
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿南市総合計画 2021▶2028 

基本計画 
 

 

 

 
基本目標・成果指標（数値目標） 

及び令和３年度実績値の根拠資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年８月 

阿 南 市 





基本政策

分野

成果指標

現状値

2019年度 2024年度 2028年度

％ 82.9 85.0 90.0 保健センター

％ 95.2 100.0 100.0 保健センター

％ 96.5 100.0 100.0 保健センター

％ 79.4 80.0 82.0 保健センター

％ 18.2 18.0 18.0
介護保険課

保健センター

％ 8.7 12.0 15.0 地域共生推進課

件 ー 1,300 1,500 保健センター

件 ー 16 24 保健センター

人 3 9 9 保健センター

％ 80.0 100.0 100.0 地域共生推進課

グループ 9 30 35 地域共生推進課

団体 79 90 102 地域共生推進課

人 1,255 1,350 1,530 地域共生推進課

％ ー 100.0 100.0 地域共生推進課

％ 48.7 40.0 20.0 こども課

％ 58.6 50.0 50.0 こども課

件 1 3 3 こども課

件 2 4 4 こども課

阿南市総合計画2021▶2028　基本目標・成果指標（数値目標）及び実績値の根拠資料

Ⅰ　みんなが健康で自立した生活ができるまちづくり

指標・実績値の根拠

徳島県母子保健報告

・徳島県母子保健報告
・地域保健・健康増進事業報告

徳島県母子保健報告

特定健診・特定保健指導法定報告

介護保険事業状況報告（３月分）

いきいき１００歳体操グループ、あななんサロン、ご近所デ
イサービスに参加している高齢者数/全高齢者数×100（％）
（毎年度9月30日現在）

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付
金受給者数

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付
金受給者数

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業

阿南市地域医療拡充支援事業（定住自立圏）

小地域見守りネットワークの構築数/民生委員の担
当地区数×100（％）
（毎年度3月31日現在）

ご近所デイサービス、ご近所ドライブパートナーを
実施するグループ数（毎年度3月31日現在）

阿南市ボランティア活動保険加入団体登録者数
（NPO法人含む）

子ども・子育て支援事業計画作成時等におけるアン
ケート調査結果

実績と窓口等における相談件数から算出した人数

実績と窓口等における相談件数から算出した人数

阿南市ボランティア活動保険加入者数

事業開始後に定める予定
算式：我が事・丸ごと相談窓口において受け付けた
相談件数÷適切な支援につなげた件数

子ども・子育て支援事業計画作成時等におけるアン
ケート調査結果

阿南市ボランティア推進センターの
登録団体数　（NPO法人を含む）

ボランティア活動参加人数（阿南市
ボランティア推進センター推奨の保
険加入者数）

我が事・丸ごと相談窓口への相談件
数のうち適切な支援につなげた割合

子育ての経済的負担が大きいと感じ
ている世帯（就学前児童）

子育ての経済的負担が大きいと感じ
ている世帯（小学生）

住民主体による介護予防・生活支援
サービス事業の実施グループ数

4か月児健診受診率

1歳6か月児健診受診率

特定保健指導実施率

介護保険認定率

高齢者の「通いの場」への参加率

高リスク高齢者に対する個別訪問の
実施件数

医療専門職等による「通いの場」へ
の関与件数

阿南地域医療教育センター事業の実
施における医師確保数

小地域見守りネットワークの構築割
合

妊婦一般健康診査受診率

担当課

健康・福祉

単位指標名
目標値



クラブ 2 5 8 生涯学習課

人 10 0 0 こども課

％ 37.0 40.0 43.0 学校給食課

人 278 300 310 地域共生推進課

人 197 290 300 地域共生推進課

件 3,825 4,000 4,000 地域共生推進課

箇所 0 1 ― 地域共生推進課

地区 14 14 14 地域共生推進課

グループ 9 30 35 地域共生推進課

グループ 0 2 5 地域共生推進課

人 0 40 60 地域共生推進課

