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第1節 やちまたべんちまーく「めざそう！ね（値）」のしくみ 

 

１．やちまたべんちまーく「めざそう！ね（値）」とは？ 

 市の姿を身近でわかりやすい指標を用いて数値で表し、現状の数値と目標値を比較する

ことによって、市の現状、めざすべき将来像の達成度を測定するものです。 

 

地域の現状と未来を測る 

「ものさし」の役割を果たすものです。 

 

２．やちまたべんちまーく「めざそう！ね（値）」のねらい 

 市の現状や政策の方向を誰にでもわかりやすい身近な指標を用いて、どのくらい達成で

きたかを一目で理解できるようにしたものです。 

 

３．指標（ベンチマーク）の設定方法 

 ・市の状況を具体的な数値で表すことを前提としています。 

 ・その数値は、市が実施した事業の量ではなく、事業によって市民の方々の生活がどの

ように変わったか（成果）を現すものをできるだけ使っています。 

 ・数値による「成果」の把握が困難な場合は、市の事業量を指標として使っています。 

 ・市民意識調査等項目も使用しています。 

 

４．現状値の設定 

 ・現状値は、2013年度（平成 25年度）の数値を使用しています。 

 ・ベースは、現状値の 5年前の数値を使用しています。 

 ・指定年度の数値がない場合、その年度に近い年度の数値を使用しています。 

 ・数値等がない場合は、空欄のままです。 

 

５．めざそう！ね（値）の設定 

 ・めざそう！ね（値）は、国、県、市などの各種計画で定められているものや、統計数

値、過去の推移から設定するなど、それぞれの指標に応じて設定しています。 

 ・データ等がない場合は、八街市のあるべき姿や実現可能な目標を数値化し設定してい

ます。 

 ・めざそう！ね（値）の設定が困難なものや相応しくないものは、目標値を設定せず、

経年変化をモニタリングしています。 
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 市の現状や政策の方向を誰にでもわかりやすい身近な指標を用いて、どのくらい達成で

きたかを一目で理解できるようにしたものです。 

 

３．指標（ベンチマーク）の設定方法 

 ・市の状況を具体的な数値で表すことを前提としています。 

 ・その数値は、市が実施した事業の量ではなく、事業によって市民の方々の生活がどの

ように変わったか（成果）を現すものをできるだけ使っています。 

 ・数値による「成果」の把握が困難な場合は、市の事業量を指標として使っています。 

 ・市民意識調査等項目も使用しています。 

 

４．現状値の設定 

 ・現状値は、2013年度（平成 25年度）の数値を使用しています。 

 ・ベースは、現状値の 5年前の数値を使用しています。 

 ・指定年度の数値がない場合、その年度に近い年度の数値を使用しています。 
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５．めざそう！ね（値）の設定 

 ・めざそう！ね（値）は、国、県、市などの各種計画で定められているものや、統計数

値、過去の推移から設定するなど、それぞれの指標に応じて設定しています。 

 ・データ等がない場合は、八街市のあるべき姿や実現可能な目標を数値化し設定してい

ます。 

 ・めざそう！ね（値）の設定が困難なものや相応しくないものは、目標値を設定せず、

経年変化をモニタリングしています。 

やちまたべんちまーく　「めざそう！ね（値）」

番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

1
用途地域内における宅地
割合(%)

基盤整備の整った用途地域に
住宅地の開発を誘導できたか
を見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

43.6 44.9 -
課税課

都市計画課

2
用途地域外における農地
転用件数

用途地域外での開発が減った
かどうか及び農地が保全され
ているかを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

84 87 - 農業委員会事務局

3
榎戸駅施設整備事業整
備進捗率(%)

計画どおり施設整備が行われ
ているかを見ます。

計画期間内の事業完成を目
標とします

－ 10.8 100 都市整備課

4
八街市全体の住みやすさ
についての満足度(%)

住み良さの評価は八街市全
体の評価です。市民意識調査
等の満足度が示す指標です。

5ポイントの増を目標としま
す

32.1 34.1 39.0 企画課

5 道路管理への要望件数
良好な道路環境の提供ができ
ているかを見ます。

20％減を目標とします 207 244 195 道路河川課

6 道路冠水件数
排水整備が計画どおり行われ
ているか見ます。

30％減を目標とします 17 12 9 道路河川課

7 舗装済道路延長（ｍ）
良好な道路環境の提供ができ
ているかを見ます。

4％の増を目標とします 423,400 427,801 444,913 道路河川課

8 改良済道路延長（ｍ）
良好な道路環境の提供ができ
ているかを見ます。

20％の増を目標とします 117,964 126,470 151,764 道路河川課

9
交差点改良箇所数
（1998年以降の累積実施
件数）

交差点の整備が進んでいるか
を見ます。

道路整備計画による 3 4 5 道路河川課

10
八街バイパスの整備率(%)
（整備済み道路延長）

主要事業が順調に進んでいる
かを見ます。

早期の事業完成を目標とす
るが、目標値は経年変化を
モニタリングします

0 46.5 - 都市整備課

11
身近な生活道路の整備に
ついての満足度（%）

道路整備についての市民の評
価です。市民意識調査等の満
足度が示す指標です。

ベース年度より5ポイントの
増を目標とします

8.0 6.4 13.0 道路河川課

12
国道・県道などの主要道
路の整備についての満足
(%)

