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第０部 行財政 

 第１章 効果的・効率的な行政経営の推進 

 １節 市民のための行政サービスの充実 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 10 ページ（総務部）、19 ページ（経営企画部）、69 ページ（議会事務局）、 

77 ページ（監査委員事務局） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 21.0 22.2 23.5 24.7 26.0 市役所の対応がよいと感じた

市民の割合 
％ 

実績 16.8 14.4 15.2 － － 

目標 37.7 38.9 40.1 41.3 42.5 市役所を信頼している市民の

割合 
％ 

実績 33.9 33.3 34.9 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 3,664 4,867 5,000 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・各種の申請等について、市民の利便性を図るためインターネットを通して行う電子申請の拡充

に努めているが、対面でのコミュニケーションをあまり要しない手続きから段階的に実施して

いるので、サービスを利用した市民は限られている。今後も、窓口担当課と協議しながら電子

申請の活用業務を拡げていく。 

・新たな情報通信技術の開発動向や活用情報を収集しながら、業務への導入等について、市民サ

ービスの向上及び行政事務の効率化と情報セキュリティとの両面から検討していく。 

・窓口サービス向上のため、年度末・年度始めの休日窓口開庁を実施し、窓口サービスの向上と

業務の効率化を図った。また、市民課窓口の対応向上を図るため、市民課に来庁した市民に対

しアンケート調査を実施し、今後の窓口サービス向上に役立てた。 
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第０部 行財政 

 第１章 効果的・効率的な行政経営の推進 

 ２節 行政運営の効率化 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 11 ページ（総務部）、19 ページ（経営企画部） 

 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 16.5 17.4 18.2 19.1 20.0 税金が効果的に使われている

と思う市民の割合 
％ 

実績 15.1 15.3 16.5 － － 

目標 3.7 5.5 6.3 7.7 8.9 行政経営改革プランによる経

費削減額、収入増加額 
億円 

実績 5.0 10.3 10.6 － － 

目標 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 行政経営改革プラン達成率 
％ 

実績 70.1 61.9 68.5 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 14 28 28 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・「税金が効果的に使われていると思う市民の割合」は、昨年よりも微増したものの目標値を下回

る結果となった。行政改革、行財政評価等の取り組みを行っているものの、市民に十分に伝わ

っていないのが大きな要因であると考えられる。広報紙やホームページを通じた情報発信を行

いたい。 

・「むなかた改善会議」は複数の事業をまとめて議論する方法を取り入れ、より施策レベルに近い

議論を実施することができた。また、専門改善人や市民改善人から多くの提案を受け、市とし

ての対応方針を策定し今後の取組みに反映させた。 

・行財政改革は効果額において、目標額を大きく上回り約１．７倍の実績を残せたが、達成率に

ついては６８．５％にとどまっている。今後は各課との連絡調整を密に行いながらプランの進

行管理を徹底し、達成率の向上を図っていきたい。 
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第０部 行財政 

 第１章 効果的・効率的な行政経営の推進 

 ３節 組織、人事の改革 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 11 ページ（総務部）、78 ページ（監査委員事務局） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 78.3 79.4 80.4 81.5 82.5 自分の能力が業務に発揮できて

いると思っている職員の割合 
％ 

実績 71.7 71.3 71.1 － － 

目標 69.5 70.9 72.2 73.6 75.0 職員を親切だと感じた市民の割

合 
％ 

実績 70.4 63.4 66.0 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 35 40 43 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・職員研修では、現場体験を重視した初任層職務支援研修、管理職や中堅職員を対象にした政策

能力向上研修、業務改善を推進する元気な職員プロジェクトなどを実施した。人事考課制度で

は、シートや考課体系の一部見直しを行い、より適正で効果的なものになるよう改めた。 

・機動的で横断的な行政運営ができるよう都市戦略室を設置するなど機構改革を実施した。 

・ワーク・ライフ・バランスに関するｅラーニング研修を実施した。 

・成果指標に関しては、「自分の能力が業務に発揮できていると思っている職員の割合」について

は微減、「職員を親切だと感じた市民の割合」については増加した。今後も、職員がより個々の

能力を発揮し、さらに意欲をもって業務を行うことができるように、適宜、職員研修・人事考

課制度などの内容を見直しながら実施する。また、接遇に関する基準とマニュアルを作成し、

研修を実施することで、職員の接遇力を向上させ、より良い市民サービスにつなげる。 
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第０部 行財政 

 第１章 効果的・効率的な行政経営の推進 

 ４節 宗像広域圏の拡充 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 20 ページ（経営企画部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 28.9 30.7 32.4 34.2 36.0 広域的な市民サービスが提供さ

れていると思う市民の割合 
％ 

実績 28.3 32.7 29.8 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 15 18 16 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・「広域的な市民サービスが提供されていると思う市民の割合」は、昨年より低下し目標を下回っ

た。宗像広域圏や福岡都市圏などと共同で行っている取組の積極的な広報活動が必要と考える。

今後も地方自治体を取り巻く環境の変化などを踏まえ、宗像広域圏はもとより福岡都市圏等と

の連携事業など広域行政に取り組み、効果的・効率的な行政経営を推進していきたい。 
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第０部 行財政 

 第２章 効率的な財政運営の推進 

 １節 財政基盤の強化 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 20 ページ（経営企画部）、71 ページ（会計課）、77 ページ（監査委員事務局） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 87.0以下 85.0以下 85.0以下 85.0以下 90.0以下経常収支比率 
％ 

実績 83.6 84.3 85.9 － － 

目標 8.0以下 5.0以下 5.0以下 5.0以下 5.0以下実質公債費比率 
％ 

実績 3.2 1.8 0.9 － － 

目標 300.0 265.0 275.0 277.0 264.0 市債残高 
億円 

実績 270.9 262.3 267.0 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 1,699 1,087 634 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・市税の減少や扶助費、繰出金などの増加によって、経常収支比率が２年連続で上昇し、財政安

定化プランに掲げた目標数値（８５．０％以下）を達成できなかった。今後は、さらなる経常

経費の圧縮に努めるとともに、繰上償還の実施によって市債残高を抑制するなど、財政運営の

健全性を確保していく。 

・税法改正に適時対応でき、納税者の利便性確保や事務処理の簡素化を実現することができた。

今後も、公平・適正な課税を推進する。 

・滞納整理事務計画に基づき、計画的かつ効果的に滞納整理を行った。今後も引き続き計画的か

つ効果的に滞納整理を行い、収納率の維持向上に努める。 
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第１部 市民活動の推進 

 第１章 協働のための基盤づくり 

 １節 コミュニティ活動・市民活動の推進 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 28 ページ（市民協働・環境部）、62 ページ（産業振興部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 39.2 40.9 42.6 44.3 46.0 近一年間に市民活動やボランテ

ィア活動に参加した市民の割合 
％ 

実績 40.4 43.6 36.2 － － 

目標 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 事務事業における協働実施割

合 
％ 

実績 8.5 10.1 10.1 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 562 798 980 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・成果指標については、「 近一年間に市民活動やボランティア活動に参加した市民の割合」は前

年度比マイナス、「事務事業における協働実施割合」は前年並み。平成２３年度は東日本大震災

を契機としたボランティア意識・活動の高まりなどが影響したものとみられる。ボランティア

活動や協働の意識が一過性とならないよう注視が必要である。 

・今後は、平成２５年３月に策定した「宗像市市民活動推進プラン」に基づき、市民や市民活動

団体、コミュニティ運営協議会、大学・企業の活動支援・連携を図りながら、市民が主役のま

ちづくりをさらに推進していく。 
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第１部 市民活動の推進 

 第１章 協働のための基盤づくり 

 ２節 市民との情報の共有 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 11 ページ（総務部）、28 ページ（市民協働・環境部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 30.9 32.1 33.2 34.4 35.5 市から必要な情報が提供され

ていると思う市民の割合 
％ 

実績 25.5 24.4 25.0 － － 

目標 10.9 11.7 12.4 13.2 14.0 地域の実情を市が把握してい

ると思う市民の割合 
％ 

実績 8.5 10.2 10.6 － － 

目標 6.8 7.3 7.9 8.4 9.0 近一年間に市民参画条例手続き

に参加したことのある市民の割合 
％ 

実績 5.2 6.4 5.5 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 99 63 71 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・市民協働による紙面づくりの観点から市民記者による街ネタなどを掲載、広報紙１５日号編集