％ 25.4 23.0 18.0 地域共生推進課

回 36 60 72 地域共生推進課

人 493 600 800 地域共生推進課

箇所 ー 6 12 地域共生推進課

件 12 13 15 地域共生推進課

％ 33.5 50.0 60.0 保険年金課

世帯 7 20 20 生活福祉課

HP「認知症キャラバン・メイト連絡協議会」
（毎年度4月1日～3月31日）

チームオレンジの結成数
（毎年度3月31日現在）

徳島家庭裁判所阿南支部に照会
（毎年1月1日～12月31日）

第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）及び
国保データベース（KDB）システム

県監査資料数値から算出

保育所等利用待機児童数

学校給食における地場産物・国産食材の使用状況調
査における学校給食費に占める地場産物の割合

福祉計画及びシステムの数値

学校給食における地元食材の使用割
合

福祉サービス　居宅介護　利用者数

福祉計画及びシステムの数値

委託相談支援事業所に相談のあった件数（3月31日
現在）

障がい者相談支援事業所基幹センターの実施予定数

学校施設内での放課後児童クラブ開設数

ご近所ドライブパートナーを実施するグループ数
（毎年度3月31日現在）

ご近所ドライブパートナーを実施するグループに登
録されている運転ボランティアの人数
（毎年度3月31日現在）

阿南市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（3年ご
と）又は、地域ごとの高齢者を対象に随時実施する
アンケート調査

包括的支援事業実施委託契約様式第17号「地域ケア
会議開催状況」
（毎年度4月1日～3月31日）

敬老会の開催地区数
（毎年度4月1日～3月31日）

ご近所デイサービス、ご近所ドライブパートナーを
実施するグループ数
（毎年度3月31日現在）

徳島家庭裁判所阿南支部における高
齢者に係る後見等開始審判の件数

国民健康保険加入者における特定健
康診査受診率

就労により生活保護から脱却した世
帯数

住民主体による移送支援サービス事
業の実施グループ数

住民主体による移送支援サービス事
業の運転ボランティア登録数

交通手段の不足から外出に不便を感
じている高齢者の割合

地域ケア会議の開催数

認知症サポーターの養成人数

チームオレンジの結成状況

福祉サービス　就労支援　利用者数

障がい者の相談件数

障がい者相談支援事業所基幹セン
ターの設置数

敬老会の開催状況

住民主体による介護予防・生活支援
サービス事業の実施グループ数

学校施設での放課後児童クラブ開設
数

保育所等利用待機児童数（3月31日現
在）



基本政策

分野

成果指標

現状値

2019年度 2024年度 2028年度

回 2 2 2 危機管理課

件 17 0 0 土木課

％ 78.5 81.0 85.8 住宅課

％ 75.6 △14.4 △18.2 住宅課

回 1 1 1 危機管理課

回 0 6 6 危機管理課

％ 98.5 98.9 98.9 危機管理課

箇所 131 140 145 危機管理課

回 20 28 28 危機管理課

％ 0.5 50.0 60.0 危機管理課

％ 0.0 90.0 100.0 地域共生推進課

回 0 6 8 危機管理課

施設 1 18 18 下水道課

％ 0.0 96.1 100.0
下水道課
土木課

％ 80.9 85.7 95.2 消防総務課

％ 44.0 50.0 55.0 消防署

％ 79.0 85.0 90.0 予防課

班 68 67 66 警防課

救急現場において居合わせた人が応
急手当を実施した割合

病院外心肺停止患者記録（個人情報）
算式：病院外心肺停止傷病者の救急現場に居合わせた人が応
急手当てを実施した件数÷心肺停止傷病者搬送人員

火災予防査察実施に伴う消防法違反
の是正率

是正件数（改善計画含む）／違反件数

消防団組織再編状況（班の統合） 阿南市消防団の組織再編（班統合）による班数

市街地における雨水ポンプ場、樋門
施設のストックマネジメント計画策
定施設数

阿南市下水道ストックマネジメント計画計画策定施
設箇所数

辰巳地区の樋門耐震化・自動化の整
備率

実施予定スケジュール表（内部資料）
算式：実施予定額／全体計画額

消防用車両の整備率（更新年数内に
整備した緊急車両の割合）

「阿南市消防計画」で定める消防用車両の更新年数を超えて
いない緊急車両の割合（非常用救急車両１台を除く）
算式：基準内で運用している緊急車両の台数÷緊急車両の総
台数

