
(4) 産業を支える人材の育成と就業の促進

①若者の職業的自立，高度で実践的な人材等の育成

H18 H19 H20 H21

［重点］
(24) 人 329 363 250 234

130 [233] [285] [337] [388] 440

Ａ Ａ Ｂ＋ Ｂ

(25) 人 553 655 490 361

281 [521] [641] [760] [880] 1,000

Ａ Ａ Ｂ Ｂ

(26) ％ 96.0 94.7 95.7 91.6

91.4 [94.3] [95.7] [97.1] [98.6] 100.0

Ａ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ

[17] ％ 98.9 99.6 96.3 96.4

97.2 [100] [100] [100] [100] 100.0

Ｂ＋ Ｂ＋ Ｃ Ｃ

(27) 人 427 477 523 556

333 [389] [417] [444] [472] 500

Ａ Ａ Ａ＋ Ａ＋

　大学生等のインターンシップの実施人数については、平成１８年度が５５３人，平成１９年度が６５５人，
平成２０年度が４９０人，平成２１年度が３６１人であり，平成１９年度まで順調に増加してきたが、平成２
０年度以降、厳しい経済情勢の影響等により実績は減少している。
　今後とも引き続き、産学官の関係者により設置した「いばらきインターンシップ推進協議会」と連携し、県
域におけるインターンシップの状況把握と関係各位が進めるインターンシップがより効率的に実施できるよう
調整を図る。

[商工企画室]

高度で実践的な人
材育成数

（政策評価書のとおり）

評価分析

大学生等のイン
ターンシップ実施
人数

インターンシップを
実施している高校
の割合

[労働政策課]

指　標　名
［担当課］

基準値
［H16］

目標値
［H22］

単位

実績値
[期待値]
評 価

[職業能力開発課]

[職業能力開発課]

[高校教育課]

ものづくりマイス
ター認定者数

新規学卒者訓練
後の就職率

　ものづくりマイスター認定者数については，認定予定者数５００人との目標に対し，平成１８年が４４人，
平成１９年が５０人，平成２０年が４６人と毎年度５０人弱を認定しており，累計で５２３人に達し，目標を
前倒しで達成している。さらに，平成２１年には３３人を認定し，累計で５５６人に達している。

　インターンシップを実施している高校の割合については，平成１８年度が９６．０％，平成１９年度が９
４．７％，平成２０年度が９５．７％，平成２１年度が９１．３％と９０％以上の数値で推移している。
　これは，各学校において，インターンシップを実施する体制が整うとともに，勤労観や職業観の育成に有意
義な教育活動であると認識できたことによるものと思われる。
　平成２１年度の状況をみると，県立高校の再編により，３年生のみ在籍している高校（磯原，北茨城，那珂
湊第一，結城第二，岩井，岩井西）や１年生のみ（（新）境），２・３年生のみ（上郷）在籍している高校で
は，インターンシップを実施する学年が在籍していないなどの理由で未実施となっているが，これら再編関係
の高校を除いた，就職希望者のいる高校すべてでインターンシップが実施されており，実質的には目標を達成
している状況と考えられる。
　今後は，生徒の職業観，勤労観を育てるといった観点からインターンシップの内容充実のため，各学校の希
望に合った受入れ企業を確保できるよう，職業能力開発課やＮＰＯ法人雇用人材協会など外部機関と連携しな
がら，インターンシップ受入れ企業の開拓を進め，各学校へ情報提供していく。

　新規学卒者訓練後の就職率については，平成１８年は９８．９％，平成１９年は９９．６％と目標値である
１００％に迫る実績となった。
　一方，平成２０年は９６．３％，平成２１年は９６．４％と，雇用情勢の悪化等により基準値に対し平成２
０年が０．９ポイント，平成２１年が０．８ポイントそれぞれ減少した。
　減少の主な要因としては，平成２０年秋の世界的金融危機以降の雇用情勢の悪化により，企業等の求人意欲
が減退しており，就職率向上に結びつかなかったことなどが考えられる。



