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１－１－① 健康づくり 1 新規 伊賀市の健康寿命
６５歳からの平均余命から
介護等が必要な期間を除い
た期間

歳

生涯健康で自分らしく暮らし続けるために、
健康づくりや介護予防など各種事業を充実
させることで、日常生活に制限なく生活でき
る期間「健康寿命」に表れることから設定し
た。

第３次地域福祉計画に基づく健
康寿命の算定データを健康推
進課で確認

男　82.31
女　85.37

（H26）

男　83.05
女　86.08

日本の平均寿命は微増傾向にあり、健康づく
り事業への取り組みを進めることにより健康寿
命も比例して上昇することをめざし設定した。

１－１－② 医療 1 継続 救急患者受入率
夜間・休日における二次救
急実施病院の患者受入率

％

安心した医療提供では、まちづくりアンケー
トからも、救急医療体制の充実が求められ
ていることから、第１次再生計画から引き続
き本指標を設定した。

伊賀地域二次救急実施３病院
（上野総合市民病院、岡波総合
病院、名張市立病院）データを
医療福祉政策課で確認

96.4 98.0

現計画（第2次総合計画、第１次再生計画）で
は、平成28年度の目標を98%を設定している
が、平成28年1～6月では、97％となっている。
引き続き、二次救急医療としての役割を果た
すため本目標値を設定した。

1 継続
総合相談支援実施回
数

地域包括支援センターで、
相談支援を行った延件数

件
総合相談支援件数の増加は、地域包括支
援センターが福祉に関する相談場所として
認知されていることを表している。

地域包括支援センターの総合
相談支援集計資料に基づく件
数

6,401 6,520 高齢者人口の伸び率を勘案して目標値を設定

2 新規
相談事案調整会議開
催回数

他分野にわたる支援が必要
なケースについて、庁内連
携と今後の支援方法につい
て検討する会議の開催回数

件

市民の抱える生活上の課題が複雑化し、
家族全体の困り事を総合的かつ迅速に支
援するため、専門職種を活かしながら検討
する会議です。そこから見えてくる社会的背
景から地域ケア会議に発展していく場合も
あります。

福祉相談調整課が会議の進行
及び事案が終結するまで管理
し、確認するもの

47 50

市民が抱えている複雑な課題から解決できる
よう、会議の開催と進行管理を行っています。
相談件数が増えるに伴い会議の数も増え、迅
速に解決するためには、検討する場も増える
見込みと考えます。

１－２－② 生活支援 1 新規
社会福祉士等専門職
数

多様化する福祉相談に対応
するための専門職の育成・
配置

人

生活困窮者は様々な事情を抱えている場
合が多く、相談に応じるにはより専門的で
幅広い知識と経験が求められるため、人事
異動のある正規職員だけではなく、面接相
談員等の嘱託職員の長期継続的な配置が
必要である。

生活支援課職員配置 1 2

求める人材を確保することは容易ではない
が、現在、正規職員で社会福祉士の資格を有
する者の配置換えや、国庫補助金を活用した
嘱託職員の任用も検討し、常時２名は配置す
べきであると考えるため。

１－２－③
障がい者

支援
1 継続 相談件数

障がい者相談支援センター
等の相談件数

件

障がいのある人が「自分らしい暮らし」を実
現でき、その家族が安心して生活していく
上で、気軽に相談できる環境が整っている
かどうか把握するため

障がい者相談支援センターが
毎月数値化し、福祉相談調整
課が確認するもの

7,019 7,500

障がいのある方の中には、情報を十分に理解
できない、積極的に情報収集できない等多くお
られ、相談支援体制の充実が必要であると考
えています。困ったときには、「市の相談機関
に行けば何とかなる。」というような身近な存在
（機関）になればとの思いで、「相談件数」を指
標としています。

（就労支援の成功件数は、確かに一理ありま
すが、就職すれば万事解決ではなく、就職後
に、職場での仕事内容であったり、人間関係で
あったり、または、家族の中での悩みごとなど
が原因で、離職されてしまう障がいのある人も
多数お見えになりますので、多種多様な相談
に対応できる相談体制を築き、就労等を含め
生涯をサポートできる相談支援が大切である
と考えています。）

１－２－④
高齢者支

援
1 新規

介護保険認定を受け
ていない人の割合

１号被保険者のうち介護保
険認定を受けていない人の
割合

％
生きがいを感じながら安心して暮らすには、
健康で日常生活が自立していることが必要
であり、それを示すものである。

（1－（介護認定者数／６５歳以
上人口））×１００

78.1 77.0

Ｈ25.10時点の要介護度別・性別・年齢階級別
認定率をもとに要介護度毎の年齢階層別推計
人口を乗じて計算

伊賀市高齢者輝きプラン（第４次高齢者福祉
計画・第６期介護保険事業計画）（P9)に掲載し
ている推計認定者数を基にしている。（直近実
績により数値を調整）

健
康
･
福
祉

福祉総合
相談

１－２－①
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1 新規 地域予防対応力

医療や介護が必要な状態を
予防するために、地域全体
で諸施策に取り組む力（平
成28年度中に数値化）

未定

地域予防対応力が向上すれば、地域福祉
が推進される。

地域福祉の進捗度をはかる指標が存在し
ないのが現状である。そんな中、伊賀市独
自の指標として、地域での自助・互助（共
助）の取り組みの成果（活動）指標を掛け合
わせることで算出した本指標を開発した。

現時点では、年度比較が可能な指標の算
出までには至っていない。

医療福祉政策課でデータ収集
し、算出。
「自助」の取り組みを表す指標
　①特定健診受診率
　②意識的に運動している
　　住民の割合
　③サロンののべ参加者数
　④健康に関する出前講座
　　のべ参加者数
　⑤シルバー人材センター
　　登録者数
　⑥老人クラブ会員数
「互助」の取り組みを表す指標
　⑦キャラバン・メイト登録者数
　⑧いが見守り支援員数
　⑨介護予防リーダー養成
　　講座受講者数

