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〔第１章 重点プ１ ソフ

第１節重点プランの設定

私たちがめざすまちの姿である「Ｈ１会い.学びあい．支えあい、生きる喜びを創るまち、

枚方」を実1Mするためには、市民・事業符・行政の協働を強めながら、本市の現状や時代

の潮流をＷfまえ、全｢|ｺﾞ｢'0.広域的な机ﾉﾑ(から施策を効率的・効】し'''9に展開する必要があ1）

ます。

特に近年の厳しい財政状況のなかでは、限られた財源を有効に活用する必要があり、重

要度や緊急度が高い施策から、重点的に展開することが求められています。

そこで、「人を支え、育む」「人と「|然が共生する」「まちのｉｉＷＪをつくる」という３つ

の機能整Ｉ１ＩＩｉにつながる施策で、今後の10年間に先導11<Iな役割をlllい、かつ関係部門が横断

的に連携することで、まちづく()における波及効果・相乗効果が発揮できる取り組みを、

重点プランとして位置づけることとしますｃ

、丁

9９
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第１章重点プラン

第２節重点プランの基本的視点

回めりはりのある施策展開

めざすまちの姿を実現するためには、６つの基本|｣標に基づく総合的な施策展開が必

要ですが、この計画期間において、特に重点的な施策展開が必要なプランを示すことに

より、めりは()のある施策展開を図ります。

□施策の総合的・一体的な推進

施策の効果や効率を高めるため、重点プランについては施策間の連携に留意し、総合

的・一体的に展開します。また、それぞれの施策において、全市的な波及力を有する'１１

核機能と、各地域に分散的に蕊Iilliされ、あるいはネットワーク化されることが必要な地

域機能の間の連携をＲ'1)ながら、盤lilliを進めます。

各

に

化されることが必要な施策（機能）

□市民・事業者と行政の協働促進

重点プランの展開にあたっては、ＮＰＯやボランティア．地域コミュニティ組織など

の市民や事業者と行政の協働を促進します。
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第１章重点プラン