(4) 産業を支える人材の育成と就業の促進

②若者等の就職対策と女性，高齢者，障害者雇用の促進

H18 H19 H20 H21

(28) 人 62,848 49,756 51,506 61,970

25,884 [30,589] [32,942] [35,295] [37,647] 40,000

Ａ＋ Ａ＋ Ａ＋ Ａ＋

[18] ％ 70.1 62.4 65.4 56.5

61.9 [64.6] [66.0] [67.3] [68.7] 70.0

Ａ＋ Ｂ Ｂ＋ Ｃ

(29) ％ － 64.6 － －

62.9 [65.0] [65.5] [66.0] [66.5] 67.0

－ Ｂ＋ － －
［H14］

評価分析

　就職活動における「いばらき就職・生活総合支援センター」活用人数については，平成１８年が６２，８４
８人，平成１９年が４９，７５６人，平成２０年が５１，５０６人，平成２１年が６１，９７０人であり，目
標である４０，０００人を達成できている。
　これは，平成１７年７月に若年者を対象とした「ジョブカフェ」を各センターに併設し，就職相談からキャ
リアカウンセリング，職業紹介等のワンストップサービスの機能充実により利用者が増加したことに加え，ビ
ジネスマナー・コミュニケーション能力等の各種セミナー，大学・高校等への出前セミナー・カウンセリング
等の実施による成果である。
　今後も，就職に関する対象別の効果的なセミナーや，就職決定に結びつく相談・カウンセリング゛，セン
ターやハローワークから遠方の市町村での出張相談を実施していくとともに，県のホームページや市町村広報
誌等による効果的な情報提供を行うなど，引き続き就職支援の充実に努めていく。
　　※Ｈ21.6.21から「いばらき就職・生活総合支援センター」へ改称

　離転職者職業訓練修了後の就職率については，平成１８年度は７０. １％と目標を達成したが，平成１９年
度は６２．４％，平成２０年度は６５．４％，平成２１年度は５６．５％と期待値を下回っている。
　これは，平成２０年秋の世界的金融危機以降の雇用情勢の悪化により，訓練受講応募者が大幅に増加したこ
とを受けて，訓練定員を大幅に増やすなどの対応を図ったが，景気悪化の影響により企業の求人意欲が減退し
ており，就職率向上に結びつかなかったことが要因として考えられる。
  今後も，比較的求人ニーズの旺盛な介護・福祉分野等の訓練科や定員を拡充するとともに，求人情報等の提
供を行う巡回就職支援指導員を増員して就職率の向上に努めていく。

　若年者有業率については，平成１９年が６４．６％と平成１４年の６２．９％から１．７％有業率が上昇し
た。
　これまで，いばらき就職・生活総合支援センターにおいて，キャリアカウンセラーが若年者に対し，マン
ツーマンで，就職相談から各種セミナー等の提供，職業紹介等，就職が決まるまでの一連の就職支援を行って
きた。
　また，大学等卒業予定者（既卒で未就職の者も含む）と企業が一堂に会し就職機会の拡大を促進する｢大好き
いばらき就職面接会｣の開催，企業が採用の際重視する能力を身につける「就職力ステップアップ講座」の開
催，若年者の職業意識の向上や離職防止に効果のある「インターンシップ」の推進などに取り組んでいる。
　今後も，一貫した就職活動の支援を行い，若者の就職対策を重点的に進めていく。
《参考》
  【Ｈ１４】　６２．９％（全国６１．９％）
　【Ｈ１９】　６４．６％（全国６４．１％）
※若年層有業率は，「就業構造基本調査（総務省統計局）」を元に算出。本調査は５年おきに公表される。

指　標　名
［担当課］

基準値
［H16］

目標値
［H22］

就職活動における
「いばらき就職支
援センター」活用
人数

単位

実績値
[期待値]
評 価

[労働政策課]

[職業能力開発課]

離転職者職業訓
練修了後の就職
率

若年者有業率

[労働政策課]



(4) 産業を支える人材の育成と就業の促進

②若者等の就職対策と女性，高齢者，障害者雇用の促進

H18 H19 H20 H21

評価分析指　標　名
［担当課］

基準値
［H16］

目標値
［H22］

単位

実績値
[期待値]
評 価

(30) ％ － 49.1 － － 

49.0 [51.0] [51.5] [52.0] [52.5] 53.0

［H14］ － Ｂ － Ａ＋

[19] ％ 17.9 17.8 17.1 － 

20.5 [22.4] [23.1] [23.7] [24.4] 25.0

Ｃ Ｃ Ｃ － 

［H15］

(31) 高齢者雇用率 ％ 4.6 5.7 6.7 7.3

4.0 [5.1] [6.1] [7.1] [8.0]

B B B B

(32) ％ 1.48 1.54 1.54 1.54

1.36 [1.51] [1.58] [1.65] [1.73] 1.80

Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ

（政策評価書のとおり）女性有業率

[労働政策課]