本年度
算出予定

本年度
算出予定

本年度、年度比較可能な指標を算出する予定
です。

2 新規
地域福祉ネットワーク
会議設置数

地域の生活課題の解決に
向けた検討を行う場の設置
数（住民自治協議会単位に
設置）

団体

地域での生活課題の解決のため、検討を
行う場をつくることで、その地域の課題に応
じた取り組みが推進される。
また、その地域独自の取り組みが進むこと
で、「地域予防対応力」向上につながる。

伊賀市社会福祉協議会へ委託
している「地域福祉体制づくり
事業」の実績として、年度末に
報告される。

18
39

（H30)

平成30年度末で39団体での設置を目指し、取
り組んでいる。（地域福祉計画（P63）に掲載）
年6団体を設置目標としている。

1 新規
こんにちは赤ちゃん
訪問率

出生件数に対し赤ちゃん訪
問を実施した率

％

出生１～２か月児宅に家庭訪問を実施し子
育て支援に関わる機会を持つことにより、
子育てに関して不安や悩みなどの軽減が
図られることから引き続き指標を設定した。

健康推進課で実施した件数に
より確認

98.2 99.0
第1次計画では、目標値を達成している。すべ
ての対象児に家庭訪問できるよう更に取り組
みを進めるため設定した。

2 新規
若年世代（20～39歳）
未婚率

若年世代（20～39歳）の未
婚率

％

伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略にお
いて、結婚・妊娠・出産・子育てまでの切れ
目ない支援体制を充実することにより、若
者世代が、安心して子どもを産み、育てるこ
とができると感じることができ、家庭を持ち
たいという意識の向上を見込んでいるた
め。

国勢調査
（現状値については、Ｈ２７実施
結果が確定次第、変更表記す
ることとする。）

49.32
（H22）

47.00

伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略（H27年
10月）に記載している数値

三重県及び近隣市町と比較する中で、県内で
も先進的に子育て支援策に取り組み、少子化
対策及び子育て世帯の転入傾向を高めている
市の平成22年度未婚率を目途に設定した。

健
康
･
福
祉

社会福祉・
地域福祉

１－２－⑤

１－３－①
子育て・少
子化対策
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２－１－① 危機管理 1 継続
あんしん・防災ねっと
の登録者数

伊賀市「あんしん・防災ねっ
と（防災情報システム）」へ
の登録者数

人

自主防災組織の活動カバー率は９６％であ
り地域の防災に対する意識は高いことが伺
えるが、「あんしん・防災ねっと」への登録者
数を増やし、災害情報を市民に提供するこ
とで、更に市民の防災意識を高める必要が
あるため。

「あんしん・防災ネット」（防災情
報システム）の災害時緊急メー
ルの登録件数

4,054 6,600

平成２４年から平成２７年までの新規登録者数
の平均値を求め、その平均値に年数を掛けて
目標値としました。さらに登録者を増やすた
め、広報いが市に年数回「あんしん・防災ねっ
と」の記事を掲載していることは継続し、さら
に、住民自治協議会や自主防災組織への出
前講座に出席した際に「あんしん・防災ねっと」
の登録用のチラシを参加者全員に配布し登録
を促すことで、登録者を増やす事に努める。

1 継続
救命講習年間受講者
数

救命講習会等への１年間の
市民参加人員

人
市民一人ひとりが応急手当の重要性を認
識し、技能を身につけ一次救命処置を行え
ることとするため

救命講習会へ参加した一年間
の受講人員

3,200
3,300

（平均値）

第１次計画では、目標値を３年間で１万人とし
ており、概ね達成しているが講習受講後の技
能維持のため、２～３年で再講習を勧めている
ので、その人員も含まれている。新規受講人
員を増やすため引き続き取り組んでいく必要
があるため。

2 継続 消防水利の充足率
耐震性防火水槽及び消火
栓を計画的に設置した充足
率

％
火災発生時における早急な消火活動を実
施し、市民の生命・身体・財産を守るため

地震防災対策特別措置法に基
づく消防施設整備計画により消
防救急課が確認

64.7 67.0

消防施設整備計画による算定数2，367基に対
し、整備数は２７年度末現在で1，530基となっ
ている。毎年度防火水槽を整備し不足数837
基を改善することにより、充足率を向上させ早
急な消火活動と火災被害の軽減を図る。

1 継続
交通安全教室等への
参加者数

地域等で開催する交通安全
教室や出前講座への参加
者数

人
交通安全教室や出前講座への参加者を増
やし交通安全意識を高める。

参加者名簿 51 70
開催箇所や回数を増やすなどして参加者を増
加させる。

2 継続 消費生活相談の件数
消費生活相談窓口に寄せら
れる年間相談件数

件
相談員のレベルアップを図り、窓口をPRす
ることで相談件数を増やし、トラブルの未然
防止や問題の解決に繋げる。

相談員や課員が作成する相談
記録

236 250
社会情勢などにより相談状況も変化するため
必ずしも件数が増えていくものではないが、広
報等により窓口を周知し、相談件数を増やす。

1 継続
庁内から排出される
CO2排出量

市の事務事業から排出され
る二酸化炭素排出量

t-
CO2

伊賀市もったいないプラン(2011年～2015
年)などに基づき、2007年度を基準として
2014年度までに13.2%を削減した。このペー
スであれば2020年度には17.5%の削減でき
ると試算している。本年3月に策定した伊賀
市地球温暖化対策実行計画事務事業編で
は、目標を意欲的かつ実現可能な目標とし
て20%削減とした。

各課へ伊賀市温室効果ガス管
理シートの提出を求め集計す
る。

28,431
H19

23,469
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づ
いて策定した「伊賀市地球温暖化対策実行計
画(事務事業編)」の目標値である。

