
【施策】

5-1 農業の振興
5-2 商工業の振興
5-3 企業誘致の推進
5-4 観光の振興

集い つながり 活気
あふれるまち＜産業分野＞

政 策

５

心がかよう地域の絆を
育むまち＜地域経営分野＞

【施策】

6-1 地域コミュニティの充実
6-2 市民活動の充実
6-3 開かれた市政の推進

理解と信頼で進める
自律したまち
＜行政経営分野＞

【施策】

7-1 適正な事務の執行と
サービスの提供

7-2 組織・人事マネジメント
7-3 効果的・効率的な行財政

経営の推進

政 策

７
政策

３

【施策】

3-1 学校・家庭・地域の連携
による教育力の向上

3-2 学校教育の充実
3-3 生涯学習の推進
3-4 市民スポーツ社会の推進
3-5 文化財の保護と活用

歴史・文化を継承し
豊かな心を育むまち
＜教育文化分野＞

政 策

３

元気で健やかに暮らせる
まち＜健康福祉分野＞

【施策】

2-1 地域福祉の推進
2-2 健康づくりの推進
2-3 子育て支援の充実
2-4 高齢者福祉の推進
2-5 障害者（児）福祉の推進
2-6 社会保障等の充実

政 策

２

環境を大切にする心を
育むまち＜環境分野＞

政 策

４

【施策】

4-1 環境との共生
4-2 生活環境の保全
4-3 資源循環型社会の形成

安全で快適に暮らせる
まち＜安全・快適分野＞

【施策】

1-1 災害対策の推進
1-2 防犯対策の推進
1-3 安全な消費生活の確保
1-4 交通安全対策の推進
1-5 交通環境の充実
1-6 市域の整備
1-7 中心市街地の整備
1-8 安全で安定した水の供給

政 策

１

政 策
６
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政策 ６ 心がかよう地域の絆を育むまち ＜地域経営分野＞

▽ 政策を実現する手段 3 施策

□施策 地域コミュニティの充実

自治会・町内会の活動が活発に行われ、

暮らしやすい地域になっています。

▼ 施策を実現する手段 5 基本事業

自治会・町内会活動の啓発

自治会・町内会への支援

自治会・町内会活動支援施設の整備

地域経営の基盤構築

共生社会の推進

6-1

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 H32目標値 指標の説明

まちづくりアンケートで、「地域活動に積極
的に参加している」「なるべく参加してい
る」と回答した市民の割合

基本事業 6-1-1

基本事業 6-1-2

基本事業 6-1-3

自治会・町内会活動に参加している市民割合
（成果）

29.0% ↑

基本事業 6-1-4

基本事業 6-1-5

▼基本事業　 目指す姿 指標名 H32目標値

6-1-1
自治会・町内会
活動の啓発

自治会・町内会活動の必要性を理
解しています。

自治会・町内会活動の必要性を理解し
ている市民割合

↑

自治会・町内会加入率 90.0%

6-1-2
自治会・町内会
への支援

行政等の支援が自治会・町内会の
自立運営に役立っています。

自治会・町内会活動に対する行政から
の支援メニューを活用した地域数

46自治会
・町内会

6-1-3
自治会・町内会
活動支援施設の
整備

安全な自治会・町内会の活動拠点
が整備されています。

自治会・町内会活動を行うための場所
が充足していると思う市民割合

→

安全性や利便性が改善された活動拠点
数（累計）

35箇所

6-1-4
地域経営の基盤
構築

市民主体の地域経営を行いやすく
するための仕組みや体制の基盤が
構築されています。

多様な主体（他の町内会、NPO、企業
等）との広域連携等により地域課題解
決に取り組み、効果が現れた自治会・
町内会の数

23団体
/46団体

6-1-5 共生社会の推進
性別や国籍等に関係なく、市民が
地域や社会の中で安全安心に暮ら
せるまちになっています。

性別や国籍等で差別されず、人権が尊
重されるまちだと思う市民割合

↑
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政策 ６ 心がかよう地域の絆を育むまち ＜地域経営分野＞

