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第３期行財政経営計画素案修正一覧

修正前 修正後

1 施策-3：子どもを育てやすい環境づくり

重点戦略
■生み育てやすい地域社会づくり（保健福祉部）

重点戦略
■保育環境の充実（保健福祉部） 関係各事業を精査する中で，特に近年の保育環境の

厳しい状況に鑑み，新たに単位施策７の「保育環境の
充実」が戦略名として，より適当と認められるため

子育て支援課

2 施策-9：ごみ減量活動の推進
ビジョン
市民等との協働により・・・

ビジョン
行政が市民等との協働により・・・ わかりやすくするために主語を入れた。（表現の修正） 廃棄物対策課

3 施策-17：医療体制・制度の充実
重点戦略
■医療体制の充実

重点戦略
■医療体制の充実（保健福祉部） 担当部追加 健康づくり課

4
施策-26：蓄積された知識と技術の活用による競争
力の向上

重点戦略
■地元農水産物の消費拡大の推進

重点戦略
■地元農水産物の消費拡大の推進（産業振興部） 担当部追加 農林水産課

5 単位施策-5：生み育てやすい地域社会づくり

備考欄
※「保育所等」・・・公立保育所，私立保育所，つど
いの広場，子育て支援センター「りんりん」，勤労青
少年ホーム「はぐはぐ」

備考欄
※「保育所等」・・・公立保育所，私立保育所，つど
いの広場，子育て支援センター「りんりん」・「ハー
モニー」勤労青少年ホーム「はぐはぐ」

文言の追加 子育て支援課

6 単位施策-7:保育環境の充実

目的
適正規模の定員を確保するため，老朽化しつつあ
る公立保育所の計画的な施設整備が行われてい
る。

目的
適正規模の定員を確保するため，幼保一元化も図
りつつ，老朽化が著しい公立保育所施設の合理的
整備が行われている。

幼保一元化も念頭に置いて建て替えを進めるため，幼
保一元化について追記した

子育て支援課

7 単位施策-10：学校教育の充実
指標名及び指標設定　根拠・背景
　学級編成

指標名及び指標設定　根拠・背景
　学級編制

「学級編制」という専門用語に使われる漢字の間違い
を修正。（ 成 ⇒ 制 ）

学校教育課

8 単位施策-11：学校教育を支える地域社会づくり 現状値（平成22年度）　5,732人 現状値（平成22年度）　5,679人 内容の精査による修正 青少年課

9 単位施策-12：確かな学力づくり

指標名
学力到達度調査※の結果
現状値（平成22年度）　101ポイント
目標値（平成27年度）　101ポイント

指標名
学力到達度調査※の結果100ポイント以上の学校
数
現状値（平成22年度）　15校
目標値（平成27年度）　40校

全ての学校が全国標準に達することが，確かな学力
づくりにつながっていくと考えることから，目的の達成
度，目的とする状態を適切に表すより適切な指標に変
更

指導課

10 単位施策-14：学校教育の支援・研究 資源投入の方向性　　拡大します 資源投入の方向性　　現状を維持します 戦略計画書と整合 教育研究所

11 単位施策-19：青少年の健全育成
指標名
あいさつ運動への児童生徒の参加者数

指標名
あいさつ運動への児童会・生徒会役員の参加者数

対象が，児童会・生徒会役員であることを明確化する
ための修正

青少年課

12
単位施策-20：文化財を発掘・保存・活用したまち
づくりの推進

担当課　考古博物館，文化課 担当課　文化課，考古博物館 成果指標担当課名を前に表記 文化課

13 単位施策-26：新エネルギーの導入促進

指標名　家庭用新エネルギー設備設置費補助金
交付件数（住宅用太陽光発電システム）
現状値（平成22年度）　　441件（累計）
目標値（平成27年度）　1,300件（累計）

指標名　住宅用太陽光発電システム設置件数
現状値（平成22年度）　246件
目標値（平成27年度）　250件

住宅用太陽光発電システムの普及度合を図る上で，
システムの設置件数を成果指標として用いる

環境政策課

14 単位施策-32：合併処理浄化槽の設置促進 目標値（平成27年度）　400件 目標値（平成27年度）　380件
景気低迷により新築住宅着工数が減少し，設置件数
も横ばいとなっているため。

