
NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

1 ①健康・福祉
①まちぐるみの支え
合いを実現するため
の取組み

特定健診受診率
保険年金課

健康課

生活習慣病予防や重症化予防の推進のため、特定健康診査
に係る受診率（目標）を達成することは、「健康長寿のま
ち武蔵野」の推進に大きく寄与すると考えるため。

2 ①健康・福祉
①まちぐるみの支え
合いを実現するため
の取組み

健康寿命 ○ 高齢者支援課

介護予防等の様々な施策を通じて、市民が健康上の問題で
日常生活を制限されることなく生活できる期間の延伸を把
握することは、「健康長寿のまち武蔵野」の推進を評価す
るうえで重要であるため。

3 ①健康・福祉
①まちぐるみの支え
合いを実現するため
の取組み

シニア支え合いポイント
付与ポイント数

地域支援課

シニア支え合いサポーターとして、指定のボランティア活
動に参加した結果であるシニア支え合いポイント付与ポイ
ント数（１時間あたり１ポイント）は、互助・共助の取組
みが進んでいることを確認できる指標であるため。

4 ①健康・福祉
①まちぐるみの支え
合いを実現するため
の取組み

テンミリオンハウス高齢
者利用者数

高齢者支援課
テンミリオンハウスを利用する高齢者数を経年で把握する
ことで、地域の実情に応じた市民等の共助の取組み状況を
確認することができるため。

5 ①健康・福祉
①まちぐるみの支え
合いを実現するため
の取組み

心のバリアフリー啓発事
業　参加者数

障害者福祉課

心のバリアフリー啓発事業に引続き取り組むことを通じ
て、市民の障害者差別の解消に関する関心と理解を深める
ことができ、地域共生社会の実現に向けた取組みを確認で
きるため。

指標案を４つに絞る場合は削除する。

6 ①健康・福祉
②生命と健康を守る
地域医療充実への取
組みと連携の強化

市内の二次救急、三次救
急病床数

健康課
市内の二次救急、三次救急病床数は、市民の生命と健康を
守る病院機能の維持・充実を表す指標であるため。

7 ①健康・福祉
②生命と健康を守る
地域医療充実への取
組みと連携の強化

訪問看護と介護の連携強
化事業連携費交付件数

高齢者支援課

訪問看護事業者から、要介護認定者に係る医療情報をケア
マネジャーに適切に提供し、事業者間の医療連携が行われ
た場合に交付する連携強化事業連携費交付件数は、在宅療
養生活を支える医療・介護の連携を確認できる指標である
ため。

8 ①健康・福祉
②生命と健康を守る
地域医療充実への取
組みと連携の強化

麻しん風しん、結核の定
期接種の接種率

健康課
市民に適切な情報を提供を行いながら、予防接種を実施す
ることは、健康危機管理対策の推進を評価するうえで重要
な指標であるため。

国が目標地値を明示している「麻しん風しん」
「結核」の２つを指標とする。

9 ①健康・福祉
③安心して暮らし続
けられるための相談
支援体制の充実

ゆりかごむさしの面接実
施率

健康課

実施率をあげることにより、不安を抱える妊娠期において
も安心して生活することができる市民が増えることも期待
され、切れ目のない相談支援体制の充実を確認できる指標
であるため。

10 ①健康・福祉
③安心して暮らし続
けられるための相談
支援体制の充実

福祉総合相談窓口相談件
数（可能であれば関連部
署・関係機関との連携件
数）

生活福祉課

本窓口は、複合的な課題を持ち、制度ごとのサービスでは
解決が困難な市民等に向けた最初の相談窓口としての位置
付けにある。相談件数や対応にあたっての各機関との連携
件数は、これまで行政の支援が届いていなかった市民等、
全世代に対応した横断的・重層的な相談支援のネットワー
ク強化を評価できる指標であると考えるため。

施策評価の指標案一覧
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11 ①健康・福祉
③安心して暮らし続
けられるための相談
支援体制の充実

武蔵野市障害者就労支援
センターあいる新規就職
者数

○ 障害者福祉課 障害者雇用の促進を評価するアウトカム指標であるため。

12 ①健康・福祉
③安心して暮らし続
けられるための相談
支援体制の充実

自殺率 ○ 健康課

自殺率は、自殺防止に向けた各事業を通じた市民のこころ
の健康づくりや自殺対策の基本理念である誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を評価するアウトカム指標
であるため。

自殺者数は人口の増減によって影響されてしま
うため指標案とはしない。

13 ①健康・福祉
④福祉人材の確保と
育成に向けた取組み

民生委員・保護司・奉仕
団員数

○ 地域支援課
地域を支える「福祉人材の確保」の成果を定量的に表すこ
とができる指標であるため。

14 ①健康・福祉
④福祉人材の確保と
育成に向けた取組み

ボランティア育成事業延
人数

○ 障害者福祉課
地域を支える「福祉人材の育成」の成果を定量的に表すこ
とができる指標であるため。

15 ①健康・福祉
④福祉人材の確保と
育成に向けた取組み

いきいき支え合いヘル
パー認定者数

○ 高齢者支援課

介護の資格のない方でも、市の研修を受講することで「武
蔵野市認定ヘルパー（いきいき支え合いヘルパー）」とし
て働くことができる制度で、「地域包括ケア人材育成セン
ター」の取組みの成果を確認できる指標であるため。

