
甲斐市総合計画（前期基本計画）『成果指標取組状況』　（平成１８年度～２２年度）

指標名 指標の説明 指標の算出方法 Ｈ27目標値 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

景観地区の指定が望ま
れる面積

美しい景観づくりに向け
た取り組みの状況を示す
指標

景観法に基づき景観地区に
指定された地区の面積

0 H16 後年設定 ― ― ― ― ー 景観地区策定　検討中

地域に合った街並みが
あると感じる市民の割
合

街並みに対する市民の愛
着度合いを示す指標

市民アンケート調査におい
て、肯定的回答をした人の
割合

68.6% H21 後年設定 ― ― ― 68.6% ー
H21市民アンケート
結果

人口集中地区（DID）
の人口密度

市街地における土地利用
の高度化の状況を示す指
標

人口集中地区の人口÷人口
集中地区面積

4,813人／k㎡ H12 5,000人／k㎡ － ― ― ― ー 国勢調査

市街地整備が行われた
面積

計画的な都市整備の状況
を示す指標

土地区画整理事業、市街地
再開発事業及び都市再生整
備計画事業により整備され
た地区の面積

26.3ha H16 後年設定 115.5ha 115.7ha 115.7ha 118.5ha 118.5ha
市街地開発事業
115.5ha
都市再生整備事業3ha

自律した都市圏を形成
していると感じる市民
の割合

高度な都市機能の整備状
況を示す指標

市民アンケート調査におい
て、肯定的回答をした人の
割合

48.3% H21 後年設定 ― ― ― 48.3% ー
H21市民アンケート
結果

鉄道駅の乗降客数（年
間）

公共交通機関のうち鉄道
の利用状況を示す指標

JR竜王駅定期乗降客数＋
JR塩崎駅定期乗降客数

723,576人 H14 1,000,000人 735,601人 755,109人 795,858人 777,309人 797,890人
ＪＲ東日本八王子支社公
表の乗車人数による推計
値

公共交通機関の便利さ
に対する市民の満足度

公共交通機関の整備によ
る成果を示す指標

市民アンケート調査におい
て、肯定的回答をした人の
割合

13.1% H17 20.0% － － 5.7% 15.1% －

H20については、甲斐市地
域公共交通活性化協議会が
行った市民アンケート結果
だが、公共交通全体の満足
度に対する設問がないた
め、複数の設問をクロス集
計により算出。そのため、
推測値。

乗用車の世帯あたり保
有台数

自家用車の利用環境を示
す指標

乗用車（軽自動車を除く）
保有台数÷住民基本台帱世
帯数

1.04台 H17 1.00台 1.13台 1.11台 1.07台 1.04台 1.01台
統計山梨より
課税台帱ベース

車道幅員が４ｍ未満の
市道の割合

狭あい道路の解消状況を
示す指標

車道幅員４m未満の市道の
総延長÷市道の総延長×
100

23.0% H16 20.3% 35.8% 35.5% 35.3% 35.2% 34.9％ 道路台帱

市内の公道に設置され
た歩道の延長距離

歩行者道路の整備状況を
示す指標

市内の公道に設置された歩
道の総延長

45,640m H16 75,000ｍ 44,921ｍ 46,180ｍ 47,716ｍ 48,070ｍ 48,124ｍ 道路台帱

生活道路の整備状況に
対する市民の満足度

生活道路の整備による成
果を示す指標

市民アンケート調査におい
て、肯定的回答をした人の
割合

13.8% H17 20.0% － ― ― ― －

基本政策 備　考
　『成果指標』

①都市機
能の充実
したまち
づくり

計画時現況値

実績値
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指標名 指標の説明 指標の算出方法 Ｈ27目標値 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