も市内ＳＯＨＯに委託するなど、市民との情報共有に努めた。また、ホームページでも、即時

的な情報提供に努めたが、目標とする指標を達成できなかった。５月には広報活動の施策を検

討する基礎資料を得るために「広報に関する市民意識調査」を実施した。広報紙の改善点の問

いでは、「文字量やページ数を減らす」（７．８％）という意見が、前回調査の平成１７年度時

より３．１ポイント上昇していた。そのため、対象者によって掲載量を振り分け、詳細はＨＰ

へ誘導するなど、広報紙紙面の改善や２６年度の公式ホームページリニューアルの検討・実施

につなげていく。 

・市民活動・ボランティアに関する情報を、メイトム宗像ホームページでの常時更新と交流館ニ

ュースの毎月発行によって、協働委託している市民活動団体と連携して発信した。しかし、ホ

ームページや情報紙を有効的に活用している市民はまだ少ないように思われる。今後は、ホー

ムページの周知を行うともに、協働委託契約している市民活動団体のネットワークやノウハウ

を活かしながら、市民にとってより有効な情報の集約・発信に努める。 

・「 近一年間に市民参画条例手続きに参加したことのある市民の割合」は、前年度と比較し０．

９ポイント低下した。パブリック・コメントについては、年度による提出案件の多寡や提出案

件に対する市民の関心度合いなどによる影響が大きいと思われる。実施機関による市民参画の

方法は、附属機関設置や市民説明会、市民ワークショップなどパブリック・コメント以外にも

ある。今後も条例や事務マニュアルの周知徹底等を推進し、市民参画に対する理解認識や参画

機会の拡大を図っていく。 
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第１部 市民活動の推進 

 第１章 協働のための基盤づくり 

 ３節 人権尊重・男女共同参画の推進 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 28 ページ（市民協働・環境部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 94.0 94.6 95.2 95.8 96.5 人権尊重意識を持って生活し

ている市民の割合 
％ 

実績 93.3 92.3 91.9 － － 

目標 43.8 45.0 46.1 47.3 48.5 男女共同参画の意識を持って

生活している市民の割合 
％ 

実績 43.3 42.7 47.2 － － 

目標 10.0 9.3 8.5 7.8 7.0 近一年間に差別を受けたと感じ

たことのある市民の割合 
％ 

実績 8.9 4.8 3.7 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 37 41 45 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・「人権尊重意識を持って生活している市民の割合」が目標を下回っている点については、近年は

子ども・障がいのある人などに対する人権問題が社会的に問題視されている傾向にあることな

どが考えられる。今後は子ども達の人権尊重意識向上を目的に、小中学校の児童生徒を対象に

人権映画上映会の開催をするとともに、障がいのある人の人権問題に対する関心を高める活動

を行い、街頭啓発活動やコミュニティの祭り等に参加し人権啓発活動を推進していきたい。 

・「 近一年間に差別を受けたと感じたことのある市民の割合」は目標を上回っているが、今後も

人権擁護委員と協力し特設人権相談を定期的に開催すると共に、人権研修の実施及び啓発活動

を推進していきたい。 

・「男女共同参画の意識を持って生活している市民の割合」が、２３年度の実績より４．５％上昇

し、２４年度の目標を超えた主な要因は、関係各課や各地区コミュニティ、ＰＴＡとの共催講

座の実施に努めたためと考えている。【２４年度の実績：関係各課との共催７講座（女性２２９

人、男性５３人参加）、コミュニティとの共催３講座（女性７３人、男性３９人参加）、ＰＴＡ

との共催６講座（女性１５８人、男性１２人参加）】 

・２５年度から男女共同参画推進センターの管理運営業務を市民活動団体に協働委託したことに

より、今後は、団体・行政のお互いの長所を活かしながら、さらなる啓発活動に努めたい。 

8 



第１部 市民活動の推進 

 第２章 生涯学習の推進 

 １節 多様な学習機会の創出 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 29 ページ（市民協働・環境部）、73 ページ（教育部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 37.4 38.6 39.7 40.9 42.0 近一年間に生涯学習活動を

行った市民の割合 
％ 

実績 35.3 35.8 28.8 － － 

目標 34.8 36.0 37.1 38.3 39.5 生涯学習で学んだことを地域のた

めに活かしている市民の割合 
％ 

実績 32.3 29.0 22.2 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 124 168 181 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・「 近一年間に生涯学習活動を行った市民の割合」は７ポイント減となっており、市民学習ネッ

トワークやルックルック講座に市民ニーズを取り込んだ新たな講座を開設するなど、学習機会

の拡充が必要である。 

・また、「生涯学習で学んだことを地域のために活かしている市民の割合」は６．８ポイント減と

大きく落ち込んでおり、ボランティア活動など地域での活動場所や機会の提供が肝要である。

市民活動団体やコミュニティ運営協議会では人材不足を課題に掲げており、需要と供給のアン

バランス解消のため、ボランティア体験プログラムの本格導入などコーディネイト機能の強化

が必要である。 

・今後は、平成２５年３月に策定した「宗像市市民活動推進プラン」に基づき、生涯学習活動を

さらに充実させるとともに学びの成果を地域のまちづくりに活かせるよう各種施策の推進に努

める。 
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第１部 市民活動の推進 

 第２章 生涯学習の推進 

 ２節 生涯スポーツ活動の推進 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 29 ページ（市民協働・環境部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 70.4 72.0 73.7 75.3 77.0 近一年間にスポーツ活動を

行った市民の割合 
％ 

実績 67.8 69.9 65.9 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 180 135 229 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・実業団女子駅伝西日本大会開催での市民ボランティア支援、地元を本拠地として活躍している

ラグビーチームである福岡サニックスブルース、地元プロ野球チームである福岡ソフトバンク

ホークスの試合への招待などを行うことでスポーツを観るだけでなく、子どもたちをはじめ自

分でも行うきっかけづくりを行うことができた。 

・海洋性スポーツの普及推進として海辺でのマリンスポーツ体験等を行うことで、海に親しむ子

どもの機会の創出や親子を通したスポーツ活動の機会を増やすことができた。勝浦浜での海洋

性スポーツの拠点施設整備に向けて福津市と協議を進めていく。 

・モデル地区である南郷地区に総合型地域スポーツクラブ「南の郷クラブ」を設立することによ

って、南郷地区での子どもから大人まで幅広く、スポーツ活動の機会の増進を図る機会をつく

ることができた。一層の教室等事業の拡大を図りたい。 
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第１部 市民活動の推進 

 第３章 文化の創造 

 １節 歴史文化の継承 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 21 ページ（経営企画部）、30 ページ（市民協働・環境部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 51.3 52.5 53.6 54.8 56.0 地域の歴史に誇りや愛着を持

つ市民の割合 
％ 

実績 51.9 55.9 48.6 － － 

目標 36.0 37.1 38.3 39.4 40.5 重要な歴史遺産が適切に保存され

ていると感じる市民の割合 
％ 

実績 42.7 46.6 49.7 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 198 468 240 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・世界遺産登録運動を盛り上げていくため、郷土文化学習交流館で３Ｄシアターやパネル展示を

活用し、多くの方に「宗像・沖ノ島と関連遺産群」のガイダンスを行った。また、市民組織「宗

像・沖ノ島世界遺産市民の会」と協働して、世界遺産強化月間「オガチマンス」の９月を中心

に、市民参加型ミュージカル「宗像三女神記」公演、バス見学講座、みあれ祭前夜祭の花火大

会・灯篭設置などの啓発イベントや景観保全先進地などの視察を行ったが、成果指標の「地域

の歴史に誇りや愛着を持つ市民の割合」が前年度を下まわったのは、啓発事業が十分でないた

めと思われる。今後は、「宗像三女神記」公演やバス見学講座、みあれ祭前夜祭イベントの他に

も、新たに博多どんたくでのＰＲ等に多くの市民を巻き込んだ市民協働事業を行うとともに、

新聞・ラジオ・テレビ・フェイスブック等を活用したＰＲにも取り組む。 

・成果指標である「重要な歴史遺産が適切に保存されていると感じる市民の割合」が、前年度よ

り３ポイントアップした理由は、郷土文化学習交流館（海の道むなかた館）での普及活動が大

きいと考えている。平成２４年４月２８日にオープンし、年度末で１０万２千人の入館者数を

数えた実績の中で、常設展示、特別展示、企画展示を行い、にぎわいづくりのためのイベント

などを多数開催した成果の結果といえる。なお、地域学芸員を養成し、展示解説、体験学習指

導を市民ボランティアにより実施したことは、普及の面で効果があったといえる。今後は、海

の道むなかた館を核にしながら、史跡田熊石畑遺跡では、市民ボランティア「田熊石畑遺跡村

づくりの会」を軸に、市民協働型の保存活用と地域学芸員との連携を進めていく。そのことで、

地域の歴史に誇りや愛着をもつ市民の割合を高めていきたい。 
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第１部 市民活動の推進 

 第３章 文化の創造 

 ２節 市民文化の創造 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 31 ページ（市民協働・環境部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 36.1 37.6 39.0 40.5 42.0 近一年間で、文化活動を行っ

たことのある市民の割合 
％ 

実績 31.6 36.2 29.9 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 775 504 512 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・文化芸術のまちづくり１０年ビジョンの重点プロジェクトのひとつとして芸術鑑賞モデル事業、

