
前期基本計画取り組み結果前期基本計画取り組み結果前期基本計画取り組み結果前期基本計画取り組み結果    

後期基本計画の後期基本計画の後期基本計画の後期基本計画の取り組み状況取り組み状況取り組み状況取り組み状況とととと目標達成見込みの説明目標達成見込みの説明目標達成見込みの説明目標達成見込みの説明    
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政策政策政策政策 0000６６６６    市民協働によるまちづくり市民協働によるまちづくり市民協働によるまちづくり市民協働によるまちづくり    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

施策施策施策施策 0000６６６６‐‐‐‐0000１１１１    自助・互助・公助のまちづくり自助・互助・公助のまちづくり自助・互助・公助のまちづくり自助・互助・公助のまちづくり    

目的目的目的目的    
自治会を中心にコミュニティ活動が活発に行われるとともに、市民・自治会・ＮＰＯ・ボラン

ティア・行政が協働してまちづくりを進めます。 

対象対象対象対象    市民、自治会、NPO、ボランティア、行政 

成果指標成果指標成果指標成果指標    
（（（（施策施策施策施策の目的達成度を示す指標）の目的達成度を示す指標）の目的達成度を示す指標）の目的達成度を示す指標）    

後期後期後期後期基準値基準値基準値基準値    

（平（平（平（平 19191919 年度）年度）年度）年度）    
現状値現状値現状値現状値    

（平（平（平（平 22222222 年度）年度）年度）年度）    

見込値見込値見込値見込値    

((((平平平平 25252525 年度年度年度年度))))    

後期目標値後期目標値後期目標値後期目標値    

（平（平（平（平 25252525 年度）年度）年度）年度）    

自治会・NPO・ボランティア等の

活動によって、お互いに支え合ってい

ると感じる市民割合(%) 

26.6 (H21)30.1 31.0 Ａ 

 

基本事業基本事業基本事業基本事業 0000６６６６----0000１１１１----0000１１１１    コミュニテイ活動の支援と連携コミュニテイ活動の支援と連携コミュニテイ活動の支援と連携コミュニテイ活動の支援と連携    

目的目的目的目的    
市民が自治会活動に積極的に参加し、地域住民の協働意識と連帯感を高め、コミュニティ活動を

活発にします。 

対象対象対象対象    市民、自治会 

成果成果成果成果

指標指標指標指標    

自治会活動に参加している市

民割合(%) 後期後期後期後期    

基準値基準値基準値基準値    

((((平平平平 19)19)19)19)    

63.6 
現状値現状値現状値現状値    

((((平平平平 22)22)22)22)    

(H21) 

67.4 見込値見込値見込値見込値    

((((平平平平 25)25)25)25) 

68.0 Ａ 
後期後期後期後期目標目標目標目標    

((((平平平平 25)25)25)25)    

 

自治会の協働テーマの取組

数(件) 
497 529 550 Ａ 550 

基本事業基本事業基本事業基本事業 0000６６６６----0000１１１１----02020202    市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体の支援と相互連携の支援と相互連携の支援と相互連携の支援と相互連携    

目的目的目的目的    
ＮＰＯやボランティアをはじめとした市民活動に関わる人材や団体を支援するとともに、自治

会・市民活動団体・行政が相互に連携しながら、市民協働によるまちづくりを行います。 

対象対象対象対象    市民、自治会、NPO、ボランティア、行政 

成果成果成果成果

指標指標指標指標 

ＮＰＯやボランティアをは

じめとした、市民活動団体の

活動に参加している市民割

合(%) 
後期後期後期後期    

基準値基準値基準値基準値    

((((平平平平 19)19)19)19)    

9.8 

現状値現状値現状値現状値    

((((平平平平 22)22)22)22)    

(H21) 

11.2 

見込値見込値見込値見込値    

((((平平平平 25)25)25)25) 

12.0 Ａ 

後後後後期目標期目標期目標期目標    

((((平平平平 25)25)25)25)    

 

江別市と市民活動団体等の

協働事業数(件) 
98 115 118 Ａ 110 

自治会と市民活動団体等と

の連携事業数(事業、累計) 

前期 4 年 

27 
27 

後期 5 年 

28 
Ｂ 

後期 5 年 

30 

施策成果指標の推移 

 地域のコミュニティ活動を活発化し、市民協働

によるまちづくりの実現に向け、自治会活動を中

心としたコミュニティ活動やボランティア、ＮＰ

Ｏなどの市民活動団体への支援と連携を進め、市

民が主体のまちづくりを進めてきました。 

しかしながら前期成果指標である「自治会活動

を通じ、地域で支えあっていると感じている市民

割合」及び「ボランティア・ＮＰＯ活動を行って

いる市民割合」は横ばいで推移しており、市全体

への広がりが課題となりました。 

■ボランティア・ＮＰＯ活動を行っている市民割合(％) 

