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■成果指標に関する事例・提案 

 高浜市総合計画における施策を進行管理していくための成果指標について、他都市の事例を踏

まえ、検討・提案します。 
 

（１）参考とした都市の事例 

 近年策定され成果指標が示されている総合計画のうち、愛知県内からは豊田市、岡崎市、一宮

市、安城市、江南市、東海市、豊明市の 7 都市の事例、愛知県外から神戸市、大和市の 2 都市の

事例を取り上げました。 
 

（２）成果指標の分類 

 成果指標については、指標の評価目的によって、事業の実施量を示すアウトプット指標と事業

の実施による効果を示すアウトカム指標、また、指標の性質によって、統計的データ等に基づく

客観的指標と市民意識調査などによる主観的指標に分類することができます。 
 今回提示した指標は、アウトカム指標が多くなっていますが、部分的にアウトプット指標も含

まれています。 
 アンケートによる指標については、アンケート欄に「○」印を記しています。また、そのうち

一般市民ではなく、特定の階層を対象とするものについては「特定」と記しています。 

表 成果指標の分類 

Ａ．指標の評価目的による分類  
①アウトプット指標 
（活動・整備量指標） 

②アウトカム指標 
(効果・便益指標) 

①統計データや測定デー

タによる客観的指標 
例：ふれあいプラザの設置

数 
例：ふれあいプラザの利用

者数 
Ｂ．指標

の 性 質

に よ る

分類 
②市民意識調査による主

観的指標（満足度指標）

例：ふれあいプラザの不足

度 
例：ふれあいプラザに関す

る満足度 
 

（３）成果指標の独自提案 

 成果指標一覧の市独自欄には、その都市固有の指標を「★」印で記しています。また、他市の

事例にはなく、高浜市独自で設定してはどうかと思われる指標については、「☆高浜市」と記して

います。 



（４）分科会と基本となる施策との対応 

 成果指標一覧は、分科会ごとに含まれると思われる施策を設定した上で、分科会ごとに整理しています。 

テーマ 分科会 基本となる施策 施策数 

自治基本条

例 

地域自治、コ

ミュニティ 

市民活動・ＮＰ

Ｏ 
           2 

協働自治 

行財政運営 
行政評価、行

政組織 

情報公開、広報

公聴 
財政運営 

広域行政、定

住自立圏 
        4 

教育 学校教育 家庭教育             2 

生涯学習 
生涯学習、ス

ポーツ 

地域文化、文化

財 

男女共同参画、

多文化共生 
          3 

教育・子

ども 

子育ち・子

育て 

保育、幼児教

育 
子育て 子ども育成           3 

産業 
農業・地産地

消 

工業・新産業・

地場産業（瓦）

コミュニティ

ビジネス 

商業、観光・

交流 

雇用・勤労福

祉、消費者生活
      5 

環境 環境保全 エネルギー 循環型社会 
環境衛生・美

化 
        4 活力創造 

都市基盤 土地利用 
市街地整備・住

宅、上下水道 

道路、公共交

通、港湾 

公園・緑化、

景観 
防災 防犯 交通安全 消防・救急 8 

地域福祉 高齢者 障がい者 地域福祉 
社会保障、生

活保護 
        4 

福祉・健

康 
健康 

健康づくり、

食育 
医療体制             2 

計                 37 

 



１．自治基本条例分科会

No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

1
地域活動に参加している小・中学生
の割合

地域活動に参加したことが「ある」と
回答した小学生・中学生の割合

特定 豊田市 地域自治、コミュニティ

2
地域の活動に参加している中学生・
高校生の割合

地域活動に参加したことが「ある」と
回答した中学生・高校生の割合

特定 豊田市 地域自治、コミュニティ

3
地域活動に参加している市民の割
合

「よく参加している」と「ときどき参加し
ている」と回答した人の割合

○
豊田市、一宮市、
神戸市、大和市

地域自治、コミュニティ

4
地域活動・ボランティア活動に参加
している30代の割合

○ 東海市 地域自治、コミュニティ

5
地域活動の運営に参加している人
の割合

市民アンケート調査で「地域活動の
運営に参加している」と答えた人の数
／アンケート回答総数×100

○ 一宮市 地域自治、コミュニティ

6 町内会・自治会加入率（%）
町内会・自治会加入世帯数÷住民登
録世帯数（外国人含む）×100

豊明市、安城市、
大和市

地域自治、コミュニティ

7
自治会活動など地域の活動状況に
対する満足度（%）

右記のアンケートの該当項目につい
て、満足・やや満足・普通と回答した
人の数÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市、安城市 地域自治、コミュニティ

8
まちづくり協議会の活動に対する満
足度

○ 地域自治、コミュニティ ☆高浜市

9 コミュニティ施設の年間利用者数 岡崎市、大和市 地域自治、コミュニティ

10 ふれあいプラザの年間利用者数 地域自治、コミュニティ ☆高浜市

11 町内公民館建設・修繕補助件数
1年間の町内公民館の建設や修繕に
対する補助件数

安城市 地域自治、コミュニティ

12 地緑団体の組織数 江南市 地域自治、コミュニティ

13 まちづくり協議会のＮＰＯ法人化数
まちづくり協議会のうちＮＰＯ法人化し
た数

地域自治、コミュニティ ☆高浜市

14
「地域のつきあいや人間関係」市民
満足度

○ 豊川市 地域自治、コミュニティ

15
身近な地域内の問題を地域内で
話し合っていると思う人の割合

市民アンケート調査で「自分が住んで
いる地域では、地域内の身近な問題
を、地域の中で話し合っていると思う」
と答えた人の数／アンケート回答総
数×100

○ 一宮市 地域自治、コミュニティ

16
「あいさつをする近所の人」が10 人
以上いる人の割合

○ 神戸市 地域自治、コミュニティ

17
まちに「地域の行事（祭り、運動会な
ど）がある」と答える人の割合

○ 神戸市 地域自治、コミュニティ

18

地域が主体的に行うべき事を行政
が担っている部分がある（補完性の
原理が実践されていない）と考えて
いる市職員の割合

市職員対象のアンケート調査で「地
域が主体的に行うべき事を、行政が
担っている部分があると思う」と答え
た人の数／アンケート回答総数×

特定 一宮市 地域自治、コミュニティ

19
主体的に地域活動に取り組む団体
への助成件数（累計）

豊田市 地域自治、コミュニティ

20
ＮＰＯ、ボランティア活動に参加して
いる市民の割合

「継続的に参加している」「ときどき参
加している」と回答した人の割合

○ 豊田市、神戸市 市民活動・NPO

21
市民が主体となったまちづくり活動
の活発さに対する満足度（%）

右記のアンケートの該当項目につい
て、満足・やや満足・普通と回答した
人の数÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 市民活動・NPO

22
NPO・ボランティア活動などへの支
援状況に対する満足度（%）

右記のアンケートの該当項目につい
て、満足・やや満足・普通と回答した
人の数÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 市民活動・NPO

23 市民協働事業の実施件数（件） ＮＰＯへの事業委託件数 岡崎市、豊明市 市民活動・NPO

24
まちづくりを市民と行政が協働
で進めることができる仕組み（シ
ステム）の数

希望する市民が市政に参画できる恒
常的な仕組み（システム）の数

一宮市 市民活動・NPO

25 市民のボランティア参加率
ボランティア活動に参加したことのあ
る市民÷アンケート回答総数×100

○ 安城市 市民活動・NPO

26 ボランティア団体及びNPOの数 江南市、大和市 市民活動・NPO
27 アダプト制度の登録割合 江南市 市民活動・NPO

28
市民活動を後押しするための制
度の数

市民による、自主的で、営利を目的と
しない、公益的な活動を後押しするた
めの制度数

一宮市 市民活動・NPO

29
市民活動に参加している人の中
で、行政の後押しは有効に機能
していると思う人の割合

市民アンケート調査で「市民活動に対
する市の支援は有効に機能している
と思う」と答えた人の数／「市民活動
に参加している」と答えた人の数×

○ 一宮市 市民活動・NPO

30 市民活動室利用登録団体数（団体）
市民活動室の利用登録をしている団
体数

豊明市、大和市 市民活動・NPO

31 市民情報サイト登録団体数（団体）
市民活動情報サイトに登録された団
体数

岡崎市、豊明市、
安城市

市民活動・NPO

32
市政への市民参加の機会や場に対
する満足度（%）

右記のアンケートの該当項目につい
て、満足・やや満足・普通と回答した
人の数÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 市民活動・NPO

33 公募委員のいる審議会などの割合 岡崎市、豊明市 市民活動・NPO  
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No 指標名称 指標説明（算出式など）
アンケー

ト
出典（都市名） 施策区分 市独自

34
審議会等における市民・市民団
体代表の割合

行政委員会を除いた審議会などにお
ける市民・市民団体代表の人数÷審
議会などの総人数×100

安城市 市民活動・NPO

35 委員に公募した人の数 東海市 市民活動・NPO

36
参加型の手法で策定される計画
の割合（%）

市民参加型手法で策定された計画数
÷全策定計画数×100

豊明市 市民活動・NPO

37
計画、実施、評価の各段階で市
民が参画できる仕組み（システ
ム）に参加している人の数

市政アンケート、市民意見提出制度
（パブリックコメント）、各種のワーク
ショップなどに参加している市民の数

一宮市 市民活動・NPO

38

計画、実施、評価の各段階で市
民が参画できる仕組み（システ
ム）があることを知っている人
の割合

市民アンケート調査で「市の施策や
事業の計画、実施、評価の各段階
で、市民が参画できる仕組み（システ
ム）があることを知っている」と答えた
人の数／アンケート回答総数×
100

○ 一宮市 市民活動・NPO
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２．行財政分科会

No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

1 行政評価の実施事業数（件） 豊明市、安城市 行政評価、行政組織

2
行政評価による事務事業の改善件
数（件）

岡崎市、豊明市、
江南市

行政評価、行政組織

3 地域会議からの事業計画提案件数
都市内分権の仕組みの中で提案され、
地域の責任・決定のもと事務執行となる
地域会議からの事業提案件数

豊田市 行政評価、行政組織 ★

4 職員数（人）

団塊世代の退職者増に伴う職員採用を
抑制し、さらに職員の年齢層の平均化を
図ることにより、2015年に職員数491人
（現状値に対し10%54人の削減）を目標と
する

豊明市 行政評価、行政組織

5
公募研修及び自主研修の参加者数
（人）

中間目標値を15パーセント、 終目標値
を20パーセントと定め、それぞれの時点
の目標職員数から算出し、10単位の近
似値に修正した

豊明市 行政評価、行政組織

6
政策形成とマネジメント能力をもっ
た職員を育てる研修などの職員１
人当たり平均受講回数

江南市 行政評価、行政組織

7 自己啓発をしている職員の割合 特定 江南市 行政評価、行政組織

8
成果目標を意識して、仕事に取り組
んだり、業務の改善を心がけている
職員の割合

特定 江南市 行政評価、行政組織

9
「職員の資質向上や人員削減」市
民満足度

○ 豊川市 行政評価、行政組織

10
事業を柔軟に見直せる仕組み（シ
ステム）の数

事業を柔軟に見直すことができる仕組み
（システム）のうち、要綱や取扱いのルー
ル、マニュアルなどが定められているも
のの数

一宮市 行政評価、行政組織

11
事業について柔軟に見直す仕組
みが有効に機能していると思っ
ている市職員の割合

市職員対象のアンケート調査で「事業に
ついて柔軟に見直す仕組みが有効に機
能していると思う」と答えた人の数／アン
ケート回答総数×100

特定 一宮市 行政評価、行政組織

12
計画、実施、評価の各段階で事
業を見直せる仕組み（システム）
があることを知っている人の割合

市民アンケート調査で「計画、実施、評
価の各段階で、市が施策や事業を柔軟
に見直せる仕組み（システム）があること
を知っている」と答えた人の数／アン
ケート回答総数×100

○ 一宮市 行政評価、行政組織

13
「市長への手紙」「市政へのアイデ
ア・提案」の投書件数

江南市 行政評価、行政組織

14
この１年で縦割り行政の不都合を
感じたことのある市民の割合

○ 東海市 行政評価、行政組織

15
この１年で縦割り行政の弊害を感じ
たことのある市職員の割合

特定 東海市 行政評価、行政組織

16
迅速かつ適切に行政サービスを受
けていると感じる市民の割合

○ 江南市 行政評価、行政組織

17
市役所の事務が、効率的かつ適切
に行われていると感じる市民の割
合

○ 江南市 行政評価、行政組織

18 「行政サービスの向上」市民満足度 ○ 豊川市 行政評価、行政組織

19
正確で早くて便利な窓口サービスを
受けていると感じる市民の割合

○ 江南市、豊明市 行政評価、行政組織

20
ワンストップサービスが受けら
れる窓口の数

ワンストップサービスが受けられる窓口
の数

一宮市、東海市 行政評価、行政組織

21
ワンストップサービスが受けら
れる窓口で扱っている相談（手続
き）の種類の数

ワンストップサービスが受けられる窓口
で扱っている相談（手続き）の種類の数

一宮市 行政評価、行政組織

22
相談（手続き）窓口が利用しやす
いと思う人の割合

市民アンケート調査で「市の窓口が利用
しやすいと思う」と答えた人の数／「この
1年間
に、相談や手続きで市の窓口を利用した
り、電話での問合せや市ホームページで
の市政情
報検索をしたことがある」と答えた人の
数×100

○ 一宮市 行政評価、行政組織

23
インターネットの申請など市民サー
ビスの利便性に対する満足度（%)

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 行政評価、行政組織

24
電子申請の届出可能申請書種類
数（件）

行政手続きの電子手続稼働計画 豊明市 行政評価、行政組織

25
申請・届出等手続きにおけるオンラ
イン利用率

オンライン化されている手続きの申請・
届出等総件数（窓口・郵送・オンラインす
べての件数）のうち、オンラインを利用し
た申請・届出等件数の割合

豊田市 行政評価、行政組織
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

26
インターネットによる行政サー
ビスの利用者数

1年間の①電子申請システム利用件数と
②蔵書検索システムによる図書予約冊
数

一宮市 行政評価、行政組織

27
インターネットサービスを利用
した人の満足度

市民アンケート調査で、この1年間にイン
ターネットを利用した電子申請システム
や図書の
検索・予約システムを利用したことがあ
る人に対する「利用したインターネット
サービス
に満足していますか」という問に対し、
「満足」を5、「どちらかといえば満足」を
4、「ど
ちらともいえない」を3、「どちらかといえ
ば不満」を2、「不満」を1としたときの平均
値

○ 一宮市 行政評価、行政組織

28
総合型地理情報システム掲載情報
数（件）

登録実数 豊明市 行政評価、行政組織

29 電算化した業務数 江南市 行政評価、行政組織

30
税金や社会保障の制度をよく理
解し、わかりやすく説明できる
と思う市職員の割合

税金や社会保障を担当する市職員対象
のアンケート調査で「自分が担当する税
金や社会保障の制度を十分理解したう
えで、市民にわかりやすく説明できてい
ると思う」と答えた人の数／アンケート回
答数×100

○ 一宮市 行政評価、行政組織

31
税金や社会保障についての相談
をした人の中で、理解できた人
の割合

市民アンケート調査で「市職員の説明が
よく分かった」と答えた人の数／「この1
年間に、税金や社会保障の制度につい
て、市に相談したり説明を求めたりしたこ
とがある」と答えた人の数×100