基本政策 備　考
　『成果指標』

計画時現況値

実績値

市が主催する生涯学習
講座に参加した市民の
数（年間）

生涯学習機会の利用状況
を示す指標

市が主催する生涯学習講座
への参加者数

15,000人 H16 30,000人 19,398人 19,937人 21,576人 20,999人 21,335人

公民館、地域ふれあい
館・双葉ふれあい文化館
主催講座と公民館まつり
への参加者数

生涯学習のリーダーと
なった市民の数

生涯学習の市民の目標の
達成度を示す指標

社会教育施設等で指導者と
して活動した市民の数（ボ
ランティアバンク含む）

200人 H16 500人 180人 181人 157人 162人 137人
甲斐市生涯学習指導者人
材バンク登録者数

市が所有するスポーツ
施設の利用者数（年
間）

市民スポーツの利用状況
を示す指標

市が所有するスポーツ施設
の利用者総数

298,832人 H16 420,000人 327,628人 352,276人 293,495人 364,650人 347.789人 利用許可申請書記載人数

公民館等の利用団体の
構成員の数

生涯学習を生活の一部と
した市民の状況を示す指
標

1年間の各施設ごとの登録
団体構成員数

3,500人 H16 7,000人 6,300人 7,777人 8,424人 8,480人 7,962人
公民館、双葉ふれあい文
化館、敷島総合文化会館
減免団体登録者数

市立図書館の入館者数
図書館の利用状況を示す
指標

市立図書館の年間総入館者
数

605,474人 H16 750,000人 592,859人 591,276人 620,869人 625,530人 617959人
各図書館入口に設置して
あるカウンター装置にて
集計

生涯スポーツを実践し
ている市民の数（年
間）

スポーツ事業への参加状
況を示す指標

市又は体育協会が主催する
スポーツ事業への参加者数

27,786人 H16 31,600人 31,906人 26,353人 27,065人 26,598人 29.127人 受付名簿等による人数

幼児教育に対する満足
度

公立幼稚園教育の充実度
を示す指標

幼児教育に対して満足と回
答した保護者の数÷アン
ケート回答総数×１００

90.0% H20 後年設定 ― ― 90.0% ― 89.7% H23.3アンケート実施

学校が楽しいと感じる
児童・生徒の割合

学校教育への親近感や魅
力度を示す指標

児童・生徒を対象とする意
識調査において、学校が楽
しいと答えた者の割合

84.59% H18 後年設定 84.59% 88.34%
小 92.3％
中 82.1％

小 92.2％
中 85.5％

小93.2%
中85.3％

学校評価制度アンケート調査

授業が分かりやすいと
感じる児童・生徒の割
合

学校教育による学力の習
得状況を示す指標

児童・生徒を対象とする意識調
査において、授業が分かりやす
いと答えた者の割合

82.64% H18 後年設定 82.64% 87.76%
小 93.3％
中 74.5％

小 92.7％
中 76.9％

ー
学校評価制度アンケート
調査項目から除外された
ため

定期的に親しむ芸術文
化活動（鑑賞のみの場
合を含む）がある市民
の割合

芸術文化活動の振興状況
を示す指標

市民アンケート調査におい
て、「定期的に親しむ芸術
文化活動がある」と答えた
者の割合

37.4% H21 後年設定 ― ― ― 37.4% ー
H21市民アンケート
結果

伝統芸能の継承者数
地域固有の文化の継承の
状況を示す指標

無形民俗文化財に指定され
た伝統芸能の継承に携わっ
ている者の数

56人 H16 80人 57人 57人 57人 57人 57人 下福沢、大久保、金剛寺

市内の国際交流団体の
会員数

国際交流事業への市民の
参加状況を示す指標

市内の国際交流団体に加入
している市民の数

１１８人 Ｈ１７ 210人 148人 151人 159人 173人 162人 甲斐国際交流協会

国際交流団体の事業に
参加した市民の数（年
間）

国際交流事業への市民の
参加状況を示す指標

国際交流団体が主催する国
際交流事業に参加した市民
の数

1,060人
H１６／
９～H１
７／８

2,500人 1,100人 1,163人 1,053人 718人 1,747人 総務課調べ

②心豊か
で文化の
かおるま
ちづくり
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指標名 指標の説明 指標の算出方法 Ｈ27目標値 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

基本政策 備　考
　『成果指標』

計画時現況値

実績値

福祉ボランティア登録
者数

介護・福祉に関する市民
の関心度合いを示す指標

市社会福祉協議会に登録し
ている福祉ボランティアの
数

1,233人 H16 8,000人 3,866人 3,939人 4,204人 3,973人 3863人
市社会福祉協議会に登録
している福祉ボランティ
アの数

日常生活で孤独を感じ
る一人暮らし高齢者の
割合

独居高齢者に対する地域
の見守りや支援の状況を
示す指標

独居高齢者のうち「日常生
活において孤独を感じる」
と答えた人の割合

24.3% H21 後年設定 ― ― ― 24.3% ―

H21市災害時要援護者
名簿登録申請書結果（一
人暮らし高齢者対象アン
ケート）

障害者が居宅生活支援
サービスを利用した回
数

障害者の生活自立支援の
状況を示す指標

年間に障害者一人当たりが支援
費制度や精神障害者居宅介護事
業、一時擁護（レスパイト）事
業、訪問入浴、福祉タクシー、
補装具・日常生活用具交付事業
等のサービスを利用した回数