．健全財政の確保

１１点プランの展開にあたっては、本市の将来にわたる健全な財政状況の硴保にfW蔵す

ることが極めて重要なliiil)M:であり、国や大阪府からの||ｲiliiIilii保に努めるとともに、継続

''１９で椛造的な行財政政1'''１:と迎挑させながら、新たな１１ｲilliをiilii保することが必典です。

そのために、市民に|ﾙ|かれた嚇務事業評価システムをはじめとする行政評Il1Iiシステム

を確立し、評価を重視した行政マネジメントを強化します。

第３節重点プラン

ｉＲ点プランにおいては、「人を支え、育む」「人と|'|然が共ﾉ|ﾐする」「まちの１，Wﾉﾉをつく

る」という３つの機能!'腰l1lliにつながる施策を取点的に腿１Ｍすることとします。

人を支え、育む

機能の整備

人と人とが支え合い、助け合う愛と温もりに満ちたま

ちづくりを進めるため、医療体制や介護保険制度をは

じめとする介謹体制の盤Ｉ１ｌＩｉ、心やすらかに人をr1jうこ

とのできる恭盤の鵬Iilli、情報化社会に対応したｲI皇M1:学

稗の拠点整備などに｣lX1ﾘﾙⅡみます。

’
人と自然が共生する

機能の整備

自然を大切にし、地球環境を守るまちづくりを進める

ため、資源循環型社会形成に向けたごみ問題の解決、

里ll1など東部の:|』&かな｢1然と淀川の水辺を結ぶ緑の|而

廊整備、環境111辿:１１:業の育成などに取り組みます。

まちの活力をつくる

機能の整備

愛着と誇りがもてる、活力あるまちづくりを進めるた

め、枚方市駅周辺地域を魅力ある中心市街地として整

備するとともに、llj内移動を円滑にするための交通基

朧を整備します。また、｜卿西文化学術研究都iljの建設

を促進し、まちの魅力と活力を創造する「学MiljWlII'|j」

の機能を整備するとともに、、市内企業のI11iilili化対応へ

の支援、ベンチャー企業・コミュニティービジネスな

ど新たな産業の育成に取り組みます。

/０ノ
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▲ 第１章重点プラン

地域機能

整備

可

:!:717民の他版づくりや病診連鵬の強化など｣Ⅲ域保験医療・体制の

雌IWi促進

*子育てや介誰を支えあう地域社会のfillll1、新たな高齢者サー

ビスijr業の育成
*地域における生涯学習基盤の整備、地域教育の高揚

'し

げ小１

￣

二

グ圧
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○市民自治の観点に基づく介謹保険制度な

一○高度救急医療を始めとする､へ

高度医療体制の艦('lliliL進

○市民自治の観点に基づく介謹保険iiiＩ皮な

ど特色ある高齢者介謹の仕組みづくり

○周辺環境と調和した心やすらかに人を弔

うことのできる基盤としての火誹鰯の艦備

、9騨蝋に対応する…生漉掌翻／

9〃
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三ｺ
地域機能

整備

地

*環境課題を重視するグリーン・コンシ

ューマー（消避澱〉の育成
*東部地域の長尾駅・藤阪駅における交通緒

節点の機能整備促進。市Iﾉﾘ移､Dのための公

共交通システムの充実
*地域におけるまちづくりのI舟''１;化

＊llJ1ﾉﾘ大学が持つ情報・人{オ・施波などの機

能を活N北、まちの魅力と活力を創造する

「学園都市」機能の整術

*広域幹線道路整備と連携したIljMJ幹線道路

の整魎髄促進
*市内企業の情穀化対応の促進

*環境への配1,1Kを１１Ｗける行政活助・蔀

業活mljの促進

*環境課題解決のためルールを守り、身

