚染を防止する

施策③

環境保全

施　　　　策　　　　評　　　　価

39.4%

地球環境保全に取り組む

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

34.9% H27.3
市民意識調査で「やや満足」「非
常に満足」と答えた人の割合

環境基準が達成されています 環境基準達成個所割合 100% 100% H27.3

騒音・悪臭などの少なさに満足する市
民が増えています

集団回収による排出量を含む

節

施策① 循環型社会を構築する

目標値
（H27年度）

測定時点 備  考

循環型社会

施　　　　策　　　　評　　　　価

施策②

37.1%

各家庭から排出されるごみの量が抑制
されています

１人１日当りのごみの排出量 885g 859g H27.3

資源の再利用への取り組みが進んでい
ます

資源化率 25.8% 31.5%

H27.3 市民意識調査で「やや満足」「非
常に満足」と答えた人の割合

目指すまちの姿 指  標 現在値

H27.3

リサイクル施策や自然環境への取り組
みに満足する市民が増えています

「リサイクル施策や自然環境
への取り組み」に関する市民
満足度

20.5%
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総合計画　施策の大綱別一覧表[施策]　　第２章　共生共感都市

1

2

3

市民が主体となって地域福祉活動に取
り組んでいます

地域福祉活動への参加延人
数 65,135人 65,000人 H27.3.31

まち全体としての健康・福祉に満足する
市民が増えています

「健康・福祉について」に関す
る市民意識 21.4% 15.0% H27.3

市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

施策② 地域ネットワークの形成を促進する

施策③ 推進体制を充実する

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節

施策① 地域福祉を推進する人を育てる

地域福祉

男女の地位が平等であるとする市民の
割合が高まっています

「社会全体でみたとき男女の
地位が平等である」とする市
民の割合

女14.4%
男25.0% 男女とも40.0% H26.3

目標値
（H27年度）

測定時点 備  考

政策ならびに方針の立案および決定へ
の男女共同参画が拡大されています

審議会などへの女性の参画
率 29.6% 40.0% H27.1

施策② あらゆる分野への男女共同参画を推進する

施策③ 男女の人権が尊重される社会をつくる

施策④ 総合的な推進体制を強化する

目指すまちの姿 指  標 現在値

市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

節

施策① 男女共同参画についての理解を深める

企業人権協議会参加企業数 50企業 71企業 H27.3.31

人権が尊重されるまちづくりが進んでい
ます

「人権」に関する市民意識 8.3% 6.0% H27.3

施策② 人権擁護の仕組みをつくる

施策③ 平和の大切さの意識を高める

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）

施　　　　策　　　　評　　　　価

施　　　　策　　　　評　　　　価

男女共同参画

人権・平和節

施策① 人権意識を高める

測定時点 備  考

多くの企業が人権意識を高める取り組
みを行っています
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総合計画　施策の大綱別一覧表[施策]　　第２章　共生共感都市

