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１ 第１次加東市総合計画の総括について 

本市においては、合併以降初めて策定した、平成２０年度から平成２９年度までを計画期間とする第

１次加東市総合計画において、「山よし！技よし！文化よし！夢がきらめく☆元気なまち 加東」を将来

像に掲げ、その実現に向け、様々な施策を展開してきました。 

平成３０年度からを計画期間とする第２次加東市総合計画の策定を進めるに当たり、その施策の成果

を点検・評価、検証し、次期加東市総合計画に引き継ぐべき課題等を見極めることが重要であることか

ら、外部評価組織であるまちづくり推進市民会議における審議を経て、第１次加東市総合計画の総括と

して次のとおり取りまとめました。 

 総括については、次に示す施策ごとに、前期基本計画における成果（第１次加東市総合計画後期基本

計画「第２章前期基本計画のふりかえり」から）と後期基本計画における成果、課題等を整理しました。 

政策（まちづくりの基本目標） 施策 

１『文化』未来を拓く人を育む 文化のまち 

１ 地域文化の継承・発展
２ 国際交流の推進
３ 学校教育の充実
４ 生涯学習の充実
５ スポーツ・レクリエーションの推進
６ 青少年の育成

２『安全』人と自然が調和した 安全なまち 

１ 豊かな自然の保全・活用
２ 環境にやさしい暮らしづくり
３ 交通安全・防火体制の充実
４ 災害に強いまちづくり
５ 防犯体制の強化

３『安心』健やかで心がふれあう やさしいまち 

１ 子育て支援の充実
２ 健康づくりの充実
３ 高齢者保健福祉の充実
４ 障害者・要援護者福祉の充実
５ 医療の充実
６ 地域保健・地域福祉の推進

４『活力』魅力ある資源を活かした 誇りのもてる
まち 

１ 農業の高度化
２ 森林の保全・活用
３ 地域産業の活性化
４ 新産業の創出
５ 観光産業の活性化
６ 雇用対策の充実

５『快適』暮らしと憩いが響きあう 心地よいまち 

１ まち並みづくり
２ 良好な住環境づくり
３ ユニバーサル社会づくり
４ 情報通信サービスの充実
５ 道路環境・ネットワークの充実
６ 公共交通機関などの整備
７ ライフラインなどの充実

６『協働』多様なきずなが織りなす 協働のまち 
１ 人権教育・啓発の充実
２ コミュニティづくり
３ 市民主体・自立のまちづくり
４ ボランティア活動の促進

７『実現に向けて』まちづくりの目標を支える自
主自律の行政経営 

１ 行財政の改革
２ 行政運営の推進
３ 財政基盤の確立



2 

２ 施策ごとの成果、課題等 

１『文化』未来を拓く人を育む 文化のまち  
■施策１．地域文化の継承・発展 

※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。 

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【市民文化の創造の促進】
○「文化祭」「文化連盟祭」「公募美
術展」など多くの活動発表機会を
設けたほか、各公民館サークルや
文化連盟加入サークルなどの活
動を支援するとともに、積極的に
広報しました。 
○「世界に一つ！加東遺産」を定め、
小学生、成人、各種団体などを対
象に市内の文化遺産を案内また
は紹介し、知名度アップに取り組
みました。 

①【市民文化の創造の促進】
○公募美術展、文化祭、ギャラリー
収蔵品展、加東文化振興財団によ
る各種文化芸能事業等を実施す
ることにより、市の文化振興を図
りました。 
○加東市文化連盟、加東市美術協
会、公民館やコミュニティセンタ
ーを使用される文化団体に対し
支援を行いました。 
○各種講座や文化・芸術の発表の場
を通じて交流を促し、創造の意欲
を高めるとともに、文化・芸術に
ついての理解と関心を深めまし
た。 
○出土遺物を一箇所に集約し、一元
的な管理体制を構築しました。 

○指定文化財の修理補助事業、無形
民俗文化財の後継者育成事業や
各種見学会、講演会や出前講座を
実施するとともに、文化財の意識
を高める活動を行いました。 

○市文化祭、市文化連盟祭を効果
的、かつ合理的に実施できるよう
調整していく必要があります。 

○市民が望む文化・芸術活動の支え
役としての役割を果たしていく
必要があります。 

○交流を促し、互いに刺激し合うこ
とで創造活動への意欲を高め、文
化・芸術を通じて共感を育み活力
を向上させる取組を進めていく
必要があります。 
○出土遺物や民俗資料館の資料を
利用・活用するため、文化財の長
期保護の観点から、恒久的な管理
施設を完備する必要があります。 
○展示を行い広く市民に公開する
ことが可能となる施設の整備に
ついて検討する必要があります。 

○ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

B
団塊世代による定年退職者の増加に伴い、市民ニーズに対応する

ことが必要である。

定年退職後の趣味として、芸術を趣味とされた方が応募を伸ばして

いる要因であると考えられる。

51.8

－

411

－

93.0%

生涯学習

課

生涯学習

課

409

97.4%

－

－

377

89.8% 108.1%

結果の分析所管課
実績値

（H25）

実績値

（H26）

428

55.8－

－

評価

A
101.9%

実績値

（H24）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）

－
60.0

420

－

－

－

454

114.7%

8

1,522

150.4% 150.7%

14

85 85

85.0%

B

A

B
86

86.0%

1,010

（1,800)

85.0%

1,519 1,158 950 来場者数の増加を図るため、魅力ある催しを検討し、引き続き多く

の人にＰＲを行う必要がある。

100
価値のある文化財の指定を検討し、これらを計画的に保存修理を

行い、適正に管理する必要がある。

94.1%

180.0%80.0% 140.0%

18

生涯学習

課

生涯学習

課 － 110.0%

目標値数を３年連続で達成しており、文化遺産の啓蒙・啓発活動を

引き続き継続していく必要がある。

8 11
10

指　　　標

芸術・文化施策の重要性（％）

公募美術展の応募作品数(点)

文化財指定数(件)

資料館等への来場者数(人)

79

－

1,524

－

文化遺産の啓蒙・啓発活動(回)

基準値

（H23）

生涯学習

課

86

86.0%
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■施策２．国際交流の推進 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。 

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【国際化施策の推進】
○これまでの３つの姉妹都市との
友好親善交流は、平成 21年度か
ら公式交流事業としてはオリン
ピア市のみとしました。また、留
学生等在住外国人との交流は、国
際交流協会が行う様々なイベン
トなどを通じて草の根の交流活
動を展開しています。 

①【国際化施策の推進】
○姉妹都市オリンピア市と教育や
防災について情報交換等を行い、
市の国際化を推進しました。 

○姉妹都市との交換留学事業や外
国人留学生人材バンク制度の活
用により、市民の国際理解に努め
ました。また、多言語での生活ガ
イドブックを作成しました。 

○オリンピア市との学校間交流の
実現に向け、加東市国際交流協会
との連携により、オリンピア市と
の協力体制を構築するとともに、
オリンピア市の中学生に宛てた
ビデオレターを作成し、送付しま
した。 

○教育施策や都市計画、環境施策、
安全安心のまちづくりについて、
姉妹都市との情報交換の有効な
手法を検討し、行政レベルでの交
流を進めていく必要があります。
○交換留学事業や外国人留学生と
の交流を通じて、市民の異文化理
解を深めていく必要があります。
また、在住外国人の生活支援につ
いて取り組んでいく必要があり
ます。 
○継続的に交流するための具体的
な方法について検討する必要が
あります。 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 
実績値

（H24）
結果の分析

国際交流施策の重要性（％）
企画協働

課

45.5 － － 49.0

実績値

（H25）
指　　　標 所管課

基準値

（H23）

実績値

（H26）

－ － － 98.0%

オリンピア市との行政情報交換数（テー

マ）

企画協働

課

－ － 1 1

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）

－ － 20.0% 20.0%

評価

－ －
50.0 B

これまでの取組により、国際交流の重要性が認識されてきており、

今後更に事業を推進する必要がある。－ －

3
5 C

交換留学事業を捉えて行政分野の情報交換を行ったが、より有効

な情報交換の手法を検討する必要がある。60.0%

2 3
3 A

３カ国語の生活ガイドブックを作成し、在住外国人の生活の利便性

を図った。今後も必要な言語を作成していく。66.7% 100.0%－ － 33.3% 66.7%

外国人市民のための生活ハンドブックの

作成（カ国語）

企画協働

課

－ － 1 2

オリンピア市の学校との交流（校）
学校教育

課

－ － 継続的に学校間交流を行うために、具体的な方法の検討が必要で

ある。－ － 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 3
3 A

521
650 B

目標値に近づいてきているが、さらに在住外国人と市民との交流機

会の提供に努める必要がある。－ 73.8% 79.8% 86.9% 80.2%

466 480 519 565
国際理解の推進（人）

企画協働

課
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■施策３．学校教育の充実 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。 

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【心の教育の推進】
○体験活動が定着し、各校でスムー
ズに実施しました。体験活動実施
直後は、子どもたち自身にその活
動が印象深く捉えられ意識に変
化をもたらしますが、その後の生
活や学習に活かしていくことが
課題になっています。 

②【義務教育の充実】 
○「学力向上プロジェクト委員会」
を開催し、全国学力・学習状況調
査の結果を検証しました。その結
果を全教職員に周知し、児童・生
徒の「自ら考える力」を育成する
ための授業改善に取り組みまし
た。 
○県立教育研修所が開催する講座
を教職員に広く紹介するととも
に、市独自の「教職員夏季研修会」
「テーマ別研修」を実施すること
で、喫緊の課題に対する教職員の
対応力を向上しました。 
○「生徒指導担当者会」「不登校対
策委員会」を定期的に開催し、
小・中学校間の情報交換を緊密に
行い、問題行動や不登校の早期発

①【心の教育の推進】
○環境体験事業や自然学校を通し
て、命の大切さ、自然への畏敬の
念や他者を思いやる心を醸成する
ことができました。トライやる・
ウィークでは、学ぶことや働くこ
との意義について考えさせるとと
もに、感謝の心を醸成することが
できました。 
○研究授業や、実践交流会を実施す
ることにより、兵庫版道徳教育副
読本や文科省「私たちの道徳」等
の効果的な活用について研究を深
めました。また、家庭や地域に対
して道徳の時間の授業を公開する
ことにより、道徳教育に対する家
庭や地域の理解を得ることができ
ました。 

②【学校教育の充実】 
○ALT による授業の定着化、少人数
授業の充実、年間カリキュラムの
工夫改善、市独自のライセンス制
度の導入、英検検定料助成などの
実施により、市独自の外国語教育
が充実しました。 
○新学習システムや学習チューター
事業、スタディライフ事業の実施
により、個に応じた指導が充実し、
児童生徒の学力向上に繋がりまし
た。また、教職員が ICT 教育研究
発表会を開催し、研究成果を共有
することで、各学校の ICT 教育が
充実しました。 
○いじめに関する実態調査、いじめ
防止に関する計画を推進したこと
で、的確な対応ができました。ま

○命を大切にする心や思いやりの
心、自尊感情や規範意識を養うな
ど、「心の教育」の充実を図るた
め、児童生徒の発達段階に応じた
体験活動をより一層推進する必
要があります。 

○道徳の時間が「特別の教科 道
徳」（道徳科）となることを踏ま
え、子どもたちの道徳的な判断
力、心情、実践意欲と態度を育て
るため、学校・家庭・地域が連携
した取組をより一層推進する必
要があります。 

○ALT の資質向上、英検検定料助成
の拡充等の取組をさらに充実さ
せる必要があります。また、小学
校における英語の教科化に向け
た取組を進める必要があります。 

○ICT 教育や学習体制の研究を深
め、子どもの主体的な学習意欲の
向上を目指した学習指導の充実
に取り組む必要があります。 

○いじめを許さない風土を定着さ
せるため、いじめ防止基本方針に
よる指導や啓発活動を繰り返し

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）
結果の分析

人権・道徳・体験学習などの満足度（％）
学校教育

課

74.9 － － 72.9

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
80.0 B

Ｈ26年度アンケート調査の結果、概ね達成できており、Ｈ29年度の

次回調査にむけ、取組をさらに推進していく。－ － － 91.1% － －

環境体験事業活動時間数（時間）
学校教育

課

72 71 75 66 63
86 C

地域の人材・施設等を活用し、地域の特性を踏まえた環境教育を

推進することができた。－ 82.6% 87.2% 76.7% 73.3%

135
130 A 生徒の希望に応じた活動事業所の開拓を進めることができた。

－ 103.8% 99.2% 103.8%

トライやる・ウィーク受入事業所数（事業

所）

学校教育

課

122 135 129 135

103.8%



5 

見・早期対応につなげました。
○学校ホームページ、学校・学級だ
よりの配布、オープンスクールの
計画的な実施などにより、学校教
育活動の実態を広く地域や保護
者に公表しました。 
○特別支援を必要とする児童・生徒
一人ひとりの課題に対応するた
め、個別の指導計画を作成しまし
た。 

③【特別支援教育の充実】 
○特別支援を必要とする児童・生徒
一人ひとりの課題に対応するた
め、個別の指導計画を作成しまし
た。 

た、ネット見守り隊や講演会の実
施により、SNS等のネット被害防
止について啓発が進みました。 
○運動部活動外部指導者を全中学校
に配置し、専門的な技術指導を補
助することで、効果的な部活動が
実施できました。また、食育推進
事業など、保護者をまき込んだ取
組を通して、家庭や地域と連携し
た食育が展開できました。 
○防災機能強化事業、トイレ洋式化
工事、太陽光発電施設の設置によ
り学校環境の改善を図りました。
また、小中学校に電子黒板を配置
し、わかりやすい授業の実施に活
用しました。 
○「地域に根ざした学校づくり」を
行うため、東条地域小中一貫校開
校準備委員会を設置しました。保
護者や地域住民、学校教職員の思
いや願いを反映できる仕組みづく
りを行いました。 
○特別支援教育コーディネーターネ
ットワーク会議において合理的配
慮提供の実践研究を進めること
で、インクルーシブ体制の構築を
推進しました。さらに、福祉、健
康部局と連携した、生涯にわたる
支援を行うセンター設立への準備
を進めました。 

ながら、地域と連携した取組をさ
らに推進する必要があります。 

○専門的な指導が受けられる体制
を維持する必要があります。ま
た、食育推進会議の開催を継続
し、地域住民と連携した食育の取
組を推進する必要があります。 

○平成 33 年度東条地域小中一貫校
開校に向け、カリキュラムの研究
や学校間交流活動等の取組を進
める必要があります。また、加東
の教育ブランドの発信を積極的
に行う必要があります。 
○平成 36 年度の社地域、平成 39
年度の滝野地域の小中一貫校開
校に向けて準備を進める必要が
あります。 

○特別な支援を要する者に対して、
適切な支援を行う新たなセンタ
ーをより機能させるために、早期
支援や相談事業、巡回事業、研修
事業を充実させる必要がありま
す。 

○ 

◎ 

◎ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 
実績値

（H24）
結果の分析

基礎学力習得と社会への適応能力向上

の満足度（％）

学校教育

課

67.0 － － 68.9

実績値

（H25）
指　　　標 所管課

基準値

（H23）

実績値

（H26）

－ － － 86.1%

ＡＬＴの授業の満足度（％）
学校教育

課

86.3 77.1 83.5 86.1

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）

－ 89.3% 96.8% 99.8%

評価

－ －
80.0 B

主体的な学習態度の育成や家庭学習の習慣化にむけた取組が必

要である。－ －

90.9
86.3 A

ＡＬＴは児童生徒、教職員からの好感度が高く、児童生徒はＡＬＴと

の学習に満足している。105.3%

183
135 A

各中学校での活動が定着し、種目毎の専門的な指導が広まってい

る。135.6%－ 80.0% 105.2% 117.8%

部活動外部指導者から指導を受けた生徒

数（人）

学校教育

課

135 108 142 159
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■施策４．生涯学習の充実 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【生涯学習を支える基盤整備】
○生涯学習の成果を地域社会へ還
元するとともに、社会教育関係団
体をはじめ地域活動の担い手の
支援、育成に努めています。 
○公民館とコミュニティ施設の利
用区分を明確にし、効率的・効果
的な利用を進めています。また、
公民館等の情報を積極的に広報
紙に掲載するとともに、CATVで
発信しました。 
○図書館の月末の休館日を全て開
館日とし、年末年始以外は４館の
うちいずれかの図書館は開館と
するなど、利便性向上に取り組
み、貸出冊数が増加しました。 

①【生涯学習を支える基盤整備】
○公民館やコミュニティセンター
を使用される文化団体に対して、
施設使用に関する説明会や日程
調整等を行い、スムーズに、かつ、
快適に使用できる環境を提供す
ることができました。 

○市民の誰もが生涯学習に参加で
きるよう、各世代向けの講座開設
や、多様なジャンルのサークルを
公民館等の登録サークルとして
組み込み、生涯学習の受け皿とし
て市民に提供することができま
した。 

○「はじめてであう絵本」、「おとど
け図書館」、「おでかけ図書館」や、
おはなし会・読み聞かせを行うな
ど、子どもに読書の輪を広げまし
た。 
○広報紙、CATV等により図書館の
魅力等の情報発信を行いました。

○自己の研鑚や生きがいづくり、コ
ミュニティの増進等を目的とす
るサークル活動を支援し、多種・
多様な市民のニーズに応えられ
る体制を推進する必要がありま
す。また、公共施設適正配置計画
及び小中一貫校の方向性を注視
しながら、新たな教室のあり方を
検討する必要があります。 
○個人が自らの団体であるという
愛着と自覚を持ち、団体を引っ張
っていくリーダー的後継者の育
成に努めるとともに、各年齢層に
対する学習の機会を提供する必
要があります。また公民館体制の
あり方についても今後検討する
必要があります。 
○北播磨広域定住自立圏共生ビジ
ョンに基づく圏内図書館での相
互貸借及び館外返却サービスの
継続実施により、図書館の利用の
活性化と利用者の利便性の向上
を図る必要があります。 
○郷土資料の収集等蔵書の充実を
図る必要があります。 
○会議室を学習室として使用する
など施設を有効活用する必要が
あります。 
○4館から3館体制への変更を見据
え、中央図書館の開館時間等の拡
大により誰もが利用しやすく、暮
らしに役立つ図書館運営に努め
る必要があります。 

○ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

魅力ある蔵書の整備・充実を図った結果、6万人未満の市におい

て、貸出密度日本一（10年連続）となった。－ 127.1% 108.7% 103.8% 102.2%

8,149 7,784 7,667
A

7,500

（9,900）

128
130 B

概ね目標値に達しており、効率的な活動が行われていると評価で

きる。98.5%－ 92.3% 92.3% 102.3%
サークル届出数（団体）

生涯学習

課

118 120 120 133

20.0 C
事業の趣旨をわかり易く示し、講師・補助員にボランティアとして参

加する市民の割合を向上させる必要がある。－ － － 73.0% － －

所管課
基準値

（H23）

生涯学習

課

13.9 － － 14.6 － －

－ 84.1% －

結果の分析

生涯学習活動の支援の重要性（％）
生涯学習

課

67.8 － － 67.3

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

B
生涯学習活動を支援し、芸術や文化、スポーツなど、魅力ある学

習活動を展開していく必要がある。－

指　　　標
実績値

（H24）

図書館利用実人数（人）
中央図書

館

9,723 9,535

－

目標値

（H29）
評価

－ －
80.0

－

講師・補助員にボランティアとして参加す

る市民の割合（％）
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■施策５．スポーツ・レクリエーションの推進 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【生涯スポーツ・レクリエーショ
ンの推進】 
○市が実施するスポーツ事業をはじ
め体育協会主催の体育大会を支援
するなど、スポーツ事業の充実に
取り組みました。 
○各種スポーツ団体主催の大会など
を支援し、スポーツ団体の活動基
盤強化に努めました。 