○ 一宮市 行政評価、行政組織

32
専門家（弁護士・司法書士）による
相談日数

弁護士及び司法書士による年間相談日
数

安城市 行政評価、行政組織

33 指定管理者制度の実施件数（件）

図書館、文化会館、福祉体育館、子育て
支援センター、ファミリーサポートセン
ター、老人福祉センター、保育園、児童
館

豊明市 行政評価、行政組織

34 公共施設の稼働率
実際に貸し出しを行った施設の単位数
／市民に貸し出し可能な施設の単位数
×100（年間で36日（3日／月）を抽出）

一宮市 行政評価、行政組織

35
市民が公共施設を有効に利用し
ていると思う人の割合

市民アンケート調査で「一宮市の公共施
設が有効に利用されていると思う」と答
えた人の数／アンケート回答総数×100

○ 一宮市 行政評価、行政組織

36 公共施設利用者の満足度

市民アンケート調査で、一宮市の公共施
設を利用したことがある人に対する「利
用した施設に満足していますか」という
問に対し、「満足」を5、「どちらかといえ
ば満足」を4、「どちらともいえない」を3、
「どちらかといえば不満」を2、「不満」を1
としたときの平均値

○ 一宮市 行政評価、行政組織

37 市役所のグリーン購入率
グリーン購入件数÷1年間の特定調達
品目購入件数

安城市 行政評価、行政組織

38
豊田市への視察の件数（議会事務
局受付分）

豊田市の施策・制度について議会事務
局を通じて他市が視察を行う件数

豊田市 行政評価、行政組織 ★

39 戸籍訂正の件数 江南市 行政評価、行政組織

40 情報公開制度に基づく非開示件数 江南市 情報公開、広報公聴

41
広報などによる市の情報提供・情報
公開に対する満足度（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○
東海市、豊明市、

豊川市
情報公開、広報公聴

42 広報を読んでいる市民の割合 ○ 江南市 情報公開、広報公聴

43
広報の内容がわかりやすいと思
う人の割合

市民アンケート調査で「市から提供され
るいろいろな情報がわかりやすいと思う」
と答えた人の数／アンケート回答総数×
100

○ 一宮市 情報公開、広報公聴

44 「地域の情報化」市民満足度 ○ 豊川市 情報公開、広報公聴

45 情報発信件数
行政情報を定期的に提供する広報一
宮・健康ひろば・一宮の社会福祉の提供
情報総件数

一宮市 情報公開、広報公聴

46
市政情報の新聞への掲載件数
（件）

新聞に掲載された記事の数 安城市、豊明市 情報公開、広報公聴

47 ホームページのアクセス数
1年間に市のホームページ望遠郷のトッ
プページへアクセスした件数（庁内ＬＡＮ
からのアクセス件数は除く）

岡崎市、東海市、
安城市、江南市、

豊明市
情報公開、広報公聴
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

48
市役所のホームページの内容やデ
ザインに対する満足度（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 情報公開、広報公聴

49 個人情報の漏洩件数 江南市 情報公開、広報公聴

50
プライバシー侵害に関して行政に寄
せられた苦情の件数

東海市 情報公開、広報公聴

51
プライバシーの侵害を受けたと感じ
た人の割合

○ 東海市 情報公開、広報公聴

52 住民説明会の参加人数 江南市 情報公開、広報公聴

53 出前トーク件数 神戸市 情報公開、広報公聴

54 市長へのＥメール年間件数（件）
市長へのＥメールに寄せられるメールの
数

豊明市 情報公開、広報公聴

55
市政に意見の言える機会（広聴）に
ついての満足度

○ 東海市 情報公開、広報公聴

56 外国人向けパンフレット作成（種類） 5年ごとに5種類ほど増やしていく 豊明市 情報公開、広報公聴

57
公共施設への移動で困っている人
の割合

○ 東海市 情報公開、広報公聴

58 「健全な財政運営」市民満足度 ○ 豊川市 財政運営

59
税金が有効に使われていると思う
人の割合

○ 東海市 財政運営

60
税金の無駄遣いがないと思う人
の割合

市民アンケート調査で「一宮市では税金
の無駄遣いがないと思う」と答えた人の
数／アンケート回答総数×100

○ 一宮市 財政運営

61
税が公平・適切に課税・収納されて
いると感じている市民の割合

○ 江南市 財政運営

62 財政力指数 基準財政収入額÷基準財政需要額 安城市、江南市 財政運営

63 経常収支比率
経常経費充当一般財源÷経常一般財
源収入額等×100

岡崎市、一宮市、
安城市、江南市、

東海市
財政運営

64 公債費比率
地方債元利償還金充当一般財源等÷
（標準税収入額+臨時財政対策債発行
可能額等）×100

豊明市、安城市 財政運営

65 積立基金残高比率

標準財政規模に対する年度間の財源調
整のための財政調整基金や、特定の目
的のために資金を積み立て将来のため
に蓄える基金の残高の割合

豊田市 財政運営

66 実質公債費比率（単年）

地方税・普通交付税のように使い道が特
定されておらず、毎年度経常的に収入さ
れる財源のうち、公債費や公債費に準
ずるものを含めた実質的な公債費相当
額（普通交付税で措置されるものを除
く。）に使われた割合

豊田市、江南市 財政運営

67 収納率 収入済額/調定額×100
豊明市、東海市、

江南市
財政運営

68 診療収支
医業収入－医業費用（市立4病院の合
計、単年度数値)

一宮市 財政運営

69
人（医療従事者）、施設、資金が適
正に使われていると思う人の割合

人（医療従事者）、施設、資金が適正に
使われていると思う人の割合

○ 一宮市 財政運営

70 民間への委託 東海市 財政運営
71 市債依存率 市債／歳入総額×100 一宮市 財政運営

72
広域で処理している事務事業数
（件）

物品、委託等の指名業者の受付業務、
教職員の研修、地方分権等の共同研
究、広域園でのイベント企画

豊明市、江南市、
東海市

広域行政、定住自立
圏

73 広域で実施している事業数 農業共済、消防業務、ごみ処理（2014） 岡崎市、安城市
広域行政、定住自立

圏

74 広域利用ができる施設数（箇所） 図書館、体育館、コミュニテェバス 豊明市
広域行政、定住自立

圏

75
広域的に受けることができる行政
サービス数

図書館の相互利用、公共施設の市外料
金の撤廃に加え、広域で実施する行政
サービス数

安城市
広域行政、定住自立

圏

76
保健・医療・福祉機関の連携が図ら
れていると感じている地域包括支援
センター職員の割合

地域包括支援センター職員対象のアン
ケート調査で「保健、医療、福祉機関す
べてに連携がとれている」と答えた人の
数／アンケート回答総数×100

○ 一宮市
広域行政、定住自立

圏

77
都市と農山村交流イベント等の受
入れ団体数

合併6地区及び石野・松平地区で交流事
業実施団体数

豊田市
広域行政、定住自立

圏
★
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３．教育分科会

No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

1 教育内容に対する満足度
教育内容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

特定
安城市、豊明市、

豊川市
学校教育

2
学校生活に満足している小・中学生
の割合

教育行政計画調査において、学校生活
に「満足」「ほぼ満足」と回答した小学
生・中学生の割合

特定 豊田市 学校教育

3
学校生活を楽しいと感じる子どもの
割合
小学生

学校生活を楽しいと回答した小学生数
÷アンケート回答総数×100（全小学校
5年生１学級抽出アンケート調査）

特定
岡崎市、安城市、
東海市、一宮市

学校教育

4
同
中学生

学校生活を楽しいと回答した中学生数
÷アンケート回答総数×100（全中学校
2年生１学級抽出アンケート調査）

特定
岡崎市、安城市、
東海市、一宮市

学校教育

5 授業が楽しい小・中学生の割合

学校教育課が行っている教科の意識調
査で、授業が「とても楽しい」「楽しい」と
回答した小学生（5年生）・中学生（2年
生）の割合

特定 豊田市、江南市 学校教育

6
授業の内容がわかりやすいと答え
る児童・生徒の割合

特定 東海市 学校教育

7
学校の授業がわかるという児童生
徒の割合（小・中学生、科目全般）

特定 神戸市 学校教育

8
英語の授業が楽しいと感じる児童・
生徒の割合

特定 東海市 学校教育

9
困ったときに学校の先生には相談
しにくいと思う生徒の割合(中学生)

特定 東海市 学校教育

10
先生を信頼できると思う子ども
の割合

小学校4年生～中学校3年生の児童生
徒（5％程度を抽出）対象のアンケート調
査で「先生は信頼できる（困ったときに、
たよりになる）と思う」と答えた児童生徒
の数／アンケート回答総数×100

特定 一宮市 学校教育

11

学校で自由に興味のあるものに
チャレンジできていると思う子
どもの割合

小学校4年生～中学校3年生の児童生
徒（5％程度を抽出）対象のアンケート調
査で「学校で自分の興味があることに
チャレンジできていると思う」と答えた児
童生徒の数／アンケート回答総数×
100

特定 一宮市 学校教育

12
教職に対してやりがいがあると
思う教員の割合

小中学校の教員を対象としたアンケート
調査で「教職に対して、非常に/かなり/
ある程度やりがいがある」と回答した教
員の数／アンケート回答総数×100

特定 一宮市 学校教育

13

子どもが学校で自由に興味のあ
るものにチャレンジできている
と思う保護者の割合

市民アンケート調査で「子どもが学校で
自分の興味があることにチャレンジでき
ていると
思う」と答えた人の数／「小学生または
中学生の子どもがいる」と答えた人の数
×100

特定 一宮市 学校教育

14
子どもの個性や能力にあった教育
が行われていると思う市民の割合

○ 大和市 学校教育

15

学校施設や設備が整備され、快適
で安全な教育環境の中で、児童・生
徒が学習していると思う市民の割
合

○ 江南市 学校教育

16
子どもの教育について学校･家庭･
地域の連携が十分だと思う人の割
合

○ 東海市 学校教育

17
地域の人にあいさつする児童・生徒
の割合

特定 江南市 学校教育

18
行事に積極的に参加している児童・
生徒の割合

特定 江南市 学校教育

19
学校給食がおいしいと感じる児童・
生徒の割合

特定 江南市 学校教育

20 給食指導の実施割合
学校栄養士が給食指導等を実施した学
級数÷全学級数×100

安城市 学校教育

21
ものづくり教育を実施している学校
数

ものづくりの授業を総合的な学習の時
間等で実施している小学校数

豊田市 学校教育 ★

22
職場体験学習生徒受け入れ延べ
事業所数

江南市 学校教育 ★

23
地域の人で学校教育に関った人の
数

東海市 学校教育

24
社会人活用の実施人数
小学校

市民等が小学校の教育活動の補助の
ために参加した年間総のべ人数

安城市 学校教育 ★

25
同
中学校

市民等が中学校の教育活動の補助の
ために参加した年間総のべ人数

安城市 学校教育 ★
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

26
学校開放の実施校数（屋内及び運
動場を除く）（校）

豊明市 学校教育

27 不登校の児童・生徒数の割合
江南市、東海市、
一宮市、大和市

学校教育

28
教職員研修の講座数（延べ日数）
（日）

豊明市 学校教育

29 教職員研修の参加者総人数（人） 豊明市 学校教育

30 教育センター研修事業参加者数
1年間に教育センターが開催する研修
事業に参加した教員数

安城市 学校教育

31
教育センターにおける臨床心理士
の常駐時間

臨床心理士が相談を受けるため、教育
センターに常駐する年間時間数

安城市 学校教育

32 標準学力検査の結果

市内の小学校5年生の内容の国語と算
数、中学校2年生の内容の国語と数学
の標準学力テストの結果と全国との比
較
※小学校は教研式標準学力検査CRT
の平均得点率を示している。
　得点率は、正答数を100に換算したも
の
※中学校は教研式標準学力検査NRT
の平均通過率を示している。
　通過率は、各問題における正答人数
の割合
※小学校は5年生2月、中学校は3年生4
月に実施

豊田市 学校教育

33 共同調理場のドライ化率（%) 豊明市 学校教育

34 校舎の耐震化率
すべての校舎が耐震化された小中学校
数／全小中学校数

安城市、岡崎市 学校教育

35 校内ＬＡＮ整備率
学校全体に情報通信ネットワークを整
備した小中学校数／全小中学校数

安城市 学校教育

36
特別支援学級等支援職員配置人
数

江南市、大和市 学校教育

37 学校PSメール普及率 大和市 学校教育 ★

38
小・中学校少人数指導等非常勤講
師の充足率

大和市 学校教育 ★

39
子育て中の親に対する教育とサ
ポートがなされていると思う人
の割合

市民アンケート調査で「子育て中の親に
対する教育やサポートがなされていると
思う」と
答えた人の数／アンケート回答総数×
100

○ 一宮市 家庭教育

40
親が子どもに対してしつけができて
いると思う人の割合

市民アンケート調査で「子育て中の親が
自分の子どもに対してしつけを十分して
いると思う」と答えた人の数／アンケート
回答総数×100

○ 一宮市 家庭教育

41
基本的なしつけが今の子どもに不
足していると思う人の割合

○ 神戸市 家庭教育

42
自分はモラルが高いと思う子育
て中の親の割合

市民アンケート調査で「自分自身のモラ
ル（道徳心）が高いと思う」と答えた人の
数／「中
学生以下の子どもがいる」と答えた人の
数×100

○ 一宮市 家庭教育

43
家庭教育に関する事業の数と参
加者数

1年間に行われる①家庭教育関連講座
の開催数と②その参加者数

一宮市 家庭教育

44 ひとり親家庭の自立人数 江南市 家庭教育

45
母子家庭が自立するための就労へ
の教育支援件数

江南市 家庭教育
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４．生涯学習分科会

No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

1
子どもから大人までの教育環境が
整っていると感じる市民の割合

○ 江南市 生涯学習、スポーツ

2
生涯学習に取り組んでいる人の
割合

市民アンケート調査で「生涯学習に取り
組んでいる」と答えた人の数／アンケート
回答総
数×100

○
一宮市、東海市、
豊明市、江南市

生涯学習、スポーツ

3 創作活動を行っている市民の割合
「創作活動を行っている」と回答した人の
割合

○ 豊田市 生涯学習、スポーツ

4
生涯学習施設の数や設備に対する
満足度（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○
豊明市、一宮市、

安城市
生涯学習、スポーツ

5
生涯学習講座のメニューや数に対
する満足度（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○
豊明市、一宮市、

安城市
生涯学習、スポーツ

6
生涯学習の講座・教室の参加者の
割合（%）

右記のアンケート調査による ○ 豊明市 生涯学習、スポーツ

7
生涯学習の情報提供量・種類に対
する満足度（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 生涯学習、スポーツ