2 新規
市内河川環境基準達
成率

河川BOD（生物化学的酸素
要求量）の測定値

％
生活排水対策の推進により、河川水質の
向上を目指しており、河川の水質汚濁の指
標として適当である。

市内河川１８地点で年4回の水
質検査を環境センターで行って
おり、その中で環境基準が設定
されている８地点のBOD測定
値。

100 100

指標の対象となる河川の１地点において環境
基準を超過する年があり、生活排水対策の推
進により、すべての地点での基準達成を目標
とする。

２－３－①
一般廃棄

物
1 継続 資源化率の向上

資源化率＝（資源化量）／
（ごみ処理量＋集団回収）
×100

％
ごみの減量化及びリサイクルによる循環型
社会の構築を啓発するため

さくらリサイクルセンターで受入
れを行った廃棄物に対して確
認

55.1 55.8
２０１６年５月に策定した「伊賀市一般廃棄物
処理基本計画」の資源化量の予測結果に基づ
いて設定している。

1 新規 取水施設統合進捗率
施設統合により運用廃止が
必要となる施設数のうち、運
用を廃止した施設数の割合

％
水道事業経営効率化の優先課題として、施
設統廃合を計画的且つ確実に実行するた
め。

水道総務課が確認 0.0 36.4
現在策定中の伊賀市水道事業基本計画に基
づく

2 継続
生活排水処理施設整
備率

処理区域内人口/伊賀市人
口

％

下水道、農業集落排水施設等、浄化槽、コ
ミュニティ・プラントの各汚水処理人口の普
及状況を、人口で表した指標を用いて統一
的に表現した。

下水道課が確認 77.6 80.5
伊賀市生活排水処理施設整備計画に基づく
達成すべき指標

生
活
･
環
境

消防・救急２－１－②

事故・犯罪
防止

２－１－③

２－２－① 環境保全

上下水道２－３－②

3



KPI総括表 資料２
施策番号

施策
キーワー

ド

番
号

新規
継続

成果を示す指標
（ＫＰＩ）

指標の説明 単位
指標を設定した理由

（考え方）

捕捉方法
(何で確認するか・
データの出典など）

現状値
（※記載が
ない場合は

H27)

目標値
（※記載が
ない場合は

H32)

目標値設定の理由
（上昇値（率）設定の考え方）

３－１－① 観光 1 継続
着地型観光事業で提
供されるメニュー数

観光客を呼び込み、もてな
す体験・学習型観光商品の
メニュー数

件

観光客誘致施策は情報発信と受入体制の
整備に大別されます．この指標は市民全体
で観光客を受け入れる体制作りを目標とし
ているのでメニュー数が適切と考えます。

着地型観光事業「いがぶら」に
登録されたメニュー数を基本に
します。

81 120

着地型観光のメニューは毎年同じはない。メ
ニューを提供するパートナーは何％か入れ替
わる。その入れ替わりを考慮しても現状値より
約50％増加させたい。

３－２－① 農業 1 新規
集落ぐるみで行う、地
域農業等の事業の取
り組み集落数

人・農地プラン策定集落数、
中山間制度支払い集落数、
多面的機能支払い交付集
落数、営農組織設立集落数
の合計

集落

人・農地プランの策定、中山間地域直接支
払制度、多面的機能支払制度など地域農
業等の取組みをしている集落数を指標とす
る。これらの取組み集落が増えることによ
り、市が目指す持続的な農業の一助とな
る。

農林振興課、農村整備課で把
握している地域農業の取組み
数を集約、整理し数値化したも
の

131 144 現状値×10％（農業集落数は全体で195）

３－２－②
森林保全・

林業
1 継続

認定林業体等森林経
営計画作成面積

森林法に基づく認定林業事
業体等による森林経営計画
作成面積の合計

ha

林業経営の担い手の高齢化が進む中、林
業経営の効率化を図るには、林業経営の
集約化が必要であることから、集約化施業
を目的とした森林経営計画の作成面積を目
標指数とする。

森林法に基づき市が認定した、
林業事業体等が作成する森林
経営計画の計画面積

1,300 2,800

第1次計画では、平成28年度の計画認定面積
を目標値と設定して達成している。引き続き取
り組んで行くことから、平成27年度実績基準に
毎年300haの認定面積拡大を目指す。

1 継続
中心市街地の歩行
者・自転車通行量

中心市街地内の４ヶ所で定
点計測

人
中心市街地の賑わいづくりに向け、回遊性
向上の達成状況を把握するため

通行量調査
（毎年３月の日曜日）

4,421 4,600
第1次計画では、年平均1％上昇を目標として
おり、概ね達成している。引き続き取り組んで
いくことから、年1％上昇を見込んでいる。

2 継続
小売年間販売額（百
万円）

商業活性化重点軸（上野市
駅前及び本町通周辺）の小
売年間販売額

円
中心市街地の賑わいづくりに向け、地域の
消費動向の状況を把握するため

該当店舗に対する調査票の送
付、回収に基づく集計

2,515 2,550
第1次計画では、年平均0.4％上昇を目標とし
ており、概ね達成している。引き続き取り組ん
でいくことから、年0.4％上昇を見込んでいる。

３－３－② 商工業 1 新規 新規加入事業者数
上野商工会議所、伊賀市商
工会に新たに入会された数

件

商工業活動のコンサルティング機能を担う
両団体への新規加入事業者数を指標と設
定することで、新たな事業の創出並びに事
業者の意欲の高揚を調べる。

両団体が発行する事業報告書
により数値を確認。

48 60

商工業者の数が年々減少している厳しい状況
であるが、商工業活動のコンサルティング機能
を担う両団体の会員獲得は必須である。H32
目標値を60人と設定し、年約4％の上昇を見込
むものとする。