文化芸術活動団体助成事業、文化芸術的資源調査を行ったことで、文化芸術活動を行う市民を

支援することができ、また、子どもの頃から本物の芸術文化に親しむ機会の創出と文化芸術活

動を行う市民の増加につながった。 

・今後も一層、文化芸術のまちづくり１０年ビジョンの重点プロジェクト推進を図っていくうえ

で、文化芸術活動の拠点である宗像ユリックスのセンター機能をより強化するため、公益法人

化に向けてプロジェクトチームを立ち上げ、財団法人宗像市総合公園管理公社から公益財団法

人宗像ユリックスへ平成２５年４月に移行することとなった。 
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第２部 子育て環境の充実 

 第１章 子どもを安心して生み育てられる施策の充実 

 １節 子育て支援 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 40 ページ（子ども部）、47 ページ（健康福祉部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 47.1 48.3 49.6 50.8 52.0 安心して子育てができると感

じる市民の割合 
％ 

実績 59.8 67.6 66.7 － － 

目標 90.4 91.6 92.7 93.9 95.0 子どもが元気に育っていると

感じる市民の割合 
％ 

実績 94.3 95.1 97.8 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 3,475 3,619 3,761 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・子育て支援センターでは、交流室での相談事業や各種事業の実施により、子育て家庭に対する

支援を行い、子育て中の親の育児力の向上を図った。また、幼児教育については、体験入学や

連絡会等の開催により保育所・幼稚園・小学校の連携・接続の強化を図った。 

・妊婦健康診査及び乳幼児健康診査を当初計画どおり行った。また、母子に対する家庭訪問や相

談において、母子の心身の健康管理に関する助言、地域の子育て支援に関する情報提供などを

行って、育児不安の軽減に努めた。発達支援センターでは、早期発見拡充事業として「年中健

診（満４歳）」の全面実施や小児科医師による「発達診査」を行い、発達支援体制の充実を図っ

た。 

・その結果、「安心して子育てができると感じる市民の割合」及び「子どもが元気に育っていると

感じる市民の割合」は目標値を上回った。今後は、定住化を進める上でも、子育て世代への施

策の充実を図っていく必要があるため、子どもを安心して産み育てられることができるよう、

妊娠期からの子育て環境の充実を目指す。 
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第２部 子育て環境の充実 

 第２章 青少年の健全育成 

 １節 青少年の健全育成 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 41 ページ（子ども部）、73 ページ（教育部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 83 81 79 77 75 刑法犯少年非行件数 
件 

実績 85 104 73 － － 

目標 73.0 74.0 75.0 76.0 77.0 将来の夢、目標を持っている中

学生の割合 
％ 

実績 67.9 72.6 74.6 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 152 136 224 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・「宗像市子ども基本条例」の啓発活動をパンフレットの配布や広報紙への掲載などを中心に行っ

た。今後は、さらに条例の趣旨を浸透させるために、平成２５年４月に開設した「子ども相談

センター」の周知を行うとともに、市民活動団体・学校・地域と連携を図りながら条例の啓発

と関連施策の推進を行う。 

・学童保育は、情報交換会や保護者会長会を開催し、保護者、学校、地域、指定管理者、行政の

連携を図った。また、延長保育や土曜日の時間延長など新たなサービスも導入した。今後も保

護者、地域等と一層の連携を図り、放課後の子どもたちの健全育成を図る。 

・家庭教育力及び地域教育力の向上を図る取り組みとしては、幼稚園、小中学校ＰＴＡ、コミュ

ニティ運営協議会での家庭教育学級の開設を推進し、８４回延べ７，４４２人の参加があった。

また、家庭教育の重要性を早い時期から確実に伝えるため、新米ママ・パパ子育て支援推進事

業を実施し、延べ１３４組３１３人の参加があった。 

・子どもの居場所づくり事業は、１１地区のコミュニティで子どもの異年齢交流や遊び、体験活

動が実施された。今後も事業の継続と未実施地区への拡充を図る。 

・成果指標である「刑法犯少年非行件数」は、前年度より減少し、「将来の夢、目標を持っている

中学生の割合」は、前年度より増加した。今後もさらに地域との連携を深めながら、子どもた

ちの意欲や関心、人と関わる力を高めるため、子どもの居場所づくりをはじめとする体験活動

の推進を図っていく。 
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第２部 子育て環境の充実 

 第３章 学校教育の充実 

 １節 信頼される学校運営の推進 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 74 ページ（教育部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 91.0 92.0 93.0 94.0 95.0 学校生活を楽しく送っている

児童・生徒の割合 
％ 

実績 89.4 87.6 88.7 － － 

目標 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 中学生の基礎学力 
％ 

実績 114.5 ※ 105.2 － － 

目標 99.0 99.5 100.0 100.0 100.0 中学生の基礎体力 
％ 

実績 99.6 ※ 96.4 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 1,615 1,548 2,641 － － 

※平成２３年度の全国学力テスト及び全国体力テストは実施されていないため、値なし 

 

施策の評価と今後の方針 

・成果指標「学校生活を楽しく送っている児童・生徒の割合」については、目標値を下回ってい

るものの前年度実績より増えている。引き続き、地域・家庭と連携して各中学校区において特

色ある小中一貫教育を展開することで、安心して学べる環境づくり、地域に開かれた学校づく

りを推進していきたい。 

・成果指標「中学生の基礎学力」は目標値に達していないが、全国よりも高い数値を維持できて

いる。確かな学力の更なる定着を目指して、今後はＩＣＴを活用した授業に積極的に取り組む

ことで、子どもたちの集中力・学習意欲を向上させるとともに、授業の質の改善を図って子ど

もたちの理解度を高めていく。 

・成果指標「中学生の基礎体力」は依然として全国を下回っている。体力テストに対する子ども

たちの意欲や実施方法等が結果に大きく影響するため、教員のスキルアップも求められている。

今後は体力テストの実施の見直しと併せて各学校が策定している体力向上プランに基づく取組

みの強化を図っていく。 

・学校給食の充実に努め、小中学生の健康づくりの基本となる食育事業を推進する。 

・児童・生徒が安全・安心・快適に学習できるように、学校施設の改修や改築を計画的に実施す

る。 
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第３部 都市基盤の整備・産業の振興 

 第１章 都市づくりの推進 

 １節 調和のとれた土地利用の推進 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 21 ページ（経営企画部）、57 ページ（都市建設部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 50.2 50.4 50.6 50.8 51.0 市街化区域宅地化状況 
％ 

実績 50.2 50.4 50.6 － － 

目標 23.6 24.6 25.5 26.5 27.5 目的別に区分けされた土地利用が進め

られていると感じる市民の割合 
％ 

実績 18.5 23.1 18.7 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 8 13 51 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・玄海地域については、土地利用のルールとして平成２５年４月２日に都市計画区域の設定を行

う予定である。これにより、自然環境と調和した市街地の形成を図る。 

・定住化の促進に向けて限られた土地資源を有効に活用するため、定住化推進プロジェクトを平

成２５年に発足する予定。その中で、住宅用地として競争力のある土地利用を推進する。 

・市の中心拠点である赤間駅周辺については、さらなる都市機能の充実を図る。 

・雇用を創出するため、産業用地における企業誘致を進め、自然環境や地域特性に配慮しながら

土地資源の有効活用を図る。 
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第３部 都市基盤の整備・産業の振興 

 第１章 都市づくりの推進 

 ２節 良好な住宅都市の形成 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 12 ページ（総務部）、22 ページ（経営企画部）、57 ページ（都市建設部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 まちなみが整っていると思う

市民の割合 
％ 

実績 24.9 24.3 22.4 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 41 40 97 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・成果指標の「まちなみが整っていると思う市民の割合」は、２２．４％と目標を下回っている。

これは、まちなみに関するルールがないためと思われる。 

・自然･歴史景観と都市景観が調和した良好な景観を維持･保全していく景観計画を策定するため、

景観まちづくり検討委員会を立ち上げ、会議４回と現地調査２回を実施した。平成２５年度は、

世界遺産登録とリンクした景観計画と景観条例の施行（平成２６年７月）に向けて、３回の会

議を開催する。 

・質の高い住宅地を形成し、利便性や安全性を確保するため、公園や歩行者通路の整備を引き続

き、推進する。さらに、生活利便施設や福祉・医療施設についても適正な配置誘導に努める。 

・住居表示についても、住民の意向を確認しながら推進する。 

・定住化の更なる推進を図るため、既存住宅地の再編や、世代交代が容易にできる都市づくりを

目指す。 
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第３部 都市基盤の整備・産業の振興 

 第２章 中心拠点の整備 

 １節 中心拠点の活性化 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 62 ページ（産業振興部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 22.4 24.1 25.7 27.4 29.0 中心拠点が活性化していると

思う市民の割合 
％ 

実績 21.0 16.4 18.6 － － 

目標 1,544 1,609 1,674 1,734 1,794 中心市街地の居住人口 
人 

実績 1,502 1,518 1,600 － － 

目標 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 中心市街地の店舗面積 
㎡ 

実績 5,511 7,661 11,678 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 444 357 7 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・土地区画整理事業を行った赤間駅北口には、平成２４年度に３棟の店舗付高層住宅が完成して