４.3回 H16 6.4回 3.4回 5.8回 6.2回 6.8回 8.8回

障害者が居宅生活支援
サービスを利用した回数
＝延べ利用人数÷利用実
人数

介護保険認定者の割合
（６５歳以上の高齢者
のうち）

高齢者福祉サービスの認
定状況を示す指標

介護保険の認定を受けた人
の割合

13.7% H16 12.8% 14.7% 13.8% 14.0% 13.9% 14.0%

1号認定者÷1号被保険
者
※1号＝65歳以上の高
齢者

介護保険サービスの満
足度

介護保険サービスに対す
る評価を示す指標

市民アンケート調査におい
て、満足傾向の回答をした
人の割合

54.4% H20 後年設定 ― ― 54.4% ― 66.3%
H23.2～3「要介護認定
者調査」結果

高齢者の社会参加活動
と交流事業への参加の
数

高齢者の生きがい対策や
社会貢献の状況を示す指
標

過去１年間にボランティア
や地域活動をしたことがあ
る高齢者の延べ人数

4,745人 H16 6,000人 4,598人 4,005人 4,520人 4,128人 4,483人

高齢者の生きがいと健康づくり
推進事業参加者1,600人敬老福
祉大会参加者1,400人＋いきい
きサロン人数959人＋帰り道ふ
れあい事業協力者数524人

合計特殊出生率
子育て支援による成果を
図る指標

一年間に15歳から49歳ま
での女性一人あたりが生ん
だ子どもの数

1.54人 H16 1.64 1.59 1.50 1.56 1.61 1.65 健康増進課調べ

ファミリー・サポー
ト・センターの利用件
数（年間）

女性の就業支援の状況を
示す指標

ファミリー・サポート・セ
ンターの利用実績（年間利
用件数）

0件 H16 750件 1,461件 2,513件 2,141件 2,649件 3,207件 子育て支援課調べ

放課後児童クラブ及び
児童館・児童センター
の利用者数（年間）

子どもを育成するための
地域環境の整備状況を示
す指標

放課後児童クラブ、児童
館・児童センターの年間延
べ利用者数

167,803人 H16 237,600人 202,027人 205,896人 197,669人 194,331人 202,997人 子育て支援課調べ

健康診断の受診率（年
間）

心身の健康維持への支援
の状況を示す指標

基本検診（総合検診と人間
ドック）の受診者数÷基本
検診の対象者数×100

67.2% H16 70.0% 50.1% 53.3% 42.2% 38.8% 39.0% 健康増進課調べ

健康づくりに関心を
持っている人の数

健康づくりに取り組んで
いる市民の状況を示す指
標

保健福祉センターの利用登
録者数

1,103人 H16 2,500人 2,058人 2,311人 2,677人 3,048人 3,413人 健康増進課調べ

市民一人あたりの医療
費（国民健康保険）

健康づくりへの支援の成
果を示す指標

国民健康保険加入者が年度
内に使用した一人あたり医
療費(10割分）の額

295,079円 H16 300,000円 316,980円 329,270円 229,082円 248,546円 259,573円
H20から75歳以上は後
期高齢者医療制度へ移行
になったため減額

③健やか
で心ふれ
あうまち
づくり
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指標名 指標の説明 指標の算出方法 Ｈ27目標値 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

基本政策 備　考
　『成果指標』

計画時現況値

実績値

事業所開業率（年率）
市内における起業の状況
を示す指標

（市内において開設された事業
所数÷前回調査時の事業所数）
÷調査期間×100

4.2% H16 5.0% － 2.6% － 2.3% ―
経済センサス基礎調査商
圏実態調査（３年に１
度）

観光客数（年間）
観光振興の状況を示す指
標

主な観光地における観光客
数の合計（昇仙峡のみの客
を除く）

1,140,000人 H16 1,354,000人 1,318,000人 1,276,000人 1,260,000人 1,298,000人 1,295,000人 商工観光課調べ