8 市民との協働による講座の開催数 1年間に市民と協働で開催した講座数 安城市 生涯学習、スポーツ

9 生涯学習講師人材バンク登録者数 江南市 生涯学習、スポーツ

10
生涯学習ボランティアセンター利用
団体数

文化センター内の生涯学習ボランティア
センターを利用している団体数

安城市 生涯学習、スポーツ

11 公民館利用件数（件） 豊明市 生涯学習、スポーツ

12 公民館講座の参加者数
1年間の各公民館の講座及び学級・教室
への参加者数

安城市 生涯学習、スポーツ

13 公民館講座の講座数
1年間の各公民館の講座及び学級・教室
数

安城市 生涯学習、スポーツ

14 自主グループ数
各公民館に登録している自主グループの
数

安城市 生涯学習、スポーツ

15 地域ふれあい事業の参加者数
地区公民館における各種地域ふれあい
事業の参加者数

安城市 生涯学習、スポーツ

16
愛知江南短期大学と連携した講座
の受講者数

江南市 生涯学習、スポーツ ★

17 定期講座・自主講座受講者数 岡崎市 生涯学習、スポーツ

18
市民一人当たりの貸し出し冊数
（冊）

現在の年間貸出冊数に推測して加算した
数

安城市、豊明市、
江南市、大和市

生涯学習、スポーツ

19
図書館の設備や蔵書数に対する満
足度（%)

アンケート項目について満足と回答した
数＋総数×100

○ 豊明市 生涯学習、スポーツ

20 蔵書・資料数（冊）
現在の蔵書数に年間増加冊数を推測し
て加算した数

豊明市 生涯学習、スポーツ

21 図書・資料のインターネット予約率
図書・資料の年間インターネット予約件数
÷年間総予約件数×100

安城市 生涯学習、スポーツ

22 図書館ボランティア数（人） 現在の人数に推測して加算した数 豊明市 生涯学習、スポーツ

23
市主催のスポーツ教室等の数に対
する満足度（%）

○ 豊明市 生涯学習、スポーツ

24 「スポーツの振興」市民満足度 ○ 豊川市 生涯学習、スポーツ

25 スポーツ実施率
成人の人が週１回以上スポーツを実施す
る割合

○
豊田市、安城市、
東海市、神戸市

生涯学習、スポーツ

26 スポーツを楽しんでいる人の割合

市民アンケート調査で「週1回・30分程度
以上、スポーツをして楽しんでいる」と答
えた
人の数／アンケート回答総数×100

○ 一宮市、大和市 生涯学習、スポーツ

27
スポーツ施設の数や設備に対する
満足度（%）

○ 豊明市 生涯学習、スポーツ

28
市民一人当たりのスポーツ施設の
利用回数

東海市、大和市 生涯学習、スポーツ

29 スポーツ施設利用者数
体育課所管スポーツ施設の年間利用者
数

安城市、一宮市、
豊明市

生涯学習、スポーツ

30 屋内のスポーツ施設の稼働率 江南市 生涯学習、スポーツ
31 屋外のスポーツ施設の稼働率 江南市 生涯学習、スポーツ

32 総合型地域スポーツクラブ数
設立されている総合型地域スポーツクラ
ブの数

安城市 生涯学習、スポーツ

33 総合型地域スポーツクラブ会員数 神戸市 生涯学習、スポーツ

34 指導者資格取得者数
市が行う資格付与制度に基づく資格保有
者数

安城市、豊明市 生涯学習、スポーツ

35 各種スポーツ大会参加者数
岡崎市、安城市、

豊明市
生涯学習、スポーツ

36 スポーツチャレンジデー参加者数
市民総参加型スポーツ行事であるスポー
ツチャレンジデーの参加者数

安城市 生涯学習、スポーツ

37
体力章受領者の児童・生徒の割合
小学生

県教育委員会基準の体力章受領者数÷
全小学校5、6年児童数×100

安城市 生涯学習、スポーツ ★

38
同
中学校

県教育委員会基準の体力章受領者数÷
全中学生数×100

安城市 生涯学習、スポーツ ★

39
優秀選手表彰者数
個人

市が優秀選手として表彰した個人の人数 安城市 生涯学習、スポーツ ★
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

40
同
団体

市が優秀団体として表彰した団体の数 安城市 生涯学習、スポーツ ★

41
激励金支給者数
個人

市が全国大会以上に出場する選手に激
励金を支給した人数

安城市 生涯学習、スポーツ ★

42
同
団体

市が全国大会以上に出場する団体に激
励金を支給した団体数

安城市 生涯学習、スポーツ ★

43
郷土の歴史・文化に対する誇りや愛
着を持つ人の割合

「持っている」「どちらかといえば持ってい
る」と回答した人の割合

○ 豊田市、東海市 地域文化、文化財

44
伝統や文化を伝承していこうと
思う人の割合

市民アンケート調査で「地域の伝統や文
化を伝承していこうと思う」と答えた人の
数／ア
ンケート回答総数×100

○ 一宮市 地域文化、文化財

45
歴史や文化がしっかりと継承されて
いると思う市民の割合

○ 大和市 地域文化、文化財

46
15歳～30歳の若者の中で、伝統文
化を継承しているグループに所属し
ている人の割合

特定 東海市 地域文化、文化財

47
文化活動や交流活動により、心豊
かな生活を送っていると感じる市民
の割合

○ 江南市 地域文化、文化財

48
芸術文化活動を行っている市民の
割合

○
東海市、江南市、

神戸市
地域文化、文化財

49
芸術や文化活動が盛んに行われて
いると思う市民の割合

○ 豊川市、大和市 地域文化、文化財

50
文化施設の数や設備に対する満足
度（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 地域文化、文化財

51
市主催による芸術文化活動に対す
る満足度（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 地域文化、文化財

52 歴史民俗資料室年間見学者数（人） 豊明市 地域文化、文化財

53 歴史博物館入館者数 1年間の歴史博物館の入館者数 安城市、大和市 地域文化、文化財

54 埋蔵文化財センター入館者数 1年間の埋蔵文化財センターの入館者数 安城市 地域文化、文化財

55 美術３館の企画展鑑賞者数 岡崎市 地域文化、文化財 ★
56 かわらの美術館年間入館者数 地域文化、文化財 ☆高浜市
57 市民文化会館の稼働率 江南市 地域文化、文化財

58
地域の歴史、文化、伝統、文化
財に関する講座などの開催数

各小中学校と公民館などの社会教育施
設における「地域の歴史、文化、伝統、文
化財に関
する講座など」の開催数

一宮市 地域文化、文化財

59 文化財関係講座の参加者数（人）
2004年実績 30人×5回
2010年目標値 20人×10回
2015年目標値 20人×15回

岡崎市、豊明市、
江南市

地域文化、文化財

60 歴史博物館収蔵資料点数 歴史博物館で収蔵している資料点数 安城市 地域文化、文化財

61 指定文化財の指定件数
国、県または市が指定している文化財の
件数

安城市、江南市 地域文化、文化財

62
無形文化財・無形民俗文化財の
保存を担っている人の数

愛知県指定、一宮市指定の文化財の保
存会および一宮市民俗芸能連盟加盟団
体の保存会の
会員数。ただし、①組織が町内会と重な
る保存会と、②純然たる会員で活動して
いる保存
会があるため、それぞれの会員数をとる

一宮市 地域文化、文化財

63 安美展出品点数 安美展に応募した作品の点数 安城市 地域文化、文化財 ★
64 市民フェスティバル入場者数（人） 市民フェスティバルへの入場者数 豊明市、大和市 地域文化、文化財
65 文化的・歴史的イベントの数 神戸市 地域文化、文化財

66 チケット販売率（%）
チケット販売枚数÷チケット販売可能枚
数×100

豊明市 地域文化、文化財

67 文化協会加入会員数（人） 会員数 豊明市 地域文化、文化財
68 文化協会賛助会員数（人） 賛助会員数 豊明市 地域文化、文化財
69 文化協会加盟団体数 文化協会に加盟している団体数 安城市 地域文化、文化財
70 ボランティア講師登録者数 豊明市、大和市 地域文化、文化財
71 茶室「欅庵」利用者数（人） 呈茶及び専用利用数 豊明市 地域文化、文化財

72 市民ギャラリーの利用回数
1年間に市民ギャラリーで展示会を開催し
た数

安城市 地域文化、文化財

73 市民ギャラリーの観覧者数 1年間の市民ギャラリー観覧者数 安城市、神戸市 地域文化、文化財
74 創造的産業従事者 神戸市 地域文化、文化財 ★

75
性別や立場に関係なく、家庭・
地域で自由に意見交換ができる
と思う人の割合

市民アンケート調査で「性別や立場に関
係なく、家庭・地域で自由に意見交換が
できていると思う」と答えた人の数／アン
ケート回答総数×100

○ 一宮市
男女共同参画、

多文化共生

76
男女が平等であると感じる市民の割
合

○ 大和市
男女共同参画、

多文化共生

77
地域に差別意識はないと思う市民
の割合

○ 大和市
男女共同参画、

多文化共生
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

78
市民の男女共同参画認知（理解度）
（%）

「男女共同参画社会」という言葉を知って
いましたか。という設問に対して、「知って
います」と回答する割合

○ 豊明市
男女共同参画、

多文化共生

79 男女共同参画に対する満足度
男女共同参画の施策に対して、非常に満
足・満足・やや満足と回答した人の数÷
アンケート回答総数×100

○ 安城市、豊川市
男女共同参画、

多文化共生

80 審議会等への女性の参画割合
法律・条例により設置される審議会など
における女性委員数÷審議会などの総
人数×100

岡崎市、安城市、
豊明市、東海市、
江南市、大和市

男女共同参画、
多文化共生

81 育児講座への男性の参加割合
保健センターで開催するパパママ教室に
おける男性の参加者数÷参加者総数×
100

安城市
男女共同参画、

多文化共生

82
男女共同参画講演会やセミナーな
どへの参加人数

江南市
男女共同参画、

多文化共生

83
職員の男女共同参画に関する講
座、教室等のメニュー数（種類）

豊明市
男女共同参画、

多文化共生

84
男女共同参画に関する講座、教室
等のメニュー数（種類）

メニューとは種類であり、例えば、1講座5
回の場合は1カウントする

豊明市
男女共同参画、

多文化共生

85 市職員女性管理職登用（%）
課長職以上の女性÷課長職以上の管理
職総数×100（現状値：3主幹級/43名）

豊明市
男女共同参画、

多文化共生

86
とよあけ男女共同参画プラン施策推
移の割合（%）

男女共同参画に関する各課の取り組み
調査（内容）で実施していると回答し、具
体的な取り組みを記載した課÷課数×
100

豊明市
男女共同参画、

多文化共生

87
国際交流に関する体験や行事に参
加したことがある市民の割合

「よく参加している」「参加したことがある」
と回答した市民の割合

○
豊田市、東海市、

一宮市
男女共同参画、

多文化共生

88 国際交流に対する満足度
国際交流施策に対して、非常に満足・満
足・やや満足と回答した人の数÷アン
ケート回答総数×100

○ 安城市、豊川市
男女共同参画、

多文化共生

89
国際交流が行われていると思う市
民の割合

○ 大和市
男女共同参画、

多文化共生

90
外国や地域に住む外国人との交流
の状況に対する満足度（%）

総回答者数のうち「満足」「やや満足」「普
通」と答えた人の割合の合計

○ 豊明市
男女共同参画、

多文化共生

91 日本語教室の受講者数（人） 日本語教室受講者数 安城市、豊明市
男女共同参画、

多文化共生

92 語学教室の受講者数（人） 語学教室の受講者数 豊明市
男女共同参画、

多文化共生

93 交流イベント参加者数（人） 交流イベント参加者数 豊明市
男女共同参画、

多文化共生

94 外国人職員採用数（人） 外国人職員数 豊明市
男女共同参画、

多文化共生

95 申請書類等の外国語版翻訳率
外国語版のある申請書類÷全申請書類
×100

安城市
男女共同参画、

多文化共生

96 国際交流ボランティア数 国際交流のボランティア登録者数 安城市、大和市
男女共同参画、

多文化共生

97 国際交流センター年間利用者数 岡崎市
男女共同参画、

多文化共生

98
学校などでの国際交流事業の実
施数

市内の保育園・幼稚園・小学校・中学校・
高等学校（計166園・校）で実施する国際
理解、
国際交流などの事業実施数の合計

一宮市
男女共同参画、

多文化共生

99 外国人の一宮市に対する好感度

「日本語ひろば」の外国人参加者対象の
アンケート調査で「一宮市はあなたにとっ
て暮らしやすいまちだと思いますか」とい
う問に対し、「とても暮らしやすい」を5、
「暮らしやすい」を4、「どちらともいえない」
を3、「暮らしにくい」を2、「とても暮らしにく
い」を1としたときの平均値

特定 一宮市
男女共同参画、

多文化共生
★

100
江南市国際交流協会の事業（多文
化共生事業）に参加する外国人の
数

江南市
男女共同参画、

多文化共生

101
江南市国際交流協会の事業（多文
化共生事業）に参加する日本人の
数

江南市
男女共同参画、

多文化共生  
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５．子育ち・子育て分科会

No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

1
保育サービス等の子育て環境に対
する満足度（%）

16年実施の市民意識調査から不満足
14.1%の2割程度を改善目標と定め、現状
値に上乗せした

○ 豊明市 保育、幼児教育

2
保育園・幼稚園の施設や運営内容
等に対する満足度（%）

平成15年度実施の次世代育成支援地域
行動計画ニーズ調査より「通園先の評
価」の不満足22.1%の2割程度の向上を目
標にした

特定 豊明市 保育、幼児教育

3 幼児教育に対する満足度
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

特定 安城市 保育、幼児教育

4
延長保育などの保育サービスを受
け、安心して子育てしていると感じる
市民の割合

○ 江南市 保育、幼児教育

5 保育園の入園待機児童数
保育園に入所できずに待機している児童
数

安城市、東海市、
江南市、大和市

保育、幼児教育

6 保育園の障害児受入待機児童数 江南市 保育、幼児教育

7 特別保育事業実施園数
市内で乳幼児、延長､一時などの特別保
育を実施している保育園数

岡崎市、安城市、
豊明市

保育、幼児教育

8 臨時保育室設置事業数（事業） 豊明市 保育、幼児教育 ★

9 育児支援家庭訪問事業
乳幼児期における育児支援のための家
庭訪問を実施した件数

安城市 保育、幼児教育 ★

10 整備園舎数 計画期間内に整備を完了した園舎の数 豊田市 保育、幼児教育

11 園庭・園舎の開放参加者数
1年間に幼稚園の園庭・園舎を地域に開
放し交流を深める事業の参加者数

安城市 保育、幼児教育

12 子育て相談・講座参加者数
1年間に幼稚園で行う子育て相談や講座
の参加者数

安城市 保育、幼児教育

13
市の母子通園施設への受入待機児
童数

江南市 保育、幼児教育 ★

14
地域の保育サービス（ボランティア、
NPO、コミュニティビジネスなど）の
利用者数

子育て支援課（子育て支援センター）およ
び地域ふれあい課に登録する団体を対
象にしたアンケート調査で把握できる地
域の保育サービス利用者数

○ 一宮市 保育、幼児教育

15 合計特殊出生率

15歳から49歳までの女性の年齢別出生
率を合計した数値で、1人の女性が仮に
その年次の年齢別出生率で一生の間に
生むとしたときの子どもの数

豊田市 子育て

16 妊婦健康診査受診率(%)
妊婦健康診査受診者数÷母子健康手帳
交付者数×100

豊明市、安城市、
江南市

子育て

17 妊産婦歯科健康診査受診率(%)
妊産婦歯科健康診査受診者数÷母子健
康手帳交付者数×100

豊明市 子育て

18 妊産婦健康指導相談件数
妊産婦に対して健康指導、相談を実施し
た件数

安城市 子育て

19 マタニティ広場参加者数 1年間にマタニティ広場に参加した人数 安城市 子育て

20 赤ちゃん訪問実施率（%）
2015年に出生児数の約3分の2(65.0%)の
訪問を目指し、2010年はその中間位を想
定

豊明市 子育て

21 子どもの健診受診率
市で行う乳幼児健診（3,4か月健診、1歳6
か月健診、3歳児健診の受診率の平均
値）

豊田市、安城市、
豊明市、江南市

子育て

22 1歳児麻疹ワクチン接種率(%)
（1歳6か月健診時点の麻疹予防接種済
者数＋麻疹罹患者数）÷対象者数×100

豊明市 子育て

23 全種個別化（種類）
現在、市内指定医療機関に委託している
予防接種の種類の数

豊明市 子育て

24
3歳児健診で虫歯があるとされた子
どもの割合(%)

