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第１章 参画と協働で未来を築くまちづくり 

１－１．協働のまちづくりの推進 
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１－３．国際化、地域間交流の促進 

１－４．北方領土対策の推進 

１－５．人権の尊重と男女共同参画社会の形成 

１－６．計画的な行政経営の推進 

 
 
 



 

- 2 - 

１－１．協働のまちづくりの推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

自治基本条例(仮称)の制定 自治基本条例の制定 

審議会などの公募委員割合 年ごとの審議会等での公募委員の割合（実績） 

審議会等の町民公募制度の導入 審議会等における公募制度の導入 

フロンティア推進事業相談数 年間のフロンティア推進事業相談数（実施実績） 

地域づくり総合交付金相談数 年間の地域づくり総合交付金相談数（実施実績） 

社会貢献活動相談数 年間の社会貢献活動に関する相談数（実施通知実績） 

社会貢献活動原材料等支給制度の利用
度 

年間の社会貢献活動原材料支給制度における総予算

に対する活用率（利用実績） 

協働推進事業の件数 年間の協働推進事業の件数（事業実績） 

共催・後援事業の件数 年間の共催・後援事業の件数（事業実績） 

 

１－２．コミュニティの育成 

■成果指標 

成果指標 内容 

町内会加入世帯数 年ごとの加入世帯数（全町内会連合会調書） 

コミュニティ施設整備数 整備したコミュニティ施設の累計（生活課調書） 

移住促進事業による移住世帯 移住した世帯数の累計 

お試し暮らし実績 移住体験「お試し暮らし」に参加した人数の累計 

 

１－３．国際化、地域間交流の促進 

■成果指標 

成果指標 内容 

川崎市との交流事業 年間の交流事業数 

東京中標津会の会員数 会員数 

札幌中標津会の会員数 会員数 
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１－４．北方領土対策の推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

北方四島ロシア人との交流事業参加者 年ごとの参加者数 

返還に向けての喚起運動参加者 年ごとの参加者数 

返還署名人数 年ごとの署名者数 

 

１－５．人権の尊重と男女共同参画社会の形成 

■成果指標 

成果指標 内容 

町職員における女性管理職登用の割合 

年ごとの町における女性管理職の割合（男女平等参

画社会の形成又は女性に関する施策の進行状況調

査結果） 

審議会等に占める女性の割合 

年ごとの審議会等における女性の割合（男女平等参

画社会の形成又は女性に関する施策の進行状況調

査結果） 
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１－６．計画的な行政経営の推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

行政改革の効果額 

平成 22 年度の事業実績額を基準に、継続的な取り

組み（指定管理者制度、職員定数管理など）による

基準額からの差し引きによる差額と新たな取り組

みによる効果額の発生などを考慮して効果額を設

定。（企画課集計調書） 

事務権限移譲を受けた条項数（割合） 
中標津町が受け入れ可能な権限を総数とし、その内

移譲した割合。（企画課集計調書） 

全主要施策に対しての施策評価割合 
総合発展計画主要施策のうち、施策評価を実施した

施策の割合（21年度試行実績、23年度より実績） 

将来負担比率 

町が将来どのくらいの負担をする必要があるかを

示す。【（将来負担額－充当可能額等）/（標準財政

規模－交付税参入額）】  

実質公債費比率 

町の借入金の返済額がどのくらいあるかを示す。 

【（元利償還金＋準元利償還金－充当可能額等）/

（標準財政規模－交付税算入額）】 

自主財源比率 

歳入総額に占める自主財源の割合。比率が高いと自

主財源が多く地方交付税等の依存財源の影響を受

けにくい。【自主財源/歳入総額】 

職員数（人口 1,000 人当たり） 
人口 1,000 人当たりの企業職員を除く総職員数 

（4月末人口数） 

職員提案数（割合＝提案数/職員総数） 

全職員の内、提案があった割合。割合の算出方法は

三役・部長職・医師・看護師等・消防など審査する

側や特別な職を除く全ての職員数を総数とし、提案

数に割り返した数値（企画課集計調書） 
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第２章 健やかでやさしいまちづくり 

２－１．子育て支援の充実 

２－２．高齢者施策の充実 

２－３．障がい者施策の充実 

２－４．地域福祉の充実 

２－５．健康づくりの推進 

２－６．地域医療の充実 

２－７．医療体制の充実 

２－８．社会保障の充実 
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２－１．子育て支援の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

