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美里町政策評価指標について 

 

平成 19 年 11 月 30 日 

美 里 町 

１ 政策評価指標と達成度 

①政策評価指標（以下「指標」という。）は、美里町総合計画に掲げる「施策」を単位として

美里町の長期的な目標を定量的に示した指標名及びその目標値とします。→【別紙一覧】 

②達成度は、指標の初期値と目標値に対する「現況値」の位置とします。（A～D で表示） 

（下図参照） 

③事務事業評価では、指標の達成度を主な根拠として事業実施の成果を判定します。 

 

 

２ 指標の性質 

・ 指標は、施策目標が達成できたか否かについての客観的な判断を行うための指標であり成果

（アウトカム）に着目した指標です。つまり、指標に掲げる目標値が達成されれば「施策」

に掲げる目標が達成されたということになります。 

・ 適切な指標がどうしても見つからない場合は、事業実施に伴う施策目標に近い成果を代替的

に設定しています。（注：事業の実施量ではない） 

・ 指標の状況をもって毎年度評価を行うため、原則、毎年度測定可能な指標としています。 

 

 

３ 指標の数 政策評価指標は施策毎に原則１つ設定しています。 

 

 

４ 目標値年度 指標の目標値は、美里町総合計画の目標年度である平成２７年度としています。 

（毎年度の仮目標値を設定した上で評価します） 

 

 

² 達成度の定義 
Ａ：達成 目標値を達成した。 
Ｂ＋：未達成＋ 目標値まで届かず、初期値と目標値の中間の値（以下「中間値」という。）

から目標値寄りの実績だった。 
Ｂ－：未達成－ 目標値まで届かず、中間値よりも初期値寄りの実績だった。 
Ｃ：逆行 実績値が初期値よりも悪化した。 
Ｄ：不明 実績値をまだ把握していないなどの理由で判定できない。 

 
（達成度） Ｃ ←|←  Ｂ－   →|←  Ｂ＋  →|→  Ａ 

（指標）-------------●------------------------△------------------------■------------→ 
初期値       中間値       目標値 

 

（以上） 



美里町政策評価指標一覧

No コード 章 項 節 施策幹事課 目標指標名称(単位) 初期値（年度） H27目標値

1000000 第１章　生涯を通して学び楽しむまちづくり

1010000 第１章第１項　社会教育の充実

1 1010100 第１章第１項
第１節　学習ニーズに即した魅
力的な学習機会の充実

生涯学習課
町民一人当たりの公民館・地区公
民館の年間利用回数（回） 4.5(H18) 6

2 1010200 第１章第１項
第２節　家庭の教育力を向上さ
せるための対策

生涯学習課
家庭教育に関わる教室、講座、事
業等の回数（回） 34(H18) 80

3 1010300 第１章第１項
第３節　学びの情報提供と相談
体制の整備、充実

生涯学習課
生涯学習情報ホームページへのア
クセス数（件） （H20実績） 検討中

4 1010400 第１章第１項
第４節　図書館資料と情報提供
の充実

図書館 図書館資料数（万冊） 12.5(H18末) 15

5 1010500 第１章第１項第５節　読書活動の推進 図書館 貸出冊数（万冊） 17.9(H18) 20

6 1010600 第１章第１項
第６節　国際社会に目を向けた
人材育成

生涯学習課
国際交流事業・国際理解学習等へ
の参加者数（人） 400(H18) 1,000

1020000 第１章第２項　学校教育の充実

7 1020100 第１章第２項
第１節　個性・心・基礎学力を
重視した教育の推進

教育総務課
基礎学力を身につけた児童生徒の
割合（％） 60(H18) 80

8 1020200 第１章第２項
第２節　計画的な施設修繕と教
材設備の整備、充実

教育総務課

・老朽化した建物を修繕した幼稚
園、小中学校等の割合（％）
・教材用パソコン用の校内ＬＡＮ
を整備した小中学校等の割合
（％）
・教職員用パソコンの整備率
（％）

70(H19.3)

20(H19.3)

53(H19.3)

100

100

100

9 1020300 第１章第２項
第３節　地域が支える学校づく
り、地域に開かれた学校づくり
の推進

教育総務課

・教育人材バンク及び学校支援ボ
ランティア整備率（％）
・体育施設が地域住民に利用され
ている小中学校の割合（％）

10(H18)

20(H18)

100

100

10 1020400 第１章第２項
第４節　安全な通学、通園を確
保するための対策

教育総務課
・児童生徒のスクールバス利用率
（％）
・見守り体制の整備率（％）

19(H19.4)
10(H18)

50
100

11 1020500 第１章第２項
第５節　学校給食の充実、食育
の推進

教育総務課
・学校給食の幼稚園の割合（％）
・学校給食への地場産品使用率
（％）

17(H18)
40(H18)