避難行動個別計画の策定割合
避難行動要支援者個別計画策定割合
算式：計画策定数÷避難行動要支援者数

小地域における避難支援ネットワー
クの構築割合

小地域見守りネットワークの構築数/民生委員の担
当地区数×100（％）
（毎年度3月31日現在）

各種ハザードマップを使った説明会
の開催回数

想定最大規模の洪水ハザードマップを作成中。完成
後に行う洪水ハザードマップや各種ハザードマップ
を用いた住民説明会の回数

自主防災組織率
自主防災組織率（4月１日現在）
算式：自主防災組織加入世帯数÷全世帯数

指定避難所 指定避難所数

各種訓練・講習会の実施回数
各種団体や自主防災組織等からの依頼により、訓練
や講習会に出席した回数

管理不全空き家率（対２０１９年
度）

住宅・土地統計調査（2024年度はR5、2028年度はR10）
算出：（空き家総数）/（その他の住宅）×100－75.6
（現状値）

復興まちづくりイメージトレーニン
グの実施回数

復興まちづくりイメージトレーニングの実施回数

事前復興ロードマップ分野別説明会
実施回数

徳島県復興指針をもとに事前復興ロードマップを作
成し、６つの分野別に説明会を実施

総合防災訓練等の実施回数
阿南市総合防災訓練の回数及び南部圏域防災訓練の
回数

急傾斜地崩壊対策事業における要望
待機数の解消

実数

住宅の耐震化率
住宅・土地統計調査（2024年度はR5、2028年度はR10）
算出：｛（S56以降着工の戸建＋共同）＋（S56以前着工のう
ち耐震性がある戸建＋共同）｝/（総戸数）×100