地元購買率
商業の活性化の状況を示
す指標

山梨県商圏実態調査におけ
る市内購買率

37.7% H16 45.0% － 36.9% － ― 49.2%
商圏実態調査（３年に１
度）

サービス業を営む事業
所数

生活関連産業などサービ
ス業の振興状況を示す指
標

事業所・企業統計に基づく
サービス業の事業所総数

1,162事業所 H16 1,250事業所 1,258事業所 － － 931事業所 ―

事業所・企業統計調査
（３～5年に１度）【市
町村別産業別事業所統
計】
飲食店、宿泊業　医療、
福祉　教育、学習支援業
複合サービス事業　サー
ビス業

「新連携」の認定数
事業者間の連携の状況を
示す指標

中小企業新事業活動促進法
に基づく「新連携」の認定
数

0件 H16 １0件 0件 0件 0件 1件 0件
中小企業基盤整備機構の
ホームページより

やまなし産業情報交流
ネットワーク
（IIEN.Y）に参加して
いる市民の数

産学官の連携の状況を示
す指標

さまざまな産業分野に携わ
る者が肩書きや専門分野を
超えて交流する場である
「IIEN.Y」に加盟している
者の数

22人 H16 50人 20人 21人 18人 13人 13人
県産業支援課に確認。

農業試験場職員が占める

都市農山村交流事業へ
の参加者数（年間）

農林業の付加価値向上に
向けた取り組みの状況を
示す指標

都市農山村交流事業へ参加
した者の総数

18,800人 H16 35,000人 22,400人 20,569人 17,742人 18,776人 19,234人

・交流イベント345
人、ふれあい祭り900
人、農業体験209人、
視察研修116人、農産
物直売所来客5,944人、
その他4,010人、滞在型
利用者7,644人

耕作放棄地率
優良農地の保全状況を示
す指標

耕作放棄地面積÷（耕地面
積＋耕作放棄地面積）×
100

21.1% H12 16.9% 27.6% 27.6% 27.6% 27.6% 26.7%

H17～H21は2005農
業ｾﾝｻｽによる数値
H２２は２０１０農業セ
ンサスによる数値

認定農業者数
積極的に農業に取り組む
担い手を示す指標

市内の認定農業者の数 20人 H16 50人 20人 20人 19人 20人 20人 農林振興課

製造品出荷額等
工業活動の状況を示す指
標

市内にある製造所等におけ
る製造品出荷額等

74,672百万円 H15 100,000百万円 74,490百万円 73,057百万円 69,271百万円 59314百万円 59,777百万円 山梨県工業統計調査より

年間商品販売額
商業活動の状況を示す指
標

市内の卸・小売事業所にお
ける年間商品販売額

103,195百万円 H14 130,000百万円 － 105,282百万円 － ― ―
山梨県商業統計調査より
3年に１度

進出企業による雇用の
創出数

企業導入による雇用創出
の状況を示す指標

新たに進出した企業（う
ち、計画期間内に市内での
事業を取りやめた企業分を
除く）により雇用された者
の数

０人 H16 1,250人 0人 0人 0人 10人 0人
誘致企業で創業時雇用し
た者の数

④活気に
あふれる
まちづく

り
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指標名 指標の説明 指標の算出方法 Ｈ27目標値 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