3歳児健診受診数÷出生数×100 豊明市 子育て

25 カミカミ教室の受講率
カミカミ教室参加人数÷母子手帳交付数
×100

安城市 子育て ★

26 乳幼児ふれあい体験事業数（事業） 豊明市 子育て

27 パパママクラス受講率(%)
パパママクラス受講者数÷母子健康手
帳交付者数×100

豊明市 子育て

28 パパママ教室参加者数 1年間にパパママ教室に参加した人数 安城市 子育て

29 「ひまわりひろば」参加者数（組）

《2004》実績98人《2005年～2010年まで》
15人/回×6回/年=90人/年 90人×6年
間=540人累計98人＋540人=638人　約
600人　《2011年～2015年》90人×5年間
=450人　累計600人＋450人=1050人　約
1000人

豊明市 子育て ★

30
母子保健サービスに対する満足度
（%)

右記のアンケートの当該項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者　数×100

○ 豊明市 子育て

31
救急車搬送された乳幼児の不慮の
事故の件数

不慮の事故の報告数 豊明市 子育て

32
「子どもを産み、育てる環境」市民満
足度

○ 豊川市 子育て
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

40 ファミリー・サポート・センター設置数
市内におけるファミリー・サポート・セン
ターの設置

安城市 子育て

41
ファミリー・サポート・センター利用件
数

東海市 子育て

42
ファミリー・サポート・センター援助員
数

江南市 子育て

43 子育て支援センター設置数
育児に関する相談指導、育児支援や、子
育てサークルの育成・支援を行う子育て
支援センターの設置数

安城市、豊明市 子育て

44
地域子育て支援センターの利用者
数

センターを利用した保護者と子どもの合
計

豊田市、江南市 子育て

45
つどいの広場の１ヵ月あたりの平均
利用者数（３歳未満児）

大和市 子育て

46 子育て広場参加者数 東海市 子育て

47
１回当たりの親子遊び方教室参加
者数

東海市 子育て

48 育児サークル健康教育受講者数
1年間の育児サークル健康教育の受講
者数

安城市 子育て

49 子育て講演会実施回数（回） 豊明市 子育て
50 子育てに関わる協働事業数（件） 豊明市 子育て

51
子育て支援を行う地域サークル・
NPOの数

子育て支援課（子育て支援センター）、地
域ふれあい課（市民活動支援センター）
および保育課の把握する団体の数

一宮市 子育て

52
関係機関とのネットワークの確立
（会議の開催）（回）

現在は定例化された会議ではないので
実数

豊明市 子育て

53
子育てに関する父の考えで「夫婦で
協力する」という回答者の割合

右記のアンケートの当該項目について、
「夫婦で協力する」と回答した人の数÷ア
ンケート回答者数×100

○ 豊明市 子育て

54
この1年で、自分の周囲に児童虐待
があると感じた人の割合

○ 東海市 子育て

55 乳幼児・児童虐待件数
一宮児童相談センターに通報があり、虐
待と判明した件数（一宮市分）

一宮市、東海市、
江南市

子育て

56
子どもが遊ぶのに危険だと感じる遊
び場が身近にあると思う人の割合

市民アンケート調査で「自分が住んでい
る地域に、子どもが遊ぶのに危険だと感
じる遊び場がある」と答えた人の数／アン
ケート回答総数×100

○ 一宮市 子育て

57 学童保育受入待機児童数 江南市 子育て

58

学校・家庭・地域の協力により、子
ども一人に学力・体力・社会性・人
間性が身についていると感じる市民
の割合

○ 江南市 子ども育成

59
学校・地域・家庭のコミュニケーショ
ンに対する満足度（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 子ども育成

60 児童福祉に対する満足度
児童福祉の施策に対して、非常に満足・
満足・やや満足と回答した人の数÷アン
ケート回答総数×100

○ 安城市 子ども育成

61
地域で子どもをはぐくむ活動をして
いる人の割合

市民アンケート調査で「地域で子どもをは
ぐくむ活動に参加している」と答えた人の
数／アンケート回答総数×100

○ 一宮市 子ども育成

62
地域で子どもの見守りや青少年の
健全育成の手助けをしている市民
の割合

○ 神戸市 子ども育成

63

地域（子ども会、児童館、公民館）で
主催している行事への子どもの参
加数

子ども会、児童館、公民館が主催する主
だった行事への子どもの参加延べ人数

一宮市 子ども育成

64
地域の人からほめられたことが
あると思う子どもの割合

小学校4年生～中学校3年生の児童生徒
（5％程度を抽出）対象のアンケート調査
で「この1年間に、近くに住んでいる人か
らほめられたことがある」と答えた児童生
徒の数／アンケート回答総数×100

○ 一宮市 子ども育成

65
子どものボランティアへの参加率
（小学生、中学生）

特定 神戸市 子ども育成

66
子どもの地域行事・活動への参加
率（小学生、中学生）

特定 神戸市 子ども育成

67 中高生ボランティア参加者数 大和市 子ども育成

68 児童センター設置数
子どもの遊び場や親のネットワークづくり
を行う場所としての児童センターの設置
数

安城市 子ども育成

69 児童館、児童遊園の維持管理数

子どもたちに健全な遊び場を与えて、心
身の健康や情操を豊かにすることを目的
として設置される児童館、児童遊園、ち
びっ子広場の維持管理数

一宮市 子ども育成

70
子どもの居場所づくり実施箇所数
（箇所）

豊明市 子ども育成
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

71 児童育成センター利用定員数 岡崎市 子ども育成
72 児童館一人当たり利用回数 東海市 子ども育成

73
児童館の1日あたりの平均利用者
数

大和市 子ども育成

74 児童館活動への延べ参加者数 江南市 子ども育成

75 児童クラブ設置数
小学校1年～3年までを対象とした放課後
児童保育を実施する児童クラブの設置数

安城市 子ども育成

76 放課後子ども教室実施校 大和市 子ども育成
77 放課後児童クラブの待機児童数 大和市 子ども育成
78 子どもフェスティバル来場者数 江南市 子ども育成 ★

79
将来の夢や目標をもっていると答え
た児童生徒の割合

特定 大和市 子ども育成

80 子どもの交通事故の市内発生件数 大和市 子ども育成

81 子どもの犯罪被害者数 15歳以下の子どもの犯罪被害者数 一宮市 子ども育成

82 健康教育講師派遣回数
1年間に保健師を小中学校へ健康教育
講師とてして派遣した回数

安城市 子ども育成

83 思春期保健相談士の設置
保健センターの思春期保健相談士の人
数

安城市、豊明市 子ども育成 ★

84
青少年が健全に育成されていると
感じる市民の割合

○ 江南市 子ども育成

85
家庭・学校・地域が協力して子ども
たちの健全育成のために取り組ん
でいると感じる市民の割合

○ 江南市 子ども育成

86
青少年の健全育成に対する満足度
（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 子ども育成

87

身近に楽しんだり、活躍できる場
所、機会があると感じている若者の
割合

市民アンケート調査で「身近に、楽しんだ
り活躍できる場所や機会があると感じて
いる」と答えた人の数／「18歳～34歳」と
答えた人の数×100

○ 一宮市 子ども育成

88
地域活動への青少年の参加者数
（人）

2004年 3区×10人
2010年 20区×5人
2015年 26区×5人

豊明市 子ども育成

89 家族と会話をする小・中学生の割合
教育行政計画調査において、家族と「よく
会話する」「時々会話する」と回答した小
学生・中学生の割合

特定 豊田市 子ども育成

90
子どもの権利が尊重されていると感
じる市民の割合

○ 豊田市 子ども育成

91
ものづくりサポーターの登録団体
数、人数

子どもたちのものづくり活動を支援する
登録団体数、登録個人数

豊田市 子ども育成 ★

92
青少年ボランティア活動支援セン
ター登録者数
個人

青少年ボランティア支援センターの登録
者数

安城市 子ども育成

93
同
団体

青少年ボランティア支援センターの登録
団体数

安城市 子ども育成

94
地域のおじさん・おばさん運動登録
者数

子どもたちに声かけなどを行う地域のお
じさん・おばさん運動の登録者数

安城市 子ども育成 ★

95 「こども110番の家」設置数
「子ども110番の家」として登録されている
商店、民家等の数

安城市 子ども育成

96 青少年ボランティア相談件数
1年間の青少年ボランティア活動に対す
る相談件数

安城市 子ども育成

97 家庭教育学級参加者数
家庭教育について学習する家庭教育学
級の参加者数

安城市、豊明市 子ども育成

98
地域ぐるみ親子ふれあい推進事業
実施数

地域ぐるみ親子ふれあい推進事業を実
施している小学校区数

安城市 子ども育成

99
青少年の家利用登録団体数　
青少年団体

青少年の家を利用するための登録をして
いる青少年団体数

安城市 子ども育成

100
同
一般団体

青少年の家を利用するための登録をして
いる一般団体数

安城市 子ども育成

101 少年団体活動加入者数
少年団体等活動事故見舞金制度への加
入者数

安城市 子ども育成

102 地域子ども教室開催か所数
1年間の子どもの居場所づくりとして開催
する地域子ども教室の開催か所数

安城市 子ども育成

103 ジュニアリーダークラブ会員数
中高生がレクリエーション指導などを行う
ジュニアリーダークラブの会員数

安城市 子ども育成

104
青少年の健全育成のために何か行
動している人の割合

○ 東海市 子ども育成

105
家庭で安らげると感じている青少年
の割合（中学生・高校生）

特定 東海市 子ども育成

106
この１年で人に親切にしたことのあ
る中学生・高校生の割合

特定 東海市 子ども育成

107
この１年でルールを守っていない子
どもに注意をしたことのある人の割
合

○ 東海市 子ども育成

108 青少年の犯罪・補導件数 東海市 子ども育成  
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

109
子どもの犯罪・事故の発生件数

市内で発生した、子どもに関わる①犯罪
件数と②事故件数
①犯罪件数は、一宮警察署の資料に基
づく数値
②事故件数は、消防本部総務課の把握
する救急車の出動回数（「急病」「労働災
害」による出動を除く）

一宮市 子ども育成

110
若者のマナーが良くなったと感じて
いる人の割合

市民アンケート調査で「身近にいる若者
（16歳から25歳程度）のマナーが良くなっ
たと感じる」と答えた人の数／アンケート
回答総数×100

○ 一宮市 子ども育成

111
家庭内で善悪の判断について話し
合っている人の割合

市民アンケート調査で「家庭で、道徳的に
善いこと・悪いことについて話をすること
がある」と答えた人の数／「18歳以下の
子どもがいる」と答えた人の数×100

○ 一宮市 子ども育成

112 若者の非行件数
20歳未満の者による、法に触れるもの
（刑法犯・特別法犯）と法に触れないもの
（ぐ犯・不良行為）を合わせた非行件数

一宮市 子ども育成
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６．産業分科会

No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

1 農業産出額
岡崎市、安城市、

東海市
農業・地産地消

2 農地面積 市内の田と畑の面積 安城市 農業・地産地消
3 耕作放棄地の面積 江南市 農業・地産地消
4 認定農業者数 市内において認定を受けた農業者数 安城市、江南市 農業・地産地消