おり、今後は区域内住民の増加が見込まれる。 

「中心市街地の店舗面積」では目標を上回っている。これは平成２２年末、全宅地の使用収益開

始に伴い、店舗が入居する建物に関しては毎年順調に建築が進んでいるためと考えられる。 

・また、今後については地権者、地域住民、関係者及び市関連部局と連携し、中心拠点活性化の

ための取り組みを進めることで、活力と賑わいの向上に努める。 
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第３部 都市基盤の整備・産業の振興 

 第３章 交通施設等の整備 

 １節 道路ネットワークの充実 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 57 ページ（都市建設部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 34.5 35.6 36.8 37.9 39.0 市内を車でスムーズに移動で

きると感じている市民の割合 
％ 

実績 33.7 38.6 38.5 － － 

目標 17.8 18.7 19.7 20.6 21.5 市内を自転車で快適に通行で

きると感じる市民の割合 
％ 

実績 15.0 16.9 19.1 － － 

目標 23.9 24.9 26.0 27.0 28.0 市内を快適に歩行できると感

じる市民の割合 
％ 

実績 21.7 20.9 24.3 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 1,152 888 981 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・成果指標の「市内を車でスムーズに移動できると感じている市民の割合」以外は、各指標とも

目標を下回っている。これは、自歩道を含む赤間駅前の道路や尾園踏切の高架事業などが事業

中であることや、大型商業施設等の周辺道路で混雑しているためと思われる。 

・南北幹線道路として重要な路線である土穴須恵線は区画整理区域外の整備が完了し、全線を供

用開始した。 

・東郷駅周辺については、北口駅前広場の調査測量設計業務を実施するとともに、関係者との用

地補償交渉を行なった。平成２５年度も引き続き用地補償を行い、工事の一部着工を予定して

いる。 

・南口駅前広場については、日の里コミュニティや警察と協議を重ねて基本設計を実施したとこ

ろであるが、今後は地元への周知を図りながら実施設計を行う。 

・橋梁については、これまでの点検・調査結果を踏まえて、５３８橋の橋梁長寿命化計画を策定

した。今後は、計画的かつ効率的に維持管理をするため、市のアセットマネジメントとの整合

性を図っていく。 
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第３部 都市基盤の整備・産業の振興 

 第３章 交通施設等の整備 

 ２節 公共交通の利便性の向上 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 12 ページ（総務部）、63 ページ（産業振興部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 24.3 25.3 26.4 27.4 28.5 公共交通機関で快適に移動で

きると感じる市民の割合 
％ 

実績 22.4 20.7 24.6 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 185 462 377 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・買い物や通院などの日常生活において移動手段を持たない市民、交通空白地域に居住する市民

の移動手段の確保を目的として、ふれあいバス、コミュニティバスの運行及び利用状況の把握

に努めるとともに、利用者増のため広報紙や赤間駅でのチラシ配布等の啓発を実施した。 

・平成２４年度の年間利用者数は、１２８，４５１人（ふれあいバス９４，１９７人、コミュニ

ティバス３４,２５４人）であり、平成２３年度比３,５１４人の減少であった。減少の要因とし

ては、東郷・日の里からサンリブくりえいと周辺に行く際の乗り継ぎ、吉武地区、池野・岬地

区からサンリブくりえいとへの路線がないことであると考えられる。 

・ユリックス・メイトム宗像を中心とした循環路線の試験運行（１日９便）を行ったが、利用者

が７,５４６人／年（２１人／日）という結果に終わったため、本格運行を実施しないこととし

た。 

・利用者の利便性・満足度を高めるために、利用者アンケート調査等による市民ニーズを反映さ

せた路線・時刻等の改正を平成２５年４月に実施することを決定し、路線・時刻の改正作業に

取り組んだ。 

・今後も利用状況の把握、利用者アンケート等の実施により利用者のニーズの把握に努め、必要

に応じて路線・時刻の改正を行う。 

・神湊渡船ターミナルを平成２４年１０月１日から供用開始した。従来のターミナルに比べて広

い待合スペースやターミナルから乗船口までにシェルターがあるため、利用者の快適度は格段

に向上した。また、利用者の満足度向上のために船員等に対する接遇研修を行い、職員の資質

向上に努めた。その結果、地島島民及び地島航路利用者に対して行ったアンケートからは、地

島航路の船員に対する接遇の評価が高かった。今後は、関係機関との連携を強化し、より便利

な接続を行いながら乗客の利便性を高めていく。 
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第３部 都市基盤の整備・産業の振興 

 第４章 ゆとりを生む産業の振興 

 １節 観光の振興 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 63 ページ（産業振興部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 634.0 638.0 642.0 646.0 650.0 観光入込客数 
万人 

実績 650.9 663.5 未公表 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 231 186 234 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・道の駅むなかたの来場者数が引き続き好調なことや海の道むなかた館のオープン、また広告・

ＰＲを継続的に行っていることで入込客数が伸びていると考えている。 

・観光キャンペーンによる魅力的なイベントの実施や効果的な広告・ＰＲを引き続き行っていき

たい。 

・イベントの実施において事業者と連携を図るとともに、宗像観光協会とも連携、協議を行い観

光プラットフォームの構築に向けて取組んでいく。 

・大島での集客の拠点核施設である「海洋体験施設うみんぐ大島」も開設後２年を経過し、オー

プン景気の陰りはあるものの一定程度の集客は確保でき、地域経済を含め島の振興に貢献・寄

与している。これからも利用者にとってさらに魅力ある施設となるよう新たな事業展開を含む

運営を行うことで島の活性化を目指す。地島においてはこれまで実施してきた漁師食堂や地引

網・椿まつり等のイベントが好評なことから継続、定着、充実させることにより観光客の呼び

込みを図る。 
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第３部 都市基盤の整備・産業の振興 

 第４章 ゆとりを生む産業の振興 

 ２節 農業の振興 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 64 ページ（産業振興部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 農家戸数 
戸 

実績 1,250 1,238 1,266 － － 

目標 67.6 68.7 69.8 70.9 72.0 地元産の農産物を積極的に買

う市民の割合 
％ 

実績 59.6 62.7 60.2 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 367 321 491 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・「農家戸数」については、いぜん目標値（２１年度の戸数）に達するには至っていない。この要

因の一つとして、水田農業における担い手への農地集積を進めてきたことによって農家の集約

化が図られたことが考えられ、今のところ戸数減少が農地の荒廃の発生という重大な結果には

直結していないと考えられる。しかし、このままの傾向で戸数減少が過度に進むと、荒廃農地

が発生・増加して、農地の治水機能低下をはじめ病害虫の発生、ごみの不法投棄、景観の悪化

などによる市民生活・環境への悪化が危惧される。 

・さらに、農林業センサス２０１０によると市内の基幹的農業従事者（担い手）の平均年齢は６

６．３歳で、全体の４９．３％が７０歳代であることから、このままでは農家の減少が加速す

ると予測される。このため、中長期的なまちづくりの観点から、将来の担い手となりうる農家

を積極的に確保・育成していくための新たな仕組み「むなかた地域新規就農研修制度」を創設

し、正助ふるさと村において平成２５年７月から研修をスタートしたところである。今後、円

滑な研修の実施と研修後の地域への就農、定着を積極的に支援するとともに、現在、３集落で

策定している人・農地プランについて、他の集落での策定を進めることによって、本市の良好

な自然環境を中心的に担っている農地・農村環境の維持・保全を進めていく。 

・また、市民アンケート調査結果によると、「地元産の農産物を購入する市民の割合」が減少した。

この傾向は農産物直販施設｢かのこの里｣の来客数が２３０千人（前年度比９８％）、売上が３４

３百万円（前年度比１０３％）、また道の駅むなかたの地元産農産物の売上が４０４百万円（前

年度比１０１％）とその伸率が前年に比べ鈍化していることからもうかがい知れる。価格の安

定はもとより、安全で新鮮・高品質な農産物が求められており、消費者ニーズも多様化・高度

化していることから、これらに対応した農産物の生産・安定供給体制の強化と、一次産品を販

売するだけでなく、加工して付加価値を添加する農業の六次産業化を推進していく。 
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第３部 都市基盤の整備・産業の振興 

 第４章 ゆとりを生む産業の振興 

 ３節 水産業の振興 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 65 ページ（産業振興部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 水産物年間販売額 
億円 

実績 28.4 27.7 25.4 － － 

目標 537 537 537 537 537 漁業就業者数 
人 

実績 520 503 475 － － 

目標 55.1 56.3 57.6 58.8 60.0 地元産の水産物を積極的に買

う市民の割合 
％ 

実績 49.6 50.5 43.3 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 541 428 391 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・漁獲量の減少傾向は歯止めがかかる様子が見られず、燃油高騰など社会的要因もマイナス方向