基本政策 備　考
　『成果指標』

計画時現況値

実績値

災害発生時の避難場
所・避難経路を知って
いる市民の割合

防災情報に関する市民へ
の啓発の成果を示す指標

市民アンケート調査におい
て、知っていると答えた者
の割合

88.0% H21 後年設定 ― ― ― 88.0% ー
H21市民アンケート
結果

けが人や病人に応急手
当ができる市民の数

災害時の応急対策への備
えの状況を示す指標

消防署等が実施する応急手
当の講習会（普通救命講習
会等）を受講した市民の数
（過去3年間）

2,093人 H16 3,000人
西署管内994人
峡北管内554人
合計1,548人

西署管内375人
韮崎署管内505

人
合計880人

西署管内434人
韮崎署管内170

人
合計604人

西署管内463人
韮崎署管内19人

合計482人

西署管内750人
韮崎署管内131

人
合計881人

消防署確認数値

火災発生件数（出火
率）

消防活動による火災予防
に対する市民への意識啓
発を示す指標

人口1万人当たりの1年間の
火災発生件数

6.4件 H16 5.0件 2.8件 4.3件 3.0件 4.7件 3.8件
消防本部からの報告件数
÷7.4（万人）

防犯体制に対する市民
の満足度

防犯活動や防犯灯の設置
など防犯対策の成果を示
す指標

市民アンケート調査におい
て、肯定的回答をした人の
割合

70.7% H21 後年設定 ― ― ― 70.7% ー
H21市民アンケート
結果

交通事敀発生件数（年
間）

交通安全施設整備、交通
安全教育の成果を示す指
標

1年間に市内で発生した人
身事敀の件数

647件 H16 600件 611件 708件 640件 617件 581件
県警本部発行「交通事敀
統計」より

都市下水路の整備面積
雤水排水施設の整備状況
を示す指標

公共下水道などで雤水を排
除することができる区域の
面積

170ha H16 200ha 170ha 170ha 170ha 170ha 170ha
金剛寺都市下水路
中下条年下水路

まちが花と緑に囲まれ
ていると感じる市民の
割合

緑化の推進による成果を
示す指標

市民アンケート調査におい
て、感じると答えた者の割
合

54.4% H19 後年設定 ― 54.4% ― ― ー
市まちづくりに関するア
ンケート（5－問1）に
よる結果

一人あたり都市公園面
積

公園整備の状況を示す指
標

市内の都市公園面積÷常住
人口

5.7㎡／人 H16 7.5㎡／人 6.06㎡／人 6.06㎡／人 6.10㎡／人 6.13㎡／人 6.13㎡／人
45.33ｈａ÷74千人
（Ｈ23.3.31）

生活排水クリーン処理
率

生活排水処理の状況を示
す指標

生活排水処理区域人口÷総
人口×100

68.8% H15 82.0% 70.3% 77.4% 79.4% 80.7% 82.6% 下水道調べ

ゴミのリサイクル率
ゴミの資源化への取り組
み状況を示す指標

資源ごみ÷家庭ごみ×100 16.4% H16 19.0% 15.6% 16.1% 16.1% 16.1% 16.2% 環境課調べ

環境保全活動に対する
市民の割合

環境美化に対する市民の
取り組み意識を示す指標

市民アンケート調査におい
て地域の清掃や美化活動へ
参加と答えた者の割合

76.8% H21 後年設定 ― ― ― 76.8% －
H21市民アンケート
結果

一人一日あたりごみ排
出量

ごみの減量化の成果を示
す指標

一般ごみの年間収集量÷総
人口÷365日

650g H16 630g 673g 659g 638ｇ 625g 617g 環境課調べ

クリーンエネルギーに
よる発電設備の施設数
（民間も含む）

新エネルギーの開発普及
の取り組みを示す指標

クリーンエネルギー（太陽
光、風力）により電力が生
成できる発電施設

２カ所 H17 5カ所 3カ所 3カ所 3カ所 ４ヵ所 7ヵ所

山梨県クリーンエネル
ギーセンター、敷島地区
八木羽湖、玉幡公園、竜
王駅周辺街路、甲斐市役
所、竜王小学校、竜王北
小学校

公営住宅の整備
中高層団地への整備を示
す指標

中高層団地への整備戸数 138戸 H17 210戸 138戸 138戸 138戸 138戸 138戸 建設課

用途地域面積
計画的な都市機能の配置
や環境保全の状況を示す
指標

用途地域面積÷総面積×
100

19.8% H16 後年設定 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8%
1,429.5ha÷7,194
ha×100

⑤安全で
快適に暮
らせるま
ちづくり
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指標名 指標の説明 指標の算出方法 Ｈ27目標値 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

基本政策 備　考
　『成果指標』

計画時現況値

実績値

計画的で秩序のある土
地利用が行われている
と感じる人の割合

適正な土地利用の状況を
示す指標

市民アンケート調査におい
て、感じると答えた者の割
合

54.9% H21 後年設定 ― ― ― 54.9% ー
H21市民アンケート
結果

自然環境の保全と自然
と共生する地域づくり

自然環境の状況を把握
し、必要に応じた規制等
を行うと共に、市民の自
然環境保護事業への参加
状況を示す指標

自然保護活動に参加する市
民の割合

12.6% H21 後年設定 ― ― ― 12.6% －
H21市民アンケート
結果

⑤安全で
快適に暮
らせるま
ちづくり
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指標名 指標の説明 指標の算出方法 Ｈ27目標値 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

