
第４部 資料編 

 

Ⅳ－1 

第第第第１１１１章章章章    施策施策施策施策のののの指標一覧指標一覧指標一覧指標一覧                                                                                                    

基本施策基本施策基本施策基本施策１１１１    防災防災防災防災    

◆展開方向１ 防災意識を高めます 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

災害への備えをしている市民の割

合 

％ 44.7     

 

避難所・避難場所を知っている市

民の割合 

％ 71.9     

 

◆展開方向２ 災害発生時に迅速に対応できる体制を強化します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

小牧市と災害時応援協定を締結

した市町村および民間事業者の数 

件 216     

 

初動マニュアル研修において、研

修内容を理解した職員の数 

人 －     
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Ⅳ－2 

基本施策基本施策基本施策基本施策２２２２    生活安全生活安全生活安全生活安全    

◆展開方向１ 防犯意識を高めます 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

防犯に対する備えをしている市民の

割合 

％ 38.5     

 

防犯教室の参加者数 人 501     

 

◆展開方向２ 交通安全意識と交通マナーを高めます 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

交通マナーを守って生活している市

民の割合 

％ 85.7     

 

啓発事業参加者数 人 4,249     

 

◆展開方向３ 相談体制を充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

相談によって不安が解消された市

民の割合 

％ －     

 

相談件数 件 －     
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Ⅳ－3 

基本施策基本施策基本施策基本施策３３３３    消防消防消防消防・・・・救急救急救急救急    

◆展開方向１ 消防・救急体制を強化します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

建物火災１件あたりの焼損面積 ㎡ 

65 

(H24 年) 

    

 

火災１件あたりの損害額 千円 

3,120 

(H24 年) 

    

 

心肺停止傷病者の付近に居合わ

せた人による応急手当実施率 

％ 

64.8 

(H24 年) 

    

 

消防団員の教育訓練等受講者

数 

人 6     

 

◆展開方向２ 火災予防対策を充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

住宅用火災警報器の設置率 ％ 73.2     

 

日頃から火災を予防する取組みを

行っている市民の割合 

％ 88.4     

 

◆展開方向３ 自主防災会活動を活性化します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準基準基準基準値値値値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

防災活動を行っている自主防災会

などの組織数 

組織 78     

 

消防団が参加した自主防災活動

実施組織数 

組織 58     

 

他区と連携して防災活動を行った

組織数 

組織 26     

 



第４部 資料編 

 

Ⅳ－4 

基本施策基本施策基本施策基本施策４４４４    環境環境環境環境    

◆展開方向１ 環境意識を高めます 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

日頃から環境にやさしい取組みを

心掛けている市民の割合 

％ 80.7     

 

日頃から環境にやさしい取組みを

心掛けているこどもの割合 

％ 78.1     

 

◆展開方向２ 市が率先して省エネルギー対策・新エネルギーの利活用を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

公共施設のエネルギー消費量 Kl 13,275.6     

 

◆展開方向３ 市民の新エネルギーの導入を支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

太陽光発電システムの普及基数 基 1,561     

 

◆展開方向４ 良好な地域環境の保全活動を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

河川の BOD 平均値 mg/L 2.7     

 



第４部 資料編 

 

Ⅳ－5 

基本施策基本施策基本施策基本施策５５５５    ごみごみごみごみ対策対策対策対策    

◆展開方向１ 市民・事業者・行政の協働による３R を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

再資源化率 ％ 26.2     

 

事業系ごみの年間排出量 t 12,722     

 

◆展開方向２ ごみの減量・分別に対する市民の意識を高めます 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

家庭系ごみの１人１日あたりの排出

量（資源を除く） 

g 454     

 

◆展開方向３ 地域の環境美化活動を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

ポイ捨てがないきれいなまちと思う

市民の割合 

％ 46.2     

 

クリーンアップ事業年間参加者数 人 69,936     

 

◆展開方向４ ごみの安定処理を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

焼却施設における可燃ごみの年間

処理量 

t 35,623     

 

し尿処理施設における年間処理量 kl 21,047     

 

資源回収量 t 10,974     
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Ⅳ－6 

基本施策基本施策基本施策基本施策６６６６    健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり    

◆展開方向１ 心と体の健康づくりへの取組みを支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

早世（壮年期死亡率） ％ 

2.74 

(H23 年度) 