5
認定農業者等担い手への農地の
利用集積面積

認定農業者、特定農業団体（集落営農
等）による農地利用面積

豊田市、豊明市 農業・地産地消

6 農業生産法人数（件）
現行の若手オペレーターを法人化すると
した数値

豊明市 農業・地産地消

7 農業に従事したい人の割合

市民アンケート調査で「農業に従事した
いと思う」と答えた人の数／アンケート回
答総
数×100

○ 一宮市 農業・地産地消

8 農業に従事しつづけたい人の割合 耕作中の農業者にヒアリング調査を実施 特定 一宮市 農業・地産地消

9 市（いち）の年間開催回数 大和市 農業・地産地消

10 産直所の設置箇所数（箇所）
現行2店舗を5年ごとに1店舗増やすとし
た数値

豊明市 農業・地産地消

11 直売所の出荷者数
産地直売所、グリーンセンター、その他
の直売所の出荷者数

豊田市、大和市 農業・地産地消

12 市民菜園の区画数（区画）
5年ごとに1箇所20～25区画増やすとした
数値

豊明市 農業・地産地消

13 市民農園応募者数 大和市 農業・地産地消

14
学校給食での市内産主要農作物
（主要野菜7品目）
の利用率（重量ベース）

主要品目：葉ねぎ、にんじん、キャベツ、
じゃがいも、白菜、大根、たまねぎ

豊田市、江南市、
安城市

農業・地産地消

15 市内産物を使った加工品の数 東海市 農業・地産地消

16 製造品出荷額等
市内の事業所が、その事業所の所有す
る原材料によって1年間に製造した製品
の出荷額

安城市、江南市、
豊明市、岡崎市、

豊田市

工業・新産業・地場
産業

17 従業者数（人） 右記資料の数値 豊明市
工業・新産業・地場

産業

18
新たに立地した研究開発施設・工
場（1,000m2以上）の数（累計）

豊田市
工業・新産業・地場

産業

19 起業者数
「統計法に基づく事業所・企業統計調査」
による新規事業所数

一宮市、豊明市
工業・新産業・地場

産業

20 付加価値額
１年間の生産額から、製造品出荷額等に
含まれる内国消費税額、原材料使用額
等及び減価償却額を差し引いた額

豊田市
工業・新産業・地場

産業

21 瓦の製造品出荷額等
工業・新産業・地場

産業
☆高浜市

22
市場占有率が全国10位以内の産
物の数

東海市
工業・新産業・地場

産業
★

23
市場占有率が県内５位以内の産物
の数

東海市
工業・新産業・地場

産業
★

24 地場産業の業種の数 東海市
工業・新産業・地場

産業

25 企業相談件数 １年間の企業からの相談件数 安城市
工業・新産業・地場

産業

26 融資件数（商工振興資金）
商工団体の構造の近代化、体質改善の
促進、組織強化に対する1年間の融資件
数

安城市
工業・新産業・地場

産業

27 研究会の参加企業数（社） 豊明市
工業・新産業・地場

産業

28
コミュニティビジネスを展開している
事業所数

江南市 コミュニティビジネス

29 年間販売額（小売業） 1年間の小売業の年間販売額
岡崎市、東海市、
安城市、豊明市、

江南市
商業、観光・交流

30 小売吸引力
市民一人あたりの年間小売販売額／県
民一人あたりの年間小売販売額

豊田市 商業、観光・交流

31 商店数（小売業） 市内の小売業商店数
安城市、豊明市、

東海市
商業、観光・交流

32
買い物の便利さに対する満足度
（%）

アンケートの満足・やや満足・普通と回答
した人の数＋アンケート回答者数×100

○
豊明市、江南市、
豊川市、大和市

商業、観光・交流

33
地元商店で頻繁に買い物をして
いる人の割合

市民アンケート調査で「地元の商店でよく
買い物をしている」と答えた人の数／アン
ケート回答総数×100

○ 一宮市、東海市 商業、観光・交流

34 発展会会員数（人） 右記資料の数値 豊明市 商業、観光・交流
35 商工会議所の会員数 東海市 商業、観光・交流

36 研修会の開催
後継者･若手経営者支援などのため、商
工団体などが主催する１年間の研修会
開催件数

安城市 商業、観光・交流

37 空き店舗活用事業補助店数
市内商店街の空き店舗に対する活用事
業者への補助件数

安城市 商業、観光・交流
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

38 融資件数（商工振興資金）
商工団体の構造の近代化、体質改善の
促進、組織強化に対する1年間の融資件
数

安城市 商業、観光・交流

39 融資件数（団体融資）
中小規模商工業者の事業資金を信用保
証付き融資した1年間の件数

安城市 商業、観光・交流

40
お気に入りの飲食店ベスト５の内、
東海市内の店の数

○ 東海市 商業、観光・交流 ★

41
お気に入りの商店ベスト５の内、東
海市内の店の数

○ 東海市 商業、観光・交流 ★

42 観光入り込み客数
市内観光レクリエーション施設利用及び
イベント参加者数

豊田市、江南市、
豊明市、神戸市

商業、観光・交流

43
多くの観光客で賑わい、観光の振
興が十分な状態であると感じる市
民の割合

○ 江南市 商業、観光・交流

44 観光イベント参加者数
東海市、安城市、

大和市
商業、観光・交流

45 観光ボランティア活動人数
市内観光協会に観光ボランティアとして
登録している人が、１年間に活動した延
べ人数

豊田市、江南市、
神戸市

商業、観光・交流

46 観光協会ＨＰアクセス件数 岡崎市 商業、観光・交流

47 有効求人倍率
岡崎市、東海市、

神戸市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

48 市内従業者数（人） 右記資料の数値
豊明市、東海市、

大和市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

49 希望職種への就職率 特定 東海市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

50
市内の企業に就職する若者
の割合

各年度3月31日現在の18歳から34歳まで
の若者従業員数／各年度3月31日現在
の全従業員数×100（各種商工業団体、
商工会議所、商工会に加入している企業
についてそれぞれを通じてアンケート調
査を実施)

特定 一宮市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

51 労働力人口
満15歳以上の就業者及び完全失業者
（就業しておらず、就職活動をしている失
業者）の合計

豊田市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

52
就業支援相談窓口を通して就職し
た件数

豊田市就労支援室（豊田市高年齢者職
業相談室分室）の相談窓口で紹介を受け
て就職した件数

豊田市、江南市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

53 相談件数（件） 5年で2倍、10年で3倍 豊明市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

54 インターンシップ等参加者数

企業及び雇用対策協会によるインターン
シップ事業と、雇用対策協会によるデュ
アルシステム事業（おおむね4か月間の
職場体験学習）の参加者数

豊田市
雇用・勤労福祉、

消費者生活
★

55 男女別の育児休暇の取得率

市内の事業所を対象にしたアンケート調
査で、本人または配偶者が出産した従業
員のうち、育児休暇を取得した人の割合
（①男性、②女性）

特定 一宮市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

56
出産・育児による退職後、希望の職
場・職業に就いた人の割合

市民アンケート調査で「出産・育児による
退職後、子育て中に、希望の職場・職業
に再就職（パート・アルバイトなどを含む）
した」と答えた人の数／「出産・育児によ
り退職した」と答えた人の数×100

特定 一宮市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

57
自分に合った働きかたができて
いると思う人の割合

市民アンケート調査で「自分に合った働き
方（「仕事をしない」という選択も含む）が
できていると思う」と答えた人の数／アン
ケート回答総数×100

○ 一宮市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

58
市内に雇用の場があり、活力あふ
れるまちであると感じる市民の割合

○ 江南市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

59
地域に雇用の場が確保され、十分
な状態であると感じる市民の割合

○ 江南市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

60 消費生活講座の受講者数 江南市、豊明市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

61
消費者団体が市民向けに行う講習
会の回数

東海市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

62 消費者からの相談件数
岡崎市、東海市、

一宮市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

63
相談を受けて、悩みごとが解消した
割合（消費者相談）

江南市、大和市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

64
消費者トラブル時の相談相手
（場所）を知っている人の割合

市民アンケート調査で「消費者トラブルに
遭ったとき、相談できる人・場所を知って
いる」と答えた人の数／アンケート回答総
数×100

○ 一宮市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

65
食品の安全性を信頼して買い物を
している人の割合

○ 東海市
雇用・勤労福祉、

消費者生活
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

66
食品など日常品の安全性に不安
を感じている人の割合

市民アンケート調査で「食品など日常品
の安全性に不安を感じている」と答えた
人の数／アンケート回答総数×100

○ 一宮市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

67
プライバシーの侵害を受けたと
感じた苦情件数

市民から、市役所や一宮市消費生活相
談窓口など関係行政機関に寄せられた
個人情報に関
する苦情・相談件数

一宮市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

68
プライバシーの保護を意識して
いる人の割合

市民アンケート調査で「プライバシーの保
護を意識している」と答えた人の数／アン
ケー
ト回答総数×100

○ 一宮市
雇用・勤労福祉、

消費者生活

69
過度なプライバシー意識のた
め、生活弱者に関する相談がで
きなかった人の割合

市民アンケート調査で「この1年間に、相
手のプライバシーを意識しすぎて、近所
の問題
に関する相談や通報ができなかったこと
がある」と答えた人の数／アンケート回答
総数×
100

○ 一宮市
雇用・勤労福祉、

消費者生活
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７．環境分科会

No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

1
市民一人あたりの二酸化炭素年間
排出量

岡崎市、豊田市、
江南市、大和市、

神戸市
環境保全

2
河川の生物化学的酸素要求量
（BOD)

岡崎市、豊田市、
安城市、東海市、
豊明市、江南市、

大和市

環境保全

3 海・河川のCOD濃度
東海市、安城市、

豊明市
環境保全

4 水辺で生息している生物の種類 東海市 環境保全 ★
5 河川の整備率 岡崎市 環境保全

6
多自然川づくりによって整備された
河川延長

市管理河川における河川改修延長累計
豊田市、安城市、
江南市、豊明市

環境保全

7
計画降雨強度に対応した河川改修
率

東海市 環境保全

8
河川が整備され、安心して暮らして
いると感じる市民の割合

○ 江南市 環境保全

9
川や池に親しみを持っている人の
割合

○ 東海市、豊明市 環境保全

10 水辺環境教育の学校数（校） 豊明市 環境保全 ★
11 水辺を守る市民団体数（団体） 豊明市 環境保全 ★
12 調整池・遊水地容量 調整池、遊水地の貯水容量 安城市 環境保全
13 下水道雨水幹線の整備延長 下水道雨水幹線の整備延長 安城市 環境保全

14 雨水貯留浸透施設設置補助件数
1年間に民間が設置する雨水貯留浸透
施設に対して、補助金を交付した件数

安城市 環境保全

15
身近に気に入っている自然を感じる
場所がある人の割合

市民アンケート調査で「身近に、気に入っ
ている自然を感じる場所がある」と答えた
人の数／アンケート回答総数×100

○ 一宮市 環境保全

16
自然の遊び場が身近にあると思
う人の割合

市民アンケート調査で「身近に、自然を感
じる遊び場がある」と答えた人の数／アン
ケート回答総数×100

○ 一宮市 環境保全

17
自然の遊び場で危険を感じたこ
とのある人の割合

市民アンケート調査で「この1年間に、自
然を感じる遊び場で危険と思ったことが
ある」と答えた人の数／「身近に、自然を
感じる遊び場がある」と答えた人の数×
100

○ 一宮市 環境保全

18 河川敷公園での事故発生件数 事故の年間通報件数 一宮市 環境保全

19 環境保全活動に対する満足度
環境保全の施策に対して、非常に満足・
満足・やや満足と回答した人の数÷アン
ケート回答総数×100

○ 安城市 環境保全

20
環境に配慮した行動を実践してい
る市民の割合

「行動している」と回答した市民の割合 ○
豊田市、江南市、

大和市
環境保全

21
環境に優しい生活を心がけてい
ると思う小中学生の割合

小学校4年生～中学校3年生の児童生徒
（5％程度を抽出）対象のアンケート調査
で「環境にやさしい生活を心がけている」
と答えた児童生徒の数／アンケート回答
総数×100

特定 一宮市 環境保全

22
環境に優しい生活を心がけてい
る家族だと思う小中学生の割合

小学校4年生～中学校3年生の児童生徒
（5％程度を抽出）対象のアンケート調査
で「家族が、環境にやさしい生活を心が
けていると思う」と答えた児童生徒の数／
アンケート回答総数×100

特定 一宮市 環境保全

23 自然環境の保全活動参加者数 岡崎市 環境保全 ★
24 自然体験プログラム参加者数 岡崎市 環境保全 ★

25
環境学習、話しあう会、講演会など
への参加者数

岡崎市、豊明市 環境保全

26
環境基本計画推進組織によるプロ
ジェクト始動数

岡崎市 環境保全

27 環境アドバイザー派遣回数
1年間に小中学校等へ環境アドバイザー
を派遣した回数

安城市 環境保全 ★

28 こどもエコクラブ数
小中学校等における1年間のエコクラブ
登録団体数

安城市 環境保全 ★

29
子ども向け環境イベントや環境
学習プログラムの参加者数

①いちのみやエコスクール運動事業参加
校数
②中学生以下の子どもを対象に行う環境
イベントや環境学習プログラム参加者数

一宮市 環境保全

30 ISO14001等取得事業数（事業所） ISO14001等の取得事業所数 豊明市、東海市 環境保全
31 高浜エコハウスの年間利用者数 環境保全 ☆高浜市

32
1人1日あたり電灯使用量（家庭用
電力）

1年間の市内の総家庭用電灯使用量÷
365日÷人口（各年10月1日）

安城市 エネルギー

33 市内における太陽光発電設備容量
市内の住宅及び事業所における太陽光
発電設備容量

安城市 エネルギー ★

34
太陽光発電の設置してある公共施
設

市内の公共施設における太陽光発電設
置か所数

安城市 エネルギー

 20



No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

35
日ごろから省エネや省資源など環
境に配慮して生活している市民の
割合

○ 江南市 エネルギー

36
ごみに関するマナーを守ってい
ると思う人の割合

市民アンケート調査で「ごみに関するマ
ナーを守っている」と答えた人の数／アン
ケート回答総数×100

○ 一宮市 循環型社会

37 警告シールの貼付数 警告シールの年間使用数 一宮市 循環型社会

38
資源物を確実に分別していると自
信のある人の割合

市民アンケート調査で「ごみを出すとき、
資源物を確実に分別しているという自信
がある」と答えた人の数／アンケート回答
総数×100

○ 一宮市 循環型社会

39 一人1日当たりのごみ排出量
年間ごみの総排出量
（市民、事業者が排出したごみ＋集団回
収等）/（人口×365日）

豊田市、東海市、
安城市、一宮市、

神戸市
循環型社会

40 家庭系ごみの排出量(t) 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみの総量
豊明市、江南市、

大和市
循環型社会

41 事業系一般ごみの排出量(t) 焼却場に搬入される事業所のごみ総量
豊明市、江南市、

大和市
循環型社会

42 市民一人当たりのごみの資源化量 1年間の資源回収量／365日／人口

豊田市、岡崎市、
一宮市、東海市、
江南市、豊明市、
大和市、神戸市

循環型社会

43 リサイクルステーションの回収量
リサイクルステーションにおける1年間の
資源物回収量

安城市 循環型社会

44 資源ごみリサイクル施設数（箇所）
資源ごみを常時出すことのできる施設の
数

豊明市 循環型社会

45
産業廃棄物処理事業所の立入検
査の適合率

（立入調査した件数－行政指導をした件
数）/立入調査した件数

豊田市 循環型社会

46
燃やせるごみの中の資源物重量割
合

資源物（新聞紙、ダンボール、プラス
ティック製容器包装など）の重量÷可燃
物ごみ重量×100

安城市 循環型社会

47 焼却灰の埋立率
終処分場に埋立てる焼却灰÷ごみ焼

却場で焼却したときに残る焼却灰×100
安城市 循環型社会

48 ごみの 終処分（埋立て）量 1年間に 終処分場に埋立てるごみの量 安城市、東海市 循環型社会

49 終処分場の利用可能残余年数
処分場残容量（㎥ ）／各年度埋立予測
量（㎥ ）

一宮市 循環型社会

50
不法投棄に関する苦情件数（産業
廃棄物）

廃棄物に関する苦情件数のうち、不法投
棄に対するもの

豊田市、豊明市 循環型社会

51 不法投棄の処理量（一般廃棄物）
不法投棄パトロール隊が、通報等を受け
て処理した一般廃棄物不法投棄処理量

豊田市、安城市、
一宮市、江南市

循環型社会

52
生ごみ処理機やコンポストを利用
している世帯数

電動生ごみ処理機の補助基数の累計＋
コンポストの補助基数の累計／2（電動生
ごみ処理機は1世帯1基、コンポストは1世
帯2基まで補助）

一宮市、豊明市 循環型社会 ★

53 市内のごみ減量推進店
簡易包装推進などに取り組む県が指定し
た商店数

安城市 循環型社会 ★

54 ボランティア分別指導員の数 江南市 循環型社会 ★

55 エコライフひろめ隊世帯数
エコライフひろめ隊に登録している世帯
数

安城市 循環型社会 ★

56
家庭ごみの減量等に対する満足度
（％）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 循環型社会

57
ごみの減量やリサイクルに取り込
んでいる市民の割合

○ 江南市 循環型社会

58
リサイクル（3R）を意識して生活をし
ている人の割合

市民アンケート調査で「リサイクル（3R）を
意識して生活している」と答えた人の数／
アンケート回答総数×100

○ 一宮市、東海市 循環型社会

59 公害の少なさに対する満足度（％）
右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケートの回答者数×100