近な縁をつくるまちの形成

*焼却ごみの半減化をめざした収り組み

の推進

￣

巧」

.
､
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第２章まちづくり指標

（

「
型第２章 まちづくり指標

第１iillIii第４章で述べたように、市民．訴業者．行政がljiMIlIiIして効果|'|<)にまちづく|)を進

めるためには、それが「｛'１のために行われるのか」という実現すべき’1標を設定し、その

効果を測る基準を1ﾘI1I1iiにすることが必要です。

また、可能な限|〕|,t的に評価可能な、具体的でわかりやすい指標を設定することが、市

民・事業者のまちづく{)への主鐡体的な参加を促し、それぞれの主体的な取り組みを＿層効

果的なものにすると期待されます。

ここでは、まちづくりにかかわる政策・施策についての重点的な指標とその考え〃を例

示します。指標の鵬Iilli、〕i凡況・達成度の調査、具体的な{|標数値の設定、政策評Ｉｉ１１ｉ・施策

評価手法の確立等については、市民参加による検討組織等を設置し、速やかに具体化を図

ることが必､要です。

」まちづくり指標例

皇;乙t目標/人とEﾇﾉ然2ケU真塗する.Z急i言深全･のまち

項目 概要

1人あたＩ）１１１に}l}すごみの１１１:。ごみのliiR逓化
１人あたりのごみ排}Ⅱlｌｔｌｌ

状況をｸillる脂標

1人あたりの電気・ガスなどのエネルギー使用
1人あたりのエネルギー他)１１量

量｡省資源・樹エネルギーの達成状#'１を知る指標

グリーン・コンシューマである市民の割 環境課題を意識し行動する｢1j民の削合を知るた

合 めの指標

地球温暖化防Iこのため、二酸化炭素の排出量の
|人当たりＣＯ排ｌｌｌＩ,【

状》,lを知る脂標

大気質の悪化は市民の健康に彩騨を及ぼすためⅧ
大気環境基準適合率

その環境雄準適合状況を知る指標

水質（地下水を含む）の環境基準適合状況を知
水質環境基準適合率

る指標

大気質の悠化は市民の健康に影粋を及ぼすため、
大気有害物質鵬腱

その環境」,例(:適合状況を知る指１１Ｍ

水ｌｉｌＩ（ｊｌＬﾄﾞ水を含む）の環｣党｣Ｉ馴(【jilj合状況を知
水質有害物哲illL)lli

る指標

･騒音の彩糾Ｉによ})、市民のﾉMIi環j斑が悪化して
騒音環境基準適合率

いないかを知る指標

･新たな環境公害として危供されているダイオキ
ダイオキシン挫疫

シン類の環境基準の達成状況を知る指標

．「ｉｆ民が水道水を安全でおいしいと感じているか
水道水に対する｢1j民iii足腰

を知る指Ⅱ標

ﾉOｊ

３第2章まちづくり指標 参

項目 棚 要

1人あたI)のごみﾙﾄﾞ}Ⅱlｌｔｌｌ
・１人あたI）１１１にＩｌ１すごみの1,1:。ごみのliiR辻化

状況をｸillる}將標

１人あたりのエネルギー他)11通
・１人あたＩ)の電気・ガスなどのエネルギー便Ⅲ］

量｡省資源・竹エネルギーの達成状＃'１を知る指標

グリーン・コンシューマである市民の割

とき一
口

･環境課題を意識し行動する｢|j民の割ｲﾃを知るた

めの指標

1人当たりCO2排}l}I,（
･地球温暖化防''三のため、二酸化炭素の排ｌＩｊ量の

状Dllを知る指標

大気環境基準適合率
･大気質の悪化は市民の健康に彩騨を及ぼすため、

その環境避準適合状況を知る指標

水質環境基準適合率
･水質（地下水を含む）の環境基準適合状況を知

る指標

大気有害物質鵬腱
･大気質の悠化は市民の健康に影粋を及ぼすため、

その環境｣ｉｆ準適合状況をｸiⅡろ指標

水質有害物質渋皮
･水質〈地ﾄﾞ水を含む〉の環｣)lE｣1Lfll(1)iii合状況を知

る指標

騒音環境基準適合率
