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守谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略における成果指標・ＫＰＩ設定一覧（案）

■戦略分野①『結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境を創る』

指標 考え方 目標設定

合計特殊出生率

・「結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境を創る」ことで目

指すものを『出生数の増加』と設定

・この目標の実現度を測るものとして，

○一人あたりが出産する子どもの人数が増加しているか

（増加できる環境が創られているか）

○結果として，「自然増」を可能な限り継続できているか

という視点から，本 2指標を成果指標として設定。

現状値 1.46 ⇒ 目標 1.60
・人口ビジョン設定時の 2020年（平成 32年）経過値（＝仮定条

件）を採用。

自然動態（出生数－死亡数）

現状値＋251人 ⇒ 目標＋157人

・人口ビジョン設定時の 2020年（平成 32年）経過値（＝推計値）

を採用。

○展開施策① 「まち」で子育てを支える基盤を創る

指標 考え方 目標設定

安心して子育てができるまち

だと思う子育て世帯の割合

・展開施策で掲げた目標像が実現できているかを示す「成果指

標」的ＫＰＩとして設定

現状値 84％ ⇒ 目標値 85％
・現状でも非常に高い水準を確保できていると判断。環境変化や

市民ニーズに適切に対応し取組を進めていくことで，現状水準

を維持することを目標とした。

子育て情報メール登録者数 ・展開施策で掲げた目標像を実現するための重要手段の 1つ（子

育て支援情報の発信の充実）に対する「活動指標（人員・予

算投入の結果指標）」的ＫＰＩとして設定

現状値 － ⇒ 目標値 1,500人

・H32子育て世帯数（※1）×目標浸透度 50％（※2）＝1,639人≒

1,500人

（※１）H32子育て世帯数見込値＝3,277世帯

→人口ビジョン設定時の 0～9歳人口のH32推計値 6,555人

→1 世帯の平均子ども人数を 2 人とし，0～9 歳人口の半分を「子育て世

帯数」とした

（※2）目標浸透率

→他市事例等を踏まえ，子育て世帯数（見込値）の半数の世帯に「子育て

情報メール」に登録してもらうことを目標とする。



- 2 -

指標 考え方 目標設定

ファミリーサポート事業利用

会員数

・展開施策で掲げた目標像を実現するための重要手段の 1つ（地

域ぐるみでの子育て支援サービス提供）に対する「成果指標

（事業展開の成果としてどれだけ利用されたか）」的ＫＰＩと

して設定

現状値 1,160人 ⇒ 目標値 1,350人

・直近（平成 26年度）の年間増加者数は約 50人。これ以前の傾

向と比較すると非常に多い状況であることを勘案し，年間 30
～40人程度の増加傾向を維持することを目標とした。

○展開施策② 子育てと仕事を両立できる環境を創る

指標 考え方 目標設定

認可保育所への入所を希望し

ているが入所できず，認証保育

制度も利用していない児童数

・展開施策で掲げた目標像を実現するための重要手段の 1つ（保

育サービスの拡充）に対する「活動指標（人員・予算投入の

結果指標）」的ＫＰＩとして設定

現状値 122人 ⇒ 目標値 0人

・施策手段の重要性に鑑み，市民実態感上での「待機児童 0」を

実現することを目標とした。

○展開施策③ 出産・子育てに対する経済的不安を解消する

指標 考え方 目標設定

子育てに関する経済的負担軽

減サービスメニュー数

・展開施策で掲げた目標像を実現するために十分な手段が投入

されているかを示す「投入指標」的ＫＰＩとして設定

現状値 14事業 ⇒ 目標値 15事業

・現在でも，一定の経済的支援サービスを提供できていると判断

するが，環境変化や市民ニーズを踏まえながら引き続き経済的

負担軽減策を検討していくこととし，1 メニューの増加を目標

とした。

・ただし，国・県の施策動向に応じて，各メニューの内容拡充を

含めて，柔軟に対応していく方針。
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指標 考え方 目標設定

