
資料No.3
No. 分野

めざすまちの姿(総合計画)
/基本目標(総合戦略)

施策 指標(案) 担当課 算出方法及び補足説明 指標区分 単位 基準値
29年度
(目標値)

29年度
実績値

29年度
達成率

33年度
(目標値)

分析と対応

1 地域産業
１　ものづくり産業が時代の流れ
に対応し、活性化している

①新たな事業活動の
創出

◎創業件数(累計) 産業企画課

創業支援事業計画を基にする
創業件数により算出（観光地及
び中心市街地での開業件数を
含む。）。5年間で600件の創業
件数を目指す。

増加指標 件 159 120 149 124.2% 600 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

2 地域産業
１　ものづくり産業が時代の流れ
に対応し、活性化している

②地域産業の競争力
強化

◎新技術・新製品・新サービ
ス開発件数(累計)

産業企画課

新分野開拓チャレンジ事業補
助金の採択結果を基にフォ
ローアップ。毎年20件の増加を
目指す。

増加指標 件 7 20 11 55.0% 100

新技術・新製品開発補助金と、地域資源活用事業支援補
助金の申請件数は15件/年、うち採択件数が11件/年で
あった。戦略的販路開拓支援補助金に比べ、新技術・新
製品の開発に係る事業は該当する事業が少なかった。
当補助金申請者も含めてのフォローアップ、関係機関との
連携、専門家活用支援を通じて開発情報の把握に努め
る。

3 地域産業
１　ものづくり産業が時代の流れ
に対応し、活性化している

②地域産業の競争力
強化

◎伝統産業の生産額 産業企画課
富山県の調査に基づく伝統的
工芸品の生産額

維持指標 百万円/年 12,374 12,670 11,659 92.0% 12,670 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

4 地域産業
１　ものづくり産業が時代の流れ
に対応し、活性化している

③産業基盤の整備・企
業立地の推進

◎企業団地への進出企業
数(累計)

産業企画課
企業団地への分譲実績を踏ま
え、毎年2件の分譲を目指す。

増加指標 社 3 2 4 200.0% 10 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

5 地域産業
１　ものづくり産業が時代の流れ
に対応し、活性化している

④中小・小規模企業の
経営基盤強化

専門家派遣利用企業数 産業企画課
高岡市中小企業支援専門家派
遣事業補助金の交付実績を基
に算出

維持指標 件/年 11 11 5 45.5% 11

企業訪問等を通じて、支援制度の活用を積極的に勧めて
いるが、企業における専門家活用実績が27年度実績に比
して少なかったため。
企業訪問を継続して実施し、メルマガ等にも掲載しPRを行
う。

6 地域産業
１　ものづくり産業が時代の流れ
に対応し、活性化している

④中小・小規模企業の
経営基盤強化

伝統産業の技術・技法の継
承者が市内企業に定着する
人数（累計）

デザイン工芸センター

高岡市伝統工芸産業希少技術
継承事業補助金の交付対象者
（継承者）の人数。30年度まで
毎年1人、31年度から2年に1人
の増加を目指す。

増加指標 人 1 1 1 100.0% 5 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

7 地域産業
１　ものづくり産業が時代の流れ
に対応し、活性化している

⑤雇用・勤労者福祉の
充実

合同就職面接会における就
職率

商業雇用課

合同就職面接会に参加した求
職者のうち採用された者の割
合。直近3年の平均値を超える
割合を維持する。

維持指標 ％
12.2

（H25-H27
の平均値）

13.0 17.9 137.7% 13.0 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

8 地域産業
２　水・緑・食が豊かで暮らしにう
るおいがある

①農業の持続的発展 担い手への農地集積率 農業水産課
国の法律（農業経営基盤強化
促進法）に基づき、担い手への
農地集積を図る。

増加指標 ％ 61 66 63 95.0% 76 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

9 地域産業
２　水・緑・食が豊かで暮らしにう
るおいがある

①農業の持続的発展
6次産業化の新規事業取組
者数(累計）

農業水産課
毎年1人の6次産業化新規事業
取組者数の増加を目指す。

増加指標 人 2 1 1 100.0% 5 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

10 地域産業
２　水・緑・食が豊かで暮らしにう
るおいがある

②農山村の振興
都市農村交流事業による交
流人口

農業水産課
市で把握する交流イベント（里
山交流センター、自然休養村
等）の参加者数

維持指標 人/年 7,700 7,700 2,764 35.9% 7,700

自然休養村の冷暖房設備の故障により、平成29年７月か
ら、宿泊・日帰り事業を休止した。併せてグリーン・ツーリズ
ム事業も行わなかったことから、減少となった。今後、個人
やグループ単位で気軽に農作業体験ができる農園の紹介
を行うなど、魅力発信等の手法について検討を進める。