    

 

生活習慣の改善にすでに取り組ん

でいる市民および今後改善してみ

ようと思っている市民の割合 

％ 66.6     

 

胃がん健診（集団・個別）の受診

率（男女平均） 

％ 19.5     

 

大腸がん健診（集団・個別）の受

診率（男女平均） 

％ 28.8     

 

子宮がん健診（集団・個別）の受

診率 

％ 8.6     

 

乳がん健診（集団）の受診率 ％ 10.3     

 

保健連絡員などが主体的に計画

する健康教室等の回数 

回 93     

 

保健連絡員などが主体的に計画

する健康教室等の延べ参加者数 

人 3,214     

 

自分自身を好きと言える市民の割

合 

％ 76.7     

 

◆展開方向２ 親子が健やかに育み合うことを支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

乳幼児健診受診率 ％ 96.3     

 

ゆったりとした気持ちで育児できてい

る保護者の割合 

％ 

78.9 

(H24 年度) 

    

 

相談相手がいる保護者の割合 ％ 

95.9 

(H24 年度) 

    

 

自分自身を好きと言えるこどもの割

合 

％ 70.7     
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Ⅳ－7 

基本施策基本施策基本施策基本施策７７７７    地域医療地域医療地域医療地域医療    

◆展開方向１ 在宅医療を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

往診や訪問診療を行う市内医療

機関などの数（医科・歯科・薬科） 

箇所 

36 

(H25 年度) 

    

 

他職種による研修会の開催回数 回 1     

 

訪問看護を利用している高齢者の

数 

人 2,770     

 

◆展開方向２ 市民病院を充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

紹介率 ％ 45.9     

 

逆紹介率 ％ 55.2     

 

市民病院職員数 人 744     

 

市民病院の市民満足度 ％ 66.7     

 

◆展開方向３ 休日急病診療体制を充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向方向方向方向性性性性    

日曜日や祝日などの休日に受診

できる市内診療所数（医科・歯科） 

箇所 13     

 

休日急病診療所における急患数

（医科）の割合 

％ 81.2     
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Ⅳ－8 

基本施策基本施策基本施策基本施策８８８８    高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉    

◆展開方向１ 高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

シルバー人材センター会員の就業

率 

％ 81.4     

 

地域活動やボランティア活動に積

極的に参加している高齢者の割合 

％ 26.6     

 

生涯学習やスポーツ活動などに積

極的に参加している高齢者の割合 

％ 32.2     

 

◆展開方向２ 高齢者の在宅生活を支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

介護予防事業参加者数 人 164     

 

地域包括支援センターの利用者

の割合 

％ 9     

 

認知症見守りネットワーク会員数 人 904     

 

認知症サポーター養成講座受講

者数 

人 6,304     
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Ⅳ－9 

基本施策基本施策基本施策基本施策９９９９    障障障障がいがいがいがい者者者者（（（（児児児児））））福祉福祉福祉福祉    

◆展開方向１ 相談支援体制を整備します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

相談の件数 件 6,695     

 

相談支援専門員の数 人 9     

 

◆展開方向２ 自立に向けた就労・社会参加を支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

民間企業における障がい者の雇

用率（ハローワーク春日井管内） 

％ 1.8     

 

小牧市雇用促進奨励金支給企

業数 

社 34     

 

小牧市雇用促進奨励金支給対

象者数 

人 59     

 

障害者支援施設などへの物品等

の発注数 

件 12     

 

◆展開方向３ 障害福祉サービスなどを充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

あさひ学園利用者の満足度 ％ －     

 

訪問系サービスの利用者数 人 209     

 

日中活動系サービスの利用者数 人 372     
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Ⅳ－10 

基本施策基本施策基本施策基本施策１０１０１０１０    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉    

◆展開方向１ 地域福祉活動に参加する担い手を育成・確保します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

ボランティアセンターへの相談件数 件 －     

 

ボランティアセンター登録者数 人 4,829     

 

◆展開方向２ 地域福祉活動を普及・拡大するための仕組みを整えます 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

地域福祉推進基礎組織の設立

数 

団体 0     

 

災害時要支援者台帳の登録者

数 

人 924     

 

◆展開方向３ 地域福祉活動団体などを支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

ふれあい・いきいきサロンの数 団体 22     

 

