
H23　外部評価対象事業指標一覧

H23 H24 H25 H26 H27

1
公立保育園施設整備事業 施設整備が終わっていない

公立保育園数(単位:園) 9 7 5 2 0
施設整備を順次行っていくた
め、進捗状況が管理しやすい

須坂市公立保育園施設整備計
画

現状継続

2

すこやか相談事業（発達障
がい児の早期発見・早期支
援）

５歳児すこやか相談事業に
おける保護者調査書の回収
率(単位:％) 100 100 100 100 100

保護者に記入していただいた
調査書から、子どもに対する
保護者の様々な悩みや心配ご
と、相談ごとを把握し、早期
に支援するため

対象児童全員の発達スケール
（運動、操作、言語、社会性
など）について個々に把握す
るため

現状継続

3
社会参加・障がい者理解の
促進事業(障がい者の雇用)

市内企業の障がい者雇用者
数(単位:人) 181 184 188 192 195 障がい者雇用を促進するため

これまでの実績を加味した年
間雇用者数の伸び率2%を見込
んだ

現状継続

4

地域医療福祉ネットワーク
推進事業（体制整備）

感染症早期探知システムの
実施機関・施設(単位:機
関) 55 60 65 70 71

須高地域感染症早期探知シス
テム（安心ネット）実施要領
の実施する機関等が71機関あ
り、現在の実施機関等は55機
関

須高地域感染症早期探知シス
テム（安心ネット）実施要領
の実施する機関等が71機関 現状継続

住宅用太陽光発電設備導入
世帯数（累計）(単位:世
帯) 580 720 820 920 1,000

①年度毎の補助金申請実績を
考慮し、平成27年度設置目標
世帯を1,000とした。平成21
年度申請56件、平成22年度申
請99件。

設置世帯発電量(単
位:kwh） 2,242,684 2,744,212 3,406,608 3,879,748 4,352,888

②発電量は、設置世帯数に基
づく試算により設定。

現状継続

須坂市全体のco2削減率(単
位:％)

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5

③国の方針にしたがい、平成
32 年(2020 年)に温室効果ガ
スを平成2 年(1990 年)比で
25％削減するとの目標にして
おり、その中間の27年度を
12.5％とした。

6

市営住宅リフォーム事業 リフォーム住宅への新規入
居戸数累計(単位:戸)

0 21 23 25 27

人口の減少に歯止めをかけ、
また、若年層世帯の転居の促
進と住環境の整備のためリ
フォームを行い、その後、新
規に入居した戸数の累計を選
定理由とする。

旭ヶ丘団地及び北旭ヶ丘団地
リフォーム住宅へ新規に入居
した戸数の累計

現状継続

No

5
温暖化防止推進事業(導入普
及助成等事業)

自然エネルギー導入普及のた
め、現時点で最も効果的であ
る太陽光発電設備設置に係る
効果を指標とした。
須坂市が取り組む温暖化防止
の全体指標として、平成21年
のCO2排出量に対する年間排
出量削減率により推進状況を
把握する。

自己評価取組みの指標事業名 指標選定の理由 H27目標値の根拠
実績と目標



H23 H24 H25 H26 H27
No 自己評価取組みの指標事業名 指標選定の理由 H27目標値の根拠

実績と目標

7

まちづくり推進事業 市道新町高橋線の交通量
（12ｈ）(単位:台)

2,739 ― ― ― 2,400

市道新町高橋線を蔵の町並み
にふさわしく、また、生活道
路道路としても歩行者に優し
く歩きやすい道路に整備する
ため。（整備はH23からH24に
かけて実施するため、交通量
調査はH27に実施する。）

市道新町高橋線を蔵の町並み
にふさわしく、また、生活道
路道路としても歩行者に優し
い道路として整備することに
より、通過交通量が減少す
る。

現状継続

8

地域防災マップ更新事業 地域の実情に応じて必要事
項を更新し、検証(防災訓
練など)を行うとともに、
全戸配布した町の数(単位:
町)

69 69 69 69 69

地域防災マップの見直しを行
うことで住民が災害に対する
知識を持ち、備えることがで
きるため。

須坂市内の全自治会 現状継続

9

市税等収納率向上対策事業 現年度課税分のコンビニ収
納の利用率(単位:％)

31.9 33.9 36.0 38.0 40.0
現金納付のうち、コンビニエ
ンスストアでの納付状況を把
握するため。

平成21年度の軽自動車税にお
けるコンビニ収納の利用率の
実績が29.9％であったことを
参考に、４税目合計の目標を
40.0％とした。

簡易な改
善

10

高齢者生きがい対策事業
シルバー人材センター登録
会員の年間人数(単位:人)

591 598 594 613 650
地域で生きがいを持って社会
参加活動をしている１つの指
標

今後の高齢者の人口推移をも
とに算出した目標値設定（現
在60歳以上の会員登録率
3.2%）

進め方の改善

11

遊休農地解消対策事業（事
業費助成）

支援制度を利用した耕作放
棄地解消面積（累計）(単
位:ha)

22.5 26.1 29.6 33.2 36.8

遊休農地等を活きた農地に復
活させる事業を行う市民の想
いと市の支援とにより遊休農
地が解消されることが、農業
の活性化に繋がるため。

平成21年度の累計面積が
15.4haであり、毎年度約
3.6haの解消をめざす(市補助
3.0ha+国補助0.6ha)
3.6haの根拠は市補助3.0haは
過去最高が12年度の2.99ha、
国補助0.6haは22年度実績が
0.6haだったため。

現状継続

12

「地産地消(賞)」推進事業 市立保育園給食の食材を納
入する市内の農家(生産グ
ループ含む)数(単位:戸) 8 9 10 11 12

農家数を増やすことで、品目
数・供給量が確保でき、供給
が安定することにより、給食
食材として利用が拡大し、地
産地消率が向上する。

野菜類の生産農家が少なく、
総農家戸数が減少傾向にある
ため、毎年１戸増を目標とし
た。

簡易な改
善

13

商業振興事業（魅力的で集
客力のある店の出店支援）

わざわざ店等開設支援事業
申請件数（年間）(単位:
件)

11 12 13 14 15
個性的で魅力ある店舗の出店
が増えることが、商業の活性
化につながるため。

平成21年度実績８件の約２倍
を目標とした

簡易な改
善


