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政策 施策 成果指標 測定値 指標の測定方法 
調査
番号

1 
みんなが安心して暮らせる

まちづくり 

1 健康づくりの推進 健康づくりに取り組んでいる人の割合 60.2％ 健康づくりのための取り組みを３項目以上行っていると回答した人の割合とする。 問８

2 医療体制の充実 
身近な病院などの医療機関が整っていると思っている人の割合 43.8％ 「１ そう思う」と回答した人の割合とする。 問21

かかりつけ医を持っている市民の割合 60.9％ 「１ はい」と回答した人の割合とする。 問19

3 自立支援体制の充実 自身が望む生活ができている障害者手帳所持者の割合 36.4％
「１ 満足する生活ができている」または「どちらかといえば満足する生活ができている」と回答し

た人の割合とする。 
問59

4 子育て支援の充実 安心して産み育てることができると思っている人の割合 56.2％ 「１ そう思う」または「どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合とする。 問49

5 地域で支え合う福祉の推進 近所での支え合いを行っている市民の割合 32.4％

「１ ほぼ毎日行っている（週４日以上）」、「２ 週に数日程度行っている（週１日～３日ま

で）」、「３ 月に数日程度行っている（月１日～３日まで）」または「４ 年に数日程度行ってい

る 」と回答した人の割合とする。 

問24

2 安全で快適なまちづくり 

6 災害に強いまちづくり 

災害に備えている人の割合 45.2％ 全５項目中「１ 備えている」に３項目以上○をつけた人の割合とする。 問31

防災体制が整っている（地域における防災活動が認知されている）地域

の割合 
51.9％ 全７項目中、「１ 知っている」に４項目以上○をつけた人の割合とする。 問32

焼津市は災害への備えができているまち（災害に強いまちづくりに取り

組んでいる）であると思っている人の割合 
47.4％ 「１．そう感じる」または「２．どちらかといえばそう感じる」と回答した人の割合とする。 問33

7 良好な住環境の実現 

住宅の快適性の面の満足度 70.6％ 「１ 満足している」または「２ どちらかといえば満足している」と回答した人の割合とする。 問22

良好な街並みだと思っている人の割合 57.9％ 「１ そう思う」または「２ どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合とする。 問44

身近に花や緑が多いと思っている市民の割合 69.4％ 「１ そう思う」または「２ どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合とする。 問43

8 
移動しやすい交通ネットワー

クの充実 

幹線道路の整備が進み、車やﾊﾞｲｸで移動するときに円滑に道路を通行で

きるようになったと思う市民の割合 
62.6％ 「１ そう思う」または「２ どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合とする。 問35

生活道路の整備が進み､車やﾊﾞｲｸで移動するときに円滑に道路を通行で

きるようになったと思う市民の割合 
53.7％ 「１ そう思う」または「２ どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合とする。 問34

市内の道路を徒歩や自転車で通行するとき､安心して快適に通行できて

いると思う市民の割合 
38.8％ 「１ そう思う」または「２ どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合とする。 問40

市内のバスが利用しやすいと思っている市民の割合 21.0％ 「１ そう思う」または「２ どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合とする。 問36

市内の駅が利用しやすいと思っている市民の割合 56.1％ 「１ そう思う」または「２ どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合とする。 問38

9 安全な水の安定供給 水道水が安全と思っている人の割合 78.8％
「１ 安全だと思っている」または「２．どちらかといえば安全だと思っている」と回答した人の割

合とする。 
問23

10 交通事故のないまちづくり 交通ルール・マナーを守っている市民の割合 47.8％ 「１ 常に守っている」と回答した人の割合とする。 問41

11 犯罪のないまちづくり 

家庭で防犯対策を行っている市民の割合 21.8％ 全９項目中「特に何も行っていない」以外で４項目以上に○をつけた人の割合とする。 問29

地域の防犯活動を行っている市民の割合  8.0％

「１ 防犯パトロールへの参加など、地域での防犯活動に参加している」、「２ 見知らぬ人を見た

際の声かけやコミュニケーション強化など、地域で防犯対策をとっている」または「３ その他」と

回答した人の割合とする。 

問30

12 消費者の自立と保護 

消費者被害にあわないよう心掛けている市民の割合 86.9％

「１ 日頃から、消費者被害の内容や手口について積極的に学ぶようにしている」、「２ 契約書

は、内容をよく確かめる」、「３ 必要のない契約はきっぱりと断る」、「４ 契約をする前に家族

や知人に相談する」または「５ その他」と回答した人の割合とする。 

問26

クーリングオフ制度を知っている市民の割合 81.6％
「１よく知っている」または「２ 契約を取り消すことができる制度であることだけは知っている」

と回答した人の割合とする。 
問27
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政策 施策 成果指標 測定値 指標の測定方法 
調査
番号

