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まち・ひと・しごと創生総合戦略成果指標一覧

実績 実績 実績 策定時と 目標値

２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

1
就業者数

（国勢調査）
91,966人
（2010年）

92,479人 ― ― ―
92,000人
（2020年）

※国勢調査の数値のため、実績
はありません。

企画情報課

2
製造業の従業者数
（工業統計調査）

41,421人
（2014年）

41,635人 46,797人 ― ―
41,421人

（2019年度）
※2017年度分は2018年8月頃公
表予定です。

企画情報課

重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

3
設備投資額

（償却資産申告）
756億円

（2013、14年平均）
1,17１億円 903億円 1,079億円 ↗ 756億円 資産税課

重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

4
創業者数
（単年度）

（総合計画№22）

81人
（2013年度）

103人 113人 128人 ↗ 97人 商工課

重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

5 新たな工業団地の造成 ― ― ― ― → 20ha 商工課

重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

6
農地の利用権設定率

（総合計画№18）
52%

（2014年度）
54.7% 56.9% 58.7% ↗ 60% 農務課

　　施策１　ものづくり産業を中心とする地元産業の振興

基本目標１　ものづくり産業の強みを伸ばしつつ、産業の多様化にも取り組む

指標 策定時の値 備考 担当課

策定時の値 備考 担当課

策定時の値 備考 担当課

　　施策２　創業支援

策定時の値 備考 担当課

　　施策３　企業誘致

策定時の値 備考 担当課

　　施策４　稼げる農業の育成・振興



重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

7
中心市街地歩行者通行量

（総合計画No.21）
3,366人

（2014年度）
3,123人 3,630人 4,358人 ↗ 3,800人 商工課

実績 実績 実績 策定時と 目標値

２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

8
0～9歳の転出超過数

（住民基本台帳）
135人／年

（2012～14年平均）
203人／年 114人／年 144人／年 ↘ 67人以下／年

（5年間平均）

（今後の方針）
地価の安い地域への転出傾向は
依然として続いています。地価に
ふさわしい魅力あるまちづくりを進
めるとともに、ニーズに見合った
宅地供給に努めます。