･駁ffの彩糾Ｉによ1)、ilr民の/MIi環j厳が悪化して

いないかを知る指標

ダイオキシン濃度
･新たな環境公害として危供されているダイオキ

シン類の環境基準の達成状況を知る指標

水道水に対する｢|j民iili足度
．「|丁民が水道水を安全でおいしいと感じているか

を知る指;標



第２章まちづくり指標

概要頂｜＝

･緑地空間は環境保全効果とともに、市民生活に

保全担保１座の商い緑地面積 潤いをもたらす。保全担保性の高い緑地の面積

を知る指標

･樹林地、草地等の緑の空間がどれくらいあるか、
緑被率、公l1lil整備率

公園がどれくらい整備されているかを知る指標

蟇菰巨樗２他すらきめ忽刀】’迄ｶﾉｻﾞをつ、Ｊで注とうぐj縁Zﾌﾟろまち

概要項’三

新築住宅に係るｌﾉｰｺﾞあたりの住宅敷地面 ･住宅の居住水準、ゆとりのある住宅空間の実現

瀧 状》[lを知る指標

新築住宅に係る住宅１戸あたりの床面積 ･住宅の居住水準を)iⅡる桁標

･締結に至った建築協定や決定に至った地区計画
,:: ﾖﾆF

建築|協定締結数、地'又計画数 の数。地域住民によるまち並みの保全等を図る

ための主体的な取り組み状況を知る指標

･下水道整備による生活環境の改善の状況を知る
下水道普及率

指標

住んでいる地域が安全・安心であるということ
住んでいる地域が安全・安心であると感

は快適な生活を送っていくうえで基本であり、
じている人の割合

その割合を示す脂標

,住み続けたいと感じるＴＩ丁比の制令。将来の人１Ｊ

枚ﾉﾌﾞで住み続けたいと感じる市民の割合 減少が予想されるなかで、定住魅力の商まりを

知る指標

ハートビル法や大阪府#Mｲ|l:のまちづく1）条例に

公共施設・jlnIYf・鉄道等のユニーバーサ より認定された施設数。公共施設等を誰もが不

ルデザイン化の割合 自由なく使用できると蝶じる人がどれぐらいい

るかを知る指標

高齢者や障宵者に配慮した公営鱗住宅がどのぐち
高齢者や障害･片|(りけの公営住宅の戸数

いあるかを知る指標

農地耐蔽減少率の推移 農地がどのぐらい保全されているかを知る指標

農地を守るには、多様な「農」の担い手が必要
U農｜に意欲的に取り組んでいる従事者

であることから、「農」に意欲的に取り組んで
数

いる人材の数を知る指標

･交通渋滞、交通混雑に不満を持つ人の割合。総

｢|丁内移動に'１Iする'|j民の満足度 合的な交通対･策による交迦の''１滑化の達成状況

を知る指標

ＪＤ４

項目 概要

保全担保性の高い緑地面積

･緑地空間は環境保全効果とともに、市民生活に

潤いをもたらす。保全担保性の高い緑地の面積

を知る指標

緑被率、公l1lil整備率
･樹林地、草地等の緑の空'１}]がどれくらいあるか、

公園がどれくらい盤ｲiiliされているかを知る指標

項目 概要

新築住宅に係る１戸あた１，の住宅敷地面

積

･住宅の居住水準、ゆとりのある住宅空間の実現

状》[lをﾀillる指1ﾂド

新築住宅に係る住宅：ノ｢あた1)の床面積 ･住宅の居住水準をｸillる桁標

建築協定締結数、地|ｽﾞ計画数

･締結に至った建築協定や決定に至った地区計画

の数。地域住民によるまち並みの保全等を図る

ための主体的な収I)組み状況を知る指標

下水道普及率
･下水道整備による生活環境の改善の状況を知る

指;標

住んでいる地域が安全・安心であると感

じている人の;';1台

･住んでいる地域が安全・安心であるということ

は快適な生活を送っていくうえで基本であり、

その割合を示す指標

枚ﾉﾌﾞで住み続けたいと感じるIlj民の割合

･住み続けたいと感じる｢１丁比のｉｌｉｌ合。将来の人|」

減少が予想されるなかで、定住魅力の筒まＩ，を

知る指標

公共施設・近略・鉄道等のユニーバーサ