16 ①健康・福祉
④福祉人材の確保と
育成に向けた取組み

ケアリンピック武蔵野参
加者アンケートでのモチ
ベーション向上につな
がったと回答した割合

高齢者支援課

介護現場で市民生活を支えている介護・看護職員の先進的
な取組みを紹介し、互いに研鑽し、称賛する場として開催
している事業であり、「誇りとやりがいをもって働き続け
るための福祉人材の確保」推進を定量的に表すことができ
る指標であるため。

17 ①健康・福祉
⑤新しい福祉サービ
スの整備

介護保険施設等の整備数
（利用定員数）

高齢者支援課
本市の地域特性にあわせた「新しい福祉サービスの整備」
について、定量的に表すことができる指標であるため。

国有地や都有地を活用した新たなスキームによ
る施設整備は手段であり、多機能なサービスと
施設の充実を図ることが目的であるため変更す
る。

18 ①健康・福祉
⑤新しい福祉サービ
スの整備

武蔵野市放課後等デイ
サービスパレット利用人
数

障害者福祉課

「桜堤地区における福祉サービス再編検討委員会」報告書
に基づき、デイサービスから機能転換して新しく実施した
障がい児対応のサービス提供を定量的に評価する指標であ
るため。

19 ①健康・福祉
⑤新しい福祉サービ
スの整備

統合に向けた事業連携数 地域支援課
福祉サービス再編のため検討されている（公財）武蔵野市
福祉公社と（社福）武蔵野市民社会福祉協議会の統合に向
けての事業連携を定量的に評価できる指標であるため。



NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

1
②子ども・教
育

①子どもたちが希望を持ち
健やかに過ごせるまちづく
り

子育て等について市施策に
関連した場所や人に相談で
きる人の割合

子ども子育て支援課

子育て・家庭への支援の充実度を示す指標として、施
策と直接的に関係する相談先の合計値を指標として設
定する。

出典となる「武蔵野市子ども・子育て支援に関するア
ンケート調査」は、「子どもプラン武蔵野」策定の基
礎資料とすることを目的として実施することから、５
年に１度の値となる。

2
②子ども・教
育

①子どもたちが希望を持ち
健やかに過ごせるまちづく
り

要保護児童対策地域協議会
加入団体数

子ども子育て支援課

支援が必要な家庭へ適切な対応を行うための基盤とな
るネットワーク体制の拡充は「児童虐待も未然防止及
び対応力の強化に寄与するため。

「相談件数」は掲げやすい定量的指標ではあるが、
「相談件数が減る要因」は様々考えられることから採
用しないこととした。

3
②子ども・教
育

①子どもたちが希望を持ち
健やかに過ごせるまちづく
り

この地域での子育てを希望
する人の割合

○ 健康課
目標値の設定及び経年での追跡が可能であり、評価指
標として適切であるため。

調査が５年毎であることに注意する必要がある。

4
②子ども・教
育

②安心して産み育てられる
子育て世代への総合的支援

地域子育て支援拠点事業実
施施設及び利用者数

○ 子ども子育て支援課

身近な地域で相談や交流等ができる居場所の整備・充
実は安心して生み育てられる環境づくりとの関連が大
きいため。

一行目に箇所数、二行目に延べ利用者数を表示する。

5
②子ども・教
育

②安心して産み育てられる
子育て世代への総合的支援

待機児童数の推移（各年４
月１日）

○ 子ども育成課 目標設定があり、経年での追跡が可能であるため。

6
②子ども・教
育

②安心して産み育てられる
子育て世代への総合的支援

幼児期の学校教育・保育の
量の見込み（ニーズ量）及
び確保方策

○ 子ども育成課
ニーズに対する確保策の設定があり、経年での追跡が
可能であるため。

教育・保育給付認定の１～３号認定の合算として表示
する。

施策評価の指標案一覧



NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

施策評価の指標案一覧

7
②子ども・教
育

③子どもと子育て家庭を地
域社会全体で応援する施策
の充実

武蔵野市子育てひろばネッ
トワーク加入団体数

子ども子育て支援課

地域と地域、地域と市が連携していく基盤となるネッ
トワークの拡充は多様なニーズに合わせて子育て支援
を行っていく上で重要であるため。

8
②子ども・教
育

③子どもと子育て家庭を地
域社会全体で応援する施策
の充実

地域の団体等による「学び
や育ちをサポートする場」
の箇所数及び延利用者数

子ども子育て支援課

子ども自身が安心して過ごし、集うことのできる多様
な居場所の拡充は、行政とつながりにくい子どもを必
要なサポートにつないでいくことに大きく寄与するた
め。

不定期なものは含まない

9
②子ども・教
育

③子どもと子育て家庭を地
域社会全体で応援する施策
の充実

地域の団体等による「子ど
もがご飯を食べられる場」
の箇所数及び延利用者数

子ども子育て支援課

子ども自身が安心して過ごし、集うことのできる多様
な居場所の拡充は、行政とつながりにくい子どもを必
要なサポートにつないでいくことに大きく寄与するた
め。

不定期なものは含まない

10
②子ども・教
育

④子どもの「生きる力」を
育む

教科調査結果（国語、算
数・数学）の本市と国との
比較

指導課

全国学力・学習状況調査の結果を用いて、長期計画に
おける「言語能力、情報活用能力などの資質・能力を
育成する取組み」や「英語を使いこなす基礎を養うた
めの教育」に関する指標として（子どもの能力≒学力
と捉えて）設定する。

