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政策評価指標について 

 今回の総合計画では、政策ごとに以下の評価指標を設定しました。この指標は、政策の主な内容を数値化

して目標を定め、定期的に成果を測ることで、計画の進行管理を行ううえでの評価の一つとするものです。 

後期基本計画 政策評価指標一覧（１／４） 

政策 

番号 
政策評価指標 計算式 

現状値 

(Ｈ20 年度 

時点最新) 

目標値 

(H27 年度) 

1-1-1 
地域では、子どもからお年寄りま

でみんなが触れ合う機会がある。 
市民満足度調査（満足＋まあ満足） 26.3% 50.0%

学校の耐震化率 
Is/Et０.７以上の棟数／全小中学校

棟数 
84.1% 100%

授業が「分かる」と答える児童生

徒の割合 

授業が「分かる」と答えた児童生

徒数／全児童生徒数 
82.5% 90.0%1-1-2 

新体力テストで全国平均を上回る

種目の割合（小学校） 

全国平均を上回った種目数／新体

力テスト全種目数（学年別・男女別）
76.0% 90.0%

1-1-3 街頭補導出動人数（延べ）   883 人 1,035 人

子どもからお年寄りまでが、進ん

でいろいろなことを学ぶことがで

きる環境が整っている。 

市民満足度調査（満足＋まあ満足） 22.7% 40.0%

1-1-4 

市民一人当たり貸し出し冊数 
年間貸し出し冊数／人口（外国人

登録者含む） 
5.0 冊 6.5 冊

1-2-1 
家庭生活支援環境が充実している

と思う市民の割合 

市民満足度調査（そう思う＋やや

そう思う） 
12.4% 30.0%

過去１年間に地域行事に参加した

ことのある市民の割合 
市民満足度調査 75.5% 90.0%

1-3-1 

自治会加入率 自治会加入世帯／住民基本台帳世帯数 87.7% 87.7%

1-3-2 文化財講座受講者数（延べ）   49 人 100 人

1-4-1 芸術鑑賞行動率（１年間） 市民満足度調査 49.1% 55.0%

1-4-2 
週１回以上スポーツに取り組んで

いる割合 
市民満足度調査 29.1% 40.0%

1-4-3 
過去１年間にボランティア活動を

行ったことがある割合 
市民満足度調査 31.4% 40.0%

1-5-1 
国際交流団体会員数及び在住外国

人支援ボランティア数 

国際交流団体会員数＋在住外国人

支援ボランティア数 
297 人 350 人

2-1-1 健康相談回数（健康相談の場の確保）   219 回 250 回

2-1-2 がん健診などの受診者数   21,963 人 26,000 人

2-1-3 
休日・夜間の１次救急医療の医師

確保率 
全診療時間に対する医師確保時間 88.3% 100%

2-2-1 小地域福祉組織の設置率 地域福祉委員会／地区数 83.3% 100%

ファミリーサポートセンター会員数   519 人 700 人

入園待ち児童数 
年度末における保育園の待機児童

数の合計 
4 人 0 人2-2-2 

緊急一時保育実施個所数 緊急一時保育を実施している施設の数 16 個所 17 個所
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後期基本計画 政策評価指標一覧（２／４） 

政策 

番号 
政策評価指標 計算式 

現状値 

(Ｈ20 年度 

時点最新) 