○ 豊明市 環境衛生・美化

60
「生活における衛生環境」市民満足
度

○ 豊川市 環境衛生・美化

61
水質汚濁・騒音・悪臭など公害のな
い快適な環境で生活していると感じ
る市民の割合

○ 江南市 環境衛生・美化

62 生活環境に対する苦情件数
騒音・振動・臭気・不快害虫などに関する
苦情申立件数

一宮市 環境衛生・美化

63 騒音苦情件数 苦情件数 豊明市 環境衛生・美化

64
ごみ・し尿を速やかに収集、処理す
ることで、衛生的に暮らしていると
感じる市民の割合

○ 江南市 環境衛生・美化

65
道路や公園にごみが目立つと思う
人の割合

○ 東海市 環境衛生・美化

66
市民、事業者、民間団体と市の
パートナーシップによる環境保全活
動件数

1年間に市が主体となり環境関連の活動
に協働で取り組んだ件数

安城市 環境衛生・美化
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

67 アダプト団体数 環境美化活動を行うアダプト団体登録数 安城市 環境衛生・美化

68 公園のごみの回収量 東海市 環境衛生・美化

69 市のクリーンキャンペーン参加者数 大和市 環境衛生・美化 ★

70 公害苦情件数
1年間における大気汚染及び騒音問題な
ど市民からの公害に対する苦情件数

安城市、江南市、
大和市

環境衛生・美化

71 悪臭苦情件数 苦情件数 豊明市 環境衛生・美化
72 雑草苦情受理件数 苦情件数 豊明市 環境衛生・美化
73 ふん害等の犬に関する苦情件数 苦情件数 豊明市 環境衛生・美化
74 大気汚染苦情件数 苦情件数 豊明市 環境衛生・美化

75
大気、土壌、騒音、ダイオキシン類
に係る環境基準達成率

環境基準値達成項目÷環境基準調査32
項目（大気（11項目）・土壌（10項目）・騒
音（4項目）・ダイオキシン類（7項目））×
100

安城市、江南市、
東海市

環境衛生・美化

76 降下ばいじんの量 東海市 環境衛生・美化
77 合併処理浄化槽設置率 江南市 環境衛生・美化

78 合併処理浄化槽設置基数
市内の住宅及び事業所の合併浄化槽設
置基数

安城市 環境衛生・美化

79 狂犬病予防接種率（%） 注射接種総数÷登録頭数×100 豊明市 環境衛生・美化

80 犬の登録頭数（頭）
現在登録（生存し、市内で飼育中）されて
いる実数

豊明市 環境衛生・美化
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８．都市基盤分科会

No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

1
駅周辺がにぎわっていると思う
人の割合

市民アンケート調査で「一宮駅周辺がに
ぎわっていると思う」と答えた人の数／ア
ンケー
ト回答総数×100

○ 一宮市、江南市 市街地整備・住宅

2
駅周辺が多機能で、魅力がある
と思う人の割合

市民アンケート調査で「一宮駅周辺が多
機能で、魅力があると思う」と答えた人の
数／ア
ンケート回答総数×100

○
一宮市、豊川市、

神戸市
市街地整備・住宅

3
目的別に土地利用がなされ、住環
境が快適であると思う人の割合

市民アンケート調査で「住宅地や工業
地、商業地、農用地など目的別に土地利
用がなされ、
快適で住みやすい環境が保たれていると
思う」と答えた人の数／アンケート回答総
数×
100

○
一宮市、東海市、
豊川市、豊明市、

江南市
市街地整備・住宅

4 住みよいまちだと思う市民の割合
「住みよい」「どちらかといえば住みよい」
と回答した市民の割合

○ 豊田市 市街地整備・住宅

5 長く住みたいと思う市民の割合
「今のところに住みたい」「豊田市内の別
のところに住みたい」と回
答した市民の割合

○ 豊田市、一宮市 市街地整備・住宅

6 総合的な生活環境の満足度
「満足」「まあ満足」「普通」と回答した市
民の割合

○ 豊田市 市街地整備・住宅

7
市街化区域内における土地区画整
理事業による整備率

土地区画整理事業による整備面積÷（市
街化区域面積－工業専用地域面積）×
100

安城市、豊田市、
大和市

市街地整備・住宅

8 土地区画整理事業の進捗率 大和市 市街地整備・住宅
9 土地区画整理事業の移転件数 江南市、安城市 市街地整備・住宅

10 宅地面積（ha)

土地に関する統計年報の 近5ヵ年の伸
び率を考慮し、2010年までは毎年4.15ha
の伸び、そこからの5年間は毎年2.6haの
伸びとした

豊明市 市街地整備・住宅

11
地区計画の設定されている地域数
（地域）

豊明市 市街地整備・住宅

12 地区計画区域内における開発率

地区計画に定める条件を満たす建築行
為等の開発がされた土地面積÷地区計
画区域内における宅地面積
（44,045.87m2）×100

安城市 市街地整備・住宅

13 市街化区域内の有効利用率 東海市 市街地整備・住宅

14 市街化区域の人口密度
市街化区域人口/工業専用地域を除いた
市街化区域面積

豊田市、岡崎市 市街地整備・住宅

15 市街化区域内人口 岡崎市 市街地整備・住宅
16 転出入による人口増減（累計） 転入者数̶転出者数 豊田市 市街地整備・住宅

17 若者の流入人口
住民情報データより、1年間の18歳から
34歳の転入者数を抽出

一宮市 市街地整備・住宅

18 都心地区の居住人口 都心地区の中心部196haの居住人口 豊田市 市街地整備・住宅

19 歩行者通行量

本町通りと銀座通り（駅前広場と本町通
りを結ぶシンボルロード）の通行量（休日
の午前
11時から午後5時の歩行者・自転車の通
行量）
①本町通りの歩行者数、②本町通りの自
転車数、③銀座通りの歩行者数、④銀座
通りの自
転車数

一宮市、大和市 市街地整備・住宅

20
ウオーキングトレイルにおける歩行
者通行量

主要地点における休日の通行量 市街地整備・住宅 ☆高浜市

21
江南駅前広場を通過する車両の台
数

江南市 市街地整備・住宅

22 駅前広場整備箇所数（箇所） 豊明市 市街地整備・住宅

23 地域交流施設整備
世代や地域を越えた交流の活性化を促
す拠点整備の達成状況

安城市 市街地整備・住宅 ★

24
都心においてまちづくりに係るルー
ルを決めている地区数

神戸市 市街地整備・住宅

25
バリアフリー整備計画の届出を行
い、適合証の交付を受けた建物の
割合

東海市 市街地整備・住宅

26
開発許可や建築許可に対する指導
件数

江南市 市街地整備・住宅

27 優良建築物等整備事業などの導入
民間の住宅開発を適切に誘導するため、
優良建築物等整備事業の導入に向けた
達成状況

安城市 市街地整備・住宅

28 コミュニティ住宅の供給戸数
市が供給したコミュニティ住宅の累計戸
数

安城市 市街地整備・住宅 ★

29
適切に整備・維持管理がなされてい
る市営住宅の住宅戸数

江南市 市街地整備・住宅

30 エレベーター設置基数
整備計画に基づき市営住宅に新たに設
置したエレベーター数

安城市 市街地整備・住宅
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

31
高齢者・障害者に配慮した市営住
宅の整備率

高齢者・障害者に配慮した市営住宅戸数
÷総市営住宅戸数（875戸）×100

安城市 市街地整備・住宅

32 新設住宅戸数（累計）
既存住宅の建替えに対応する「滅失住宅
の補充」を含めた計画期間中の住宅建
設戸数

豊田市 市街地整備・住宅

33 民間での建築確認件数 江南市 市街地整備・住宅
34 耐震改修件数 岡崎市 市街地整備・住宅
35 耐震改修棟数 耐震改修を実施した市営住宅棟数 安城市 市街地整備・住宅
36 上水道普及率（%） 給水人口÷行政人口×100 豊明市、江南市 市街地整備・住宅

37 有効率
漏水することなく有効に利用した水量÷1
年間の総配水量×100

安城市、江南市 市街地整備・住宅

38 水道主要施設の地震対策率
浄水場、配水場、水管橋などの主要な水
道施設のうち地震対策を行った施設の割
合

豊田市、岡崎市、
安城市、江南市

市街地整備・住宅

39 応急給水拠点整備率

応急給水拠点として整備されたか所÷基
幹
避難所など22箇所の応急給水拠点×
100

安城市 市街地整備・住宅

40 自己水源施設能力
北部浄水場及び南部浄水場の井戸によ
る自己水源能力

安城市 市街地整備・住宅

41 地下水の許可揚水量活用率 江南市 市街地整備・住宅
42 善意の井戸水の登録数（箇所） 登録実数 豊明市 市街地整備・住宅 ★

43
安全な水が安定して供給されている
と感じる市民の割合

○ 江南市、豊川市 市街地整備・住宅

44 貯留確保時間 配水池の貯留水道水の消費時間数 豊田市 市街地整備・住宅

45 1日あたり平均配水量
家庭及び事業所すべての年間総配水量
÷365日

安城市 市街地整備・住宅

46 水道料金の収納率（現年度） 江南市 市街地整備・住宅

47 下水道普及率
下水道が使える（供用）区域内人口÷市
内総人口×100

安城市、東海市、
岡崎市、江南市、

豊明市
市街地整備・住宅

48 下水道認可区域内の整備率 江南市 市街地整備・住宅
49 下水道供用開始区域内の接続率 江南市 市街地整備・住宅
50 下水道使用料の収納率（現年度） 江南市 市街地整備・住宅
51 受益者負担金の収納率（現年度） 江南市 市街地整備・住宅
52 合併処理浄化槽の推進（%） 設置人口÷行政人口×100 豊明市 市街地整備・住宅
53 合併処理浄化槽の設置戸数（戸） 設置世帯 豊明市 市街地整備・住宅

54
道路が整備され人や車が安全・快
適に通行していると感じる市民の割
合

○ 江南市、豊川市
道路、公共交通、港

湾

55
徒歩や自転車で道路を安心して
移動できると思う人の割合

市民アンケート調査で「徒歩や自転車
で、道路を安心して通ることができると思
う」と答
えた人の数／アンケート回答総数×100

○ 一宮市、豊田市
道路、公共交通、港

湾

56
歩道の設置が不十分だと思う人の
割合

○ 東海市
道路、公共交通、港

湾

57
自動車での移動が便利な道路側に
対する満足度（%）

市民アンケートの当該項目について、満
足・やや満足・普通と回答した値に都市
計画道路の整備率を乗じて算出

○ 豊明市
道路、公共交通、港

湾

58 公共交通機関に対する満足度
公共交通の施策に対して、非常に満足、
満足、やや満足と回答した人の数÷アン
ケート回答総数×100

○
安城市、江南市、
豊川市、大和市

道路、公共交通、港
湾

59 鉄道の利便性（%）
右記アンケートの当該項目について、満
足・やや満足・普通と回答した人の数÷
アンケートの回答者数×100

○ 豊明市
道路、公共交通、港

湾

60
路線バスの利便性に対する満足度
（%）

○ 豊明市
道路、公共交通、港

湾

61
コミュニティバス利便性に対する満
足度（%)

右記アンケートの当該項目について、と
てもよい・まあよいと回答した人の数÷ア
ンケート回答者数×100

○ 豊明市
道路、公共交通、港

湾

62
交通弱者が自立して行動してい
ると思う人の割合

市民アンケート調査で「自家用車・オート
バイ・自転車などを持たない人が、日常
生活で
必要なところへ行くのに、不便を感じてい
るとは思わない」と答えた人の数／アン
ケート
回答総数×100

○ 一宮市
道路、公共交通、港

湾

63
生活上、必要なところへ無理な
く行ける人の割合

市民アンケート調査で「日常生活で必要
なところへ、無理なく行ける移動手段があ
る」と
答えた人の数／アンケート回答総数×
100

○ 一宮市
道路、公共交通、港

湾

64
公共施設への移動で困っている人
の割合

○ 東海市
道路、公共交通、港

湾

65
市内で車で出かけて駐車場に困っ
たことが多い人の割合

○ 東海市
道路、公共交通、港

湾

66
市内を車で移動するときにスムーズ
にできていると思っている人の割合

○ 東海市
道路、公共交通、港

湾
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

67 都市計画道路整備率
整備済都市計画道路÷都市計画道路延
長×100 現状値は2004年

安城市、豊田市、
江南市、豊明市、

大和市

道路、公共交通、港
湾

68 都市計画道路・幹線道路建設延長 岡崎市
道路、公共交通、港

湾

69 道路維持・補修延長 岡崎市
道路、公共交通、港

湾

70 主要市道の歩道整備率 江南市
道路、公共交通、港

湾

71 歩道透水性舗装整備率(%)
既設歩道透水性舗装延長に将来の都市
計画道路の整備を延長を足した比率

豊明市
道路、公共交通、港

湾

72 舗装整備率 江南市
道路、公共交通、港

湾

73 歩道のバリアフリー度 東海市
道路、公共交通、港

湾

74
適正駐輪率（適正駐輪台数／乗り
入れ台数×１００）

大和市
道路、公共交通、港

湾

75
主要駅における可能性駐輪台数
（台）

整備計画駐輪可能台数 豊明市
道路、公共交通、港

湾

76
主要駅における放置自転車台数
（台）

鈍化抑制した結果率により目標値を算出 豊明市
道路、公共交通、港

湾

77
朝のピーク時における主要路線の
平均旅行速度

主要6路線（153号、155号2区間、248号、
301号、419号：46.7km）の平均旅行速度

豊田市
道路、公共交通、港

湾

78 道路案内標識設置数 江南市
道路、公共交通、港

湾

79 市道のアダプト制度の登録者数 江南市
道路、公共交通、港

湾

80
１日当たりの公共交通機関の利用
者数

市内の鉄道駅及びバス停の乗降客数/2 豊田市、岡崎市
道路、公共交通、港

湾

81 主要駅の１日乗降客数 江南市、豊田市
道路、公共交通、港

湾

82 コミュニティバスの利用者数 1年間のコミュニティバスの利用者数 安城市、豊明市
道路、公共交通、港

湾

83
レンタサイクル事業のサイクルポー
ト数

市内におけるレンタサイクル事業のサイ
クルポートの設置数

安城市
道路、公共交通、港

湾
★

84
まちの公園・街路樹などに満足して
いる市民の割合

○ 東海市 公園・緑化、景観

85 一宮市は緑が多いと思う人の割合
市民アンケート調査で「一宮市は緑が多
いと思う」と答えた人の数／アンケート回
答総数×100

○ 一宮市、大和市 公園・緑化、景観

86 自然の豊かさに対する満足度（%）
右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○
豊明市、豊川市、

東海市
公園・緑化、景観

87
良好なまち並みが形成されていると
思う市民の割合

○
江南市、東海市、
豊明市、大和市

公園・緑化、景観

88
家庭で花や木を育てている人の割
合

○ 東海市 公園・緑化、景観

89
自宅や庭、事務所をまわりの景観に
あわせ整えている人の割合

○ 東海市 公園・緑化、景観

90 市民一人当たりの都市公園面積 公園整備面積/人口

豊田市、安城市、
東海市、江南市、
豊明市、大和市、

神戸市

公園・緑化、景観

91 一人当たりの緑地面積 東海市 公園・緑化、景観

92 市街化区域の緑地面積
市街化区域内の公園面積、緑地面積、
緑道面積、生産緑地面積の合計

一宮市 公園・緑化、景観

93 都市計画区域の緑地率
都市公園、グランド等の施設緑地と農振
農用地等の地域性緑地の総計/都市計
画区域面積

豊田市、安城市、
岡崎市、大和市

公園・緑化、景観

94 都心地区の緑被面積 都心地区の中心部196haの緑被面積 豊田市 公園・緑化、景観

95 市街地未整備地区内公園整備数
市街地未整備地区内に新たに整備した
公園数

安城市 公園・緑化、景観

96
土地区画整理事業に伴う都市公園
整備数

土地区画整理事業にあわせて整備した
公園数

安城市 公園・緑化、景観

97
利用者ニーズにあわせた公園の改
修数

公園利用者拡大のため、ニーズに合わ
せて改修を行った公園数

安城市、豊明市 公園・緑化、景観

98
市民主体で維持管理する身近な公
園の割合

神戸市 公園・緑化、景観

99 里親制度実施公園数（箇所） 豊明市、江南市 公園・緑化、景観
100 緑を守る団体数 公園愛護会、街路樹愛護会の数 安城市 公園・緑化、景観

101 緑道( 自転車歩行者道）の整備
明治用水緑道等市内にある緑道（自転
車歩行車道）の総延長距離

安城市 公園・緑化、景観

102
民有地に設置された生垣延長（累
計）

大和市 公園・緑化、景観

103 種子・苗木の配布数（件） 豊明市 公園・緑化、景観
104 花いっぱい運動実施箇所数 江南市 公園・緑化、景観
105 花いっぱい運動補助件数（区） 豊明市 公園・緑化、景観
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