幹線道路に対する市民の評
価です。市民意識調査等の満
足度が示す指標です。

ベース年度の数値を目標と
します

9.2
調査項目
なし

9.2 道路河川課

13
1日あたりのＪＲ八街駅乗
車数

ＪＲ総武本線及び八街駅の利
便性が向上しているかを見ま
す。

ベース年度の数値を目標と
します

6,549 6,287 6,500 企画課

14
1日あたりのＪＲ榎戸駅乗
車数

ＪＲ総武本線及び榎戸駅の利
便性が向上しているかを見ま
す。

ベース年度の数値を目標と
します

2,579 2,442 2,500 企画課

秩序ある土地利用

道路の体系的整備

移動を支える公共交通の充実
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番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

15 民間バス路線数
公共交通の利便性が維持さ
れているかを見ます。

現状維持を目標とします 5 5 5 企画課

16
ふれあいバス年間利用者
数

市民ニーズにあった運行がで
きているかを見ます。

5％の増を目標とします 139,158 102,635 107,766 企画課

17
バス、鉄道などの交通機
関についての満足度(%)

公共交通に対する市民の評
価であり、市民要望の高い項
目です。市民意識調査等の満
足度が示す指標です。

ベース年度の数値を目標と
します

8.8 8.1 8.8 企画課

18
交通の便がよいまち（八
街市のイメージ）（%）

市民の目から見た公共交通に
対する市のイメージです。市民
意識調査等の結果が示す指
標です。

5ポイントの増を目標としま
す

8.5 7.2 12.0 企画課

19
バリアフリーの整った駅の
数

障害のある人が外出しやすい
状況かどうかを見ます。

八街駅に続き、榎戸駅のバ
リアフリー化を目標とします

1 1 2 都市整備課

20
公共施設の乳幼児おむつ
替えのベットの数

子どもを持つ人々にとって、や
さしいまちになっているかどう
かを見ます。

現状維持を目標とします 4 4 4 財政課

21
市役所のローカウンター
設置率(%)

高齢者にとって、やさしいまち
になっているかどうかを見ま
す。

半数の部課等のカウンター
をローカウンターにすること
を目標とします

21 21 50 財政課

22
市役所の外国語表示の
数

外国人にとって、やさしいまち
になっているかどうかを見ま
す。

約半数の部課等の表示に
外国語表示をのせることを
目標とします

1 1 20 財政課

人にやさしいまちづくりの推進
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やちまたべんちまーく　「めざそう！ね（値）」

番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

23
グリーンベルト整備延長
(m)

交通安全対策施設が計画的
に整備しているかを見ます。

毎年1路線の整備を目標と
します

- 2 7 道路河川課

24 交通事故発生件数
交通安全対策が功を奏してい
るかを見ます。

現状の1割減とします 460 346 310 防災課

25 交通安全教室参加人数
交通安全教育が行き届いてい
るかを見ます。

市内全小中学校、保育園、
幼稚園での実施を目標とし
ます

児童
生徒
全員

児童
生徒
全員

児童
生徒
全員

防災課

26 シートベルト着用率(%)
交通安全意識の高さを見ま
す。

全員着用を目標とします 97.9 99.5 100 防災課

27
交通安全や防犯について
の満足度（%）

交通安全や防犯に関する市
民の評価です。市民意識調査
等の結果が示す指標です。

5ポイントの増を目標としま
す

交通   8.7
防犯 12.9
平均 10.8

15.4 20.0 防災課

28
消防車の平均到達時間
（分）

消防活動が迅速に行われる
体制が整っているかを見ま
す。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

6.6 6.6 - 防災課

29 消防団員実人数
地域の防災体制が充実してい
るかどうか見ます。

5％の増を目標とします 504 451 470 防災課

30 火災発生件数
防火意識の高まり、火災予防
への取組に対する市民の意
識の高さを見ます。

0を目標とします 36 41 0 防災課

31
救急に関する救命講習等
に参加した市民の数

市民の救急に対する意識の
高さを見ます。

2,000人を目標とします 804 1,319 2,000 防災課

32
救急車の平均到達時間
（分）

救急活動が迅速に行われる
体制が整っているかを見ま
す。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

6.4
（2007）

6 - 防災課

番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

33 避難場所設置箇所数
災害時、市民が、きちんと避難
できるようになっているかを見
ます。

現状維持を目標とします 30 30 30 防災課

34 備蓄倉庫設置数
災害時、市民に必要なものが
手に入るようになっているかを
見ます。

すべての避難場所に設置す
ることを目標とします

12 18 30 防災課

35 耐震構造施設の割合(%)
災害時、公共施設が安全かど
うか及び避難場所、拠点となり
うるかを見ます。

2施設の増を目標とします 77.3 91.0 93.0 防災課

36 防災訓練の参加者数 防災意識の高まりを見ます。 2,000人を目標とします 716 1,353 2,000 防災課

37
地震、災害等の防災対策
についての満足度(%)