11
②子ども・教
育

④子どもの「生きる力」を
育む

「自分と違う意見について
考えるのは楽しい」の肯定
的回答の割合

指導課
施策に対し、児童生徒の意見や状況を把握する指標と
して適切なため。全国学力・学習状況調査の結果を用
いる。

12
②子ども・教
育

④子どもの「生きる力」を
育む

就学相談受付件数 教育支援課
施策に対し、小（中）学校への就学にあたって行った
相談業務の状況を把握する指標として適切と考えられ
るため。
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13
②子ども・教
育

④子どもの「生きる力」を
育む

スクールソーシャルワー
カー及び家庭と子どもの支
援員の人数

○ 教育支援課
不登校対策の充実度を補足するにあたり、指標（案）
は、活動状況を示す指標として適切と考えられるた
め。

14
②子ども・教
育

④子どもの「生きる力」を
育む

関係機関との連携件数 ○ 教育支援課
不登校対策の充実度を補足するにあたり、指標（案）
は、活動状況を示す指標として適切と考えられるた
め。

15
②子ども・教
育

⑤教育環境の充実と学校施
設の整備

教員の平日１日あたりの平
均在校時間

○ 指導課
施策に対し、教員の意見や状況を把握する指標として
適切なため。平成31年４月から導入したタイムレコー
ダーの測定記録を用いる。

16
②子ども・教
育

⑤教育環境の充実と学校施
設の整備

教育アドバイザーによる授
業観察等の実施回数

○ 指導課 実施回数は、活動状況を示す指標として適切なため。

17
②子ども・教
育

⑤教育環境の充実と学校施
設の整備

地域コーディネーターの年
間実績

　 指導課
充実度を補足するにあたり、活動実績は、活動状況を
示す指標として適切なため。

年間実績は、活動日誌の活動内容の件数（単位＝件
数）とする。

18
②子ども・教
育

⑤教育環境の充実と学校施
設の整備

児童生徒数（各年5月1日時
点）/最大供給能力食数

○ 教育支援課
施設環境の確保を検討するにあたり、学校給食の安定
的な供給を示す指標として設定する。



NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

1
③平和・文
化・市民生活

①多様性を認め合い尊重し
合う平和な社会の構築

平和啓発事業参加者数 市民活動推進課

本施策は目的として「平和都市として未来の子どもた
ちに平和な世界を継承していくために、戦争の悲惨さ
と、平和の大切さを発信し続けていく」ことがある。
施策の目標達成度合いを図るには経年での数値も比較
できることから一定の意味があるものと考えられる。
ただし、平和への意識の浸透度合いについて図るもの
ではないことに注意が必要である。

事業の内容によって、参加者数に変動がある（会場も
変わる）。長崎や平和の集いなどの様に５～10年おき
に実施する事業もあるので、単純な経年比較はできな
いことは理解しておく必要がある。

2
③平和・文
化・市民生活

①多様性を認め合い尊重し
合う平和な社会の構築

「男女平等の推進に関する
条例」を知っている人の割
合

市民活動推進課

当該条例を知っているということは、本施策について
の一定の興味があるという一面があるものと理解でき
ることによる。ただし、ＬＧＢＴＱやＳＯＧＩといっ
た多様性を認め合う社会の構築の部分は図り切れてい
ないことに注意が必要である。

調査が５年毎であることに注意する必要がある。

3
③平和・文
化・市民生活

①多様性を認め合い尊重し
合う平和な社会の構築

公益財団法人武蔵野市国際
交流協会における多言語相
談件数

多文化共生・交流課

本指標は、ＭＩＡの強化及び外国籍市民のＭＩＡに対
する認知度を測るものであると考える。ただし、必ず
しもその多寡が外国籍市民の支援を進展等を測るもの
ではないことに注意が必要である。