企画情報課

9 安城市を住みよいと感じる人の割合
91.2%

（2015年度）
91.2% ― 91.5% ↗ 91% 企画情報課

重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

10
新設住宅戸数

（住宅着工統計）
1,461戸／年

（2011～14年度平均）
1,589戸／年 1,636戸／年 1,589戸／年 ↗ 7,305戸／5年 企画情報課

11
名古屋市への転出超過数

（住民基本台帳）
50人／年

（2012～14年平均）
175人／年 18人／年 81人/年 ↘ 25人以下／年

（5年間平均）

（今後の方針）
新幹線駅等鉄道駅を有する強み
をいかし、名古屋駅周辺の就業者
の居住地として選択されるまちづ
くりを進めます。

企画情報課

重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

12
歴史・文化に愛着や誇りを感じる市民の割合

(総合計画№40)
38.3%

（2015年度）
38.3% ― 39.2% ↗ 42% 文化振興課

重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

13
観光入込客数

(総合計画No.23)
227万人
（2014年）

252万人 257万人 284万人 ↗ 260万人 商工課

策定時の値 備考 担当課

　　施策５　魅力ある商業の振興

策定時の値 備考 担当課

基本目標２　住みたい・住み続けたいまちになる

指標 策定時の値 備考 担当課

　　施策１　転出抑制と転入者の受け皿としての住宅供給

策定時の値 備考 担当課

　　施策２　豊かで暮らしやすい生活を実現できるイメージを定着させる

　　施策３　交流人口の拡大と市民のまちに対する愛着・誇りの醸成 

策定時の値 備考 担当課



実績 実績 実績 策定時と 目標値

２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

14
合計特殊出生率
（住民基本台帳）

1.69
（2013年）

1.72 1.74 ― ―
1.80人

（2025年）
※2017年度は2018年9月公表予
定です。

企画情報課

15
第3子以降の出生数

（愛知県衛生年報［第6表］）
268人／年
（2013年）

289人 254人 262人 ↘ 268人以上／年
（5年間平均）

（今後の方針）
引き続き安心して産み育てられる
環境の整備に努めます。

企画情報課

16
25～39歳の女性就業率

（国勢調査）
63.5%

（2010年）
62.9% ― ― ― 66.9%

※国勢調査の数値のため、実績
はありません。

企画情報課

重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

17 支援した交流イベントの参加者数 ― ― 90人 24人 ↗ 200人/年 生涯学習課

18 セミナーなどの実施回数
１回/年

（2015年度）
1回 5回 1回 → 2回/年 生涯学習課

重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

19
この地域で子育てをしたいと思う親の割合

（健やか親子２１）
91.1%

（2014年度全国平均）
― 97.5% 97.2% ↗ 93% 健康推進課

策定時の値 備考 担当課

基本目標３　生涯のライフプランを描けるまちになる

指標 策定時の値 備考 担当課

　　施策１　結婚支援

策定時の値 備考 担当課

　　施策２　出産及び子育て支援の充実



重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

20
授業は楽しく分かりやすいと答える児童生徒の割合

（総合計画No.48）
80%

（2014年度）
82.1% 82.3% 83.9% ↗ 85% 学校教育課

重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

21
児童クラブの学年拡大

(総合計画No.46)
3年生まで

（2014年度）
3年生まで

4年生までを
21校で実施

4年生までを
21校で実施

5,6年生を13校
で実施

↗ 全学年 子育て支援課

22 子育て中の人の仕事がしやすい環境が整っていると思う人の割合
27.7%

（2015年度）
27.7% ― 37.3% ↗ 30% 企画情報課

23 女性の再就職支援セミナーに参加し、就職できた人数 ― 5人 3人 ― ― 5人/年
※2017年度は（平成30年1月22日
にセミナーを実施）2018年7月にア
ンケート予定のため、実績まだ未
確定です。

商工課

実績 実績 実績 策定時と 目標値

２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

24
健康であると感じている人の割合

（総合計画No.1）
70.7%

（2012年度）
― ― 69.9% ↘ 73%

（今後の方針）
第2次健康日本21安城計画を推進
し、地域全体で健康への意識が高ま
り、市民一人ひとりが主体的に健康
づくりに取り組むことができるよう、健
康マイレージ事業や健康測定会等を
実施し、健康づくりに取り組むきっか
けとなる様々な機会を提供していき
ます。

健康推進課

　　施策３　教育環境の向上

策定時の値 備考 担当課

　　施策４　雇用・就労支援・女性の働き場所・仕事と家庭の両立が実現可能な労働環境を創出

策定時の値 備考 担当課

基本目標４　健幸に暮らせるまちになる

指標 策定時の値 備考 担当課



重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

25
1日に30分以上歩く人の割合

（総合計画No.2）
49.8%

（2015年度）
49.8% ― 54.5% ↗ 52% 健康推進課

26
成人の週1回以上のスポーツ実施率

（総合計画No.4）
45.1%

（2015年度）
45.1% ― 48.6% ↗ 48% スポーツ課

重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

27
BMI（肥満度）が標準の人の割合

（総合計画No.3）
68.5%

（2014年度）
68.5% 68.4% 67.4% ↘ 71%

（今後の方針）
男性の肥満者の割合が増えてい
ます。
第2次健康日本21安城計画を推
進し、特定健康診査や特定保健
指導、健康マイレージ事業、健康
測定会等を通じて、自身の適正体
重を意識し、食生活や運動習慣
の見直しを促すよう働きかけてい
きます。

健康推進課

重要業績評価指標 実績 実績 実績 策定時と 目標値

（ＫＰＩ） ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 比べて ２０１９年度

再掲
中心市街地歩行者通行量［再掲］

（総合計画No.21）
3,366人

（2014年度）
3,123人 3,630人 4,358人 ↗ 3,800人 商工課

28
通勤通学以外における安城市内の

移動手段の内、自家用車以外の割合
17.1%

（2014年度）
― ― 20.7% ↗ 18% 環境都市推進課

29
中心市街地拠点施設を核として実施される、
様々な団体との協働・連携による企画実施数

― ― ― 654企画／年 ↗ 120企画／年 アンフォーレ課

　　施策１　きっかけづくり

　　施策３　まちづくり

策定時の値 備考 担当課

策定時の値 備考 担当課

　　施策２　しくみづくり

策定時の値 備考 担当課