防災対策についての市民の評
価です。市民意識調査等の結
果が示す指標です。

5ポイントの増を目標としま
す

12.1 22.8 28.0 防災課

交通安全の推進

消防・救急体制の充実

防災体制の充実
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番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

38 自主防災組織の設立数
地域で防災対策が取られてい
るかを見ます。

年2団体の増を目標とします - 11 21 防災課

39
防犯パトロール実施団体
数

地域の防犯力が充実している
かどうか見ます。

全行政区での実施を目標と
します

14 15 39 防災課

40
八街市管内刑法犯罪発
生件数

市内が安全かどうかを見ま
す。

近年最大値の50％減を目標
とします

1,435 1,241 620 防災課

41
八街市管内乗物盗発生
件数

印旛管内のランキングで上位
に入っている犯罪が減り、市
内が安全かどうかを見ます。

近年最大値の50％減を目標
とします

499 389 200 防災課

42
安全なまち（八街市のイ
メージ）(%)

この分野の市民の総合的な評
価です。市民意識調査等の結
果が示す指標です。

5ポイントの増を目標としま
す

24.9 26.4 30.0 防災課

43 自主防犯組織の設立数
地域で防犯対策が取られてい
るかを見ます。

年1団体の増を目標とします - 15 20 防災課

44 出前講座の開催回数
消費生活に関する意識の高ま
りを見ます。

月１回の出前講座開催を目
標とします

- － 12 商工課

防犯体制の充実

消費者行政の充実
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やちまたべんちまーく　「めざそう！ね（値）」

番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

45
市内の医療機関
（病院、一般・歯科診療
所）数

医療体制が充実して安心した
市民生活が図れているかどう
かを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

53
65

(2012)
- 健康管理課

46
3大疾病での死亡者数の
割合（%）

市民が自ら健康を考えて生活
しているかどうかを見ます

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

59.0
（2007)

57.8
(2012)

- 健康管理課

47
国民健康保険税現年分
徴収率(%)

保険税負担が適正かどうか、
国保運営が健全かどうかを見
ます。

3ポイントの増を目標としま
す

77.3
(2007)

84.0 87.0 国保年金課

48
国民健康保険被保険者1
人あたりの医療費（円）

予防意識が高まり医療費の負
担額が減少しているかどうか
を見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

514,491
(2007)

225,416 - 国保年金課

49
病院、医院の整備につい
ての満足度(%)

整備が進みより安心して健康
生活の実現が図れることを見
ます。

5ポイントの増を目標としま
す

30.4 17.6 22.0 健康管理課

50
市民検診など日常の保健
活動についての満足度(%)

市民の日常の健康に対する
意識が高まっているかどうか
を見ます。

ベース年度の数値を目標と
します

47.7 30.3 47.7 健康管理課

51 社会福祉協議会会員数
地域の福祉活動が活発かどう
かを見ます。

行政区加入率で算出 18,872 17,428 18,000 社会福祉課

52 生活保護受給者数
健康で自立した生活を送れる
よう相談や指導が進められて
いるかどうか見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

601 673 - 社会福祉課

53 国民年金加入者
未加入者防止が進められてい
るかどうかを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

15,292 13,882 - 国保年金課

54
福祉が行き届いたまち
（八街市のイメージ）(%)

福祉施策についての市民の評
価です。市民意識調査等の結
果が示す指標です。

5ポイントの増を目標としま
す

16.3 18.8 23.0
社会福祉課
障がい福祉課
高齢者福祉課

55
福祉施設についての満足
度(%)

介護施設の設置など福祉の
充実が図られているかどうか
を見ます。

ベース年度の数値を目標と
します

9.5
調査項目
なし

9.5
障がい福祉課
高齢者福祉課

56 合計特殊出生率
子どもを産み育てやすい状況
かどうかを見ます。

印旛管内のトップ1.43を目標
とします

1.19 1.11 1.43 健康管理課

57 保育園待機児童数
保育園の充足率が足りている
かどうかを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

56 45 - 児童家庭課

58 児童クラブ待機児童数
児童クラブの適正な配置が行
われているかを見ます。

待機児童0を目標とします 2 22 0 児童家庭課

生涯にわたる健康づくり

地域で支えあう福祉の推進

笑顔あふれる子育てへの支援
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番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

59
子育て支援センター利用
人数

子育て中の母親の育児支援・
相談しやすい体制が進んでい
るかを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

公立 4,605
風の村

2,099

公立 5,893
風の村

2,155
かいたく

528

- 児童家庭課

60
子育て支援についての満
足度(%)

安心して子育てができ地域の
支援や連携が進んでいるかを
見ます。

5ポイントの増を目標としま
す

14.7 21.9 27.0
児童家庭課
健康管理課

61 シニアクラブ会員数
元気な高齢者が増えているか
どうかを見ます。

ベース年度の数値を目標と
します

1,969 1,894 2,000 老人福祉センター

62 高齢者就業率(%)
生涯現役の高齢者が増えてい
るかどうかを見ます。

印旛管内トップ29.2％を目標
とします

26.1
（2005）

24.8 29.2
高齢者福祉課

商工課

63
介護給付費（受給者１人
あたり月額）（円）

介護保険が適正運営されてい
るかどうかを見ます。

現状維持を目標とします 145,187 155,823 156,000 高齢者福祉課

64
介護保険現年分収納率
(%)