阿南市総合計画2021▶2028　基本目標・成果指標（数値目標）及び実績値の根拠資料

Ⅱ　安全で安心な暮らしを実感できるまちづくり

安全・安心

指標名 単位
目標値

指標・実績値の根拠 担当課



人 7 0 0
市民生活課

（市民活動支援室）

件 220 210 200 市民生活課
（市民活動支援室）

％ ー 90.0 100.0 青少年健全育成センター

人 ー 200 210 市民生活課

人 1,805 1,845 1,885
人権・男女共同参画課

人権教育課

回 5 10 14 人権・男女共同参画課
人権教育課

講座 47 50 50 人権教育課

講座 90 91 92 人権・男女共同参画課

件 22 43 55 地域共生推進課

人 ー 10 20 地域共生推進課

％
2017年度

 11.4
30.0 50.0 人権・男女共同参画課

％
2017年度

 23.6
15.0 10.0 人権・男女共同参画課

％ 20.0 30.0 40.0 人権・男女共同参画課

％ 33.3 35.0 37.0 人権・男女共同参画課

校 1 10 10 人権・男女共同参画課

件 73 75 75 市民生活課
（市民活動支援室）

戸 4 4 5 住宅課

人 4 9 12 ふるさと未来課

自主的な地域づくり活動に対する助
成件数

ふるさと活性２１活動補助金事業助成金（生涯学習
課）＋ふるさとづくり基金助成金（市民活動支援
室）

伊島若者定住促進住宅の入居戸数 伊島若者定住促進住宅の入居戸数

地域おこし協力隊退任後の市内定着
者数（累計）

地域おこし協力隊の雇用人数

行政委員会における女性委員比率 阿南市男女共同参画基本計画推進状況

市の附属機関（各種審議会等）にお
ける女性委員比率

阿南市男女共同参画基本計画推進状況

デートＤＶ授業実施中学校数 阿南市男女共同参画基本計画推進状況

市民後見人候補者の養成人数 事業開始後に策定予定

「社会全体」における男女の平等意
識について「平等」と考えている市
民の割合

阿南市男女共同参画基本計画策定時の市民アンケー
ト

「家事や育児は女性の仕事である」
と考えている市民の割合

阿南市男女共同参画基本計画策定時の市民アンケー
ト

教育集会所における人権学習・啓発
活動の講座数

教育集会所管理活動事業委託業務実績報告書

隣保館における人権学習・啓発活動
の講座数

隣保館の実績報告書

徳島家庭裁判所阿南支部における高
齢者及び障がい者に係る後見等開始
審判の件数

阿南市成年後見制度利用促進基本計画
徳島家庭裁判所阿南支部に照会

消費者啓発講座等の参加延べ人数 出前講座、消費者啓発講演会の参加人数

人権教育・啓発のための講演会、研
究大会等の参加延べ人数

市民講座、同和問題講演会、市人教の参加人数

人権教育・啓発に関する記事の掲載
回数（広報あなん、市ホームペー
ジ）

ひまわり、ささゆり通信の年間掲載数

交通事故による死者数 交通事故白書（阿南市）

刑法犯罪発生件数 阿南署（刑事課）へ照会

パトロールの実施により，見守られ
ていると感じた児童生徒等の割合

2021年度から実施予定の青少年健全育成に関するアンケート
結果
算式：見守られていると回答した児童生徒数÷アンケート実
施児童生徒数×100



基本政策

分野

成果指標

現状値

2019年度 2024年度 2028年度

％ 76.0 80.0 83.0 学校教育課

％ ー 80.0 85.0 学校教育課

％ ー 80.0 85.0 学校教育課

％ ー 80.0 85.0 青少年健全育成センター

％ ー 100.0 ー 教育総務課

％ ー 90.0 93.0 学校教育課

％ 13.8% 20.0% 30.0% 生涯学習課

％ 90.0 100.0 100.0 科学センター

％ 15.8 20.0 30.0 生涯学習課

％ ー 5.0 10.0 生涯学習課

回 30 50 60 科学センター

人 3,894 3,900 3,920 地域共生推進課

回 6 10 10 科学センター

回 50 80 90 科学センター

％ 25.0 40.0 45.0 科学センター

人 27,022 29,000 30,000 図書館

人 473 1,000 1,500 図書館

％ ー 60.0 80.0 図書館

阿南市総合計画2021▶2028　基本目標・成果指標（数値目標）及び実績値の根拠資料

Ⅲ　豊かな心と生きる力を育むまちづくり

教育・文化

指標名 単位
目標値

指標・実績値の根拠 担当課

「授業で学んだことを生活の中で活
用しようとしている」と答えた児童
生徒の割合

各学校が毎年度実施している「学校評価アンケート」結果
算式：指標の質問で活用しようとしていると回答した児童生
徒数÷調査対象児童生徒数×100

ＩＣＴを活用した教育によって授業
が分かりやすくなったと感じる児童
生徒の割合

各学校が毎年度実施している「学校評価アンケート」結果
算式：指標の質問で分かりやすくなったと回答した児童生徒
数÷調査対象児童生徒数×100

阿南市というまちが好きだと感じる
児童生徒の割合

各学校が毎年度実施している「学校評価アンケート」結果
算式：指標の質問で好きだと回答した児童生徒数÷調査対象
児童生徒数×100

青少年健全育成に関する市民の認知
度

資料：2021年度から実施予定の青少年健全育成に関するアン
ケート結果
算式：青少年健全育成活動について知っていると回答した人
数÷アンケート実施人数×100

阿南市学校施設の長寿命化計画（Ｒ
２～Ｒ６）の進捗率

2020年度策定の阿南市学校施設の長寿命化計画
算式：改修等実施学校数÷改修等計画学校数×100

情報教育によって指導環境が向上し
たと考える教職員の割合

各学校が毎年度実施する学校評価（教師用：自己評価）結果
算式：指標の質問で向上したと回答した教職員数÷調査対象
教職員数×100

公民館の稼働率
公民館利用状況調査票
算式：年間利用件数÷（開館日数×各館の貸館対象部屋数×
３）×100

科学センターイベント（募集型）へ
の参加率

科学センターで実施する科学イベントの参加率

生涯にわたって学習できる環境が充
実していると思う人の割合

市民アンケート調査結果（R2.3阿南市総合計画基礎調査報告
書）
算式：指標の質問に充実している（度合いが強い、やや強
い）と回答した市民の数÷回答対象者数×100