乳幼児の子育て相談をする人がいない
保護者割合 

年ごとの相談をする人がいない保護者の割合（次世

代育成支援【後期】行動計画アンケート調査集計） 

子育て支援センター支援事業(利用者数) 年ごとの利用者数（児童館利用実績） 

一時保育施設の設置支援 累計の設置箇所数 

病児・病後児保育の設置支援 累計の設置箇所数 

児童館利用者数（１年～３年） 
１日あたりの児童館利用者数（次世代育成支援【後

期】行動計画アンケート調査集計） 

「こんにちは赤ちゃん｣家庭訪問実施割合 対象となる家庭への訪問実施割合（22年度より実施） 

虐待等早期解決・未然防止に向けての
ネットワーク会議 

年ごとの開催件数 

 

２－２．高齢者施策の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

要介護認定率 年ごとの高齢者人口に占める要介護認定者の割合 

80歳の要介護者 年ごとの 80歳の要介護認定者の割合 

災害時要援護者支援体制整備町内会 要援護者支援体制が整備された町内会の総数 

シルバー人材センター登録者数 年ごとの登録者総数 

老人クラブ加入者数 年ごとの加入者総数 

高齢者福祉施設の定員 高齢者福祉施設の定員総数 

二次予防高齢者候補者の把握人数 年ごとの二次予防高齢者候補者の把握数 

介護予防事業への参加 年間の介護予防事業への参加者数 

運動器機能向上事業への参加人数 年間の運動器機能向上事業への参加人数 
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２－３．障がい者施策の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

町内のグループホーム・ケアホーム利用者数 年ごとの利用者総数 

居宅介護サービス利用時間 年ごとの利用時間数 

児童デイサービスの利用者 年ごとの利用者数 

就労支援事業等利用者 年ごとの利用者総数 

中標津高等養護学校卒業生の町内での就労 年ごとの就労者数 

 

２－４．地域福祉の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

ボランティア講座受講者 年ごとの受講者数 

総合福祉センター利用者 年ごとの利用者数（指定管理実績報告） 

 

２－５．健康づくりの推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

喫煙率 
年ごとの喫煙率（生活習慣病予防計画策定時アンケ

ート調査） 

欠食率 年ごとの欠食率（三歳児検診・乳児相談保護者） 

乳幼児健診受診率 
年ごとの受診率（3～4ヶ月・1.6 歳児・3歳児検診

の平均） 

３歳児一人平均う歯数 年ごとの平均う歯数 

特定健診受診率 年ごとの受診率 

乳がん検診受診率 年ごとの受診率 

予防接種実施率 年ごとの実施率（ポリオ接種） 
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２－６．地域医療の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

病床利用率 年ごとの利用率（経営改革プラン目標値） 

町外医療機関への搬送件数 年ごとの搬送件数（年５％の管外搬送の減） 

時間外受診患者数 年ごとの患者数（年５％の時間外患者の減） 

 

２－７．医療体制の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

医師数 
確保を目指す医師数。()は嘱託内数。（経営改革プ

ラン目標値） 

医療技術職員養成修学資金貸付者数 23 年度以降５名の貸付者の予定。 

 

２－８．社会保障の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

国保加入者一人当たり療養諸費(全道平

均) 
年ごとの療養諸費 

町広報誌掲載（保険料納付、制度周知） 年ごとの広報数 

役場での年金窓口相談 年ごとの年金相談の回数 
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第３章 力みなぎる産業のまちづくり 

３－１．農業の振興 

３－２．林業の振興 

３－３．商工業の振興 

３－４．観光の振興 

３－５．６次産業化の推進 

３－６．雇用対策の推進 

 



 

- 10 - 

３－１．農業の振興 

■成果指標 

成果指標 内容 

生産農業所得（１戸当たり） 
年ごとの農業所得（組勘取引実績 1 戸平均所得 20

年度実績） 

草地面積 年ごとの面積 

認定農業者数 年ごとの認定農業者数 

新規就農者数 年ごとの新規就農者数 

共同取組みによる収穫、乾燥、調整の面積 年ごとの面積 

酪農ヘルパー要員数 年ごとの要員数（20年度実績） 

交流会の開催 年ごとの開催数 

農業年金の新規加入者数 年ごとの新規加入者数 

農用地利用集積 年ごとの集積率【農地利用集積面積/全耕地面積】 

農地利用状況調査の実施 年ごとの調査実施回数 

消費者からの特産品の評価（アンケート調

査） 
アンケート「なかしべつのまちづくり」での評価 

研修センターでの一般研修者の利用回数 年ごとの利用回数 

研修センターでの一般研修者の利用人数 年ごとの利用人数 

研修センターでの専門技術指導回数 年ごとの指導回数 

研修センターでの専門技術受講者人数 年ごとの受講人数 

 

３－２．林業の振興 

■成果指標 

成果指標 内容 

人工林面積（町有林+私有林） 年ごとの人工林面積 

天然林面積（町有林+私有林） 年ごとの天然林面積 

無立木地面積（町有林+私有林） 年ごとの無立木地面積 
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３－３．商工業の振興 