介護保険の健全な運営がす
すめられているかどうかを見
ます。

現状維持を目標とします 95.51 95.72 96.0 高齢者福祉課

65
老後の不安として、家族
や自分の介護とした人の
割合(%)

健康で生きがいのある高齢者
が増えているかどうかを見ま
す。

5ポイントの減を目標としま
す

68.0 65.0 60.0 高齢者福祉課

66
高齢者福祉についての満
足度(%)

健康で生きがいのある高齢者
が増えているかどうかを見ま
す。

5ポイントの増を目標としま
す

12.4 15.6 20.0 高齢者福祉課

67 市役所障がい者雇用人数
障害のある人が社会参加でき
ているかどうかを見ます。

全職員の2.3％を目標としま
す

8 12 12 総務課

68
目の見えない人用パンフ
レットの種類の数

障害のある人にとって、やさし
いまちになっているかどうかを
見ます。

市勢要覧、便利帳の作成を
目標とします

1 1 2

秘書広報課
議会事務局
社会福祉課

障がい福祉課

69
福祉意識啓発イベントの
回数

福祉に関する意識が高くなっ
たかどうかを見ます。

現状維持を目標とします 4 4 4
社会福祉課

障がい福祉課
高齢者福祉課

70
参加したい市民活動で、
福祉を行いたいと思って
いる人の割合(%)

福祉に関する意識が高くなっ
たかどうかを見ます。

10ポイントの増を目標としま
す

27.8 21.7 32.0
社会福祉課

障がい福祉課
高齢者福祉課

生きがいに満ちた高齢者福祉の充実

ぬくもりのある障害者福祉の充実
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やちまたべんちまーく　「めざそう！ね（値）」

番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

71 印旛沼のＣＯＤ値（ｍｇ/ｌ）
市民の自然に対する意識が
高まっているかどうかを見ま
す。

湖沼水質保全計画目標値
(8.9mg/l)を目指します

9.6 12.0 8.9 環境課

72
1人あたりの都市公園面
積（㎡）

市民一人あたり、どれだけくつ
ろげる場所が整備されている
かを見ます。

基準設定し、市に移管され
た公園について都市公園と
して位置づけします。

0.72 0.74 0.75 都市整備課

73
自然的土地利用面積（千
㎡）

田、畑、山林などの地目面積
から自然環境が保護されてい
るかどうかを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

47,933 43,360 -
企画課

都市計画課

74
公園や子どもの遊び場に
ついての満足度(%)

公園や遊び場についての市民
評価です。市民意識調査等の
結果が示す指標です。

ベース年度の5ポイント増を
目標とします

12.4
調査項目
なし

17.0
都市整備課
児童家庭課

75
自然の豊かな街（八街市
のイメージ）（%）

八街市の自然に対する市民
の評価です。市民意識調査等
の結果が示す指標です。

市民から高い評価を受けて
いる項目です。現状を維持
することを目標とします

71.9 73.9 74.0
企画課

都市計画課

76 上水道給水人口
上水道を利用している市民数
から整備状況を見ます。

「八街市水道事業の設置等
に関する条例」で定める給
水人口を目標とします

38,615 38,482 44,000 水道課

77
下水道処理区域面積整
備率(%)

全体計画区域（都市計画決定
区域）面積に対する処理区域
面積の割合で整備状況を見ま
す。

現在の認可区域の整備を目
標とします
必要に応じて認可区域を拡
大して整備を行います

40.91
(70.94)

42.28
(73.32)

43.21
(74.93)

下水道課

78
家庭雑排水についての満
足度(%)

家庭における雑排水処理に対
する市民の評価です。市民意
識調査等の結果が示す指標
です。

ベース年度の数値を目標と
します

22.1 12.8 22.1 クリーンセンター

79
1人あたりの住宅面積
（㎡）

市民の住環境のよさを見る指
標です。

現状維持を目標とします
34.6

(2005)
34.6 34.6 都市計画課

80
雨水処理についての満足
度(%)

雨水対策に対する市民の評
価です。市民意識調査等の結
果が示す指標です。

ベース年度の数値を目標と
します

16.9
調査項目
なし

16.9
道路河川課
下水道課

81
石綿セメント管の残存距
離（㎞）

老朽化している石綿セメント管
の更新状況をみます。

漏水多発箇所を重点的に年
間約1㎞を目標にします

51.5 50.0 45.0 水道課

82 空き家バンクの登録数
空き家対策が進んでいるかを
見ます。

年3件の登録を目標にしま
す

－ － 15 企画課

83 ごみ処理施設搬入量（ｔ）
ごみ排出量から市民の環境に
対する意識の高さを見ます

八街市一般廃棄物処理計
画に基づき、5％程度のごみ
の減量化を目標とします

25,145
(2007)