３－４－① 産業立地 1 新規 新規立地企業件数
工場立地動向調査における
新規立地企業件数

件
地域産業の活性化を図るためには、新たな
企業誘致を推進していくことが求められるこ
とから、新規立地企業件数を指標とした。

工場立地動向調査による 9
12

（平均値）

基準年に対し、年1件の増加を見込むことと
し、目標値においては計画期間中の平均値と
した。

３－５－① 雇用・就業 1 新規
伊賀管内の有効求人
倍率

三重労働局が発表する労働
市場月報における伊賀管内
の有効求人倍率の年度平
均値

％
伊賀管内の有効求人倍率を設定すること
で、多様な就業・雇用の拡大が図れている
か把握するため。

三重労働局が発表する労働市
場月報における伊賀管内の有
効求人倍率の年度平均値

1.27 1.32
三重労働局が発表する労働市場月報におけ
る三重県の有効求人倍率の年度平均値を目
標値とする。

３－６－① 起業支援 1 新規 新規起業件数

産業競争力強化法に基づく
創業支援事業計画における
創業支援機関の支援のもと
創業を行った事業者数

件

創業支援機関による支援を受け、事業計
画、事業運営ノウハウを修得した起業家数
を把握することで、事業性の高い創業者の
数を把握する。

各機関への調査により把握す
る。

26 40

定年年齢の引き上げやリーマンショック、東日
本大震災以降からの景気回復により雇用が安
定したことから、当地域の創業希望者は減少
しているが、新たな事業の開拓は地域産業の
振興に必須である。H32目標値を40件と設定
し、年約11％の上昇を見込むものとする。

産
業
・
交
流

中心市街
地活性化

３－３－①
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KPI総括表 資料２
施策番号

施策
キーワー

ド

番
号

新規
継続

成果を示す指標
（ＫＰＩ）

指標の説明 単位
指標を設定した理由

（考え方）

捕捉方法
(何で確認するか・
データの出典など）

現状値
（※記載が
ない場合は

H27)

目標値
（※記載が
ない場合は

H32)

目標値設定の理由
（上昇値（率）設定の考え方）

1 継続
都市計画区域の再編
と区域区分制度設計
進捗率

都市計画区域の再編と統一
した制度設計の方針を決定
し、新制度発行に向けての
取り組み指標

％

都市計画区域の再編と統一した制度設計
を進めている途中であることから、取り組み
に対する成果指標を継続し、一貫したもの
とする必要があるため。

都市計画課が作成した策定ス
ケジュールに対する進行管理
による。

90.0 100.0

制度設計に必要な作業工程に照らし、構想検
討から制度完了までの作業工程を上昇率とし
て設定した。
現状値は基準年に到達した進捗率とし、目標
年次までに制度設計を完了、運用開始とする
ことから、目標値は完了状態と設定している。

2 継続
公園施設長寿命化計
画に基づく更新進捗
率

公園施設長寿命化計画に
基づき行う改築・修繕につい
ての整備指標

％

公園施設長寿命化のための改築修繕事業
は、平成26年度に策定され平成27年度か
ら10年計画で実施されている。この計画に
対する進行管理を図るための指標で、一貫
した成果指標にて評価する必要があるた
め。

平成26年度に作成された公園
長寿命化計画に対する進行管
理による。

17.0 92.0
公園施設長寿命化計画における各基準年の
進行管理値を、現状値及び目標値として設定
した。

1 新規
耐震性のない住宅戸
数の割合

昭和５５年以前建築の住宅
戸数に占める耐震性のない
住宅戸数の割合

％

　耐震化率の算定基礎には、景気の変動
に大きく左右される新築住宅戸数や、除却・
建替等による既存住宅の滅失戸数が含ま
れており、耐震化率の目標値と実績値とが
乖離する等、耐震化率の算定は難しい。ま
た、旧耐震基準で建築された木造住宅の耐
震化を支援する施策の効果が現れにくい。
このことから、「昭和55年以前建築の住宅
戸数に占める耐震性の無い住宅戸数」を新
たな指標とした。

住宅・土地統計調査の結果に
よる。

67.4
H25

58.0

　重点的に耐震化をすべき区域を中心に普及
啓発に取り組む等、市民一人ひとりの防災に
関する意識を高めることにより、自発的な耐震
化への取組を促し、近年の耐震補強補助実績
平均が年５戸であることろを、年10戸を目標と
して取り組む。

2 新規 特定空家等の件数
空家等対策の推進に関する
特別措置法に基づく特定空
家等の件数

件
周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている
特定空家等を減少させる。

市民生活課が確認 215 100
空家等対策計画の期間である３１年度までに
半減したい。

４－２－① 道路 1 継続 市道改良率
全体延長に対する改良済延
長比率

％

現状において、市内の道路網はほぼ全域
をカバーしていると考えているが、幅員が狭
小な道路も多く、スムーズな移動が困難な
箇所がある。市道改良率は、全市道延長に
対する幅員４ｍ以上の道路延長の割合とし
ており、市道改良率があがれば、更に移動
がしやすい道路網の構築が可能であると考
えるため、これを指標としたい。

建設1課が毎年度更新を行う道
路台帳において、供用区間の
認定市道の全延長を分母とし、
幅員4m以上の市道延長を分子
としてその比率を指標とする。

26.66
26.68
H31

現状の改良済の市道延長に、目標年度までに
幅員4m以上に改良予定である道路延長を加
算したものを分子とし算出したものを目標値と
している。

1 継続
市内バス年間利用者
数

行政バス、廃止代替バス、
事業者バス（高速路線除
く。）の合計年間利用者数

人

市民の生活交通確保のため、バス事業者
等各主体と連携し、将来に安定的で持続可
能な交通サービスとなるよう、運行の効率
化や自家用車に過度に依存しない交通行
動への啓発に取り組むことから、その成果
を図る指標として適当であるため。

バス事業者や市が把握する実
績数値

693,100 720,000

伊賀市公共交通網形成計画（Ｈ27～32）では、
平成32年に平成25年現況値（72万人）を「上回
る」ことを目標として掲げていることから、平成
25年実績の同数値を、最低限の具体的目標
値として設定するもの。