目標値 

H27 年度 

2-2-3 認知症サポーター数 平成１８年からの累計 775 人 3,000 人

2-2-4 
福祉施設の入所者の地域生活への

移行者数 
平成１７年からの累計 10 人 18 人

2-2-5 
安心して子どもを生み育てる環境

が整っていると思う市民の割合 

市民満足度調査（そう思う＋やや

そう思う） 
13.7% 50.0%

2-2-6 
生活保護から自立した世帯数（累

計値） 
平成20 年からの累計 5 人 40 人

2-3-1 
国民健康保険税現年課税分の徴収

率 

収納額／調定額（居所不明者分を

除く） 
91.7% 92.0%

参酌標準 
施設・居住系サービス利用者／要

介護２～５の認定者数 
42.9% 37.0%

2-3-2 
６５歳以上要介護認定率（要介護

２～５） 
  7.5% 9.0%

交通事故件数・物損事故件数・死

亡事故件数 
  

人身882 件 

死者4 件 

物損2,212 件 

人身750 件

死者0 件

物損1,700 件
2-4-1 

御殿場署管内人身事故件数・高齢

者事故・全事故に対する高齢者事

故の割合（御殿場警察署管内） 

  23.0% 20.0%

刑法犯認知件数（御殿場警察署管

内） 
  1,413 件 1,294 件

2-4-2 

子ども声かけ事例の件数   9 件 3 件

消費者教育・消費生活啓発講座参

加者数・回数 
  10 回・466 人 30 回・1,500 人

2-4-3 

消費生活相談に占める自主交渉 
自主交渉件数/消費生活相談（苦

情・相談）件数 
88.3% 90.0%

2-4-4 
排水規制対象事業場への立入検査

実施状況 
違反回数/立入検査回数（県・市） 3 回/48 回 0 回/55 回

斎場、霊園が充実していると思う

市民の割合 

市民満足度調査（そう思う＋やや

そう思う） 
52.1% 60.0%

2-4-5 

環境美化活動の実施回数 河川清掃交付金申請回数 166 回 200 回

避難場所の認知率 市民満足度調査 80.7% 88.0%

2-5-1 家庭で災害への備えをしている市

民の割合 
市民満足度調査 48.5% 63.0%

2-5-2 防災訓練参加率 市民満足度調査 60.0% 70.0%

2-5-3 
環境にやさしい河川改修の施行箇

所（延べ） 
  6 箇所 9 箇所

出火率（人口１万人当たり）   4.6 4.0 

2-5-4 救命率（心肺停止事案における傷

病者の一ヵ月後の生存率） 
  0.04 0.1

3-1-1 
過去１年間にホタルを見たことが

ある人の割合 
市民満足度調査 32.3% 40.0%

3-1-2 観察会・セミナーへの参加者数 
環境に関する観察会・セミナーへ

の参加者数 
115 人 150 人
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後期基本計画 政策評価指標一覧（３／４） 

政策 

番号 
政策評価指標 計算式 

現状値 

(Ｈ20 年度 

時点最新) 