25,181 24,030 クリ－ンセンタ－

84 資源回収実施団体数
リサイクル意識が高いかどう
かを見ます。

10％増を目標とします 56 63 69 クリ－ンセンタ－

85 非水洗化し尿処理人口
水洗化が図られているかどう
か見ます。

5％減を目標とします 10,436 4,257 4,040 環境課

86
ごみ処理についての満足
度(%)

ごみ処理についての市民の評
価です。市民意識調査等の結
果が示す指標です。

ベース年度の5ポイント増を
目標とします

54.7
調査項目
なし

60.0 クリーンセンター

緑の保全と創出

生活環境の整備

資源循環型社会の推進
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やちまたべんちまーく　「めざそう！ね（値）」

番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

71 印旛沼のＣＯＤ値（ｍｇ/ｌ）
市民の自然に対する意識が
高まっているかどうかを見ま
す。

湖沼水質保全計画目標値
(8.9mg/l)を目指します

9.6 12.0 8.9 環境課

72
1人あたりの都市公園面
積（㎡）

市民一人あたり、どれだけくつ
ろげる場所が整備されている
かを見ます。

基準設定し、市に移管され
た公園について都市公園と
して位置づけします。

0.72 0.74 0.75 都市整備課

73
自然的土地利用面積（千
㎡）

田、畑、山林などの地目面積
から自然環境が保護されてい
るかどうかを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

47,933 43,360 -
企画課

都市計画課

74
公園や子どもの遊び場に
ついての満足度(%)

公園や遊び場についての市民
評価です。市民意識調査等の
結果が示す指標です。

ベース年度の5ポイント増を
目標とします

12.4
調査項目
なし

17.0
都市整備課
児童家庭課

75
自然の豊かな街（八街市
のイメージ）（%）

八街市の自然に対する市民
の評価です。市民意識調査等
の結果が示す指標です。

市民から高い評価を受けて
いる項目です。現状を維持
することを目標とします

71.9 73.9 74.0
企画課

都市計画課

76 上水道給水人口
上水道を利用している市民数
から整備状況を見ます。

「八街市水道事業の設置等
に関する条例」で定める給
水人口を目標とします

38,615 38,482 44,000 水道課

77
下水道処理区域面積整
備率(%)

全体計画区域（都市計画決定
区域）面積に対する処理区域
面積の割合で整備状況を見ま
す。

現在の認可区域の整備を目
標とします
必要に応じて認可区域を拡
大して整備を行います

40.91
(70.94)

42.28
(73.32)

43.21
(74.93)

下水道課

78
家庭雑排水についての満
足度(%)

家庭における雑排水処理に対
する市民の評価です。市民意
識調査等の結果が示す指標
です。

ベース年度の数値を目標と
します

22.1 12.8 22.1 クリーンセンター

79
1人あたりの住宅面積
（㎡）

市民の住環境のよさを見る指
標です。

現状維持を目標とします
34.6

(2005)
34.6 34.6 都市計画課

80
雨水処理についての満足
度(%)

雨水対策に対する市民の評
価です。市民意識調査等の結
果が示す指標です。

ベース年度の数値を目標と
します

16.9
調査項目
なし

16.9
道路河川課
下水道課

81
石綿セメント管の残存距
離（㎞）

老朽化している石綿セメント管
の更新状況をみます。

漏水多発箇所を重点的に年
間約1㎞を目標にします

51.5 50.0 45.0 水道課

82 空き家バンクの登録数
空き家対策が進んでいるかを
見ます。

年3件の登録を目標にしま
す

－ － 15 企画課

83 ごみ処理施設搬入量（ｔ）
ごみ排出量から市民の環境に
対する意識の高さを見ます

八街市一般廃棄物処理計
画に基づき、5％程度のごみ
の減量化を目標とします

25,145
(2007)

25,181 24,030 クリ－ンセンタ－

84 資源回収実施団体数
リサイクル意識が高いかどう
かを見ます。

10％増を目標とします 56 63 69 クリ－ンセンタ－

85 非水洗化し尿処理人口
水洗化が図られているかどう
か見ます。

5％減を目標とします 10,436 4,257 4,040 環境課

86
ごみ処理についての満足
度(%)

ごみ処理についての市民の評
価です。市民意識調査等の結
果が示す指標です。

ベース年度の5ポイント増を
目標とします

54.7
調査項目
なし

60.0 クリーンセンター

緑の保全と創出

生活環境の整備

資源循環型社会の推進
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やちまたべんちまーく　「めざそう！ね（値）」

番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

87
全国学力学習状況調査と
の差異（%）

全国学力学習状況調査A調査
小中学生１人あたりの平均点
を見ます。

目標値は設定せず経年で
差異をモニタリングします

－

小学校
国語A　△9.0
算数A　△5.6
中学校
国語A　△5.8
数学A　△9.4

- 学校教育課

88 不登校児童・生徒数
大きな問題となっている不登
校問題の深刻さを見ます。

0.5ポイントの減を目標としま
す

2.99 2.69 2.20 学校教育課

89 高校進学率(%) 進学率の推移を見ます。
目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

96.1 95.5 - 学校教育課

90
小中学校の教育について
の満足度(%)

