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第４期石狩市総合計画 戦略計画の施策体系 

将来像 ５つのめざすまちのテーマ 施策項目 
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テーマ１ 

「安全・安心・快適なまち」 

(1)道路網の整備 

(2)除排雪対策の充実 

(3)公共交通環境の充実 

(4)情報通信環境の充実 

(5)上・下水道の整備 

(6)住宅・住環境の整備 

(7)消防・防災体制の 

充実 

(8)生活安全・交通安全 

対策の充実 

(9)消費者対策の推進 

テーマ２ 

「健康でしあわせに 

暮らすまち」 

(1)保健・医療の充実 

(2)高齢者福祉の充実 

(3)子育て支援の充実 

(4)障がい者福祉の充実 

(5)地域福祉の充実 

(6)社会保障の充実 

テーマ３ 

「元気で活力あるまち」 

(1)農林業の振興 

(2)水産業の振興 

(3)商工業の振興と 

創業・起業の促進 

(4)観光の振興 

(5)石狩湾新港地域の 

振興 

(6)雇用・勤労者対策の 

推進 

テーマ４ 

「豊かな自然を守り育て 

活かすまち」 

(1)環境施策の推進 

(2)公園・緑地・水辺の 

整備 

(3)資源循環型社会の 

実現 

(4)景観づくりの推進 

テーマ５ 

「心豊かに学び 

いきいきと活動するまち」 

(1)生涯学習の推進 

(2)学校教育の充実 

(3)青少年の健全育成 

(4)芸術・文化の振興 

(5)スポーツ・レクリ 

エーションの振興 

(6)国内・国際交流の 

推進 

 

 

３つの原則 

原則１ 

「健全な行財政運営」 

(1)財政基盤の強化 

(2)行政経営の改善 

(3)広域行政の適切な活用 

原則２ 

「一人ひとりが主人公」 

(1)まちづくりへの市民参画・協働 

(2)情報公開と情報共有の推進 

(3)男女共同参画の推進と人権の 

尊重 

原則３ 

「地域の輝きを大切に」 

(1)個性ある地域の発展 

(2)コミュニティ活動の維持・強化 

(3)適切・計画的な土地利用 
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成果指標について 

 

 

本市には、今後取り組んでいかなければならない課題が各分野にあります。 

しかし、財源や人、施設などの行政資源は限られています。そこで、これらの行政資

源を課題対応のために有効に活用するとともに、市民にわかりやすい行政運営を行うた

め、本計画の進行管理には「行政評価」の手法を導入します。 

このため、本計画では施策の目標を数値などで示し、市民を起点とした成果重視の視

点からこの戦略計画を作成し、これを基軸に市政を推進します。 

 

 

 

 

○指標の名称 施策がめざす市の姿の達成度を計る指標です。 

 

○実績    指標の現状の数値です。 

       ※指標数値が斜体のものは、市民アンケート調査の 

        結果です。 

 

○目標    指標の目標年度のめざすべき数値です。 

統計データや「市民アンケート調査（満足度評価）」等 

を基に設定します。 

 指標の種類により、次の２つのパターンがあります。 

 ①方向性や満足度を矢印で示すパターン 

 「 ↗」･･･数値の増加をめざす 

 「 ↘」･･･数値の減少をめざす 

 ②数値で示すパターン 

 

 

 

 

 

 
 

  