100
60

12 1020600 第１章第２項第６節　就学前教育の充実 教育総務課
・３歳児保育の充足率（％）
・預かり保育の充足率（％）

80(H18)
80(H18)

100
100

1030000 第１章第３項　青少年の健全育成

13 1030100 第１章第３項
第１節　青少年の学習活動の提
供と社会的な自立への支援

生涯学習課
青少年を対象とした事業の実施回
数（回） 196(H18) 200

14 1030200 第１章第３項
第２節　地域の教育力を向上さ
せるための対策

生涯学習課
地域の人材を活用した事業の実施
回数（回） 73(H18) 620
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美里町政策評価指標一覧

No コード 章 項 節 施策幹事課 目標指標名称(単位) 初期値（年度） H27目標値

1040000 第１章第４項　文化・芸術の振興、伝統文化・文化財の継承

15 1040100 第１章第４項
第１節　地域の特色を活かした
芸術・文化活動を推進するため
の対策

生涯学習課
芸術・文化活動事業の実施回数
（事業） (H20実績) 検討中

16 1040200 第１章第４項
第２節　歴史・文化を保存し継
承するための対策

生涯学習課
ふるさとの歴史を後世に継承する
ための事業の取り組み数（事業） 4(H18) 7

1050000 第１章第５項　社会体育の振興

17 1050100 第１章第５項
第１節　健康と生きがいをつく
る生涯スポーツと地域スポーツ
の推進

体育振興課
スポーツ大会・教室への参加者数
（人） (H19実績) 検討中

18 1050200 第１章第５項
第２節　スポーツ施設の機能充
実と活用の推進

体育振興課
スポーツ関連施設の利用者数
（人） (H19実績) 検討中

2000000 第２章　健やかで安心なまちづくり

2010000 第２章第１項　保健の充実

19 2010100 第２章第１項
第１節　生活習慣病、各種がん
疾病から町民を守るための保健
活動の推進

健康福祉課
身体障害者手帳新規交付者のうち
原因疾患が生活習慣病である65歳
未満者の人数（人）

151(H18) 20人以下

20 2010200 第２章第１項
第２節　寝たきり・要介護者を
減らすための高齢者の健康づく
り活動の推進

健康福祉課 要介護認定率（％） 15.47(H19.3) 20％以内

21 2010300 第２章第１項
第３節　障害者の自立支援のた
めの保健・医療と福祉の連動シ
ステムの構築

健康福祉課
保健・医療・福祉関係者（機関）
との連絡会議等の設置 未設置(H18.3)

H21までにマ
ニュアル作成
及び会議を開

催

22 2010400 第２章第１項
第４節　健やかな母子保健活動
の推進と児童虐待を撲滅するた
めの対策

健康福祉課
・新生児訪問の実施率（％）
・乳幼児死亡数（虐待による死亡
に着目する）（人）

85.4(H18)
0(H18)

100
0

23 2010500 第２章第１項
第５節　子どもたちに“命の尊
さ”を教える保健教育の推進

教育総務課
子どもたちに“命の尊さ”を継続
し て教 える 保健 教育 の実 施率
（％）

60(H18) 100

24 2010600 第２章第１項
第６節　国民健康保険事業の充
実

町民生活課 特定検診受診率（％） (H19実績) 検討中

25 2010700 第２章第１項
第７節　健康危機管理対策の推
進

健康福祉課
有事の災害弱者救急訓練の実施率
（％） 0(H18) 検討中

2020000 第２章第２項　医療の充実

26 2020100 第２章第２項第１節　地域医療体制の充実 南郷病院
1日平均患者数（人）
・入院
・外来

34(H18)
145(H18)

40
165

27 2020200 第２章第２項
第２節　救急医療体制・広域医
療体制の整備と充実

健康福祉課 検討中 検討中 検討中

2030000 第２章第３項　高齢者福祉の充実

28 2030100 第２章第３項
第１節　元気な高齢者をつくる
ための対策

健康福祉課 要介護認定率（％） 15.47(H19.3) 20％以内

29 2030200 第２章第３項
第２節　高齢者が生涯を通して
自立した生活を送るための対策

健康福祉課
当該年度において、特定高齢者か
ら要介護者・要支援者となった人
の割合（％）

(H19実績) 5％以内
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美里町政策評価指標一覧

No コード 章 項 節 施策幹事課 目標指標名称(単位) 初期値（年度） H27目標値

30 2030300 第２章第３項
第３節　高齢者の尊厳が確保さ
れる介護サービスの提供と家族
介護力向上の推進

健康福祉課
要介護・要支援認定者数の内、施
設サービス受給者の割合（％） 18.42(H19.3)