■成果指標 

成果指標 内容 

年間販売額 年ごとの販売額 

製品製造出荷額 年ごとの製造品出荷額 

技術講習会の開催 年ごとの開催数 

住宅情報の発行 発行回数 

中心市街地の歩行者交通量 年ごとの１日当たり歩行者数（商工会交通量調査実績） 

中心市街地の車輌交通量 年ごとの１日当たり交通量（商工会交通量調査実績） 

起業家支援事業実績 累計の起業家支援事業実績 

 

３－４．観光の振興 

■成果指標 

成果指標 内容 

観光入込客数 年間の入込客数 

宿泊客数 年間の宿泊客数 

 

３－５．６次産業化の推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

６次産業化に取り組んでいる農業者数 年ごとの農業者数 

６次産業化に取り組む組織 年ごとの組織数 

優良カラマツ材を使った施設の建築 施設建築数 

 

３－６．雇用対策の推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

通年雇用化人数（管内４町季節労働

者数） 
年ごとの通年雇用化人数（通年雇用促進支援事業実績） 
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第４章 利便性のある調和のとれたまちづくり 

４－１．計画的な土地利用と市街地整備の推進 

４－２．景観形成の推進 

４－３．道路・交通網の充実 

４－４．情報化の推進 

４－５．住宅施策の推進 

４－６．公園・緑地の充実 
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４－１．計画的な土地利用と市街地整備の推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

土地貸付面積 町有地の貸し付け面積 

 

４－２．景観形成の推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

景観計画の策定 景観法に基づく景観計画の策定状況 

景観形成団体の育成 
景観条例に基づき、認定された景観形成を図ること

を目的とした団体の数（累計） 

 

４－３．道路・交通網の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

町道の舗装率 年ごとの町道舗装率（町道路線内訳） 

橋梁の補修箇所 年ごとの町内橋梁補修箇所 

警戒標識の整備 警戒標識の整備数（累計） 

防雪柵の整備（計画3.30Km） 年ごとの防雪柵整備延長距離 

町有バス利用者数 年間の町有バス利用者数（生活課調書） 

市内循環線利用者数 年間の循環線利用者数（阿寒バス調書） 

生活路線利用者数 年間の生活路線利用者数（阿寒バス調書） 

搭乗者数 年間の中標津空港搭乗者数 

搭乗率 年間の中標津空港発着便の搭乗率 
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４－４．情報化の推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

ブロードバンド利用可能率 町内でのブロードバンド利用可能世帯率 

 

４－５．住宅施策の推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

公営住宅の建設 累計の建設箇所数（公営住宅整備活用計画） 

公営住宅の除却 累計の除去箇所数（公営住宅整備活用計画） 

公営住宅の個別改善 累計の改善箇所数（公営住宅整備活用計画） 

違反建築物の防止 違反建築物は発生させない目標 

建築指導（パトロール等） 年間の建築指導（パトロール等）回数 

 

４－６．公園・緑地の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

公園の修繕箇所数（計画26箇所） 累計の修繕箇所数 
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第５章 安全・安心で快適なまちづくり 

５－１．消防・防災の充実 

５－２．防犯・交通安全の充実 

５－３．消費者対策の推進 

５－４．環境保全の推進 

５－５．循環型社会の形成 

５－６．上・下水道の再整備 
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５－１．消防・防災の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

消防・救急無線のデジタル化への対応 無線のデジタル化率 

消火栓新設 累計の設置数 

防火水槽新設 累計の設置数 

消防車両の更新 累計の台数 

防火対象物立入検査実施件数 年間の実施件数（防火対象物実態調査） 

住宅用火災警報器普及率 年ごとの普及率 

防災活動拠点整備 整備箇所数（備蓄倉庫） 

防災拠点における資材備蓄率 防災資材の備蓄割合（災害用備蓄整備計画） 

自主防災組織の組織化率 

自主防災組織（規約を定め、行政が認知している

一般住民を対象としたもの）が設立された町内会

等の割合 

公共建築物の耐震化率 
公共建築物における耐震化の割合（耐震改修促進

計画） 

 

５－２．防犯・交通安全の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

防犯灯設置数 防犯灯設置数（累計）（生活課調書） 

交通安全教室開催回数 年ごとの交通安全教室開催回数 

シートベルト着用率 年間のシートベルト着用率調査の平均値 

 

５－３．消費者対策の推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

出前講座 年ごとの出前講座開催数（消費者協会調書） 

消費生活相談数 年ごとの生活相談件数（消費生活センター調書） 
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５－４．環境保全の推進 