11 地域産業
２　水・緑・食が豊かで暮らしにう
るおいがある

③林業の振興 里山の再整備面積 農地林務課

里山再生整備事業により実施
した竹林等の整備面積の合
計。毎年15ヘクタールの整備を
目指す。

維持指標 ha/年 15 15 10 66.7% 15

里山再生整備事業は、現在15か所98.4㏊行われており、
昨年度までに4地区18.2㏊で協定の締結期間を終了した。
実績値10haは、業者発注分であり地元地区で取り組んで
いる面積を含んでいない。実質的には、80.2㏊の里山整備
が実施中であり、地元作業面積では、15㏊以上の管理作
業が行われている。今後は、現事業地の隣接地等を新た
に里山整備地区として取り組むことを検討している。

高岡市総合計画第３次基本計画　「まちづくり指標」進捗状況一覧表
　　(◎は総合計画まちづくり指標と総合戦略KPIを兼ねる指標）
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No. 分野
めざすまちの姿(総合計画)

/基本目標(総合戦略)
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(目標値)
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12 地域産業
２　水・緑・食が豊かで暮らしにう
るおいがある

④水産業の振興 アユ等の稚魚放流数 農業水産課 富山県の計画に基づく。 維持指標 kg/年 3,605 3,605 2,705 75.0% 3,605

小矢部川漁業協同組合では、今後、琵琶湖産アユより回
帰率の高い富山県産アユを中心に放流していく判断がな
された。引き続き、県の計画（義務放流）や漁協の判断を
踏まえた支援を行う。

13 歴史・文化
３　世代を超えて受け継がれてき
た歴史資産が大切に継承され、
輝いている

①文化財の保存・活用

歴史・文化施設入込者数
（瑞龍寺、勝興寺、土蔵造り
のまち資料館、鋳物資料
館、伏木気象資料館、古城
公園、御車山会館）

生涯学習・文化財課
全体として5年間で約３%の増加
を目指す。

増加指標 件/年 1,175,372 1,178,000 1,124,660 95.5% 1,210,000 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

14 歴史・文化
３　世代を超えて受け継がれてき
た歴史資産が大切に継承され、
輝いている

②歴史的風致の保全・
活用

建築物等の修景実績件数
（累計）

都市計画課
景観形成重点地区内及び住民
協定区内の修景実績件数。毎
年3件の増加を目指す。

増加指標 件 3 3 4 133.3% 15 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

15 歴史・文化
４　暮らしの中に万葉と前田家ゆ
かりの文化が息づいている

①地域に根ざした創造
的な芸術・文化活動の
育成

「TAKAOKA まちも、ものづく
りも、ライバルはご先祖様。」
文化創造都市HPアクセス数

文化創造課 紙ベースでのPRの実施 増加指標 件/年 H28年度開始 22,000 25,134 114.2% 30,000 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

16 歴史・文化
４　暮らしの中に万葉と前田家ゆ
かりの文化が息づいている

①地域に根ざした創造
的な芸術・文化活動の
育成

高岡市万葉歴史館の入館
者数

文化創造課
毎年約1,000人の増加を目指
す。

増加指標 人/年 24,290 26,000 23,783 91.5% 30,000 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

17 交流・観光
５　高岡の魅力を積極的に発信
し、たくさんの人が訪れるように
なっている

①観光資源の発掘と
保存・活用

◎高岡市の観光客入込数 観光交流課
各観光地及びイベントにおける
入込数の合計値 増加指標 万人/年 380 400 377 94.3% 450 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

18 交流・観光
５　高岡の魅力を積極的に発信
し、たくさんの人が訪れるように
なっている

①観光資源の発掘と
保存・活用

着地型旅行商品の参加者
数

観光交流課
市内で着地型商品を取り扱う
事業者への照会
毎年100人の増加を目指す

増加指標 人/年 2,067 3,500 9,092 259.8% 3,900 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

19 交流・観光
５　高岡の魅力を積極的に発信
し、たくさんの人が訪れるように
なっている

②広域観光の推進 旅行プログラムの販売人数 観光交流課
造成した旅行商品の購入者数
（実売数）
毎年1,000人の維持を目指す。

維持指標 人/年 - 1,000 937 93.7% 1,000 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