18.42％
を維持

31 2030400 第２章第３項
第４節　高齢者を地域で支える
“地域型福祉社会”を形成する
ための対策

健康福祉課

・ひとり暮らし高齢者安否確認事
業において登録されている安否確
認協力員の人数（人）
・社協の会員とボランティア登録
数(人)

770(H19.3)

(H19実績)

1,000

検討中

2040000 第２章第４項　障害者福祉の充実

32 2040100 第２章第４項
第１節　地域で自立し安心して
暮らすための障害者福祉サービ
スの整備

健康福祉課
現在入所施設に入所している障害
者 の地 域生 活へ 移行 する 人数
（人）

0(H19.3) 5

33 2040200 第２章第４項
第２節　障害者を地域で支える
“地域型福祉社会”を形成する
ための対策

健康福祉課
障害への理解を深めるための啓発
活動等の回数（回／年） 1(H19) 3

34 2040300 第２章第４項
第３節　障害のある人にやさし
いまちづくり・バリアフリー社
会の推進

健康福祉課
（建設課）

平成１９年度以降にバリアフリー
化した公共施設数（箇所） 0(H18) 4

2050000 第２章第５項　子育て支援の充実

35 2050100 第２章第５項
第１節　働きながら子育てを行
う家族を支援するための対策

子育て支援課 保育所における待機児童数（人） 9(H19.4) 1

36 2050200 第２章第５項
第２節　出産や子育てに不安な
家族を支援するための対策

子育て支援課
育児不安等についての学習や相談
件数（件） 85(H18) 125

37 2050300 第２章第５項
第３節　地域で子どもたちを見
守り育むための対策

子育て支援課
放課後児童クラブのボランティア
活用回数（回） 3(H18) 7

3000000 第３章　力強い産業がいきづくまちづくり

3010000 第３章第１項　農林業の振興

38 3010100 第３章第１項
第１節　担い手の育成、地域農
業の推進

産業振興課

認定農業者数(個人)(人)
集落営農組織数
・組織(組織）
・法人(団体）

192(H19.3)

34(H19.3)
 9(H19.3)

47

 0
47

39 3010200 第３章第１項
第２節　省力・低コスト化の促
進と良質米の安定生産

産業振興課
・ほ場整備率(％）
・カントリーエレベーター利用率
(％）

74(H19.3)
80(H18)

86
95

40 3010300 第３章第１項
第３節　活力ある園芸産地の育
成

産業振興課 園芸生産額(百万円） 829(H18) 950

41 3010400 第３章第１項第４節　汎用水田の有効活用 産業振興課
・麦・大豆の作付面積(ha）
・野菜・果樹等の作付面積(ha）

608(H18)
22(H18)

856
25

42 3010500 第３章第１項第５節　畜産経営の確立 産業振興課 肉用牛飼養頭数(頭) 2,233(H16) 2,591

43 3010600 第３章第１項
第６節　農畜産物の食品品質表
示及び生産履歴の徹底

産業振興課 （設定しない） － －
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美里町政策評価指標一覧

No コード 章 項 節 施策幹事課 目標指標名称(単位) 初期値（年度） H27目標値

44 3010700 第３章第１項
第７節　地産地消・都市農村交
流事業等の推進

産業振興課

・学校給食における町内産食品数
割合（％）
・農作業体験学習・交流組織等の
数（組織）

9(H18)
8(H18)

30
10

45 3010800 第３章第１項第８節　環境保全型農業の推進 産業振興課
水稲の農薬・化学肥料の節減栽培
面積（ha） 151(H18) 2,700

46 3010900 第３章第１項第９節　森林整備の推進 産業振興課 森林面積の維持（ha） 12.8(H18)
12.8
を維持

47 3011000 第３章第１項
第１０節　豊かでゆとりのある
農村生活の推進

産業振興課
農村環境改善センター及び農村婦
人の家利用者数（人） 22,669(H18) 24,300

3020000 第３章第２項　商工サービス業の振興

48 3020100 第３章第２項
第１節　商業・サービス業を振
興させるための対策

産業振興課 年間商品販売額（千万円） 4,861(H16) 4,861を維持

49 3020200 第３章第２項
第２節　工業を振興させるため
の対策

産業振興課 製造品出荷額（千万円） 2,402(H17) 2,475

3030000 第３章第３項　観光・物産の振興

50 3030100 第３章第３項
第１節　観光・物産を振興させ
るための対策

産業振興課 観光客入込数（千人） 401(H18) 440

3040000 第３章第４項　雇用の促進

51 3040100 第３章第４項
第1節　安定した雇用を確保、創
造するための対策

産業振興課 町内事業所従事者数（人） 9,366(H17) 9,460

4000000 第４章　くらしやすさを実感できるまちづくり

4010000 第４章第１項　地域基盤の確立

52 4010100 第４章第１項
第１節　計画的な土地利用と市
街地形成を進めるための対策

企画財政課
（総務課、建

設課）
小牛田駅東地区の居住者数（人） 12(H18) 2,045

53 4010200 第４章第１項
第２節　安全・安心な道路等を
整備するための対策

建設課
町道歩道整備
・延長（ｍ）
・面積（㎡）

29,421(H19)
86,548(H19)

