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【分野１】　子育て・教育

基本施策 ①施策別目標（たたき台） ②成果指標（たたき台） 施策の柱

保育支援・幼児教育

の充実

総合的支援の充実

結婚活動の支援

確かな学力の育成

豊かな心の育成

健やかな体の育成

特別支援教育の充実

地域等連携の推進

教育環境の整備・充

実

生涯学習活動の推進

青少年の健全育成

読書活動の推進

生涯学習環境の整

備・充実

スポーツ振興・活動の

推進

スポーツ環境の整備・

充実

歴史・文化・芸術活

動の振興

歴史・文化施設等の

保護・活用

施策別目標及び成果指標について

子育て・結婚

希望する誰もが結婚・子育ての喜び

を実感し、未来を担う次世代が育ま

れているまち

・出生数、合計特殊出生率、子ども人口・増減率

・保育所・幼稚園保護者の満足度

・一時保育・子育て支援センター・ファミリーサポートセ

ンター等利用者数・対対象者割合

・児童相談・支援件数

・出会い創出事業等カップリング数

・男女の未婚率

歴史・文化・

芸術

世代を超えて受け継がれてきた歴

史や文化が大切にされ輝いているま

ち

・文化・歴史施設来館者数・一日あたり来館者・利

用者満足度

・文化・芸術イベント実施回数・参加者人数・参加率

学校教育

子どもたちが意欲をもって学び、元

気でたくましく希望と可能性に満ちて

いるまち

・全国標準学力テスト偏差値

・体力テスト結果

・将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合

・いじめはどんな理由があってもいけないと考える児童・

生徒の割合

・コミュニティスクール実施校数・保護者、地域及び学

校の満足度

・放課後子ども教室利用者数・利用率

・奨学金相談件数・支給件数

・教職員研修実施回数・参加者数（英語・ICT含

む）

・研修の成果が業務に生かされていると感じている教

職員の割合(研修参加者へのフォローアップ調査)

生涯学習
誰もがいつでも生きがいをもって、意

欲的に学習しているまち

・生涯学習講座実施回数及び参加率・参加者満足

度

・図書館等来館者数・本貸出数・利用者満足度

・青少年補導件数・犯罪件数

スポーツ
誰もがいつでも健康的に、スポーツを

楽しんでいるまち

・スポーツクラブ活動者数・対人口割合

・スポーツイベント実施回数・参加者数

・市民体力テスト参加者数・測定結果

・スポーツ施設利用回数及び利用者数・利用者満足

度

① 基本施策ごとに施策別目標（５年後の平成３５年度における本宮市の目指す姿）を設定する。

② 成果指標には、施策別目標の状態を表すシンボル的なものを３つ程度設定する。

※下記の施策別目標及び成果指標はいずれも現時点でのたたき台であるため、今後前期基本計画【各論】の策定過程の中で整理してい
くものとする。
※設定する成果指標は、毎年度把握可能な客観的数値を優先して選定し、その他のものについては、必要に応じて資料として一覧表を
作成する。
※下記のほか、前期基本計画の終期にあわせて施策ごとの満足度及び重要度等に関する調査を行うものとする。