妊婦一般健康診査受診票の利

用率

・展開施策で掲げた目標像を実現するための重要手段の 1つ（妊

娠・出産に対する経済的支援）に対する「活動指標（人員・

予算投入の結果指標）」的ＫＰＩとして設定

現状値 79.2％ ⇒ 目標値 83.0％
・利用率＝受診票利用総数÷受診票発行枚数

・妊娠 10か月（36週～40週未満）が正常分娩の範囲に該当する。

36週での出産の場合，受診票の利用数は 11枚となる。

・平成 26 年度の実績は，受診票交付枚数 9,930 枚（14 枚×652
人＋802枚（転入妊婦 75人への交付枚数））に対し，利用総数

は 7,861枚。利用総数を対象妊婦数（652人＋75人）で割った

“一人当たりの利用枚数”は 10.8枚／人。

・適正な健診受診（とこれによる正常分娩の実現）を 1つの目標

とし，一人当たり利用枚数を 11.3枚／人程度に設定した結果と

して，83％をＫＰＩ目標とした。（（652 人＋75 人）×11.3 枚

÷9,930枚≒83％）

医療費助成制度の延べ利用件

数

・展開施策で掲げた目標像を実現するための重要手段の 1つ（妊

娠あるいは子育て期間中の医療費負担に対する経済的支援）

に対する「活動指標（人員・予算投入の結果指標）」的ＫＰＩ

として設定

現状値 157,085件 ⇒ 目標値 161,000件

・現状の利用状況は，医療費支援という側面と，安易な受診抑制

という側面の両面のバランスがとれている妥当な利用状況と判

断。

・主な助成対象となる年少人口を元に現状の原単位を試算すると，

平成 26年 10月の年少人口が 10,376人に対し，平成 26年度の

制度利用件数は 157,085 件であることから，一人当たりでは

15.14件／人となる。

・人口ビジョンに基づけば，平成 31年度の年少人口は 10,600人

弱となることから，15.14件／人×10,600人≒161,000件程度

の利用件数を目標とした。



- 4 -

■戦略分野②『“住まう”場としての魅力を高めＵ・Ｉ・Ｊターンを創る』

指標 考え方 目標設定

社会移動（純移動）数

・本戦略分野で目指すもの＝「転入の促進」と「転出の抑制」

・これを端的に示すものとして，本指標を成果指標として設定

現状値＋296人 ⇒ 目標値＋680人

・人口ビジョン設定時の 2020年（平成 32年）経過値（＝仮定条

件）を採用

（※）社人研推計＋松並開発人口＋住宅取得層の転入加算を考慮

○展開施策① 「住みたい理想のまち」を創る

指標 考え方 目標設定

「住みよさランキング」総合評

価の全国順位

・本戦略で目指す「住みたい理想のまち」を端的に示す指標と

して，本指標を成果指標に設定

現状値 5位 ⇒ 目標値 1位

・東京圏のベッドタウンとして発展を続けてきた本市においては，

「住みよさ」は本市のブランドＰＲのためにも重要な指標であ

ると考え，全国トップを目標として設定

公共交通に対する市民の満足

度

・市民が思う「理想のまち」の重要ファクターである公共交通

の充実度を図る「成果指標」的ＫＰＩとして設定

現状値 49％ ⇒ 目標値 55％
・H26年度のバスに対する満足度は 23.3%，鉄道に対する満足度

は 74%。

・鉄道に対する満足度は，現状の高水準を維持（74%）していく

ことを目標とし，バス満足度については，現状比で約 1.5 倍程

度の増加（36%）を目標と設定。

・両者の平均をとった形で目標を設定。

市内で便利に買い物ができる

と思う市民の割合

・市民が思う「理想のまち」の重要ファクターである買物利便

性の充実度を図る「成果指標」的ＫＰＩとして設定

現状値 82％ ⇒ 目標値 85％
・現状でも非常に高い水準を確保できていると判断。大型商業施

設の撤退等がある中ではあるが現状維持を目指すこととし，目

標値を 85%と設定。
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指標 考え方 目標設定