①【生涯スポーツ・レクリエーショ
ンの推進】 
○地区親善ソフトボール大会、バレ
ーボール大会ほか 6大会を開催
し、加えて加東伝の助マラソン大
会や市民ハイキングなどを実施
し、各種目とも多くの市民の参加
が得られました。 
○加東市スポーツ推進委員会と連
携し、市民出前講座として市内各
地区へ出向き、ニュースポーツの
実技指導会などを開催しました。
また、各種大会を当該協会と連携
しながら運営し、人材の育成に取
り組みました。 
○公共施設適正配置計画による方
針決定に伴い、廃止となる施設に
ついては維持費の投資を抑え、存
続とした施設については、適切な
維持管理・運営を行いました。 

○各種目とも多くの参加が得られ
ていますが、運営方法を再考しな
がら進めていく必要があります。
また、社会体育推進委員の関わり
方についても今後検討していく
必要があります。 
○ニュースポーツを含め、各種目に
おいてスポーツ推進委員会や各
協会と連携し、指導者を育成する
必要があります。 

○体育施設の指定管理者制度の導
入について検討する必要があり
ます。 

○ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

80.0%
スポーツ推進委員数（人）

生涯学習

課

21 20
B
今後も適切な委員活動が続けられる人の確保に努めるが、事業数

が絞られてきたため目標値を見直す。116.0% 92.0% 84.0%

32 31 29 23

利用者数については、毎年度目標値を達成しており、多くの方に利

用されていると評価できる。－ 108.7% 97.0% 108.2% 104.5%

323,033 360,333 348,000
333,000 A

25

（43）

362,109

183
120 A

個人、団体共に功績者が多くあった。団体組織の表彰人数の差に

より、増減数に影響があると思われる。152.5%－ 69.2% 99.2% 80.0%
スポーツ賞表彰数（人）

生涯学習

課

106 83 119 96

B
H26年度のスポーツ活動支援の重要性は上昇したものの目標値に

は達しなかった。継続してスポーツ活動支援を行う。－ － － 86.9% － －

新スポーツの指導回数（回）
生涯学習

課

4 4 5 5 5
6 B

スポーツ推進委員の積極的な活動をこれからも指導･支援し、目標

値の達成を目指す。－ 66.7% 83.3% 83.3% 83.3%

－ 124.0%

結果の分析

スポーツ活動支援の重要性（％）
生涯学習

課

64.8 － － 65.2

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
75.0

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

体育施設の利用者数（人）
生涯学習

課

322,001
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■施策６．青少年の育成 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【青少年の健全育成】
○補導委員会、学校、PTA、保護司、
警察など関係機関による青少年
健全育成懇談会を実施するとと
もに、学校、PTA、警察、兵庫教
育大学、補導委員会など関係機関
による「ネット見守り隊」を設置
し、活動を開始しました。 

①【青少年の健全育成】
○青少年健全育成懇談会の実施や、
補導委員会による年間を通じた
補導活動の取組により、非行の抑
止につながりました。また、万引
き防止対策会議で情報共有する
ことで、関係機関と連携した万引
き防止対策を推進しました。 
○「ネット見守り隊」を設置し、有
害なネット環境から子どもを守
るための研修会やのぼり旗設置、
ネット監視活動などの取組によ
り、トラブル防止につながりまし
た。また、中学校では、市内 4校
の生徒会が、ネット利用のルール
をつくり、生徒が主体となった情
報モラル向上の動きがスタート
しました。 
○「子ども見守り隊」による登下校
の見守りや子どもたちへの声か
けにより、安全な登下校ととも
に、地域のつながりが深まりまし
た。 

○関係機関の連携が充実してきた
一方、青少年健全育成懇談会への
保護者の参加が少ないため、学校
を通じた参加促進により、保護者
の声を生かした取組を進める必
要があります。 

○携帯電話、スマホの所持率の上昇
や、取得の低年齢化に対応するた
め、情報モラル学習会をより深化
させ、危険性について保護者を含
めた啓発を進める必要がありま
す。 

○多くの地域で見守り隊活動がで
きた一方、新たな協力者が得られ
るように、学校から地域へ積極的
に協力を促し、取組の継続を図る
必要があります。 

○ 

◎ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

2,500
2,801

A
目標を達成しているが、新たな市民にボランティアを広げていく必

要がある。－ 102.5% 100.4% 111.3% 112.0%
学校安全ボランティア参加者数（人）

学校教育

課

2,504 2,562 2,510 2,783

問題行動の件数が減少したが、問題行動を繰り返す児童生徒への

支援が必要である。－ 119.0% 90.4% 83.3% 110.3%

83 90 68
75 A

－ －
35.0 C

取組の満足度は高いが、自分から活動する割合は低い。活動への

協力を促進する必要がある。－ － － 75.7%

青少年の健全育成などに協力する市民の

割合（％）

学校教育

課

28.4 － － 26.5

－ －

50 B
市民の学校への関心が高まり、登下校等の安全に協力が得られて

いる。－ － － 85.8% － －

－ － － 91.1% － －

学校の安全対策に協力する市民の割合

（％）

学校教育

課

42 － － 42.9 － －

学校教育

課

83 63

結果の分析

青少年の健全育成などに関する取組の満

足度（％）

学校教育

課

74.4 － － 72.9

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
80.0 B 取組の成果が、安心できる市民生活に反映していると考えられる。

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

市内中学校問題行動件数（件）
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２『安全』人と自然が調和した 安全なまち  
■施策１．豊かな自然の保全・活用 

※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【緑に関する取り組みの総合的な
推進】 
○南山２号近隣公園を整備しまし
た。 

②【多様な生物の生息空間や水辺環
境の保全と創造】 
○かとう自然がっこう（川の巻）の
実施により、市民に水辺環境の再
認識を啓発しています。

①【水と緑の保全と創造】
○多様な生物や身近な自然とふれ
あう機会を設け、地元の豊かな自
然環境を通して環境への理解を
深めました。 

○企業の森のボランティア活動を
受け入れることで、里山の環境保
全を推進しました。 

○自然に恵まれた環境の中で今後
もふれあいを通して学ぶ機会を
設けるとともに、環境保全のため
の啓発を行い、環境保全の意識を
強める必要があります。 
○民間の活力により、企業の森のボ
ランティア活動が取り組まれて
いる状況があるため、市の事業と
しては継続しないこととします。 

○

後期基本計画における指標の達成率等 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）
結果の分析

公園や緑地等の清掃活動に参加した市民

の割合（％）
生活課

62.7 － － 61.6

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
75.0 B

市民の美化意識が高いことがみられる。今後も継続して環境美化

への啓発が必要である。－ － － 82.1% － －

環境学習参加者数（人） 生活課
24 38 46 78 19

50 D
平成27年度は雨天中止により参加者が大幅に減少した。雨天決行

プログラムの検討に繋がった。－ 76.0% 92.0% 156.0% 38.0%
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■施策２．環境にやさしい暮らしづくり 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【環境衛生の充実】
〇従来からの自治会単位での道普
請、溝普請に加えクリーンキャン
ペーンが実施されるなど、まちの
美化・環境活動への意識が高まっ
ています。また、河川環境美化整
備事業を市内で一本化しました。 

②【環境汚染対策の充実】 
〇公共用水域の水質監視など、快適
な生活環境を確保する体制づく
りに取り組んでいます。 

③【地球環境の保全に向けた取り組
みの推進】 
〇環境活動団体「加東エコ隊」を結
成し、市民目線での環境教育など
を普及啓発するとともに、環境パ
ートナーシップ協定で賛同を得
た事業所などと協働して、地球規
模の環境問題に取り組める環境
が整いました。 

①【環境衛生の推進】
○不法投棄の早期発見・早期解決、
野焼きやペットのふん害への対
応について、地区（自治会）や県、
警察と連携を図りました。また、
市民、事業者によるクリーンキャ
ンペーンにより、道路水路等の公
共的な場所の美化が図られ、市民
が自ら環境保全に参加すること
で、環境意識の向上につながりま
した。 
○空き家・空き地の管理について、
適正な指導を行いました。また、
犬等対策については登録の勧奨
通知を行うとともに、広報紙等に
おいて適切な飼育を啓発するこ
とにより、マナー向上につながり
ました。 
○墓地の設置等については、規則に
よる適切な対応を行いました。 

○公衆トイレの維持管理により公
衆衛生に取り組んだとともに、公
共水域の水質や自動車騒音の調
査により公害の未然防止対策を
行いました。 

②【地球環境の保全に向けた取り組
みの推進】 
○住宅用太陽光発電の設置を推奨
することにより、設置数の増につ
ながりました。さらに、市の公有
財産等に太陽光発電を設置し、低
炭素社会への転換を図りました。
また、エコドライブ教室の実施に
より、地球環境負荷の軽減につい
ての周知を行いました。 

○市民や事業者による啓発活動や
市民、事業者、行政が一体となっ
たパトロール等の強化を図ると
ともに、クリーンキャンペーン等
の地域ぐるみでの取組を支援し、
不法投棄されない環境づくりに
取り組む必要があります。 

○空き家等の情報収集を行うとと
もに、利活用や除却などに関する
施策を推進する必要があります。 

○墓地を管理している地区や自治
会から情報を得ながら、現状の課
題を把握し、適切な方向性を示す
必要があります。 
○市域の環境の経年変化を把握す
るとともに、調査結果を公表し、
市民の健康及び生活環境の保全
を図る必要があります。 

○新エネルギーの積極的利用によ
り、住宅の環境性能の向上を促進
する必要があります。 
○エコドライブ教室参加者数は、機
器の数量に限度があるため、目標
値を見直す必要があります。ま
た、教室の周知方法を検討する必
要があります。 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

ペットのふん公害等苦情件数（件） 生活課
20

結果の分析

まちの清潔さ・美観の保全の満足度（％） 生活課
56.7 － － 79.1

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
70.0 A

市民、事業者によるクリーンキャンペーンにより、まちの清潔さ・美

観の保全の満足度に繋がっている。－ － － 113.0% － －

公害の防止の満足度（％） 生活課
72.5 － － 80.9 － －

80.0 A
チラシ配布やパトロールなど、住民の普段の取組が満足度につな

がっている。－ － － 101.1% － －

13,676
14,000 B 地区（自治会）の主体的な取組が持続・継続されている。

－ 83.5% 86.0% 116.8%
クリーンキャンペーン参加者数（人） 生活課

8,638 11,688 12,043 16,350

97.7%

広報、看板等の啓発効果が表れている。目標値に向け、啓発の継

続が必要。－ 45.5% 50.0% 35.7% 71.4%

10 14 7
5 C

11
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④【廃棄物の減量・リサイクルの推
進】 

○環境に関する取組を進めていく
ことができるよう、それぞれの活
動内容や状況について情報を共
有し、学校や地域への出前講座を
実施するなど、環境教育・学習へ
の体制づくりを進めました。 

③【廃棄物の減量・リサイクルの推
進】 
○ごみ減量・リサイクル懇談会を中
心に、３Ｒ意識の啓発によりごみ
の減量・資源化の意識が向上して
いることから、生活系ごみ排出量
は減少傾向となり、事業系ごみ排
出量は横ばい状態となりました。
また、民間回収などによりリサイ
クル率は減少傾向となりました。
○２つのごみ処理施設を適正に管
理し、ごみの適正処理を行いまし
た。また、上中埋立処分地と薮残
土処理場を適正に維持・管理しま
した。 

○パートナーシップ協定を締結し
た事業者をはじめ、学校、行政、
市民が協働し、それぞれの役割の
もと、連携を図りながら環境への
取組を進めていく必要がありま
す。また、企業や関係団体と連携
し、活動内容の充実に努める必要
があります。 

○事業者に対する廃棄物の発生・排
出抑制に関する啓発、情報提供を
強化する必要があります。また、
市民が主体となったリサイクル
率向上につがなる施策を検討す
るとともに、工夫した意識啓発、
情報提供を行う必要があります。

○滝野地域の可燃ごみを小野加東
加西環境施設事務組合において
処理する、ごみ処理の一元化に取
り組む必要があります。 

○

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

県下41市町ランキング(位) 19

指　　　標

事業系ごみ排出量（ｇ）
255 257

結果の分析

ごみの減量化の取組の満足度（％） 生活課 住民に対し、資源の再利用を意識付けるきっかけとなっている。

生活課

所管課
基準値

（H23）

各地区(自治会）単位でごみ減量リサイクル懇談会（ごみステーショ

ンパトロール）を実施しており、ごみ減量と資源化に対する意識が

高まってきている。平成２７年度は速報値。

60.0 B

ごみ減量・リサイクル懇談会、地区のクリーンキャンペーンなどに

多くの市民に参加していだだき、環境に対する意識は高まっている

が温度差がある。－ － 84.2% － －

491
103.2% 101.9%

76.4 － － 82.4

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

50.5

生活系ごみ排出量（ｇ）
－

評価
実績値

（H24）

－

－ －
80.0 A

実績値

（H28）

目標値

（H29）

－ － 103.0% － －

－ － －
環境に配慮した取組に参加する市民の割

合（％）
生活課

52.4

－

－

102.9%

498 476 482 477

102.9%

16.6 16.3 15.4

21 21 16 -

15.5

174 141
110 C

不法投棄が巧妙化しており、地域、警察と連携した取組を実施し

た。－ － 101.9% 63.2% 78.0%

20.2 C

民間回収により、市が取り扱う資源ごみが減少したのが、大きな要

因である。(資源ごみとして収集したもののみで算出）平成２７年度

は速報値。

不法投棄件数（件）

※追加設定
生活課

－ － 108

80.7% 76.2% 76.7%

18.2(-)

82.2%－
生活課リサイクル率（％）

10

C
事業者に対する情報提供及び広報・啓発の強化に取り組む必要が

ある。平成２７年度は速報値。

県下41市町ランキング(位) 1 1 1 1 1 1

A生活課

259 250 255
200

477

－ 77.8% 77.2% 80.0% 78.4%

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 
指　　　標 所管課

基準値

（H23）

実績値

（H24）
結果の分析

太陽光発電などエネルギー施策の重要性

（％）
生活課

85.1 － － 80.7

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －

85.1 B

化石燃料がエネルギー供給の大半を占めている中、東日本大震

災以降、自然エネルギーへの市民の意識は高まっている。再エネ

や自家発電など、多様な電源の活用により家庭及び事業所が無理

のない節電のためにもエネルギー施策は重要である。－ － － 94.8% － －

エコドライブ教室参加者数（人） 生活課
15 13 10 19 15

20 C
装着機器の数量に限りがあったため減少している。さらに、エコカー

を乗用している市民が増えたためと考えられる。－ 65.0% 50.0% 95.0% 75.0%

495
700 C

売電価格の低下等が背景となり、件数は伸び悩んでいるものの、

設備本体価格の低下や非常用電源になるなどのメリットもあるた

め、市民の関心は高まっている。－ 32.6% 42.1% 55.3%
住宅用太陽光発電システム設置数（基） 生活課

86 228 295 387

70.7%
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■施策３．交通安全・防火体制の充実 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【交通安全対策の推進】
○社市街地地区の歩車共存化事業
を実施し、歩行帯を設けることで
誰もが安全で快適に移動できる
交通空間を創出しました。また、
市内小・中学校の通学路にも歩行
帯を設け、児童・生徒の通学の安
全に取り組みました。 

②【消防・救急体制の充実】 
○消防施設・資機材の整備はもとよ
り、職員が業務に必要な資格を取
得するとともに、救命士研修など
知識・技能の向上に努めました。
また、潜水隊員５名を養成し現場
活動隊員を確保するなど、消防力
を強化しました。 
○AEDの普及に伴い、事業所や各種
団体からの要請に応じて心肺蘇
生法やAEDの取扱方法について
講習しています。また、高規格救
急車を２台更新し、救急・救命体
制を充実・強化しました。 

①【交通安全対策の推進】
○県、市、関係団体と連携のもと、
カーブミラーやガードレール、道
路標識等を整備し、交通危険箇所
を改善しました。 
○市内小・中学校等の通学路の歩行
帯を充実するなど、子どもたちだ
けでなく誰もが安心して通行で
きる道路環境を確保しました。 
○危険個所において、交通安全施設
を整備することにより、事故発生
リスクの軽減を図りました。 
○通学路の安全対策を実施するこ
とにより、通学児童の安全を確保
しました。 
○高齢者の利用が多い市民病院、通
学する生徒が多い学園道路の交
差点、通行量が多い道路上での啓
発活動を行いました。啓発活動に
ついては、それぞれ対象を絞って
取り組み、活動回数も増やし展開
しました。 

②【消防・救急体制の充実】 
○消防の広域化に伴う効率的かつ
効果的な消防体制を構築すると
ともに、施設整備等により、消防
力・防災力をさらに強化しまし
た。また、消防活動業務に必要な
資格取得や知識・技術の向上など
の人材育成を図りました。 
○指導的立場の救急救命士が中心
となり研修を行い、他の救急救命
士や救急隊員の知識、技術を向上
させることができました。災害現
場での救急隊と医療機関の迅速
な連携（ドクターカーやドクター

○危険箇所などにおける安全対策
を実施し、安心して通行できる道
路環境を確保する必要がありま
す。 

○指標においては、事故発生件数が
減っているが、さらにその件数を
減らしていくため、市民参加型の
事業を展開し、自発的に交通安全
意識を高められるよう取り組む
必要があります。

○平成 30 年の新庁舎完成により、
さらなる施設整備が図られ、消防
力・防災力が強化されることに伴
い、職員の研修や訓練などにより
人材育成を推進する必要があり
ます。 

○救急に対する知識や処置が変化
するため、救急救命士及び救急隊
員の研修を続けていく必要があ
ります。また、多種多様化する災
害事案に対応できるよう、地域性
を考えた資機材整備計画を作成

○ 

○ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 
実績値

（H24）
結果の分析

交通安全への取組に対する満足度（％） 防災課
77.2 － － 80.3

カーブミラー設置基数（基）

※追加設定
防災課

－

実績値

（H26）

－ － － 100.4%

人身事故発生件数（件） 防災課
263 265 279 213

実績値

（H25）
指　　　標 所管課

基準値

（H23）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
80.0 A

すでに目標を達成しているが、満足度が事故発生件数の更なる減

少につながるよう引き続き取り組む必要がある。－ －

194
200 A

人身事故件数は、H25から年々減少傾向にあり、H27に目標値を達

成した。今後も、この傾向を持続する取組が必要である。－ 75.5% 71.7% 93.9% 103.1%

747
1,000 C

H27は、高齢者が集う機会をできるだけ利用して交通安全教室を

実施した。今後も、各地域や各団体への働きかけが必要である。74.7%－ 15.0% 20.0% 45.8%
高齢者交通安全教室参加者数（人） 防災課

468 150 200 458

H27は、地区、学校要望箇所について、15基設置。今後も、カーブミ

ラーの必要性を検討し、必要箇所について設置を行う。－ － 85.1% 86.6% 87.8%

1,149 1,169 1,185
1,350 B

－
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ヘリ）により、早期医療介入が可
能となりました。また、救助隊員
を任命し、救助技術が向上しまし
た。 
○国内の大規模な火災のあった建
物と同一用途の建物等の緊急査
察や重大な法令違反がある建物
等に対する査察などを通じて違
反是正事務を行いました。また、
災害発生の未然防止を考慮した
上で、査察すべき対象物を検討・
抽出し、月間の査察計画を立てて
実践しました。 
○地域防災力の充実･強化を図るた
め、平成 27 年度から消防団の各
分団へ順次装備品を支給しまし
た。 