に働いている。 

・現状では、資源の自然回復は到底見込むことができず、トラフグの稚魚放流やアワビの稚貝放

流の実施による資源回復の取り組みは継続して行わなければ、資源の枯渇が現実のものとなる

様相である。 

・また、藻場の再生事業についても少しずつ効果が現れていることから、これまで以上に漁業者

と 適な方策を探りながら実施し、成果を出していく必要がある。 

・このように資源の回復が見込めない状況にあっては、資源回復の事業と平行して、陸上養殖な

ど天候に左右されず水産業を維持できる新たな方策を検討せざるを得ない。この地にあった養

殖できる魚種、設備などを漁業者や関係機関と協議しながら検討を進める必要があると考えて

いる。 

・水産業全体が疲弊している中、漁業経営基盤の強化がなければ漁協が抱える様々な課題は解決

できず、経営の危機は避けられない。 

・漁協合併を契機として経営改善をおこなっていくが、合併はひとつの手段に過ぎず合併後の経

営改善策が 重要課題である。 

・事業の合理化など市が持っているノウハウを提供しながら積極的な経営改善計画の立案、実施

を支援する。 
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第３部 都市基盤の整備・産業の振興 

 第４章 ゆとりを生む産業の振興 

 ４節 商工業の振興 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 22 ページ（経営企画部）、65 ページ（産業振興部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 80.6 81.6 82.5 83.5 84.5 主に市内で買い物をする市民

の割合 
％ 

実績 81.2 80.6 76.1 － － 

目標 367.7 374.2 380.6 387.1 400.0 製造品出荷額 
億円 

実績 326.5 327.1 未公表 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 231 232 283 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・前年度は、周辺地域の大型店舗開店の影響か「主に市内で買い物をする市民の割合」が減少し

たので、今後も商工会が取り組む消費拡大事業を支援していく。 

・総務省の「家計調査」による消費支出や経済産業省の「商業動態統計」による小売販売額が平

成２４年後半から微増に転じてきているので、市内消費者の獲得が課題となる。 

・市内産業団体（宗像市商工会、宗像農業協同組合、宗像漁業協同組合、鐘崎漁業協同組合、宗

像観光協会）と横断的に連携しながら、特産品の開発やＰＲ活動に取り組んでおり、市内経済

の活性化につなげていく。 
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第４部 快適生活環境の充実 

 第１章 循環型社会の確立 

 １節 ごみの適正処理とリサイクル 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 31 ページ（市民協働・環境部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 923.1 896.9 872.5 849.8 828.6 市民１日１人当たりごみ排出

量 
ｇ 

実績 924.1 929.1 935.5 － － 

目標 33.6 34.2 34.8 35.3 35.9 リサイクル率 
％ 

実績 29.6 29.4 29.8 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 2,212 2,168 2,204 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・平成２４年度のごみ総排出量は前年度より３４６トン増加となり、「市民１日１人当たりごみ排

出量」は６．４グラム増加し、目標値は達成できなかった。総排出量の増加の内容は、自己搬

入１９３トン増加、事業系ごみ１９１トン増加で、自己搬入の増加理由は、家庭の剪定ごみの

搬入増と思われ、事業系の増加理由は、３号線沿いの事業所の新設によるものと考えられる。

全体的に増加傾向にある中、家庭系燃やすごみは、ごみ処理基本計画に基づき、発生抑制（リ

デュース）に力を入れ、市民サービス協働化提案制度による生ごみ堆肥化講座の受講者及び利

用者の拡大を図り事業展開した結果、家庭系燃やすごみの１日１人当たりごみ排出量は、前年

度から横ばいとなった。 

・また、指標となる「リサイクル率」についても、収集量の拡大に向け新たに「使用済みてんぷ

ら油」の収集に取り組み一定の成果はあったが、民間事業者による古紙等の回収により、目標

値に及ばなかった。 

・平成２５年度も引き続き、事業所ごみの適正な処理を目標に事業所の個別指導に力を入れ、事

業所ごみの減量に取り組む。 
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第４部 快適生活環境の充実 

 第２章 生活環境の保護 

 １節 環境衛生の向上 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 32 ページ（市民協働・環境部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 20.1 18.8 17.5 16.2 15.0 騒音、異臭で不快な思いをした

ことのある市民の割合 
％ 

実績 21.7 20.2 16.6 － － 

目標 61.3 60.1 58.9 57.7 56.5 ポイ捨てごみとペットのフン

が多いと思う市民の割合 
％ 

実績 57.1 53.0 50.4 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 69 145 394 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・指標について、「騒音、異臭で不快な思いをしたことのある市民の割合」「ポイ捨てごみとペッ

トのフンが多いと思う市民の割合」も年々低下し、一定の取り組みの成果があったものと思わ

れる。 

・典型７公害に対し関係機関と連携して対応した。野外焼却や、空き宅地の雑草繁茂、犬猫のフ

ン害などの対策は、関係機関や地域の協力を得ながら、対応、指導や啓発を図った。対応は、

野外焼却１６件、水質汚濁９件、騒音４件、悪臭４件、犬猫６件、その他７件の合計４６件で

あった。引き続き継続した啓発、指導を行う。 

・光化学オキシダント、ＰＭ２．５など新たな対応について、広報紙で情報提供を行い、緊急伝

達システムを利用した緊急情報発信にも対応する体制・仕組みづくりを行った。平成２５年度

も引き続き、情報発信を行う。 

・老朽化が進む「浄楽苑宗像斎場」の主に増築棟の整備に着手した。平成２５年度秋には、新火

葬炉６炉の整備工事を完了し、機器調整の上、運転を開始する予定。 

・本年度中整備を行い、平成２６年からのリニューアルオープンを目指す。 
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第４部 快適生活環境の充実 

 第３章 上下水道事業の確立 

 １節 水の安定供給 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 22 ページ（経営企画部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 37.7 38.9 40.1 41.3 42.5 安心して水道を利用できると

思う市民の割合 
％ 

実績 43.9 42.7 46.1 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 158 178 256 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・「安心して水道を利用できると思う市民の割合」は、昨年から上昇し目標値も上回った。今後も

「水道ビジョン」に基づき、安全・安心な水の供給や安定給水の確保に取組んでいくとともに、

水道料金や水道事業の情報を広報紙やホームページなどで、積極的に提供していきたい。 

・水道事業については、水道料金の検針・料金徴収について平成２４年度から民間委託を実施。

今後とも水道事業の効率化と安定経営を推進する。 
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第４部 快適生活環境の充実 

 第３章 上下水道事業の確立 

 ２節 汚水の適正処理 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 32 ページ（市民協働・環境部）、58 ページ（都市建設部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 97.7 98.2 98.6 98.8 98.9 汚水衛生処理率 
％ 

実績 97.7 98.2 98.3 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 819 768 826 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・生活排水の水質向上のため、合併処理浄化槽の維持管理に対し補助金を適正に交付した。 

・成果指標の「汚水衛生処理率」は、汚水管渠埋設予定の県道の改良工事の遅れ等により９８．

３％と目標を下回っている。玄海地域の管渠工事が平成２５年度で概ね完了することから、今

後は未整備地域の計画的な整備とともに完了地域での水洗化を推進する。 

・宗像終末処理場の施設整備（第１系統、第２系統）は平成２６年度で終了するが、その他の処

理施設の老朽化はポンプ場を含め進行していることから、今後は施設の長寿命化計画を策定し

計画的な施設管理を推進する。 

・平成２５年４月に特定環境保全公共下水道事業に地方公営企業法を適用し、公共下水道事業会

計に統合する準備を完了した。今後も引き続き下水道事業の健全な財政運営を維持するため、

歳入の確保とコストの削減に努め、効率的な事業運営を行う。 
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第４部 快適生活環境の充実 

 第４章 自然との共生 

 １節 水辺の美しいまち 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 33 ページ（市民協働・環境部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 3.0以下 3.0以下 3.0以下 3.0以下 3.0以下河川 BOD 濃度 
mg/L 

実績 1.6 1.5 1.6 － － 

目標 13.8 15.5 17.1 18.8 20.5 河川や海岸にごみがなく、きれ

いだと感じる市民の割合 
％ 

実績 14.1 16.5 19.9 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 14 19 18 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・指標について、「河川 BOD 濃度」は例年横ばいで有機物が抑えられているので、引き続き水質

調査を実施し見守っていく。また、「河川や海岸にごみがなく、きれいだと感じる市民の割合」

は年々増加しているので釣川クリーン作戦やラブアース・クリーンアップ等の取組みの成果が

あったと思われる。 

・釣川クリーン作戦（参加者約３，１００人）やさつき松原海岸におけるラブアース・クリーン

アップ（参加者約４５０人）などの清掃活動を市民や企業の参加を得て実施した。平成２５年

度も継続して実施する。 

・さつき松原の環境保全のため、アダプト・プログラム実施２５区画（約１２ｈａ）を２３団体

による草刈や清掃活動を行った。また、防風林機能や松林の景観保全のためにヘリコプターに

よる薬剤の空中散布等の松くい虫防除を行うとともに市民・企業参加による松苗の植林活動（参

加者約２５０人）・小学生による松苗の植林活動（参加者約５０人）や市民・企業参加の松枝拾

い（参加者約６００人）に取り組んだ。平成２５年度も継続して実施する。 

・環境教育としては、水辺教室を市内小学校４年生（１４校２８クラス８１４人）対象として２

４回に分けて実施した。平成２５年度も継続して実施する。 

・ホタルの情報提供は、各地区コミュニティの協力を得て、９地区にホタルモニターを設置し、

飛翔状況を公表した。平成２５年度も継続して実施する。 
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第４部 快適生活環境の充実 