20 交流・観光
５　高岡の魅力を積極的に発信
し、たくさんの人が訪れるように
なっている

③イメージアップ・誘致
活動の強化

観光ボランティアの利用者
数

観光交流課 毎年1,000人の増加を目指す 増加指標 人
25,055

（H25-H27
の平均値）

26,000 24,528 94.3% 30,000 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

21 交流・観光
５　高岡の魅力を積極的に発信
し、たくさんの人が訪れるように
なっている

③イメージアップ・誘致
活動の強化

高岡関連ＰＲ記事等の掲載
件数

広報情報課
雑誌、新聞、テレビ等で掲載さ
れた件数
毎年90件の掲載を目指す

維持指標 件/年
85

（H25-H27
の平均値）

90 308 342.2% 90 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

22 交流・観光
５　高岡の魅力を積極的に発信
し、たくさんの人が訪れるように
なっている

④国内・国外交流の推
進

コンベンション誘致件数 観光交流課

各種団体や学会の全国大会・
ブロック大会・スポーツ大会の
合計値
3件の増加を目指す。

増加指標 件/年 17 20 20 100.0% 20 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

23 交流・観光
５　高岡の魅力を積極的に発信
し、たくさんの人が訪れるように
なっている

⑤インバウンドの推進 ◎外国人宿泊者数 観光交流課
市内宿泊施設の宿泊した外国
人の合計値（国の算出方法に
準拠）

増加指標 人/年 8,823 8,000 8,522 106.5% 9,000 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。
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No. 分野
めざすまちの姿(総合計画)
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24 交流・観光
６　生活の利便性が向上し、市街
地に人が行き交いにぎわってい
る

①商業・サービス業の
振興

中心商店街・観光地周辺に
おける新規開業店舗数

商業雇用課
中心商店街、観光地における
開業支援件数（10件／年）※累
計

増加指標 件 H28年度開始 10 14 140.0% 50 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

25 交流・観光
６　生活の利便性が向上し、市街
地に人が行き交いにぎわってい
る

②中心市街地活性化
の推進

中心市街地・観光地周辺に
おける歩行者通行量（1日あ
たり）

商業雇用課

高岡駅前（人工デッキ）、末広
町（東）、末広町（西）、御旅屋
通り、大仏前、山町筋観光駐車
場前の6地点の平日、休日の
平均値の合計（毎年10月調査）

増加指標 人/日 16,670 17,100 18,229 106.6% 17,670 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

26 交流・観光
６　生活の利便性が向上し、市街
地に人が行き交いにぎわってい
る

③市街地の整備
市街地整備区域内の居住
人口

都市計画課
末広西地区
住宅戸数84×人数2

増加指標 人 - 0 0 #DIV/0! 168

27 交流・観光
６　生活の利便性が向上し、市街
地に人が行き交いにぎわってい
る

④住宅・宅地の整備
◎まちなか居住推進総合対
策事業に伴う定住人数

建築政策課
5年間で300人の増加を目指す
(毎年60人ずつの増加)

維持指標 人/年
60

（H25-H27
の平均値）

60 67 111.7% 60 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

28 交流・観光
６　生活の利便性が向上し、市街
地に人が行き交いにぎわってい
る

④住宅・宅地の整備
老朽危険空家除却支援件
数

建築政策課

老朽危険空き家の解体を行う
者への補助件数
実績を積み上げながらＨ33に
は8件の補助を目指す

増加指標 件/年 5 6 13 216.7% 8 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

29 交流・観光
６　生活の利便性が向上し、市街
地に人が行き交いにぎわってい
る

⑤良好な都市景観の
創出

違反屋外広告物等の是正
件数

都市計画課
違反屋外広告物及び既存不適
格広告物に対して指導等し、是
正された件数の確認をする。

増加指標 件/年 4 10 10 100.0% 10 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

30 交流・観光
７　交通ネットワークを活かし、県
西部の中核的役割を果たしてい
る

①高岡駅・新高岡駅周
辺の一体的整備

公共交通乗車人数(JR西日
本、あいの風とやま鉄道、万
葉線、路線バス、コミュニ
ティバス）

交通政策課 各交通事業者公表値より 維持指標 人/日 25,319 25,310 24,605 97.2% 25,430 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

31 交流・観光
７　交通ネットワークを活かし、県
西部の中核的役割を果たしてい
る

②高速道路網・幹線道
路網・地域公共交通体
系の整備

◎公共交通人口カバー率 交通政策課

H27国調人口データを基に算出
（総合交通戦略策定時データ
参照）
タクシー除く

増加指標 ％ 79.9 80.7 - #VALUE! 82.2 f

32 交流・観光
７　交通ネットワークを活かし、県
西部の中核的役割を果たしてい
る

②高速道路網・幹線道
路網・地域公共交通体
系の整備

都市計画道路整備率 道路建設課
都市計画道路延長に対する改
良済延長の割合

増加指標 ％ 77.1 78.1 77.7 99.5% 80.1 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

33 交流・観光
７　交通ネットワークを活かし、県
西部の中核的役割を果たしてい
る

③港湾の整備・活用
船舶の寄港数(クルーズ客
船・RORO船)

