
○政策指標一覧

分野 政策指標 平成18年度実績 平成29年度目標 出典 設定の考え方

政１　はつらつ・雄武 人口に占める就業率 56%（平成17
年）

58% 国勢調査を基本 定住人口は減少するものの、高齢者の生きがい就業の増加などにより、微増をめざ
す。

漁業生産額 40億円（平成
17年）

50億円 業務取得 付加価値の向上などを図ることで、過去の最高記録と同水準をめざす。

農業生産額 40億円（平成
17年）

45億円 生産農業所得統計 付加価値の向上などを図ることで、過去の最高記録と同水準をめざす。

食料品製造業出荷額 159億円（平成
17年）

200億円 工業統計調査 付加価値の向上などを図ることで、過去の最高記録と同水準をめざす。

政２　ぬくもり・雄武 地域医療の満足度 13% 25% まちづくりアンケート 町の地域医療の現状から、現在の倍増、町民の４人に１人は満足しているという水
準をめざす。

健康だと感じている割合 71% 80% まちづくりアンケート 現在の約１割増をめざす。
ボランティア参加率 20% 28% まちづくりアンケート 全国平均並みの水準をめざす。

政３　のびやか・雄武 小中学校教育の満足度 20% 30% まちづくりアンケート 町の教育・文化政策の現状から、現在の４～５割増の水準をめざす。
生涯学習環境の満足度 14% 20% まちづくりアンケート 町の教育・文化政策の現状から、現在の４～５割増の水準をめざす。
スポーツ振興の満足度 18% 25% まちづくりアンケート 町の教育・文化政策の現状から、現在の４～５割増の水準をめざす。
歴史・文化の満足度 9% 20% まちづくりアンケート 開基100年や町史の発行などにより町民の歴史・文化に対する意識が高まっているこ

とから約２倍をめざす。
政４　うるおい・雄武 ごみ分別・ポイ捨てゼロ・省エ

ネ・節水の実践度（４項目平均）
48% 60% まちづくりアンケート 住民・行政が一丸となってこれらの取り組みを進め、現在の2.5割増の水準をめざ

す。
公共交通の満足度 22% 25% まちづくりアンケート 定住のための重要な基盤として維持確保を図り、現在の約１割増の水準をめざす。
災害・犯罪・交通事故による死亡
者数

７人 ０人（20～29年
度累積）

業務取得 ０人をめざす。

政５　ささえあい・雄
武

まちの住みよさ 61% 70% まちづくりアンケート 第５期総合計画の取り組み全体を通じて、現在の約１割増の水準をめざす。

行財政運営の満足度 8% 20% まちづくりアンケート 第５期総合計画の取り組み全体を通じて、現在の2.5倍の水準をめざす。
住民参加がしやすいと感じている
割合

未調査 50% まちづくりアンケート 第５期総合計画の取り組み全体を通じて、50％をめざす。

広域連合設置数 未設置 １カ所 業務取得 広域連合の設置が行財政基盤の強化の重要な鍵になると考えられることから、その
設置数１を政策指標に設定する。
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○基本施策指標一覧

分野 基本施策指標 平成18年度実績 平成24年度目標 指標の根拠 根拠の説明

基１　農業の振興 農業生産額 40億円
（17年度）

43億円 生産農業所得統計

農家戸数（生乳出荷） 76戸 76戸 業務取得 現状維持
後継者対策・酪農体験の実習生年
間受入人数

２人 ５人 業務取得 後継者対策協議会の事業規模

新規就農戸数 ０戸（15～18
年度）

２戸（20～24年
度）

業務取得 　

農業生産法人数 ３法人 ５法人 業務取得 雄武町担い手育成・確保アクションプログラム
生乳生産量 35,853ｔ 42,848ｔ 業務取得 雄武町酪農・肉用牛近代化計画

基２　林業の振興 町有林・民有林の人工造林面積 57ｈａ 60ｈａ 業務取得
町有林・民有林の除間伐面積 283ｈａ 300ｈａ 業務取得
森林作業員数 29人 29人 業務取得 現状維持

基３　水産業の振興 漁業生産額 40億円 45億円 業務取得
ホタテ生産量 7,911ｔ 15,000ｔ 業務取得
サケ・マス漁獲量 3,672ｔ 3,800ｔ 業務取得