する必要があります。

○地域住民に対しては自主防災訓
練や防火に関するイベントを通
じて、住宅用火災警報器や消火器
設置の推進を中心とした火災予
防思想の啓発を図る必要があり
ます。 

○各種訓練、研修により消防業務に
必要な知識・技能の向上等人材の
育成を推進する必要があります。
また、消防団のあり方検討委員会
で方針が決定した項目を順次取
り組み、将来の消防団員確保、体
制の充実強化を図る必要があり
ます。 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

－ 90.8% 85.6% 88.1%
救急出動件数（件） 防災課

1,518 1,652 1,753 1,703

A
火災多発月には広報車、広報紙で、また消防団による広報活動や

火災警報器の義務付け等により減少傾向にある。－ 83.3% 69.0% 71.4% 100.0%

1,789
1,500 B

軽症または不要と思える傷病であっても、コンビニ感覚で救急要請

する意識傾向が年々増加しているため、対策が必要である。83.8%

火災発生件数（件） 防災課
30 24 29 28 20

20

評価

1,205 1,186
1,269 B

全国レベルで少子高齢化、団員適齢期の若年層の被雇用者化、

都市部へ流出のほか、消防団への理解不足などにより年々減少し

ているため、対策が必要である。－ 96.6% 96.0% 95.5% 95.0% 93.5%

1,219 1,226 1,218 1,212

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
指　　　標 所管課

基準値

（H23）

実績値

（H24）
分析の結果

消防団員数（人） 防災課
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■施策４．災害に強いまちづくり 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【防災・減災力の強化】
○市内の過去最大の浸水被害を踏
まえ、排水ポンプ積載車を導入す
るなど、防災・減災力を強化しま
した。 

①【防災・減災力の強化】
○防災備蓄について、山崎断層帯地
震被害想定数（避難者想定数の 1
日 3食分）に相当する食料を確保
しました。 
○CATV網を活用し、音声告知放送
や文字放送により市民へ緊急情
報の伝達を行いました。また、緊
急情報メール、公共情報コモンズ
等を活用し、情報提供を行いまし
た。さらに、防災行政無線の運用
を平成29年3月1日から開始し
ました。 
○学校と自主防災組織との合同防
災訓練を計画的に実施しました。
また、各地域の防災訓練実施数も
増加しました。さらに、民間企業
を含め関係機関との災害協定締
結数も増加しました。 

○防災体制、防災施設、防災備蓄の
整備、確保を行っていく必要があ
ります。 

○防災行政無線等の情報伝達手段
の効率的な運用を行う必要があ
ります。 

○防災訓練や講習会を実施すると
ともに、自主防災組織の育成、学
校と地域の防災力向上を支援す
る必要があります。また、民間企
業も含め関係機関との災害協定
締結や福祉避難所の指定を進め、
防災力の強化を推進する必要が
あります。 

○ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

1,101
2,300 D

より多くの自主防災組織に、防災訓練に取り組んでもらうことが必

要である。－ － 80.3% 37.7%
自主防災訓練参加者数（人） 防災課

－ － 1,847 868

47.9%

70.0 B 引き続き災害への備えの大切さを市民に周知する必要がある。
－ － － 81.1% － －

92.1% － －

防災を意識する市民の割合（％） 防災課
54.0 － － 56.8 － －

分析の結果

防災対策の満足度（％） 防災課
67.0 － － 73.7

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
80.0 B

引き続き防災対策の強化を図り、市民の満足度向上を推進する必

要がある。－ － －

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）
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■施策５．防犯体制の強化 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【防犯対策の充実】
○かとう安全安心ネットでの防犯
情報の発信を充実しました。ま
た、まちづくり防犯グループと子
ども見守り隊が連携して防犯活
動に取り組む地域ができつつあ
ります。さらに、防犯協会は、啓
発や催事の防犯活動だけでなく、
青色防犯パトロールを開始しま
した。 

②【消費者擁護と自立の促進】 
○消費者協会会員を対象に、寸劇な
どを通じて様々な消費者情報を
提供しました。また、消費生活相
談は、月１回出張相談を実施する
など、相談しやすい環境づくりに
取り組みました。 

①【防犯対策の充実】
○小学生の下校時間帯に管理職等
による防犯パトロールを実施し、
児童の安全を確保しました。ま
た、防犯灯については、大部分の
整備を進めることができました。 
○かとう安全安心ネットや、CATV、
ホームページなどによって、防犯
情報を即座に配信し、市民に対し
て防犯意識の向上を図りました。

②【消費者擁護と自立の促進】 
○CATVや広報紙、出前講座等での
情報提供や消費生活センターの
周知を図るとともに、相談により
被害の未然防止につながりまし
た。 

○毎年、関係法令に基づく立入検査
を実施し、消費生活の安全を確保
しました。また、くらしの安全・
安心推進員によるCATVでの啓
発等の活動を行いました。 

○防犯カメラの設置には高額な費
用がかかるため、学校や警察から
の要望を精査する必要がありま
す。 

○様々な情報媒体を通じて、防犯対
策の啓発を進めるとともに、かと
う安全安心ネットの登録者数を
増加させる必要があります。 

○CATVや広報紙、出前講座等での
情報提供や消費生活センターの
周知を継続して行うとともに、市
民の興味を引き、わかりやすい内
容とするため、情報や提示の仕方
等の工夫・充実を図る必要があり
ます。 
○市民全体の消費者力向上のため
に、消費者グループをどう支援し
ていくかを検討する必要があり
ます。 

○ 

○ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）
結果の分析

消費者の利益保護と相談体制充実の満

足度（％）
生活課

5.8 － － 6.9

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
20.0 D

広報紙や出前講座、ケーブルテレビなどで相談窓口の周知や啓発

活動を実施しているが、広く浸透していない。－ － － 34.5% － －

消費者被害件数（件） 生活課
29(80) 26(89) 47(124) 38 23 23

A
ケーブルテレビや広報等で情報提供を行っているため、被害の未

然防止に繋がっていると考えられる。－ 88.5%(56.2%) 48.9%(40.3%) 60.5% 100.0% （50）

126
120 A

消費生活センターの認知度向上のため、今後も啓発等に努める必

要がある。－ 80.8% 127.5% 118.3%
消費者相談件数（件） 生活課

105 97 153 142

105.0%

H28には目標を達成する見込みであるが、今後も必要な場所への

設置を行う必要がある。－ － 84.4% 93.1% 95.4%

4,306 4,749 4,863
5,100 B

－

－ －
50.0 B

H28現在では、防犯協会員をはじめ多くの市民の方が防犯・防災活

動に参加していると思われる。－ － － 83.6%

地域防犯・防災活動に参加する市民の割

合（％）
防災課

43.1 － － 41.8

－ －

80.0 B
H28現在では、補助金の新設や啓発活動により防犯対策の満足度

は向上していると思われる。－ － － 97.9% － －

84.1% － －

防犯対策の満足度（％） 防災課
76.8 － － 78.3 － －

分析の結果

防犯体制を意識する市民の割合（％） 防災課
60.2 － － 58.9

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
70.0 B

H28現在では、啓発や防犯パトロールなどによって、市民の防犯意

識は向上していると思われる。－ － －

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

防犯灯設置基数（基） 防災課
－
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３『安心』健やかで心がふれあう やさしいまち  
■施策１．子育て支援の充実 

※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【親子の健康づくり】
○妊婦健康診査費助成額を増額す
るとともに、妊産婦期からの心の
健康対策に取り組みました。ま
た、乳幼児期についても 5歳児発
達相談事業、「早寝・早起き・朝
ごはん」運動を開始するなど、健
康の保持とともに子どもが健や
かに育つ環境づくりを進めまし
た。 

②【子育て支援サービスの充実】 
○子育てしながら安心して働ける
ように、保育サービス（延長、一
時預かり事業、休日保育等）を充
実しました。 

①【親子の健康づくり】
○妊娠中から妊娠・出産・子育て安
心パートナーが相談に応じる体
制が充実しました。また、関連部
署と連携を図り、専門スタッフに
よる相談にもつなげることがで
きました。 
○市内の保育園・幼稚園・認定こど
も園の年長児を対象に早寝早起
き朝ごはんに取り組むチャレン
ジシート（こどもさんさんチャレ
ンジ）を配布し、啓発を行いまし
た。参加率は平成 27年度 82.6％
となり、各園での取組意識が向上
しました。 
○ここ数年、定期予防接種の種類が
増え、接種開始時期、接種可能期
間に幅があるため、年度により接
種率の数値に開きがあるものの、
予防接種の必要性を周知するこ
とにより、接種率が向上しまし
た。 

②【子育て支援サービスの充実】 
○認定こども園、児童館、アフター
スクール等の子育て支援施設の
適正管理に努めるとともに、市民
病院敷地内に、病児・病後児保育
施設を整備しました。 
○平成 27年 12月に病児保育を開
始しました。 

○産前産後や育児支援を充実させ、
きめ細やかな相談に応じ、妊婦や
子育てをする親の悩みや育児不
安を軽減させていく必要があり
ます。 

○こどもさんさんチャレンジの取
組は、各園で定着しつつあり、自
主的な取組や保護者への啓発を
働きかけるとともに、小中学校と
の連携を図る必要があります。 

○定期予防接種対象者が、必要な時
期に受け漏れることがないよう、
広報紙、CATVでの周知や個別通
知を行い、未接種者をなくすため
の啓発を行う必要があります。 

○小中一貫校の開校にあわせ、アフ
タースクール事業を検討する必
要があります。 

○子育て世代のニーズを的確に把
握し、必要な支援を行うととも
に、民間の援助活動に対し、サポ
ートを行う必要があります。 
○平成 29 年度から東条鯉こいラン
ドを南山地区に移転するととも
に、新たに子育て世代の母親の就

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

定期予防接種の接種率（％） 健康課
95.4

90.0 A
平成26年10月から定期予防接種となった水痘予防接種が定着し、

前年度と比較して接種率が向上した。109.6% 94.6% 106.0%

84.9 60.4 98.6 85.1

平成26年度に比べ減少している。食育教室や園との連携等により

朝食摂取の必要性の啓発強化を行う。－ 93.4% 96.5% 100.9% 95.6%

89.7 93.8 88.9
93.0 B

86.9

－ 67.1%

33
A
育児支援連絡票の件数は減少しているが、医療機関との連携によ

る支援を強化している。－ 42.4% 90.9% 112.1%
育児支援等連絡票による支援件数（件） 健康課

13 14 30 37

100.0%

33

(15)

100.0 B
訪問や電話での受診勧奨を全数に行ったことで、平成26年度に比

べ受診率はアップした。－ 97.7% 97.2% 97.4% 98.2%

100.6% － －

３歳児健診受診率（％） 健康課
98.2 97.7 97.2 97.4 98.2

結果の分析

子育て支援の取組に対する満足度（％）
子育て支

援課

78.5 － － 80.5

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
80.0 A

H26年度に目標達成したが、今後も子育て世代のニーズを的確に

把握し、支援に取り組む必要がある。－ － －

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

朝食の摂取率（％） 健康課
88.2
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③【要支援児童対策の充実】 
○障害者生活支援センターを設置
し、学齢期の子どもへの支援を充
実しました。 
○要保護児童対策地域協議会の構
成団体間の連携に努め、各機関の
役割を明確化するとともに、虐待
防止キャンペーンにより啓発し
ました。 

○認定こども園へ計画的な移行を
進めました。私立保育所の認定こ
ども園への移行を進めることで、
就学前教育の充実につながりま
した。 
○教育課程編成等について就学前
教育保育合同会議や合同研修を
行うことで、幼保職員の共通理解
が図れました。 

○子どもにかかる医療費を助成す
ることで、経済的負担を軽減しま
した。また、チラシ等を用いた啓
発により、コンビニ受診や軽症受
診の抑制を図りました。 

③【要支援児童対策の充実】 
○発達に何らかの課題がある幼児
に、小集団での活動を通した発達
支援を行うとともに、発達相談を
通した支援の充実を図りました。
また、就園や就学に際し、スムー
ズに移行できるよう支援しまし
た。発達障害児早期支援事業は新
規相談につながる場合もあり、早
期支援の機会となりました。 
○市保健師と特別支援学校コーデ
ィネーターによる保育所等巡回
相談を年 2回実施しました。支援
の必要な児童への適切な関わり
について指導を行うとともに、支
援の必要な児童が十分な支援を
受けるための保育士の配置に係
る費用の助成を行いました。 
○要保護児童対策地域協議会にお
いて、虐待の可能性のある児童へ
の適切な支援方針を検討し、役割
分担のもと、見守りや支援を行う
体制を整えました。平成 26年度
から関係課と連携し、妊娠期から

労支援を含めた利用者支援事業
に取り組む必要があります。
○平成31年 4月の新設認定こども
園の開園に向け、施設の統廃合
と、職員の連携・交流による新施
設への円滑な移行を図る必要が
あります。 
○幼保一元化への円滑な移行に向
けて、就学前教育保育連絡会や合
同研修会を継続して開催するこ
とで、より質の高い幼児期の教
育・保育を目指し取り組んでいく
必要があります。 
○医療費の助成やコンビニ受診・軽
症受診の抑制啓発について、継続
して取り組んでいく必要があり
ます。 

○療育教室や発達相談など発達支
援事業が、発達サポートセンター
の事業へと移行することから、さ
らなる連携を図っていく必要が
あります。 

○平成 29 年度開設の発達サポート
センターとの連携を強化し、支援
の必要な児童が適切な支援を受
けられる支援体制を確立する必
要があります。 

○望まぬ妊娠や貧困、DV等、様々
な悩みを抱える場合も多く、関係
機関との連携をさらに推進する
必要があります。 

◎ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

後期基本計画における指標の達成率等 

(371)
ファミリーサポート会員数（人）

子育て支

援課

106(294) 115
B
協力会員の高齢化による脱退により、協力会員数がほぼ横ばいの

状態である。－ －(73.6%) －(77.1%) －(74.9%) 92.1%(79.2%)

99(251) 100(273) 105(286) 105(278)

A 来館者の要望によるセミナーの開催、ひろば事業の充実による。
－ 90.6% 98.7% 101.7% 104.9%

63,401 69,064 71,177 73,409
70,000

2 9 3
A
H27　私立2園、H28　私立3園・公立3園が幼保連携型認定こども

園、公立幼稚園1園が幼稚園型認定こども園に移行。66.7% 200.0% （1）－ 0.0% 0.0% 0.0%
認定こども園設置数（園）

子育て支

援課

－ 0 0 0

40.0 C
地域の都市化､人間関係の希薄化による減少が考えられるため､制

度の周知と市民が参加しやすい環境づくりが必要。－ － － 68.3% － －

46.7% － －

子育て支援の取組に協力する市民の割合

（％）

子育て支

援課

31.0 － － 27.3 － －

結果の分析

子育て支援に関わった市民の割合（％）
子育て支

援課

7.4 － － 7.0

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
15.0 D

地域の都市化、人間関係の希薄化による減少が考えられるため、

制度等の広報による周知が必要。－ － －

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

児童館来館者数（人）
子育て支

援課

64,612

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。
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の途切れない支援にも取り組み
ました。 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

子育て支

援課
246 B

246 264

健康課
229 226 221 234

－ 107.3% 93.1% 87.8% 87.4%

229 216 215

A
通常学級に在籍しながらサポートファイルを作成する児童生徒が

増えており、作成数の増加につながった。－ 76.7% 84.1% 90.7% 100.8%

235
230 A

子どもの発達について心配に思う保護者は多くあり、発達相談の

ニーズは高まっていると考えられる。102.2%－ 98.3% 96.1% 101.7%

虐待（疑い含む）の相談件数は増加しているが、育児相談を含む子

育て支援全般の相談が減少している。

53.7% 100.0% 108.8%

13.6

(4.14←3.03）

基準値

（H23）

実績値

（H24）

社会福祉

課

158 198 217 234 260
258

結果の分析

保育所で問題行動のある児童の割合（％）
子育て支

援課

3.03 4.14 7.30 13.60

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

14.80
B
障害児等保育ケース会議を廃止し保育所から報告のある対象児数

をもとに算出したため、割合として高くなった。－ 30.4%

指　　　標 所管課

要保護児童数（人）

要支援児童のサポートファイルの作成数

（件）

乳幼児発達相談利用者数（人）



19 

■施策２．健康づくりの充実 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【健康増進の推進】
○サンサンチャレンジ事業は、市を
代表する特徴的な事業として多
くの参加を得るとともに、協賛店
の拡大や市民ボランティアによ
る事業 PRなどの協力により、市
民全体の健康づくり運動へと進
展しています。 

②【生活習慣病予防の充実】 

①【健康増進の推進】
○健康づくりの推進に向けて、健診
後の個別相談会や医師講演会、サ
ンサンチャレンジ、健康展やヘル
スアップ教室等において、健康的
な食生活の推奨や運動実践等を
行いました。これらにより、運動
の自主グループ３団体が活動す
ることとなりました。 
○各種団体と連携し、周囲の人の悩
みに気づき、こころの健康を支え
る人材（ゲートキーパー）の育成
を行いました。また、ゲートキー
パーとしての活動を呼びかけた
ことで、職場や地域でのチラシ配
布などの活動につながりました。 
○CATVや広報紙を活用し、感染症
に関する知識の普及啓発と情報
提供に努め、接種勧奨をすること
で、発症予防や接種率の向上に取
り組みました。 
○各種無料クーポン検診や個別検
診を行いました。まちぐるみ総合
健診では、市独自に慢性腎臓病対
策の検査（平成24年度 ）、胃
ABC検査（平成 25 年度 ）を新
たに追加するとともに、託児を行
うファミリーデーの設置や日曜
日の健診日を増やしました。 
○市民運動としての健康づくりに
取り組むサンサンチャレンジを
継続して実施し、多くの参加があ
りました。また、サンサンサポー
ターや元気応援隊の活動により、
広く市民へ健康づくりの啓発が
できました。 

○教室等終了後も市民が、継続して
望ましい生活習慣に主体的に取
り組めるよう支援を行う必要が
あります。 

○若年層や働き盛りの世代に対し
て、こころの健康について悩みを
気軽に相談できるネットワーク
づくりなどの体制を整備する必
要があります。 

○新型インフルエンザ等の発生に
備えるため、国、県、医療機関等
との情報共有、連携に努め、接種
体制の整備を図る必要がありま
す。 
○国民健康保険加入の節目年齢対
象者や後期高齢者医療受給者で
基本健診が無料となる方へ受診
勧奨を行うとともに、元気応援隊
による啓発等により、まちぐるみ
総合健診、がん検診等の受診勧奨
を推進する必要があります。 