3 
豊かな心を育てるまちづく

り 

13 豊かな感性をもつ幼児の育成 ※アンケート調査による成果指標なし    

14 
生きる力を育む学校教育の充

実 
※アンケート調査による成果指標なし    

15 
生きる力を伸ばす社会教育の

充実 

年齢に応じた感受性を身につけている子どもの割合 81.7％ 「１ よくある」または「２ 時々ある」と回答した人の割合とする。 問58

学習活動に取り組んでいる市民の割合 29.5％

「１ ほぼ毎日取組んでいる（週４日以上）」、「２ 週に数日程度取組んでいる(週1日～3日ま

で)」、「３ 月に数日程度取組んでいる(月1日～3日まで)」または「４ 年に数日程度取組んでい

る」と回答した人の割合とする。 

問11

学習活動に取り組んでいる市民の中で学んだ成果を社会のために活用し

ている市民の割合 
36.4％

「２ 発表会や展示会等で他の人に伝えている」、「３ 講座の講師をつとめるなど他の人に教えて

いる」、「４ 地域での市民活動に活用している」または「５ 住んでいる地域に限らず広くボラン

ティア活動などに活用している」と回答した人の割合とする。 

問12

学習活動に取り組んでいる市民の中で学んだ成果を自分自身のために活

用している市民の割合 
46.1％ 「１ 個人の生きがいや家庭生活に活用している」だけに回答した人の割合とする。 問12

16 
芸術文化の振興と伝統文化の

継承 
日頃から芸術文化に親しんでいる市民の割合 16.0％ 「１ ある」と回答した人の割合とする。 問10

17 焼津らしい平和教育の推進 
第五福竜丸事件を知っている市民の割合 83.1％

「１ よく知っている（他人に説明できる）」または「２ 第五福竜丸の名前及び焼津市民が被ばく

した事件であることは知っている」と回答した人の割合とする。 
問53

核や平和を考える学習活動やイベントに参加した市民の割合 11.5％ 「１ ある」と回答した人の割合とする。 問55

18 
スポーツ・レクリエーション

活動の振興 
スポーツ・レクリエーションの実施率 36.8％ 20歳以上で、「１ 週２回以上」または「２ 週１回程度」と回答した人の割合とする。 問15

4 
活力ある産業とにぎわいの

あるまちづくり 

19 活気ある水産業の振興 ※アンケート調査による成果指標なし    

20 
農地、水、環境を活かした農

林業の振興 
※アンケート調査による成果指標なし    

21 にぎわいのある商工業の振興 ※アンケート調査による成果指標なし    

22 
人が訪れ、消費が拡大する観

光の振興 
※アンケート調査による成果指標なし    

23 雇用の確保と勤労者の支援 就労環境（収入、福利厚生等）について満足している勤労者の割合 32.0％ 「１ 満足している」または「２ どちらかといえば満足している」と回答した人の割合とする。 問56

5 
人と自然が調和するまちづ

くり 

24 生活環境の向上 地域で衛生的な生活が出来ている市民の割合 87.5％ 「１ 出来ている」または「２ ある程度出来ている」と回答した人の割合とする。 問42

25 自然環境の保全 自然が豊富又はキレイだと思う市民の割合 67.1％
「１ 豊か又はキレイだと思う」または「２ どちらかといえば豊か又はキレイだと思う」と回答し

た人の割合とする。 
問48

26 ごみの減量化と適切な処理 ※アンケート調査による成果指標なし    

27 省エネ生活の推進 省エネ活動に取り組んでいる市民の割合 89.8％

「１ 省エネタイプの機器（太陽光発電、エコ家電、エコカー等）の購入を心がけている」、「２ 

電気・ガス・水道の節約をしている」、「３ 冷暖房の適正温度設定（冷房28度，暖房20度）を心が

けている」、「４ 買い物にはマイバック等を持参し，レジ袋を断るようにしている」、「５ 出か

けるときは公共交通（鉄道・バス）や自転車等（徒歩含む）を利用し，自家用車の利用を控えるよう

にしている」、「６ ものを長く使うようにしている（なるべく捨てない）」、「７ 紙コップ，紙

皿，割り箸などの使い捨て製品は使わないようにしている」または「８ その他」と回答した人の割

合とする。 

問９

6 
市民と行政がともに創るま

ちづくり 

28 
互いに認め合い尊重されるま

ちづくり 

焼津市は「人権意識」が定着した住み良い市だと感じる市民の割合 32.9％ 「１ そう思う」または「２ どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合とする。 問50

自身がまわりに認められ（人権が）尊重されていると思う市民の割合 52.6％ 「１ そう思う」または「２ どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合とする。 問51

29 情報共有化の推進 
市の情報を十分得られていると感じる市民の割合 38.9％ 「１ そう思う」または「２ どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合とする。 問５

意見が行政に届きやすいと感じる市民の割合 20.1％ 「１ そう思う」または「２ どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合とする。 問６

30 市民参画と協働の推進 まちづくりに参加した市民の割合 30.5％

「１ ほぼ毎日参加している（週４日以上）」、「２ 週に数日程度参加している（週１日～３日ま

で）」、「３ 月に数日程度参加している（月１日～３日まで）」または「４ 年に数日程度参加し

ている」と回答した人の割合とする。 

問25

31 市民満足度の高い行政運営 行政サービスに満足している市民の割合 41.6％ 「１満足している」または「２どちらかといえば満足している」と回答した人の割合とする。 問２

32 健全な財政運営 ※アンケート調査による成果指標なし    