【分野２】　健康・医療・福祉

基本施策 ①施策別目標（たたき台） ②成果指標（たたき台） 施策の柱

健康づくり・管理の推進

医療体制の整備・充実

医療保険制度の運用

高齢者の活躍推進・総

合支援

介護保険制度の運用

障がい者理解推進・活

躍の場の創出

障がい者の支援体制の

整備・充実

地域包括ケアシステムの

整備・強化

生活困窮への支援

保健福祉

環境

健康づくりの環境が充実していて、

誰もがいきいきしているまち

・施設利用者数（定点観測による）・一日当たり

・施設利用者満足度

保健福祉施設の整備・

活用

健康・医療

誰もが健康づくりに取り組み、自分

らしく元気で健やかに暮らしているま

ち

・お達者度

・出生数、合計特殊出生率、子ども人口・増減率

（再掲）

・子どものかかりつけ医を持つ親の割合（３歳検診

時）

・う歯罹患率（小学１年時）

・３大生活習慣病罹患者数・対人口

・健康づくりポイント事業申請者数等

・人工透析者の増加抑制（国保加入者）

・国民健康保険医療費・対人口比率

高齢者福祉
高齢者が生きがいを実感し、地域で

元気に暮らしているまち

・敬老会参加者数・参加率

・高齢者就業人数・就業率

・見守り訪問件数（延べ）

・認知症サポーター養成人数

・お達者度（再掲）

・介護保険給付費・対象者1人当たり

・健康づくりポイント事業申請者数等（65歳以上）

・シルバー人材センター会員数・対高齢者人口比率

・要介護（要支援除く）者認定数・対高齢者人口

比率

障がい者福祉
障がいによることなく、誰もが生きが

いをもって安心して暮らしているまち

・障がい者受入事業所数・人数

・障がい者就業数・就業率

地域福祉

共に支え合う仕組みがあり、みんな

が助け合いながら安心して暮らして

いるまち

・要支援者認知件数（モニタリング）・支援件数・支

援者数

・福祉ボランティア登録団体数・登録人数

・ふれあいサロン開設数・参加者数
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【分野３】　経済・産業・仕事