○健康づくりを地域全体で推進し
ていくために、健康づくりを目的
としたボランティアや自主グル
ープへの支援を行い、市民主体に
よる健康づくりのさらなる充実
を図る必要があります。 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

サンサンチャレンジ達成率（％）
各種講座の開催やメール配信、サポーター活動等による支援の強

化により、達成率が増加した。68.9% 71.4% 112.9%

24.8 17.3 24.1 25.0

特定基本健診受診者の費用軽減や啓発により受診率は増加した。
－ 91.6% 90.0% 91.0% 92.7% 96.1%

35.0

3,781 3,824 3,892 4,038
4,200 B

－ 49.4%
健康課

39.5
A

－ 89.3% 71.3% 79.4%
歯周疾患検診及び歯科相談件数（件） 健康課

402 714 570 635

B
市民の健康意識を高め、正しい知識を普及し、市民主体の健康づく

りへの取組の推進が必要である。－ － － 96.4% － －

607 568
800 C

かかりつけ歯科医をもつことや要治療を勧奨したことで件数は減少

している。あらゆる年代別に受診を勧奨していく。75.9% 71.0%

生活習慣に気をつける市民の割合（％） 健康課
82.1 － － 81.9 － －

85.0

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
85.0 B

市民の健康づくりに対する意識が継続するよう、魅力ある事業の展

開をしていく必要性あり。－ －

健康増進の推進などの取組に対する満足

度（％）
健康課

84.6 － － 83.6

実績値

（H25）

実績値

（H26）

－

指　　　標 所管課

－ 98.4%

基準値

（H23）

実績値

（H24）

20歳以上の特定基本健康診査受診者数

（人）
健康課

4,002 3,849

－

結果の分析
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■施策３．高齢者保健福祉の充実 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【介護予防の推進】
○はり・灸・あんま・マッサージ施
術費の助成は、利用者の減少を踏
まえ所得制限を設けるとともに、
助成額を半減しました。 
○市直営の介護予防事業により、地
域で生活している参加者それぞ
れに適した支援を実施していま
す。 

③【安心の確保と生活支援の充実】 
○各種の生活支援事業を実施しま
した。 
○65 歳から69歳、70歳から 74
歳、75歳以上、それぞれの年齢
層に応じた制度に基づき、適正に
医療給付を行いました。 

④【社会参加の促進と生きがいづく
りの推進】 
○単位老人クラブを中心に社会奉
仕、教養講座、健康増進など様々
な社会参加活動が、継続的に実施
されています。 

①【高齢者の介護予防と生きがいづ
くりの推進】 
○地域や民生児童委員などと連携
し、身近な地域でのまちかど体操
教室の実施を進め、高齢者の身体
機能（生活機能）の低下を防止し
ました。また、歯つらつ講座、運
動講座などで介護予防の普及・啓
発を行い、高齢者が元気で暮らせ
るよう介護予防事業を推進しま
した。 
○高齢者支援活動（見守り、話し相
手など）などは、社会福祉協議会
に委託して取り組み、利用件数が
増加しました。また、住宅改修へ
の助成や外出支援を目的に福祉
タクシー助成事業の利用者も増
加し、住み慣れた地域で、長く元
気に暮らせるように支援できま
した。 
○まちづくり協議会単位での敬老
会の実施を促し、その単位で実施
した時は、補助金を加算すること
により、運営の利便を図り、高齢
者の参加率を上げることができ
ました。また、高齢者の生きがい
を醸成するとともに、市民の敬老
意識を高めました。 
○家族介護用品を継続して支給し、
家族の負担軽減を図りました。ま
た、認知症を抱える家族間の交流
の場を提供したが、利用者は減少
しました。 
○対象者の医療費を助成すること
で、経済的負担を軽減し、必要な
医療を受けやすい環境を作るこ
とにより、健康の保持や福祉の増
進を図ることができました。 

○まちかど体操教室を全地域に広
めるために、リーダー等の掘り起
こし等を含め、地域の理解を得ら
れるよう個々に調整していく必
要があります。 

○ボランティアの掘り起こしと育
成に努め、多くの人材を確保する
必要があります。また、加東市地
域公共交通網形成計画の推進に
あわせて、福祉タクシーのあり方
を検討していく必要があります。 

○まちづくり協議会での継続的な
実施を行うため、地域での運営に
当たっての情報提供、高齢者増加
に伴う会場、送迎、出し物など運
営方法を検討する必要がありま
す。 

○認知症家族介護者教室の啓発に
努め、市内の介護事業所の協力を
得て、身近で家族間交流ができる
場所を増やしていく必要があり
ます。 
○今後も県との共同事業のもと、対
象者へ医療費の助成をすること
により、経済的負担を軽減し、必
要な医療を受けやすい環境を作
ることで、健康の保持及び福祉の
増進を図る必要があります。 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

41
100 D

目標を達成していないため、現状を踏まえ目標を見直す必要があ

る。－ － 20.0% 34.0% 41.0%

－ － 20 34

B 総合事業のサービスの整備を進め、支援を行なう必要がある。
－ 35.1% 97.4% 97.7% 84.2% (20.0)

13.5 37.5 37.6 32.4 38.5

1,962 1,540
A 介護予防普及啓発や活動支援を積極的に行うことができた。

－ 54.1% 75.7% 102.3%
一次予防事業参加者数（人）

高齢介護

課

628 833 1,166 1,576

127.4% （800）

80.0 B
在宅での介護の負担が大きいことを踏まえ、地域包括ケアを推進し

なければならない。－ － － 89.3% － －

－ 92.9% － －

在宅介護の取組に対する満足度（％）
高齢介護

課

72.9 － － 71.4 － －

－

高齢者の介護予防意識の醸成と筋力低

下の予防状況（グループ）

高齢介護

課

結果の分析

介護予防を心がける市民の割合（％）
高齢介護

課

68.6 － － 69.7

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
75.0 B

介護予防の意識を市民に十分啓発できていなかったので、広報等

の媒体を通して啓発を行う必要がある。－

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

二次予防事業参加率（％）
高齢介護

課

17.2
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②【介護サービスの充実】
○介護保険サービス事業者が適正
かつ良質なサービスを提供する
ために、監査指導を実施するとと
もに、介護報酬請求の適正化に取
り組みました。 
○平成 18 年度に創設された地域密
着型サービスが定着し、利用者が
年々増加しています。また、様々
な在宅サービスにおいては、必要
量に対して供給量がほぼ確保さ
れています。 

②【介護サービスの充実】
○介護給付費適正化事業計画に基
づき、ケアプランの点検を行い、
ケアマネージャーにケアプラン
等の研修を行ったり、医療情報と
の突合等を実施し、介護報酬請求
の適正化等を推進しました。 
○地域包括支援センターを拠点に、
高齢者の総合的な相談支援や介
護・認知症予防、虐待防止、権利
擁護など、高齢者が心身の状況に
応じて必要な支援を適切に受け
られるよう支援しました。 
○介護保険事業計画に基づき地域
密着型サービス施設を整備し、施
設の運営の定期的な監査を行い、
健全な運営を促進しました。ま
た、計画に基づいて、施設整備を
行い、必要量（需要量）に応じた
供給量を確保しました。 
○ケアホームかとうでは、長期・短
期入所、通所リハビリのサービス
提供計画を具体的に提示し、多職
種が連携しながら在宅復帰につ
ながるよう支援した結果、１日平
均利用者数と利用率も前年度と
比較して増加しました。また、関
係機関などとの綿密な調整等に
よる利用者のアウトリーチやニ
ーズへの対応にも取り組み、利用
者増につながりました。 

○適正なケアプランの作成や困難
事例の解消に向け、継続的にケア
マネージャーの研修や支援を行
い、ケアマネジメントの適正化を
推進する必要があります。 

○高齢者が抱える様々な問題に対
応するため、医療をはじめとする
各関係機関、地域住民との連携や
あらゆる手段で地域包括ケアを
進める必要があります。 

○第 7期の介護保険事業計画策定
時に、2025 年（平成 37 年）問
題を見据えた施設等の整備計画
を見直し、必要量（需要量）に応
じた供給量を確保するとともに、
保険料の急激な上昇を招かない
ように整備を行う必要がありま
す。 
○介護度の高い利用者の在宅復帰
への支援を担う在宅強化型老人
保健施設に該当させるとともに、
高い利用率を目指す必要があり
ます。さらに、支援相談員をはじ
め多職種が連携しながら、その利
用者を積極的に受け入れていく
必要があります。 
○平成 29年 4月から地方公営企業
法全部適用の事業所として運営
を開始するに当たって、加東市民
病院や訪問看護事業、居宅介護支
援事業所などと連携し、社会ニー
ズに合った施設サービスを推進
する必要があります。 

○ 

○ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

96.4
100.0 A

介護サービスが必要な高齢者に、必要なサービスが提供できるよう

になっていると考えられる。
介護給付費割合（％）

高齢介護

課

110.0 100.5 97.4

115.2%

－ 99.5% 102.7% 103.8% 103.7%

96.3

16.5
19.0 A

介護サービスが必要な高齢者に、必要なサービスが提供できるよう

に認定されていると考えられる。－ 102.2% 110.5% 111.8%
要介護認定率（％）

高齢介護

課

19.0 18.6 17.2 17.0

84.0 93.3 91.4 95.0 96.5
96.0 A

在宅復帰に取り組んだ結果として、ベッド回転率上昇で空床が増え

ることとなったが、その空床を短期入所に有効活用することで利用

者の増加につながった。－ 97.2% 95.2% 99.0% 100.5%

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

高齢者福祉サービスの取組に対する満足

度（％）

高齢介護

課

76.8 －

結果の分析

－ 73.7

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
80.0 B

高齢者のニーズが多様化してるため、現状のサービスだけで補え

ない高齢者もあると思われる。－ 92.1%－ － － －

ケアホームかとうの利用率（％）

ケアホーム

かとう管理

課
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■施策４．障害者・要援護者福祉の充実 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【障害者福祉の充実】
○障害者生活支援センターを設置
し相談支援体制を充実するとと
もに、発達障害者（児）療育等支
援事業を委託するなど、療育事業
を充実しました。 

②【要援護者に対する支援】 
○生活相談者の生活保護申請意思
に対して適切に対応しました。 
○ひとり親家庭に対して専門的な
相談機関を活用し、就労につなが
るよう支援しました。 

①【障害者福祉の充実】
○障害者に創作・生産活動等の機会
を提供する地域活動支援センタ
ーの運営を補助し、障害者の社会
交流の場を確保しました。また、
手話言語条例の制定や手話講座
開催等により聴覚障害者の社会
参加促進と市民の意識向上が図
れました。 
○各種福祉サービスについて手帳
交付時に説明するとともに、相談
支援事業所や関係機関と連携し
て必要とする方が適切なサービ
スが利用できるよう支援と給付
を行い、障害者の日常生活の質の
向上を図りました。 
○県との共同事業である重度障害
者医療費助成制度に基づき、医療
費の助成をすることにより、安心
して生活できる環境づくりを進
めました。 
○加東市における障害者就労施設
等からの物品等の調達方針を制
定し、設定した目標額を達成しま
した。また、障害者生活支援セン
ターと連携し、個々の障害者の適
性に応じて就労支援を行いまし
た。 

②【要援護者に対する支援】 
○生活困窮者等の総合相談窓口を
設置し、関係部署・機関等との連
携を行いました。このことによ
り、生活保護の手前でのセーフテ
ィネットの効果が働き、全国的に
生活保護受給者が増加する中、微

○手話講座等を開催し、市民への更
なる啓発を図るとともに、手話通
訳者・要約筆記者の数が不足して
いることから、養成講座を圏域で
開催し、養成・確保を図る必要が
あります。 

○入所施設や就労移行支援等、市内
に事業所がないサービスについ
て、北播磨圏域内の施設等と連携
して利用者のニーズに応えると
ともに、新規参入を働きかけ、サ
ービス提供体制の強化を図る必
要があります。 
○継続して重度障害者医療費助成
制度の運営を行う必要がありま
す。 

○物品等の優先調達に取り組み、更
なる支援につなげていくととも
に、特別支援学校や生活支援セン
ターと連携し、障害者雇用につい
ての啓発と企業への働きかけを
強化する必要があります。 

○相談者からの内容は多種多様で
あるため、困窮家庭の子どもへの
支援や就労経験が乏しく就職活
動を始めることが困難な者への
支援などの個々の事業化に取り
組む必要があります。 

◎ 

○ 

○ 

◎ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

就労相談は随時実施しているが個々の障害者の障害特性により業

務・就労先が限定される・体調等により継続が困難等の問題があ

り、就労アセスメントの強化が課題。－ 125.0% 25.0% 75.0% 75.0%

1 3 3
4 C

5

4,612

4,000 A
障害者総合支援法の施行により計画相談対象者の利用件数が増

加。また就労や障害福祉ｻｰﾋﾞｽについての相談が増加している。－ 81.5% 101.6% 118.1%
障害者の相談件数（件）

社会福祉

課

3,815 3,261 4,065 4,725

115.3%

80.0 B
年齢別では各年代とも6割以上が接し方について意識しているが全

体的には減少している。－ － － 95.4% － －

92.1% － －

障害者に対しても分け隔てなく接する市民

の割合（％）

社会福祉

課

76.1 － － 76.3 － －

結果の分析

障害者に対する取組の満足度（％）
社会福祉

課

75.3 － － 73.7

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
80.0 B

満足度が0.9ﾎﾟｲﾝﾄ減少し不満度が0.5ﾎﾟｲﾝﾄ上昇している。年齢別

では60歳までの満足度が減少、高齢者では増加傾向で、60歳まで

の障害者に対する取組強化が必要。－ － －

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

障害者の一般就労に結びついた人数（人）
社会福祉

課

4
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減となりました。
○経済的に就学困難な小学校児童
や中学校生徒の保護者へ学用
品・給食費等の就学援助を行いま
した。 
○母子・父子自立支援員を配置し、
相談支援体制を充実するととも
に、平成 28 年度から、高等学校
卒業程度認定試験合格支援事業
を開始しました。 

○継続して就学援助を行う必要が
あります。 

○母子・父子世帯の増加に伴い、更
なる相談体制の充実やひとり親
家庭から要望の多い兵庫県の福
祉医療制度（母子家庭等医療費助
成制度）の拡充について検討する
必要があります。 

◎ 

後期基本計画における指標の達成率等 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

住宅喪失者の就労（％）
社会福祉

課

-
100.0 C

平成２６年度以降の対象者がないことから、近年は派遣切社員の

減少が考えられる。－ 25.0% 60.0% - -

77.8 25.0 60.0 -

近年は保護受給者数が微減状況であるため、取組件数も減少して

いる。－ 86.2% 78.6% 81.7% 74.0%

707 735 666
900 C

776

5
5 A

就労自立件数は少ないが、扶養義務者への継続的な援助依頼に

より自立につながった。－ 160.0% 80.0% 60.0%
生活保護からの自立世帯数（件）

社会福祉

課

1 8 4 3

100.0%

20 B 受給者数は増加傾向にあるが、それに伴い自立数も増加している。
－ 75.0% 65.0% 65.0% 60.0% 85.0%

97.4% － －

児童扶養手当受給者の自立数（件）
子育て支

援課

10 15 13 13 12 17

結果の分析

社会保障の取組に対する満足度（％）
社会福祉

課

63.9 － － 68.2

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
70.0 B

生活保護受給者に対し最低限度及び自立助長のための生活保障

を行った。（生活保護制度のみ）－ － －

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

生活保護の適正運用（漏救・濫救防止）の

取組数（件）

社会福祉

課

772
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■施策５．医療の充実 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【地域医療サービスの充実】 ①【地域医療サービスの充実】
○市内で不足する医療の確保面に
ついて、常勤の産婦人科医（平成
27 年 10 月に着任）が確保できま
した。また、医療機関の連携体制
により、近隣公立病院間の相互診
療応援（診療、救急受入れ応援）
を継続するとともに、医師会との
連携強化により紹介患者が徐々
に増加しました。 
○加東市民病院は、市内の医療機関
と連携し、地域の中核病院として
の役割を果たしました。また、北
播磨総合医療センターの開設な
ど圏域での医療環境の変化があ
る中で、加東市民病院の役割と位
置付けを「一般急性期患者、高度
急性期を終えた患者のケア及び
在宅復帰・在宅医療へ向けた支
援」、「高齢となった市民を最期ま
で支援」にあると明確にし、地域
包括ケア病棟の開設など、その取
組を始めました。 

○加東市民病院「もの忘れ外来」、
「神経内科外来」を中心に、増加
する認知症疾患の相談・診療に取
り組みました。また、市高齢介護
課を中心とした福祉等関係機関
による保健・医療・介護分野との
連携強化のための検討会議を立
ち上げ、高齢化社会への対応準備
を進めました。 

○今後需要が増加することが推測
される内科等必要な診療科の医
師確保に取り組む必要がありま
す。あわせて、近隣公立病院や医
師会との連携により、いつでも安
心してかかれる医療体制を構築
する必要があります。 

○予防・一般急性期医療を維持・提
供しながら、高度急性期医療につ
いては近隣の公立病院及び専門
の医療機関との機能分担により
連携し、これらの病院で急性期を
終えた患者のケアや、介護サービ
ス部門・開業医などとの連携によ
り、在宅復帰や在宅療養に向けた
支援を強化する必要があります。
また、高齢者の増加に伴う複合・
慢性疾患のトータルなヘルスケ
アの需要に対応し、高齢となった
市民を最期まで支援する医療を
実施していくため、あらゆる方策
を活用し、常勤医師を確保するよ
う取り組んでいく必要がありま
す。 
○関係する医療機関との連携を強
化するとともに、保健・医療・介
護分野の連携を強化し、高齢者の
介護予防・医療・介護の充実を図
る必要があります。 

○ 

◎ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 
指　　　標 所管課

基準値

（H23）

実績値

（H24）

加東市民病院の逆紹介率（％） 医事課
25.1

分析の結果

医療体制の満足度（％） 医事課
57.6 － － 57.1

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
65.0 B

超高齢社会にそなえ、近隣病院等との連携及び機能分化により、
市民を支援する医療体制の構築が必要である。－ － － 87.8% － －

かかりつけ医を持つ家庭の割合（％） 医事課
69.3 － － 72.9 － －

80.0 B
かかりつけ医の必要度が増す中、地域医療の後方支援を担う中核

病院としての体制作りが必要である。－ － － 91.1% － －

31.4
34.0 B

地域医療連携室の定着による、紹介率の伸びが継続する取り組み

が必要である。－ 81.5% 107.1% 91.5%
加東市民病院の紹介率（％） 医事課

28.5 27.7 36.4 31.1

92.4%

1,151 1,098

地域医療連携室の定着による、逆紹介率の伸びが継続する取り組

みが必要である。－ 77.1% 105.6% 85.0% 87.6%

35.9 28.9 29.8
34.0 B

26.2

加東市民病院の人間ドック利用者数（人） 医事課
1,159

1,600 C
実績値アップのため、人間ドック受診可能枠数の増加対策を検討

する必要がある。－ 79.8% 71.9% 68.6% 72.4%

1,372 1,276
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②【社会保険制度の確立】

○国民健康保険加入者の生活習慣
病やメタボリックシンドローム
の減少に向けて、特定健康診査の
結果、特定保健指導が必要となっ
た方を対象に保健師や管理栄養
士が、訪問指導を行いました。 
○国民健康保険加入者については、
特定健康診査負担額の減額や、ま
ちぐるみ健診でのがん検診（胃、
肺、大腸）を無料化し、受診しや
すい環境を整えました。また、レ
セプト点検などにより医療費の
適正化を推進するとともに、国民
健康保険税収納率の向上に取り
組みました。 