学習したことを市民活動で生かした
人の割合

今後実施する市民意識調査による
算式：学習を通して、地域の活動やボランティア活動に参加
したと回答した市民の数÷回答対象者数×100

テレビ、新聞などを通じた科学・天
文情報の発信回数

天文・科学情報等の発信回数

阿南市セニヤクラブ（老人クラブ）
の会員数

高齢者地域福祉推進事業「老人クラブ等事業」実施
状況調

理科教員向け研修の開催回数 地域の理科教員向け研修実施回数

小中学校への教材教具、実験試料な
どの提供回数

市内小中学校への教材教具・実験試料提供回数

理科が好きと思う児童生徒の割合
市内の児童・生徒がどれくらい理科が好きなのかを
調査することによって、科学センターが存在するこ
とによって得られる効果の指標

図書館利用者カード発行者数 （累
計）

阿南市立図書館年報

電子図書館パスワード発行者数 （累
計）

阿南市立図書館年報

図書館利用者満足度
2014（H26）年度実施の阿南市立図書館アンケート
調査結果
2024、2028に図書館アンケート実施予定



団体 34 36 37 スポーツ振興課

人 843 800 800 スポーツ振興課

人 43 200 200 スポーツ振興課

人 408 700 700 野球のまち推進課

人 450 475 500 スポーツ振興課

％ 37.7 50.0 50.0 文化振興課

％ 45.4 60.0 60.0 文化振興課

％ ー 80.0 85.0 文化振興課

％ ー 80.0 85.0 文化振興課

団体 1 3 4 文化振興課

スポーツ協会加盟競技団体数 阿南市体育協会（現スポーツ協会）加盟競技団体数

スポーツ少年団員数 阿南市スポーツ少年団登録団員者数

海洋スポーツ体験講座への参加延べ
人数

阿南市B&G海洋センター艇庫における、施設一般開
放による海洋スポーツ体験者数

ベースボール型スポーツへの参加延
べ人数

ベースボール型スポーツへの参加者数

総合型地域スポーツクラブの会員数
市内の３スポーツクラブの会員数合計
※３月末現在

文化会館の稼働率 利用件数÷利用可能件数

指定等文化財の保全・活用団体数 阿南市文化財保護団体の数

情報文化センターの稼働率 利用件数÷利用可能件数

文化会館利用者の満足度 利用者アンケート調査

情報文化センター利用者の満足度 利用者アンケート調査



基本政策

分野

成果指標

現状値

2019年度 2024年度 2028年度

％ ー 100.0 ー 農地整備課

％ ー 100.0 ー 農地整備課

人 5 36 56 農林水産課

ha 25.0 30.0 35.0 農林水産課

ha 3.0 4.0 5.0 農林水産課

ha 38.0 42.0 46.0 農林水産課

頭 ー 200 250 農林水産課

ha 2,600.0 2,800.0 3,000.0 農林水産課

人 870 7,600 7,800 農林水産課

種 3 5 5 農林水産課

人 9,286 10,000 11,000 商工政策課

件 4 4 4 商工政策課

件 ー 4 4 商工政策課

人 15 20 20 商工政策課

事業所 44 50 55 商工政策課

件 13 18 23 商工政策課

％ 70.0 80.0 90.0 商工政策課

人 300 400 400 野球のまち推進課

阿南市総合計画2021▶2028　基本目標・成果指標（数値目標）及び実績値の根拠資料

Ⅳ　地域資源を生かした新たなにぎわいと活力を創出するまちづくり

産業・交流

指標名 単位
目標値

指標・実績値の根拠 担当課

農業水利施設（河川樋門・除塵機）
の長寿命化対策進捗率

事業開始後に定める予定（内部資料）
算式：農業水利施設機能保全計画で長寿命化が必要とされた施
設のうち長寿命化対策済施設数÷農業水利施設機能保全計画で
長寿命化が必要とされた施設数

農道構造物（トンネル・橋りょう）
の耐震化率

事業開始後に定める予定（内部資料）
算式：耐震化が必要とされた構造物のうち耐震化対策済構造物
数÷耐震化が必要とされた構造物数

新規認定農業者数 （累計） 新規認定農業者名簿

特別栽培米（節減対象農薬と化学肥
料の節減）の作付け面積

環境保全型農業直接支払交付金実績における有機農
業実施面積

施設野菜（ハウス胡瓜）の栽培面積 JAアグリあなんきゅうり部会取組予定

放置竹林再生面積
森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金実績報告
書より、年間再生面積の増加を見込む