106 花とみどりに関する講座数
花づくり講座やせん定教室など花と緑に
関する講座数

安城市 公園・緑化、景観

107 景観に配慮した道路整備延長
無電中化やバリアフリー化を含めた地域
のシンボル的な道路の整備延長距

安城市 公園・緑化、景観

108 市道の無電柱化整備済延長 豊田市 公園・緑化、景観

109
重点的に景観の保全や形成を図る
地区数

景観重点地区、景観まちづくり地区の数 豊田市 公園・緑化、景観

110
地区計画、建築協定、街づくり協定
などルール化された地区数の累計

大和市、神戸市 公園・緑化、景観

111 違法屋外広告物の件数 岡崎市 公園・緑化、景観
112 屋外広告物パトロール回数（回） 豊明市 公園・緑化、景観

113
災害に強いまちづくりができている
と思う人の割合

市民アンケート調査で「一宮市は災害に
強いまちづくりができていると思う」と答え
た人の数／アンケート回答総数×100

○
一宮市、豊田市、

安城市
防災

114
防災への安心感に対する満足度
（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 防災

115
災害に対する家庭内での備えがで
きている世帯の割合

○
東海市、豊田市、
江南市、一宮市

防災

116
家族で避難場所の確認ができて
いる人の割合

市民アンケート調査で「家族で、災害が
起きたときの避難場所の確認ができてい
る」と答えた人の数／アンケート回答総
数×100

○ 一宮市、大和市 防災

117
災害時に自分の行う役割がわかっ
ている人の割合

市民アンケート調査で「災害が起きたと
き、家庭や地域、職場などで自分の行う
役割がわかっている」と答えた人の数／
アンケート回答総数×100

○ 一宮市 防災

118
災害時に助け合える体制ができ
ていると思う人の割合

市民アンケート調査で「災害が起きたと
き、地域住民同士で助け合える体制がで
きていると思う」と答えた人の数／アン
ケート回答総数×100

○ 一宮市 防災

119
災害時に地域の要援護者を助ける
体制が整っていると思う人の割合

市民アンケート調査で「災害が起きたと
き、地域に住んでいる高齢者や障害者、
子ども、病人、けが人などを助ける体制
ができていると思う」と答えた人の数／ア
ンケート回答総数×100

○ 一宮市 防災

120
災害時の対応について、隣近所で
話し合っている世帯の割合

○ 東海市 防災

121
災害時の対処方法、連絡先、連絡
方法を知っている人の割合

○ 東海市 防災

122
防災・防犯など安全・安心に関する
地域活動に参加している市民の割
合

○ 神戸市 防災

123
地域防災訓練を実施している自治
会の割合

大和市 防災

124 自主防災訓練参加者数
自主防災組織による1年間の防災訓練参
加者数

安城市 防災

125 自主防災組織の設立（町内会） 124町内会で全域 豊明市 防災
126 １自治区当たりの防災リーダー数 防災リーダーの数/304自治区 豊田市 防災

127 災害ボランティアの登録者数

平成17年4月の市町合併に際し、一宮市
内で活動する4つの民間防災活動団体が
結成したネットワーク組織（一宮防災ボラ
ンティアネットワーク）の登録者数

一宮市 防災

128 災害時支援協定等締結数
災害発生時に市の災害復旧に協力する
ために防災協定を結んでいる団体及び
組合数

安城市 防災

129 非常食糧の備蓄率 大和市 防災

130 備蓄計画（箇所）
市内の南地域に分散備蓄倉庫の新設保
育園について、１０年間で全保育園に設
置

豊明市 防災

131 一人当たりの避難所面積 東海市 防災

132 耐震指数０．３未満の避難所の割合 東海市 防災

133 耐震指数０．７以上の避難所の割合 東海市 防災

134 避難施設の耐震化率
耐震性が確保されている避難所数／市
内全避難所数×100

一宮市、安城市 防災

135 公共施設耐震化率 岡崎市、大和市 防災
136 校舎等保全改修事業の進捗率 実施校数/対象校数（69校） 豊田市、神戸市 防災

137 ライフラインの耐震化率
東海市、一宮市、
安城市、神戸市

防災

138 ライフラインの耐震補強率 東海市 防災

139 耐震性が確保された住宅の割合
（昭和57年以降に建築＋昭和56以前の
建築で耐用性ありのも
の）/全ての住宅（戸）・建築物（棟）

豊田市、江南市 防災

140 雨水整備率 大和市 防災

141
水道の緊急貯留システムの整備箇
所数

神戸市 防災
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

142
都市浸水対策事業（雨水幹線整備）
の進捗率

神戸市 防災

143 高潮対策事業の進捗率 神戸市 防災

144 火災件数（件）
岡崎市、豊明市、

大和市
防災

145 火災現場到着所要時間 江南市 防災
146 住宅用火災警報器の設置率 江南市 防災
147 防火管理者の選任率 江南市 防災
148 防火水槽数（基） 年間1人増 豊明市 防災

149
犯罪のない安心感に対する満足感
（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 防犯

150
防犯灯等の数・配置に対する満足
度（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市、東海市 防犯

151
夜間も安心してまちを歩けると感じ
る人の割合

○ 東海市 防犯

152
犯罪の危険を感じたと思う人の
割合

市民アンケート調査で「自分が住んでい
る地域で、この1年間に、犯罪の危険を感
じたことがある」と答えた人の数／アン
ケート回答総数×100

○ 一宮市 防犯

153
以前に比べて、市の治安は良くなっ
たと思う市民の割合

○ 大和市 防犯

154
危機管理体制が整い、安心して暮ら
していると感じる市民の割合

○ 江南市 防犯

155
防犯や災害への不安がないと感じ
る市民の割合

○ 江南市 防犯

156 犯罪発生件数
刑法犯（殺人、強盗、窃盗などの刑法上
の犯罪）の認知件数

一宮市、豊田市、
安城市、江南市、
豊明市、大和市

防犯

157 犯罪認知件数 岡崎市 防犯
158 ちかん・ひったくり発生件数 東海市 防犯

159 自主防犯パトロール隊数
町内会単位で設置している防犯パトロー
ル隊の数

安城市、豊明市、
豊田市、大和市

防犯

160 安全パトロール実施地区数（地区） 豊明市 防犯
161 地域安全パトロール実施率 江南市 防犯

162
年間防犯モデル地区の指定（地区/
年）

5年で2区指定増 豊明市 防犯

163 防犯教室等開催回数
子どもから高齢者を対象とした1年間の
防犯教室開催回数

安城市、豊明市 防犯

164
広報紙やホームページなどによる情
報提供回数

防犯に関する情報を市民に提供する1年
間の回数

安城市、豊明市 防犯

165 防犯灯の設置（灯）
指標設定時点の数値は、社会環境により
増加が推計されるが、鈍化抑制した増加
率で算出した

豊明市 防犯

166 防護柵設置延長（単年度）
過去の町内会要望実績による1年間の設
置延長

安城市 防犯

167 街頭キャンペーン実施回数
駅前などで行う防犯に関するキャンペー
ンの1年間の実施回数

安城市 防犯

168

子ども110番の家や防犯パトロー
ルなどの子どもの防犯活動に協
力している人の数

①子ども110番の家の登録数
②一宮市民パトロール隊の隊員延総数

一宮市 防犯

169
交通事故からの安全性に対する満
足度（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市、豊川市 交通安全

170
交通マナーを守っていると思う人の
割合

市民アンケート調査で「交通マナーを守っ
ている」と答えた人の数／アンケート回答
総
数×100

○ 一宮市 交通安全

171 人身事故件数 1年間に市内で発生した人身事故件数
安城市、東海市、
江南市、大和市

交通安全

172
歩行者・自転車関連の交通事故
件数

市内において歩行者・自転車が関連した
交通事故の発生件数

一宮市、東海市 交通安全

173 交通事故死傷者数 豊田市、安城市 交通安全

174 子どもの交通事故被害者数 15歳以下の子どもの交通事故被害者数 一宮市 交通安全

175 自転車による事故の死傷者数 豊田市 交通安全
176 交通違反の取り締まり件数 交通違反切符の交付件数 一宮市 交通安全

177 道路反射鏡設置基数（単年度）
過去の町内会要望実績による1年間の設
置基数

安城市 交通安全

178 シートベルト着用率 東海市 交通安全

179
交通安全活動への市民参加年間人
数

岡崎市、大和市 交通安全

180 交通安全教室開催数
子どもや高齢者を対象とした交通安全教
室の1年間の開催回数

安城市、豊明市 交通安全

181 交通安全モデル地区指定（地区） 5年で1区指定を増やす 豊明市 交通安全
182 交通ボランティア人数（人） 5年で9人増やす 豊明市 交通安全

 27



No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

183

火事や事故などの災害発生時に
は、迅速に消化・救急・救助活動が
行われ、安心して暮らしていると感
じる市民の割合

○
江南市、一宮市、

豊川市
消防・救急

184
けが人、病人に応急手当ができる
人の割合

○ 東海市 消防・救急

185
消防署の数・配置に対する満足度
（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市、豊川市 消防・救急

186 消火・消防訓練実施率（町内単位）
 防火防災訓練実施届に基づく訓練を実
施した町内会の数／全町内会数×100

特定 一宮市 消防・救急

187
心肺停止患者の救命率（一般ＡＥＤ
使用者含む。）

救急隊到着時に心肺停止状態であった
患者の救命率
（蘇生から1か月後の生存者数/目撃あり
心原性の心肺停止者数）

豊田市、一宮市 消防・救急

188 照会1回で救急搬送した割合 岡崎市 消防・救急

189 救急救命士数（人） 隔年1人増
豊明市、東海市、
江南市、大和市

消防・救急

190 応急手当講習の受講者数 江南市 消防・救急

191 救急車の現場到着までの所要時間 大和市 消防・救急

192 救急患者の搬送時間 現場から医療機関への平均搬送時間 豊田市 消防・救急
193 消防訓練実施回数（件） 年間5件増 豊明市 消防・救急
194 消防水利の整備率 江南市 消防・救急
195 消防団（水防団員）の充足率 江南市 消防・救急
196 立入検査等件数（件） 年間5件増 豊明市 消防・救急
197 立入り消火栓数（基） 年間3基増 豊明市 消防・救急
198 地下式消化栓数（基） 年間3基増 豊明市 消防・救急
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９．地域福祉分科会

No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

1
高齢者福祉サービスに対する満足
度（%）

右記のアンケートの当該項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市、安城市 高齢者

2
高齢者が、生きがいをもち、自立し
て暮らしていると感じる市民の割合

○ 江南市、大和市 高齢者

3
福祉サービスに支払う金額（対価）
が自分にとって妥当である
と思う人（高齢者）の割合

市民アンケート調査で「高齢者を対象とし
たさまざまな福祉サービスに支払う金額
（対価）が妥当だと思う」と答えた人の数
／「本人または家族が福祉サービスを受
けている」と答えた人の数×100

特定 一宮市 高齢者

4
生きがいを持っている高齢者の割
合

「感じている」「どちらかといえば感じてい
る」と回答した55歳以上の人の割合

特定 豊田市、東海市 高齢者

5
週2日以上外出する高齢者の割合
（%）

右記のアンケートの当該項目についてほ
とんど毎日外出、週に2～3回と回答した
パーセント

特定 豊明市 高齢者

6
社会に活躍の場を持っている高
齢者の割合

60歳以上高齢者対象のアンケート調査で
「社会に活躍の場を持っている」と答えた
人の数／アンケート回答総数×100

特定
一宮市、豊田市、
東海市、神戸市

高齢者

7
趣味サークル、ボランティアに参加
している高齢者の割合

60歳以上高齢者対象のアンケート調査で
「趣味サークルやボランティア活動に参
加している」と答えた人の数／アンケート
回答総数×100

特定 一宮市 高齢者

8 就職を希望する高齢者の就職率
高齢者職業相談業務にて受け付け、就
職できた人／相談業務にて受け付けた
高齢者の数×100（60歳以上に限る）

一宮市、東海市 高齢者

9 シルバー人材センター会員数 シルバー人材センターの会員数
安城市、江南市、
豊明市、豊田市、

大和市
高齢者

10 老人クラブ加入率（%）
老人クラブ加入者数÷60歳以上人口×
100

豊明市、江南市、
安城市

高齢者

11
要介護認定を受けていない高齢者
の割合

第１号被保険者数（65歳以上）のうち、要
介護（支援）の認定を受けていない人の
割合

豊田市 高齢者

12
介護保険の認定(要介護・要支援)を
受けている高齢者の割合

東海市、江南市 高齢者

13
介護を必要とする人が安心して暮ら
していると思う市民の割合

○ 大和市 高齢者

14
介護サービスを受けている人の満
足度

市民アンケート調査で、本人または家族
が介護サービスを受けている人に対する
「介護サービスに満足していますか」とい
う問に対し、「満足」を5、「どちらかといえ
ば満足」を4、「どちらともいえない」を3、
「どちらかといえば不満」を2、「不満」を1
としたときの平均値

特定
一宮市、豊明市、
東海市、大和市

高齢者

15
障害者や高齢者を持つ家族の中
で、身近に相談できる人や機関があ
る人の割合

特定 一宮市、東海市 高齢者

16
介護保険サービス受給率（介護保
険認定者数に占める介護サービス
利用者の割合）（%）

介護保険サービス利用者数/介護認定者
数×100

豊明市、江南市、
一宮市、安城市

高齢者

17
介護保険サービス利用者の在宅生
活率

65歳以上の要介護（支援）認定者のうち、
施設サービスを除くサービスを利用して
いる人の割合

豊田市、東海市 高齢者

18
サービス費用額に占める居宅サー
ビス費用額の割合

居宅サービス費用額の計÷サービス費
用額の計×100

岡崎市、安城市 高齢者

19 福祉サービス利用人数 岡崎市 高齢者

20 リハビリテーション利用者数
訪問リハビリサービスと通所リハビリサー
ビスの利用者数の計

安城市 高齢者

21 入所系サービスの定員
介護保険施設、認知症高齢者グループ
ホーム等、居住系サービスの定員数

豊田市 高齢者

22
地域包括支援センターの設置箇所
数（箇所）

豊明市、安城市 高齢者

23
地域密着型サービス実施の設置箇
所数（箇所）

豊明市 高齢者

24 老人福祉センターの利用者数 岡崎市 高齢者
25 介護相談員派遣回数 1年間の介護相談員派遣回数 安城市 高齢者

26 介護予防・自立生活支援事業数
市が実施する介護予防・自立生活支援
事業数

安城市 高齢者

27
生活・自立支援などの障害者（児）
福祉に対する満足度（%）

右記のアンケートの当該項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市、豊川市 障がい者
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