目標値 

H27 年度 

汚水衛生処理率   49% 65%

3-1-3 黄瀬川、鮎沢川の環境基準達成度

（％） 
環境基準達成地点数／測定地点数 35.7% 50.0%

有収率（配水量に対して実際に使

用された水量の割合） 
年間総有収水量／年間総配水量 83.0% 87.5%

3-1-4 

地下水位の変化 
静岡県観測井（大坂地先深井戸）

の地下水位 
305m 305m

3-2-1 質の高い住宅の割合 誘導居住水準以上の世帯の割合 55.8% 60.0%

3-2-2 市民１人当たり都市公園面積 都市公園面積／人口 3.25 ㎡ 4.30 ㎡

違反簡易広告物除去協力員制度の

充実 
違反簡易広告物除去協力員数 87 人 100 人

3-2-3 

景観行政団体への移行   × ○

中心市街地の活性化区域における

自転車・歩道整備延長 
  900m 2,000m

3-2-4 

地籍調査実施率（済んだ割合） 計画面積／実施面積 62.3% 68.0%

3-3-1 生活道路の改善率 整備済延長／要望延長 45.0% 100%

3-3-2 アクセス関連路線延長整備率 整備済延長／計画延長 0.0% 50.0%

3-3-3 １日当たり公共交通機関利用者数 

ＪR 東海御殿場駅・小田急ロマンス

カー「あさぎり」号・東名高速バ

ス・市内バス路線の年間利用者数

／365 日 

8,284 人 8,700 人

家庭系ごみ一人一日当たり排出量 

（家庭系ごみ排出量-家庭系資源

ごみ排出量）／365 日／人口（外

国人登録者含む） 

486.2g 469.6g

家庭系ごみ資源化率 
家庭系資源ごみ排出量／家庭系ご

み排出量 
23.7% 26.1%

事業系ごみ排出量 
事業系ごみ総排出量-事業系資源

ごみ排出量 
10,488t 11.852t

3-4-1 

買い物袋の持参率 市民意識調査 82.8% 85.0%

3-4-2 市全体の二酸化炭素排出量  528,571t（h16） 521,803t

3-5-1 

インターネットなどの情報通信サ

ービスが暮らしに浸透し、便利で

快適な生活をすることができる 

市民満足度調査（満足＋まあ満足） 24.9% 30.0%

3-6-1 

ハンディのある人、ない人、すべ

ての人にとって暮らしやすいまち

づくり、物づくりが行われている 

市民満足度調査（不満） 17.6% 10%以下

4-1-1 
経営改善に意欲的に取り組んでい

る農業者数（認定農家数） 
  48 人 55 人

4-1-2 1 年間の間伐実施面積 累計値 1,264ha 1,474ha

4-2-1 御殿場ブランド商品数 
商工会が設けた基準により認定さ

れるもの 
－ 5

4-2-2 製造品出荷額   4,835 億円 5,367 億円



 

 - 160 -

後期基本計画 政策評価指標一覧（４／４） 

政策 

番号 
政策評価指標 計算式 

現状値 

(Ｈ20 年度 

時点最新) 

目標値 

H27 年度 

4-3-1 

4-3-2 
観光交流客数・宿泊客数 

宿泊、観光交流施設の利用者数、

イベント参加者数と宿泊客数の合

計 

11,942 千人 12,500 千人

4-4-1 
異業種ビジネス交流会の参加企業

数 
  30 社 50 社

4-4-2 高校生による就業体験参加生徒数   327 人 330 人

4-5-1 
市内の駿東勤労者福祉共済会の加

入会員数 
  1,564 人 2,000 人

5-1-1 
協働に取り組んでいる・協働に関

心がある人の割合 
市民満足度調査 22.0% 50.0%

ＨＰへのアクセス件数 各年度一日当たりのアクセス件数 700 件 1,000 件
5-1-2 

情報公開コーナー利用者数 各年度利用者数 7,410 人 8,000 人

性別役割分担にとらわれない人の

割合 

市民意識調査（男女の役割を固定

的に考えることについて「反対」

「どちらかといえば反対」と答え

た人の割合） 

53.0% 65%以上

5-2-1 

審議会等行政委員会における女性

の登用率 

付属機関及び付属機関に準じ、規

則、要綱等により設置された委員

会等の女性委員の割合 

24.4% 35.0%

5-3-1 
安心して子どもを生み育てる環境

が整っていると思う市民の割合 

市民満足度調査（そう思う＋やや

そう思う） 
13.7% 40.0%

5-4-1 
窓口サービスが迅速で効率良く提

供されていると思う市民の割合 

市民満足度調査（そう思う＋やや

そう思う） 
25.7% 50%以上

経常収支比率 

地方公共団体の財政構造の弾力性

を判断するための指標で、人件費、

扶助費、公債費などの経常的経費

に充当された一般財源の額が、地

方税、地方交付税などの経常的に

収入される一般財源、減税補てん

債、臨時財政対策債の合計に占め

る割合 

77.7% 80%未満

5-4-2 

実質公債費比率 

地方公共団体の一般会計等が負担

する元利償還金及び準元利償還金

の標準財政規模に対する比率 

10.8% 12%未満

市役所は、市民が主役だという考

えで仕事を進めている。 
市民満足度調査（満足＋まあ満足） 16.3% 50.0%

5-4-3 

職員提案制度・自主研修件数 
職員提案制度＋自主研修グループ

＋自主通信研修 
34 件 100 件

5-4-4 広域窓口サービスの利用状況 

広域窓口サービスによる住民票・

印鑑登録証明利用件数（広域合

計・年度） 

3,069 件 4,000 件

5-5-1 なし   － － 

5-6-1 なし   － － 

5-7-1 事業着手した新世紀記念事業の数   3 事業 4 事業

 