有害鳥獣の食肉（ジビエ）としての
有効活用頭数

阿南市ジビエ加工処理施設建設事業計画書

境界を明確化した森林面積
とくしま南部地域森林管理システム推進協議会事業
計画

適正な森林管理のための意向調査対
象者数

とくしま南部地域森林管理システム推進協議会意向
調査計画

種苗の放流を行う魚種
県種苗放流事業実績及び離島漁業再生支援交付金事
業実績報告書

市内主要企業で働く従業員数 市内主要企業従業員調査票及び集計表

奨励措置指定工場の新規件数 阿南市工場設置奨励条例に定める指定書の交付件数

空工場等の情報保有件数 「企業誘致連携協定」締結先からの情報

創業支援セミナーにおける受講者数 阿南市創業支援セミナー実績報告書

阿南まちゼミ講座への年間参加事業
所数

事業報告書ならびに収支決算書（阿南商工会議所）

中小企業事業者の経営相談件数 阿南市中小企業振興施策の実施状況

商工業振興センターの利用者満足度 阿南市商工業振興センター業務報告書

野球観光ツアーへの参加延べ人数
JAアグリあなんスタジアムで開催する野球観光ツ
アーへの参加者数



人 1,400 1,600 1,600 野球のまち推進課

千円 80,000 400,000 800,000 野球のまち推進課

人 4,500 5,000 5,000 野球のまち推進課

人 470 800 1,000 ふるさと未来課

人 641,893 650,000 650,000 商工政策課

人 117,543 120,000 120,000 商工政策課

回 1 4 4 商工政策課

事業所 78 80 83 商工政策課

件 104 130 130 商工政策課

人 836 850 870 地域共生推進課

％ ー 80.0 90.0 介護保険課

件 55 60 63 商工政策課

件 1 3 3 商工政策課

千円 ー 100,000 120,000 ふるさと未来課

件 ー 100 120 ふるさと未来課

人 324 350 370 ふるさと未来課

野球合宿への参加延べ人数 市が誘致した野球合宿への参加者数

スポーツツーリズムの経済効果額
（基準値は単年度数値で、2024年度及び2028
年度の数値は、2021年度からの累計）

野球のまち阿南推進事業・経済効果算出表
算式：徳島経済研究所による経済効果算出データを
活用した直接的経済効果額

野球大会への参加延べ人数 市で開催される野球大会への参加人数

SUP体験参加延べ人数
グランフィットネス阿南観光協会が実施するＳＵＰ
体験に参加した人数

観光客入込数 （延べ人数）
徳島県観光地点等入込客数調査　※調査期間は年中単位
（調査書内観光地点等分類の大分類が「観光地点」となってい
る観光地点等の合計延べ人数）