 第４章 自然との共生 

 ２節 環境にやさしいまち 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 33 ページ（市民協働・環境部）、58 ページ（都市建設部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 72.2 73.3 74.3 75.4 76.5 緑豊かであると感じている市

民の割合 
％ 

実績 72.9 76.3 77.2 － － 

目標 84.0 85.0 86.0 87.0 88.0 地球環境に優しい生活を送っ

ている市民の割合 
％ 

実績 82.8 89.4 84.0 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 238 261 281 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・指標について、「緑豊かであると感じている市民の割合」「地球環境に優しい生活を送っている

市民の割合」は平成 22 年度に比べ概ね増加し、一定の取り組み成果があったと思われる。 

・環境教育として各家庭で「ふくおかキッズエコシート」をもとにエコ活動の取組みを推進した。

継続して実施し、定着化を図る。【実施期間：夏休み期間中の７日間、対象：市内小学５年生９

１９人・参加者：３９８人】 

・再生可能エネルギーの普及促進を図るため、住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部を補

助した。【補助件数：３４３件・補助金総額：３１，９３３，７５０円】 

・市民環境団体と地球温暖化防止の将来の担い手である小学生を対象に、自然エネルギーの学習・

模型での体験を通じてエコ行動の意識付けを行った。平成２５年度も、内容を充実し、参加者

が増加するように取り組む。【参加者：小学生３０人・大人２０人】 

・節電対策として、建物や窓等の外に棚やネット等を利用したツル性植物「緑のカーテン」を募

集し、むなかた環境フェスタ２０１２で展示紹介した。平成２５年度も継続して実施し、定着

化を図る。【応募者数：３０件】 

・市民の地球温暖化防止に関する意識を高め、取組みを促進するために、市民環境団体と関係行

政機関との協働による環境啓発イベント「むなかた環境フェスタ２０１２」を開催した。平成

２５年度も内容充実を図る。【参加団体：２９団体、来場者数：約３，０００人 

・今後も今年度の実績を参考に、環境活動の啓発を進める。また、省エネ行動が光熱水費の節約

になり、ＣＯ２排出量削減につながることを啓発する「省エネハンドブック」を作成したので、

活用して行く。 

・カノコユリについては、むなかた「水と緑の会」との協働で１０地区コミュニティ運営協議会

に育成指導を実施し、５地区に市販球根を配布した。また、宗像固有系統の種まき講習会を実

施し５０人の参加があった。さらに、平成２３年度から引き続き宗像固有系統を種子から栽培、

繁殖する宗像固有系統保全繁殖事業を実施した。平成２５年度も継続して実施する。 

・荒廃森林整備は、主に南郷の野坂地区１０４．８１ヘクタールの森林の間伐などの整備を行い、

森林の再生・保全を行ったので、水源の森づくりを今後も推進する。 
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第４部 快適生活環境の充実 

 第５章 安心できる市民生活の確立 

 １節 防災・危機管理体制の強化 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 12 ページ（総務部）、47 ページ（健康福祉部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 23.5 25.1 26.8 28.4 30.0 災害への備えをしている市民

の割合 
％ 

実績 22.2 22.7 21.7 － － 

目標 26.8 45.1 63.4 81.7 100.0 自主防災組織の設立割合 
％ 

実績 53.8 67.1 83.2 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 978 954 1,283 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・自主防災組織の結成率が、前年比１６.１ポイント増加した要因は、平成２３年度と同様に結成

促進に重点的に取り組んだこと、東日本大震災や東海・東南海・南海トラフによる地震関連の

報道による市民の防災意識の高まりによるものと考えられる。結成後の自主防災組織の活動充

実のための取組の一つとして、平成２４年度に初めて行政、関係機関、自主防災組織が参加し

た総合防災訓練を実施した。早期の結成率１００％を目指して、引き続き結成促進を進めてい

くとともに、結成された組織の活動充実のための支援も行っていく。 

・気象警報・災害情報等の市民伝達率を高めるため、ａｕとｓｏｆｔｂａｎｋの緊急速報メール

との自動連携するための緊急情報伝達システム改修、コミュニティ及び自治会への屋内個別受

信機を１７０台配置した。また、津波・高潮に関する情報を伝達するために、離島及び沿岸部

に屋外スピーカー２４基を整備した。今後も緊急情報の伝達率向上のためにシステム改修の検

討、市民啓発に取り組んでいく。 

・市民の防災意識は高まっているが、「災害への備えをしている市民の割合」は２１．７％と低く、

昨年度より１ポイント低下しており、災害に備えた行動につながっていない。広報紙や自主防

災組織の活動の中で、家庭における食料・飲料水の備蓄や家具等の転倒防止器具の設置等の啓

発に努める。 

・災害時要援護者の支援体制整備では、新たに９自治会と協定を締結した。今後は台帳整備の手

法について検討したい。また整備した台帳を用いて、日頃の見守り活動へつなげていく方策を

検討したい。 
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第４部 快適生活環境の充実 

 第５章 安心できる市民生活の確立 

 ２節 防犯対策の強化 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 13 ページ（総務部）、34 ページ（市民協働・環境部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 1,040 1,020 1,000 980 960 刑法犯認知件数 
件 

実績 899 951 952 － － 

目標 41.8 43.0 44.1 45.3 46.5 防犯意識を持っている市民の

割合 
％ 

実績 39.2 44.0 42.7 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 3 4 7 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・宗像警察署、防犯協会、ＮＰＯ法人及び各種団体との連携・協力して、防犯意識の啓発とパト

ロールを実施したが、「犯罪認知件数」は前年度比１件増加し、「防犯意識を持っている市民の

割合」は、１.３ポイント減少した。本市の犯罪特徴としては、車両に関する犯罪（自転車盗１

３６件、車上狙い８１件、オートバイ盗４４件）が多いことであるが、このうち約半数が無施

錠であり、車両を離れる際に施錠するなどの防犯意識を高めることにより防げるものである。 

・今後も、市民の防犯意識の向上に努めるとともに、鍵の二重化、車両から離れる際の施錠等、

防犯対策の強化及び実施についての啓発、住民の目の強化のための青パトでのパトロールの強

化、宗像警察署へのパトロール強化の要請により、犯罪件数の減少を目指す。 

・重大な性犯罪につながる前兆事案発生件数が多い、ＪＲ教育大前駅周辺、ＪＲ東郷駅日の里側

に街頭防犯カメラの運用を開始したことにより、両地区において前年より前兆事案の発生が１

３件減少した。引き続き防犯カメラの適正運用に努めていく。 
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第４部 快適生活環境の充実 

 第５章 安心できる市民生活の確立 

 ３節 交通安全対策の推進 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 14 ページ（総務部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 590 578 566 554 542 交通事故の発生件数 
件 

実績 572 527 561 － － 

目標 29.8 28.7 27.7 26.6 25.5 市内を通行する際に危険を感

じた市民の割合 
％ 

実績 31.7 37.7 30.8 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 61 54 51 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・宗像警察署、交通安全協会などと連携をとりながら継続的な啓発活動を実施し、市民の交通安

全に対する意識は高まっているが、交通事故発生件数は前年より３４件増加した。 

・平成２０年以降、交通事故件数は横ばいまたは微減であったのが、平成２４年に増加した主な

要因としては、福津市に大型商業施設がオープンしたことにより、北九州方面からの車の通行

量が増加したことが考えられる。 

・今後も交通事故件数の減少を目指して、宗像警察署をはじめとする関係機関と連携・協力して

取組みを実施する。 
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第４部 快適生活環境の充実 

 第５章 安心できる市民生活の確立 

 ４節 安心できる消費生活の実現 
施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 66 ページ（産業振興部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 近一年間で消費生活に関するト

ラブルを経験した市民の割合 
％ 

実績 4.5 4.4 2.6 － － 

目標 98.8 98.8 98.9 98.9 99.0 消費生活相談の解決割合 
％ 

実績 99.0 99.0 98.7 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 20 22 21 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・平成２４年度の相談実績は、１，２６０件で前年度より７７件減少した。理由として他市にお