基本政策 備　考
　『成果指標』

計画時現況値

実績値

行政改革により改善さ
れた事務・事業の数
（延べ）

行政改革の取り組み状況
を示す指標

行政改革により改善された
事務・事業の数

０件 H17 97件 41件 67件 79件 93件 146件

第1次行政改革の93の
取組項目数及び第2次行
政改革大綱に掲載してい
る74の取組項目(延数)
のうち、実施（一部実
施）している数。
※目標値は第1次行政改
革における項目数。

経常収支比率 市の財政状況を示す指標
経常経費充当一般財源÷経
常一般財源×100

83.9% H16 83.0% 85.4% 85.6% 87.3% 87.5% 87.5% 決算統計

市税収納率
自主財源の収納状況を示
す指標

市民税、固定資産税、軽自
動車税、市たばこ税、目的
税の徴収率（現年分）

97.1% H16 98.0% 96.84% 96.59% 96.72% 96.69% 96.91% 収入済額÷調定額

国保税収納率
自主財源の収納状況を示
す指標

国民健康保険税の徴収率
（現年分）

88.3% H16 90.0% 90.43% 90.27% 87.23% 85.78% 86.54% 収入済額÷調定額

窓口サービスに対し満
足度を感じる市民の割
合

窓口サービスの改善状況
を示す指標

市民アンケート調査におい
て、満足と感じる市民の割
合

64.7% H17 70.0% ― ― ― 86.0% 84.1%
H22窓口サービス向上
アンケート結果（あいさ
つことば使い等）

電子申請、届出等シス
テムの業務数および利
用件数

電子行政サービスの進展
度合いを示す指標

電子申請、届出等システム
の利用件数

５件 H16 後年設定 11件 45件 65件 148件 191件
山梨県市町村総合事務組
合数字

庁舎利用が分かりやす
く便利だと感じる市民
の割合

庁舎整備及び庁舎利用
サービスの状況を示す指
標

市民アンケート調査におい
て、感じると答えた者の割
合

71.0% H21 後年設定 ― ― ― 71% 71%
H21窓口サービス向上
アンケート結果（利用し
やすさ）

市民公募委員を含む審
議会などの割合

市政の審議・審査を行う
場への一般市民の参画状
況を示す指標

市民公募委員を含む附属機
関の数÷附属機関の総数×
100

0% H17 後年設定 0% 0% 0% 2% 8% 総務課調べ

パブリックコメントを
求めた件数

政策立案等に際しての市
民の意見聴取の状況を示
す指標

パブリックコメント手続き
実施件数

0件 H17 後年設定 0件 2件 6件 5件 3件 秘書政策課

会議記録を公開してい
る審議会などの割合

情報公開への取り組み状
況を示す指標

会議を公開している附属機
関の数÷附属機関の総数×
100

0% H17 後年設定 0% 0% 0% 2% 2% 総務課調べ

市内に主たる事務所を
置くNPO法人の数

NPO法人の活動状況を示
す指標

市内に主たる事務所を有
し、国または県の認証を受
けたNPO法人の数

７団体 H17 12団体 10団体 11団体 15団体 14団体 15団体
山梨NPO情報ネット
登録団体（甲斐市内に主
たる事務所を置くもの）

⑥住みよ
さをみん
なで築く
まちづく

り
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指標名 指標の説明 指標の算出方法 Ｈ27目標値 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

基本政策 備　考
　『成果指標』

計画時現況値

実績値

市の一体感を感じる人
の割合

新市の一体感の醸成に向
けた取り組み状況やその
成果を示す指標

市民アンケート調査におい
て、肯定的回答をした人の
割合

59.7% H21 後年設定 ― ― ― 59.7% ー
H21市民アンケート

結果

郷土の歴史に関心を
持っている人の割合

新市の歴史・文化の掘り
起こしやその活用状況を
示す指標

市民アンケート調査におい
て、肯定的回答をした人の
割合

59.7% H21 後年設定 ― ― ― 59.7% ー
H21市民アンケート

結果

全市的な催し・イベン
トへの参加者数

市を挙げた催しへの市民
等の参加状況を示す指標

地域を限定しない全市的な
催し・イベントへの参加者
数

55,000人 H19 後年設定 ― 55,000人 60,000人 50,000人 50,000人
わくわくフェスタ来場者

数

その他
（全基本政
策共通）

※現況値が「－」で表示してあるものは計画時の現況値が明らかでないことを表し、実績値についても「－」で表示してあるものは実績値が明らかでないことを表しています。また目標値に「後年設定」と表示してあるものは今後望ましい目標値を設定していく予定
であることを示しています。
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