②【医療保険・社会保障制度の確立
と充実】 
○国民健康保険制度について、文書
や窓口で周知することで、資格の
適正化を図り、滞納者との積極的
な折衝により国民健康保険税の
収納率は、目標値を上回りまし
た。また、健診受診率は目標値に
及びませんでしたが、ジェネリッ
ク医薬品の使用については、差額
通知等で普及を促進したため向
上し、医療費適正化を図ることが
できました。 
○通知文書や窓口での説明を理解
しやすいものに改善し、制度の周
知を図りました。 

○国民年金制度の周知や日本年金
機構との連携のもと、年金相談を
実施し、来庁者に、国民年金制度
について情報提供を行いました。

○国民健康保険税の更なる収納率
の向上を図るとともに、医療費抑
制のため、健診後の指導やジェネ
リック医薬品の普及のための啓
発を積極的に行い、医療費の適正
化を図る必要があります。 

○75 歳年齢到達時を中心に、被保
険者の後期高齢者医療制度への
理解をさらに深めるとともに、保
険料の納付についても理解を求
め、収納率向上へつなげる必要が
あります。 
○未加入者や未納者の解消に向け
て市民への国民年金制度の理解
をさらに深めてもらえるよう、情
報を発信していく必要がありま
す。 

○ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

99.7% 100.0% 100.7%

91.5% 93.5%

43.6 43.5 44.2 42.5 55.4

結果の分析

国民健康保険の特定健診受診率（％）
保険・医療

課

32.3 32.7 34.7 36.6

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

37.4
40.0 B

特定健診の受診率は、健康課と連携し5.1％増加しているが、目標

率には2.6％及ばなかった。－ 81.8% 86.8%

国民健康保険の特定保健指導実施率

（％）

保険・医療

課

特定保健指導の実施率は、健康課との連携等により目標値を5.4％

上回った。
A

国民健康保険税収納率（％）
保険・医療

課

72.5 72.5 73.8 74.0 74.5
A
国民健康保険税の収納率については、税務課との連携を強化し、

目標値を0.5％上回った。

－ 87.0%

－ 98.0%

88.4% 85.0% 110.8%

74.0

50.0

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）
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■施策６．地域保健・地域福祉の推進 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【保健・医療・福祉連携のネット
ワークづくり】 
○市民一人ひとりのライフステー
ジに応じた保健・医療・福祉の連
携に取り組みました。 

②【地域保健福祉サービスの充実】 
○ボランティアの啓発や社会福祉
協議会主催のかとう福祉学校の
開催、震災ボランティアなどの人
材が増加しています。また、ボラ
ンティア活動に対する認識も高
まっています。 

①【保健・医療・福祉連携のネット
ワークづくり】 
○小野市・加東市医師会と市の関係
課等が協議を行う地域医療連絡
会や、小野加東歯科医師会との歯
科保健連絡会において、保健・医
療・福祉の連携を図り、保健事業
を推進しました。 

○入退院に係る切れ目のない支援
をするため、地域包括支援センタ
ーのサブセンターを加東市民病
院に配置し、連携して相談を行い
ました。 
○地域包括支援センターとの連携
による「地域支援フロア」、急性
期後の患者の在宅復帰・在宅療養
の支援などに対応する「地域包括
ケア病棟」など、関係部署の連携
により、医療と介護(福祉)相談等
のサービスのワンストップ化に
取り組みました。 

②【地域福祉活動の促進】 
○地域福祉計画の内容を、民生児童
委員会やボランティア等に説明
を行い、それぞれの立場での取組
内容と連携について確認し、支え
合い活動に取り組みました。 
○継続したボランティア活動への
PRに努めたことにより、登録者
数は活動者の高齢化により減少
したものの、新たなボランティア
が加わり、ボランティア団体数が
増加しました。 

○ライフステージに応じた生活習
慣病の予防や重症化を防ぐため、
医療機関、関係機関等とのネット
ワークをさらに強化し、かかりつ
け医をもつことの重要性につい
ての普及・啓発を行う必要があり
ます。 
○入院患者だけでなく、外来通院者
などに対しても、広く介護の相談
に対応していくために、市民病院
との連携を密にする必要があり
ます。 
○保健・医療・福祉サービスのワン
ストップ化に向け、地域包括支援
センターや各関係機関との連携
をさらに強化する必要がありま
す。 

○民生児童委員、学校等のそれぞれ
の立場での地域福祉活動への意
識向上へ向けた取組を進める必
要があります。 

○登録者が高齢化している状況の
ため、今後も学生を含めた若年層
への働きかけを行う必要があり
ます。また、有償ボランティアを
含めて支援について検討する必
要があります。 

○ 

◎ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

医療・介護に関する相談率（65歳以上の

入院患者の相談率）（％）

高齢介護

課

指　　　標

－

評価

13.8
26.0 D 医療と介護の連携を取り、相談をもっと受ける必要がある。

－

所管課
基準値

（H23）

－ 80.0% 53.1%

－ － － 20.8

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）

実績値

（H24）
結果の分析
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【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

障害者へのボランティア活動の場が増加している。
－ 33.3% 100.0% 100.0% 133.3%

3 3 4
3 A

1 1

1,075
1,200 B

登録者の高齢化による人数減が考えられるが、新たなボランティア

グループが加わり人数は維持している。－ 86.3% 92.7% 88.0%
福祉ボランティア登録数（人）

社会福祉

課

1,052 1,035 1,112 1,056

89.6%

10 A
目標を達成しているが、活動指標から成果指標への見直しを検討

する必要がある。－ 210.0% 330.0% 370.0% 310.0%

78.8% － －

地域への出張啓発活動数（回）
社会福祉

課

3 21 33 37 31

結果の分析

地域福祉活動に参加した市民の割合（％）
社会福祉

課

40.4 － － 39.4

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
50.0 C

30代以上になると各年代とも4割以上であり、50代の参加率が最も

高い。－ － －

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

ボランティア活動の場の提供数（回）
社会福祉

課
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４『活力』魅力ある資源を活かした 誇りのもてるまち  
■施策１．農業の高度化 

※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【農業の活性化】
○集落営農組織や認定農業者が増
加し、担い手として活動していま
す。 
○たい肥の散布事業などにより有
機農業を推進しています。 
○地域で生産された農産物等が地
域の直売所で販売されるなど、地
産地消に対する市民の意識が高
まっています。 

②【農業基盤の整備】 
○農業用水の安定的な確保と防災
上の観点から、老朽ため池や水路
を計画的に改修しました。 
○農地や農業用水路などの資源を
保全するため、農地・水・環境保
全向上対策に取り組む集落を支
援しました。 

③【農業生産環境の保全】 
○有害鳥獣について、捕獲檻の設置
及び捕獲活動を実施しました。 
○獣害防止の方法を周知するとと
もに、被害にあった地域で獣害防
止を指導しました。 

①【農業の活性化】
○新規就農者を含む認定農業者数
は平成 25 年度から平成27年度
の間に 2名増え、集落営農組織数
は平成28年度に1団体が法人化
を達成し、担い手の確保に一定の
成果がありました。 
○農地中間管理事業を活用し、農地
の集約・集積は目標を上回る成果
となりました。 
○特産山田錦の振興やブランド力
向上の取組は「乾杯まつり」の実
施、乾杯グラスの配布、山田錦
PRのぼりの作成などで促進でき
ました。 

○国等による経営所得安定対策制
度により農業者に交付金を支給
し、農業経営の安定と営農活動の
支援を実施しました。また、平成
28 年度から急傾斜地の多い地域
の農地の保全及び遊休農地の発
生を防止する中山間地域等直接
支払制度を運用しました。 
○県営、団体営工事により14 のた
め池の改修を実施し、農業用水の
安定確保と防災対策に貢献しま
した。また、市内 80 農会のうち、
77 農会が多面的機能支払交付金
事業に取り組んでおり、農地・農
業用施設の保全管理などの地域
活動が定着しました。 
○市内の進入防止柵の整備を進め
るとともに、猟友会による有害獣
鳥の捕獲活動に係る委託経費の
見直しを行い、捕獲活動の推進を
図りました。 

○平成 30 年度からの状況が不透明
ではありますが、耕作放棄地の増
加等が懸念されるため、農地の集
約・集積をさらに促進する必要が
あります。また、中心経営体とな
る担い手の育成と農業機械購入
等の支援も継続して実施する必
要があります。 

○今後も「乾杯まつり」を継続実施
し、北播磨地域だけでなく県内外
に広く加東市産山田錦の希少性･
優秀性を PRしながら、地域の特
産農作物の育成、地産地消の更な
る取組を積極的に推進する必要
があります。 
○平成 30 年度から生産調整及び米
の直接支払交付金が廃止される
ことから、安定的な農業経営を図
り遊休農地を解消するため、担い
手の育成と連動し、中山間地域等
直接支払制度を運用しつつ、営農
活動の支援を行う必要がありま
す。 
○改修計画を推進しながら、地域活
動の定着化を図る必要がありま
す。 

○猟友会の会員数の減少や高齢化
のため、作業負担を軽減するため
の仕組みづくりとともに、捕獲し
た獣の処分委託などの行政から
の支援のほか、地域との協力体制
を整備する必要があります。 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

有害鳥獣被害額（千円） 農林課
4,516

4,000 B 前年度に比べ被害額は減少しているが、依然として被害額が高い。
75.3% 79.0% 88.6%

4,467 4,815 5,309 5,063

指　　　標 所管課

－ 83.1%

基準値

（H23）

実績値

（H24）

－ 39.6%

土地改良施設の改善状況（件）
地域整備

課

61.8 －

－ 92.9%

後継者不在等で、管理できない農地が増加しており、今後も担い手

確保などの対応が求められる。

JA直売所や道の駅での地元住民の購入が伸びていない。地産地

消推進の呼びかけに工夫が必要である。

1,163
1,000 A

農地の利用権設定や農地中間管理事業の活用で、農地の集約・

集積が促進できた。116.3%

126 131

70.0 B

地産地消の状況（％） 農林課
44 － － 38.3 － －

50.0 C

－ － － 90.3% － －

－ － － 76.6% － －

農地保全などの取組の市民満足度（％） 農林課

68.5% 90.5%
新規の農地集約件数（件） 農林課

141 396 685 905

結果の分析

計画的に施設改善は進捗しており、多面的支払交付金事業では、6

地区（Ｈ27）が新たに取り組んだため。
A

－ 63.2

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －

95.0% 97.9% 107.1%

134 138 151
141
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■施策２．森林の保全・活用 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【森林の保全と活用】
○環境や防災の観点から里山を、市
民の「緑」に関する取組や子ども
たちの自然体験学習の場として
活用しました。（鴨川ひびきの森、
やしろの森公園） 
○北はりま森林組合に加入し、里山
保全や緊急時の災害に対応でき
る体制づくりに取り組みました。 

①【森林の保全と活用】
○小学生の取組や、企業の森等によ
るボランティア活動も停滞しつ
つあり、さらに安定した里山の保
全活動の推進を図る必要があり
ます。 
○企業の森等による民間の活動や
緑の少年団の活動は個々の団体
等で継続して行っていることか
ら、市では、違法森林伐採などの
監視等森林の保全管理、また、山
林を活用したカントリーアクテ
ィビティ事業に取り組む必要が
あります。 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

農林課

農林課
6.2 6.2 6.2 6.2

企業等の取組が減少したため。
－ 120.0% 100.0% 110.0% 80.0%

10 11 8
10 B

6.2

8 12

7.0 B 企業のボランティア活動が伸び悩んでいることによる。
88.6%－ 88.6% 88.6% 88.6%

680

（300）

所管課
実績値

（H24）

219

B
各小学校のカリキュラムに違いがあり、参加できる対象児童の増加

に向けた工夫が必要である。－ 42.2% 87.4% 99.4% 90.0%
農林課

290 287 594 676 612

26.5%
農林課 B 各小学校で積極的に取り組まれ、増加傾向にある。

－

基準値

（H23）

230

105.7% 94.8% 95.2%

結果の分析
実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

(55)

51 61 243 218

実績値

（H25）

実績値

（H26）
指　　　標

里山活動件数（件）

里山面積（ha）

緑に関する活動参加者数（人）

緑に関する活動回数（回）
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■施策３．地域産業の活性化 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【地場産業などの高度化】
○異業種間交流や、産学公人材イノ
ベーション推進協議会などを通
じた様々な連携を進めています。 

①【地域産業の活性化】
○国道 175・372 号交差部周辺活性
化基本計画及びかとう未来総合
戦略に基づく、中心市街地の活性
化や賑わいの拠点づくりに取り
組むことで、地域産業の活性化に
つながる活動を行いました。 
○地域経済活性化基本計画及び実
施計画に基づく施策を展開する
とともに、地域経済の状況調査や
事業者の経営分析を行うことで
自社の強みを生かした事業計画
の立案を商工会と協働で推進し
ました。 

○中心市街地の活性化やまちの拠
点づくりは長期な視点に立って
取り組むことによって実現でき
るものであることから、継続的に
取り組む必要があります。 

○商工会や県立大学等との連携を
強化し、伝統産業の技術・技能の
伝承や後継者の育成支援を行い
つつ、自社の強みを生かした事業
計画に販路開拓や販売促進の手
段までを加えたビジネスプラン
の作成を推進する必要がありま
す。 

◎ 

後期基本計画における指標の達成率等 

50 B
経営革新セミナーの開催等により、革新計画承認企業の増加を

図った。－ 38.0% 62.0% 86.0% 90.0%

92.6% － －

企業経営革新計画承認申請件数（件）
商工観光

課

－ 19 31 43 45

結果の分析

地域産業活性化の取組に対する満足度

（％）

商工観光

課

65.8 － － 64.8

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
70.0 B

地域経済活性化基本計画に基づき企業間交流の支援や商工会と

共同で伝統技術の伝承に取り組んだ。－ － －

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。
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■施策４．新産業の創出 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【新産業・起業の促進】
○厳しい経済状況の中で、ひょうご
東条ニュータウンインターパー
クを中心に、新たな企業進出が得
られました。 
○滝野工業団地が完売しました。 

①【新産業・起業の促進】
○かとう未来総合戦略に基づき、新
たな工業団地用地の確保に向け、
企業の立地動向や需要調査、用地
の適正について調査を行い、候補
地を特定しました。 
○平成 27 年度に優遇制度を見直
し・拡充したことにより、企業立
地が促進され、ひょうご東条ニュ
ータウンインターパークの事業
用地が完売しました。 
○平成 27 年度に産業競争力強化法
に基づく創業支援計画の認定を
受け、商工会と連携した創業支援
事業を実施するとともに、創業者
支援制度を創設しました。 

○新たな工業団地用地の創出には、
長期間要するため、継続的に取り
組むとともに、雇用拡大の視野に
立ち、雇用助成制度等の拡充に向
けた取組を検討する必要があり
ます。 

○商工会はもとより、地元金融機関
とも連携し、創業前の支援の充実
を図るとともに、創業後のフォロ
ーアップについても強化を図り、
安心して起業できる仕組みづく
りを進める必要があります。 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

0.0%
情報発信・交流する事業所数（社）

商工観光

課

15 0
100 D

情報発信・交流サイトの利用促進を図ったが、活用につながらない

ため、廃止した。－ 7.0% 14.0% 15.0% 15.0%

－ 7 14 15

商工会と連携し、相談窓口でのきめ細やかな支援と創業塾等の充

実を図る必要がある。－ 80.0% 60.0% 60.0% 86.7%

9 9 13
15 B

B 雇用の創出と就労支援に取り組む必要がある。
－ 100.2% 84.4% 87.4%

市内従業者数（人）
商工観光

課

7,465(-) 7,613 6,412 6,645

91.4%

－ 112.4% 109.7% 95.8% 119.8%

6,949
7,600

49 50

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

53 56
55 A 優遇制度の拡充等により、企業立地が促進された。

－ 85.5% 89.1% 90.9% 96.4% 101.8%

商工観光

課

45 47

指　　　標 所管課

起業者件数（件）
商工観光

課

11

基準値

（H23）

実績値

（H24）
結果の分析

立地（進出）企業数（社）

12

製造品出荷額等（億円）
商工観光

課

3,232(-) 3,710 3,621 3,163 3,952
3,300 A 企業立地の推進等により、出荷額増加に取り組んだ。
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■施策５．観光産業の活性化 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【観光産業の促進】
○観光ボランティアを組織し、観光
協会活動を活発化しました。 
○観光ネットワーク事業や播磨の
国宝巡りなどを実施しました。 

①【観光の振興】
○観光客の増加はみられるものの、
日帰り客が大半を占めているた
め、平成26 年度から独立した(一
社）加東市観光協会と連携し、観
光資源の活用、情報発信を行いま
した。 
○観光資源の発掘を目的に、加東市
最高峰の愛称を市民等から募集
し「加東神山」と命名し、その周
知を行いました。市のマスコット
キャラクターをホストに、キャラ
クターフェスティバルを開催す
るなど、市の PRを行いました。
○ツーリズム協会や北播磨広域観
光協議会等と連携し、観光資源の
PRを実施しました。 

○（一社）加東市観光協会が自ら観
光事業に取り組める体制づくり
を支援するとともに、関係機関と
連携し、観光資源の活用や情報発
信を積極的に行う必要がありま
す。 
○「加東神山」について、登山道が
整備されておらず、具体的な活用
方法を検討していく必要があり
ます。また、加東伝の助による
PR、特に市外への知名度向上に努
め、市の認知度につなげていく必
要があります。 
○総合戦略や地域公共交通網形成
計画に基づく観光ルート、北播磨
広域定住自立圏連携事業による
広域観光ルートや（一社）加東市
観光協会と連携した周遊コース
を開発・開拓するなど、新たなネ
ットワークを形成する必要があ
ります。 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

目標は達成しているが、今後は定住自立圏関連自治体と連携を行

い、観光ルートの開発を進める。－ 83.3% 108.3% 108.3% 125.0%

13 13 15
12 A

3,479
3,200 A

道の駅やゴルフ場、イベント等での増加がみられるが、他の観光地

点への周遊を高める取組が必要である。－ 101.4% 98.7% 107.2%
観光客入込数（千人）

商工観光

課

3,168 3,244 3,157 3,431

108.7%

観光協会や観光ボランティアの会と協力して情報発信に努めるとと

もに、広域的なツアーの実施など積極的な観光資源活用に取り組

む必要がある。－ － － 39.3% － －

案内したい観光地がある市民の割合（％）
商工観光

課

49.0 － － 42.3 － －
55.0 C

H23年度から実績値が減少しており、新たな観光資源の開発や、既

存の観光地の魅力を高める取組を進める必要がある。
－ － － 76.9% － －

5.9

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －

15.0 D
商工観光

課

9.7 －

指　　　標 所管課

観光ネットワーク連携数（コース）
商工観光

課

9 10

－

観光振興の取組に対する満足度（％）

基準値

（H23）

実績値

（H24）
結果の分析
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■施策６．雇用対策の充実 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【就労環境の充実】
○就労支援室により就労相談など
を実施するとともに、積極的に企
業を訪問し就労機会や求人情報
を把握しました。 
○女性や高齢者など多様な勤労者
の雇用・就労機会の拡大に向け
て、ハローワーク西脇、北播磨県
民局、商工会、企業会、福祉担当
部署とのネットワークを強化し
ています。 