いても相談窓口が充実してきていることが考えられる。また、「消費生活相談の解決割合」では

９８．７％で０．２ポイント目標より低かった。解決割合が目標を達成できなかった理由とし

ては、巧妙な手口による新手の被害に関する相談が急増していることが考えられる。なお、救

済金額（直接斡旋や自主交渉の助言等により救済できた金額）は、約７，０００万円であり相

談業務の効果は上がっている。相談業務の充実を図るため、平成２４度から毎月第２・第４土

曜日の電話相談を実施、年間４０件の相談があった。センターに寄せられる相談内容は、複雑

化・多様化してきており、解決困難な相談も増加傾向にあることから、今後も相談員のレベル

アップを図るため研修会の参加や弁護士相談を継続していく。また市民が被害にあわないため

の啓発講座や広報紙等による情報提供に取り組む。 
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第５部 市民の健康づくり・福祉の向上 

 第１章 保健福祉の基盤づくり 

 １節 共生するまちづくりの推進 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 47 ページ（健康福祉部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 11.9 13.0 14.2 15.3 16.5 生活しやすいと感じている高齢

者・障がい者と同居家族の割合 
％ 

実績 10.8 9.7 13.2 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 76 56 58 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・「生活しやすいと感じている高齢者・障がい者と同居家族の割合」は、３．５ポイントの増加で

あった。これは、学校施設、コミュニティ・センター、神湊渡船ターミナルなどの公共施設に

おいてユニバーサルデザインに配慮した整備が進んだことや、民生委員児童委員も任期の３年

目を迎えより地域での活動が円滑に行われたことなどが要因として考えられる。今後も、公共

施設の整備についてはユニバーサルデザインに配慮して行うとともに、様々な機会を通じてノ

ーマライゼーションの考え方の普及啓発に努めたい。 

・成年後見制度の利用支援については、主担当である社会福祉士の確保、育成により、利用者の

立場に立った相談・支援業務や、日常生活自立支援事業の活用や処遇困難ケースへの積極的な

対応を行っている。 

・有能な社会福祉士の確保は今後も課題であり、人員の確保のみならず、組織的な連携や相談・

支援体制づくりについても検討を進めていく。 
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第５部 市民の健康づくり・福祉の向上 

 第１章 保健福祉の基盤づくり 

 ２節 地域保健福祉活動の推進 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 48 ページ（健康福祉部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 17.1 17.9 18.8 19.6 20.5 福祉ボランティア活動に参加

したことのある市民の割合 
％ 

実績 14.3 22.1 17.2 － － 

目標 30.3 50.0 70.4 90.1 100.0 災害時要援護者支援事業に取

り組んでいる自治会の割合 
％ 

実績 15.4 22.4 29.4 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 40 45 12 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・「福祉ボランティア活動に参加したことのある市民の割合」は、４．９ポイントの低下であった。

社会福祉協議会と連携して宗像市ボランティアセンター事業としてボランティア育成事業を実

施したが、今後もボランティア育成事業を実施するとともに小学校などで福祉教育を実施する

など福祉意識の高揚に努めたい。 

・災害時要援護者の支援体制整備では、９自治会と新たに協定を締結したが、目標値には届かな

かった。これは、自治会によっては隣近所と顔なじみのため整備の必要がない自治会があるこ

とや、自治会によっては考え方に温度差があることが考えられる。今後は、台帳整備の手法に

ついて検討したい。また、整備した台帳を用いて、日頃の見守り活動へつなげていく方策を検

討したい。 

・買物弱者支援については、民間主導を基本として、葉山地区での移動販売実施の調整などを行

ったが、今後、再度広報等で関係事業者などの紹介を行う。 
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第５部 市民の健康づくり・福祉の向上 

 第２章 保健・医療の充実 

 １節 健康づくりの推進 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 42 ページ（子ども部）、49 ページ（健康福祉部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 68.9 70.0 71.2 72.3 73.5 日ごろから健康づくりに取り

組んでいる市民の割合 
％ 

実績 68.0 67.9 67.3 － － 

目標 63.5 65.1 66.8 68.4 70.0 元気と感じている市民の割合 
％ 

実績 61.6 61.8 62.0 － － 

目標 12.3 12.3 12.3 12.2 12.2 生活習慣病で死亡した人の割

合 
％ 

実績 11.8 未公表 未公表 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 255 380 374 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・「日ごろから健康づくりに取り組んでいる市民の割合」は、約６８％と目標値を若干下回ってい

ることから、今後もコミュニティ運営協議会など関係機関・団体との連携強化を図り、「歩こう

会」、「玄米にぎにぎ体操」、「わかめ体操」など地域の実状に合った健康教室、栄養教室、生活

習慣病予防教室、ルックルック講座など健康に関する情報提供（ウォーキングマップやレシピ

集など）、地域での健康づくりリーダーを養成する講座の実施など、市民自らが楽しく健康づく

りができるような事業の企画・立案・組織づくりの支援に取り組んでいく。 

・「元気と感じている市民の割合」は、約６２％と目標値を下回り伸び悩んでいる。元気は身体だ

けではなく「こころ」も元気であることが重要なことから、うつ病などの精神疾患を早期に発

見し早期に対応できるよう「うつ病予防スクリーニング」によるこころの健康診断を行ってい

く。今後とも、自殺防止対策の一環として対面型健康相談の強化とともに、ゲートキーパー（自

殺を思いとどまらせる支援者）の養成に取り組んで行く。 

・「生活習慣病で死亡した人の割合」は、約１２％と目標値を上回ってはいないものの低い数値で

はないことから、生活習慣病の発症要因を早期に発見し早期治療につなげるための特定健康診

査の受診勧奨・再勧奨を行い、受診者の増加に努めるとともに、特定保健指導についても、健

診結果相談会を中心に個人の状況に応じたきめ細かな支援を行い、生活習慣病の発症予防・重

症化予防に努めていく。また、子宮頸がんの予防対策として、全額公費負担による子宮頸がん

予防ワクチンの予防接種の継続実施とともに、一定年齢を対象とする子宮頸がん検診・乳がん

検診・大腸がん検診を公費負担（無料クーポン事業）により継続実施する。 

・新型インフルエンザ等感染症予防対策については、県、地域医師会及び医療機関と必要な調整

を行い、広報紙及び市ホームページ等を活用して、予防策、発生状況など市民への迅速な情報

提供に努める。 
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第５部 市民の健康づくり・福祉の向上 

 第２章 保健・医療の充実 

 ２節 地域医療・救急医療の推進 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 14 ページ（総務部）、50 ページ（健康福祉部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 44.2 45.4 46.6 47.8 49.0 医療体制が整っていると思う

市民の割合 
％ 

実績 47.3 49.2 50.7 － － 

目標 58.4 59.6 60.7 61.9 63.0 かかりつけ医を持つ市民の割

合 
％ 

実績 60.3 61.1 61.7 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 54 54 46 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・「医療体制が整っていると思う市民の割合」は、約５０％と目標値をやや上回っている。地域医

療・救急医療体制については、一次救急医療の「宗像地区急患センター」、外科開業医による「在

宅当番医制」、二次救急医療の「病院群輪番制（宗像医師会病院、蜂須賀病院、宗像水光会総合

病院の３医療機関が毎日当番制で２４時間体制）」により、休日や夜間でも市民が安心して質の

高い地域医療・救急医療を受けられるよう医療体制が整えられている。特に小児救急医療につ

いては、一次救急医療の「宗像地区急患センター」と二次救急医療の「福岡東医療センター」

の連携による小児救急医療環境が整えられている。 

・大島・地島地区の緊急搬送については、各島内の救急搬送体制により迅速な急患対応が行なわ

れている。今後とも、重篤患者等の救急対応のため、宗像地区消防本部や大島診療所を通した

ドクターヘリ等の搬送体制を確保・維持していく。 

・「かかりつけ医を持つ市民の割合」は、約６０％と目標値をやや上回っている。かかりつけ医及

び救急医療機関の適切な利用や福岡県小児救急医療電話相談（＃８０００）などの救急医療相

談窓口の周知については、「健康づくり情報誌いきいき！」、広報紙及び市ホームぺージによる

広報・啓発を継続していく。 

・今後とも、市民が２４時間３６５日、質の高い医療を速やかに受けられるよう宗像医師会等と

連携し、現在の医療環境を確保していく。 
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第５部 市民の健康づくり・福祉の向上 

 第３章 高齢者福祉の充実 

 １節 高齢者の生きがいづくりの推進 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 50 ページ（健康福祉部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 70.5 71.6 72.8 73.9 75.0 生きがいを持っている高齢者

の割合 
％ 

実績 74.0 71.9 64.1 － － 

目標 92.3 93.0 93.6 94.3 95.0 相談や話し相手になってくれ

る人がいる高齢者の割合 
％ 

実績 93.9 90.1 89.6 － － 

目標 85.1 84.7 84.4 84.2 84.3 自立高齢者の割合 
％ 

実績 88.7 89.1 83.3 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 143 145 150 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・介護予防健診に代えて、平成２４年度から要支援・要介護認定を持っていない６５歳以上の高