ふれあいセンターの利用者数 人 35,880     
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Ⅳ－11 

基本施策基本施策基本施策基本施策１１１１１１１１    保険保険保険保険・・・・福祉医療福祉医療福祉医療福祉医療    

◆展開方向１ 健全な国民健康保険・後期高齢者医療制度を運営します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

国民健康保険税口座振替加入

率 

％ 49.3     

 

特定健診受診率 ％ 41.9     

 

◆展開方向２ 健全な介護保険制度を運営します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

介護職員研修受講者数 人 69     

 

介護保険サービスの満足度 ％ －     

 

◆展開方向３ 福祉医療を充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

子ども医療１人あたりの助成額 円 33,327     

 

子ども医療加入率 ％ 96.2     

 

こども、障がいのある人、母子・父

子家庭、ひとり暮らし高齢者などに

対して公費医療負担制度があるこ

とを知っている市民の割合 

％ 62.0     
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Ⅳ－12 

基本施策基本施策基本施策基本施策１２１２１２１２    学校教育学校教育学校教育学校教育    

◆展開方向１ 安全で快適な教育環境を整備します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市立小・中学校の非構造部材耐

震改修実施校数 

校 0     

 

通学路の安全対策実施率 ％ 20.3     

 

◆展開方向２ 安全でおいしい学校給食を提供します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

給食が楽しみと思うこどもの割合 ％ 84.3     

 

学校給食で地元農産物を使った

日数の割合 

％ 15.1     

 

◆展開方向３ 教育力を向上し、調和のとれた人格形成を支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市内小中学校における不登校者

のうち、登校できるようになった者お

よび、よい変化があった者の割合 

％ 46.2     

 

児童の授業理解度（小学国語） ％ 

81.9 

(H24 年度) 

    

 

児童の授業理解度（小学算数） ％ 

82.7 

(H24 年度) 

    

 

生徒の授業理解度（中学国語） ％ 

74.0 

(H24 年度) 

    

 

生徒の授業理解度（中学数学） ％ 

69.5 

(H24 年度) 

    

 

都市間交流事業参加児童の保

護者で「交流により、こどもが成長し

た」と回答した割合 

％ －     
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Ⅳ－13 

基本施策基本施策基本施策基本施策１３１３１３１３    子育子育子育子育てててて支援支援支援支援    

◆展開方向１ 子育て家庭を支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

児童虐待の発生件数 件 477     

 

放課後児童クラブの待機児童数 人 0     0 

◆展開方向２ 地域の子育て・子育ちを支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

児童館および子育て支援センター

利用者数 

人 －     

 

子ども会に加入しているこどもの数 人 3,439     

 

◆展開方向３ 保育サービス・幼児教育を充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

保育園の待機児童数 人 27     

 

◆展開方向４ 健全な青少年を地域で育てます 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

青少年の補導人数 人 

2,152 

(H25 年) 

    

 

中学生の地域活動への参加率 ％ 36.2     
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Ⅳ－14 

基本施策基本施策基本施策基本施策１４１４１４１４    スポーツスポーツスポーツスポーツ    

◆展開方向１ スポーツ活動の機会を充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

各種スポーツ教室・講座参加者

満足度 

％ －     

 

市民スポーツ大会などへの参加者

数 

人 17,121     

 

各種スポーツ教室・講座への参加

者数 

人 2,995     

 

スポーツ振興会を知っている市民

の割合 

％ 63.1     

 

スポーツ指導者の養成講座・講習

会の参加者数 

人 112     

 

◆展開方向２ スポーツ施設を計画的に整備します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

公共のスポーツ施設の利用者満

足度（スポーツ公園運動施設） 

％ 

88.9 

(H24 年度) 

    

 

公共のスポーツ施設の利用者満

足度（南スポーツセンター） 

％ 

75.0 

(H24 年度) 

    

 

公共のスポーツ施設の利用者満

足度（温水プール） 

％ －     

 



第４部 資料編 

 

Ⅳ－15 

基本施策基本施策基本施策基本施策１５１５１５１５    文化振興文化振興文化振興文化振興    

◆展開方向１ 市民が文化芸術に親しめる機会を充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市主催の文化芸術イベントへの来

場者数 

人 32,331     

 

