
基本目標・重点目標・成果指標一覧 

 

生活・環境2

安全・安心に暮らせるまちづくり安全・安心な生活⑶

便利で快適に暮らせるまちづくり

環境にやさしく、快適で安心して暮
らせるまち

都市基盤⑴

自然をいたわり環境にやさしいまち
づくり

市民とともに歩み、だれもが住み続
けたいと思えるまち

生活環境

重点目標

⑵

基本目標

⑵
健全で効率的な行政運営と自立した
自治体経営を確立するまちづくり

行財政運営

参加と協働
情報を共有し、だれもが参加する協
働のまちづくり

⑴

自治体運営1
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【№１】 

 

 

 

 

基準値
（平成20年度）

目　標
（平成31年度）

説　　明

1
まちづくり関連計画などの市民説明
会・地区懇談会などへの市民参加者
数

2.0％
（年371人/17,859人） ➚

市が説明責任を果たすことを基本に、市民

参加の拡大や協働によるまちづくりへの取

組の成果をみる指標です。

2
まちづくりのために公募される各種
委員会、審議会等数

14機関 ➚
法律、条例・規則、要綱に基づき設置する

各種委員会、審議会などにおいて、市民の

意見がまちづくりに反映されるよう、市民

参加の体制づくりの進展状況をみる指標で

す。

3
各種委員会、審議会等における女性
委員の割合 20.9% ➚

法律、条例・規則、要綱に基づき設置する

各種委員会、審議会などにおける女性委員

の割合により、男女共同参画社会の進展状

況をみる指標です。

4 実質赤字比率 ― ➙
5 連結実質赤字比率 ― ➙
6 実質公債費比率 15.1% ➘
7 将来負担比率 217.8% ➘

8 市道の舗装率 60.2% ➚
市道延長に占める舗装された道路の割合か

ら、道路交通の利便性や生活環境の質の向

上をみる指標です。

9 公共交通機関の路線数
バス6路線
ＪＲ1路線 ➙

地域住民の日常生活に不可欠な生活交通路

線の維持、確保の状況をみる指標です。

10 １人１日あたりのごみ排出量 868g ➘
１人１日あたりのごみ排出量から、環境に

配慮したまちづくりの進展状況をみる指標

です。

11 リサイクル率 38.6% ➚
資源ごみ（プラスチック製容器包装、空き

缶、ペットボトルなど）のリサイクル率か

ら、循環型社会の推進状況をみる指標で

す。

12 上水道有収率 80.3% ➚
上水道有収率から、水質の維持と安定供給

をはじめとする水道事業の健全な運営状況

をみる指標です。

13 汚水処理人口普及率 83.4% ➚
市内全域を対象にした公共下水道や合併処

理浄化槽などの整備による生活環境の質の

向上をみる指標です

14 一般・普通救命講習受講者 352人 ➚
市民、地域、関係機関を対象とした応急手

当の普及啓発による総合的な防災力の強化

をみる指標です。

15 自主防災組織率 0% ➚
全世帯に対する自主防災組織が結成された

地域の世帯の割合から、防災意識の高まり

をみる指標です。

16 除排雪計画に対する実施実績 100.0% ➙
現行の除排雪水準を維持することを基本

に、冬期間における安全・安心の確保の状

況をみる指標です。

17 交通事故発生件数 31件 ➘
市内で発生した交通事故件数から、交通安

全を目的とした取組の成果をみる指標で

す。

指標名

「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律」に基づいた健全化判断比率に算出によ

り、健全な行財政の運営状況をみる指標で

す。
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基本目標・重点目標・成果指標一覧 

 

⑶ 雇用・労働環境
定住化を促す雇用環境の充実したま
ちづくり

⑷ 観光
訪れてみたいと感じる魅力ある観光
のまちづくり

活力がみなぎる商工鉱業のまちづく
り

基本目標 重点目標

健やかでぬくもりのある福祉のまち
づくり

⑵

商工鉱業
いきいきとした産業がきらめくまち３

地域資源を生かした魅力ある農林業
のまちづくり

⑴

⑴ 保健・医療

生活を支え安心を保障するまちづく
り

健康な暮らしを支える保健・医療の
充実したまちづくり

福祉

⑶ 社会保障

農林業

健康にみちあふれ、生活を支えあう
ぬくもりのまち

⑵
産業・経済

4
保健・医療
・福祉
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【№２】 

 