人口千人当たりの刑法犯認知

件数

・市民が思う「理想のまち」の重要ファクターである治安の良

さを図る「成果指標」的ＫＰＩとして設定

現状値 11.4件 ⇒ 目標値 10件

・現状値は，TX 開通直後と比較すると半減している状況。これ

は，市民が中心となり実施してきた防犯パトロールの大きな成

果である。

・今後は，防犯パトロールに加え，防犯カメラの設置拡充を進め

ることなどにより更なる件数減を図るとし，減少目標を設定。

○展開施策② 魅力ある付加価値を創る

指標 考え方 目標設定

全国学力・学習状況調査におい

て全国平均を上回っている調

査問題数の割合

・「魅力ある付加価値」の 1 つとして「教育環境」を選定

・教育環境の充実度を図る「成果指標」的ＫＰＩとして設定

現状値 100％ ⇒ 目標値 100％
・現時点で調査問題全てにおいて全国平均を上回る成績を得られ

ており，この状況を維持することを目標とする。

市内には，緑を生かした美しい

景観が十分にあると思う市民

の割合

・「魅力ある付加価値」の 1 つとして「自然環境と都市的環境の

調和・併存」を選定

・自然環境の代表として「緑」を選定

・「緑」を活かした環境の充実度を図る「成果指標」的ＫＰＩと

して設定

現状値 75％ ⇒ 目標値 75％
・今後も継続する人口増等に対応し，市街化区域を中心とした一

定の都市的開発は許容しつつも，本市の強みを喪失しない最低

限の目標として「現状維持」を選択。

○展開施策③ “住まう”きっかけ・地縁を創る

指標 考え方 目標設定

ＳＮＳ（FaceBook）の発信情報

当たり平均閲覧者数

・展開施策で掲げた目標像を実現するための重要手段の 1つ（戦

略的な情報発信）に対する「活動指標（人員・予算投入の結

果指標）」的ＫＰＩとして設定

現状値 641人／情報 ⇒ 目標値 1,500人／情報

・「発信情報当たり」としたのは，発信情報の量的拡大はもとより，

発信した情報がきちんとターゲットに届いているかを重要視し

たいとする考え。

・平成 27 年度現時点までの状況（H26 年度 641 人，H27 年度

1,125人）を踏まえ，目標値 1,500人と設定。
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指標 考え方 目標設定

18・19 歳の転入者数 ・「地縁づくり」・「きっかけ提供」の 1 つの重要なターゲットと

して大学生を設定

・重要ターゲットに対する「成果指標」的ＫＰＩとして設定

現状値 49人 ⇒ 目標値 60人

・人口ビジョン設定時の「15～19歳」の社会動態（純移動数）の

2020 年（平成 32 年）経過値（＝推計値）（※1）を参考として

目標設定

（※1）10～14 歳→15～19歳の純移動数

2015 年 △119 人 → 2020 年 △96人（23 人/5年の改善）

■戦略分野③『安定した生活を支える就労環境を創る』

指標 考え方 目標設定

市内で従業する就業者数 ・共働きに資する就労環境等，地域としての一定の雇用力の保

持状況を示す指標として設定

現状値 22,256人 ⇒ 目標値 23,000人（＋3.3％）

・前提として，現段階では企業誘致などの大きな雇用増加につな

がるような取り組みは想定しない

・H22市内就業者数 22,256人÷H22生産年齢人口 43,337人＝就

業者数割合 51.3％
・現状の対生産年齢人口割合と同程度の就業者数割合を想定する

と，51.3％×H32生産年齢人口 42,373人＝21,737人の就業者

数（雇用力）が必要（減少目標）。

・一方で，増加する高齢者の就業促進や，子育て世帯における共

働きの実現しやすい環境等の成果，既存の事業所支援等による

雇用力拡大等を総合的に勘案し，現状維持～微増を目標とした。
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○展開施策① 魅力・個性ある新しい就労機会を創る