多言語相談件数を市内外国人・市外外国人で分けて統
計はとっていない。

4
③平和・文
化・市民生活

②災害への備えの拡充
耐震化の割合（耐震性のあ
る住宅数/住宅総数）

○ 住宅対策課
耐震化の割合は災害に強いまちづくりの推進を確認で
きる指標であるため。

5
③平和・文
化・市民生活

②災害への備えの拡充 自主防災組織の設立数 ○ 防災課
自主防災組織の設立数は自助・共助による災害予防対
策の推進を確認できる指標であるため。

6
③平和・文
化・市民生活

②災害への備えの拡充
防災安全メール配信登録者
数

○ 防災課
防災安全メール配信登録者数は市の応急活動体制の整
備を確認できる一定の指標となるため。

施策評価の指標案一覧



NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

7
③平和・文
化・市民生活

③安全・安心なまちづくり 市内の刑法犯認知件数 ○ 安全対策課
「安全・安心なまちづくり」の一定の成果を確認でき
る指標であるため。

8
③平和・文
化・市民生活

③安全・安心なまちづくり
生活環境の評価「地域の治
安・安全性」

○ 安全対策課
武蔵野市市民意識調査による「地域の治安・安全性」
は安全・安心なまちづくりの一定の成果を確認できる
指標であるため。

9
③平和・文
化・市民生活

③安全・安心なまちづくり
消費生活相談のうち特殊詐
欺、悪質商法に関する相談
件数

産業振興課
「安全・安心なまちづくり」の一定の成果を確認でき
る指標であるため。

10
③平和・文
化・市民生活

③安全・安心なまちづくり 市内の特殊詐欺被害件数 ○ 安全対策課
「安全・安心なまちづくり」の一定の成果を確認でき
る指標であるため。

11
③平和・文
化・市民生活

④地域社会と市民活動の活
性化

「コミュニティセンターを
利用する」の割合

市民活動推進課

隔年実施の市民意識調査の「１－１０地域における行
動の状況・意向」から「コミュニティセンターを利用
する」の割合を確認する。地域社会と市民活動の活性
化を確認できる指標であると考えるため。

12
③平和・文
化・市民生活

④地域社会と市民活動の活
性化

地域フォーラムの開催回数
市民活動推進課

フォーラムは、『これからの地域コミュニティ検討委
員会』において提言された「行政が深く関わりを持つ
べき地域で解決すべき課題について、市民や団体と互
いの立場を尊重し合いながら、「対等な立場」で協
議」を行う枠組みである。この回数は、市民同士が語
らう機会の創出・協働を生み出す環境づくりを測る一
定の指標となりうるものと考える。



NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

13
③平和・文
化・市民生活

⑤豊かで多様な文化の醸成
（公財）武蔵野文化生涯学
習事業団における部門間連
携事業の実施件数

市民活動推進課

部門間連携事業の実施件数は、施策の目的である
「（統合前の）両事業団が持つ資源を活用した事業展
開による文化の発展」のための活動結果を示す指標で
あるため。

初めて実施件数が算出されるのは来年だが、目標値や
算出方法（何をもって連携とするのか等）の確認が必
要。

14
③平和・文
化・市民生活

⑤豊かで多様な文化の醸成

Sports for All 事業参加
者数、タグラグビー授業導
入参加校数、バレーボール
授業導入参加校数

企画調整課(R4
以降生涯学習ス
ポーツ課所管)

東京2020大会に向けてスタートした「Sports for
all」イベントが大会終了後もレガシーとして継承され
ていることを評価する上で、実施したイベント（活
動）に対する参加者数や参加校数は参考指標と言える
ため。

15
③平和・文
化・市民生活

⑤豊かで多様な文化の醸成 JR三駅の鉄道乗降客数 産業振興課
まちの賑わいを客観的に示す数字であるため。バスや
自転車などで訪れる人もいるが、数字が定期的に確認
できないため、JR三駅の鉄道乗降客数を選定した。

16
③平和・文
化・市民生活

⑤豊かで多様な文化の醸成
国内・国際交流事業（派
遣）における応募倍率

多文化共生・交
流課

現段階では非公表ではあるが、公表可能とのこと。交
流事業に関して一定の需要を確認できる指標であるた
め。

17
③平和・文
化・市民生活

⑤豊かで多様な文化の醸成
アンテナショップ麦わら帽
子の営業収支

○ 産業振興課

施策の目的である「小売業を巡る経営状況を踏まえ
た、交流の基盤としてのあり方の多角的な見直し」を
評価する上で、売り上げと経費のバランスを示す同店
の営業収支は指標になり得るため。

18
③平和・文
化・市民生活

⑥多様な学びや運動・ス
ポーツ活動の推進

生涯学習計画アンケート調
査の主観的な指標を設定
（いつでも、学びたいとき
に学ぶことができる機会が
充実しているかどうかの回
答の割合）

○ 生涯学習スポーツ課

第二期生涯学習計画のアンケート調査項目の一つで、
市民の主観的な実感を聞いているものであるため指標
としてわかりやい。

「実感している」「どちらかというと実感している」
と答えた人の合計の割合。56.5%



NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

19
③平和・文
化・市民生活

⑥多様な学びや運動・ス
ポーツ活動の推進

武蔵野ふるさと歴史館　来
館者数／日

○ 生涯学習スポーツ課

文化財・歴史公文書の保存・公開を担う歴史館の来館
者数は、第２期管理運営方針に定める指標で、毎年測
れる数値で継続性があるため。

令和３年度：154名/日
方針は令和５年度中に改定予定。

20
③平和・文
化・市民生活

⑥多様な学びや運動・ス
ポーツ活動の推進

人口に占める市立図書館の
市民有効登録者の割合

○ 図書館

有効登録者とは当該年度内に資料の貸出があった者を
指すため、図書館の利用実態に近い指標である。ま
た、割合を指標とすることで、本市の人口増減に左右
されづらい。経年の比較や他自治体との比較も容易で
ある。

21
③平和・文
化・市民生活

⑥多様な学びや運動・ス
ポーツ活動の推進

市立図書館における図書の
貸出件数

○ 図書館
貸出件数は図書館資料の利用状況を確認できる指標で
ある。毎年算出している上に、他自治体との比較も可
能である。

22
③平和・文
化・市民生活

⑥多様な学びや運動・ス
ポーツ活動の推進

成人等のスポーツ実施率
（週１回以上）

○ 生涯学習スポーツ課

計画の基本理念を実現する上で最も基本となる目標値
と位置付けているため。さまざまなスポーツ教室等事
業実施によるスポーツに親しむ機会の提供を行った成
果ととらえられる。