2 継続
市内鉄道駅年間利用
者数

ＪＲ、近鉄、伊賀鉄道の市内
に所在する各駅の合計年間
利用者数

人

市内鉄道路線の維持存続、近代化整備や
活性化のため、鉄道事業者、関係自治体
や整備促進団体等と連携しながら、需要創
出や利用促進に取り組むことから、その成
果を図る指標として適当であるため。

鉄道事業者が把握する実績数
値や各種統計資料

3,031,408 3,252,000

伊賀市公共交通網形成計画（Ｈ27～32）では、
平成32年に平成25年現況値（325.2万人）を
「上回る」ことを目標として掲げていることから、
平成25年実績の同数値を、最低限の具体的
目標値として設定するもの。

生
活
基
盤

都市政策４－１－①

住環境整
備

４－１－②

公共交通４－２－②
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KPI総括表 資料２
施策番号

施策
キーワー

ド

番
号

新規
継続

成果を示す指標
（ＫＰＩ）

指標の説明 単位
指標を設定した理由

（考え方）

捕捉方法
(何で確認するか・
データの出典など）

現状値
（※記載が
ない場合は

H27)

目標値
（※記載が
ない場合は

H32)

目標値設定の理由
（上昇値（率）設定の考え方）

1 継続
人権問題地区懇談会
の参加者数

地区懇談会（学習）に参加し
た人数

人

講演会、研修会のほか地域での草の根的
な取り組みが必要であり、地区別懇談会の
実施地区数、参加者数を増やす必要があ
る。

人権政策・男女共同参画課に
よる参加者数の集計結果

4,687 5,000
第１次計画の（Ｈ28目標値）を達成していない
ため、同目標値を設定し取り組む。

2 継続 人権相談の相談者数
人権侵害に関する人権相談
を受け付けた人数

人
相談件数が増えることで、人権侵害による
被害の防止･拡散に結びつくと考えられる。

人権政策・男女共同参画課に
よる相談者数の集計結果

13 30
第１次計画の（Ｈ28目標値）を達成していない
ため、同目標値を設定し取り組む。

1 継続

人権同和問題に関す
る学習機会や相談の
機会が保たれている
と感じている人の割
合

まちづくりアンケート調査に
おける「はい」「どちらかとい
えばはい」の回答率

％

部落差別をなくすための講演会や研修会
が実施され（学習機会が確保され）参加で
きる、また、部落差別による人権侵害などを
相談できる窓口が十分にある、という体制
が整っていることが必要。
満足度を指標にし、施策に反映する。

総合政策課で実施する「伊賀
市まちづくりアンケート」による。

33.7 70.0
第１次計画の（Ｈ28目標値）を達成していない
ため、同目標値を設定し取り組む。

2 継続
人権・同和教育研究
協議会加入者数

伊賀市人権同和教育研究
協議会会員数（個人・団体）

人

同和問題をはじめあらゆる差別の解消のた
め、伊賀市人権同和教育研究協議会にお
いて、人権に関わるさまざまな団体や構成
員により、社会教育分野での人権・同和教
育の研究と推進を行なう必要があり、個人
や団体会員の加入を更に促進する。

伊賀市人権同和教育研究協議
会による会員数登録の結果

1,647 1,700
第１次計画の（Ｈ28目標値）を達成していない
ため、同目標値を設定し取り組む。

1 継続
審議会等への女性登
用率

審議会等の委員のうち女性
委員の割合

％

政策・方針決定過程で、性別や年代に関わ
らず、様々な立場の人が意見を述べられる
ことが必要であり、男性に比べて参画が十
分ではない女性の登用・参画を促進する。

人権政策・男女共同参画課に
よる審議会登用率の集計結果

25.7 40.0
第１次計画の（Ｈ28目標値）を達成していない
ため、同目標値を設定し取り組む。

2

子育てや介護が男女
問わずできるような雰
囲気や環境があると
思う市民意識調査の
割合

まちづくりアンケート調査に
おける「はい」「どちらかとい
えばはい」の回答率

％

家庭、地域、職場、それぞれの場面で生活
のバランスを保ち、だれもがいきいきと暮ら
せるよう、ワーク・ライフ・バランスの実現が
求められる。満足度を指標にし、施策に反
映する。

総合政策課で実施する「伊賀
市まちづくりアンケート」による。

16.8 30.0
第１次計画の（Ｈ28目標値）を達成していない
ため、同目標値を設定し取り組む。

1 新規

市民の意見を取り入
れて学校改善を行っ
ていると感じている保
護者の割合

保護者や学校評議員や学
校評価委員等の意見を取り
入れて、学校改善に努めて
いると感じている割合

％

子どもたちの自立を目指すために取り組む
べき各校の目標・内容等を記載した「学校
マニフェスト」は、保護者・地域の方と連携し
て、意見等を取り入れてともに取り組むもの
であるため。