①【就労環境の充実】
○就労支援室における相談件数は
年々増加し、平成 27 年度より増
加しました。男性は 60 歳以上、
女性は 40 歳代の相談が多い傾向
にあり、男性及び女性ともに同じ
割合で相談件数が増加しました。 

○女性の就労促進について、就労相
談等ができる拠点を整備し、家庭
と仕事の両立が図られるよう、関
係機関と連携しながら支援する
必要があります。 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

1,089 1,250
B
効率的な求人活動が行えるように、企業訪問を継続し、情報提供・

収集に努める。－ 77.4% 86.5% 89.7%
企業訪問数（件）

商工観光

課

598 967 1,081 1,121

87.1% （600）

5,000 A 認知向上により求人票の持ち帰り数は増加傾向にある。
－ 78.2% 79.1% 80.1% 101.9%

92.0% － －

求人情報提供数（枚）
商工観光

課

4,782 3,909 3,955 4,007 5,093

結果の分析

雇用の確保の取組に対する満足度（％）
商工観光

課

55.1 － － 55.2

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
60.0 B

きめ細やかな相談体制を継続することで、ハローワークとの差別化

を図り、就労に結び付ける。－ － －

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）
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５『快適』暮らしと憩いが響きあう 心地よいまち  
■施策１．まち並みづくり 

※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【土地利用・まち並み整備の総合
的推進】 
○地域の実情や役割にあった秩序
ある土地利用を推進しています。
○花や緑に親しみ、育てることを通
じて地域住民が交流する場とし
て、緑化イベントを開催しまし
た。 

※施策２「良好な住環境づくり」 
②【地域特性を生かした都市の拠点
づくり】 
○地域にあった花苗の植栽や沿道
緑化活動により、四季折々の景色
が楽しめる良好なまち並み形成
に努めました。

①【土地利用・まち並み整備の総合
的推進】 
○市街化調整区域の活力維持のた
め、特別指定区域制度（新規居住
者の住宅区域）の推進に取り組ん
だほか、東播都市計画区域マスタ
ープランにおいて、社地域の商業
活性化に向けた市街地の検討を
整備目標に盛り込み、実現に向け
た取組を行いました。 
○都市再生整備計画による歩道整
備等により地域特性に応じた良
好な景観を形成するとともに誰
もが活動しやすい環境整備がで
きました。 
○県の景観形成等に関する条例に
基づき指定されたヤシロメモリ
アルガーデン周辺地区において、
ガイドラインの活用などにより
高い基準の景観形成誘導を行い
ました。 
○土地利用を促す市街地を形成す
るため、用途区域の実態調査及び
検討結果を踏まえ、必要な箇所に
ついては用途区域の変更を進め
ました。 
○市民主体による地区計画及び建
築協定の策定並びに特別指定区
域の指定が行われ、まちづくりへ
の市民の理解が深まりました。 
○公園施設長寿命化計画に基づい
た修繕・更新を実施し、利用者の
安全を確保しました。また、アド
プト事業を導入しました。 
○県民まちなみ緑化事業に基づく、
地域活動の支援を行いました。ま
た、花いっぱい運動・アドプト事
業などによる花苗の配布や植栽
を行い、緑化ボランティア活動に
対する関心を高めました。 

○都市計画マスタープランに則し
た土地利用となっているかの検
証をしつつ、時代に即した手法に
よる土地利用の実現に取り組ん
でいく必要があります。 

○都市景観の維持、形成は長年の取
組によって実現されるため、継続
して取り組む必要があります。 

○用途区域を基本とした土地利用
の推進については、概ね完成型に
到達していると判断されます。 

○都市計画によるまちづくりには、
市民との協働が欠かせないため、
今後も積極的に推進する必要が
あります。 
○修繕・更新を継続して実施すると
ともに、アドプト事業の参加団体
増へ向けてさらに推進する必要
があります。 
○都市計画における「緑の保全・創
造」は県主体の施策であり、市単
独で取り組む施策がありません。 
○事業は継続しますが、実施団体の
活動支援としてとらえ、市の取組
事業としては継続しません。 

○ 

○ 

× 

○ 

○ 

× 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 
指　　　標 所管課

基準値

（H23）

実績値

（H24）
結果の分析

まち並み整備のルールづくりなどに参加し

た市民の割合（％）
まち未来課

9.2 － － 10.0

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
20.0 D

市民参加のできる機会が少ないため、機会の創出に向けた取組が

必要である。－ － － 50.0% － －

特別指定区域の取組（設定）数（区域） まち未来課
40 40 40 40 40

40 A
特別指定区域（地縁者）の設定は、目標を達成したので、新たな区

域（新規居住者）設定への取組が必要である。－ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

85
88 B 目標を達成しており、活動が定着しつつある。

－ 93.2% 97.7% 96.6%
緑化活動実施団体数（団体） 農林課

82 82 86 85

96.6%
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■施策２．良好な住環境づくり 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【暮らしを基本とする住宅地の形
成】 
○市営住宅高岡団地（4棟 16戸）
を整備しました。 
○区画整理事業を推進するととも
に、市街化調整区域においては特
別指定区域（地縁者住宅）を指定
しました。 

①【暮らしを基本とする住宅地の形
成】 
○事業着手している区画整理事業
については、計画に遅れはあった
ものの面的な整備が完了し、新た
な宅地が造成されました。また、
既存の住宅地における定住性の
高い良好な住環境の維持につい
ても取り組みました。 

○耐震診断の希望者が、平成 25 年
度には 1件まで落ち込んでいた
が、広報紙やCATVの啓発活動に
より、平成 26年度に 6件、平成
27 年度に 8件増加しました。 
○良好な住宅づくりのため、県補助
事業等について説明を行いまし
た。また、長寿命化計画に基づき
市営住宅の改修を行いました。 
○高齢者、障害者の自立生活支援の
ため住環境整備の経費の一部を
助成しました。(人生 80 年いきい
き住宅助成事業利用件数 特別
型 12 件・一般型 1件） 

○天神東掎鹿谷土地区画整理事業
における保留地の完売による事
業資金確保と換地処分の完了に
よる事業完結を目指す必要があ
ります。 
○新たな住宅地の形成だけでなく、
既存住宅地の空き地、空き家の活
用により、定住性の高い良好な住
環境を維持していく必要があり
ます。 
○耐震診断の啓発に継続して取り
組むとともに、改修工事までの流
れなどについて理解を深めても
らえるように説明を行う必要が
あります。 
○長寿命化計画の中間年度にあた
るため各市営住宅の現状確認、改
修内容の見直しを行う必要があ
ります。 
○制度啓発により、高齢者、障害者
の自立生活支援をさらに推進す
る必要があります。 

○ 

○ 

○ 

後期基本計画における指標の達成率等 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）
結果の分析

良好な住環境の取組に対する満足度（％）
地域整備

課

81.3 － － 79.4

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
85.0 B

市街地を含む小学校区では、その他の小学校区より高く、定住人

口の増加を図る必要がある。－ － － 93.4% － －

耐震診断や耐震補強済の住まいの割合

（％）

地域整備

課

23.9 － － 28.9 － －
35.0 B

耐震診断後の改修工事までの流れや補助対象内外について理解

を深めてもらう必要がある。－ － － 82.6% － －

15
16 B

保留地処分の遅延により、事業完了を３年間延伸することとなっ

た。－ 93.8% 93.8% 93.8%
新たな住宅地の形成数（区域）

地域整備

課

15 15 15 15

93.8%
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■施策３．ユニバーサル社会づくり 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【ユニバーサル社会づくりの推
進】 
○社市街地地区をモデルケースと
して、ユニバーサル社会づくり事
業に取り組んでいます。 

①【ユニバーサル社会づくりの推
進】 
○社市街地において、道路の歩車共
存化、公園トイレのバリアフリー
化、案内看板等の設置を実施し、
ユニバーサル社会づくりの推進
を図りました。 
○県の福祉のまちづくり条例に基
づき、事業者との連携と協力のも
とに特定施設及び小規模購買施
設等におけるバリアフリー化を
進めました。 
○東条中学校バリアフリー化工事、
滝野東小学校の廊下を嵩上げし
て段差をなくす工事、滝野南小学
校のユニバーサルトイレの設置
や階段への手すり設置など、活動
しやすい施設に改修しました。 
○市民の参画により地域の事情を
踏まえたユニバーサル社会づく
り事業を推進しました。 

○維持修繕時等にバリアフリー化
やユニバーサルデザインを導入
するなど、誰もが活動しやすいま
ちづくりへ向け継続して取り組
む必要があります。 
○特定施設及び小規模購買施設等
の施設におけるバリアフリー化
は、県主体の施策であって、市単
独で取り組む施策がないため必
要性が低いと判断されます。 
○児童・生徒が活動しやすい学校施
設に向けて適時改修していく必
要があります。 

○福祉（災害）マップを必要に応じ
て見直す必要があります。 

○ 

○ 

後期基本計画における指標の達成率等 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）
結果の分析

まちのバリアフリー化に向けた整備の満

足度（％）

地域整備

課

70.9 － － 70.9

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
80.0 B

３０歳代以上の不満の割合が高くなっており、高齢者等に配慮した

環境整備が必要である。－ － － 88.6% － －
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■施策４．情報通信サービスの充実 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【ＣＡＴＶなどによる行政サービ
スと市民交流の促進】 
○地上デジタル放送に対応すると
ともに、地域に密着した様々な情
報を発信しました。また、防災情
報を適時放送しました。 

①【ＣＡＴＶなどによる行政サービ
スと市民交流の促進】 
○自主放送番組や文字・データ放送
を確保しながら、民間施設を利用
した運営に転換し、設備投資等を
軽減しました。また、目まぐるし
く進化する高度情報化に即応で
きる民間サービスの利点を生か
し、情報提供の安定と進化が図れ
ました。 
○地域や地区の活動を積極的に放
送することにより市民の情報共
有を図りました。また、映像とい
う手法により、市民により分かり
やすい行政情報の積極的な提供
により利便性が向上しました。あ
わせて市民参加型の番組づくり
を進めることができました。 
○県や警察、消防、自衛隊といった
行政機関からの情報も多面的に
扱い、他市町にはないサービス提
供を行いました。 

○自主放送番組等によるコミュニ
ティの更なる醸成に寄与する必
要があります。 
○CATVの自主放送を視聴すること
ができる加入者を今後も確保し、
加入者数を増加させる必要があ
ります。 

○地域に密着した生活情報や防災
情報を引き続き発信し、コミュニ
ティの活性化を図る必要があり
ます。 
○より多くの行事等を放送したい
と考えていますが、全てをカバー
できないという課題があります。 

○eo 光への移行により、伝送路を
所有しなくなり、通信基盤を持た
なくなった KCVにとって、新た
な付加価値を見出す必要があり
ます。また、現在のハイビジョン
化を継続して行い、高品質な放送
を提供することとあわせて、今の
自主放送内での高度化を模索す
る必要があります。 

◎ 

◎ 

○ 

後期基本計画における指標の達成率等 

33.4 18.8 － －

イオ光サービス加入世帯率（％）

※指標変更

秘書広報

課

40.0 D H29.3末にネット事業を終了した。
－ 95.0% 83.5% 47.0% － －

78.9  

90.0 B

KCV加入者の理解と協力によりeo光サービスへの加入（移行）は進

んでいる。新規加入と他社からの移行を促進させ、更なる加入拡大

に努める。－ － － 55.0% 87.7%

－ － － 49.5

eo光への移行のためCATV加入率は低下している。０％にしなけれ

ばならない。－ 92.8% 90.2% 58.3% － －

81.2 52.5 － －
90.0 D

83.5

－ －
80.0 －

－ － － －
ＣＡＴＶ充実の重要性（％）

秘書広報

課

75.1 － － －

－ －

－ － － － － －

自主放送番組満足度（％）

※指標変更

秘書広報

課

－ － － 85.2 － －
80.0 A

目標値以上の満足度であり、今後も市民に喜ばれる番組制作にあ

たる。－ － － 106.5% － －

インターネット加入戸率（％）
秘書広報

課

38.5 38.0

結果の分析

ＣＡＴＶ充実の満足度（％）
秘書広報

課

73.8 － － －

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
80.0 －

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

ＣＡＴＶ加入戸率（％）
秘書広報

課

85.1

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。
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■施策５．道路環境・ネットワークの充実 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【総合的なみちづくりの推進】
○社市街地地区において、歩車共存
化事業に取り組み、歩行帯を整備
しました。 
○県道小野藍本線整備と歩調を合
わせ、市道東条社線の整備や市道
天神横谷線の整備を進めました。 
○交通渋滞の緩和、幹線道路間の連
絡性の強化として、都市計画道路
梶原幹線を整備しました。 

①【総合的なみちづくりの推進】
○懸案であった(都)滝野梶原線や天
神横谷線、赤山河高線等の基幹道
路の整備が進み、ネットワーク化
が進展しました。 
○生活に密着した道路の拡幅や、歩
道の透水性舗装の採用、通学路の
歩行帯の整備を推進し、道路環境
の改善を図りました。 
○橋梁や道路施設の点検により、長
寿命化計画や修繕計画を策定し、
その計画に基づき着実に修繕・補
修を実施し、安全性の向上を図り
ました。 

○市街地や地域の活性化計画と連
動した基幹道路の整備を推進す
る必要があります。 

○優先度を考慮しつつ、生活の利便
性・安全性・快適性に配慮した、
きめ細やかな道路整備を推進す
る必要があります。 
○法定点検による計画の見直しを
適時行い、継続して道路施設の修
繕・補修を着実に実施するととも
に、アドプト事業の活用による市
民協働の維持管理を推進する必
要があります。 

◎ 

◎ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

53.2 52.9
A 基幹道路の道路改良が着実に進んだ。

－ 99.1% 100.0% 100.4%
道路改良率（％） 土木課

46.0 52.4 52.9 53.1

100.6% （48.0）

95
B 未舗装市道の舗装新設が着実に進んだ。

－ 98.4% 98.8% 98.9% 99.1% （92.5）

92.5% － －

道路舗装率（％） 土木課
91.5 93.5 93.9 94.0 94.1

結果の分析

道路の整備に対する満足度（％） 土木課
76.0 － － 74.0

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
80.0 B 道路に対し、より高度な管理を求められていると考えられる。

－ － －

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）
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■施策６．公共交通機関などの整備 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【総合的な交通体系の確立】
○地域公共交通会議を設置し、生活
交通の確保等について協議する
とともに、持続可能な交通システ
ムとして有効な自主運行バスの
運行を、米田地区で開始しまし
た。 

①【総合的な交通体系の確立】
○沿線市町と連携した公共交通機
関の利用促進等に取り組み、JR
加古川線の乗客数が増加しまし
た。また、事業者へ補助金を交付
し、既存バス路線の維持に努める
とともに、既存路線の拡充によっ
て交通空白地区数を減らし、移動
手段の確保を図りました。 

○自主運行バスやスクールバスな
ど新たな交通システムを導入し
ました。自主運行バスの導入につ
いては、地域ぐるみで取り組むこ
とで、利用者数の増加につながり
ました。また、スクールバスにつ
いては、鴨川地区や馬瀬山口地区
から通学する児童・生徒を対象
に、通学の安全確保と遠距離通学
の手段を提供しました。 

○福祉タクシー事業は、高齢者等の
閉じこもり予防や外出支援を目
的に事業を行いました。利用者は
2,698 人で前年度と比べ 75人増
加しました。 

○ＪＲ加古川線については、継続し
て沿線市町と協調した取組を実
施するとともに、路線バスについ
ては、利用者の減少が見受けられ
るため、交通に係る情報の発信を
行うとともに、ルートやダイヤの
変更など利便性を向上させ、公共
交通の維持確保に取り組む必要
があります。 
○地域公共交通網形成計画に基づ
き、モビリティマネジメントを行
うことによって、地域を主体とし
た取組を一層推進するとともに、
Bio のバスターミナル整備の取組
によって新たな交通結節点を中
心とした交通網をはじめ、持続可
能な地域公共交通網の形成に取
り組む必要があります。 
○小中一貫校の整備計画に基づき、
スクールバスの運行計画を作成
し運行する必要があります。 
○福祉タクシー事業については、日
常生活の中での活用を重視し、買
物や受診等のための頻繁な外出
機会の支援として活用いただけ
るよう工夫する必要があります。 

◎ 

◎ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

35
40 A

自主運行バスの導入や路線バスの拡充によって交通空白地区数

の減少が達成できた。－ 95.2% 95.2% 114.3% 114.3%

46 42 42 35
公共交通空白地区数（地区）

企画協働

課

自主運行バス導入地区数（地区）
企画協働

課

－ 1 地域の理解と協力を得て２地区において自主運行バスを導入し、移

動手段を確保した。－ 50.0% 50.0% 100.0% 100.0%

1 2 2
2 A

273
270 A

駐車場整備やICカードの導入など、利用者の利便性向上が特に定

期利用者の増加につながっている。101.1%－ 95.9% 98.5% 98.1%
ＪＲ加古川線乗客数（千人）

企画協働

課

261 259 266 265

自主運行バスの導入等を行ったが、市民ニーズを踏まえた交通手

段の確保に一層努める必要がある。－ － － 86.6% － －

交通機関の利用に協力する市民の割合

（％）

企画協働

課

32.7 － － 34.1 － －
40.0 B

高齢化に伴い、今後利用する人の意識が高くなっているが、一層の

普及啓発が必要である。－ － － 85.3% － －

－ － 43.3

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
50.0 B

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）
結果の分析

交通手段の確保に対する満足度（％）
企画協働

課

43.5
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■施策７．ライフラインなどの充実 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【上下水道の充実】
○水道の安定的供給を達成し、給水
原価を約 10％節減しました。 
○下水道について、安定的な水処理
が達成できました。また、水洗化
率の向上に取り組んでいます。 

①【上下水道の充実】
○漏水時は即時対応するなど、健全
な維持管理に努めました。 

○処理施設については、長寿命化計
画により随時補修・改修を行いま
した。水洗化については、広報紙
やCATVでの啓発により水洗化
率が向上しました。 

○平成 27 年度末で 40 年以上経過
の水道管が 15.8%あり、20年後
には50％を超えるため、より一
層の老朽化対策を講じる必要が
あります。また、耐震化について
は国庫補助予算の確保に努める
必要があります。 
○平成 32 年度の広沢・滝野浄水場
の統合へ向けた取組を行う必要
があります。 
○現在、管理している処理施設にお
いて、各施設とも老朽化が進んで
いることと、健全な下水道経営の
ため統合可能な施設は公共下水
道へつなぎ込む必要があります。
また、管路についても老朽化から
不明水が多いため不明水調査を
行い対処していく必要がありま
す。 
○平成 29 年度の施設統廃合計画の
策定へ向けて取り組んでいく必
要があります。 