みなと振興課 毎年10～13件の寄港を目指す 増加指標 隻/年 7 10 7 70.0% 13

寄港数は6回の予定であったが、台風の影響により1回は
抜港となり、計5回となった。
引き続き県や各種団体と連携しポートセールスに取り組
む。
また、RORO船については、H28年度は10月、11月、3月と3
回の寄港であったが、H29年度は11月末まで岸壁改修工
事を行っていたため、H29年度は11月と3月の計2回の寄
港となった。

34 交流・観光
７　交通ネットワークを活かし、県
西部の中核的役割を果たしてい
る

④広域連携の推進
◎「呉西圏域」都市圏ビジョ
ン記載連携事業の実施数

都市経営課
H33度までに30事業の実施を
目指す

増加指標 事業 H28年度開始 28 24 85.7% 30
H30年度以降の事業実施に向けた準備を進めている。な
お、実績値は、予算化した事業数を示しているが、予算化
を伴わない会議のみの事業も実施をしている。

35 子育て・教育
８　安心と希望、ゆとりを持って子
育てを楽しんでいる

①教育・保育の一体的
提供の推進とサービス
の充実

認定こども園の設置数 子ども・子育て課
5年間で10園を認定こども園に
移行していく

増加指標 園 4 8 9 112.5% 14 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

36 子育て・教育
８　安心と希望、ゆとりを持って子
育てを楽しんでいる

①教育・保育の一体的
提供の推進とサービス
の充実

病児保育(病児対応型及び
病後児対応型)事業実施施
設数

子ども・子育て課 保育園または病院で1か所増 増加指標 施設 3 3 3 100.0% 4 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

単年度把握指標ではない。次回実績値報告は

H32(H31実績）

Ｈ31年3月竣工予定のため、実績値はH31分から
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37 子育て・教育
８　安心と希望、ゆとりを持って子
育てを楽しんでいる

②新たな子育て情報
提供システムの構築

スマートフォン用子育て情報
提供アプリの登録者数

子ども・子育て課

年間妊娠・出生件数約1,300件
を参考として、H33までにその
父母の6割の利用登録を目指
す。

増加指標 人 H28年度開始 3,000 1,403 46.8% 9,000

登録者数は増加傾向にあることから、サービスの内容につ
いては一定の支持を得ているものの、周知が不十分で
あったことから目標値に届かなかったものと考えている。
今後、周知方法の改善を図り、登録者の増加につなげた
い。

38 子育て・教育
８　安心と希望、ゆとりを持って子
育てを楽しんでいる

②新たな子育て情報
提供システムの構築

子育てに関する相談対応件
数

子ども・子育て課
子育て支援センター等にて対
応した相談件数

維持指標 件/年 4,664 4,700 5,437 115.7% 4,700 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

39 子育て・教育
８　安心と希望、ゆとりを持って子
育てを楽しんでいる

③安心して妊娠・出
産・子育てができる体
制の充実

◎子育てへの不安・負担度 子ども・子育て課

毎年度、支援の実感度を評価
するアンケートを実施
H25調査の41.7％を参考値とし
て設定。

減少指標 ％ 41.7 34.0 38.6 86.5% 28.0

核家族世帯や共働きが増え、子育てについての相談の場
が減少したことや、地域で子どもを見守る体制や経済的支
援が十分でないと子育て世代が感じていることが要因と考
えている。子育てサービスの周知に努め、不安・負担感の
軽減を図っていく。

40 子育て・教育
８　安心と希望、ゆとりを持って子
育てを楽しんでいる

③安心して妊娠・出
産・子育てができる体
制の充実

生後３か月までの乳児のい
る家庭訪問率

健康増進課
訪問件数/対象家庭数×100
新生児訪問やこんにちは赤
ちゃん訪問等を行う。

維持指標 ％ 99.7 100 99.9 99.9% 100 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

41 子育て・教育
８　安心と希望、ゆとりを持って子
育てを楽しんでいる

④地域の子育て力の
応援

◎子育て支援の実感度 子ども・子育て課

毎年度、支援の実感度を評価
するアンケートを実施
H25調査の43.3％を参考値とし
て設定。

増加指標 ％ 43.3 47.7 55.7 116.8% 52.0 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

42 子育て・教育
８　安心と希望、ゆとりを持って子
育てを楽しんでいる

④地域の子育て力の
応援

平日の19時までの開所が可
能な放課後児童クラブの数

子ども・子育て課

クラブ運営規程にて、「19時ま
での開所」を規定しているクラ
ブ数を基に設定

増加指標 クラブ 2 4 2 50.0% 10
放課後児童支援員及び補助員が不足しており、長時間開
設できる受入態勢が整っていないため。支援員等の確保
に努めていく。