指標 考え方 目標設定

創業比率 ・総合的な創業支援策の展開による「成果指標」的ＫＰＩとし

て設定

現状値 3.64％ ⇒ 目標値 4.0％
・現状値の 3.64％は，県内 1位，全国でも 16位の高水準。

・直近では比率低下傾向であり，大きな上昇目標とすることは難

しいと判断し，現状維持～微増の目標とした。

・市内の事業所数は約 2,000 所なので，年間 80 所程度の新規事

業所開設となる水準。

耕作放棄地面積 ・農業の経営高度化等を進めるにあたって，重要な手段の 1 つ

と考える「農地の有効利用」に対する「成果指標」的ＫＰＩ

として設定

現状値 44.6ha ⇒ 目標値 40.0ha
・耕作放棄地面積は，単に耕作放棄された農地に限らず，農地の

転用等により減少している状況。

・最近の平成 25 年度から平成 26 年度にかけての減少率は△2%
程度となっているが，これは，農業委員の働きかけ等により，

有効利用を進めている結果と判断。

・今後も農地の有効利用に努め，現状の傾向を維持することを最

低限の目標とし目標値を設定。

○展開施策② 様々な生活様態を支える多様な就労機会を創る

指標 考え方 目標設定

商業の年間商品販売額 ・展開施策の目標像の 1 つとして，子育て中の母親のパートタ

イム就労機会の確保を想定

・これを支える「就労の場」の代表格として商業施設（小売店，

テナント）を捉え，その雇用力の維持を示す指標として年間

販売額をＫＰＩとして設定

現状値－（平成 26 年調査の結果集計中） ⇒ 目標値 現状値

の＋10％
・人口増加（商業市場の拡大）分として，2015年人口（推計シー

トベース）63,915人→2020年 68,101人＝6％程度を見込む。

・市内の消費活動の活性化分として，年 1～2％程度の成長目標＝

目標年次までで 4～5％程度増を見込む。

・上記 2つを包含した形で目標を設定。
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指標 考え方 目標設定

シルバー人材センター登録者

の就業率

・増加することが予想される高齢者の「就労の場」を確保して

いくことも，持続性あるまちづくりを進めていく上では重要

と判断

・シルバー人材センターの主眼は，高齢者の生きがいづくりに

ある一方で，生きがいづくりの手段として，ニーズに即した

就労斡旋的活動があることから，これを高齢者向け就労環境

の充実を示すＫＰＩとして設定

現状値 83.7％ ⇒ 目標値 90.0％
・現状でも非常に高い水準を確保できていると判断。

・一方，シルバー人材センターとしては，登録者については，よ

り多くの方に就業していただけるよう努めていきたいという考

えから，上昇目標とした。

・ただし，登録者の「希望の職種」と必ずしもマッチングさせる

ことは難しいこともあり，100%を目標とはしていない。

○展開施策③ 雇用の源泉となる「カネ」・「ヒト」を創る

指標 考え方 目標設定

観光入込客数 ・雇用力の源泉＝地域の経済活力とし，交流人口の拡大により

市外から「外貨を稼ぐ力」を高めることを 1 つのテーマとし

て設定

・その基盤的要素として「観光入込客数」をＫＰＩに設定

現状値 97,200人 ⇒ 目標値 105,000人

・数値は，アサヒビール茨城工場来場者数。

・H22年には 111,100人と最高来場者数を記録したが，震災後，

来場者数が激減した（H23年:31,000人）経緯がある。

・現在，97,200 人まで増加しているが，10 年後までに最高来場

者数更新を目指していただきたいという考えをもとに，5 年後

の水準として 105,000人を目標に設定。

「将来の夢や目標を持ってい

る」中学生の割合

・仕事や活力を支える「ヒト」の育成に対する「成果指標」的

ＫＰＩとして設定

・市内の子どもたちに，将来，自分が社会人となる姿，仕事に

就いて働く姿を具体的にイメージしてもらい，将来に対する

夢や目標を持ってもらう環境を実現することを目指すもの

現状値 73.4％ ⇒ 目標値 78％
・「全国学力・学習状況調査」の平成 26年度結果では，全国 71.4％，

茨城県 72.8％という結果となっている。

・本市はすでにこれらを上回っているが，もう一段の高い水準を

目標として掲げた。
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■戦略分野④『将来にわたって持続可能な新しい「まち」を創る』