4

5

障がい者の就労環境が整備されていま
す

障がい者の雇用者数 171人 180人 H26.6.1 従業員56人以上の企業

障がい者の積極的な社会参加を支援
する環境が整っています

ホームヘルパーの派遣時間 83,010時間 31,000時間 H26

現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

高齢者や障がい者などにとっての暮ら
しやすいまちが実現しています

「高齢者・障がい者にとっての
暮らしやすさ」に関する市民
意識

25.1% 10.0% H27.3
市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

施策② 自立と社会参加を促進する

施策③ 保健・医療・福祉サービスを充実する

施策④ 推進体制を充実する

目指すまちの姿 指  標

高齢者がまちづくりの活動に参加して
います

まちづくり活動に参加した高
齢者の割合 58.7% 75.0% H27.3

節

施策① ノーマライゼーション理念を啓発する

障がい者福祉

高齢者が元気に暮らしています
要介護認定を受けていない
高齢者の数 26,085人 26,354人 H27.3.31

高齢者や障がい者などにとっての暮ら
しやすいまちが実現しています

「高齢者・障がい者にとっての
暮らしやすさ」に関する市民
意識

25.1% 10.0% H27.3
市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

施策③ 生きがいと触れ合いに満ちた暮らしづくりを支援する

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

施　　　　策　　　　評　　　　価

節

施策① 長寿社会を支える仕組みをつくる

高齢者福祉

施策② 健やかで安心できる暮らしを支援する

施　　　　策　　　　評　　　　価
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総合計画　施策の大綱別一覧表[施策]　　第２章　共生共感都市

6

7

施策①

節

※出生千対

高齢者が元気に暮らしています
要介護認定を受けていない
高齢者の数 26,085人

特定健康診査受診率 40.4%

26,354人 H27.3.31

施策③ 安心できる医療体制を充実する

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 健康

施策① 生涯を通じた健康づくりを推進する

施策② 健康づくりのための環境を整える

施策② 子どもの成長を支援する

施策③ ひとり親家庭の自立を促進する

施　　　　策　　　　評　　　　価

子どもの権利擁護を推進する

児童・ひとり親家庭福祉

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

児童に対する福祉や子育てのしやすい
まちが実現しています

「児童に対する福祉や子育て
のしやすさ」に関する市民意
識

13.6% 10.0% H27.3

子どもの権利が養護されています 児童虐待見守り件数 216件 112件 H27.3.31

ひとり親家庭が自立しています
児童扶養手当の所得上昇に
よる支給停止件数 95件 102件 H27.3.31

50.0% H26年度 河内長野市国民健康保険加入
者における割合

健康的な生活習慣で、個々人が健康づ
くりに取り組んでいます

がん検診受診率 15.5% 30.0% H26年度

幼児死亡率（１～４才） 0人 0.8人 H25年 ※人口１０万対

子どもの身体と心が健やかに育ってい
ます

乳児死亡率 0人 3.2人 H25年
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総合計画　施策の大綱別一覧表[施策]　　第２章　共生共感都市

8節

生活保護世帯の自立が進んでいます 稼働世帯の割合 17.8%

施策③ 福祉医療制度を適正に運用する

施策④ 生活保護制度を適正に運用する

38.0%

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値

H27.3.31 生活保護世帯のうち、働いている
人がいる世帯の割合

国民健康保険事業が健全に運営され
ています

国民健康保険料の収納率 93.7% 95.0% H27.5.31

目標値
（H27年度）

測定時点 備  考

社会保障

国民健康保険制度を適正に運用する施策①

施策② 国民年金制度を適正に運用する
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総合計画　施策の大綱別一覧表[施策]　　第３章　元気創造都市

1

2

3

教育活動に協力する地域人材が増えて
います

地域人材の活用回数 299回 250回 H27.3.31

教育環境に満足する市民が増えていま
す

「小中学校や幼稚園の教育
環境」に関する市民意識 15.1% 10.0% H27.3

市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

学校を「心の居場所」と感じる子どもが増
えています

不登校の児童生徒数 119人 110人 H27.3.31

施策④ 安全、安心な学校園をつくる

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 学校教育

施策① 特色ある学校園をつくる

施策③ 児童・生徒の心の居場所をつくる

施策② 地域に信頼される学校園をつくる

出生率の低下が改善されています 合計特殊出生率 1.11人 1.2人 H25

少子化の進行が改善されています 年少人口比率 11.2% 13.9% H27.3 15歳未満人口の全人口に占める
割合

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 次世代育成

施策① 子育て家庭への支援を充実する

施策② 地域全体で子どもを育てる環境や仕組みを整備する

生涯学習の環境が整っています
「生涯学習の環境」に関する
市民意識 17.0% 10.0% H27.3

市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

まちづくりへの参画につながる学習を推
進する基盤や仕組みが整っています

「生涯学習情報提供システ
ム」登録数

1,023件/年 1200件/年 H26年度

節 生涯学習

施策① 学習がまちづくりにつながる基盤を整える

施策② 学習がまちづくりにつながる仕組みを整える

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標
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総合計画　施策の大綱別一覧表[施策]　　第３章　元気創造都市