○ 

○ 

後期基本計画における指標の達成率等 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

0 A 流下能力不足による床上浸水なし。
－ － 100.0% 100.0% 100.0%

流下能力不足による床上浸水件数（件）※

追加設定
工務課

－ － 0 0 0

水質・断水事故件数（件）

※追加設定
工務課

0
0 A 水質・断水事故なし。

－ － 100.0% 100.0% 100.0%

－ － 0 0

8 A
平成29年度策定の経営戦略を耐震化計画に反映し、目標を見直

す。－ － 100.0% 100.0% 100.0%

配水池・ポンプ場耐震化施設数（施設）※

追加設定
工務課

－ － 8 8 8

浄水場・取水場耐震化施設数（施設）※追

加設定
工務課

1
2 D

浄水場統合計画により平成32年度に広沢浄水場と滝野浄水場を統

合し耐震化する。－ － 50.0% 50.0% 50.0%

－ － 1 1

12 12 12

下水道水洗化率（％） 工務課

12 A 平成28年度策定の経営戦略を統合計画に反映し、目標を見直す。
－ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

93.4
92.5 A 啓発活動の成果により水洗化率が向上した。

－ 98.8% 99.1% 99.9% 101.0%

90.7 91.4 91.7 92.4

基幹的管路は38.6㎞で、全改修には今後15年が必要。
－ － － 35.4% 37.7%

－ 13.6 14.49
38.4 D

－

8.31
15.5 D

導水・送水・配水管延長が435㎞で、毎年耐震化を進めているが、

全改修には100年規模となる。－ 35.5% 47.1% 51.0%
水道管（全体）耐震化率（％） 工務課

2.3 5.5 7.3 7.9

53.6%

上水道は、安定供給に努め、下水道では汚水雨水ともに適正な排

除をしている。－ － － 92.9% － －

節水している市民の割合（％） 工務課
80.7 － － 80.8 － －

85.0 B
節水器具の普及も手伝って節水意識は益々、向上するものと思わ

れる。－ － － 95.1% － －

地域の汚水処理施設数（施設） 工務課
12 12

結果の分析

上下水道などの整備の満足度（％） 工務課
80.8 － － 79.0

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
85.0 B

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

水道管（基幹的管路）耐震化率（％）※追

加設定
工務課

－
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６『協働』多様なきずなが織りなす 協働のまち  
■施策１．人権教育・啓発の充実 

※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【人権施策の総合的推進】
○差別や偏見の解消をはじめ、人権
施策の総合的推進に積極的に取
り組んでいます。 

②【人権教育の計画的推進】 
○あらゆる人が人権教育を受けら
れる環境を整備するとともに、研
修などで得られた知識を活かせ
る環境づくりに取り組んでいま
す。 

③【男女共同参画社会の推進】 

①【人権施策の総合的推進】
○人権教育・啓発の推進のため、講
演会等を実施し多くの参加があ
りました。参加者アンケートから
人権への関心が深まったと回答
した人の割合が8割を超えまし
た。 
○毎週水曜日の隣保館での人権相
談のほか、地域で月 1回相談日を
開設しました。 

②【男女共同参画社会の推進】 
○加東市男女共同参画市民会議を
設置し、男女共同参画プランに基
づく施策の推進状況について点
検評価を行いました。 

○企業人権教育協議会が行うハラ
スメント研修のバックアップや
審議会委員推薦段階での女性委
員の参画を各種団体に依頼し、登
用率を高められました。 
○女性管理職の候補者に対し、管理
職としての職責や技能を習得す
る研修等を計画し、管理職として
の素地づくりに努め、候補者とし
ての準備を進めました。 
○第２次加東市男女共同参画プラ
ンを平成 26 年度に策定し、男女
共同参画セミナーを 10 回開催
し、市民の意識の高揚を図ること
につなげました。 
○DVの正しい理解と周知のため、
デートDV防止事業を市立中学校
の 3年生を対象に実施したほか、

○人間形成の基礎を培う幼児期の
人権教育を推進するため、絶対人
権感覚を育むプログラムを展開
する必要があります。また、子育
て世代の参加割合を増やす必要
があります。 
○市民が気軽に相談できる人権セ
ンターの設置を検討する必要が
あります。 

○自主的な活動グループを育成し、
施策の推進を図るとともに、活動
拠点となる男女共同参画センタ
ーの設置について検討を進める
必要があります。 
○限られたポスト数の中において
部長級への登用に至っていない
ため、女性職員のキャリア形成や
マネジメント能力の向上を支援
する研修を実施し、次期管理職と
しての人材となるよう育成を行
う必要があります。 
○男女がともに働ける環境づくり
のため、企業への啓発を進める必
要があります。 
○地域コミュニティの育成やワー
クライフバランスの推進を図り、
男女がともに充実した生活が送
れる取組を進める必要がありま
す。 
○各種相談業務に関わる職員を対
象として、一斉に研修を実施する
ことが困難なことから、他機関が

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

後期基本計画における指標の達成率等 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

-
－ － － － － －

－ － － －
40.0 -

－ －
80.0 B

平成25年度から人権教育講演会を実施し、学習の機会を増やし

た。－ － － 95.0%

学校での人権、道徳、体験学習などの充

実の重要性（％）

人権教育

課

75.1 － － 76.0

－ －

80.0 B
さまざまな学習の場を通じて人権や命の大切さについて話す機会

を増やすように努める。－ － － 93.4% － －

－ 87.9% － －

「命の大切さ」や「人権」について話し合っ

た市民の割合（％）

人権教育

課

77.3 － － 74.7 － －

分析の結果

人権を意識している市民の割合（％）
人権教育

課

63.9 － － 61.5

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
70.0 B

人権を意識している割合が減少しているので、人権の大切さの周知

に努める。－

所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

（同和問題の解決のための）学校での人

権教育充実の重要性（％）

人権教育

課

34.2 －

－

指　　　標
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DV防止ネットワーク会議の設置
による庁内連携の強化、月2回の
女性相談の継続実施及び平成 29
年度の配偶者暴力相談支援セン
ターの開設へ向けた体制整備を
行うなど支援体制の充実を図り
ました。 

実施する対人支援職員向け研修
の情報提供や参加促進を促し、心
理的ケアに努める必要がありま
す。 
○平成 29 年度の「配偶者暴力相談
支援センター」の開設へ向けた取
組を行う必要があります。 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

30.0 B 政策・方針決定過程への女性の参画を拡大することができた。
－ 68.0% 73.7% 66.7% 73.0% 98.3%

36.3% 63.7% 72.7% 75.7% 73.0%

審議会・委員会の女性委員の割合（％）
人権教育

課

20.9 20.4 22.1 20.0 21.9 29.5

分析の結果

市の女性管理職数（％） 総務課
11.1 9.7 17.0 19.4

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

20.2 19.5
C
管理職としての職責を担える人材育成ができていないため登用率

は目標に至っていない。－

26.7

(30.0)

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）
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■施策２．コミュニティづくり 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【地域コミュニティの促進】

※施策３「市民主体・自立のまちづ
くり」 

③【自立型地域づくりの推進】 
○市内全ての小・中学校区で「住民
自治組織」が設立され、兵庫県の
「県民交流広場事業」への支援や
「まちづくり活動費補助金」の交
付により、コミュニティの活性化
とともに自主的な地域づくりが
進められています。 
○地域に密着した防犯、防災、環境
美化、ひとり暮らし老人等の要援
護者救済などの諸課題に対して、
地域と行政が協力しながら取り
組み、地域における住民自治が進
んでいます。 
○NPOや団体などの公益市民組織
の様々な活動に対して「まちづく
り活動費補助金」を交付し、団体
等の積極的な活動を支援しまし
た。 

①【地域コミュニティの活性化】
○区長会に対する広報紙の配布等
行政事務委託により、行政の効率
的な運営と協働のまちづくりを
進めました。また、地区公民館の
建築・修繕、地区公共広場の造成
等に対して補助金を交付し、自治
会活動や組織の充実・強化への取
組を支援しました。 
○小学校区を単位として地域担当
連絡調整員を配置し、市政情報を
定期的に地域に提供するととも
に、地域の意見や要望等を把握
し、市政に反映させました。 

○まちづくり協議会や市民が主体
的に地域づくりに取り組む団体
に対して、補助金を交付し、その
活動を支援しました。まちづくり
活動団体相互の交流・発表・意見
交換の場を設け、新たな取組を促
すきっかけづくりとするととも
に、より活動しやすい環境を整え
るための課題把握に努めました。 
○輝く加東まちづくりコンソーシ
アムが中心となり、地域公共交
通、公共施設適正化のフォーラム
を開催し、市の重要課題について
市民の理解を深め、今後の取組に
活かすきっかけづくりとしまし
た。 
○記念事業等のイベントを市民の
参画を得て企画・運営し、市民交
流や情報共有を促進するととも
に、市民相互の連携を図り、コミ
ュニティの醸成につなげました。 

○自治会の重要性や役割を広く市
民に周知し、自治会活動や組織の
充実に対する取組を支援する必
要があります。 

○地域担当連絡調整員により地域
の意見や要望等を把握し、自主性
を尊重しながらリーダーの育成
に努める必要があります。また、
地域ごとの現状及び課題を把握
し、協働のまちづくりの方向性を
明確にする必要があります。 
○まちづくり活動費補助制度（応募
活動分）を活用する団体が減って
きており、新たな補助事業を追加
するなど、団体の活発な活動を支
援するとともに、団体の活動内容
を周知する機会や活動しやすい
仕組みづくりを目指す必要があ
ります。 

○魅力ある地域社会の創造に寄与
するため、輝く加東まちづくりコ
ンソーシアムを地域の活性化や
専門性が必要な課題の解決に向
けて積極的に活用していくとと
もに、団体間の情報共有の機会づ
くりに取り組む必要があります。 
○より充実した市民の交流、情報共
有が図れるよう、市民参画のもと
でイベントを実施し、コミュニテ
ィの醸成を図る必要があります。 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

D
補助制度を活用する団体が減少傾向にあり、活用しやすい制度へ

の見直しと周知の強化が必要である。－ 86.7% 80.0% 66.7% 20.0%
まちづくり活動費補助件数（件）

企画協働

課

16 13 12 10 3 15

(25)

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

0
D
まちづくりコンソーシアムと住民自治組織が協働し、具体的な課題

解決に取り組むことが必要である。－ － 0.0% 0.0% 0.0%

2

(10)

分析の結果

まちづくりコンソーシアム協働件数（件）
企画協働

課

0 0 0 0

実績値

（H25）

実績値

（H26）
指　　　標 所管課

基準値

（H23）

実績値

（H24）
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■施策３．市民主体・自立のまちづくり 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

②【市民参加・参画の推進】
○市政懇談会の実施や公募委員の
採用をはじめ、市民が参加、参画
できる環境が整いつつあります。 

①【市民参加・参画の推進】
○各種の計画づくりや市の重要な
政策形成などに当たっては、市民
アンケート調査やパブリックコ
メント、まちづくり推進市民会
議、市政懇談会などを開催・実施
し、多様な市民のニーズなどの把
握に努め、まちづくりに反映させ
ていく仕組みづくりに取り組み
ました。 
○公共交通、介護予防、生活習慣病
予防などをテーマとした市政出
前講座を実施し、市の事業や取組
を市民に説明し、理解を深める機
会を設けました。 
○まちづくりへの取組の心の拠り
所となる市民憲章が親しまれ、普
及するよう啓発に取り組みまし
た。 
○男女共同参画に関する研修会や
セミナーを開催し、市民の意識高
揚を図ることができました。 
○選挙期間中、様々な選挙制度の周
知や啓発に加え、選挙権年齢が満
18 歳以上に引き下げになって初
めての選挙である第 24 回参議院
議員通常選挙では、この法改正に
係る様々な啓発を行いました。ま
た、選挙権を持たない若い世代を
対象に出前授業等、若年層啓発事
業を実施しました。 

○地域や各種団体とのタウンミー
ティング（意見交換会）や市政モ
ニター制度など新たな手法を検
討するとともに、多様な市民ニー
ズなどの貴重な情報を活用し、ま
ちづくりに反映させる仕組みづ
くりに取り組む必要があります。 

○市政への関心を高めるため、出前
講座等の機会を通じて市政情報
を十分周知していく必要があり
ます。 

○市民のまちづくりの意識が高揚
するよう、更なる市民憲章の啓発
に取り組む必要があります。 

○男女がともに充実した生活が送
れる取組を進める必要がありま
す。 
○選挙に関する適切な情報提供や
啓発を継続して行うほか、若い世
代の主権者意識を高めてもらう
ため、長期的展望に立ち、計画的
に継続して若年層啓発事業を実
施していく必要があります。 

◎ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

－
選挙投票率（％）　※市議会議員選挙

委員会事

務局

－ －
56.80 B

適正に情報提供や啓発を行なった結果、ほぼ目標を達成したが、

引き続き、適正に取り組む必要がある。－ 99.9% －

61.30 － － 56.78

選挙の告示日において、候補者が1名のため無投票となったが、適

正に選挙事務を執行した。－ － － － － －

－ 無投票 － －
-

－

－

－

－ －

－ －
15.0 D

目標に到達しておらず、参加しやすい仕組みづくりとその周知に取

り組む必要がある。－ － － 50.7%

市民参加の機会拡大に対する満足度

（％）

企画協働

課

7.1 － － 7.6

－ －

20.0 B
事前の周知に努め、市政に参加しやすい仕組みづくりに取り組む

必要がある。－ － － 86.0% － －

88.0% － －

懇談会などで市政に参画・参加する市民

の割合（％）

企画協働

課

16.9 － － 17.2 － －

分析の結果

市のアンケートなどに協力する市民の割

合（％）

企画協働

課

51.5 － － 52.8

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
60.0 B

市の施策に対して関心を持っていただけるような取組を更に進めて

いく必要がある。－ － －

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

選挙投票率（％）　※市長選挙
委員会事

務局

48.24
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■施策４．ボランティア活動の促進 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【地域ボランティア活動への支
援】 

①【市民活動の推進】
○社会福祉協議会を中心に、各事業
（かとう福祉まつり等）の開催に
向けたボランティア連絡会やボ
ランティア交流会により、協働事
業の推進や情報交換を行いまし
た。また、市民活動団体との連
携・協働や当該団体への活動補助
により、自主的な活動を促進しま
した。 
○サポーターの養成講座を実施し、
ボランティアの発掘と育成に努
めました。また、講座の受講者数
が減少してきたため、講座研修の
内容や機会を増やし、サポーター
として活動してもらいやすいよ
う工夫しました。 

○ボランティア活動に伴う、ボラン
ティアニーズの調査を強化する
とともに、ボランティアグループ
が継続して活動できるよう、活動
に伴う相談支援を行い、活動への
若者の参加を促す必要がありま
す。今後も、サポーターを増やす
ため、若い世代や元気な高齢者、
現役を退いて間もない人などの
参加を呼びかけ、人材育成を行う
必要があります。 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

若年層の参加の割合が低く、地域活動の高齢化が伺える。

－ － 21.7 － －
30.0 C

ほとんど参加していない割合が高く、年齢別では若年層ほど参加し

ている割合が低くなっている。－ － 217.0% － －

－ － 55.6 － －
70.0 C

前回調査と比べ「参加している」の割合が上昇しているが、年齢層

で見ると若年層の割合が低くなっている。－ － － 89.0% － －

－ 8.9 － －
10.0 B

－

ボランティア活動に参加している市民の割

合（％）

－ － － 79.4% － －

80.0 B

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －
各年代においても重要ととらえている方が多く、わずかではあるが

満足度が向上している。
－ －－ － 99.0%

分析の結果
実績値

（H24）

地域活動の推進や人材育成に対する満

足度（％）

企画協働

課等

70.4 － － 79.2

実績値

（H25）

実績値

（H26）

－

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

ＮＰＯ活動に参加している市民の割合（％）
社会福祉

課等

8.2

社会福祉

課等

22.1

地域活動に参加している市民の割合（％）
企画協働

課等

60.1

－
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７『実現に向けて』まちづくりの目標を支える自主自律の行政経営  
■施策１．行財政の改革 

※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【計画行政の推進】
○第１次行財政改革（H18 H21）
では、同種の事務事業の統廃合や
定員管理（職員）の適正化など一
定の成果が得られました。さら
に、第２次行財政改革（H22 
H25）の取組を進めています。 

⑥【行政資源の有効活用】 
○滝野庁舎などの貸付や普通財産
の売却を進めました。 

①【計画行政の推進】
○内部評価に加え、まちづくり推進
市民会議において総合計画の進捗
状況を点検・評価、検証すること
で、市民との協働によるまちづく
りを推進するとともに、成果が見
える、または成果が実感できるま
ちづくりを進めました。 
○行財政改革推進計画に基づく取組
を進めることにより、健全財政の
維持及び行政効率の向上をさらに
推進しました。また、市民の意見
を踏まえた公共施設等総合管理計
画を策定し、計画に基づいた適正
な維持管理を行いました。 
○普通財産（土地）を販売し、財産
処分を推進しました。 
○全ての地区の児童公園地区移管が
終了しました。 
○認定こども園の整備に当たり、嬉
野公民研修所跡地を活用するとと
もに、周辺民有地とあわせた当該
地のさらなる有効利用を図るため
の取組を進めました。 
○加東市小中一貫教育研究会を開催
するとともに、加東市小中一貫教
育推進協議会を開催し、小中一貫
教育の推進に向けて一定の方向性
を打ち出し、３地域ごとに小中一
貫校を開校することとしました。 
○「加東市人口ビジョン」と「かと
う未来総合戦略」を策定し、人口
増に向けた施策の展開を図りまし
た。 

○市の経営基盤の更なる強化をは
じめ、将来へ向けた活力づくりを
積極的に進めていくことに加え
て、これらの施策を効率的に推進
するための新たな行政評価シス
テムを構築する必要があります。 

○少子高齢化や人口減少、行政需要
の多様化の進展を踏まえ、行財政
改革を継続して推進していくと
ともに、公共施設等の適正な維持
管理を行う必要があります。 

○形状が悪い土地の販売が困難な
状況であるため、積極的な PRに
努め、普通財産（土地）の販売を
促進する必要があります。 
○周辺民有地を早期に取得し、嬉野
公民研修所跡地の残地部分とあ
わせ、市民にとって有益な施設整
備に取り組む必要があります。 

○平成 33 年度に東条地域、平成36
年度に社地域、平成 39 年度に滝
野地域において、一体型校舎での
小中一貫校の開校を目指して取
り組んでいく必要があります。 

○全庁的に人口維持、人口減少の抑
制に向けて取り組んでいく必要
があります。 

◎ 

○ 

○ 

◎ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

行財政運営の重要性（％）
企画協働

課

76.6 －

－

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

行財政運営の満足度（％）
企画協働

課

実績値

（H27）

70.6 － － 71.4

実績値

（H25）

実績値

（H26）

－ － － 89.3%

評価

－ －
80.0 B

行財政改革により一定の成果が得られたが、引き続き、効果的で

効率的な施策を推進する必要がある。－ －

実績値

（H28）

目標値

（H29）

80.0 B
成果や費用対効果など行財政改革における効果について更なる周

知が必要である。－ － 95.0% － －

76.0 － －－

分析の結果
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③【人材育成と行政組織の活性化】
○人事考課制度を導入し、職員の育
成に取り組んでいます。 

②【人材育成と行政組織の活性化】
○研修においては、原則職員の申込
制によるものとし、職員の意欲向
上を図ることができました。人事
考課制度では、部長職・課長職に
加え、平成 25年度からは副課長
職・専門員まで対象を拡充し、職
員の能力開発と組織の活性化を図
りました。また、職員採用試験で
は、若手職員による面談等を取り
入れるなど、適性検査試験の見直
しを行いました。 