現状68.4%。計画策定のためのアンケート調査によるも
の。

23
③平和・文
化・市民生活

⑦まちの魅力を高め豊かな
暮らしを支える産業の振興

ふるさと応援寄附返礼品事
業者数

○ 産業振興課

ふるさと応援寄附は寄附額を競うものではなく、まち
の魅力を発信していくツールである。その基本的な考
え方に沿うと寄附額ではなく、事業者数であるべきと
考えたため。なお、市民は制度設計上返礼品の対象に
はならない点は注意が必要。

24
③平和・文
化・市民生活

⑦まちの魅力を高め豊かな
暮らしを支える産業の振興

創業者の数 ○ 産業振興課

創業者の数は廃業者の数にも影響されるので、単純に
多ければ良いというものでもないが、創業＝市民等が
新たに商品やサービスを手に取る機会の創出と捉える
ことができるため、具体的なアウトカム指標になると
考えたため。



NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

25
③平和・文
化・市民生活

⑦まちの魅力を高め豊かな
暮らしを支える産業の振興

事業連携の創出数 ○ 産業振興課

令和４年度より試行事業CO+LAB　MUSASHINOを開始し、
産業分野における事業連携をするためのプラット
フォーム運営を開始している。
事業者の事業連携そのものも市民等に新たな商品・
サービスを提供する契機になるとともに、それらを
アーカイブ化することで、武蔵野市の魅力を市として
も発信しやすくなると考えるため。