学校教育に対する市民の評
価です。市民意識調査等の結
果が示す指標です。

ベース年度の5ポイント増を
目標とします

23.2
調査項目
なし

28.0 学校教育課

91
学校支援地域コーディ
ネーター養成講座の実施
数

地域と子どもをつなぐ活動を
行うボランティアの拡大が図ら
れているかどうかを見ます。

毎年1地域で実施します 0 5 5 社会教育課

92 栄養指導の実施
児童・生徒に、栄養指導が行
き届いているかどうかを見ま
す。

小・中学校全校指導を目標
とします

小学校８
校

中学校３
校

小学校９
校

中学校２
校

小学校９校
中学校４校

学校給食センター

93 公民館講座参加者数
生涯学習への関心の高さや
公民館講座の魅力度を見ま
す。

子どもから高齢者まで参加
できる魅力ある講座を目標
とします
※下段（　）内は延べ人数

678
（2,755）

736
(2,369)

750
（2,700）

中央公民館

94 1人あたり図書貸出冊数
図書館に対する市民ニーズや
自ら進んで学習活動をしてい
るかを見ます。

現状値の貸出冊数より2％
アップの増加を目標とします

5.16 4.84 4.93 図書館

95 図書館蔵書冊数
図書館に対する市民ニーズや
自ら進んで学習活動をしてい
るかを見ます。

8,000冊の増を目標とします 299,624 301,487 310,000 図書館

96 スポーツプラザ利用人数
自ら進んで、運動を行っている
かどうかを見ます。

150,000人を目標とします 103,481 111,814 150,000 スポーツプラザ

97
市営スポーツ施設利用人
数

自ら進んで、運動を行っている
かどうかを見ます。

95,000人を目標とします 80,289 93,955 95,000
スポーツ振興課
都市整備課

98
視聴覚教材センター教材
利用回数

教材を有効活用し、学習に役
立てているかどうかを見ます。

20の増を目標とします 183 99 120 視聴覚教材センター

99
市民体育協会加盟クラブ
数

活発に体育活動が行われて
いるかどうかを見ます。

90団体を目標にします 80 81 90 スポーツ振興課

100
スポーツ・レクレーション
施設についての満足度(%)

スポーツ・レクレーション施設
についての市民の評価です。
市民意識調査等の結果が示
す指標です。

ベース年度の5ポイント増を
目標とします

23.1
調査項目
なし

28.0 スポーツ振興課

子どもの教育・健全育成の充実

自ら学ぶ生涯学習・スポーツの推進
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番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

101
生涯学習や文化活動につ
いての満足度(%)

生涯学習や文化活動について
の市民の評価です。市民意識
調査等の結果が示す指標で
す。

ベース年度の5ポイント増を
目標とします

17.2
調査項目
なし

22.0 社会教育課

102 市指定文化財の件数
文化財の保護が図られている
かどうかを見ます。

2件の指定増を目標とします 18 18 20 社会教育課

103
文化財保護周知用立看
板数

文化財の保護が図られている
かどうかを見ます。

3基の増を目標とします 67 73 76 社会教育課

104 市史資料集発刊数 資料集の整備状況を見ます。
1冊の資料集の発刊を目標
とします

1 0 1 郷土資料館

105 郷土資料館来館者数
文化財に対する関心の高さを
見ます。

10％増を目標とします 2,023 3,461 3,807 郷土資料館

106
市民文化祭出演・出品者
数

出演・出品者数の推移を見ま
す。

目標は設定せず経年変化を
モニタリングします

1,144 1,060 - 社会教育課

107
文化的なまち（八街市の
イメージ）(%)

文化に対する市民の評価で
す。市民意識調査等の結果が
示す指標です。

5ポイントの増を目標としま
す

9.4 11.2 16.0 社会教育課

108
外国人の公民館講座参
加者数

国際化が進展しているかどう
かを見ます。

外国人の1％の参加を目標
とします

0 0 15 中央公民館

109
1,000人以上人が集まるイ
ベントの数

交流が活発に行われているか
どうかを見ます。

新たなイベントを１つ増やす
ことを目標とします

2 2 3
企画課
商工課
農政課

110 女性就業率(%)
女性が社会参画しやすい状況
になっているかどうかを見ま
す。

印旛管内トップ51.0％を目標
とします

48.2
(2005)

47.0 51.0
商工課
企画課

111
市内に住んでいる外国人
の数

外国人関係の施策を展開して
いく必要性の高さを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

1,538 1,509 -
市民課
企画課

112
市の審議会等への女性
参加率(%)

男女共同参画に向けた市の
取組を見ます。

10ポイントの増を目標にしま
す

22.0 17.4 27.0
総務課
企画課

113
家庭生活で男女が平等と
感じている割合(%)

