
　おなまえ ：

基本施策
番号

生活課題
現状値

(２１年度）
目標値

（２２年度）
目標値

（２７年度）

12
学校内や登下校の途中で事件
や事故が起こらない

54.2% 70.0% 80 %

目標値 その他

60%

20%

資料９

犯罪や交通事故を
未然に防ぐ

事件・事故は起こってはならないこと。地域を
あげて取り組まなければいけない問題だと思
われるため。

基本施策を記入（下線部は省略可）

提案していただく新しい数値目標を記入

　　目標値の設定理由を記入

12
・交通事故の子どもの割合

・防犯ブザーの所持率

２．数値目標の提案について

基本施策

提案する数値目標と目標値の積算方法

基本施策①　犯罪や交通
事故を未然に防ぐ

基本施策
番号

【記入例】

アンケート数値設定等に関する調査票

　下記の調査票をご記入いただきますようお願いいたします。結果については、次回の委員会にて集約したものを資料として、見当いただきたいと思います。なお、締め切りにつきま
しては、ご多忙中大変恐縮ですが、９月２０日（火）までにお願いいたします。

基本施策 設定の理由

１．アンケートの目標値について

数値目標



１．アンケートの目標値について

政策 生活課題
現状値

（Ｈ２１年度）
目標値

（Ｈ２７年度）

政策（１）
子どもからお年寄りまで、健康でいきいき
と暮らしている

51.9%

〃
遠くまで行かなくても、高度医療の病院の
治療を受けることができる

20.0%

政策（２）
軽度障害の高齢者なら、地域や集落ごと
に介護できる

30.7%

政策（３）
地域ぐるみで、子どもやお年寄りを見守
り、声をかけられるような雰囲気、関係
性、取組みができている

37.5%

〃 障害のある人が、不安なく生活できる 14.5%

〃
ひとり暮らしの老人が孤独感なく、体調な
どを確認してもらいながら生活できる

21.7%

〃
お年寄りや所得の低い人が安定した生活
を送れる

14.3%

政策（４）
不安や足かせや孤立感なく、子どもを産
み育てるような環境や支援が整っている

22.8%

〃
家庭内での教育がしっかり成り立ってい
る

34.6%

〃 子どもの数が増えている 11.5%

政策（５）
介護を真に受けるべき人が、速やかに介
護を受けられる

19.5%

２．数値目標の提案について

政策 基本施策 提案する数値目標

基本施策③　少子化に歯止めを
かける

基本施策①　高齢者や障がいの
ある人などの権利を守る

基本施策①　子どもを産み育て
やすい環境をつくる

基本施策②　家庭の教育力を高
める

基本施策③　高齢者の健やかな
生活を支える

基本施策④　老後の生活や低所
得者の自立を支える

基本施策①　子どもや高齢者を
地域ぐるみで見守る

基本施策②　障がいのある人の
自立した生活を支える

基本施策②　身近なところで高
度な医療を提供する

基本施策①　高齢者などを地域
や集落で支える環境をつくる

基本施策 設定の理由

基本施策①　１０万市民の健康
を維持する

　　　　　　　　　　　　　　　　アンケート数値設定等に関する調査票     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ．健康・福祉