26
③平和・文
化・市民生活

⑦まちの魅力を高め豊かな
暮らしを支える産業の振興

市内農業者に占める認定農
業者・都市型認定農業者比
率

産業振興課
経営改善に取り組む農業者が増えることで、結果的に
面積あたりの農産物供給量が増加するので、市民等に
もメリットがある。



NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

1 ④緑・環境
①刻々と変化する環境問題
への対応

環境に対する関心度 　 環境政策課

むさしのエコreゾートにおける環境啓発は、環境に関
する取り組みが多様化している中、市民の環境に対す
る関心度は、環境啓発を行う上で、重要な指標である
ため。

指標案を４つに絞る場合は削除する。

2 ④緑・環境
①刻々と変化する環境問題
への対応

雨水浸透施設助成および雨
水タンク助成の申請件数

下水道課
下水道における環境啓発は、水環境の現状と啓発の効
果を照らし合わせられる客観的な指標であるため。

3 ④緑・環境
①刻々と変化する環境問題
への対応

緑ボランティア団体数及び
活動助成金額

緑のまち推進課

参加しやすいボランティア活動及びボランティア団体
等が継続的に活動できる支援が行き届いているか確認
できる指標であるため。

4 ④緑・環境
①刻々と変化する環境問題
への対応

緑ボランティア団体との共
催イベントの開催

緑のまち推進課
環境啓発の推進策の評価指標として適切であると考え
るため。

5 ④緑・環境
①刻々と変化する環境問題
への対応

草花の植え付け
市民参加人数・株数

緑のまち推進課

緑を身近に感じられる取組みが、市民一人ひとりの環
境に対する意識向上につながっているか確認できる指
標であるため。

6 ④緑・環境 ②地球温暖化対策の推進
武蔵野市の温室効果ガス排
出量及び削減量

○ 環境政策課
国・都も温室効果ガス削減目標を設置しており、武蔵
野市としての「地球温暖化対策」の最大の成果指標で
あるため。

7 ④緑・環境 ②地球温暖化対策の推進
武蔵野市役所の温室効果ガ
ス排出量及び削減量

○ 環境政策課
武蔵野市役所としての「地球温暖化対策」の最大の成
果指標であるため。

市が行う全ての事務事業が対象

8 ④緑・環境 ②地球温暖化対策の推進
エネルギーの使用に伴う二
酸化炭素排出量及び削減量

○ 環境政策課
武蔵野市役所の温室効果ガスの約44％はエネルギーの
使用に伴う二酸化炭素であるため、「地球温暖化対
策」の十分な成果指標となるため。

市が行う全ての事務事業が対象

9 ④緑・環境 ②地球温暖化対策の推進
雨水利活用条例に基づく届
出のうち、公共施設に関す
る施設設置件数

○ 下水道課
公共施設としての「気候変動による集中豪雨に伴う浸
水リスクへの対応」の最大の成果指標であるため。

10 ④緑・環境
③「緑」を基軸としたまち
づくりの推進

街路樹等の更新本数・延長 緑のまち推進課

緑豊かな本市の魅力を支える街路樹などの緑の保全・
管理が円滑に行われているか、その成果を確認できる
指標であるため。

施策評価の指標案一覧



NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

施策評価の指標案一覧

11 ④緑・環境
③「緑」を基軸としたまち
づくりの推進

保存樹林等の指定件数及び
補助金額

緑のまち推進課
地域のシンボルとなる緑に対する支援策が効果を発揮
しているか、その成果を確認できる指標であるため。

12 ④緑・環境
③「緑」を基軸としたまち
づくりの推進

公園・緑地個所数及び面積 緑のまち推進課
公園緑地の維持等の評価指標として適切であると考え
るため。

13 ④緑・環境
③「緑」を基軸としたまち
づくりの推進

住民一人当たりの公園面積 緑のまち推進課
民有地の緑の保全と創出のための制度が効果を発揮し
ているか、その成果を確認できる指標であるため。

14 ④緑・環境
④省エネルギー・省資源型
の持続可能な都市の構築

排ガス及び排水測定結果な
ど
（協定基準値超過の有無程
度）

○
ごみ総合対
策課

排ガス及び排水は、廃棄物処理の適正管理における
「環境対策」の代表的な成果指標であるため。

15 ④緑・環境
④省エネルギー・省資源型
の持続可能な都市の構築

廃棄物処理経費 ○
ごみ総合対
策課

廃棄物処理における環境負荷の低減や事業効率化を確
認できる指標であるため。

16 ④緑・環境
④省エネルギー・省資源型
の持続可能な都市の構築

市民一人１日当たりの家庭
ごみ排出量（ごみ排出量原
単位）

○
ごみ総合対
策課

市民のごみ排出量は、「ごみ減量」の最大の成果指標
であるため。

17 ④緑・環境
④省エネルギー・省資源型
の持続可能な都市の構築

事業系持ち込みごみ年間当
たりの排出量

○
ごみ総合対
策課

事業者のごみ排出量は、市民のごみ排出量に等しく
「ごみ減量」の成果指標であるため。

18 ④緑・環境
⑤様々な環境の変化に対応
した良好な生活環境の確保

公害に関する苦情・相談の
受付状況

環境政策課
公害に関する苦情・相談は、生活環境の変化に伴う新
たな問題を把握をしつつ、「様々な環境問題への対
応」の一定の成果を確認できる指標であるため。

19 ④緑・環境
⑤様々な環境の変化に対応
した良好な生活環境の確保

ハクビシン・アライグマの
申請件数・捕獲頭数

環境政策課
外来生物への対応は、生活環境の変化に伴う新たな問
題を把握をしつつ、「様々な環境問題への対応」の一
定の成果を確認できる指標であるため。

20 ④緑・環境
⑤様々な環境の変化に対応
した良好な生活環境の確保

マナー推進員の年間指導
数・吸い殻回収数

ごみ総合対
策課

「受動喫煙対策と環境美化の推進」の一定の成果を確
認できる指標であるため。



NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

1
⑤都市基
盤

①個性あふれる魅力的な地
域のまちづくり

景観整備路線の整備延長 交通企画課
無電柱化等の景観整備路線の整備延長は、魅力的な地
域のまちづくりに寄与する数値であるため。

2
⑤都市基
盤

②将来にわたり持続性ある
都市基盤づくり

道路施工面積 交通企画課
将来にわたり持続性ある都市基盤づくりのため、適正
な道路管理がなされているかどうかを把握できるた
め。

3
⑤都市基
盤

②将来にわたり持続性ある
都市基盤づくり

下水道事業会計の経営指標
等

下水道課
安定した経営指標は将来にわたり持続性ある都市基盤
づくりの１つの要因であるため。

4
⑤都市基
盤

②将来にわたり持続性ある
都市基盤づくり