障害者雇用率

Ｈ２２
全国平均

[労働政策課]

[労働政策課]

[産業政策課]

女性起業家育成
セミナー受講者の
起業率

（政策評価書のとおり）

　障害者雇用率は，平成１９年から平成２１年まで１．５４％と横ばいにある。
　また，平成２１年は「障害者の雇用の促進等に関する法律」が定める法定雇用率１．８％を下回るととも
に，全国平均（１．６３％）を０．０９ポイント下回っている。
　このことから，障害者の雇用機会を拡大するため，茨城労働局，ハローワーク等の関係機関と連携し，前期
（１０月）・後期（２月）に障害者就職面接会を計７回開催するほか，障害者雇用への理解を促すため，県内
主要３駅における障害者雇用支援キャンペーン，障害者雇用優良事業所や優秀勤労障害者に対する知事表彰，
県内経済団体に対する雇用確保に向けての要請活動等を実施している。
　また，企業向けのセミナーを開催し，障害者に対する理解を深め，雇用の促進を図っている。

　女性起業家育成セミナー受講者の起業率については，平成１５年度から減少しており，平成１８年度が１
７．９％，平成１９年度が１７．８％, 平成２０年度が１７．１％と，基準値である２０．５％を下回ってい
る。
　理由としては，セミナー受講者が，起業する際の相談役及びビジネスパートナーとのマッチングが効率的に
図れていないことが考えられる。
　今後は，総合相談窓口運営事業やビジネスプランコンテスト開催事業等との連携による創業支援により目標
達成を目指していく。



(4) 産業を支える人材の育成と就業の促進

③農林水産業への就業促進

H18 H19 H20 H21

(33) 人 185 183 188 189

176 [201] [213] [225] [238] 250

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

目標値
［H22］

　新規就農者数については，近年は１９０人弱で推移しており，目標である年間新規就農者数の２５０人には
届かない状況にある。
  これまで，農業大学校の専修学校化による魅力付けやいばらき営農塾のコース拡充，定員枠拡大，就農コー
ディネーターの設置，県内就農相談会の回数拡大，地域就農支援協議会による就農支援体制の強化，農業法人
等での長期研修支援，実践農場の整備など新規就農者の確保に向けて各種対策の拡充を図ってきている。
　 こうした取り組みにより，新規参入者数は着実に増えてきている状況にある。
　今後とも，新規就農者の確保に向け，さらに対策の充実を図ることにより，若い世代の就農者の確保につな
げ，目標達成を目指す。

実績値
[期待値]
評 価 評価分析

[農政企画課]

指　標　名
［担当課］

単位

新規就農者数

基準値
［H16］



(5) 人・もの・情報が活発に行き交う交流空間づくり

①広域交通ネットワークの整備

H18 H19 H20 H21

［重点］
(34) 分 87 85 71 71

88 [82] [79] [76] [73] 70

Ｂ Ｂ Ａ Ａ

(35) 3,647 － － －

4,322 [4,248] [4,211] [4,174] [4,137] 4,100

Ａ＋ － － －

(36) 百万人 175 － － －

174 [177] [178] [179] [181] 182

Ｂ － － －

（政策評価書のとおり）

　道路渋滞による損失時間については， 事業の効果が現れ道路渋滞による損失時間が着実に削減し、平成１７
年には３，７８３万人時間/年と早くもＨ２２目標値である４，１００万人時間/年を下回り、平成１８年度が
３，６４７万人時間/年と，その後も着実に減少し続けている。
  平成１９年度以降、国において公表されていないため、実績値は不明である。
　今後とも更なる渋滞損失時間の削減に向けて着実な事業の進捗に努める。

　公共交通機関の旅客流動量については，平成１９年度及び２０年度の実績値が未公表のため，平成１８年度
の実績値により総括評価を行なう。
　公共交通機関の旅客流動量は，モータリゼーションの進展や少子化の進行により，公共交通の利用者は年々
減少しており，本県においても，鉄道やバス路線が相次いで廃止されるなど，公共交通を取り巻く環境は大変
厳しい状況となっている。
　今後も人口減少社会の本格的な到来により，公共交通を巡る環境はますます厳しくなっていくことが予想さ
れることから，茨城県公共交通活性化指針を踏まえ，平成１９年１０月に設立した茨城県公共交通活性化会議
（事務局：茨城県企画部企画課）を中心として，県民・地域とも連携した取り組みを進め，公共交通の利用促
進を図っていく。

