
○　施策目標
政策 施策 成果指標 ＫＰＩ 単位 Ｈ26実績値 Ｈ28実績値 目標値※

小学校保護者の満足度 ％ 76.3 → 80.0

中学校保護者の満足度 ％ 66.4 → 70.0

小学校英語活動事業
英語活動に進んで参加する
児童の割合

％ 81.0 86.0 85.0

幼稚園英語活動事業 英語活動の時間数 時間 0 年3 隔週

放課後学習の時間数 時間 0 週1 週1

ＴＴ授業の時間数 時間 0 週11 週11

郷土を愛する心を養う授業の実
施時間数

時間 年8 年13 年10

阿波市の特産物を知っている割
合

％
平成23年実績値

64.4
→ 100

肥満傾向の児童の割合小学校５
年生

％
男子13.47
女子12.12

男子15.1
女子11.4

男子10.0
女子 8.5

１２歳児の肥満度割合 ％
平成20年実績値

17.3
13.1 10.0

小学校保護者の参加割合 ％ 90.5 → 95.0

中学校保護者の参加割合 ％ 81.2 → 85.0

農産物％ 40.0 48.2 57.0

米％ 100 100 100

1-7　幼・小・中・高等学校
の連携強化

小中連携・小中一貫教育の推進
乗り入れ授業や授業交流の実施
回数

回 年1 年1 年2

普通教室へのエアコン設置率 ％ 12.0 12.0 100

市民アンケート調査による満足
度

％
平成22年
30.3

→ 60.0

学校でのタブレットパソコンに
よる情報教育の推進

ＩＣＴを活用した授業の時間数 時間 年300 年980 年800

2-1　生涯学習施策の体系化
生涯学習の振興施策の市民
満足度

満足度 ％ 44.8 → 50.0

図書館利用者 利用者数 人 169,782 181,300 172,000

図書館蔵書 蔵書数 冊 297,720 308,899 325,000

図書館貸出 冊数 冊 272,055 290,473 275,000

講座数 講座 20 21 25

登録者数 人 2,453 2,591 2,500

3-1　スポーツ振興施策の体
系化

スポーツの振興施策の市民
満足度

満足度 ％ 46.3 → 50.0

クラブ数 団体 2 3 3

会員数 人 180 324 350

阿波シティーマラソン魅力向上 ランネットによる総合評価 点 90.4 86.8 93

市外運動部の受入れ 合宿の受入れ件数 件 0 0 5

芸術文化の振興施策の市民
満足度

満足度 ％ 38.9 → 50.0

芸術・文化団体活動数 団体活動数 団体 155 158 158

4-3　文化財の保存・活用 市指定文化財数（累計） 文化財数 件 50 51 56

4-4　歴史館等の整備充実・
有効利用

歴史館展示室入場者 入館者数 人 825 455 1,100

5-1　青少年の健全育成の推
進

青少年の健全育成施策の市民
満足度

満足度 ％ 34.4 → 50.0

5-2　家庭の教育の向上 正しい生活リズムの定着
朝食摂取状況（ほぼ毎日食べ
る）

％
小・中学生

93.1
→ 100

5-3　青少年の体験・交流活
動の充実

体験活動参加 参加人数 人 322 395 600

団数 団体 36 38 37

会員数 人 867 683 870

会数 団体 74 69 75

会員数 人 1,385 1235 1,390

6
他者を尊重する心が育
つ、平和で豊かな社会
づくり
（人権教育）

6-1　人権教育・啓発の推進 人権啓発事業 参加数 人 1,475 3,947 1,560

交流活動施策の市民満足度 満足度 ％ 25.2 → 50.0

幼稚園英語活動事業（再掲） 英語活動の時間数 時間 0 年3 隔週

開催回数 回
年156

（4教室）
年141

（4教室）
年156

（4教室）

参加実人数 人 73 67 100

中国語・韓国語教室 参加実人数 人 韓国語　19 韓国語18 30

 ※「目標値」は、阿波市教育振興計画（後期計画）の計画期間最終年度となる平成32年度の目標として定められている数値です。

阿波市第１次教育振興計画（後期計画）における重要施策の業績評価指標一覧

1
食育を基盤にした、
知・徳・体の調和のと
れた生き抜く力の育成
（学校教育）

1-1　生きる力の育成を重視
した教育内容の充実

学校教育に対する満足度

学力向上推進講師派遣事業

郷土を愛する心を養う教育の
推進

子ども体力アップ事業

1-2　家庭や地域との連携・
協同

学校行事・PTA活動などに参加して
いる割合

1-6　学校給食の充実
学校給食における地産地消推進
事業

農産物の地産地消率（重量ベー
ス）

1--8　学校施設の整備

学校教育環境の整備・推進事業

2
主体性を尊重し、人間
性と創造性を発揮する
環境づくり
（生涯学習）

2-2　生涯学習関連施設の整
備充実・機能強化

2-3　生涯学習プログラムの
整備・提供

生涯学習講座数

3
健康で気力あふれる人
が育つスポーツ環境づ
くり　　　　　（ス
ポーツ振興）

3-3　スポーツ団体・指導者
の育成

総合型地域スポーツクラブ数

3-4　幅広いスポーツ活動の
普及促進

4
郷土を愛する心と創造
力が育つ、新しい歴史
と伝統を生みだす環境
づくり
（芸術・文化振興）

4-1　芸術・文化団体の育成

7
国際感覚豊かな人が育
つ環境づくり
（国際交流）

7-1　国際感覚豊かな人材の
育成と国際交流活動

英会話教室

5
生命の尊重と真摯に生
きる力が育つ環境づく
り　　　　　　　（青
少年健全育成）

5-4　青少年団体、リーダー
の育成

スポーツ少年団数

子ども会数