基本施策 ①施策別目標（たたき台） ②成果指標（たたき台） 施策の柱

農業の振興

森林の整備・活用

商業の振興

工業の振興

中小企業・新規創業等

の支援

雇用対策
若者をはじめ誰もが仕事に対して希

望とやりがいをもって働いているまち

・新卒者地元定着数・定着率

・正規雇用数・雇用割合

・地方税収入額（所得割）・人口当たり

・シルバー人材会員数・対高齢者人口割合

・働き方改革（仕事と家庭の調和）予定事業数・実

施事業所数

・女性正規雇用数・雇用割合

雇用・労働環境の対策

誘客・交流・賑わいの創

出

地域資源の保護・活用

農林業
農林業が魅力と活力にあふれ、次

世代へ継承される持続可能なまち

・担い手が確保されている農業者（世帯）の割合

・耕作放棄農業者数・耕作放棄地面積（新規）

・農業所得額・農業者1人（世帯）あたり

・農産物6次化商品検討品目数・商品化数

・農業生産性向上に取り組む農業者（世帯）数

・農産物直売所販売額・一日当たり

・農産物年間販売額（500万円超）の農業者数

（世帯）・対農業者割合

商工業

商工業が盛んで経済活力と賑わい

があり、地域の特性が輝いているま

ち

・商工会会員数

・商業事業所数

・商品販売額（卸売り・小売り）

・商品券販売額・利用額

・新規企業立地件数（業種）

・製造品出荷額

・中小企業等向けICT・ＩoT等新技術導入研修会

等の実施回数・参加者数・理解度満足度

・新規創業相談件数・創業数

・後継者確保事業所数・確保率・取組状況等

・創業継業等相談件数・創業継業件数

観光・交流・

にぎわい創出

地域の資源が生かされ、多くの人々

が行き交い賑わいと活力にあふれて

いるまち

・地域資源活用件数・市民満足度

・観光地入込数（アサヒビール、岩角山、蛇ノ鼻）

・春・夏・秋祭り入込数
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【分野４】　生活環境・都市基盤

基本施策 ①施策別目標（たたき台） ②成果指標（たたき台） 施策の柱

環境負荷の低減・ごみの

減量化

自然環境・生活環境の

保全

自主防災の推進

防災体制の整備

消防の充実

防犯対策の推進

交通安全対策の推進

市民相談・消費者保護

の充実

都市拠点・地域拠点の

整備・機能強化

公園・景観・緑地等の保

全・利活用

安全快適住宅建築の推

進

市営住宅の管理・活用

空家等対策の推進

土地利用の最適化

道路ネットワークの整備・

管理

公共交通システムの整

備・強化

水道水の安定供給

汚水処理サービスの提供

治水対策の推進

防災・減災
みんなの防災意識が高く、日頃の

備えと対応力がある安全なまち

・自主防災組織数・組織率

・防災関係出前講座開催数・参加者数

・防災訓練参加者数・満足度及び理解度

・防災行政無線配付数・対世帯及び事業所数比

・消防団員充足率

・消防施設整備率（消防車両、消防屯所、消防水

利）

・火災発生件数

生活安全
事件や事故がなく、誰もが安全・安

心な生活を送っているまち

・犯罪発生件数

・交通事故発生件数（種類ごと）

・相談件数・解決等数

環境保全・

エネルギー

みんなが環境に配慮し、安全で美し

い自然環境と人の暮らしとが共生し

ているまち

・リサイクル量・リサイクル率

・ごみ排出量・一人当たり

・環境ボランティア参加者数・対市民（世帯）割合

・再生可能エネルギー(太陽光発電)導入件数・導入

容量

・環境理解・意識度

安全・安心・快適に、豊かな水と人

の暮らしが共存しているまち

・水道有収率

・水質基準適合率

・水道企業会計経常収支比率

・汚水処理人口普及率（下水道、合併処理浄化

槽）

・公共下水道接続率

・水洗化率

・阿武隈川堤防整備率

都市機能・

住環境・

土地利用

安全・安心・便利で、景観豊かな

都市機能を備えているまち

・都市計画見直し進捗状況

・用途地域未利用地率

・都市再生整備事業進捗率

・公園長寿命化進捗率

・公営住宅入居率（市営、定住、復興）

・公営住宅入居相談件数・うち申込件数

・新設住宅着工数・世帯当たり

・社会動態人口（転入-転出)

・市内空家総数・情報提供件数・活用件数

道路・

公共交通

交通網が整っていて、誰もが安全・

安心・快適に出かけることができるま

ち

・公共交通機関利用者数（1日あたり）種別ごと、

普及認知度、利用者満足度

・主要幹線道路等整備進捗率

・橋梁長寿命化進捗率

上下水道・

雨水排水路
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【分野５】　市民・行政活動

基本施策 ①施策別目標（たたき台） ②成果指標（たたき台） 施策の柱

市民活動

市民や地域がまちづくりの主役とし

て、生きがいをもって活躍しているま

ち

・NPO団体・任意団体等数・実活動者数

・地域づくり活動参加者数・対人口割合

・地域づくり活動相談件数・支援数・新規団体数・活

動者数

市民活動・協働の推進

都市・地域等交流の推

進

国際交流・多文化共生

の推進

人権尊重・ユニバーサル

デザインの推進

男女共同参画の推進

情報通信施設の整備・

活用

情報通信技術の理解促

進・活用

公共施設利活用の促進

公共施設総合的管理の

推進

広域行政・連携の推進

大学・金融機関等連携

の推進

職員の人材育成

健全財政の運営

情報の収集と発信

行政経営の推進

都市交流・

国際交流・

多文化共生

市民や地域がグローバル感覚に優

れ、国内外に開かれた可能性の広

がるまち

・国際理解講演会実施回数・参加者数・理解度

・英語教室等実施回数・参加者数・理解度

・任意団体数・登録人数・活動人数

行政活動

市民の目線で、効果的・効率的か

つ将来を見据えた行政運営が行わ

れているまち

・研修実施回数・参加者数

・研修の成果が業務に生かされていると感じている職

員の割合(研修参加者へのフォローアップ調査)

・出前講座開催数・参加者数

・ホームページ閲覧件数

・SNS閲覧件数

・ふるさと納税寄附件数・寄附額

・実質公債費比率ほか

・事務改善等提案数・実現数

公共施設

施設が安全で利用しやすく有効活

用され、将来を見据えた管理がされ

ているまち

・施設稼働率・利用件数・施設利用者数・施設利用

者満足度

・施設計画進捗率

広域等連携
周辺自治体や大学・関係機関等と

効果的に連携がとられているまち
・連携による事業数・事業成果

人権・

男女共同

誰もが人権を尊重し合い、平等にい

きいきと生活しているまち

・人権問題等を重要と考える市民の割合

・各種行政委員女性比率

・女性正規雇用数・雇用割合（再掲）

情報通信
ICTが様々な分野で快適に有効活

用されているまち

・Wi-Fi設置箇所数・利用者数

・光回線利用世帯数・対世帯数割合

・マイナンバーカード利用サービス提供数・カード発行

件数・利用人数

・オープンデータ提供件数

・ICT講座等提供回数・参加人数
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