家庭における男女平等意識を
見ます。市民意識調査等の結
果が示す指標です。

5ポイントの増を目標としま
す

40.4 43.2 48.0 企画課

豊かな心を育む交流の推進

市民文化の創造と継承

男女共同参画の推進

- 151 -



やちまたべんちまーく　「めざそう！ね（値）」

番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

114 農家数
農家が増えているかどうかを
見ます

現状維持を目標とします 1,577 1,244 1,244
農政課

農業委員会

115 生産農業所得（千万円）
農家の所得が上がっているか
どうかを見ます。

ベース値に近づけることを
目標とします

625
(2006)

調査項目
なし

630 農政課

116 農地面積（千㎡）
生産基盤の整備が図られてい
るかどうかを見ます。

現状維持を目標とします
36,688
(2007)

35,220 35,200
課税課
農政課

117 農業産出額（千万円）
良好な農業生産が進められて
いるかどうか見ます。

現状維持を目標とします
1,460

(2006)
調査項目
なし

1,400 農政課

118 落花生産出額（千万円）
特産品の活用が図られ、増産
が進められているかどうかを
見ます。

現状維持を目標とします
87

(2006)
調査項目
なし

90 農政課

119 新規就農者数
農業が就業先として選択され
ている（魅力がある）かどうか
を見ます。

年10人の増を目標とします － 11 60 農政課

120
農業体験インターンシップ
事業参加者数

就農を含めた農業への関心
が高まっているかどうかを見ま
す。

累計で100人を目標とします － － 100 農政課

121 商店街空き店舗数
商店街の賑わい活性化してい
るかどうかを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

56
(2007)

26 - 商工課

122 卸売、小売店舗数（店）
商業の活性化の成果が現れ
ているかどうかを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

570
(2007)

587 - 商工課

123
1商店あたり平均年間販
売額「小売店」（万円）

商業経営の健全化が図られて
いるかどうかを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

14,529
(2007)

17,638 - 商工課

124
製造品出荷事業所数
（件）「従業員4人以上の
事業所」

地域経済や雇用を支える産業
の活力を見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

165
(2007)

149 - 商工課

125
製造品出荷額（百万円）
「従業員4人以上の事業
所」

産業の活力を見ます。
目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

52,329
(2007)

37,127 - 商工課

126 市民失業率(%)
市民の働く機会が充実してい
るかどうかを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

6.7
(2005)

11.7 - 商工課

127
日常の買い物の便利さに
ついての満足度（%）

市民の日常生活の利便性が
進んでいるかどうかを見ます。

ベース年度の2.5％増を目標
とします

50.2
(2003)

調査項目
なし

52.7 商工課

128
働く場の確保についての
満足度(%)

就業状況と雇用の確保が図ら
れているかどうかを見ます。

ベース年度の数値を目標と
します

9.3
(2003)

調査項目
なし

9.3 商工課

129 新規企業立地数（件）
企業誘致の促進が図られてい
るかを見ます。

年2件ぐらいの増を目標とし
ます

－ － 10 商工課

時代の変化に対応した農業の振興

まちの活力を産む商工業の推進
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番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

130 観光入込客数（千人）
まちの活性化が行われている
かどうかを見ます。

25％増を目標とします
36

(2007)
65 81 商工課

131
観光農園来場者人数（千
人）

農業をとおして、まちの活性化
が行われているかどうかを見
ます。

25％増を目標とします 1 1 1.25 商工課

132
八街の落花生を掲載して
いる発行物の数

落花生のＰＲが充実している
かどうかを見ます。

現状維持を目標とします 2 2 2 商工課

133
公共施設でインターネット
にアクセスできる場所の
数

街の活性化にＩＣＴが利用され
ているかどうかを見ます。

ベース年度の数値を目標と
します

3 2 3 情報管理課

まちに賑わいをもたらす産業の育成
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やちまたべんちまーく　「めざそう！ね（値）」

番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

134
審議会等の公募委員の
割合(%)

政策立案段階で市民の市政
への参加が進んでいるかどう
かを見ます。

10％を目標とします 0.3 0.7 10.0
総務課
企画課

135
パブリックコメント実施件
数

市民の意見を反映するための
手続きが進んでいるかを見ま
す。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

2 2 -
総務課
企画課

136
市民と協働事業件数
（NPOに業務委託している
件数）

市民との協力体制ができてい
るかどうかを見ます。

10件の事業委託を目標とし
ます

0 8 10
総務課
企画課

137
企業との協働事業件数
（ＰＦＩ、指定管理者制度）

企業や市民との協力体制がど
れくらいできているかどうかを
見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

0 1 - 行財政改革推進室

138 市長選挙の投票率(%)

選挙は市民参加の代表的な
手段の1つです。市民がどれ
だけ行政に関心を示している
かを見ます。

40％の投票率を目標としま
す

36.5
(2006)

38.4 40.0 選挙管理委員会

139
市議会議員一般選挙の
投票率(%)

選挙は市民参加の代表的な
手段の1つです。市民がどれ
だけ行政に関心を示している
かを見ます。

前回（ベース）の投票率を目
標とします

49.4
(2007)