観光関連イベント来場者数 （延べ人
数）

徳島県観光地点等入込客数調査　※調査期間は年中単位
（調査書内観光地点等分類の大分類が「行祭事・イベント」と
なっている観光地点等の合計延べ人数）

労働相談会や働き方改革相談会の実
施回数

市主催の労働相談会及び働き方改革相談会を実施し
た回数

徳島勤労者福祉サービスセンター加
入事業所数

徳島勤労者福祉サービスセンターに加入している事
業所の数（徳島勤労者福祉サービスセンターに確
認）

就労相談の実施件数
月初に各隣保館にて実施している就労相談での相談
件数

阿南市シルバー人材センター会員数
（直近３年度の平均）

阿南市シルバー人材センターへ照会（各年度3月31
日現在の人数を基に算出）

奨学金制度利用による若者の介護職
への定着率

令和５年度から周知活動実施予定

就労関係機関が実施する事業や就職
に関する情報提供件数

広報あなん及び阿南市ホームページに掲載した情報件数
算式：徳島労働局からの掲載依頼分＋ハローワークの求人情報
＋市主催の相談会の案内

県外からの移住者数
市民生活課窓口における転入者対象のアンケートに
基づく県の統計

関係機関と連携した雇用促進の取組
件数

就職促進協議会委員会及び雇用対策協定運営協議会
開催数

阿南市版ふるさと納税による寄附総
額

ふるさと阿南応援事業寄附金（ふるさと納税）金額

「EARTH SHIP PARTNER ANAN」の推進
によるSDGｓ目標達成に取り組む市内
事業者数

ＥＳＰＡ登録者数



基本政策

分野

成果指標

現状値

2019年度 2024年度 2028年度

人／ha
2015年度

　41.6
40 40 まちづくり推進課

回 2 3 3 環境保全課

回 ー 2 2 商工政策課

人 ー 15,000 18,000 まちづくり推進課

施設 0 2 3 住宅課

回 4 6 6
まちづくり推進課

図書館

％ 18.2 50.0 69.7 土木課

％ ー 9.3 18.1 土木課

km 534,702 530,000 530,000 まちづくり推進課

人 45,000 45,000 45,000 まちづくり推進課

人 38,000 40,000 40,000 まちづくり推進課

団体 31 31 31 まちづくり推進課

トン
2015年度

 27,943
23,563 23,031 環境管理課

％
2015年度

   21.3
28.4 28.6 環境管理課

件 107 96 85 環境保全課

戸 ー 3 7 住宅課

戸 ー 97 177 住宅課

％ 11.5 25.0 35.0 水道課

阿南市総合計画2021▶2028　基本目標・成果指標（数値目標）及び実績値の根拠資料

Ⅴ　自然と調和した快適で暮らしやすいまちづくり

都市基盤・都市環境

指標名 単位
目標値

指標・実績値の根拠 担当課

居住誘導区域内の人口密度 阿南市立地適正化計画

環境（生物多様性・カーボンニュー
トラル等）に関する講演会の開催回
数

環境保全推進会議及び生物多様性フォーラムにおけ
る講演会実施回数

次世代エネルギーに関する勉強会等
の開催回数

環境保全推進会議及び生物多様性フォーラムにおけ
る講演会実施回数

駅前芝生広場等のパブリックスペー
スを活用したイベントへの年間総来
場者数

駅周辺のパブリックスペースにおけるイベント実績
値

空き店舗・空き家を利用した地域活
性化につながる拠点施設数

あなんぐらし支援事業等補助金交付件数

産官学民でまちづくりについて意見
を交わせる場の開催回数

まちづくりに関する意見交換会等の実施回数

交付金事業による市道整備の進捗率
（延長ベース）

整備進捗予定表（内部資料）
算式：各路線の整備済み延長合計／各路線の計画延
長合計

阿南市橋梁長寿命化修繕計画に基づ
く対策工事進捗率（箇所ベース）

令和元年度阿南市橋梁長寿命化修繕計画
算式：改修済み橋梁数／要改修橋梁数

路線バスフィーダー系統路線の年間
実車走行距離数

運行系統別運行実績、輸送実績及び平均乗車密度算
定表

牛岐城趾公園利用延べ人数 業務月報による１年間の来園者の人数

阿南西部公園利用延べ人数 業務月報による１年間の来園者の人数

公園施設の維持管理委託団体数 維持管理委託業務団体数

ごみ排出量（一般廃棄物）
　※現状値は2015年度

資料：一般廃棄物処理基本計画

リサイクル率（再生利用量/ごみ排出
量）
　※現状値は2015年度

一般廃棄物処理基本計画
算式：再生利用量／ごみ排出量

環境保全に関する公害等苦情件数 環境保全に関する公害等の苦情受付件数の実績数

住宅セーフティネット登録戸数 住宅セーフティネット住宅情報提供システム

スマート化工事の実施戸数 住まいのスマート化支援事業補助金交付件数