ルデザイン化のｉ１ｉＵ合

･ハートビル法や大阪11Ｗ|[W1l:のまちづく１，条例に

よ1）認定された施設数。公共施設等を誰もが不

r111iなく便)|】できると感じる人がどれぐらいい

るかを知る指標

,高齢者や障害背|(りけの公営住宅の)｢数
･高齢者や障霄者に配慮した公営住宅がどのぐら

いあるかを知る指標

農地而積減少率の推移 ｡農地がどのぐらいⅧ保全されているかを知る指標

｢農ｊに意欲的仁取l)組んでいる従事者

数

･農地を守るには、多様な「農」の担い手が必要

であることから、「農」に意欲的に取り組んで

いる人材の数を知る指標

Ｔｌ丁内移動に'１Ｉする'ij民の満足度

･交通渋滞、交通混雑に不iiMiを持つ人の割合。総

合的な交通対策による交迦のlI1滑化の達成状況

を知る指標
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概要項’三

年間交通]|Ｉ故による死傷者数。交迦ｉｊｉ故防''2の
交通事故（人身）Ｉ'|:激

状Udを）illろ指標

公共交迦の利川状況。自動ilt公ilfの'隆減に|｢りけ↑

公共交通の利用と#数.利用割合 自動箙交通から公共交通への転換状況を知る指

標

=墓菰目凛ヨノ遼力にZあふれ生王生きとしたまち

概要項目

通勤や迦学で他の市町村-からどの'１',1度人が流れ

夜間人口に対する住|(U人１１の比率 込んできているのか、他の｢１丁|}11吋へ流れている

のか示す。災客交流の活発さを知る指標

購買ﾉﾉの他Ｔｌ丁への流出度合い［商漿の活性化状
小売流出入比率

況を)iⅡる指,標

枚方が魅刀にあふれ、楽しいまちだという意識
枚方が魅力にあふれ、楽しいまちだと恩

を持っている市民の割合。まちづくりの効果を
っている人の割合

知る脂標

産・学と行政の述鵬によるプロジェクト ･産・学と行政の述携によるプロジェクト数。単

澱 園都11jとしての機能の発揮状》Uを）illる指標

･専門技術を駆使して新事業を開発する創造的企
ベンチャー企業数

業の数新たな産業の発生を知る指標

･意欲のある起業家などが興した新たな事業数
新規創業数

産業振りUの状況を知る指標

邉賜ﾜﾍﾞﾌﾟ目標‘ｊ塵i/影で７，豐團ウリ店(盲【立一と共生のまち

概要頂｜言

人権が守られていると感じている人の割 人権が守られていると感じている人の割合。基

合 本的人樅の実現状況を知る指標

,外国人lIj民が懲らしやすいまちづく１)となって
｢h内外国人の満足度

いるかを知る指標

地域コミュニティ活動へ参DIIした人の数。支え

地域コミュニティの1iiliIIiU状》1 あう地域社会の実現のために欣喫な役割を担う

地域コミュニティの活ﾉ｣をjillるlHllM

Tl丁比によるｉＲ体的なまちづくりへの参ljll状況を
ボランティア・ＮＰＯの活動実績

知る指標

初期、笘次、－Z次救急医療機関の機能分担に基

づき、救急時に患者が混乱することなく適切か
救急医療に対する'2A背（家族）の意識

つ迅速に救急医療を受けることができる体制の

整Ｉ)ii状DIIをjillる指標

/（日）５

項目 概 要

交通事故〈人身）（''二数
･ili問交通]|Ｉ故による死傷者数。交迦ijj:故防ll2の

状Udをｸillろ｣|Ｆ１標

公共交通の利用廿数・利用割合

･公共交迦の利)'１状況。自動ilt公ｉｌｆの'隆減にlhjけ、

自動車交迦から公共交通への転換状況を知る指

標

項目 概要

夜間人1Ｊに対する昼|(Ⅱ人１１の比率

･通勤や迦学で他のｌＩｊ町村からどの川1度人が流れ

込んできているのか、他の｢１丁ll111;lへ流れている

のか示す[.,蛎客交流の活発さを知る指標

小売流出人比率
･購買ﾉjの他’