4

5

6

生涯学習スポーツの環境が整っていま
す

総合型地域スポーツクラブ組
織数 2団体 7団体 H27.3.31

スポーツの振興が図られています スポーツ施設利用者数 544,136人 800,000人 H27.3.31

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

市民スポーツ

スポーツ振興の仕組みを整備する

施策② スポーツ振興の環境を整える

節

市民一人ひとりが、スポーツに親しむこ
とができる場や機会が整っています。

「スポーツなど健康づくりの場
や機会」に関する市民意識 18.7%

青少年がさまざまな活動に参加していま
す

青少年リーダー数 21人 100人 H27.3.31

地域社会におけるさまざまな体験の機
会が充実しています

青少年講座参加者数 1,118人 750人 H27.3.31

非行が未然に防止されています 少年犯罪者数 1,012人 1,000人 H26年中

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

施策① 非行などを未然に防止する

施策② 青少年の体験活動を充実する

施策③ 夢と創造力を育む機会を充実する

図書館利用者数 621,046人 680,000人 H27.3.31

節 青少年育成

10.0% H27.3
市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

社会教育の環境が充実しています 社会教育講座参加者数 15,457人 5,800人 H27.3

多くの市民が図書館を利用しています

施策③ 人づくりの場を充実する

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 社会教育

施策① 人づくりのための仕組みを充実する

施策② 図書館を通じて学習・読書活動を支援する

施策①
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総合計画　施策の大綱別一覧表[施策]　　第３章　元気創造都市