来場者の満足度 ％ 

96.2 

(H24 年度) 

    

 

◆展開方向２ 団体の自主的な文化芸術活動を支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

支援を行った文化芸術団体の事

業参加者数 

人 35,804     

 

こどもまたは親子で参加する文化

体験教室などの参加者数 

人 300     

 

◆展開方向３ 小牧固有の歴史・文化遺産を保全・活用します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

指定文化財の数 件 40     

 

小牧市のシンボルが小牧山と思う

市民の割合 

％ 87.5     

 

歴史・文化講座の参加者数 人 1,687     

 



第４部 資料編 

 

Ⅳ－16 

基本施策基本施策基本施策基本施策１６１６１６１６    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習    

◆展開方向１ 学習の機会を提供します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市民講座が開かれていることを知

っている市民の割合 

％ 78.3     

 

市民講座受講者数 人 1,947     

 

市民講座を受講して、社会貢献活

動をしてみたいと思った市民の割合 

％ －     

 

◆展開方向２ 学習活動を支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

こまなびサロンを知っている市民の

割合 

％ 24.5     

 

生涯学習に関する相談件数 件 152     

 

社会活動の支援や指導に関わっ

てみたいと思う市民の割合 

％ 36.1     

 

◆展開方向３ 図書館サービスを充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市民１人あたりの図書などの年間

貸出冊数 

冊 7     

 

１年以内に図書館を訪れたことが

ある市民の割合 

％ 36.1     

 

おはなし会などの参加人数 人 7,375     
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Ⅳ－17 

基本施策基本施策基本施策基本施策１７１７１７１７    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画    

◆展開方向１ 男女共同参画意識を高めます 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

男女共同参画という言葉の意味を

知っている市民の割合 

％ 45.8     

 

男女共同参画をテーマとした各種

講座・講演の参加者数 

人 4,471     

 

◆展開方向２ あらゆる分野への男女共同参画を促進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

審議会等附属機関への女性の登

用率 

％ 28.1     

 

ウィメンズネットこまきの加入団体数 団体 

14 

(H25 年度) 

    

 

◆展開方向３ 男女共同参画推進体制を充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

女性相談の窓口を知っている女性

の割合 

％ 52.1     

 

女性相談で DV 相談が受けられる

と知っている女性の割合 

％ 69.7     
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Ⅳ－18 

基本施策基本施策基本施策基本施策１８１８１８１８    シティプロモーションシティプロモーションシティプロモーションシティプロモーション    

◆展開方向１ 都市のブランドイメージを構築します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

小牧市のブランドロゴマークおよび

キャッチフレーズを知っている市民の

割合 

％ －     

 

◆展開方向２ 観光推進体制を強化します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

主要な観光施設・資源の利用者

数 

人 

833,297 

(H24 年) 

    

 

◆展開方向３ 魅力あるイベント・まつりを開催します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市が主催するイベントやまつりに参

加した市民のうち、満足している市

民の割合 

％ 77.3     

 

市が主催するイベントやまつりに満

足している、または楽しみにしている

市民の割合 

％ 56.0     

 

◆展開方向４ 中心市街地を訪れる人の数を増やします 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

中心市街地が賑わっていると思う

市民の割合 

％ 27.8     

 

中心市街地の主要な施設の利用

者数 

人 316,615     

 

◆展開方向５ 都市間交流の推進および国際感覚を醸成します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

外国籍市民と地域で共に暮らして

いるまちと思う市民の割合 

％ 62.7     

 

国際交流事業などへの年間参加

者数 

人 2,014     
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Ⅳ－19 

基本施策基本施策基本施策基本施策１９１９１９１９    農業農業農業農業    

◆展開方向１ 農業経営の安定化を支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

新規農業就業者数 人 1     

 

認定農業者数 人 21     

 

◆展開方向２ 農業生産基盤の整備を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

かんがい用施設整備の受益面積 ha －     

 

◆展開方向３ 地産地消の環境づくりを推進します 

     指指指指 標標標標    単単単単位位位位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

身近な地域で採れた農産物を食

べるように心掛けている市民の割合 

％ 52.5     

 

地産地消をテーマとしたイベントや

催し物への参加者数 

人 23,000     

 

◆展開方向４ 農業にふれあえる機会を充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市民菜園の利用面積 ㎡ 