環境政策課

15 単位施策-33：公共下水道（汚水）の整備
現状値（平成22年度）　45.92％
目標値（平成27年度）　53.40％

現状値（平成22年度）　45.9％
目標値（平成27年度）　53.4％

単位施策評価指標と表記を整合 下水管理課

16 単位施策-36：障がい者福祉の推進
指標名　市内におけるケアホーム・グループホー
ム・施設入所支援の施設数

指標名　市内におけるケアホーム・グループホーム
の施設数

文言の修正 障害福祉課

17 単位施策-42　働く場の確保と就労支援 現状値（平成22年度）　26.6% 現状値（平成22年度）　26.8% 内容の精査による修正 産業政策課

18 単位施策-44：健康づくりの啓発の推進
現状値（平成22年度）　30,300人
目標値（平成27年度）　34,200人

現状値（平成22年度）　34,759人
目標値（平成27年度）　38,200人

内容の精査による修正 健康づくり課

提案課NO 修正箇所
修正事項

修正理由
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第３期行財政経営計画素案修正一覧

修正前 修正後
提案課NO 修正箇所

修正事項
修正理由

19 単位施策-45：健康診査の推進
現状値（平成22年度）　116,600人
目標値（平成27年度）　138,900人

現状値（平成22年度）　136,681人
目標値（平成27年度）　159,600人

内容の精査による修正 健康づくり課

20 単位施策-46：国民健康保険の適正な執行 現状値（平成22年度）　100％ 現状値（平成22年度）　102％ 単位施策評価と整合 保険年金課

21 単位施策-48：医療体制の充実
現状値（平成22年度）　9,700人
目標値（平成27年度）　9,700人

現状値（平成22年度）　9,776人
目標値（平成27年度）　9,776人

内容の精査による修正 健康づくり課

22 単位施策-49：子どもの人権の保障

用語解説「であいのひろば」
障がいのある児童生徒や外国人児童生徒，地域
(主に神戸中学校区)の児童生徒がともに様々な活
動を通して，お互いの違いを認め合い，・・・

用語解説「であいのひろば」
すべての児童生徒が，ともに様々な活動を通して，
障がいや国の文化・習慣等について理解し，お互
いの違いを認め合い，・・・

「であいひろば」の対象者はすべての子どもを対象とし
ていることを明確にするため。

人権教育課

23 単位施策-55：公共交通の利便性の向上 現状値（平成22年度）　33万人 現状値（平成22年度）　32万人 単位施策評価と整合 商業観光課

24 単位施策-70：農林水産業経営支援の促進

指標名　農業生産額
指標設定　根拠・背景
農業生産額の増加が，農業者の担い手が効率的
で安定した経営を行っていることを示している。
現状値（平成22年度）　14,810千万円
目標値（平成27年度）　16,010千万円

指標名　主要農水産物生産量（米，麦，秋冬はくさ
い，鶏卵，牛乳，牛肉，豚肉，コウナゴ，イワシ，ア
サリ，ノリ）
指標設定　根拠・背景
農水産物生産量の増加は，農業・漁業者の担い手
が効率的で安定した経営を行っていることを示して
いる。
現状値（平成22年度）　59,685トン
目標値（平成27年度）　59,700トン

農林水産省東海農政局の統計調査が縮小され，農業
生産額の把握が困難となっている。そのため，農水産
物生産量を新たな成果指標に変更する。

農林水産課

25 単位施策-81：防災体制の充実 現状値（平成22年度）　59.7％ 現状値（平成22年度）　59.8％ 単位施策評価と整合 防災安全課

26 単位施策-82：市民の防災力強化 現状値（平成22年度）　56.6％ 現状値（平成22年度）　56.7％ 単位施策評価と整合 防災安全課

27 単位施策-86：建築物等の耐震化促進 現状値（平成22年度）　83.9％ 現状値（平成22年度）　85.2％ 内容の精査による修正 防災安全課

単位施策-87：避難所の整備

指標名
収容避難所の整備率
現状値（平成22年度）　60.3％
目標値（平成27年度）　74％

指標名
収容避難所※に指定されている小学校における耐
震化及びマンホールトイレ※の整備率（マンホール
トイレの整備は，下水道排水区域※に限る。）
現状値（平成22年度）　86.7％
目標値（平成27年度）　100％
※「収容避難所」…災害により住居を失った避難者
を長期的に収容できる施設
※「マンホールトイレ」…災害時に井戸水等を活用
して，排泄物を下水道本管に直接流す仕組みの仮
設トイレ
※「下水道排水区域」…下水道により下水を排除
することができる地域