43 子育て・教育
９　教育を通じて個性を磨き、生
きる力を高め合っている

①確かな学力・豊かな
心・健やかな体をはぐ
くむ教育の推進

教員研修評価アンケートに
おける満足率

学校教育課 研修会後の教員アンケート 増加指標 ％ H28年度開始 70 97 138.6% 80 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

44 子育て・教育
９　教育を通じて個性を磨き、生
きる力を高め合っている

①確かな学力・豊かな
心・健やかな体をはぐ
くむ教育の推進

児童・生徒１人あたりの学校
図書貸出冊数

学校教育課
月平均の児童・生徒の学校図
書貸出冊数

増加指標 冊/月 H28年度開始 3.8 3.9 102.6% 4.0 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

45 子育て・教育
９　教育を通じて個性を磨き、生
きる力を高め合っている

①確かな学力・豊かな
心・健やかな体をはぐ
くむ教育の推進

学校給食に使用する地場産
食材の品目

学校教育課
食育と地産地消を推進するた
め、地場産食材（青果物）品目
数を26品目以上に設定

増加指標 品目 24 26 24 92.3% 26 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

46 子育て・教育
９　教育を通じて個性を磨き、生
きる力を高め合っている

①確かな学力・豊かな
心・健やかな体をはぐ
くむ教育の推進

英検3級以上を取得している
中学3年生の割合（英検3級
以上相当の英語力を有する
と思われる生徒を含む）

学校教育課

英語教育実施状況調査による
5年で約100人の増加を目指す
（H27市内中学3年生数（約
1,500人×6％）＋α）

増加指標 ％ 48 50 53 106.0% 54 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

47 子育て・教育
９　教育を通じて個性を磨き、生
きる力を高め合っている

②地域に開かれた特
色ある教育活動の充
実

◎郷土に誇りをもつ心を育
むことができた児童生徒・教
員の割合（児童・生徒）

学校教育課
ものづくり・デザイン科学習後
のアンケート
高水準である90％を維持

維持指標
児童・生徒

％
90 90 92 102.2% 90 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

48 子育て・教育
９　教育を通じて個性を磨き、生
きる力を高め合っている

②地域に開かれた特
色ある教育活動の充
実

◎郷土に誇りをもつ心を育
むことができた児童生徒・教
員の割合（教員）

学校教育課
ものづくり・デザイン科学習後
のアンケート
高水準である90％を維持

維持指標
教員
％

90 90 96 106.7% 90 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

49 子育て・教育
９　教育を通じて個性を磨き、生
きる力を高め合っている

③教育効果を高める
教育環境の充実

余裕教室の活用数 教育総務課

小学校の余裕教室で開設して
いる放課後児童クラブ室の数
H33までに12室の増加を目指
す（41室で利用想定児童数を
網羅予定）

増加指標 室 12 17 16 94.1% 26 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。
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50 子育て・教育
９　教育を通じて個性を磨き、生
きる力を高め合っている

④高等学校・高等教育
機関の充実・連携

大学と連携した事業への参
加者数

都市経営課
高岡市と大学との協定等に基
づいて実施する事業を抽出
100人の増加を目指す。

増加指標 人/年 260 360 448 124.4% 360 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

51 子育て・教育
１０　いくつになっても興味のある
ことを気軽に学べている

①ライフステージに応
じた生涯学習の振興

生涯センターの利用者数 生涯学習・文化財課
年間のホール、諸室、コーナー
利用者数

増加指標 人/年 254,131 256,000 238,017 93.0% 260,000 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

52 子育て・教育
１０　いくつになっても興味のある
ことを気軽に学べている

②未来を担う世代の育
成と若者が主体となる
まちづくりの推進

土曜学習の実施学校数 生涯学習・文化財課

実績の積み上げを見ながら、5
年間で5校区数の増加を目指
す。

増加指標 校 8 14 14 100.0% 18 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

53 子育て・教育
１１　いつでも気軽にスポーツを
楽しんでいる

①生涯スポーツ活動
の充実

体育施設の利用者数 スポーツ課

スポーツ施設の利用促進のＰＲ
や市民ニーズに応じた施設整
備、改修等により5年間で5％の
増加を目指す。

増加指標 人/年 836,440 840,000 790,929 94.2% 878,850 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

54 子育て・教育
１１　いつでも気軽にスポーツを
楽しんでいる

②スポーツ施設の充
実と効率的な活用

学校体育施設開放の利用
者数

スポーツ課 5年間で5％の増加を目指す。 増加指標 人/年 341,340 348,450 322,600 92.6% 362,250 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