況をｊｉⅡる脂Ｉ

への流出度合い。商業の活`性化状

枚方が魅力にあふれ、楽しいまちだと恩

っている人の割合

･枚方が魅ﾉﾉにあふれ、楽しいまちだという意識

を持っているilf民の割合。まちづく1)の効果を

知る脂標

産・学と行政の述|ルによるプロジェクト

数

･産・\:とイ｢政の述携によるプロジェクト数。学

園部Iljとしての機能の発揮状》[1,を)illる指標

ベンチャー企業数
…専門技術を駆使して新事業をljM発する創造的企

業の数。新たな産業の発生を知る指標

新規創業数
･意欲のある起業家などが興した新たな事業数｡

産業振りUの状況を知る指標

項目 概要

人権が守られていると感じている人の割

合

･人権が守られていると感じている人の割合１，基

木的人樅の実現状況を知る指標

lIf内外|副人の満足度
･外匡|人lIj民が暮らしやすいまちづく|)となって

いるかを知る指標

地域コミュニティのlillulil1状》。

･地域コミュニティ活動へ参川Iした人の数。支え

あう地域社会の実現のために砿喫な役割を扱う

地域コミュニティの活ﾉ｣をｸillるlＨｌＭ

ボランティア・ＮＰ()の活動実績
･Tl7LCによるｉｆ体

知る指標

1なまちづくト)への参ljll状況を

救急医療に対する．luj(背（家族）の意識

･初期、二次、二次救急医療機関の機能分担に基

づき、救急11#に患者が混乱することなく適切か

つ迅速に救忽医療を受けることができる体制の

整Ｉ)ili状UIlをjillる指標
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概要頂｜＝

本｢ljにおける,Vlilli6券に対する施策体系の効H1:を
老後も枚方で住みたいとﾊﾑ(う人の削合

知る指WＭ

ﾉ'１きがいを持ち、楽しくノヒきていると感 高齢者が就労や社会参加により、ノ１２きがいを感

じているかを知る指標じている高齢者の割合

枚方が住みやすいと感じている障害者の 障害者の１２１立した生活や社会参加ができるよう

割合 なまちづくりが行われているかを知る指標

墓;｡h且漂５ふれあい、学びlあい，息重りｸできるまち

概要項目

･枚方で安心して卜どもを生み、育てたい、もし
枚ﾉﾉで子どもを育てたい．育てて良かつ

〈は育てて良かったと思う人の割合。本Iljにお
たと思う人の割合

ける子育て環境の状況を知る指標

学校を年llM3011以上欠席した長期欠席符数。イく
小rlT学生の長期欠席率

登校の状況を知る指標

地域に活ﾉJや活気が生まれるためには、１１f少年
将来に希望や夢を持っているI1i少ｲﾄﾞの割

が将来に術離や夢を持てる社会であることが必
ﾉ１，
口

要で、その状乃'1を知る指標

地域での教育環境が良いとﾉﾑ(っている人
地域における教育環境の状況を知る指椴

の割合

図書館が市蛇に対する情報提供機能をどの程度
図禅館利用件数・満足度

果たしているかを知る指標

生涯学習に取1)組んでいるI1j比の割合 市民の化涯紫習活動状況を知る指標

スポーツ活動に参加したことのある人の スポーツ1i1Inlilに対･する参加)藍合い。llTiuliI環｣粥が

lIil合 どれぐらい鵬っているかを知る指ｌＭＩｉ

iljlﾉﾘで美術や音楽・郷台等の芸術作【Ｍ１を 本市における芸術文化環境がどの廠度允爽して

鑑没したことのある人の割合 いるかを知る指標

どれぐらい枚方の歴史文化沓源を知っているか。
枚方の歴史文化資源の認知度

ふるさ意識の状況を知る指標

小''１学生のJ1L礎学力の習熟度を知る指標小''１学生の基礎学力

/０６

項目 概要

老後も枚方で住みたいとﾊﾑ(う人のｉｌｉＩ合
･本１１丁における,vlillifi券に対する施策体系の効采を

知る指標

服きがいを持ち、楽しくﾉ|:きていると感

じている高齢者の割合

･高齢者が就労や社会参加によ{）、１ｋきがいを感

じているかを知る指標

枚方が住みやすいと感じている障害者の

割合

･障害者の自立した生活や社会参加ができるよう

なまちづく1)が行われているかを知る指標

項目 概要

枚ﾉﾉで子どもを育てたい．育てて良かつ