7

8

9

地域の商業・サービス業が活性化してい
ます

商業・サービス業事業所数 1,037件 1,200件 H24年度

商業地などの賑わいについて市民が満
足しています

「商業地などの賑わい」に関
する市民意識 57.7% 10.0% H27.3

市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

商業・サービス業

施策① 交流地として商業地を再生する

施策② 地域商業の活性化を推進する

施策③ 経営基盤の強化と意識変革を促進する

節

日常的な国際交流活動が盛んに行われ
ています

国際交流活動参加者数 5,627人 4,600人 H27.3

国際交流活動を支える人が増えていま
す

国際交流協会会員数 670人 1,200人 H27.3

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

国際交流

施策① 国際化時代を担う人材を育成する

施策② 多文化共生の環境をつくる

節

貴重な歴史文化遺産が保全されていま
す

指定登録文化財数 191件 195件 H27.3

文化振興事業に参加する市民が増えて
います

文化振興事業参加者数 57,030人 25,000人 H27.3

文化芸術活動などの環境に満足する市
民が増えています

「文化芸術活動などの環境」
に関する市民意識 16.5% 10.0% H27.3

市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

施策③ 歴史文化遺産を保存・活用する

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 市民文化

施策① 文化芸術創造の環境をつくる

施策② 生活文化を育む

－568－



総合計画　施策の大綱別一覧表[施策]　　第３章　元気創造都市

10

11

12

森林の保存活用に市民が参加していま
す

森林ボランティア登録数 86人 100人 H27.3.12

安定的な林業経営が行われています 林業従事者数 48人 52人 H22.10

施策③ 森林の多面的な機能の充実を図る

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 林業

施策① 安定的な林業経営を支援する

施策② 木材需要を拡大する

地産地消の仕組みが充実しています 朝市・直売所の売上高 25,790万円 70,000万円 H26年度

持続的な農業経営が行われています 農業従事者数 934人 1,044人 H22.2.1

施策③ 農空間の多面的な機能の充実を図る

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 農業

施策① 持続的な農業経営を支援する

施策② 地産地消の仕組みを充実する

地域の工業が活性化しています 工業事業所数 253件 300件 H24年度

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

施策① 既存事業所を活性化する

施策② 新しい地場工業を創出する

節 工業
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13

14

勤労者が安心して働ける環境が整って
います

勤労市民互助会被登録者数 875人 1,100人 H27.3

安定した雇用環境が確保されています 有効求人倍率 0.69% 0.50% H27.3

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 勤労者

施策① 雇用の促進と安定を図る

施策② 福利厚生を充実する

市民が主体となった観光受入体制が充
実しています

観光ボランティア数 194人 300人 H27.4.1

観光と産業の融合による新たな河内長
野の魅力が創出されています

観光客数 954,529人 1,200,000人 H26.3末

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 観光

施策① 河内長野らしい観光産業を創出する

施策② 観光受け入れ体制を充実する
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1

2

3

自主防犯体制が充実しています 自主防犯活動団体数 50団体 50団体 H27.3.31

救急救助体制が充実しています。 救命率 17.4% 100% H26年中 蘇生した心肺停止患者の1ヵ月
後の生存率

火災などの災害による被害が減少してい
ます

火災などの災害による負傷
者数 5人 0人 H26年中

市民の防火意識が高まっています 出火率 2.88% 0.0% H26年中 人口1万人に対する火災発生率

施策③ 火災を予防する

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 消防・救急救助

施策① 消防・救急救助体制を充実する

施策② 消防施設・設備を充実する

市民の安心感が高まっています 「防犯」に関する市民意識 15.9% 10.0% H27.3
市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合
減少を目指す。

犯罪の発生が減少しています 犯罪発生件数 1,015件 1,800件 H26年中

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 防犯

施策① 防犯体制を充実する

施策② 地域の防犯力を高める

安全で安心なまちづくりが進んでいます
「『安全・安心』について」に
関する市民意識 13.8% 10.0% H27.3

市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 危機管理

施策① 安全で安心な地域社会を実現する

施策② 危機管理体制を確立する
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4

5

6

市民が消費生活について相談できる体
制が整っています

消費者相談件数 1,012件 1,000件 H26年度

自然災害に対する対策が進んでいます 「防災」に関する市民意識 12.2% 10.0% H27.3
市民意識調査で「やや不満」「非常
に不満」と回答した人の割合、減少
を目指す

消費者の意識や知識が高まっています 啓発など講座受講者数 1,391人 1,500人 H26年度

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 消費生活

消費者の意識や知識を高める

施策② 消費者保護を充実する

施　　　　策　　　　評　　　　価

施策①

河川改修により災害の発生が防止され
ています

河川災害発生件数 0件 0件 H27.3.31

土砂災害から住民の生命や財産が守ら
れています

土砂災害発生件数 0件 0件 H27.3.31

施策③ 河川災害を防止する

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 治山・治水

施策① 山地や森林を適正に管理する

施策② 土砂災害を防止する

地域の防災活動に市民が参画していま
す

防災組織化率 61.3% 100% H27.3

施策③ 被害を迅速に回復し再発を防止する

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 防災

施策① 災害の発生を予防する

施策② 災害による被害の拡大を防止する
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7

8

9

道路の美化や維持管理などでは地域の
住民などが積極的に参画しています。

アドプトロード団体数 26団体 34団体 H27.3.31 市及び府との三者協定の13団体
を含む

道路や橋などの交通網に満足する市民
の数が増えています

「道路や橋などの交通網」に
関する市民意識 33.6% 28.4% H27.3

市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 道路

施策① 道路網を充実する

施策② 道路環境を向上させる

交通環境のバリアフリー化が進んでいま
す

バリアフリー基準の適合率
（バス車両の低床化率） 100% 100% H26.3末

バスなどの公共交通サービスに満足する
市民の数が増えています

「バスなどの公共交通サービ
ス」に関する市民満足度 9.9% 49.8% H27.3 市民意識調査で「やや満足」「非

常に満足」と答えた人の割合

施策② 交通環境を向上させる

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

交通事故発生件数 411件 390件 H26年中

施策① 公共交通ネットワークを充実する

節 交通体系

交通事故の被害者が少なくなっていま
す。

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 交通安全

施策① 交通安全意識を高める

施策② 交通安全環境を整備する

バスなどの公共交通サービスが充実して
います

バス営業キロ数 690.6km 690.6km H26.11.29
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10