47.0 50.0 選挙管理委員会

140 自治組織加入率(%)
市民どうしの協力体制が充実
しているかどうかを見ます。

65％を目標とします 60.4 52.9 65.0 総務課

141 認可地縁団体設立数
法人格を持った公正な活動が
行われているかを見ます。

30の団体数を目標とします 14 22 30 総務課

142 集会施設設置件数
活動の場が十分かどうかを見
ます。

3件の増を目標とします 84 89 92 総務課

143
集会場や公民館など集会
施設の満足度(%)

市民意識等調査結果
ベース年度の数値を目標と
します

36.4
調査項目
なし

36.4 総務課

144
連帯感、人情味のあるま
ち
（八街市のイメージ）(%)

市民意識等調査結果
5ポイントの増を目標にしま
す

33.8 36.7 42.0 総務課

145 ＮＰＯ法人認証件数
市民によるまちづくりが行われ
ているかどうかを見ます。

現状の1.5倍を目標とします 13 19 30 総務課

146 ボランティア団体数
市民によるまちづくりが行われ
ているかどうかを見ます。

80団体を目標にします 70 63 80 総務課

147
団体への会議室等貸し出
し件数

活動の場が十分かどうかを見
ます。

1月につき1件くらいを目標
にします

4 0 12
財政課

社会福祉課

148 団体による公共活動件数
市民によるまちづくりが行われ
ているかどうかを見ます。

1月につき1件以上を目標に
します

13 15 20

総務課
財政課
企画課

社会教育課

市民と行政の協働の推進

コミュニティの育成

市民によるまちづくり活動の推進
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やちまたべんちまーく　「めざそう！ね（値）」

番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

149 職員1人あたりの人口
最小の資源で最大の効果が
挙げる体制ができているかど
うかを見ます。

現状維持を目標とします
134

（2009）
134 134

総務課
企画課

行財政改革推進室

150
職員1人あたりの研修等
参加回数

自分で考える自立した職員が
増えたかどうかを見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

0.7 1.5 － 総務課

151
広域で処理する事務の件
数

事務事業が広域的・効率的に
行われているかどうかを見ま
す。

現状維持を目標とします 24 24 24

企画課
総務課
防災課

国保年金課
健康管理課

152 市税現年分収納率(%)
自主財源がきちんと確保され
ているかどうかを見ます。

平成20年10月に作成した「市税
等の徴収対策の強化に関する
基本方針及び実施計画」にお
ける現年課税分徴収率の目標
値

93.8 95.4 97.0 納税課

153 経常収支比率(%)
財政構造の弾力性を示してい
ます。都市にあっては75%程度
が妥当と考えられています。

当面の目標として、90％以
下を目標とします

94.5 95.8 90.0
企画課
財政課

154 将来負担比率比(%)
将来負担すべき実質的な債務
がどの程度か見るものです。

債務の10％削減を目標とし
ます

90.9 47.5 43.0
企画課
財政課

155 財政力指数
１を超えるほど財政に余裕が
あるとされています。

ベース年度の数値に対して
毎年0.01ポイントの増を目標
とします

0.703 0.626 0.68
企画課
財政課

156
情報公開コーナーに設置
されている資料の数

情報提供が的確に行われて
いるかどうかを見ます。

現状維持を目標とします 40 40 40 総務課

157
部課等ホームページ作成
率(%)

情報提供が的確に行われて
いるかどうかを見ます。

約30％の達成を目標としま
す

14.6 24.4 30.0 秘書広報課

158 市長への提言受付件数
市民が意見を言いやすい体制
になっているかどうかを見ま
す。

約2倍を目標とします 112 64 120 秘書広報課

159
ホームページアクセス件
数

情報提供が的確に行われて
いるかどうかを見ます。

300,000件を目標とします 214,859 256,024 300,000 秘書広報課

160
インターネットを利用して
いる家庭の割合(%)

家庭の情報化を表す指標で
す。市民意識調査等の結果が
示す指標です。

50％を目標とします 38.6 42.3 50.0 企画課

161 情報公開請求者数
情報公開請求者数の推移を
見ます。

目標値は設定せず経年変
化をモニタリングします

48 22 － 総務課

162
転入処理時間（自営業
で、小学生と保育園の子
どもがいる家庭）（分）

事務事業が効率的に行われ
ているか及び市民サービスが
向上しているかどうかを見ま
す。

現状維持を目標とします 60 60 60
市民課

行財政改革推進室

効率的な行財政運営

市民と行政の情報の共有

窓口サービスの充実
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番　号 指　　標 指標内容
めざそう値（目標達成）

の考え方
ベース
(2008)

現状値
(2013)

めざそう値
(2018)

担当課

163
職員数に応じたパソコン
台数

事務事業が効率的に行われ
ているかどうかを見ます。

e-japan戦略に基づき、職員
1人1台を目標とします

0.33 0.67 1 情報管理課

164
住民票等諸証明発行箇
所数

市民サービスが向上している
かどうかを見ます。

実施済の山田台郵便局の
他、コンビニ＋公共施設の
自動交付機設置を目標とし
ます

1 1 3
市民課

行財政改革推進室

165 移住・定住相談会の実施
シティーセールスが活発に行
われているかを見ます。

年5回実施（参加）することを
目標とします。

－ 3 5 企画課

市の魅力発信
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