学校自己評価アンケートより。
本年度

算出予定
85.0

新規指標のため現状値は把握できていない
が、概ね達成している目標値として設定した。

2 継続
将来の夢や目標を
持っている児童生徒
の割合

全国学力・学習状況調査に
おける「当てはまる」「どちら
かといえば当てはまる」と回
答した割合

％ 施策テーマに直結したものであるため。

全国学力・学習状況調査の児
童生徒に対する「生活習慣や
学習環境等に関わる質問紙調
査より。

79.2 84.2 年１％の上昇をめざす。

５－３－② 教育環境 1 新規 空調設備の整備率
小中学校の普通教室に空
調設備が整備されている学
校の割合

％
学校は児童生徒が長時間生活する場なの
で生活環境の整備を進める

教育総務課で確認 81 100
全小中学校の普通教室に空調設備を整備す
る

1 新規
生涯学習を受けて社
会活動に参加した人

学習の成果を地域社会の発
展に活かす。

人
自己の学習に終わることなく、学習の成果
を地域づくりに活かすことにより、生涯学習
をまちづくりにつなげる。

アンケート結果による。 100
生涯学習の成果がまちづくりに活かされること
により地域社会の活性化が図れる。

2 新規 年間図書館利用者数
上野図書館ほか分館の年
間利用者数

人
図書館および分館の利用実績を計る指標
は、貸出冊数より閲覧のみの利用者も含め
た利用者数が相応しい。

図書館要覧に発表する利用者
数による。

88,252 90,000
Ｈ28年度より上野図書館の開館時間を延長し
たことに伴う利用者の増加が見込める。

５－４－②
青少年育

成
1 継続

青少年育成・体験事
業参加者数

教育委員会及び青少年育
成団体が実施する体験教
室、子ども教室への参加者
数

人
青少年の健全育成を支える学校、家庭、地
域が連携し、事業への積極的な参加を目指
す。

教育委員会関係課への確認及
び青少年育成団体からの実績
報告による。

7,000 7,500
参加者が増えることにより、地域ぐるみの健全
育成活動が浸透し、青少年育成への共通理解
が深まる。

教
育
・
人
権

人権尊
重、非核

平和
５－１－①

同和５－１－②

学校教育５－３－①

男女共同
参画

５－２－①

生涯学習５－４－①
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KPI総括表 資料２
施策番号

施策
キーワー

ド

番
号

新規
継続

成果を示す指標
（ＫＰＩ）

指標の説明 単位
指標を設定した理由

（考え方）

捕捉方法
(何で確認するか・
データの出典など）

現状値
（※記載が
ない場合は

H27)

目標値
（※記載が
ない場合は

H32)

目標値設定の理由
（上昇値（率）設定の考え方）

６－１－①
多文化共

生
1 継続

外国人住民が住んで
よかったと感じる割合

外国人住民アンケートで「伊
賀市に住んでよかったと感
じていますか」の設問におい
て、「とても感じている」また
は「だいたい感じている」と
応えた人の割合

％
伊賀市に居住する外国人住民の満足度を
指標にし、施策に反映する。

市民生活課で実施する外国人
住民アンケート

81 85
現状で約８割が住んでよかったと感じているた
め、維持又は増加に繋げたい。

1 継続
市民美術展覧会応募
者数

一般応募者数 人
文化芸術に関心を持ち、自ら作品を制作し
ようとする市民の意欲、文化芸術の意識向
上を把握する

市展に応募した人数は文化交
流課で把握している

145 165 毎年各部門(４部門）１人ずつの増加

2 継続
芭蕉祭献詠俳句応募
数

一般、児童、生徒の部献詠
俳句応募数

句
芭蕉翁の功績を称え顕彰していくために、
また次代を担う子どもたちに俳句の楽しさを
伝えるために、俳句の応募数を参考とする

芭蕉翁顕彰会(指定管理者）が
発表する応募数による

35,567 37,500 毎年度約400句増加

3 継続
文化ホールの入場者
数

芸術文化普及振興事業の
入場者数

人
文化芸術に触れる機会、発表する機会を増
やし、文化芸術に親しんだ人数の参考とす
る

文化都市協会（指定管理者）が
カウントする入場者数による

15,616 20,000 毎年度約800人ずつの増加

1 新規
文化財施設への入館
者数

市内の主な文化財施設へ
の1日当たりの平均入館者
数

人/日

文化財施設の入館者総数を指標と考えて
いたが、施設の統廃合や開館日が将来的
に大きく変動することが予想され、また、施
設の規模・内容等により、催し物の開催回
数や内容が異なり参加者数が偏る場合が
あるので1日当りの平均入館者数とした。現
行の入館者数には催しの際の参加者数も
カウントしている。

指定管理者及び直営施設から
月別の入館者数が報告される
ので、施設数と開館日数から計
算している。

12.36 13.93

各施設の年度毎の入館者数実績から傾向を
把握し、開館日の縮小と施設の統廃合を加味
し目標を設定した。具体例はイベントの多い旧
崇広堂の入館数が9500人程度で頭打ちがあ
ると想定。また、入館数が増加している上野歴
史民俗資料館（27年度5600人）を民間に貸与
等する予定であること等である。

2 継続
『伊賀市史』有償頒布
数

『伊賀市史』の販売冊数 冊数
『伊賀市史』を通じて市の歴史の魅力をど
れだけ発信・周知することができたかを示
す指数として設定

総務課販売実績数及び各書店
における販売数の合計

2,165 2,870
販売冊数の累計であることと、年次の経過とと
もに発刊した書籍の種類が増加するため。

６－２－③ スポーツ 1 継続
スポーツイベントへの
参加者数

市主催のスポーツイベント
（教室含む）への市民の参
加者数

人

スポーツフェスティバルやシティマラソン、ス
ポーツ教室等への市民の参加者数は、市
民がスポーツを楽しんでいる現状を確認が
できる数値となると考えられることから本施
策の指標とした。

市が主催、委託もしくは実行委
員会に参画しているスポーツイ
ベント、教室への市民の参加数
は、主催者側として把握するこ
とがで可能である。

4,132 5,000

第１次計画では、スポーツイベントへの市民参
加者数目標を5,000人として取り組んできた
が、達成できていないことから、スポーツイベン
トや教室の充実などにより、H32の市民参加者
数目標を5,000人として毎年度約４％増に取り
組む。

６－３－① 市民活動 1 継続
ゆめぽりすセンター
（市民活動支援セン
ター）への登録件数

ゆめぽりすセンター（市民活
動支援センター）に登録され
た活動団体の件数

件

地域のさまざまな課題を解決するため、市
民活動の支援に関する総合的な窓口とし
て、利用団体等とのネットワークを活用した
連携・支援体制の構築へと繋がると考えて
います。

ゆめぽりすセンターが提出する
登録団体数で確認いたします。

379 500

第１次計画では、年２０件の上昇値としていた
が、現状値以前よりも年平均６０件以上の登録
があり目標を大きく上回りました。
引き続き取組んでいきますが、第１次計画時
の伸び率が予想以上であり、本年上半期の実
績予測から今後は６０件の2/3の年４０件数を
目指します。