管路耐震化率 水道部総務課
耐震化率が高まることで、「将来にわたり持続性ある
都市基盤づくり」が進むため。

5
⑤都市基
盤

②将来にわたり持続性ある
都市基盤づくり

違反建築物の是正指導等 建築指導課
市が、将来にわたり持続性ある都市基盤づくりのため
違反建築物に対応した件数が把握できるため。

6
⑤都市基
盤

③誰もが利用しやすい交通
環境の整備

市内の交通事故死傷者数 ○ 交通企画課
事故件数は誰もが利用しやすい交通環境という施策の
アウトカム指標であるため。

7
⑤都市基
盤

③誰もが利用しやすい交通
環境の整備

生活関連経路の施工延長 交通企画課
生活関連経路の延長により誰もが利用しやすい交通環
境の整備が進むため。

8
⑤都市基
盤

③誰もが利用しやすい交通
環境の整備

市内の自転車関与交通事故
件数

○ 交通企画課
事故件数は誰もが利用しやすい交通環境という施策の
アウトカム指標であるため。

9
⑤都市基
盤

③誰もが利用しやすい交通
環境の整備

放置自転車台数 ○ 交通企画課
放置自転車台数が減ることにより誰もが利用しやすい
交通環境の整備が進むため。

施策評価の指標案一覧



NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

施策評価の指標案一覧

10
⑤都市基
盤

③誰もが利用しやすい交通
環境の整備

ムーバスの収支率 交通企画課
収支率が安定することで、誰もが利用しやすい交通環
境の整備を安定的に実施することができるため。

11
⑤都市基
盤

④安全で快適な道路ネット
ワークの構築

区画道路整備延長 交通企画課
区画道路整備率が向上することで、安全で快適な道路
ネットワークの構築が進むため。

12
⑤都市基
盤

④安全で快適な道路ネット
ワークの構築

都市計画道路の施工済み延
長

まちづくり
推進課

都市計画道路の施工済み延長が進むことで、安全で快
適な道路ネットワークの構築が進むため。

13
⑤都市基
盤

⑤安心して心地よく住み続
けられる住環境づくり

耐震化率 建築指導課
耐震化率が高まることで、「安心して心地よく住み続
けられる住環境づくり」が進むため。

14
⑤都市基
盤

⑤安心して心地よく住み続
けられる住環境づくり

住宅確保要配慮者を民間不
動産店に紹介した件数

住宅対策課
民間と連携した、住宅確保要配慮者への支援を表す指
標として適切であると考えるため。

15
⑤都市基
盤

⑤安心して心地よく住み続
けられる住環境づくり

空き家 適正管理通知件数 住宅対策課
市が、安心して心地よく住み続けられる住環境づくり
のため空き家に対応した件数が把握できるため。

16
⑤都市基
盤

⑥活力とにぎわいのある駅
周辺のまちづくり

町丁目別建築年別家屋状況 ○ 企画調整課
第六期長期計画本文の記述や体系図に位置付けられた
施策のうち、もっともふさわしい指標であると考える
ため。

吉祥寺地域来街者魅力度は包括的な指標で、魅力度の
創出＝ハード整備ではないため「町丁目別建築年別家
屋状況（地域生活環境指標）」に変更する。

17
⑤都市基
盤

⑥活力とにぎわいのある駅
周辺のまちづくり

三鷹駅北口補助幹線道路の
整備進捗

交通企画課
整備率が向上することで活力とにぎわいのある駅周辺
のまちづくりが進んでいることが把握できるため。

18
⑤都市基
盤

⑥活力とにぎわいのある駅
周辺のまちづくり

都市計画道路３・４・２号
線の整備進捗

交通企画課
整備率が向上することで活力とにぎわいのある駅周辺
のまちづくりが進んでいることが把握できるため。



NO. 分野 基本施策名 指標（案） アウトカム 担当課 選定理由 備考

1 ⑥行財政
①市民参加と連携・協働の
推進

計画等策定時における意見
交換会の参加人数、パブコ
メでの意見数

企画調整課

意見交換会・パブコメ実施件数と参加人数や意見数
は、本市の市民自治の基本原則である「情報共有」と
「市民参加」の効果を確認する成果指標となり得ると
考えるため。

2 ⑥行財政
①市民参加と連携・協働の
推進

オープンデータの公開数 ○
秘書広報課
広報担当

市が所有する情報をオープンデータ化して、広く市民
等に公開することにより、情報共有や市民意識の向上
を図ることができる。その公開数が多ければ多いほ
ど、市民等はデータの活用がしやすくなり、その成果
はホームページへの閲覧数等で確認できると考えるた
め。一方、懸念として、オープンデータの公開数が今
後増えていくのかという点がある。

オープンデータの活用数やダウンロード数の方が望ま
しいと考えるが、現在のシステムでは確認できない
（ページの閲覧数は可能）ため、現行の指標案とし
た。

3 ⑥行財政
①市民参加と連携・協働の
推進

市の情報の入手状況で「十
分に得られている」、「充
分ではないが必要な情報は
得られている」と回答した
割合

○
秘書広報課
広報担当

市の情報発信が効果的に市民に伝わっていることを確
認できる成果指標であるため。

市民意識調査より

4 ⑥行財政
①市民参加と連携・協働の
推進

包括連携協定に基づく新規
連携事業数

企画調整課

大学や民間企業との連携事業の実施により、行政だけ
では行えないサービスの提供が可能となり、市民サー
ビスの向上を確認するための成果指標となり得ると考
えるため。

委員のご意見を受け、単に連携している事業数ではな
く、新規に連携した事業数（提案事業数）を指標にす
ることとした。

5 ⑥行財政
②効果的な広報・広聴の仕
組みづくりとシティプロ
モーション

市の情報の入手状況で「十
分に得られている」、「充
分ではないが必要な情報は
得られている」と回答した
割合

○
秘書広報課
広報担当

主観的指標ではあるが、情報の受け手がその情報を得
られているという実感こそが、本施策の重要なアウト
カムのひとつであると考えられるため。

市民意識調査より

6 ⑥行財政
②効果的な広報・広聴の仕
組みづくりとシティプロ
モーション

SNSのフォロワー数・友だ
ち登録者数

○
秘書広報課
広報担当

SNSを活用した発信の効果として、SNSのフォロワー数
や友達登録者数が、本施策のアウトカムとなると考え
るため。

委員のご意見を踏まえ、若者がどうSNSを活用するかと
いう指標を検討したが、現状それをはかる指標がない
ことと、市としてSNSを活用した情報発信のターゲット
や目的をしっかりと設定すべきと考え、現状その指標
を設定することは難しいと考えた。
もともと「SNSを活用した情報発信数」としていました
が、発信数だけで効果をはかるのは難しいのではない
かということと、他自治体の事例を参考に、指標を変
更した。