55 安全・安心
１２　誰もが生き生きと自立して
暮らしている

①地域福祉の推進 福祉ボランティア登録人数 社会福祉課
高岡市ボランティアセンター登
録人数。
毎年、12,000人維持を目指す。

維持指標 人/年 11,396 12,000 10,796 90.0% 12,000 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

56 安全・安心
１２　誰もが生き生きと自立して
暮らしている

②障がい者（児）福祉・
自立支援対策の充実

障がい者相談支援センター
相談件数

社会福祉課
気軽に相談できる体制づくりを
目指し、毎年11,000件の維持を
目指す。

維持指標 件/年 10,855 11,000 13,579 123.4% 11,000 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

57 安全・安心
１２　誰もが生き生きと自立して
暮らしている

②障がい者（児）福祉・
自立支援対策の充実

年間新規就労者数 社会福祉課

民間作業所・障がい者雇用支
援事業団・特別支援学校から
就労した人数。
毎年50人を目指す。

増加指標 人/年 34 50 0.0% 50
29年度実績は、30年秋ごろに県が把握予定。
聴覚支援（５）、高岡支援（　）、高岡高等支援（　）

58 安全・安心
１２　誰もが生き生きと自立して
暮らしている

③高齢者福祉の充実 認知症サポーター養成数 高齢介護課
養成講座の受講者数をH29～
H31は年間1,500人、H32、H33
は年1,000人目指す

増加指標 人 12,039 15,000 15,906 106.0% 20,000 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

59 安全・安心
１２　誰もが生き生きと自立して
暮らしている

③高齢者福祉の充実
徘徊SOSダイヤルシステム
登録者数

高齢介護課 毎年20人の登録者を目指す 増加指標 人 117 160 146 91.3% 250 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

60 安全・安心
１２　誰もが生き生きと自立して
暮らしている

③高齢者福祉の充実
介護予防日常生活総合事
業における住民主体の通い
の場の立ち上げ数

高齢介護課
H33までに50ヵ所の通いの場立
ち上げを目指す。

増加指標 ヵ所 20 30 47 156.7% 50 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

61 安全・安心
１２　誰もが生き生きと自立して
暮らしている

③高齢者福祉の充実

介護予防日常生活総合事
業における住民主体の通い
の場の一般介護予防事業
の参加者数

高齢介護課
H33までに50ヵ所の通いの場立
ち上げを目指す。

増加指標 人 62,500 65,500 63,179 96.5% 70,000 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

62 安全・安心
１３　健康的な生活を送り、必要
な時に適切な医療を受けられる

①生涯を通じた健康づ
くりの推進

健康寿命 健康増進課
市民の平均寿命から介護を要
する平均期間（要介護2以上）
を差し引いた期間

増加指標 男：歳
78.03
（H26）

78.22 78.97 101.0% 79.00 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

63 安全・安心
１３　健康的な生活を送り、必要
な時に適切な医療を受けられる

①生涯を通じた健康づ
くりの推進

健康寿命 健康増進課
市民の平均寿命から介護を要
する平均期間（要介護2以上）
を差し引いた期間

増加指標 女：歳
83.55
(H26)

83.64 83.44 99.8% 84.00 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

報告待ち
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64 安全・安心
１３　健康的な生活を送り、必要
な時に適切な医療を受けられる

①生涯を通じた健康づ
くりの推進

国民健康保険特定健康診
査受診者における高血糖有
所見者の割合

保険年金課

国保データベース（ＫＤＢ）シス
テムのデータを活用した、特定
健康診査受診者に対するＨｂＡ
１ｃ（ヘモグロビンエイワンシー）
5.6％以上の割合

減少指標 ％ 77.6 72.8 77.3 93.8% 71.6 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

65 安全・安心
１３　健康的な生活を送り、必要
な時に適切な医療を受けられる

②医療体制・医療制度
の充実

市民病院と地域医療機関等
との患者の紹介率・逆紹介
率（紹介率）

市民病院 増加指標 紹介率(％) 31 40 41 102.5% 50 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

66 安全・安心
１３　健康的な生活を送り、必要
な時に適切な医療を受けられる

②医療体制・医療制度
の充実

市民病院と地域医療機関等
との患者の紹介率・逆紹介
率（逆紹介率）

市民病院 増加指標 逆紹介率(％） 43 60 57 95.0% 70 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

67 安全・安心
１４　地域の人々の手で環境が
守られている

①環境保全意識の高
揚

住宅用太陽光発電の能力
合計

地域安全課
H33には標準世帯の能力(4kw)
の約2,000世帯相当を目指す

増加指標 kw 5,138 6,000 6,191 103.2% 8,000 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

68 安全・安心
１４　地域の人々の手で環境が
守られている

①環境保全意識の高
揚

こどもエコクラブ数 地域安全課
幼稚園・保育園、認定こども園
の全体の60％加入を目指す

増加指標 園/年 21 25 28 112.0% 33 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