40,062
112,150

54 4010300 第４章第１項
第３節　公共交通網を確立する
ための対策

総務課
一日の住民バス利用者数
(人口千人当たり) 0.73(H18) 1.61

55 4010400 第４章第１項
第４節　情報通信基盤を整備す
るための対策

企画財政課
光ファイバーの利用可能世帯カ
バー率(％) 51.1(H19) 100

4020000 第４章第２項　生活安全の確保

56 4020100 第４章第２項
第１節　安全、安心な防災・消
防・救急体制を確立するための
対策

総務課

・地域自主防災組織の組織化数
（地区）
・消防団員数の定数に対する充足
率(％)

17(H19.3)
89.7(H19.3)

57
90.0

57 4020200 第４章第２項
第２節　安全、安心な交通環
境・防犯体制を確立するための
対策

総務課
・交通事故死亡者数・交通事故総
発生件数(件）
・刑法犯罪認知件数(件）

2(H18)
572(H18)
254(H18)

1
455
200

4030000 第４章第３項　環境・景観の保全・創造
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58 4030100 第４章第３項
第１節　自然環境・景観の保全
とその活用するための対策

町民生活課 町内一斉清掃の参加者数（人） 5,000(H18) 5,810

59 4030200 第４章第３項
第２節　環境の保全・美化を推
進するための対策

町民生活課

・１人当たりの１日ゴミ排出量
（g）
・不法投棄監視パトロール回数
（回）

847(H17)
12(H18)

837
48

4040000 第４章第４項　居住環境の質の向上

60 4040100 第４章第４項
第１節　快適で安全な生活環
境、住宅環境を整備するための
対策

建設課 宅地排水不良箇所（箇所） 10(H19.3) 0

61 4040200 第４章第４項
第２節　水道水を安定して供給
するための対策

水道事業所 老朽管の更新率（％） 77(H19.3) 100

62 4040300 第４章第４項
第３節　下水道を普及推進する
ための対策

建設課
・公共下水道水洗化率（％）
・農業集落排水水洗化率（％）

70(H19.3)
66(H19.3)

80
80

5000000 第５章　自立をめざすまちづくり

5010000 第５章第１項　住民活動の促進

63 5010100 第５章第１項
第１節　住民参画と協働のまち
づくりの推進

企画財政課 （設定しない） － －

64 5010200 第５章第１項
第２節　地域における住民活動
を活性化させるための対策

企画財政課 行政区が実施する事業数（事業） (H20実績) 検討中

65 5010300 第５章第１項
第３節　ＮＰＯ活動やボラン
ティア活動を活性化させるため
の対策

企画財政課 中間支援組織の設立数 0(H19.3) 1

5020000 第５章第２項　交流の促進

66 5020100 第５章第２項
第１節　国際交流を推進するた
めの対策

企画財政課
外国人の本町訪問者数及び町民の
海外訪問者数（人） 93(H19.3) 100

67 5020200 第５章第２項
第２節　地域間交流を推進する
ための対策

企画財政課 交流人口数（人） 0(H19.3) 50

68 5020300 第５章第２項
第３節　住民と住民がふれあう
地域内交流を推進するための対
策

企画財政課 参加行政区数（事業×区） 0(H19.3) 180

5030000 第５章第３項　平和行政の推進

69 5030100 第５章第３項
第１節　非核・平和社会を実現
するための対策

企画財政課
被爆地を訪れた町民（中学生）の
数（人） 11(H18) 12

5040000 第５章第４項　男女共同参画社会の実現

70 5040100 第５章第４項
第１節　男女共同参画社会を推
進するための対策

企画財政課
審議会等委員の女性登用比率
（％） 29.1(H18.4) 30.0

5050000 第５章第５項　行財政運営の健全化

71 5050100 第５章第５項
第１節　行政運営の効率化を推
進するための対策

総務課
効率化が図られた事業の割合
（％） (H20実績) 100
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72 5050200 第５章第５項
第２節　財政を健全化するため
の対策

企画財政課 実質公債費比率（％） 17.1(H19) 17.9

73 5050300 第５章第５項
第３節　住民の立場に立った行
政サービスを提供するための対
策

総務課
職員の対応が良いと感じた利用者
の割合（％） (H19実績) 100
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