■成果指標 

成果指標 内容 

地域緑化推進事業（並木造成） 累計の並木延長距離（事業実施距離） 

地域緑化推進事業（緑化面積） 累計の緑化面積（事業実施面積） 

植樹祭による緑化面積 植樹祭での緑化面積（累計）（事業実施面積） 

鳥獣対応出動回数 年ごとの出動回数 

エゾシカ有害駆除頭数 年ごとのエゾシカ有害駆除頭数 

中標津町事務事業分温室効果ガス排出量 年ごとの庁内での温室効果ガス排出量 

 

５－５．循環型社会の形成 

■成果指標 

成果指標 内容 

一般廃棄物処理量 年ごとの処理量 

資源物処理量 年ごとの処理量 
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５－６．上・下水道の再整備 

■成果指標 

成果指標 内容 

有収率 

年間給水量に対する有収水量の割合を示すもので、

給水される水量がどの程度収益につながっている

かを示す率。 

多様な料金等支払い方法 料金等の支払い方法の種類 

水洗化率（下水道・農集） 
現在の処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設

置して汚水を下水道等で処理している人口の割合 

下水道管路カメラ調査率(全体60Km) 
対象となる 20 年経過した鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管路(40.2km)

のうち、カメラによる調査を実施した延長の割合 

下水道管路台帳電子化 電子化された台帳の率 

雨水管整備 雨水管整備面積累計 

ＣＯ2排出量（下水道処理施設） 下水道処理施設における年間ＣＯ2排出量 

処理場設備台帳電子化 電子化された台帳の率 

民間委託事業数 
水道事業における民間委託を実施した事業数（累

計） 

 

５－７．衛生施設の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

白樺斎場改築 白樺斎場の改築 

中標津第２墓地造成 中標津第２墓地の総区画数 
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第６章 人が輝き歴史と文化を育むまちづくり 

６－１．学校教育の充実 

６－２．青少年の健全育成 

６－３．生涯学習の推進 

６－４．スポーツの振興 

６－５．文化・芸術の振興 
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６－１．学校教育の充実 

■成果指標 

成果指標 内容 

学校の授業時間以外に普段（月～金）１日当

たり30分以上勉強している児童の率 

年ごとの率（全国学力・学習状況調査【小学校児童

質問紙】） 

学校の授業時間以外に普段（月～金）１日当

たり１時間以上勉強している生徒の率 

年ごとの率（全国学力・学習状況調査【中学校児童

質問紙】） 

学校支援ボランティアの登録者数 年ごとの登録者数 

学校支援ボランティアの利用回数 年ごとの学校におけるボランティア活用回数 

教育用コンピュータ1台あたりの児童生徒数（※小・中・高校） 
年ごとの１台当たり児童生徒数（学校情報通信技術

整備事業資料） 

学校の超高速・高速インターネット接続率 
年ごとの接続率（学校における教育の情報化の実態

等に関する調査） 

給食費の収納率 年ごとの給食費の収納率 

安全管理における大型調理機器の計画

的更新率 
年ごとの更新率 

安全安心な地場産物の給食への利用率 年ごとの利用率（丸ごと給食実績） 

卒業後の進路内定率（進学率・就職率） 年ごとの率 

資格取得達成度（資格取得数／卒業生） 農業高校生徒の資格取得の割合 

中標津農業高校の生徒数 年ごとの生徒数 

海外酪農研修事業の延参加者数 累計の農業高校での海外研修事業参加者数 

実習生産物売払収入額 年ごとの農業高校実習生産物の収入額 

 

６－２．青少年の健全育成 

■成果指標 

成果指標 内容 

全児童生徒数に占める長期欠席（不登
校）の児童生徒の率 

年ごとの率（学校基本調査） 

職業体験・職業講話等の社会参加活動を
行った学校の率 

年ごとの率 
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６－３．生涯学習の推進 

成果指標 内容 

生涯学習研究所・緑のふるさと研修舎利用者数 年ごとの利用者数 

図書貸出数 年ごとの貸出数 

郷土館施設及び事業利用者数 年ごとの利用者数 

郷土館収蔵資料点数 収蔵資料数（累計） 

 

６－４．スポーツの振興 

■成果指標 

成果指標 内容 

体育施設等利用者数 年ごとの利用者数（7施設） 

スポーツ団体登録者数（財団加盟） 年ごとの登録者数（23団体） 

スポーツ少年団登録者数 年ごとの登録者数（21団体） 

スポーツ指導者登録者数 年ごとの登録者数（スポーツ少年団指導者） 

 

６－５．文化・芸術の振興 

■成果指標 

成果指標 内容 

文化・芸術団体の登録者数 
年ごとの登録者数（財団法人文化スポーツ振興財団

文化団体登録者数） 

文化・芸術公演の鑑賞者数 年ごとの鑑賞者数（総合文化会館） 

町内の文化財数(国の天然記念物を除

く) 
登録された文化財の数（累計） 

 