指標 考え方 目標設定

市民活動を行っている団体数 ・人口減少や高齢化の進展に伴い，「共助」の活動基盤でもある

地域コミュニティの弱体化が指摘される中で，「共助」の考え

方が浸透し，体制として具現化されていることを示す指標と

して選定

現状値 95団体 ⇒ 目標値 102団体

・H26 年度は，前年と比較し 2%増加しており，近年の中では非

常に高い増加率であった。

・地域コミュニティの担い手としての重要性等を踏まえ，この増

加率に近い増加率（1.5%）を目標とし，目標値を設定。

生きがいをもっている高齢者

の割合

・今後も高齢者の増加が継続していくことが予想される中で，

高齢者の健康寿命を延伸し，「アクティブシニア」としての活

躍が地域の活性化に果たす役割は大きいと考え，これを端的

に示す指標として選定

現状値 63％ ⇒ 目標値 65％
・「主観」を問うアンケート指標でもあることから，年ごとに増減

の幅が大きく，一定の傾向を把握しにくい。

・今後の高齢者（分母）の増加が見込まれている中で，最低限の

目標水準として現状程度の維持を設定。

○展開施策① 持続性ある共助の仕組みを創る

指標 考え方 目標設定

コミュニティビジネスを展開

する NPO法人等の団体数

・「共助」の持続を一般的なボランティア活動に頼るばかりでは

なく，ビジネス的な要素を組み入れた持続可能性のあるもの

にしていくことが必要と考える

・これを端的に示すものとしてＫＰＩに設定

現状値 3団体 ⇒ 目標値 5団体

・現状値 3団体は，NPO法人「ねこの手」・「なごみ」，御所ケ丘

助愛の会。

・目標値は，NPO 法人 1 団体，その他 1 団体の増加を目指すも

の。

自治会活動や地域のコミュニ

ティ活動に参加している市民

の割合

・上記のようなビジネス的側面だけでなく，従来型のコミュニ

ティを中心とした「共助」づくりも並行して進めていく必要

があると考える

・これを端的に示すものとしてＫＰＩに設定

現状値 46％ ⇒ 目標値 50％
・H26年度は，前年度と比較し，2.6ポイント減少している。

・地域福祉活動助成制度や市民公益活動助成金制度等を周知しな

がら，地域のコミュニティ活動を支援することで，低下傾向を

上昇へ転換を図ることを目標として設定。
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○展開施策② 増加する高齢者の生きがい・活躍の場を創る

指標 考え方 目標設定

心身ともに健康だと感じてい

る市民の割合

・高齢者の生きがい・活躍の前提として，健康寿命の延伸が重

要な取組と考える。

・これを端的に示すものとしてＫＰＩに設定

現状値 78％ ⇒ 目標値 80％
・現状でも非常に高い水準を確保できていると判断。

・継続的な施策展開を通じて，現状水準を維持することを目指す。

○展開施策③ 無駄のない効率的なまちを創る

指標 考え方 目標設定

空き家率 ・効率性を示す 1 つの重要要素として，既存ストックの有効活

用を掲げる

・これを象徴するものとしてＫＰＩに設定

現状値 9.8％ ⇒ 目標値 9.0％
・空き家については，活用と発生の同時並行的な状況が進んでい

くと想定

・現状（H25） 空き家 2,550戸／住宅総数 25,930戸＝9.8％
・中古住宅流通促進による売却用空き家の減少を中心に，大学生

誘致による賃貸の空室減少等を勘案，100 件程度の空き家減少

＋8～900戸程度の住宅総数増加を想定

  ⇒2,450戸／26,730戸＝9.16％≒9.0％
広域連携による事業実施件数

（会議等を除く）

・市単独では限界がある，効果期待が薄い，あるいは連携した

取組による相乗効果が期待される取組等については，積極的

に広域的な連携のもとで進めていくことが，より「効率的な

まちづくり」に資するものと考え，具体的な活動指標として

ＫＰＩに設定

現状値 9件 ⇒ 目標値 10件

※現状の広域連携事業

【常総地方広域市町村圏事務組合の実施事業】

①常総広域消防，②防災センター，③いこいの郷常総，④常総

運動公園，⑤常総環境センター，⑥常総ふれあいの杜

【経済課による連携事業】

⑦常総地方観光促進協議会

【都市計画課による連携事業】

⑧つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会（11区市）※「ここ

にこ」作成

⑨茨城県つくばエクスプレス 3市推進協議会（3市）