28

福祉サービスが整っており、障害の
ある人が、作業所への通所やホー
ムヘルパー、デイサービスなどの利
用により、地域でいきいきと生活し
ていると感じる市民の割合

○ 江南市 障がい者

29
地域で高齢者や障害者の見守りや
生活の手助けをしている人の割合

○ 神戸市 障がい者

30
社会で障害者が理解されていると
思う人の割合

○ 東海市 障がい者

31
理解されていると感じている障害
者・家族の割合

特定 東海市 障がい者

32
障害者の家族の内、社会参加した
いができない人の割合

特定 東海市 障がい者

33
障害者や高齢者を持つ家族の中
で、身近に相談できる人や機関があ
る人の割合

特定 東海市、一宮市 障がい者

34
体験学習を通じて、障害者のことを
理解できたと感じている中学生の割
合

特定 東海市 障がい者

35

福祉サービスに支払う金額（対価）
が自分にとって妥当であると思う人
の（障害者）割合

市民アンケート調査で「障害のある方を
対象としたさまざまな福祉サービス（介護
サービスを含む）に支払う金額（対価）が
妥当だと思う」と答えた人の数／「本人ま
たは家族が、障害のある方に対する福祉
サービスを受けている」と答えた人の数
×100

特定 一宮市 障がい者

36
福祉サービスを受けている人（障害
者）の満足度

市民アンケート調査で、本人または家族
が、障害のある方に対する福祉サービス
（介護サービスを含む）を受けている人に
対する「福祉サービスに満足しています
か」という問に対し、「満足」を5、「どちら
かといえば満足」を4、「どちらともいえな
い」を3、「どちらかといえば不満」を2、「不
満」を1としたときの平均値

特定 一宮市 障がい者

37 障害者の雇用率 江南市 障がい者

38
ハローワークを通じて企業へ就職し
た障害者数（年間）

神戸市 障がい者

39
福祉施設から一般就労に移行する
障がい者数

1年間に福祉施設を退所し、一般就労に
移行する障がい者数

豊田市 障がい者

40 チャレンジドの働く人数 障がい者 ☆高浜市

41 ふれあいサービスセンター相談件数
1年間にふれあいサービスセンターで実
施した障害者の相談件数

安城市 障がい者

42
訪問系サービス（ホームヘルプ等）
の利用人数

江南市、安城市 障がい者

43 居宅生活支援費受給者数
1年間に支援費制度によるホームヘルプ
サービス、ショートステイ、デイサービス、
グループホームを利用した人数

安城市、東海市 障がい者

44 講座型デイサービス事業受講者数
1年間に趣味・文化講座などの講座型デ
イサービスを利用した人数

安城市 障がい者

45 施設訓練等支援費受給者数
1年間に障害者の更正施設、授産施設な
どの施設サービスを利用した人数

安城市、東海市 障がい者

46 知的障害者授産施設の定員数
ぬくもりワークスなど知的障害者授産施
設の定員数

安城市、豊明市 障がい者

47
障がい者グループホーム・ケアホー
ムの定員

岡崎市、豊明市 障がい者

48

障害者の地域移行率（グループ
ホーム入所者／（施設入所＋長期
入院患者数＋グループホーム入所
者）×100

大和市、神戸市 障がい者

49 障がい者の施設入所者数 岡崎市、江南市 障がい者

50
地域で生活している障がい者の割
合

障がい者全体（手帳保持者）－｛（身体障
がい者及び知的障がい者入所施設の入
所者）＋（医療保護入院を除く精神病院
入院者）｝/障がい者全体（手帳保持者）

豊田市 障がい者

51
障害児家庭のショートステイの利用
箇所数（箇所）

豊明市 障がい者

52 障害児保育実施園数（園） 豊明市 障がい者 ★
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

53 障害者団体の加入者数（人）

①12年度(1.584人）と16年度の障害者手
帳所持者（1.853人）の伸び率を出して、
その伸び率（16.98%）で5年ごとの障害者
手帳所持者を推計した。
②①で推計した障害者数を基に出現率
を推計する。
③14年度～16年度障害者団体加入者の
平均加入率（15.6%）×各障害者手帳所持
者

豊明市 障がい者

54 権利擁護事業の利用者数（人）
2001年から2004年の伸び率による利用
対象者の増加数

豊明市 障がい者

55 補装具交付件数 東海市 障がい者

56
福祉施設への移動に不便を感じて
いる人の割合

○ 東海市 障がい者

57 公共施設のバリアフリー化率 江南市 障がい者

58
市有建築物等（新増改築）のＵＤへ
の取り組み割合

神戸市 障がい者

59
バリアフリーに対応している施
設の数

「一宮市交通施設バリアフリー化設備整
備費補助金」および「一宮市人にやさしい
街づく
りモデル地区施設整備促進補助金」の補
助件数と、バリアフリーに対応して整備さ
れた公
共施設数の、年度ごとの合計数

一宮市 障がい者

60
バリアフリーに対応している歩
道の整備延長

バリアフリー歩道の総延長 一宮市 障がい者

61
ＵＤの言葉も考え方も知っている市
民の割合

○ 神戸市 障がい者

62 ＵＤサポーター登録数 神戸市 障がい者 ★

63
地域に支えあう人のつながりがある
と思う市民の割合

○ 江南市、大和市 高齢者

64
近所づきあいに満足している市民の
割合

「満足」「まあ満足」「普通」と回答した市
民の割合

○ 豊田市 高齢者

65
社会的弱者やその家族が安心し
て外出できると思う人の割合

市民アンケート調査で「社会的弱者やそ
の家族が安心して外出できるように、施
設や道路
が整備されていると思う」と答えた人の数
／アンケート回答総数×100

○ 一宮市 地域福祉

66
福祉ボランティアとして携わる人の
数

○ 東海市、豊田市 地域福祉

67 社会福祉関係の団体数、参加人数 江南市 地域福祉

68 ボランティア登録団体数 岡崎市、豊明市 地域福祉

69
社会福祉協議会ボランティアセン
ター登録者数

社会福祉協議会ボランティアの登録者数 安城市 地域福祉

70
災害ボランティアコーディネーター数
（人）

災害が起きたときに全員が対応できると
は限らないため、予備人数を見込んだ合
計

豊明市 地域福祉

71 学区福祉委員会の設立数 岡崎市、安城市 地域福祉

72 民生・児童委員相談件数
1年間に民生・児童委員が受けた日常生
活上の相談件数

安城市、江南市 地域福祉

73 福祉学習実施助成校数
1年間に市内の小中学校が実施する地
域交流・ボランティア学習活動に対して助
成した学校数

安城市、豊明市 地域福祉

74 福祉有償運送できる車両台数

福祉輸送サービスを行う法人（中部運輸
支局に登録）のセダン型自動車台数およ
びリフトな
どの装置（電動リフト、スロープ、回転
シート）を搭載した自動車台数

一宮市 地域福祉

75 ひとり親家庭福祉に対する満足度
ひとり親家庭福祉の施策に対して、非常
に満足・満足・やや満足と回答した人の
数÷アンケート回答総数×100

○ 安城市、豊川市 社会保障、生活保護

76
保険年金制度により安心して暮らし
ていると感じる市民の割合

○ 江南市 社会保障、生活保護

77 福祉医療に対する満足度
福祉医療の施策に対して、非常に満足・
満足・やや満足と回答した人の数÷アン
ケート回答総数×100

○ 安城市、豊明市 社会保障、生活保護

78
保健・医療・福祉機関の連携が十分
図られていると感じる各機関の従事
者の割合

特定 東海市 社会保障、生活保護

79 国民健康保険税収納率
国民健康保険税収入済額÷国民健康保
険税調定額×100

安城市、豊明市、
江南市

社会保障、生活保護

80
国民健康保険加入者一人当たりの
年間医療費（円）

年間医療費÷被保険者数 豊明市、東海市 社会保障、生活保護

81 在宅療養者への訪問指導回数（回） 訪問指導回数を集計 豊明市 社会保障、生活保護

82 出張健康相談回数（回） 出張相談回数 豊明市 社会保障、生活保護
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

83 保険教室の参加者数（人） 参加人数÷開催回数 豊明市 社会保障、生活保護

84 保険相談の参加者数（人） 参加人数÷開催回数 豊明市、岡崎市 社会保障、生活保護

85 福祉医療費助成実施率 江南市、豊明市 社会保障、生活保護

86 福祉給付金受給者数（人）
現状の非課税・独居等の老人数－課税
老人数＋年齢拡大による非課税独居等
人数

豊明市 社会保障、生活保護

87
乳幼児（児童・生徒）医療受給者数
（人）

現状＋自然増＋小学校就学児～小学校
卒業児の人数

豊明市 社会保障、生活保護

88 不妊治療助成件数（件） 先進都市の実績を人口比で換算 豊明市 社会保障、生活保護

89
生活保護率（人口1.000人当たりの
生活保護者数）

被保護者数÷人口 豊明市 社会保障、生活保護

90 生活保護者自立支援達成数 岡崎市、江南市 社会保障、生活保護

91
民生児童委員による生活相談・生
活指導件数（件）

活動記録票の集計数 豊明市 社会保障、生活保護
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10．健康分科会

No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

1
健康診断や保健指導など健康づく
り施策に対する満足度（%）

右記のアンケートの該当項目について、
満足・やや満足・普通と回答した人の数
÷アンケート回答者数×100

○ 豊明市 健康づくり、食育

2 健康であると感じている人の割合 ○ 東海市、江南市 健康づくり、食育

3
健康維持のために何か取り組んで
いる人の割合

市民アンケート調査で「健康維持のため
に何か取り組んでいる」と答えた人の数
／アンケート　回答総数×100

○
豊田市、一宮市、
東海市、江南市、
豊明市、大和市

健康づくり、食育

4
一日平均ウォーキング時間が30分
未満の人の割合(%)(60～69歳）

右記調査の当該項目について、該当した
と回答した人の数÷アンケート回答者数
×100

特定 豊明市 健康づくり、食育 ★

5
自分の食生活に問題を感じ、改善
したいと思う人の割合

市民アンケート調査で「自分の食生活に
問題を感じ、改善したいと思う」と答えた
人の数／アンケート回答総数×100

○
一宮市、豊田市、
豊明市、安城市

健康づくり、食育

6
バランスの良い食事をしている人
の割合

「栄養バランスのとれた食事を摂るように
意識している」「やや意識
している」と回答した人の割合

○
豊田市、一宮市、

神戸市
健康づくり、食育

7
朝食を“家族と食べる”子の割合
（%）

右記アンケートの当該項目において家族
と食べると回答した人の数÷アンケート
回答者数×100

○ 豊明市 健康づくり、食育

8 朝食を必ず食べる人の割合（%）
右記調査の当該項目について朝食を必
ず食べると思うと回答した人の数÷調査
数×100

○ 豊明市、江南市 健康づくり、食育

9 １日あたり野菜摂取量 岡崎市 健康づくり、食育

10 8020推進運動の認知度(%)
右記調査の当該項目について知ってい
ると回答した人の数×100

○ 豊明市 健康づくり、食育

11
歯周疾患にかかった人の割合（40
歳対象）(%)

歯周疾患検診結果の要注意者＋受診者
×100

豊明市 健康づくり、食育

12
ストレスをためないように心がける
人の割合(%)

右記のアンケートの当該項目について、
該当したと回答した人の数÷アンケート
回答者数×100

○ 豊明市 健康づくり、食育

13
過度のストレスを感じる人の割合
（上記のうち相談することができる
相手がいる人の割合）男性　女性

日常の生活で過度のストレスを感じてい
る人の数÷アンケート回答総数×100
相談することができる相手がいる人÷日
常の
生活で過度のストレスを感じている人×
100

○ 安城市 健康づくり、食育

14
自殺死亡率（人口１０万人あたり
の自殺死亡者数）

大和市 健康づくり、食育 ★

15
禁煙又は分煙を実施している公共
施設の割合

神戸市 健康づくり、食育 ★

16 健康寿命
日常生活に支援や介護を要しない心身と
もに自立的な状態で生存できる期間

豊田市 健康づくり、食育

17
健康づくりを広める機会（場）や人
（推進員など）の数

①健康づくりのための各種イベント・教室
の数②健康づくり推進員・食生活改善推
進員の人数

一宮市、安城市、
豊明市

健康づくり、食育

18 住民検診の受診率
健康診査および各種がん検診の受診者
数／当該健診対象者数×100

一宮市、安城市、
豊明市、江南市

健康づくり、食育

19 特定健康診査実施率 江南市、神戸市 健康づくり、食育

20
生活習慣病予備群の子どもの割
合

①肥満の乳幼児の割合
乳幼児健康診査の結果、肥満と判断され
た者／乳幼児健康診査受診者数×100
②小中学校の児童生徒で肥満の者の割
合
小中学校の学校健診で肥満度が20％以
上の児童生徒数／小中学校の児童生徒
数×100

一宮市、大和市 健康づくり、食育

21
肥満者の割合
25歳以上男性
40歳以上女性

BM（I 体重kg÷身長m÷身長m）が25以
上の人数÷アンケート回答総数×100

安城市、岡崎市 健康づくり、食育

22 20歳以上の特定疾病患者数 岡崎市、東海市 健康づくり、食育

23
医療サービスに安心感を持ってい
る人の割合

市民アンケート調査で「一宮市内の医療
機関に安心してかかることができる」と答
えた人の数／アンケート回答総数×100

○ 一宮市、江南市 医療

24
市内の医療サービスに対する満足
度（%）

右記アンケートの当該項目について、満
足・普通と回答した人の数÷アンケート
回答者数×100

○ 豊明市、豊川市 医療

25
かかりつけ医を決めている人の割
合

「決めている」と回答した人の割合 ○
豊田市、東海市、

江南市
医療

26
開業医と総合病院の連携が図ら
れていると感じている人の割合

○ 東海市 医療
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No 指標名称 指標説明（算出式など） アンケート 出典（都市名） 施策区分 市独自

27
市民病院における外来件数に対
する紹介件数の割合

○
岡崎市、東海市、

大和市
医療

28
市内でよく利用する病院・医院に
行くのにかかる時間

○ 東海市 医療

29 医師数 岡崎市、大和市 医療
30 病棟看護体制 岡崎市 医療

31
経営意識を持って行動している市
職員の割合

市立病院スタッフ対象の職員アンケート
調査で「経営意識を持って、日々の仕事
をしている」と答えた人の数／アンケート
回答総数×100

特定 一宮市 医療

32 市立病院における経常収支比率 大和市 医療

33
ホームページを開設している市内
の医療機関の割合

東海市 医療

34
医療の質・ミスに不安を感じた人
の割合

○ 東海市、一宮市 医療

35 市立病院の医療事故件
市立4病院のアクシデント（医療事故）の
報告件数

一宮市 医療  
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