６－３－② 域学連携 1 新規
産学官連携による講
座等の参加者

三重大学連携フィールドが
主催する講座等への参加者
数

人

三重大学人文学部、上野商工会議所、伊
賀市が連携する「三重大学伊賀連携フィー
ルド」を拠点として、産官学による地域振興
の諸課題に対応する講座などを開催し、地
域活動に関心を持つ人材を育成する目的
もあるため、講座への参加者数を指標とし
た。

三重大学伊賀連携フィールドが
発表する数値

1,155 1,214

定期的な市民講座や事業であるため、H27か
らH28の増加率約１％をH29以降の増加率とし
て参加者数増を見込んだ。（H27：1,155人、
H28：1,166人、H29：1,178人、H30：1,190人、
H31：1,202人、H32：1,214人）

1 新規
地域まちづくり計画進
行管理シートの実践
件数

地域まちづくり計画の進行
管理シートを実践した件数

件

地域課題の解決を図るための計画である
「地域まちづくり計画」の進行管理を行うこと
により、計画に沿った活動や運営が進めら
れているか、進行管理シートを活用すること
により誰もが確認できると考えています。

各住民自治協議会から提出さ
れた、進行管理シートにより確
認を行います。

0 680

進行管理シートの活用は初めてであることか
ら、平均値で目標の設定を行います。
自治協全体で３８自治協２２８部会で、１部会
当り平均３事業行っています。
このことから、２２８部会×３事業≒６８０件

2 新規 移住相談等の件数
移住コンシェルジュや移住
相談会等の延べ相談件数

件

移住相談件数を増やすことが、伊賀市を知
り、興味や関わりを持つといった交流人口
の増加につながり、最終的に、移住候補
地、移住へとつながると考えます。

移住コンシェルジュが作成する
「相談簿」により確認を行いま
す。

20 250

H28年度から「移住コンシェルジュ」を設置しま
した。上半期の実績から、当年の目標を180件
に設定します。
以降、毎年、Ｈ28年度の10％増(+18)を目指し
ます。
(参考)H28:180 H29:198　Ｈ30：216
　　　　H:31:234 H32:252

文
化
・
地
域
づ
く
り

住民自治６－４－①

文化・芸術６－２－①

歴史・文化
遺産

６－２－②
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KPI総括表 資料２
施策番号

施策
キーワー

ド

番
号

新規
継続

成果を示す指標
（ＫＰＩ）

指標の説明 単位
指標を設定した理由

（考え方）

捕捉方法
(何で確認するか・
データの出典など）

現状値
（※記載が
ない場合は

H27)

目標値
（※記載が
ない場合は

H32)

目標値設定の理由
（上昇値（率）設定の考え方）

1 新規
市民の市政への参加
意識

伊賀市まちづくりアンケート・
市政への参加について「積
極的に参加したい」・「できれ
ば参加したい」と回答した市
民の割合

％
平成19年から、市民2,222人を対象に毎年
実施している「伊賀市まちづくりアンケート」
において経年変化が把握できるため。

総合政策課で実施する「伊賀
市まちづくりアンケート」による。

53.5 60.0

調査初年度（平成25年分から設問を新設）か
らの減少傾向にH28で歯止めをかけ、H32に目
標値を60％に設定し、各年へ増加率を上乗せ
した。（H25:58.9％、H26：57.5％、H27：53.5％、
H28:54.8％、H29:56.1％、H30：57.4％、H31：
58.7％、H32：60％）

2 新規
市民の住民自治協議
会取り組み内容の認
知度

伊賀市まちづくりアンケート・
住民自治協議会の取り組み
について「参加しよく知って
いる」・「参加したことはない
が、名前や活動内容は知っ
ている」と回答した市民の割
合

％
平成19年から、市民2,222人を対象に毎年
実施している「伊賀市まちづくりアンケート」
において経年変化が把握できるため。

総合政策課で実施する「伊賀
市まちづくりアンケート」による。

43.7 48.2

調査初年度（平成25年分から設問を新設）か
らH25年からH27年の平均増加率２％を平成28
年以後、各年に乗じた。（H25:41.7％、H26：
42.9％、H27：43.7％、H28:44.6％、H29:45.5％、
H30：46.4％、H31：47.3％、H32：48.2％）

1 新規
参声広場での意見・
問い合わせ件数

参声広場から寄せられた意
見･問い合わせ件数

件
広聴機能の一つとして実施している「参政
広場」へ意見が多く寄せられることで市政
への市民参加促進度を計ることができる。

ホームページのお問い合わせ
フォームから寄せられた意見・
問い合わせ集計値

101 150
市の情報発信力を高める取組みを進めること
で、市民の市政参加意識を醸成し、それにより
年10％上昇を見込んでいる。

2 新規
ホームページアクセス
件数

ホームページアクセス件数 件
市政情報の発信機能の一つであるホーム
ページの閲覧数により、情報伝達度を計る
ことができる。

ホームページアクセス集計値 2,950,944 3,586,891

平成28年度においてホームページのリニュー
アルを進めており、これまで以上に親しみやす
く情報が得やすいものとなると考えられる。ま
た職員の情報発信意識を高める取組みも進め
ていく。
これらにより年5％上昇を見込んでいる。

1 新規 起債残高の減少額
全会計起債残高で減少した
額

円

少子高齢、人口減少が進展する中、将来負
担を抑え、持続可能な行財政運営を行うた
めには、プライマリー・バランスの黒字化を
意識し、市債を減少させる財政運営が必要
です。

各年度・各会計の決算（見込
み）により捕捉

起債残高
996億

（元利計）

起債残高
890億

（元利計）
減少目標

106億

　Ｈ24年度（1,093億）、Ｈ27年度（996億）と約97
億（8.9％）市債を減らしました。今後、庁舎建
設、浄化センター、給食センターなど、特例債
活用の大型事業が見込まれる中ではあります
が、27年度末に比較して、約106億（10.6％）の
減少を目指します。