▽ 政策を実現する手段 3 施策

市民活動の充実

市民による自主・自発的な活動が活発に行われています。

▼ 施策を実現する手段 3 基本事業

市民活動の啓発

市民活動団体への支援

市民協働実践のための職員育成

□施策 6-2

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 H32目標値 指標の説明

団体情報ファイルに登録されている市民活動
団体数（成果）

172団体 200団体
市民活動サポートセンターの団体情報ファイ
ルに登録されている市民活動団体の数

ＮＰＯ活動やボランティア活動等の市民活動
を行っている市民割合（成果）

12.1% ↑
まちづくりアンケートで、「市民活動、ＮＰ
Ｏ活動、ボランティア活動などに現在参加し
ている」と回答した市民の割合

基本事業 6-2-1

基本事業 6-2-2

基本事業 6-2-3

▼基本事業　 目指す姿 指標名 H32目標値

6-2-1 市民活動の啓発
市民活動の必要性を感じ、参加し
てみたいと思う人が増えていま
す。

市民活動に参画したいと思う市民割合 ↑

6-2-2
市民活動団体へ
の支援

市民活動団体の運営が安定してい
ます。

市の支援が役立っていると思う市民活
動実践者割合

↑

6-2-3
市民協働実践の
ための職員育成

職員が市民参画や協働の趣旨を理
解し、日常業務で実践していま
す。

市民参画や協働を日常業務で実践して
いる職員割合

↑

市民参画や協働の趣旨を理解している
職員割合

→

-183-



-184-



-185-



-186-



政策 ６ 心がかよう地域の絆を育むまち ＜地域経営分野＞

▽ 政策を実現する手段 3 施策

□施策 開かれた市政の推進

市民の市政への関心が高まっています。

市民と行政との間で適切に情報が共有されています。

▼ 施策を実現する手段 2 基本事業

適切な情報の発信

適切な情報の収集

6-3

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 H32目標値 指標の説明

市民と行政との間で市政情報（地域情報、行
政情報）が適切に共有されていると思う市民
割合（成果）

89.6% →

まちづくりアンケートで、市から発信する情
報の量、情報の質、市民の意見・声を伝える
場や機会の３項目について、「満足」「どち
らかといえば満足」「ふつう」と回答した市
民の割合の平均値

市政に関心がある市民割合（成果） 71.2% ↑
まちづくりアンケートで、「多賀城市のまち
づくりに関心がある」「どちらかといえば関
心がある」と回答した市民の割合

基本事業 6-3-1

基本事業 6-3-2

▼基本事業　 目指す姿 指標名 H32目標値

6-3-1
適切な情報の発
信

市政情報が適切に提供されていま
す。

市政情報が適切に提供されていると思
う市民割合

→

6-3-2
適切な情報の収
集

行政が市政に対する市民の声を十
分に把握しています。

市政に対する市民の意見・声を伝える
場や機会に満足している市民割合

→
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【施策】

5-1 農業の振興
5-2 商工業の振興

5-3 企業誘致の推進
5-4 観光の振興

集い つながり 活気
あふれるまち＜産業分野＞

政 策

５

心がかよう地域の絆を
育むまち＜地域経営分野＞

【施策】

6-1 地域コミュニティの充実

6-2 市民活動の充実
6-3 開かれた市政の推進

政 策

６

理解と信頼で進める
自律したまち
＜行政経営分野＞

【施策】

7-1 適正な事務の執行と

サービスの提供
7-2 組織・人事マネジメント

7-3 効果的・効率的な行財政
経営の推進

政策

３

【施策】

3-1 学校・家庭・地域の連携

による教育力の向上
3-2 学校教育の充実

3-3 生涯学習の推進
3-4 市民スポーツ社会の推進
3-5 文化財の保護と活用

歴史・文化を継承し
豊かな心を育むまち
＜教育文化分野＞

政 策

３

元気で健やかに暮らせる
まち＜健康福祉分野＞

【施策】

2-1 地域福祉の推進

2-2 健康づくりの推進
2-3 子育て支援の充実

2-4 高齢者福祉の推進
2-5 障害者（児）福祉の推進
2-6 社会保障等の充実

政 策

２

環境を大切にする心を
育むまち＜環境分野＞

政 策

４

【施策】

4-1 環境との共生
4-2 生活環境の保全
4-3 資源循環型社会の形成

安全で快適に暮らせる
まち＜安全・快適分野＞

【施策】

1-1 災害対策の推進

1-2 防犯対策の推進
1-3 安全な消費生活の確保

1-4 交通安全対策の推進
1-5 交通環境の充実

1-6 市域の整備
1-7 中心市街地の整備
1-8 安全で安定した水の供給

政 策

１

政 策
７
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政策 ７ 理解と信頼で進める自律したまち ＜行政経営分野＞