たと思う人の割合

･枚方で安心して’どもを生み、育てたい、もし

<は育てて良かったと思う人の割合。本Iljにお

ける子育て環境の状況を知る指標

小ｌｒｌ７学生の長期欠席率
,学校を年IlM30l1以上欠席した長期欠席蒋数。イく

登校の状況を知る指標

将来に希望や夢を持っている１１i少ｲ|皇の割

ﾉ(§－
１－１

･地域に活ﾉjや活気がﾋﾋまれるためには、１１f少年

が将来に術離や夢を持てる社会であることが必

要で、その状３'1をｸillろ指標

j山城での教育環境が良いとﾉﾑ(っている人

の割合
｡地域における教育環境の状況を知る折標

図脅:館利用件数・満足度
･図書館が市民に対する情報提供機能をどの程度

果たしているかを知る指標

生涯学習に取り組んでいるIlj比の割合 ･市民の化涯学習活動状況を知る指標

スポーツ活動に参力['したことのある人の

１１１１合

･スポーツi1IhliIに対する参力１１度合い二Ii1TiuliI｣Ｈｉｌｌ｣党が

どれぐらいＩ鵬っているかをﾀiⅡる指;標

iljlﾉﾘで美術や音楽・郷台等の芸術作【V]を

鑑賀したことのある人の割合

･本Tl丁における袈術文化環境がどのｲ1,1度充実して

いるかを知る指標

枚方の歴史文化資源の認知度
・どれぐらい枚方の歴史文化資源を知っているか。

ふるさ意識の状況を知る指標

小''１学生の基礎学力 ･小''１学生のJ1L礎学力の雷熱度を知る指標
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墓覇t1E7jL雲βみんなでつくるﾉｾﾞﾌﾊﾉ誓・ﾉﾗｳﾛ房参jﾘｸﾋヮまち

項目 概要

I1j政に参力Ⅱしたいと思っているllj民の割
Tl丁比と行政の協働意識をｸil1ろ折Ｉｌ１１

／黒
に】

ワークショップの|)MIll1件数 市民と行政の協働作業の状況を知る脂標

審議会等における市民公蝶委員の比率 行政への市民の参加割合を知る指標

ＮＰＯやボランティア活動等の｢h民活動 E|主的なilj氏活動を行う団体激．iil111Ii実現主体

IJI体数 としてのIIj此のﾉ]を知る楯標

独創的な地域政策の数二地域の政策形成能力を
全国に発信できる新たな地域政策数

知る指標

人ＵＴ-人あたりの職員数。「小さくても仕事の
人口千人あたりの職し｣数

できる｢Ij役所｜の達成度合を知る指標

経常収支比率 市の財政健全度を知る指標

市ＬＧｌ人､'ＩたりのTlj伎残,'''6を衣し、iljの財政健
llj民１人あたりの地〃１，１i残,､』

全度を伽Ⅱる指標

717行政における意思決定過ｲ111への女Wkの参lil1i割
瀞議会等における女'''1の柵成比率

合を知る脂標

経営や政策の〃針決定への女性の参llli割合を知
管理職に占める女性の刈谷

る指標

Ｉと＿可

￣￣已距と￣￣

』

ヘミへ

/０７

項目 概要

'1j政に参力|Ｉしたいと思っているilj民の割
ノエ
に１

･TIj比と行政の協働意識をｸil1ろ１１二iliM

ワークショップの|淵'１１１１件数 ･Iij民と行政の協働作業の状況を知る１１月標

審議会等におけるiIj氏公擁委員の比率 ･行政への市民の参加割合を知る指標

ＮＰＯやボランティアiilnlil等の'|､｢民活動

１J１体数

.Ｅ|主的なilj氏活動を行う団体数。iil･I11Ii実現遁体

としてのIlj氏のﾉ〕を知る指標

全国に発信できる新たな地域政策数
･独創的な地域政策の数。地域の政策形成能力を

知る指標

人１１千人あたＩ)の職L』数
･人L｣Ｔ一人あたI)の職員数。「小さくても仕事の

できる｢1j役所」の達成度合を知る指標

経常収支比率 ･１１丁の財政健全度を知る指標

llj民１人あたＩ)の地〃1,1ｔ残,''1』
･１１丁LＣｌ人､'ｉたりのiij伎残,''１５を衣し、Ｉｌｊの1M政健

全度をﾙ'１る指標

瀞議会等における女'''1のＮｉ成比率
.Ｔ17行政における意思決定過ｲ111への女'''1の参Ｉｌｉ１ｉ割

合を知る桁標

管理職にｌｌｒめる女性の11}11台
経営や政策の〃針決定への女性の参llliillI合を知

る指標