基幹管路耐震化率
水道統計調査
算式：基幹管路のうち耐震適合性のある管路÷基幹
管路の総延長



％ 80.4 83.0 85.0 水道課

％ 100.0 100.0 100.0 水道課

件 229 300 300 環境保全課

施設 ー 3 3 下水道課

％ 94.6 96.0 97.0 農地整備課

件 0 0 0 環境管理課

有収率（年間総有収水量／年間総配
水量）

水道統計調査
算式：年間総有収水量÷年間総配水量

水質基準値適合率（基準値内検体数/
水質検査検体数）

水道水質検査結果
算式：基準値内検体数÷水質検査検体数

小型合併処理浄化槽設置整備事業補
助金の交付件数

阿南市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付
件数の実績数

公共下水道ストックマネジメント計
画策定施設数

阿南市公共下水道事業計画（令和元年度）

羽ノ浦農業集落排水処理施設への接
続率

羽ノ浦農業集落排水処理施設への接続件数と計画戸
数の実績値
算式：接続戸数÷計画戸数

「阿南市クリーンピュア」の運転に
おいて排水・排ガス等が管理値を超
えた件数

毎月の県への測定結果の届出件数



基本政策

分野

成果指標

現状値

2019年度 2024年度 2028年度

件 108 150 170 ふるさと未来課

日 20 25 25 商工政策課

日 5 10 10 商工政策課

人 300 700 1,500 秘書広報課

人 700 1,000 1,000 野球のまち推進課

回 ー 12 12 秘書広報課

件 2 6 8 地域共生推進課

％ 57.8 60.0 65.0 企画政策課

施設 5 8 10 行革デジタル戦略課

％ ー 100.0 ー 企画政策課

％ 91.6 90.0 90.0 財政課

件 19 36 46 行革デジタル戦略課

％ 13.0 100.0 100.0 市民生活課

％ 95.8 96.8 97.0 税務課

件 4 10 15 行革デジタル戦略課

人 0 6,000 8,000 秘書広報課

人 96,890 91,000 88,000 企画政策課

％ 94.6 95.0 96.0 地域共生推進課

阿南市総合計画2021▶2028　基本目標・成果指標（数値目標）及び実績値の根拠資料

Ⅵ　市民と共に創る持続可能なまちづくり

都市運営

指標名 単位
目標値

指標・実績値の根拠 担当課

SNS等による情報発信を通じて移住相
談につながった件数

各種移住相談会等を含む移住促進コーディネーター
が扱う相談件数

市外での物販及び観光ＰＲ日数
市外で実施した物販及び観光ＰＲの延べ参加日数
（実績）

市外でのあななん出演日数
市外での阿南市イメージアップキャラクター「あな
なん」の延べ出演日数（実績）

YouTube阿南市公式チャンネル登録者
数

YouTubeブラウザ内「阿南市公式チャンネル」チャ
ンネル登録者数

野球による交流イベントへの参加延
べ人数

市が開催する野球による交流イベントへの参加者数

「出前市長」の開催回数 出前市長実施回数

市民との協働による新たな資源及び
サービスの開発

生活支援体制整備事業を通じて開発・運営するサー
ビス（総合事業等）の数
（毎年度3月31日現在）

市民の自治体経営に対する満足度
市民意識調査
今後、アンケート調査実施予定

指定管理者導入施設数 指定管理者制度導入施設数

「第２期阿南市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」における基本目標の
達成率

総合戦略基本目標の達成率（「概ね順調」を含まな
い）

経常収支比率（会計年度任用職員分
は除く）

財政構造の弾力性を測定する比率
算式：(経常経費充当一般財源－会計年度任用職員充当一般財
源)÷(経常一般財源総額＋減収補塡債特例分＋臨時財政対策
債)×100

行政手続のオンライン化
「徳島県電子自治体共同システム電子申請サービ
ス」及び「ぴったりサービス」からの手続件数

マイナンバーカードの人口に対する
交付枚数率

マイナンバーカード交付状況（市町村用）報告

市税（現年度課税分及び滞納繰越
分）の収納率

地方財政状況調査第６表
算式：各年度の決算における収入済額÷調定済額×
100

オープンデータの件数
徳島県オープンデータポータルサイトに掲載のオー
プンデータ件数（阿南市作成分）

阿南市公式LINEの登録者数
アプリケーション「LINE」内の阿南市公式LINEアカ
ウントの友だち数

県南１市４町の圏域人口（4月1日現
在の推計人口）

徳島県の推計人口

阿南医療センターにおける医療ニー
ズの高い患者の在宅復帰率

阿南医療センターに照会
（毎年度4月1日～3月31日）