(前期指標) 

26 

●自治会・ＮＰＯ・ボランティア等の活動によって、お

互いに支えあっていると感じる市民割合(％)  

自治会によるコミュニティ活動は、加入率が伸び悩んでいるものの、資源回収事業などを通じ

て多数の市民が自治会活動に参加しており、また、防犯・防災などへの関心の高まりを背景に自

治会活動の意義が見直されているとともに、市の補助事業や研修会開催等を通じた啓発により協

働テーマの取組が増加しつつあることなどから、後期目標を達成できる見込みです。 

NPO やボランティアなどの市民活動団体の活動は、団体数の増加に伴って市民の理解が進み、

市民の参加も増加しているほか、市の補助事業・委託事業を通じて市との協働や自治会との連携

を働きかけており、概ね後期目標を達成できる見込みです。 

施策の成果指標である「自治会・NPO・ボランティア等の活動によって、お互いに支え合って

いると感じる市民割合」については、基本事業の成果指標がいずれも目標を達成する見込みであ

ること、また防犯・防災活動などを通じて自治会の意義を認識する機会が増えていることから、

後期目標を達成できる見込みです。 

後期基準年度 

（％） 

Ａ：達成見込み、Ｂ：おおむね達成見込み、Ｃ：達成困難

新総新総新総新総合計画策定合計画策定合計画策定合計画策定用・第５次総計用・第５次総計用・第５次総計用・第５次総計進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び達成達成達成達成見込見込見込見込    



前期基本計画取り組み結果前期基本計画取り組み結果前期基本計画取り組み結果前期基本計画取り組み結果    

後期基本計画の後期基本計画の後期基本計画の後期基本計画の取り組み状況取り組み状況取り組み状況取り組み状況とととと目標達成見込みの説明目標達成見込みの説明目標達成見込みの説明目標達成見込みの説明    
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政策政策政策政策 0000６６６６    市民協働によるまちづくり市民協働によるまちづくり市民協働によるまちづくり市民協働によるまちづくり    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

施策施策施策施策 0000６６６６‐‐‐‐0000２２２２    男女共同参画社会の形成男女共同参画社会の形成男女共同参画社会の形成男女共同参画社会の形成    

目的目的目的目的    
家庭・地域・職場や行政において性別役割分担意識や男女不平等意識の解消を図り、女性の社

会進出を促進します。 

対象対象対象対象    家庭、地域、職場、行政 

成果指標成果指標成果指標成果指標    
（（（（施策施策施策施策の目的達成度を示す指標）の目的達成度を示す指標）の目的達成度を示す指標）の目的達成度を示す指標）    

後期後期後期後期基準値基準値基準値基準値    

（平（平（平（平 19191919 年度）年度）年度）年度）    
現状値現状値現状値現状値    

（平（平（平（平 22222222 年度）年度）年度）年度）    

見込値見込値見込値見込値    

（平（平（平（平 25252525 年度）年度）年度）年度）    

後期目標値後期目標値後期目標値後期目標値    

（平（平（平（平 25252525 年度）年度）年度）年度）    

家庭・地域で男女が不平等だと思

う市民割合(%) 
45.7 (H21)51.8 45.0 Ａ 

 

基本事業基本事業基本事業基本事業 0000６６６６----0000２２２２----0000１１１１    男女平等意識の確立男女平等意識の確立男女平等意識の確立男女平等意識の確立    

目的目的目的目的    
社会的性別（ジェンダー)の視点の定着を図り、さまざまな場面で男女の固定的役割分担意識を

なくし、男女平等の社会的コンセンサスを形成します。 

対象対象対象対象    家庭、職場、地域、行政 

成果成果成果成果

指標指標指標指標    

家庭生活の中で男女平等であ

ると思う市民割合(%) 後期後期後期後期    

基準値基準値基準値基準値    

((((平平平平 19)19)19)19)    

36.2 
現状値現状値現状値現状値    

((((平平平平 22)22)22)22)    

(H21) 

37.3 見込値見込値見込値見込値    

((((平平平平 25)25)25)25) 

41.0 Ｂ 
後期目標後期目標後期目標後期目標    

((((平平平平 25)25)25)25)    

 

職場・職業で男女平等である

と思う市民割合(%) 
19.8 

(H21) 

18.9 
28.0 Ｂ 

 

基本事業基本事業基本事業基本事業 0000６６６６----0000２２２２----02020202    女性の社会参画の推進女性の社会参画の推進女性の社会参画の推進女性の社会参画の推進    