齢者を対象に基本チェックリストを発送し、返送されたチェックリストを元に二次予防事業の

対象者の把握を行った（２年に１回）。対象者には、訪問調査を行い、介護予防事業の紹介と介

護予防プランに基づいた介護予防事業を実施のうえ評価を行った。この変更により前年度の約

３倍の二次予防事業対象者の把握ができ、介護予防を必要とする人を対象に効果的な介護予防

事業を展開することができた。 

・地域主体の取り組みとして、地域福祉会による「いきいきふれあいサロン」等の介護予防いき

いき交流会が離島を含む各地区の公民館等で開設され、生活機能の低下を予防する様々な取組

みが行われており（４５４回開催、延べ参加者数１５，０４９人）、継続した活動支援を行う。 

・「世代間交流支えあい事業」のモデル事業が年間を通して葉山地区で実施されたが、今後も同地

区の取組みを支援するとともに、他地区にも事業が拡がっていくよう支援していく。 
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第５部 市民の健康づくり・福祉の向上 

 第３章 高齢者福祉の充実 

 ２節 高齢者福祉サービスの充実 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 51 ページ（健康福祉部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 介護認定者のうち、在宅生活者

の割合 
％ 

実績 59.4 59.4 59.4 － － 

目標 74.0 74.0 75.0 75.0 75.0 介護サービス、高齢者サービス

への満足度 
％ 

実績 83.0 84.8 84.4 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 199 356 43 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できることを目的として創設された地域密着型サービ

スについて、未だ市民への周知が十分に図られているとは言えない面があるため、今後におい

ても地域との連携を促進していく一方で、制度の周知を図って行く。 

・介護保険制度や高齢者在宅福祉サービス、権利擁護など、高齢者に関わる幅広い相談に関係部

署や機関、事業所、団体等と連携を図りながら、組織的に対応した。また、認知症サポータ養

成講座や権利擁護啓発事業のほか、新たに市民後見人育成事業に着手した。今後も個別対応と

啓発事業等の双方で高齢者の権利擁護に取り組んでいく。 
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第５部 市民の健康づくり・福祉の向上 

 第４章 障がい者福祉の充実 

 １節 障がい者の地域生活の向上 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 42 ページ（子ども部）、51 ページ（健康福祉部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 8 11 13 15 17 施設入所者の地域生活への移

行人数（累計） 
人 

実績 17 19 23 － － 

目標 7 8 10 12 14 福祉的就労から一般就労した

人数（累計） 
人 

実績 13 18 25 － － 

目標 24.0 25.8 27.5 29.3 31.0 障害のある人に対する理解が

進んでいると思う市民の割合 
％ 

実績 22.7 23.1 24.3 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 1,187 1,311 1,483 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・福祉サービスの充実に伴い「施設入所者の地域生活への移行人数」及び「福祉的就労から一般

就労した人数」は増加している。今後もさらに推進していくため、相談支援事業を充実させる

とともに、障害者自立支援協議会の生活部会・就労部会において支援の強化について協議・検

討していく。 

・「障害のある人に対する理解が進んでいると思う市民の割合」は目標に達していないが微増して

いる。今後もまごころ市の開催を広げていくとともに、障害者週間における街頭啓発、広報紙・

ホームページ等を通して市民への啓発を強化していく。 
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第５部 市民の健康づくり・福祉の向上 

 第５章 社会保障制度の健全運営 

 １節 介護保険の健全運営 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 52 ページ（健康福祉部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 介護保険料の徴収率 
％ 

実績 99.2 99.3 99.3 － － 

目標 100.0 以下 100.0 以下 100.0 以下 100.0 以下 100.0 以下給付見込み額に対する実給付

額の誤差 
％ 

実績 93.7 96.7 98.6 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 775 859 905 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・今後さらに高齢化が進展し、介護サービスに対するニーズはますます高まることが予想される。

サービス提供体制については、質の向上や確保のための継続性をもった取り組みが求められる

ことから、今後も事業所に対し、研修等の実施や、利用者からの苦情・相談に適切に対応でき

る体制となるよう指導を行っていく。適正化対策事業についても、介護保険の不正請求や過誤

請求防止など、保険給付の適正化に実効果があがっている。今後も新たな事業所開設や介護報

酬の改定もあるため、引き続き適正化に取り組んでいく。 

・各種の研修会等に認定審査委員や調査員、審査会事務局員が参加することにより、各員のスキ

ルアップとともに、介護認定における平準化・適正化につなげることができた。今後も適正か

つ公平・公正な認定審査とともに、高齢者増に伴う認定申請者の増加に対応していくため、引

き続き、効率的・効果的な審査会の運営に努めていく。 
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第５部 市民の健康づくり・福祉の向上 

 第５章 社会保障制度の健全運営 

 ２節 国保・後期高齢者医療保険の健全運営 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 52 ページ（健康福祉部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 国民健康保険税の徴収率 
％ 

実績 94.7 95.3 95.7 － － 

目標 278,668 277,126 275,585 274,043 272,501国民健康保険加入者ひとりの

一年間の平均医療費 
円 

実績 329,393 336,990 347,145 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 1,492 1,869 1,917 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・「国民健康保険税の徴収率」は９５．７％で、対前年度比０．４ポイントの増となった。これは、

体系的、計画的な収納対策や滞納整理の実施と短期被保険者証や資格証明書の適切かつ効果的

な活用に基づくものである。今後も、現状の取り組みを確実に実施しながら、さらに納付環境

の充実と収納率の向上を目指し、マルチペイメントシステムによる口座振替サービスを導入す

る予定である。 

・「１人あたり医療費」は３４７，１４５円で、対前年度比３．０ポイントの増となった。医療費

の伸びを少しでも抑えるために、ジェネリック医薬品の使用促進やレセプト点検の充実・強化

などの医療費適正化対策、特定健診や特定保健指導による生活習慣病の早期発見・早期治療、

重症化予防に重点的に取り組んでいる。今後も、医療費適正化対策や生活習慣病の早期発見・

早期治療、重症化予防対策をさらに強力に推進していく予定である。 

・後期高齢者医療保険料は、普通徴収の被保険者へ口座振替の案内強化や納付勧奨により現年度

分普通徴収の収納率が９９．０４％（前年度比０．４ポイント増）、特別徴収を含めた現年度分

の合計では、９９．６９％（前年度比０．４ポイント増）、口座振替の割合は６６．２％（前年

度比１．５ポイント増）となった。来年度から、コンビニ収納を始めることで、さらに収納率

の向上を目指す。 

43 



44 

第５部 市民の健康づくり・福祉の向上 

 第５章 社会保障制度の健全運営 

 ３節 生活支援の充実 
 

施策の目標と達成状況の『平成２４年度決算成果報告書』掲載ページ 

 14 ページ（総務部）、42 ページ（子ども部）、53 ページ（健康福祉部）、 

58 ページ（都市建設部） 

 

成果指標と歳出決算額の推移 

指標名 単位 年度 22 23 24 25 26 

目標 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 児童扶養手当支給停止者割合 
％ 

実績 8.5 7.5 7.7 － － 

目標 27.6 28.3 28.8 29.3 29.8 生活保護自立率 
％ 

実績 34.2 31.4 34.4 － － 

目標 6.8 7.3 7.9 8.4 9.0 困っているときにセーフティネッ

トがあると思う市民の割合 
％ 

実績 5.4 5.5 3.6 － － 

歳出決算額（一般会計） 百万円 実績 1,993 1,975 2,050 － － 

 

施策の評価と今後の方針 

・生活保護の面接相談等では、経験豊富な相談員が、生活保護制度や他法他施策の活用について、

丁寧な説明を行った。引き続き、分かりやすく丁寧な説明を心がけ、適正な扶助認定に努める。 

・生活保護世帯における稼働年齢層の被保護者等に対し、自立支援プログラムを活用した就労支

援を行った。また、傷病世帯に対して、健康管理支援員を活用した病状調査や助言・指導を積

極的に行い、世帯の自立支援を図った。今後も引き続き、自立支援プログラム及び健康管理支

援員を活用していくとともに、平成２７年４月１日施行（予定）の生活困窮者自立支援法（仮

称）による新たな生活困窮者支援制度に対応するため、情報収集等を行う。 

・国民年金未加入者の加入促進については、制度全般・免除制度等について、引き続き、広報等

での啓発を行う。 

・経済低迷の影響等もあり、ひとり親家庭の就職事情は、依然厳しい状況にある。引き続き、適

正な児童扶養手当の給付を行うとともに、県の母子家庭等就業・自立センターと連携した情報

提供や支援を行う。 

・市営住宅の供給及び維持管理については、空室について、年度内に６回の入居募集を行い、７

１件の募集があった（内１３世帯が新規入居）。住宅の修繕件数は、前年度から２１件減少して

１３４件だったものの、修繕費用は前年度比約２７％増となった。今後も、引き続き、空室の

円滑な供給に努めるとともに、住宅の適正管理を図る。 

・荒開団地の建替えについては、平成２６年度の着工に向け、基本設計を行った。平成２５年度

は、実施設計、造成設計を行う。 