2 新規
滞納繰越債権の減少
額

滞納繰越債権の整理後に
前年度比較で減少した額

円

厳しい財政状況の中、市民に信頼される行
政運営を進めるためには、市民負担の公平
性、公正性の一層の確保が必要です。
そのため、市が抱えている滞納繰越債権の
整理・回収に取り組み、滞納債権額を減少
させます。

各年度・各会計の決算（見込
み）により捕捉

滞納繰越債
権保有額

28億6千万

滞納繰越債
権保有額

20億
減少目標
8億6千万

Ｈ24年度に33億6千万あった滞納繰越債権
は、Ｈ27年度には28億6千万へと約15％減少し
ました。しかし、市税などの強制徴収公債権は
減少する一方、住宅使用料などの私債権は増
加しています。私債権回収・整理にも力を入
れ、27年度末に比して、8億8千万（30％）の減
少を目指します。

3 新規 公共施設の縮減
公共施設の延床面積縮減
量

㎡

　合併により、市民一人当たりの公共施設
保有量は、延床面5.0㎡/人と、県内14市平
均の3.5㎡/人に比べ1.4倍となっている。扶
助費や福祉関係費が増加する中、物件費
や投資的経費の削減は避けて通れない課
題であり、公共施設の最適化縮減が必要で
す。

各年度決算（財産に関する調
書）により捕捉

公共施設延
床面積

45.1万㎡

公共施設延
床面積

41.8万㎡
縮減目標

3.3万㎡

公共施設最適化計画では、Ｈ42年度までに延
床面積48.6万㎡を34％（16.6万㎡）縮減すると
しており、第Ⅰ期（Ｈ27～31）で5.6万㎡、第Ⅱ
期（Ｈ32～36）で6万㎡の削減目標を掲げてい
ます。Ｈ27年度に3.5万㎡削減したことから、Ｈ
32年度までに3.3万㎡削減を目指します。

７－２－② 組織・人事 1 新規 施策全体の満足度
伊賀市まちづくりアンケート
における各施策の満足度の
平均値

％
人材育成・組織改善などにより、市の実施
する施策に対し、どれだけ市民が満足して
いるか。

総合政策課で実施する「伊賀
市まちづくりアンケート」による。

21.1 40.0 満足度倍増を目指す。

計
画
の
推
進

地域内分
権

７－１－①

広聴広報７－１－②

財政運営７－２－①

8



KPI総括表 資料２
施策番号

施策
キーワー

ド

番
号

新規
継続

成果を示す指標
（ＫＰＩ）

指標の説明 単位
指標を設定した理由

（考え方）

捕捉方法
(何で確認するか・
データの出典など）

現状値
（※記載が
ない場合は

H27)

目標値
（※記載が
ない場合は

H32)

目標値設定の理由
（上昇値（率）設定の考え方）

1 新規 近隣自治体人口

定住自立圏構想、一部事務
組合で連携する自治体（名
張市、笠置町、南山城村）の
地方版総合戦略最終年度
の人口目標値の人口減少
率

％

伊賀市及び近隣市町村において人口減少
に歯止めをかけるため、それぞれ地方版総
合戦略を策定しており、各自治体が掲げる
2020（平成32）年の総合戦略人口目標値の
状況を把握する。

平成27年国勢調査を基にした、
府県が公表する人口推計値に
よる。

0 △0.6

１-（2020（H32)各自治体総合戦略人口目標値
172,165人／2015（H27）各自治体国勢調査速
報値173,205人＝△６％を按分し、各年の減少
率とした（（H28△0.1、H29△0.2、H30△0.4、
H31△0.5、H32△0.6）

2 新規
他の自治体との共同
事業件数

定住自立圏形成協定に基
づいて取り組んだ事業数

件

総務省の定住自立圏構想に基づく、協定を
締結した京都府笠置町、南山城村と連携・
共同して取り組む事業数により、広域連携
の進捗を把握する。

総合政策課が確認 0 45

伊賀市と２つの自治体（笠置町、南山城村）が
それぞれ締結した協定書に記載した施策数を
上限とした。ただし、施策については、複数の
事業が含まれるが、現時点ではその基となる
施策本数しかカウントできない。

1 新規 システム安定稼働率
年間安定稼働時間/年間提
供時間×100（計画停止時
間を除く）

％

システムに障害が発生すると各課等の受
付事務や照会作業及び証明等発行事務が
非効率的となり、行政サービスが低下す
る。このため職員が業務に使用するパソコ
ン、ネットワーク等を停止させることなく、安
定稼動させることを指標とする。

システム障害報告書により安
定的に稼動していた時間を算
出する。

100.0 100.0
平準的に安定稼動をしていることが重要であ
るため、100％を目標とする。

2 新規
セキュリティ事故無発
生率

無事故日数/365日×100 ％

全国的に情報漏洩事件やコンピュータウイ
ルス、悪意を持ったインターネットからの攻
撃など情報の流出又は改ざんに対する
様々な脅威が次々と発生している。伊賀市
が保有する情報資産を様々な脅威から防
御することが求められており、そういった脅
威に晒されないことを指数とする。

事故報告書により無事故日数
を算出する。

100.0 100.0
平準的にセキュリティが守られていることが重
要であるため、100％を目標とする。

７－２－⑤
進行管理・
行政マネ
ジメント

1 新規
市民の総合計画の認
知度

伊賀市まちづくりアンケート・
第２次伊賀市総合計画につ
いて「全く知らない」と回答し
た市民の割合

％
平成19年から、市民2,222人を対象に毎年
実施している「伊賀市まちづくりアンケート」
において経年変化が把握できるため。

総合政策課で実施する「伊賀
市まちづくりアンケート」による。

55.8 46.0

調査初年度（平成26年分から設問を新設）か
らの増加傾向にH28で歯止めをかけ、以後、各
年１％の減少とした。（H26：46.7％、H27：
55.8％、H28:50％、H29:49％、H30：48％、H31：
47％、H32：46％）

計
画
の
推
進

情報化７－２－④

広域連携７－２－③
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