69 安全・安心
１４　地域の人々の手で環境が
守られている

②環境保全対策の充
実

美化協定団体数 環境サービス課
毎年1団体ずつの増加を目指
す

増加指標 団体 47 51 53 103.9% 55 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

70 安全・安心
１４　地域の人々の手で環境が
守られている

②環境保全対策の充
実

美化重点地区の美化活動
参加者数

環境サービス課
近年参加者数が減少傾向にあ
る中、17,000人の維持を目指す

維持指標 人/年 16,912 17,000 16,800 98.8% 17,000 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

71 安全・安心
１４　地域の人々の手で環境が
守られている

③ごみの減量化・資源
化の推進

ごみの再生利用率 環境サービス課
ごみの分別の徹底し、リサイク
ル率の維持に努める

維持指標 ％ 21.0 21.0 21.2 101.0% 21.0

目標値を達成しており、今後も事業を継続する。
（平成29年４月からメダルプロジェクトに参加し、市役所な
どに不要となった携帯電話等の回収箱を設置し、金属のリ
サイクルを呼びかけた。）

72 安全・安心
１４　地域の人々の手で環境が
守られている

③ごみの減量化・資源
化の推進

ごみの排出量 環境サービス課
ごみの発生抑制を推進し、ごみ
の減少を目指す

減少指標 t 62,082 61,530 61,489 100.1% 60,130

目標値を達成しており、今後も事業を継続する。
（平成29年度は食品ロス削減に向けた取組みとして、市民
団体と連携し3010運動普及啓発用の三角柱を作成するな
どの取組みを行った。）

73 安全・安心
１４　地域の人々の手で環境が
守られている

③ごみの減量化・資源
化の推進

埋立ごみ搬入量 環境サービス課

ごみの分別を徹底し、埋め立て
ごみの減少と焼却量の減少に
努める

減少指標 t 7,656 7,595 6,294 117.1% 7,455 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

74 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

①防災対策の充実
校下(地区)連絡協議会設置
数

総務課
年間3校下を目途にH33年度ま
でに36校下での実施を目指
す。

増加指標 地区 18 24 25 104.2% 36 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

75 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

①防災対策の充実
わがまち訓練の実施地区数
（累計）

総務課
H33年度までに36校下で風水
害をイメージした防災訓練を実
施する。

増加指標 地区 6 11 10 90.9% 36 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

紹介率:A÷(B－C)×100
逆紹介率: D÷(B－C)×100
A：紹介患者の数、B：初診患者
の数、C：休日夜間救急患者の
数、D：逆紹介患者の数

H33の目標値は、地域医療支
援病院である厚生連高岡病院
のH26実績並みの数値
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76 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

①防災対策の充実
デジタル化に対応した防災
行政無線子局設置数

総務課
5年間で37子局の設置を目指
す。

増加指標 局 87 105 99 94.3% 142 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

77 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

②消防・救急・救助体
制の充実

救命講習会修了者数 消防本部 毎年1,350人維持を目指す 維持指標 人/年 1,326 1,350 1,586 117.5% 1,350 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

78 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

②消防・救急・救助体
制の充実

防火防災講習会参加者数 消防本部
予防事務結果集計等を利用
毎年150人の増加を目指す

増加指標 人/年
1,784

（H25-H27
平均値）

1,800 3,563 197.9% 2,400 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

79 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

③道路整備、交通安
全・防犯対策の充実

交通安全教室の実施回数 地域安全課
小学校下相当数の回数を目指
す

増加指標 回/年 21 22 23 104.5% 26 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

80 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

④緑化の推進と保全
花いっぱい連盟会員数（個
人）

花と緑の課 毎年5人の新たな会員を目指す 増加指標 人 772人 790 674 85.3% 810
グリーンプランの最終目標は、平成33年度であり、年度按
分した目標値である。目標達成に向け、周知を強化してい
く。

81 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

④緑化の推進と保全
花いっぱい連盟会員数（団
体）

花と緑の課
毎年5団体の新たな会員を目
指す

増加指標 団体 177団体 190 170 89.5% 210
グリーンプランの最終目標は、平成33年度であり、年度按
分した目標値である。目標達成に向け、周知を強化してい
く。

82 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

④緑化の推進と保全 市街地の緑地率 花と緑の課

都市公園及びその他緑地(施
設緑地、地域性緑地)の面積÷
市街化区域面積及び用途地域
面積

増加指標 ％ 19.1 19.2 18.8 97.9% 19.4 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。

83 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

⑤河川・海岸の保全・
整備

河川整備率 土木維持課 河川改修率 増加指標 ％ 86.1 86.3 86.3 100.0% 88.2 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