11

13

14

市民が必要とする墓地が確保されていま
す

墓地区画数 17,245区画 18,000区画 H27.3.31

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 斎場・墓地

施策① 斎場施設の建替え整備を行う

施策② 墓地の充足を図る

浸水や道路冠水対策が進んでいます 浸水・冠水件数 0件 0件 H27.3

水洗化が進んでいます 浄化槽を含む水洗化率 91.9% 93.0% H27.3.31 単独浄化槽は除く

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 下水

施策① 汚水（生活排水）の適正な処理を行う

施策② 雨水に対する安全を確保する

公的な住宅が整備されています 公的住宅戸数 4,186戸 4,245戸 H27.3末

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 住宅

施策① 良質な公的住宅を整備・充実する

施策② 良質な民間住宅の整備・充実を促進する

都市基盤の整備について満足する市民
の数が増えています

「まち全体としての「都市基盤
の整備」」に関する市民意識 31.8% 10.0% H27.3

市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

節 市街地整備

施策① 魅力ある中心市街地を整備する

施策③ 良好な新市街地を形成する

施策② 良好な住環境を形成する

－574－



総合計画　施策の大綱別一覧表[施策]　　第５章　自律協働都市

1

2

3

節 協働

施策① 市民参加を推進する

施策③ 多様な主体間の協働を推進する

施策② 市民の主体的な活動を支援する

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

多様な主体と行う協働事業が増加してい
ます

協働事業数 82事業 90事業 H26.3.18

節 コミュニティ

施策① コミュニティ活動を推進する

施策② 地域の活動拠点を確保する

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

市民一人一人の地域社会に対する参加
が拡大しています

自治組織加入率 69.5% 85.0% H27.4.30

コミュニティ活動の拠点が整っています
コミュニティ活動利用可能施
設数 183個所 181個所 H27.4.1

節 情報化

施策① 行政サービスの情報化を進める

施策② 新しい都市経営のための情報化を進める

施策③ 情報資産に対する脅威に対応する

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

行政サービスの情報化が進んでいます 行政サービスの電子化件数 37件 49件 H27.3.31

情報化に対応した行政情報の提供が行
われています

市ホームページへのアクセ
ス件数 765,854件 650,000件 H27.3.31

都市経営のための情報化が進んでいま
す

庁内事務の電算化件数 180件 183件 H27.3.31

審議会などへの市民参加が進んでいま
す

公募委員のいる審議会の割
合 17.8% 70.0% H27.4.1

市民公益活動団体の活性化が図られて
います

市民公益活動団体数 122団体 140団体 H26.7
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4

5

節 行財政運営

施策① 計画的な行政運営のための仕組みを構築する

施策② 環境変化に対応した行政体制を確立する

施策③ 行政資源を有効に活用する

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

市政に対する満足度が高まっています 「市全体」に関する市民意識 22.1% 10.0% H27.3
市民意識調査で「やや不満」「非
常に不満」と回答した人の割合、
減少を目指す

節 広域行政

施策① 広域連携による行政サービスを推進する

財政の健全性が高まっています 経常収支比率 103.9% 90.0% H26年度

施　　　　策　　　　評　　　　価

目指すまちの姿 指  標 現在値
目標値

（H27年度）
測定時点 備  考

広域連携の強化により、共同処理が効
率的・効果的な事務事業が共同で実施
されています。

広域で共同実施する事業数 6事業 6事業 H27.4.1
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