１．アンケートの目標値について

基本施策
番号

生活課題
現状値

（Ｈ２１年度）
目標値

（Ｈ２２年度）
目標値

（Ｈ２７年度）

12 学校内や登下校の途中で事件や事故が
起こらない

54.2% 70.0%

13 悪徳商法などに巻き込まれず、省エネの
暮らしが実践されている

39.3% 50.0%

14 食品を安心して食べられる 66.0% 70.0%

15 災害が起こっても、被害が 小限に抑え
られる

34.6% 50.0%

16 火事が起こらず、急病人がスムーズに搬
送される

35.3% 50.0%

17 昔のような自然を、孫の世代にまで残す
ための取組みがされている

19.6% 31.0%

18 自然を整備しつつ、その廃材が活用され
るような循環と持続再生のとりくみがある

23.1% 28.0%

19 空気がきれいで静かであり、豊かな自然
のなかで暮らせる

70.7% 75.0%

20 川が汚れておらず、魚がいて、川遊びが
できるような環境がある

29.4% 32.0%

21 水が美味しい（においがしない） 55.3% 60.0%

22 全市的に、下水道が整備されている 42.6% 42.0%

23 若い人や子どもも含め「もったいない」と
いう考え方を持っている

32.5% 50.0%

24 ゴミを出さないようにするという意識を皆
が持っている

35.6% 70.0%

25 地球温暖化防止に向けて住民が意識を
持っている

26.7% 60.0%

26
ダイオキシン汚染など、長い時間がたた
ないとわからない問題にも、住民が意識
を持っている

24.0% 70.0%

27 街なかが整然としつつも、にぎわいを生
んでいる

15.0% 26.0%

28 まちに緑がたくさんある 61.6% 61.0%

29 田園風景や城下町に伊賀らしさを感じら
れる

69.5% 75.0%

30 伊賀市の特徴にあった住まい方が実現で
きる

43.3% 48.0%

２．数値目標の提案について

目標値 その他

基本施策
番号

基本施策
提案する数値目標と目標値の積算方法

数値目標

基本施策③　伊賀市らしい景観
を守り、活かす

基本施策④　伊賀市らしい住ま
いと居住環境を創造する

基本施策①　秩序の中にもにぎ
わいのある都市空間をつくる

基本施策②　緑化を進め、公園
や緑地を整備する

基本施策②　地球環境にやさし
い生活を送る

基本施策③　環境問題などに協
働して取り組む

基本施策①　もったいない精神
を持ち続け、環境にやさしい社会
をつくる

基本施策①　ごみを減らす生活
を送る

基本施策①　安全でおいしい水
道水を安定供給する

基本施策②　全市的に生活排水
処理施設を整備する

基本施策①　自然と共生する、
住みよいまちをつくる

基本施策②　美しい川の環境を
維持する

基本施策①　自然を守り、未来
へと引き継ぐ

基本施策②　森林を整備し、継
続して活用する

基本施策①　自然災害への十分
な備えをする

基本施策②　火災を防ぎ、市民
の命を救う

基本施策②　環境にも家計にも
やさしい消費生活を普及させる

基本施策③　感染症などの流
行、拡大を防ぎ、食の安全を確
保する

基本施策 設定の理由

基本施策①　犯罪や交通事故を
未然に防ぐ

アンケート数値設定等に関する調査票

Ⅱ．生活・環境



１．アンケートの目標値について

基本施策
番号

生活課題
現状値

（Ｈ２１年度）
目標値

（Ｈ２２年度）
目標値

（Ｈ２７年度）

31 子どもが将来の夢をはっきり持っている 25.2% 40.0%

32 高度な教育や研究ができる環境が整って
いる

10.5% 25.0%

33 何歳になっても役割があり、退職者や高
齢者が生きがいを持って暮らしている

31.8% 50.0%

34 子どもからお年寄りまで、気軽にスポーツ
を楽しんでいる

50.3% 60.0%

35 豊かな文化・芸術に触れることができる 38.6% 50.0%

36 まち（地域）の歴史が受け継がれている 58.6% 70.0%

37 子どもが、伸び伸びと外で遊んでいる姿
を見かけることができる

24.2% 31.0%

38 すべての人の人権が尊重されている 35.0% 40.0%

39 あらゆる差別がなくなっている 27.4% 40.0%

40 生活課題：ユニバーサルデザインの理念
が普及している

17.3% 35.0%

41 子育てや介護を、男女問わず「出来る者
がする」ような雰囲気や環境がある

23.7% 40.0%

２．数値目標の提案について

目標値 その他

基本施策
番号

基本施策

提案する数値目標と目標値の積算方法

数値目標

基本施策③　ユニバーサルデザ
インの理念に基づいたまちをつく
る

基本施策①　あらゆる場に男女
がともに参画する社会をつくる

基本施策①　互いを認め合い、
すべての人の人権を尊重する

基本施策②　部落差別解消に向
け、同和行政を推し進める

基本施策①　歴史や文化を守
り、未来へと引き継ぐ

基本施策①　子どもたちの健や
かな成長を促す

基本施策②　だれもが気軽に楽
しめるスポーツを振興する

基本施策③　文化・芸術により、
豊かな感性と創造性を育む

基本施策②　大学や研究機関な
どを積極的に活用する

基本施策①　だれもが生きがい
を持てる機会をつくる

基本施策 設定の理由

基本施策①　個性を伸ばし、夢
を追い求められる教育を進める

アンケート数値設定等に関する調査票