3,110.5 

(H25 年度) 

    

 

農業体験事業の参加者数 人 103     
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Ⅳ－20 

基本施策基本施策基本施策基本施策２０２０２０２０    商工業商工業商工業商工業    

◆展開方向１ 工業用地の整備と企業誘致を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

新規進出企業の累計数 社 

12 

(H23 年) 

    

 

１事業所あたり製造品出荷額等の

県内順位 

位 

19 

(H23 年) 

    

 

◆展開方向２ 既存商工業の経営を支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

これからも小牧市で操業を続けた

いと思う企業の割合 

％ －     

 

小牧市の産業支援策について、

他市と比べ充実していると思う企

業の割合 

％ －     

 

◆展開方向３ 起業・創業希望者を支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

起業（創業）者数 人 5     

 

◆展開方向４ 就職希望者や未就労者の就労を支援します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

就職者数 人 437     
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Ⅳ－21 

基本施策基本施策基本施策基本施策２１２１２１２１    市街地整備市街地整備市街地整備市街地整備    

◆展開方向１ 鉄道駅周辺の都市機能を強化します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

名鉄小牧線の駅が利用しやすいと

思う市民の割合 

％ 42.7     

 

名鉄田県神社前・味岡・小牧・小

牧口駅の年間乗降客数 

人 7,259,994     

 

◆展開方向２ 良好な住宅地を創出します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

土地区画整理事業の施行区域

内の居住人口 

人 9,940     

 

土地区画整理事業の施行区域

内の道路整備率 

％ 75.1     

 

◆展開方向３ 都市景観を整えます 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

歴史的趣や緑豊かな小牧山が見

える景観に魅力を感じる市民の割

合 

％ 79.2     
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Ⅳ－22 

基本施策基本施策基本施策基本施策２２２２２２２２    都市交通都市交通都市交通都市交通    

◆展開方向１ より効果的・効率的な公共交通ネットワークを形成します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

公共交通の利用者満足度 ％ 43.3     

 

こまき巡回バス１日平均利用者数 人 1,085.7     

 

駐輪場の不足台数 台 101     

 

◆展開方向２ 公共交通の利用を啓発します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

通勤目的の公共交通利用率 ％ 

10.0 

(H21 年度) 

    

 

バス運行対策補助路線の利用者

数 

人 383,831     
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Ⅳ－23 

基本施策基本施策基本施策基本施策２３２３２３２３    道路道路道路道路    

◆展開方向１ 円滑に移動できる道路を整備します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

渋滞が多いまちと思うドライバーの

割合 

％ 56.5     

 

◆展開方向２ 交通安全施設を整備します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

歩行者の交通事故件数 件 

70 

(H24 年) 

    

 

◆展開方向３ 橋りょうを計画的に管理します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

橋りょうの耐震補強工事実施率 ％ 55.8     
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Ⅳ－24 

基本施策基本施策基本施策基本施策２４２４２４２４    上水道上水道上水道上水道    

◆展開方向１ 安全でおいしい水を供給します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

水質基準不適合率 ％ 0     0 

◆展開方向２ いつでも安定的に水を供給します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

主要幹線管路の耐震管によるル

ープ化率 

％ 67.4     

 

配水管の耐震化率 ％ 15.0     

 

◆展開方向３ 健全な経営を持続します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

水道料金の収納率 ％ 98.8     

 

経常収支比率 ％ 97.9     
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Ⅳ－25 

基本施策基本施策基本施策基本施策２５２５２５２５    下水道下水道下水道下水道    

◆展開方向１ 公共下水道の普及を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

公共下水道普及率 ％ 70.1     

 

◆展開方向２ 老朽管などの更新を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

不明水率 ％ 13.3     

 

下水道施設故障件数 件 0     0 

◆展開方向３ 公共下水道への接続を促進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

公共下水道の水洗化率 ％ 91.3     
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Ⅳ－26 

基本施策基本施策基本施策基本施策２６２６２６２６    河川河川河川河川・・・・水路水路水路水路    

◆展開方向１ 浸水区域を解消します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

排水ポンプ場処理流域における床

上、床下浸水の被害戸数 

戸 0     0 

床上、床下浸水の被害戸数 戸 22     

 