○国の新たな取組への対応、市民サ
ービスの向上や協働のまちづくり
の観点から、機構改革、所管事務
の移管等を行いました。 

○公平審査事務の適正な遂行のた
め、各種研修に参加し、委員及び
事務局として研鑽に努めました。 
○政策会議、部長会議、課長会議な
どを活用しながら、政策形成過程
において十分な検討が行えるよう
実務者によるプロジェクトを形成
するなど、柔軟な組織運営が確立
できました。 
○事業等の実施、検討過程等におい
て、必要に応じてプロジェクトチ
ームを編成することにより、効率
的かつ効果的に事業等を推進する
ことができました。また、若手職
員で構成するプロジェクトチーム
を編成し、市の魅力アップに係る
事業を展開しました。 

○職員採用計画どおり職員数が確
保できなかったことにより、ワー
ク・ライフ・バランス（休暇の取
得、時間外勤務の縮減）の実現に
支障が生じたことから、その改善
に取り組む必要があります。 
○第３次定員適正化計画に基づき、
適正な職員数を維持し、市民ニー
ズの多様化に対し、効率的な行政
運営を行うための実践的な研修
を実施するほか、能力や実績に基
づく人事管理の徹底を図るべく
全職員を対象に人事評価制度を
導入するとともに、人事制度改革
を推進し、時代に即応できる人材
を育成する必要があります。 
○新たな行政課題や行政需要への
的確な対応を含め、次期総合計画
の政策体系と連動した組織体制
構築について検討する必要があ
ります。 
○適正な公平審査事務に引き続き
取り組むとともに、継続して研鑽
に努める必要があります。 
○係長制度を導入するなど内部体
制の見直しを行った場合は、グル
ープ制の導入について検討する
必要があります。 

○横断的組織についての調査研究
を行うとともに、当該組織を積極
的に活用し、効率的かつ効果的に
事業等を推進していく必要があ
ります。 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

実績値

（H25）

実績値

（H26）
分析の結果評価

実績値

（H28）

実績値

（H27）

目標値

（H29）

派遣研修への参加者数（人） 総務課
133

市の職員数（人） 総務課

－ －(99.4%) －(102.2%) －(104.5%) －(103.1%)

職員の申込制による研修参加が増加していることから、職員

の資質向上が図られている。

319
－(474) －(472) －(459) －(449) －(455)

100.7%77.9% 84.1% 99.3%

113 122 144 146

－
A

293(457)

108.9%(102.6%)

Ａ

第2次定員適正化計画に基づき、職員数を削減し業務を遂行

してきたが、総合戦略の実践等今後予想される業務の増大

に鑑み、第3次定員適正化計画においては、職員数を増やす

必要がある。(469)

145
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④【透明で公正な行政の推進】
○パブリックコメント制度の導入
や審議会等の議事録の公開、監査
意見書等の公開など積極的な情
報提供に努めています。 

※６「協働」・施策３「市民主体・
自立のまちづくり」 

①【行政情報の提供・公開の推進】
○会議の公開に関する指針を策定
し、傍聴機会の拡大などに取り組
み、行政情報の公開を進めまし
た。 

③【透明で公正な行政の推進】
○情報の一元化により、様々な媒体
を通じて一斉に情報発信ができま
した。広報紙は、新たにスマート
フォンやタブレットで読めるアプ
リやフェイスブックを導入しまし
た。市民からの提案（広聴）に関
して、例年 70件前後の手紙に対
して返事をしました。ホームペー
ジは、アクセシビリティに配慮し
たものにリニューアルするととも
に、スマートフォン・タブレット
に対応することで、さらなる市の
PRを推進する環境を整備しまし
た。全戸配布している紙媒体の議
会だよりと、速報性が高く多くの
情報を伝えることができる電子媒
体の市議会ホームページの効果に
ついて検証し、議会広報の充実を
図りました。 
○情報公開条例に基づいた適切な公
文書の開示を行いました。また、
ホームページにより、会議の公開
など各種情報の公開を行いまし
た。 
○公平性の確保の観点からも、行政
手続条例に基づく申請に対する処
分の審査基準及び標準処理期間並
びに不利益処分に対する処分基準
の見直しを毎年行っており、職員
の審査基準の統一を図ることがで
きました。 
○監査委員による定期監査等を実施
し、公正で合理的、効率的な行政
運営を確保しました。固定資産評
価に対する審査申出については、
固定資産評価審査委員会により中
立・公正に審査決定を行い、固定
資産の評価の客観的合理性を担保
し、納税者の権利を保護しました。

○加東市内外への情報発信は、さら
に進展を続けるデジタル媒体を
最大限に有効利用するとともに、
いままで培ってきた媒体も大切
にしながら、融合した情報発信に
より、各年代層に浸透させる必要
があります。 
○市議会の活動を市民に周知し、市
議会に対する市民の関心を高め
るため、議会広報の一層の充実が
必要となることから、議会だより
の掲載項目、レイアウト等や市議
会ホームページの速報性を活か
せる掲載方法などの改善を図る
必要があります。 

○会議録等の迅速かつ正確な公開
を徹底し、透明な行政運営に努め
る必要があります。 

○適正な行政執行を継続して確保
し、透明で公正な行政の推進を図
る必要があります。 

○監査や審査の適正な運用を継続
していく必要があります。 

◎ 

○ 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

分析の結果
実績値

（H27）

実績値

（H28）

－ 75.7

実績値

（H25）

実績値

（H26）

B
情報発信に対する市民の満足度は目標値を下回っている。さらな

る発信が必要と考える。－ － － 94.6%

目標値

（H29）
評価

－ －
80.0

所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

412,567 413,175 429,715

611,000 C

提供数が増えれば掲載率は低下するが、より多くの情報提供が必

要と考えている。－ 70.7% 105.1% 119.7% 106.3%

リニューアル後の閲覧数は大幅に増えてはいるが、高い目標値の

ため達成はできていない。また、急速に普及したスマートフォン等

への対応できていなかったため、件数が伸びなかったと考える。引

き続いて、見やすいＨＰを目指して改良を検討する。

89.8 79.7
75.0 A

提供数は昨年より大きく上回ると思われる。広報係、ＣＡＴＶ係、秘書係が
受信する情報を取りまとめて新聞社に提供している。106.6% 101.4%

368 373

秘書広報

課
－ 67.5%

指　　　標

市ホームページ閲覧件数（件）

市民に開かれたまちづくりに対する満足度

（％）

報道機関への情報提供数（件）

－ －

67.6% 70.3% 67.2%

456,347 410,549

報道機関への情報提供数（％）

秘書広報

課

221 232

秘書広報

課

72.3 －

秘書広報

課

70.0 53.0 78.8

－ 66.3% 105.1%

355
350 A
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■施策２．行政運営の推進 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【適正な行政運営の推進】
○庁舎統合を決定し、整備に向けて
作業を進めています。 

※施策１「行財政の改革」 
②【行政サービスの充実と事務効率
の向上】 

⑤【外部活力の導入】 
○導入当時は非公募であった公共
施設の指定管理者について、全て
の施設を公募により選定しまし
た。 

①【適正な行政運営による市民サー
ビスの向上】 
○自治体クラウドの導入等総務省
が示した指針を基本とした市独
自の電子自治体推進計画を策定
しました。また、社会保障・税番
号制度の全面施行に向け、セキュ
リティ強化やシステム改修等の
準備を適切に行いました。税務業
務の窓口では、事務の簡素化・効
率化により業務時間の短縮が図
られました。 

○個人番号制度の施行に伴い、個人
番号カードの普及推進に努めま
した。 
○新庁舎を整備しました。また、窓
口ワンストップサービスを継続
し、お客様の負担軽減に努めると
ともに、１階にコンシェルジュを
配置し、親切で迅速的確な窓口案
内に努めました。 
○政策決定の基本情報である国勢
調査を適正に行いました。 
○人材派遣を活用し、電算専門業務
や庶務業務などで、効率的な業務
運営を行いました。 

○施設の統廃合により平成28 年度
の更新時に指定管理施設数は減
少したが、使用料から利用料に変
更することにより、指定管理者の
意欲の向上及び利用者へのサー
ビスの向上が図れました。 
○平成 28 年度から東条文化会館の
指定管理者をNPO法人新しい風
かとうに指定し、民間活力の導入
が図れました。 
○市民サービスを維持するため、東
条郵便局で戸籍等の証明書発行
サービスを継続するとともに、休
日の死亡届受付業務をシルバー
人材センターに委託することで、
業務の効率化を図ることができ
ました。 
○福祉センター利用者に対するサ
ービスの向上と経費の削減に努
め、年度当初の資金計画に基づく
適正な管理運営を遂行し、市民サ
ービスの向上につなげました。 

○電子自治体推進計画（アクション
プラン）に基づき、電子自治体の
推進による市民サービスの向上
に努める必要があります。 
○膨大なデータ量を扱う税務業務
においては、業務の効率化を一層
図るため、新たな業務の電算化や
外部委託を推進する必要があり
ます。また、実施に当たっては、
情報セキュリティ対策に万全を
期す必要があります。 
○個人番号カードを 30％台にまで
普及させ、市民満足度の向上に取
り組む必要があります。 
○便利で快適な窓口サービスの提
供と充実を図り、市民サービスと
庁舎の利便性のさらなる向上に
努める必要があります。 

○組織運営の効率化・スリム化を進
めるため、外部委託（アウトソー
シング）等を活用する必要があり
ます。 
○公共施設適正配置計画を踏まえ
て、指定管理者制度の充実を図る
ため、調査・研究を行い、民間活
力や新たなノウハウの導入を積
極的に行うとともに、モニタリン
グによる点検と評価を実施する
ことにより、市民ニーズにあった
公共施設の管理運営体制を検
討・導入し、利用者への更なるサ
ービスの向上を図る必要があり
ます。 

○ 

○ 
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②【広域的な行政の推進】 ②【広域的な行政の推進】 
○北播磨広域定住自立圏形成協定
を締結し、北播磨広域定住自立圏
が目指す将来像及びその実現の
ために、圏域市町と連携事業を進
めることで、広域的な課題解決に
取り組みました。 
○小野加東広域事務組合（湧水苑）
の管理運営経費を負担し、斎場業
務を安定的に運営しました。 
○播磨内陸医務事業組合の管理運
営経費を負担し、市立病院等によ
る講師派遣及び実習受入れ等に
協力しました。 

○長期的には、北播磨地域でのごみ
処理の広域処理に向けての協議
調整を進めることができました。
短期的には、小野加東環境施設事
務組合に加西市が加わることに
なり、経費を削減することができ
ました。 

○広域的な取組により行政事務の
効率化を継続して推進する必要
があります。 

○高齢化社会の進展に伴い、火葬炉
や機器類を計画的に更新してい
く必要があります。 
○播磨内陸医務事業組合立播磨看
護専門学校の教育環境の充実を
図り、優秀な看護師の育成を目指
すとともに、圏域内病院の看護師
の安定確保に努める必要があり
ます。 
○滝野地域の可燃ごみを小野加東
加西環境施設事務組合において
処理する、ごみ処理の一元化に取
り組む必要があります。 

○ 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

2
1 B

所管課指　　　標

社会福祉

課

－ － 0 1

－ － －

実績値

（H24）

基準値

（H23）

広域行政の推進に対する満足度（％）

広域での連携事業数（事業）
3

80.0 B
市民のニーズを理解し、連携することが有益である事業については

引き続き取り組む必要がある。－ －

企画協働

課

74.1 － － 75.4

実績値

（H25）

実績値

（H26）

－ － －

分析の結果
実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

－ －

新たな広域連携の取組により目標を達成することができたが、更な

る推進が必要である。－ － －

企画協働

課

－ － 0 1

94.3%

3
1 A

100.0% 300.0%

北播磨広域定住自立圏形成協定の締結により、他市町との連携事

業が増加傾向にあると考えられる。300.0% 200.0%100.0%

後期基本計画における指標の達成率等 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

1,000

(250)

基準値

（H23）

実績値

（H24）
分析の結果

電子申請の取扱事務件数（件） 総務課
211 563 507 875

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）
指　　　標 所管課

実績値

（H28）

目標値

（H29）
評価

961
B
ふるさと納税やイベントの参加申込みの簡易申請で件数は増加し

ている。行政手続の申請の促進を図る必要がある。－ 56.3% 50.7% 87.5% 96.1%

指定管理施設数（施設） 財政課
10 10 10 10 10 9

11 B
施設の統廃合により、H28施設数は１減少した。それ以外は、H28

年度に更新した。－ 90.9% 90.9% 90.9% 90.9% 81.8%
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■施策３．財政基盤の確立 
※「方向性」欄は、さらなる取組が必要「◎」、引き続き取組が必要「○」、取組不要（取組完了）「×」を示す。

前期基本計画 後期基本計画
成果 成果 課題等 方向性

①【財政運営の計画化】
○地方公共団体の財政の健全化に
関する法律に基づき、平成20 年
度から財政健全化判断比率を算
定し、公表しています。財政の健
全運営に努め、財政健全化判断比
率（実質赤字比率、連結実質赤字
比率、実質公債費比率、将来負担
比率）の各指標を改善しました。
○市税等徴収員及び納税相談員設
置事業により、徴収コストを意識
した効率的な徴収体制を確立し
ました。また、県の個人住民税等
整理回収チームの派遣を受けて、
徴収技能及び徴収率の向上に取
り組みました。 
○下水道事業会計の経常収支比率
を改善しました。 

①【健全な財政運営】
○財政の健全化を示す指標では、比
較的高い安定した数値を継続で
きていますが、普通交付税をはじ
めとする財政的支援の段階的削
減が平成 28 年度から始まったた
め、財政支援終了後を見据え、中
長期的な視点に立ち、臨時財政対
策債の借り入れの抑制と基金へ
の積立を行い、体力のある財政基
盤の確立に努めました。 
○市税については、現年度分の催告
や分納履行監視、県や税理士から
の技術的指導を蓄積・活用した総
合的な結果として、全体収納率が
向上しました。 
○学校給食収納管理システムを導
入し、給食費の収納事務の効率化
を図りました。 
○水道料金（使用料）滞納者に対し
て、給水停止の強化など徴収強化
を図るとともに、クレジットカー
ド納付を導入しました。 
○介護保険料が滞る高齢者への口
座振替の利用促進、個別訪問徴収
により、収納率が微増となりまし
た。 
○ふるさと納税においては、クレジ
ット決済を採用するなど、利用し
やすい手法を取り入れ、当初の目
標値を大幅に上回りました。ま
た、ふるさと納税以外に、企業等
からの寄附を促進する制度を創
設するなど財源の確保に努めま
した。 
○広報紙への広告掲載、CATV広告
放送、水道の検針票裏面への広告
掲載により、財源確保を図りまし
た。 
○平成 28 年度の県水値下げに伴
い、水道料金体系を検討し、料金
改定をしないことを決定しまし
た。また、施設運転管理、窓口業
務等の民間委託を推進し、事業の
効率化と経費節減に取り組み、水
道事業会計、下水道事業会計とも
に経常収支比率が向上しました。
○国民健康保険・後期高齢者医療制
度について周知を図り、国民健康
保険税、後期高齢者医療制度の保

○財政的支援の段階的削減が平成
28 年度から始まったため、自主
財源である市税等の確保や行政
経費の縮減を図りつつ、財政のマ
ネジメント強化のため、新地方公
会計を予算編成等に積極的に活
用することにより、効率的な財政
運営を行う必要があります。 

○職員個々の更なる徴収技能の向
上と蓄積したノウハウの継承を
行い、困難事案の進行管理、滞納
初期段階での対応、法令に基づく
適切な執行停止等により収納率
の向上、滞納繰越額や滞納者数の
縮減を図る必要があります。 

○ふるさと納税に特化した民間ポ
ータルサイトを活用するなど、納
税件数の増加につながる工夫を
検討する必要があります。 

○継続して財源確保に取り組むと
とともに、保有する未利用地の売
却も含め、その活用を検討する必
要があります。 
○ビジョン、経営戦略に基づき、水
道料金（使用料）収益を基本とし
つつ、国庫補助金、企業債、一般
会計繰入金等を活用し、経営の健
全化を進める必要があります。（4
年ごとに料金体系を検討する必
要があります。） 

○国民健康保険は、平成 30年度か
ら広域化となるため、より一層経
営基盤を強化し、健全化を進める 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 
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険料の徴収率が前年度より向上
しました。また、介護保険事業会
計の適正な運営のため、給付の適
正化や監査体制を整え、保険料普
通徴収に係る滞納者への徴収強
化に努めました。 
○病院とケアホームかとうの組織
及び会計の一本化を図るととも
に、地方公営企業法全部適用に向
けた取組を行いました。また、介
護保険サービス事業特別会計を
閉鎖しました。ケアホームかとう
については、利用者数の増加に伴
い事業収入が増加し、平成 27 年
度の一般会計からの繰入金は、平
成 23 年度と比べ減少しました。

必要があります。また、介護保険
事業会計については、給付の適正
化や監査体制の整備とともに、保
険料普通徴収を強化し、健全化に
努めていく必要があります。 

○収益増、経費削減に取り組み、中
長期的な経営の健全化を目指す
必要があります。ケアホームかと
うは、平成 27年度の介護報酬の
減額改定を受け、より単価が高い
在宅強化型老人保健施設への移
行を目指すことが健全経営へつ
ながることから、該当する利用者
を積極的に受け入れていく必要
があります。また、訪問看護事業
は、在宅療養患者の増加が見込ま
れ、小児患者や特定疾病患者の訪
問看護の需要もあるため、職員数
を考慮しながら健全化を目指す
必要があります。 

【評価区分】Ａ：目標値達成、Ｂ：80％以上達成、Ｃ：60％以上達成、Ｄ：60％未満、－：測定不能    ※下段は、目標値（H29）に対する達成率。評価は、実績値が把握できる直近年度の数値（達成率）による。

後期基本計画における指標の達成率等 

94.6%
80.0

A
企業会計の起債残高の減及び基金積立額の増により目標値を上

回った。261.0%

-30.0

(-5.0)

臨時財政対策債の借入額縮減など経常一般財源が減少したことな

どにより目標値を下回った。

A 企業会計等の起債償還の進捗により目標値を上回った。
118.6%

-78.3

830

(100)

8.9 6.7 5.9
7.0

82.9 83.3

実績値

（H25）

実績値

（H26）

実績値

（H27）

実績値

（H28）

目標値

（H29）

84.6

－ 63.1% 78.7% 104.5%

96.5% 96.0%

分析の結果評価

B

実質公債費比率（％） 財政課
14.5 11.1

指　　　標 所管課
基準値

（H23）

実績値

（H24）

経常収支比率（％） 財政課
82.8 88.0

－ 90.9%

－ 96.0% 152.3% 224.7%
将来負担比率（％） 財政課

-3.9 -28.8 -45.7 -67.4

101.9%

91.55 94.66 95.13
93.40 A

－ 3.6%

市税収納率（％） 税務課
91.94 91.64 調定額の約６割を占める固定資産税の現年度分収納が堅調であっ

たことが主因となり、目標値を上回った。－ 98.1% 98.0% 101.3%

ふるさと納税件数（件） 総務課
548

C
民間ポータルサイトの活用など、市のＰＲが不足していると考えら

れる。サイトの活用など、ＰＲの促進が必要。43.4% 91.7% 66.0%

8 30 360 761