目的目的目的目的    
女性が働くための環境づくりや行政への女性の参加を促進するとともに、家庭や地域等さまざま

な場面において、女性の社会参画を促進します。 

対象対象対象対象    家庭、職場、地域、行政 

成果成果成果成果

指標指標指標指標 

女性が社会参画していると思

う市民割合(%) 後期後期後期後期    

基準値基準値基準値基準値    

((((平平平平 19)19)19)19)    

51.5 

現状値現状値現状値現状値    

((((平平平平 22)22)22)22)    

(H21) 

51.5 
見込値見込値見込値見込値    

((((平平平平 25)25)25)25) 

53.0 Ｂ 

後後後後期目標期目標期目標期目標    

((((平平平平 25)25)25)25)    

 

女性の審議会等登用割合(%) 24.3 24.0 35.0 Ｂ 40.0 

施策成果指標の推移 

 さまざまな場面で性別により固定された役割分

担意識をなくし、男女平等意識を醸成するととも

に、女性の働く環境づくりや社会参画を促してきま

した。 

 この結果、成果指標の推移では、男女共同に対す

る意識が社会全体として高まりを見せ、「家庭・地

域で男女が不平等だと思う市民割合」は、平成 16

年に大きく減少し、その後は緩やかながらも減少が

みられます。 

●家庭・地域で男女が不平等だと思う市民割合(%) 

27 

 平成 21 年 3 月に「江別市男女共同参画を推進するための条例」を制定し、これに合わせて「江別市

男女共同参画基本計画(2002 年策定)」の見直しを行い、「江別市男女共同参画基本計画（2009 年改訂

版）」を策定しました。 

 「江別市男女共同参画基本計画（2009 年改訂版）」で示された４つの基本目標と１４の基本方向、３

４の施策に基づき、講演会やセミナーの開催、出前講座等による啓発活動をはじめ、家庭生活と他の活

動との両立支援など、今後とも男女共同参画社会の実現に向けた様々な取り組みを積極的に推進するこ

とにより、施策及び基本事業ともに成果指標の後期目標はおおむね達成できると考えています。 

 

後期基準年度 

（％） 

Ａ：達成見込み、Ｂ：おおむね達成見込み、Ｃ：達成困難

新総新総新総新総合計画策定合計画策定合計画策定合計画策定用・第５次総計用・第５次総計用・第５次総計用・第５次総計進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び達成達成達成達成見込見込見込見込    



前期基本計画取り組み結果前期基本計画取り組み結果前期基本計画取り組み結果前期基本計画取り組み結果    

後期基本計画の後期基本計画の後期基本計画の後期基本計画の取り組み状況取り組み状況取り組み状況取り組み状況とととと目標達成見込みの説明目標達成見込みの説明目標達成見込みの説明目標達成見込みの説明    
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政策政策政策政策 0000６６６６    市民協働によるまちづくり市民協働によるまちづくり市民協働によるまちづくり市民協働によるまちづくり    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

        

        
        

        

 

施策施策施策施策 0000６６６６‐‐‐‐0000３３３３    国内・国際交流の推進国内・国際交流の推進国内・国際交流の推進国内・国際交流の推進    

目的目的目的目的    
友好都市などとの交流により、国内の郷土や歴史の違いの相互理解を進めるとともに、姉妹都

市や市内在住の外国人などとの交流により、外国との文化、言葉の違いを理解し、誰もが快適に
暮らせる地域を目指します。 

対象対象対象対象    市民、市内居住外国人 

成果指標成果指標成果指標成果指標    
（（（（施策施策施策施策の目的達成度を示す指標）の目的達成度を示す指標）の目的達成度を示す指標）の目的達成度を示す指標）    

後期後期後期後期基準値基準値基準値基準値    

（平（平（平（平 19191919 年度）年度）年度）年度）    
現状値現状値現状値現状値    

（平（平（平（平 22222222 年度年度年度年度））））    

見込値見込値見込値見込値    

（平（平（平（平 25252525 年度）年度）年度）年度）    

後期目標値後期目標値後期目標値後期目標値    

（平（平（平（平 25252525 年度）年度）年度）年度）    

外国のことを理解し、お互いの歴

史や風土を尊重して交流できる市

民割合(%) 

16.9 (H21)18.9 20.0 A 

 

土佐市やグレシャム市が友好姉

妹都市であると知っている市民割

合(％) 

- (H21)83.6 85.0 B 

、 

基本事業基本事業基本事業基本事業 0000６６６６----0000３３３３----0000１１１１    人材・団体の育成人材・団体の育成人材・団体の育成人材・団体の育成    