施策評価の指標案一覧
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施策評価の指標案一覧

7 ⑥行財政
②効果的な広報・広聴の仕
組みづくりとシティプロ
モーション

調査票回収率 市民活動推進課

本指標そのものでは具体的なアウトカムは無いが、多
様な市民ニーズを的確に抽出することができているか
を評価の主眼に置いた場合、重要な要素と考えられ
る。

委員のご意見を踏まえ、市政アンケートの調査票回収
率は削除した。

8 ⑥行財政
②効果的な広報・広聴の仕
組みづくりとシティプロ
モーション

定住意向で「住み続けた
い」と回答した割合

○ 広報担当

定住意向における「住み続けたい」の回答は、本市へ
の愛着の現れであり、本施策で推進される「シビック
プライドの醸成」、武蔵野市らしさのブランディング
による成果のひとつと言える。

市民意識調査より

9 ⑥行財政
③公共施設等の再構築と市
有地の有効活用

公共施設等総合管理計画の
進捗管理と評価

○ 資産活用課

施策の目的である「推進」が、客観的にどの程度達成
されたか評価するためには、進捗管理が必要がある。
公共施設等の総合的なマネジメントを目的とした「公
共施設等総合管理計画」を用いた進捗管理が、評価を
行ううえで有効である。

10 ⑥行財政
③公共施設等の再構築と市
有地の有効活用

市が所有する施設の大規模
改修実施件数

○ 施設課

施策の目的である「推進」が、客観的にどの程度達成
されたか評価するためには、具体的な数値が必要があ
り、「公共施設等総合管理計画」では、維持保全につ
いても計画的に行うことを掲げている。維持保全に関
する具体的な数値として、同計画に紐づく「武蔵野市
公共施設保全改修計画」の大規模改修実施件数を用い
ることが、具体的な数値による評価を行ううえで有効
である。

11 ⑥行財政
③公共施設等の再構築と市
有地の有効活用

来街地魅力度 ○ 企画調整課

施策の目的である「有効活用」について、何をもって
「有効」と判断するか検討が必要がある。その土地が
本来持つ魅力を発揮できていることを「有効」とする
ならば、「武蔵野市産業振興基礎調査」における来街
地魅力度が指標となる。また、土地建物貸付収入の価
格設定や市有地の売却を判断するにあたり、来街地魅
力度が一つの指標になっているのであれば、より有効
な指標である。

計画策定に向けて調査を実施しているため、期間が空
いてしまうところが懸念点である。

12 ⑥行財政
④社会の変化に対応してい
く行財政運営

事務事業見直し（予算削減
額）

○ 企画調整課
予算削減額は施策の目的である「経常的な事業の経費
の抑制」の最大の成果指標であるため。
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15 ⑥行財政
④社会の変化に対応してい
く行財政運営

滞納繰越件数 ○ 納税課
安定した税収と納税の公平性の確保に対する取り組み
を表す指標であるため。

指標項目を変更する可能性あり。

14 ⑥行財政
④社会の変化に対応してい
く行財政運営

電子申請の実績 ○ 情報政策課
市民の利便性と職員の業務効率双方に効果があると考
えられる指標であるため。

13 ⑥行財政
④社会の変化に対応してい
く行財政運営

公の施設のモニタリング評
価における前年評価を上
回った施設数

○ 企画調整課
市民サービスへ直結する「公の施設」の適切な管理運
営状況を、利用者の視点も含めて評価された指標であ
るため。

経営目標や財務目標を指標化する方が望ましく、また
委員からも横浜市の経営改善評価委員会についてアド
バイスいただいた。
財政援助出資団体でも経営目標や財務目標を示してい
るが、団体によって設定のレベル感が揃っておらず、
その達成度を参考指標にするのはバランスが悪いと考
えた。
いただいたご意見を踏まえ、施策評価における参考指
標としては、公の施設の管理・運営におけるモニタリ
ング評価の「Ｂ」以上ではなく、前年評価を上回った
施設数に修正した。

16 ⑥行財政
⑤多様な人材の確保・育成
と組織の活性化

市職員の男性の育児休業取
得率

○ 人事課

ワークライフバランスの充実した職場環境として、職
員が安心して業務に取り組むことができ、また、魅力
ある職場として人材確保にもつながる。ひいては、市
民サービスの向上にもつながることを確認できる指標
であるため。

17 ⑥行財政
⑤多様な人材の確保・育成
と組織の活性化

市職員一人あたりの年間超
過勤務時間数

○ 人事課

業務効率化、ワークライフバランスの充実、職員の健
康につながるとともに、自己啓発の時間としての活用
など、職員の知識・スキル向上を図ることができる。
また、超勤手当に充当していたお金を他の政策に充て
ることができ、市民サービスの向上につながることを
確認できる指標であるため。

18 ⑥行財政
⑤多様な人材の確保・育成
と組織の活性化

市の障害者雇用率 ○ 人事課

ダイバーシティ推進を行政側から発信できるととも
に、多様な職員採用の機会を設けることで組織の活性
化を図ることができ、ひいては、市民サービスの向上
につながることを確認できる指標であるため。
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19 ⑥行財政
⑤多様な人材の確保・育成
と組織の活性化

市の課長級以上に占める女
性職員の割合

○ 人事課

ダイバーシティ推進を行政側から発信できるととも
に、男女関係なく活躍でき、魅力ある職場環境として
多様な人材確保や職員の意識向上につながると考えら
れる。ひいては、市民サービスの向上につながること
を確認できる指標であるため。