基４　商工業の振興 製造品出荷額等（食料品＋その
他）

163億円（平成
17年）

180億円 工業統計調査

建設業就業者数 308人（平成17
年）

300人 国勢調査

年間商品販売額 125億円（平成
16年）

140億円 商業統計調査

サービス業就業者数 858人（平成17
年）

850人 国勢調査

異業種進出企業数 ２法人 ５法人 業務取得
異業種連携により開発された特産
品の累積数

１品目 ５品目 業務取得

基５　観光の振興 年間観光入り込み客数 12.4万人 13万人 北海道観光動向調査
観光イベント参加者数 2.6万人 2.6万人 業務取得 現状維持
観光の満足度（住民） 13% 20% まちづくりアンケート

基６ 保健・医療の充
実

40～74歳の内臓脂肪症候群の該当
者・予備群の減少率

－ 平成20年度比で
10％減

業務取得 雄武町特定健診等実施計画での設定値

特定健康診査の受診率 － 65% 業務取得 雄武町特定健診等実施計画での設定値
健康づくり事業の参加人数 993人 1,200人 業務取得
乳幼児健診の受診率平均 98.1% 98.5%業務取得
育児不安を感じる親の割合 48.3％（16年

度）
30% 業務取得 実績は雄武町次世代育成支援計画策定のためのアンケートから

公的医療機関の設置数 １カ所 現状維持 業務取得
基７ 高齢者支援の充
実

要介護認定率 16.0% 17.7%
（介護予防効果なし

で19.0％）

雄武町第３期介護保険事
業計画

　

訪問介護の年間利用延回数 2,594回 2,900回 業務取得 　
デイサービスセンターの月平均利
用人数

354人 540人 業務取得

介護保険施設入所者数 62人 75人 業務取得 介護保険事業年報
地域支援事業利用者数 ５人 94人 業務取得 特定高齢者分
高齢者が生きがいを持って生活し
ている割合

未調査 80% 業務取得 アンケート調査を実施する
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分野 基本施策指標 平成18年度実績 平成24年度目標 指標の根拠 根拠の説明

保育所の保育内容の満足度 80% 90% 業務取得 実績は雄武町次世代育成支援計画策定のためのアンケートから
児童センター利用者数 80.7人/日 85人/日 業務取得
子育て支援センターの利用件数 2,115件 3,000件 業務取得
「子育て支援」全体の満足度 16% 40% まちづくりアンケート

基９ 障がい者支援の
充実

施設・精神科病院から在宅への移
行延人数

－ ５人（19～23年
度）

第２次雄武町障がい者計
画

町地域活動支援センター（仮称）
の設置

未設置 設 置
第２次雄武町障がい者計
画

障がい者支援の満足度 15% 25% まちづくりアンケート
基10　地域福祉の推進 社会福祉協議会ボランティア登録

者数
47人 80人 業務取得

福祉施設等での福祉体験の年間延
人数

93人 現状維持 業務取得

基11社会保障制度の
充実

国保被保険者１人あたり医療費 396,180円 現状維持 業務取得 国民健康保険事業年報

一月100万円以上の国保高額受診者
数

13人 現状維持 業務取得

介護給付費総額 302,881千円 381,502千円 業務取得
生活保護率 12.5パーミル 12.5パーミル 業務取得 現状維持
民生児童委員による相談件数 709件 709件 業務取得 現状維持

基12　学校教育の充実 AETによる英語の児童・生徒一人あ
たり時間数

児童　●時間/年
生徒　●時間/年

児童　●時間/年
生徒　●時間/年

業務取得

パソコンの児童・生徒一人あたり
時間数

児童　●時間/年
生徒　●時間/年

児童　●時間/年
生徒　●時間/年

業務取得

耐震構造になっている小中学校の
割合

50% 100% 業務取得

学校評議員等配置校数 ２校 全校 業務取得 PTA組織にて運営している学校を含む
基13生涯学習・生涯
スポーツの推進

過去１年間の生涯学習の実施率 － 48% 業務取得 24年目標は「生涯学習に関する世論調査（17年5月）の全国平均値

町主催学習講座の参加率 15.2% 30% まちづくりアンケート
週に１回以上、スポーツ活動を行
う住民の割合

－ 70% 業務取得 24年目標は「体力・スポーツに関する世論調査（18年8月）」の全国平均値

町主催スポーツ講座の参加率 16.3% 30% まちづくりアンケート
青少年健全育成活動の年間実施回
数（民間・行政）

９回 10回 業務取得

子ども会の会員割合 29% 29% 業務取得 現状維持
スポーツ少年団員数の割合 17% 17% 業務取得 現状維持
図書の町民一人あたり年間貸出し
数

４冊 10冊 業務取得 　

基14芸術・文化の振
興

町内での芸術・文化鑑賞の機会の
年間延回数

７回 10回 業務取得

おうむ陶芸工房の年間延利用者数 586人 600人 業務取得
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分野 基本施策指標 平成18年度実績 平成24年度目標 指標の根拠 根拠の説明