目的目的目的目的    国際感覚を持ち、外国人と良好なコミュニケーションが図れる人材や団体を育成します。 

対象対象対象対象    市民、市内通勤通学者 

成果成果成果成果

指標指標指標指標    

外国人とコミュニケーショ

ンが出来る人の割合(%) 後後後後期期期期    

基準値基準値基準値基準値    

((((平平平平 19)19)19)19)    

10.2 
現状値現状値現状値現状値    

((((平平平平 22)22)22)22)    

(H21) 

12.1 見込値見込値見込値見込値    

((((平平平平 25)25)25)25) 

14.0 A 
後期目標後期目標後期目標後期目標    

((((平平平平 25)25)25)25)    

 

国際交流団体の登録者数

(人) 
317 294 294 C 370 

基本事業基本事業基本事業基本事業 0000６６６６----0000３３３３----02020202    在住外国人への情報提供の充実在住外国人への情報提供の充実在住外国人への情報提供の充実在住外国人への情報提供の充実    

目的目的目的目的    
言葉や生活習慣の違いによる支障やトラブル、不安を解消し、誰もが安心して暮らせる街にしま

す。 

対象対象対象対象    外国人 

成果成果成果成果

指標指標指標指標 

外国語による情報媒体提供

件数(件) 後期後期後期後期    

基準値基準値基準値基準値    

((((平平平平 19)19)19)19)    

17 

現状値現状値現状値現状値    

((((平平平平 22)22)22)22)    

16 

見込値見込値見込値見込値    

((((平平平平 22225)5)5)5) 

20 A 

後後後後期目標期目標期目標期目標    

((((平平平平 25)25)25)25)    

20 

外国人相談によって問題が

解決した割合(%) 
100.0 100.0 100.0 A 100.0 

基本事業基本事業基本事業基本事業 0000６６６６----0000３３３３----0000３３３３    異文化交流の推進異文化交流の推進異文化交流の推進異文化交流の推進    

目的目的目的目的    様々な国や人、地域と触れ合い、相互の文化や歴史を理解する人材を育成します。 

対象対象対象対象    市民、市内通勤通学者 

成果成果成果成果

指標指標指標指標    

友好都市との交流者数(人) 

後期後期後期後期    

基準値基準値基準値基準値    

((((平平平平 19)19)19)19)    

1,752 

現状値現状値現状値現状値    

((((平平平平 22)22)22)22)    

1,871

見込値見込値見込値見込値    

((((平平平平 25)25)25)25) 

1,850 A 

後後後後期目標期目標期目標期目標    

((((平平平平 25)25)25)25)    

1,800 

世界市民の集いなど交流イ

ベントの参加者数(人) 
813 713 860 B 880 

社会人向け外国語講座の参

加者数(人) 
225 239 240 B 270 

施策成果指標の推移 

 国内外の多様な文化を受け入れ、コミュニケー

ションを深めるため、外国人とコミュニケーショ

ンできる人材を育成し、異なる文化と交流する場

を設けてきました。また、外国人が安心して住め

るように、情報の提供に努めてきました。 

いっぽう小中学校でも英語教育や国際交流の

取り組みが進み、市民的広がりの芽が育ちつつあ

りますが、施策の成果指標である「外国のことを

理解し、お互いの歴史や風土を尊重して交流でき

る市民割合」は概ね横ばいとなっています。 

 

●外国のことを理解し、お互いの歴史や風土を尊

重して交流できる市民割合(%) 

28 

国際センターや国際交流員、都市提携委員会の活動などを通じて、異文化交流を図るとともに、

異文化に対する理解や語学力、コミュニケーション力を高める取り組みを行っています。 

また、各学校においては、英語教育の充実のほか、姉妹都市や友好都市との相互交流などを通じ、

多くの児童生徒が異文化を肌で体験するなど、お互いの言葉や文化を理解できる人材の育成に努め

ています。 

こうした取り組みにより、施策及び基本事業の成果指標として設定した各項目については、おお

むね後期目標を達成できると考えています。しかし、景気の低迷やブームの沈静化と言った社会環

境の変化もあり、基本事業の成果指標の「国際交流団体の登録者数」については、Ｈ２１年度以降

低下傾向にあり、後期目標値の達成は難しい状況にあることから、引き続き国際センターと協力し

合いながら、人材や団体の育成などに取り組んでいきます。 

後期基準年度 

（％） 

Ａ：達成見込み、Ｂ：おおむね達成見込み、Ｃ：達成困難

■土佐市やグレシャム市が友好姉妹都市である

と知っている市民割合(%) 
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