▽ 政策を実現する手段 3 施策

□施策 適正な事務の執行とサービスの提供

行政事務が適正に執行され、市民サービスが提供されています。

▼ 施策を実現する手段 5 基本事業

適正な契約事務の執行

適正な会計事務

適正な選挙事務

公正な監査事務

保有情報の適正な管理

この１年間に行われた各種選挙の投票
率（衆議院議員）

ー

選挙に関する事務処理ミス・トラブル
件数

0件/年

公文書開示請求に対する決定に変更の
あった件数

0件/年

65.0%

7-1

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 H32目標値 指標の説明

窓口における市民サービスに満足している市
民割合（成果）

85.2% ↑
まちづくりアンケートで、市役所窓口におけ
る対応について、「満足」「どちらかといえ
ば満足」「ふつう」と回答した市民の割合

基本事業 7-1-1

基本事業 7-1-2

基本事業 7-1-3

基本事業 7-1-4

基本事業 7-1-5

▼基本事業　 目指す姿 指標名 H32目標値

7-1-1
適正な契約事務
の執行

低廉かつ品質の高い調達が行われ
ています。

工事成績調書の評価点数が75点以上の
割合

7-1-2 適正な会計事務 会計事務が適正に行われています。 例月出納検査時に指導された件数 0件/年

7-1-3 適正な選挙事務

選挙事務が適正に行われていま
す。
選挙等に対する市民の意識が高
まっています。 この１年間に行われた各種選挙の投票

率（県知事）
ー

7-1-4 公正な監査事務
公正な監査により、適法で効率的
な行政運営がなされています。

定期監査時に指摘した事項数 90件/年
例月出納検査時に指摘した事項数（上
水道部を含む）

0件/年

7-1-5
保有情報の適正
な管理

市が保有する情報が適切に管理さ
れています。

情報漏えい事件数 0件/年
個人情報開示請求に対する決定に変更
のあった件数

0件/年
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政策 ７ 理解と信頼で進める自律したまち ＜行政経営分野＞

▽ 政策を実現する手段 3 施策

□施策 組織・人事マネジメント

人材育成がなされ、職員の能力が向上し、

十分に発揮されています。

▼ 施策を実現する手段 3 基本事業

効果的・効率的な組織づくり

効果的な人材育成と適正な人事管理

安全衛生への対処

類似団体平均職員数との差異（普通会
計修正値）

0人

7-2

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 H32目標値 指標の説明

組織・職員が、市民・地域の問題や行政課題
に関し、迅速かつ適切に対応できていると思
う職員割合（成果）

ー ↑

市職員を対象としたアンケートで、「組織・
職員が、市民・地域の問題や行政課題に関
し、迅速かつ適切に対応できている」「概ね
対応できている」と回答した職員の割合

基本事業 7-2-1

職場にチームワークがあり、活気に満ちてい
ると思う職員割合（成果）

ー ↑

市職員を対象としたアンケートで、「あなた
の職場は、チームワークがあり、活気に満ち
ていると思う」「どちらかといえばそう思
う」と回答した職員の割合

基本事業 7-2-2

基本事業 7-2-3

▼基本事業　 目指す姿 指標名 H32目標値

7-2-1
効果的・効率的
な組織づくり

組織が効果的・効率的に運営され
ています。

組織間・組織内連携が十分に図られて
いると思う職員割合

↑

自分の課で業務の引継ぎ、異動者の早
期戦力化の仕組みができていると思う
職員割合

↑

7-2-2
効果的な人材育
成と適正な人事
管理

人材育成がなされ、職員の能力が
向上し、十分に発揮されていま
す。

適材適所の人事配置がなされていると
思う職員割合

↑

人材育成により能力が向上したと思う
職員割合

↑

7-2-3
安全衛生への対
処

安全衛生に適切に対処し、職員が
健康で安心して働くことができま
す。

健康で安心して働くことができると思
う職員割合

↑

公務災害の発生件数 0件/年
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政策 ７ 理解と信頼で進める自律したまち ＜行政経営分野＞

▽ 政策を実現する手段 3 施策

□施策 効果的・効率的な行財政経営の推進

行財政経営が効果的・効率的に行われ、

まちづくりの目標が達成されています。

▼ 施策を実現する手段 5 基本事業

成果志向に基づく行政経営の推進

健全財政の維持

公共建築物の管理活用

公平で公正な課税と収納率向上

ＩＴ技術を活用した行政サービスの充実

0件/年

↑

7-3

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 H32目標値 指標の説明

施策目標の達成率（成果） ー 50.0% 施策成果指標の目標達成割合

効果的・効率的なまちづくりが進められてい
ると思う職員割合（成果）

ー ↑

市職員を対象としたアンケートで、「効果
的・効率的なまちづくりがよく行われてい
る」「どちらかといえば行われている」と回
答した職員の割合

基本事業 7-3-1

基本事業 7-3-2

基本事業 7-3-3

基本事業 7-3-4

基本事業 7-3-5

▼基本事業　 目指す姿 指標名 H32目標値

7-3-1
成果志向に基づ
く行政経営の推
進

成果志向の行政経営が効果的・効
率的に行われています。

基本事業目標の達成率 45.0%
行政評価の考え方を意識して事業を推
進している職員割合

↑

7-3-2 健全財政の維持
財政健全化法にいう「健全化団
体」を維持し、持続可能な財政経
営がなされています。

基礎的財政収支（プライマリーバランス） 0円以上
実質公債費比率 9.6%
経常収支比率 95.6%

7-3-3
公共建築物の管
理活用

公共建築物がファシリティマネジ
メントにより経営管理されていま
す。

市有建築物の維持管理上の事故件数 0件/年

計画的な修繕の達成率 100%

7-3-4
公平で公正な課
税と収納率向上

適正な課税がなされています。
収納率が向上しています。 市税等の収納率 96.5%

滞納件数 4,500件

行政不服審査申立により、課税誤りが
あると認定された件数

7-3-5
ＩＴ技術を活用
した行政サービ
スの充実

行政サービスがＩＴ技術により、
安全かつ安定的に運用され、簡単
に活用することができます。 ネットワーク・システムのダウン件数 0件/年

市のＩＴサービスを利用している市民
割合
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