84 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

⑥雪対策の充実 民間消雪施設の更新・拡充 土木維持課
耐用年数を超過した43箇所の
更新と新規箇所（年1件）の整
備を支援する。

増加指標 箇所/年 4 6 1 16.7% 5
消雪管理組合から新規及び更新の申請が少なかった。今
後も、民間からの問い合わせに対して周知を図っていく。

85 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

⑦上・下水道の整備 上水道管路の耐震化率 上下水道局
上水道管路全体に対する耐震
管路の占める割合

増加指標 ％ 21.3 22.6 22.7 100.4% 25.1 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

86 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

⑦上・下水道の整備 下水道普及率 上下水道局
行政区域内人口に対する処理
区域内人口の占める割合

増加指標 ％ 93.3 93.8 93.9 100.1% 94.7 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

87 安全・安心
１５　安全で快適な生活を送って
いる

⑧消費生活の向上 消費生活に関する相談件数 共創まちづくり課

本市への電話、訪問、出張相
談の合計件数。
毎年500件の維持を目指す。

維持指標 件/年 530 530 633 119.4% 530 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

88 安全・安心
１６　その人らしさが尊重され、お
互いに助け合いながら幸せに暮
らしている

①市民が主役の地域
づくりへの支援

市民活動情報ポータルサイ
ト登録団体の数

共創まちづくり課 毎年4件ずつの増加を目指す 増加指標 団体 156 164 155 94.5% 180 目標値を概ね達成しており、今後も事業を継続する。
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89 安全・安心
１６　その人らしさが尊重され、お
互いに助け合いながら幸せに暮
らしている

①市民が主役の地域
づくりへの支援

地域コミュニティセンターの
利用者数(各地区の合計)

共創まちづくり課

ホール、会議室、図書館等の
利用者数
年間180,000人の利用を目指す

維持指標 人/年
170,591

(H25-H27
の平均値)

180,000 226,491 125.8% 180,000 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

90 安全・安心
１６　その人らしさが尊重され、お
互いに助け合いながら幸せに暮
らしている

②多文化共生社会の
推進

通訳・ホームステイ等のボラ
ンティアの登録者数

共創まちづくり課

本市で登録しているボランティ
アの数
毎年10人ずつの増加を目指す

増加指標 人 135 140 150 107.1% 180 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

91 安全・安心
１６　その人らしさが尊重され、お
互いに助け合いながら幸せに暮
らしている

②多文化共生社会の
推進

外国人のための生活相談
コーナー(市役所１階)の利
用者数

共創まちづくり課

在住外国人の生活上の課題を
気軽に相談できる体制づくりを
目指し、毎年2,700人維持を目
指す

維持指標 人/年 2,699 2,700 2,419 89.6% 2,700
外国籍市民の長期定住化傾向があることから、相談件数
の減少が考えられる。

92 安全・安心
１６　その人らしさが尊重され、お
互いに助け合いながら幸せに暮
らしている

③男女平等・共同参画
社会の実現

男女平等・共同参画に関す
る講座等の開催回数

男女平等・共同参画課 毎年40回の開催を目指す 増加指標 回/年 34 40 43 107.5% 40 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

93 安全・安心
１６　その人らしさが尊重され、お
互いに助け合いながら幸せに暮
らしている

④平和な地域社会の
形成

人権セミナーの参加者数 共創まちづくり課 毎年10人ずつの増加を目指す 増加指標 人/年 352 360 368 102.2% 400 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

94 安全・安心
１７　市役所が市民に信頼され、
責任を持って取り組んでいる

①市民に開かれた市
政の推進

まちづくりの出前講座の年
間参加者数

都市経営課
毎年4,000人の参加者数を維持
する

維持指標 人/年
3,904

(H23-H27
の平均値)

4,000 4,682 117.1% 4,000 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。

95 安全・安心
１７　市役所が市民に信頼され、
責任を持って取り組んでいる

②高度情報化の推進
オープンデータの掲載デー
タ数

広報情報課
機械判読に適した形式のデー
タ数（第3段階以上：CSVなど）
毎年５件ずつの掲載を目指す

増加指標 件 13 20 13 65.0% 40

当該データを保持する課にオープンデータ化を働きかけた
が、提供方法について調整がつかず現状維持となってい
る。
問題点の解消を積極的に行っていく。

96 安全・安心
１７　市役所が市民に信頼され、
責任を持って取り組んでいる

③簡素で効率的な行
財政の推進

職員への信頼度 人事課
市民意識調査（窓口アンケー
ト）の結果を利用

増加指標 ％

88
(H28アン

ケート調査
結果）

88 94 106.8% 90 目標値を達成しており、今後も事業を継続する。
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