基準値
（平成20年度）

目　標
（平成31年度）

説　　明

18 担い手への農地利用集積率 78.6% ➚
農地の流動化を促進して意欲のある担い手

に農地を集積し、農地の効率的な利用によ

る安定した農業経営と生産性をみる指標で

す。

19 森林整備事業の推進 410ha ➙
芦別市森林整備事業計画に基づく市内の森

林整備に向けた取組の成果をみる指標で

す。

20 商品販売額 1,571,866万円 ➙
商業統計調査の結果を用い、市内の商業振

興の状況をみる指標です。

21 製造品出荷額 1,459,060万円 ➚
工業統計調査の結果を用い、市内の工業振

興や企業の生産活動をみる指標です。

22 就業者比率(就業者数÷生産年齢人口) 66.7% ➚
国勢調査結果を用い、市内における就業状

況や雇用・労働環境をみる指標です。

23 観光入り込み客数 872,000人 1,000,000人

市内の観光資源の有効活用や各種イベント

などの実施など、観光事業の取組の成果を

みる指標です。

24 がん検診受診率

胃がん検診15.8％
肺がん検診15.2％

大腸がん検診15.5％
乳がん検診24.4％

子宮がん検診17.7％

➚

各種がん検診の受診者数から、病気の早期

発見への関心の高まりをみる指標です。

25 朝食の欠食率

乳幼児0.9％
小学生7.5％
中学生9.6％
高校生14.0％

小・中保護者13.3％

➘

健全な食生活や食習慣を実践し、健康で豊

かな人間性を育む朝食の大切さへの関心の

高まりをみる指標です。

26 福祉ボランティア事業参加者数 355人 ➚
各種ボランティア活動への参加者数から、

地域福祉への実践と意識の高まりをみる指

標です。

27 福祉ボランティア団体登録者数 3,009人 ➚
福祉ボランティア団体登録者数から、障が

い者などに対する支援サービスや支援体制

の充実をみる指標です。

28 保育所定員に対する充足率 88% ➙
待機児童を出さずに保育所利用の必要性の

高い子どもが利用できる受入体制の状況を

みる指標です。

29
保護受給世帯（高齢者世帯を除く）
の就労率 6.8% ➚

全生活保護受給世帯から高齢者世帯を除い

た世帯の経済的な自立更正の状況をみる指

標です。

30 特定健康診査実施率 14.9% 80%

生活習慣の改善と自らの健康に対する意識

の高まりをみる指標です。

31 要介護・要支援認定率 15.7% ➚
要介護・要支援認定率から、介護保険制度

の適正な運営状況をみる指標です。

指標名
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基本目標・重点目標・成果指標一覧 
 

⑴ 生涯学習
生涯にわたっての学習と活動ができ
るまちづくり

⑵ 学校教育
地域に根ざした学校教育を進めるま
ちづくり

⑷ 国際交流 多彩な国際交流を進めるまちづくり

基本目標 重点目標

⑶ スポーツ

健やかで心豊かに学べるまち

気軽にスポーツに親しめるまちづく
り

５ 教育・文化
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【№３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準値
（平成20年度）

目　標
（平成31年度）

説　　明

32 社会教育講座・教室等の受講者数 延べ4,671人/年間 ➙
社会教育講座・教室等の受講者数から、社

会教育に対するニーズの高まりをみる指標
です。

33 保護者、地域関係者からの学校評価

総評価項目に対す
るＡ評価の割合

57.2％

すべての学校・
項目でＡ評価

学校評価の結果から、市内の小中学校の教

育環境や学校運営の状況をみる指標です。

34 市内体育施設利用者数 149,573人 ➙
市内体育施設利用者数から、市民の健康づ

くり・体力づくりの意識の高まりをみる指

標です。

35 スポーツ合宿利用者数 延べ20,347人 ➚
合宿における本市のスポーツ振興と地域経

済の活性化の成果をみる指標です。

36 国際交流事業参加者数 4,671人／年間 ➚
国際交流事業参加人数から、国際交流への

理解と意識の高まりをみる指標です。

指標名
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