◆展開方向２ 河川への雨水流出を抑制します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

雨水貯留率 ％ 41.0     
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Ⅳ－27 

基本施策基本施策基本施策基本施策２７２７２７２７    公園公園公園公園・・・・緑地緑地緑地緑地・・・・緑道緑道緑道緑道    

◆展開方向１ 緑化意識を高めます 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

家庭などで花や木を育てている市

民の割合 

％ 75.5     

 

緑化推進協議会グループ活動数 団体 －     

 

◆展開方向２ 安全・快適な公園を維持します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市民協働による公園管理数 箇所 －     

 

市民四季の森が適切に管理され

た魅力的な公園と思う来場者の割

合 

％ －     

 

◆展開方向３ 公園・緑地・緑道の整備を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市民１人あたりの都市公園面積 

㎡/

人 

7.3     
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Ⅳ－28 

基本施策基本施策基本施策基本施策２８２８２８２８    住宅住宅住宅住宅    

◆展開方向１ 安全・安心で良好な住宅・住環境の整備を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

耐震性がないと判断された民間木

造住宅のうち、耐震改修した住宅

の割合 

％ 14.9     

 

市の補助を受け、アスベストの除却

工事を行った民間建築物の件数 

件 1     

 

新築住宅棟数に対する長期優良

住宅認定制度の認定を受けた住

宅棟数の割合 

％ 23.1     

 

◆展開方向２ 適正に市営住宅を管理・運営します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市営住宅の入居率 ％ 100     100 

福祉世帯の入居率 ％ 60.9     
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Ⅳ－29 

基本施策基本施策基本施策基本施策２９２９２９２９    行政行政行政行政サービスサービスサービスサービス    

◆展開方向１ 窓口業務などを充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

届出・手続き・証明書交付などの

窓口サービスが利用しやすく、便利

と思う市民の割合 

％ 84.1     

 

窓口での職員の対応に満足してい

る市民の割合 

％ 94.3     

 

◆展開方向２ 民間活力の活用を進めます 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

公募により指定管理者制度を導入

した施設数 

施設 

14 

(H25 年度) 

    

 

新規に外部委託した業務の件数 件 －     
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Ⅳ－30 

基本施策基本施策基本施策基本施策３０３０３０３０    地域協働地域協働地域協働地域協働    

◆展開方向１ 協働によるまちづくりの環境を充実します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

自治基本条例を知っている市民の

割合 

％ －     

 

市民活動団体数 団体 102     

 

協働提案による事業実施数 件 

8 

(H25 年度) 

    

 

◆展開方向２ コミュニティ活動を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

地域協議会の取組みを知っている

市民の割合 

％ －     

 

自治会加入率 ％ 83.6     
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Ⅳ－31 

基本施策基本施策基本施策基本施策３１３１３１３１    行政運営行政運営行政運営行政運営    

◆展開方向１ 情報の共有化を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市民の意見を聴く機会が充実して

いると思う市民の割合 

％ 46.5     

 

市ホームページへのアクセス件数 

件/

月 

394,542     

 

広報こまきを毎号読んでいる市民

の割合 

％ 71.9     

 

◆展開方向２ 時代に即した組織体制を整備します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

組織横断的なプロジェクトチームの

設置数 

チーム 7     

 

◆展開方向３ 時代に即した人材マネジメントを推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

常に高い意欲を持って職務に取り

組んでいる職員の割合 

％ 92.6     

 

類似団体における職員数の順位 位 

35 

(88 団体中) 

(H23 年度) 

    

 

提案制度に基づく取組みの実施

件数 

件 

4 

(H25 年度) 

    

 

◆展開方向４ 効果的・効率的な行政運営を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

無駄のない市政運営が行われて

いると思う市民の割合 

％ 41.5     
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Ⅳ－32 

基本施策基本施策基本施策基本施策３２３２３２３２    財政運営財政運営財政運営財政運営    

◆展開方向１ 歳入確保の取組みを強化します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市税収納率 ％ 93.9     

 

◆展開方向２ 歳出の削減と合理化を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

平成 25 年度当初予算と比べた経

常的経費の削減額 

千円 －     5%削減 

◆展開方向３ 健全で計画的な財政運営を推進します 

     指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

実質公債費比率 ％ 0.5     2.5%以内 

    