Ⅲ．教育・文化



１．アンケートの目標値について

基本施策
番号

生活課題
現状値

（Ｈ２１年度）
目標値

（Ｈ２２年度）
目標値

（Ｈ２７年度）

42 地域の特徴を活かした農林業が持続して
いる

37.3% 45.0%

43 全国の人が、伊賀の特産物を認めている 39.5% 50.0%

44 観光客が増えている 30.7% 50.0%

45 身近な地域で日常の買い物が済ませら
れる

63.3% 70.0%

46 若者も含め、地元に働きたくなるような職
場がある

14.7% 29.0%

47 企業が進出し、雇用の場が増える 14.0% 37.0%

48 働く親が、子どもを育てながら働ける環境
が整っている

22.7% 40.0%

２．数値目標の提案について

目標値 その他

基本施策
番号

基本施策

提案する数値目標と目標値の積算方法

数値目標

基本施策②　企業誘致により雇
用の場を増やす

基本施策①　仕事と子育てを両
立できる職場環境をつくる

基本施策①　住む人にとって魅
力ある商店・商店街をつくる

基本施策①　地元に魅力的な雇
用の場をつくる

基本施策②　伊賀ブランドの価
値を高め、売り出す

基本施策③　資源ともてなしの
心を活かし、観光を振興する

基本施策 設定の理由

基本施策①　持続的で個性的な
農林業を実践する

アンケート数値設定等に関する調査票

Ⅳ．産業振興



１．アンケートの目標値について

基本施策
番号

生活課題
現状値

（Ｈ２１年度）
目標値

（Ｈ２２年度）
目標値

（Ｈ２７年度）

49 市外への交通アクセス手段があり、地元
から通勤通学できる

36.5% 43.0%

50 渋滞がなく、市内がスムーズに行き来で
きる

54.1% 57.0%

51 利用したい層の望みに合う形で、巡回バ
スが十分に利用されている

18.6% 29.0%

52 情報網によって、だれでも、いつでも、ど
こでもサービスが受けられる

18.8% 28.0%

53 固有の文化が世代をつなぎ、引き継がれ
ていっている

44.4% 60.0%

54 地域の資源を活かした交流が広がってい
る

29.4% 40.0%

55 文化の違いを超えて、さまざまな国籍の
人が共生している

50.5% 60.0%

56 広域的な課題に立ち向かい、解消に向
かっている

20.6% 30.0%

２．数値目標の提案について

目標値 その他

基本施策
番号

基本施策

提案する数値目標と目標値の積算方法

数値目標

基本施策①　広域連携によっ
て、より多きな課題に取り組む

基本施策②　地域資源を活かし
て、他地域と交流する

基本施策①　外国人と交流で
き、共生できる地域社会をつくる

基本施策①　高度情報化に対応
した地域と市役所をつくる

基本施策①　文化の継承を通じ
て、世代間の交流を進める

基本施策②　市内道路網を機能
的に強化する

基本施策③　市内交通機関の利
便性を高める

基本施策 設定の理由

基本施策①　広域的な道路・交
通環境を整備する

アンケート数値設定等に関する調査票

Ⅴ．交流基盤



１．アンケートの目標値について

基本施策
番号

生活課題
現状値

（Ｈ２１年度）
目標値

（Ｈ２２年度）
目標値

（Ｈ２７年度）

57 合併前の旧市町村区域にとらわれず、市
が一体となっている

28.4% 50.0%

58 積極的に創意工夫し立案できる職員の育
成ができている

18.1% 50.0%

59 市民の意見が反映され、有効なものは実
施される仕組みがある

19.1% 50.0%

60 市街地や中心部だけでなく、地域の特性
を活かし、全体として地域が発展している

17.7% 40.0%

61 血縁・地縁のみに依存せず、広く、多様な
人を受け入れる風土がある

25.5% 33.0%

62
皆が、本当の幸せや豊かさや命の尊さな
どを認識しながら、心ゆたかに過ごしてい
る

34.8% 42.0%

63 住民自治活動が活発である 46.6% 60.0%

64 公共機関や行政サービス窓口の場所や
手続きが利用しやすい

41.0% 60.0%

65 健康診断を近くの施設で誰でも気軽に受
けることができる

54.4% 70.0%

66 文化施設が有効活用され、よく利用され
ている

32.1% 50.0%

67 行財政改革が進んでいる 16.1% 30.0%

68 財政基盤が確立している 12.8% 21.0%

２．数値目標の提案について

目標値 その他

基本施策②　財政基盤を確立す
る

基本施策
番号

基本施策

提案する数値目標と目標値の積算方法

数値目標

基本施策②　文化・スポーツ施
設などの公共施設を利用しやす
くする

基本施策①　行財政改革を推進
する

基本施策①　公共サービスの窓
口を分かりやすくする

基本施策①　保健・福祉などの
サービスを身近で受けやすくする

基本施策①　豊かさを実現する
ための地域に合った施策を住民
自らが選択する

基本施策①　住民自治活動を活
発化させる

基本施策①　市内各地域の特性
を活かした分権型のまちをつくる

基本施策②　市内外から多様な
主体を受け入れる、開かれたま
ちをつくる

基本施策①　行政職員の専門家
としての能力や意欲を高める

基本施策②　市民の有効な意見
をまちづくりに反映させる

基本施策 設定の理由

基本施策①　伊賀市としての一
体感を生み出す

アンケート数値設定等に関する調査票

Ⅵ．しくみ 【差替】