市民意見を受け，関係各事業を精査するなかで，「収
容避難所に指定されている小学校における耐震化及
びマンホールトイレの整備率」が指標として，より適当
と認められるため

防災安全課

28 単位施策-99：企業性を重視した水道事業の経営 現状値（平成22年度）　108％ 現状値（平成22年度）　108.4％ 単位施策評価と整合 水道総務課

29 単位施策-103：水道施設の維持管理

指標名　塩素臭からみた，おいしい水達成率（水質
基準を満たした上でよりおいしい水を給水するため
の指標は，残留塩素濃度が，0.4mg/l以下であ
る。）
担当課　工務課，水源課

指標名　塩素臭からみた，おいしい水達成率（水質
基準を満たした上でよりおいしい水を給水するため
の指標は，残留塩素濃度が，0.4mg/l未満であ
る。）
担当課　水源課，工務課

より厳しい基準に修正，成果指標担当課を前に表記 水源課

30 単位施策-106：市民参加のまちづくりの推進 目標値（平成27年度）　23団体 目標値（平成27年度）　17団体
各地域において，地域づくりの必要性等について理解
を促し，団体設立へ繋げるには，相当の時間を要する
ことから，成果指標の目標値を変更した

地域課
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第３期行財政経営計画素案修正一覧

修正前 修正後
提案課NO 修正箇所

修正事項
修正理由

31 単位施策-110：国・県との連携の概要

概要
市が推進する事業について，制度の改善や財源
の確保等を図るために国や県に積極的に要望活
動を行います。また，情報の収集を積極的に進め
ます。
目的
国や県への働きかけを通して，市だけでは対応で
きない課題を適切に解決している。

概要
国や県に対し政策提案，並びに，制度改正や財源
の確保等に向けた改善要望を行い，国や県の政
策及び市が重点的に推進する施策の早期実現を
図ります。また，情報の収集を積極的に進めます。
目的
国や県に対して政策提案及び改善に向けた要望
活動を行うことは，市が重点的に推進する施策の
早期実現につながる。

市民意見を受け，国や県への提案，要望活動につい
ては積極的な意図から行っているという趣旨を明確化
するため表現を修正します。

企画課

32 単位施策-116：総合的・計画的行政の推進 現状値（平成22年度）　53.2％ 現状値（平成22年度）　51.2％ 暫定数値の修正 財政課

33

単位施策-118：事務の効率化と行政コストの削減 指標設定　根拠・背景
事務の効率化により事務量を軽減させることで，職
員数が減少することは，行政コストの削減につな
がる。

指標設定　根拠・背景
事務の効率化により事務量を軽減させることで，職
員数が減少することは，行政コストの削減につな
がる。
※現行の定員適正化計画の目標値を参照してい
ます。

議員意見への対応のため

総務課

34
戦略計画書（企画財務部）
戦略名「総合的・計画的行政の推進」

現状値（平成22年度）　53.2％ 現状値（平成22年度）　51.2％ 暫定数値の修正 財政課

35

戦略計画書（総務部）
戦略名「行財政改革推進」

目標値（成果指標）
人口千人当たりの職員数7.05人以下

目標値（成果指標）
職員数 現状値 1,452人(平成22年度)，目標値
1,418人(平成27年度)

第３期行財政経営計画案との整合を図るため

総務課

36
戦略計画書（生活安全部）
戦略名：「市民が主役のまちづくりの目標値」

目標値（平成27年度）　23団体 目標値（平成27年度）　17団体
各地域において，地域づくりの必要性等について理解
を促し，団体設立へ繋げるには，相当の時間を要する
ことから，成果指標の目標値を変更した。

地域課

37
戦略計画書（保健福祉部）
戦略名：「生み育てやすい地域社会づくり」

戦略名：生み育てやすい地域社会づくり
概要　：市民が安心して子どもを産み育てることが
できる環境を整え，子育て家庭を地域社会全体で
支援するまちづくりを実現する。

戦略名：保育環境の充実
概要　：誰もが安心して子どもを生み育てることが
できる環境を整え，子育て家庭を地域社会全体で
支援するまちづくりを実現する。

関係各事業を精査する中で，特に近年の保育環境の
厳しい状況に鑑み，新たに単位施策７の「保育環境の
充実」が戦略名として，より適当と認められるため

子育て支援課
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