町が把握する住民の景観形成・環
境美化・公害等監視活動の年間開
催回数

０回 ４回 業務取得

公害発生件数 ０件 ０件 業務取得
不法投棄発生件数 ３件 ０件 業務取得
１人１日当たりの家庭ごみ排出量 783ｇ 745ｇ 業務取得
ごみリサイクル率 26.6% 32.8%業務取得
最終処分場の年間埋立量 1,792.1㎥/年 1,676.7㎥/年 業務取得

基16　交通体系の整備 町道延長 261.5ｋｍ 262.7ｋｍ 業務取得
町道改良率 79.6% 79.7%業務取得
町道舗装率 57.1% 56.9%業務取得
除雪の満足度 38% 50% まちづくりアンケート
民間バスの路線数 ２路線 ２路線 業務取得

基17上・下水道の整
備

水道普及率 90.9% 93.7%業務取得

水道有収水率 69.7% 90.2%業務取得
水道の満足度 50% 70% まちづくりアンケート
下水道人口普及率 73.1% 73.6%業務取得
水洗化率 78.7% 79.7%業務取得
下水道の満足度 42% 60% まちづくりアンケート

基18　住環境の整備 町営住宅管理戸数 295戸 291戸 業務取得 公営住宅ストック活用計画
町営住宅建替戸数 0戸 40戸（19～24年

度）
業務取得 公営住宅ストック活用計画

公園数（住民の自主管理分を含
む）

15カ所 15カ所 業務取得 現状維持

公園の満足度 49% 70% まちづくりアンケート
基19消防・救急・防
災体制の強化

防災力指数 39% 50% 業務取得 消防庁「市区町村における地域防災力･危機管理能力評価指針」をもとに町が自己評
価

防災活動の実践度（備品の準備、
家具転倒防止策、家族との連絡方
法の確認、防災訓練への参加、避
難場所の確認の５項目平均）

25% 35% まちづくりアンケート

防災訓練の年間実施回数 未実施 １回 業務取得
自主防災組織数 ０組織 35組織 業務取得 全自治会
消防団員数 100人 110人 業務取得
消防水利充足率 100% 100% 業務取得
救急救命士数 ２人 ４人 業務取得

基20防犯・交通安全
の推進

犯罪発生件数 17件 ０件 業務取得 北海道警察（主要刑法犯）

治安の満足度 45% 60% まちづくりアンケート
交通事故発生件数 ６件 ０件 業務取得 北海道警察（１月～12月）
交通安全対策の満足度 42% 60% まちづくりアンケート

基21情報通信網の整
備・充実

町内でブロードバンドが利用可能
な世帯率

80% 100% 業務取得 （市街地区＋魚田地区の世帯数）

地域情報化の満足度 16% 30% まちづくりアンケート
町ホームページの年間アクセス件
数

43,250件 65,000件 業務取得

基22住民主体のまち
づくりの推進

自治会の世帯加入率 95% 現状維持 業務取得
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分野 基本施策指標 平成18年度実績 平成24年度目標 指標の根拠 根拠の説明

まちづくり町民委員会（仮称）の
設置

未設置 設置 業務取得

各種委員会への公募委員の参加人
数

５人 10人 業務取得 実績は過去5年間の参加延人数

町民主導イベントの数 ３（サンライ
ズ王国・ＷＩ
ＳＳ・ＥＣ
Ｏ）

4 業務取得

基23多様な交流の促
進

直近の１年間に外国人と交流した
割合

13% 20% まちづくりアンケート

国際・地域間交流の満足度 15% 30% まちづくりアンケート
委員会等への女性の参画率 9.2%（17年

度）
13.2%業務取得

男女共同参画の満足度 12% 25% まちづくりアンケート
基24効果的・効率的
な行政経営

行政改革の進捗率 87% 90% 業務取得 行政改革計画による（目標年次時点で算出する）
（実施済本数＋一部実施済本数）÷計画登載全本数×100(%)

外部評価委員会の設置 未設置 設置 業務取得
広域連合の事務事業数 － ９事務事業 業務取得
職員数 132人 130人 業務取得 雄武町集中改革プラン（行政改革）
指定管理者制度導入施設数 ３カ所 17カ所 業務取得 指定管理者対応の条例整備済件数
財政状況の住民周知回数 ２回/年 ３回/年 業務取得
地方税収納率 92.8% 93.0%業務取得
経常収支比率（普通会計） 81.0% 75％未満 決算統計
地方債残高（普通会計） 60.6億円 ●億円 決算統計
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