基準値
［H16］

目標値
［H22］

実績値
[期待値]
評 価 評価分析

[道路建設課]

道路渋滞による損
失時間※

[企画課]

公共交通機関の
旅客流動量

万人時
間/年

県内主要都市相
互間の自動車によ
る平均移動時間
※

単位
指　標　名
［担当課］

[道路建設課]



(5) 人・もの・情報が活発に行き交う交流空間づくり

①広域交通ネットワークの整備

H18 H19 H20 H21

基準値
［H16］

目標値
［H22］

実績値
[期待値]
評 価 評価分析単位

指　標　名
［担当課］

(37) TEU 12,916 10,756 13,581 11,973

16,778 [22,852] [25,889] [28,926] [31,963] 35,000

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

　重要港湾における外貿のコンテナ取扱量については，平成１９年が１０，７５６ＴＥＵ，平成２０年が１
３，５８１ＴＥＵ,平成２１年が１１，９７３ＴＥＵと，基準値である平成１６年実績値１６，７７８ＴＥＵに
比べて減少傾向にある。
　この要因の一つとしては，当初は北米航路（月１便），韓国航路（週２便），中国航路（週１便）の定期便
が運航していたが，主要船社では船舶の大型化に伴う合理化等による寄港の削減が顕著となり，現在では，北
米航路（月１便），韓国航路（週１便）と定期便数の減少によるものがあげられる。
  また，我が国の貨物量の推移では，これまでほぼ微増をつつけてきたが，平成１９年では対前年比を下回っ
た結果となるなど，近年，世界の貿易は，中国，韓国，東南アジア諸国を中心としたアジア貿易が拡大してお
り，香港，上海，釜山，シンガポールが国際的なハブ港として確立されている。
　このように，東アジアにおける国際的な港湾間の競争が激化し、国内においては京浜港との競合など本県港
湾を取り巻く情勢は、依然として厳しい状況が続いている一方，本県港湾は，首都圏の交通の要衝に位置し、
後背地である北関東地域等には我が国を代表する荷主企業等が数多く立地している。
　これらの利点を活かしながら、今後とも産業立地推進東京本部と連携し、北関東地域等の荷主企業や船会社
へのポートセールスを積極的に展開するとともに、港湾振興協会と共同で港説明会やセミナーを開催し、本県
港湾の利便性や優位性等をアピールして、一層の利用促進と航路の充実を呼びかけていく。

《参考》我が国の取扱貨物量推移

[港湾課]

重要港湾における
外貿のコンテナ取
扱量

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

貨物量（千TEU） 13,621 13,127 13,501 14,567 14,984 15,776 16,640 16,099

前年比 0.96 1.03 1.08 1.03 1.05 1.05 0.97

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

貨物量（千TEU） 13,621 13,127 13,501 14,567 14,984 15,776 16,640 16,099

前年比 0.96 1.03 1.08 1.03 1.05 1.05 0.97

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

貨物量（千TEU） 13,621 13,127 13,501 14,567 14,984 15,776 16,640 16,099

前年比 0.96 1.03 1.08 1.03 1.05 1.05 0.97

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

貨物量（千TEU） 13,621 13,127 13,501 14,567 14,984 15,776 16,640 16,099

前年比 0.96 1.03 1.08 1.03 1.05 1.05 0.97

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

貨物量（千TEU） 13,621 13,127 13,501 14,567 14,984 15,776 16,640 16,099

前年比 0.96 1.03 1.08 1.03 1.05 1.05 0.97



(5) 人・もの・情報が活発に行き交う交流空間づくり

②観光をはじめとする交流の推進

H18 H19 H20 H21

［重点］
(38) 千人 46,206 46,875 47,885 51,525

43,040 [45,360] [46,520] [47,680] [48,840] 50,000

Ａ Ａ Ａ Ａ＋

[20] 千人 41,294 40,243 41,538 44,196

38,082 [40,221] [41,291] [42,361] [43,430] 44,500

Ａ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ

[21] 千人 4,912 6,632 6,347 7,329

4,958 [5,139] [5,229] [5,319] [5,410] 5,500

Ｃ Ａ＋ Ａ＋ Ａ＋

[22] 百万円 325,010 353,979 382,729 424,403

282,207 [310,888] [325,229] [339,569] [353,910] 368,250

Ａ Ａ Ａ＋ Ａ＋

［重点］
(39) ％ 64 65 72 73

60 [67] [70] [73] [77] 80

Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋

観光消費額

[観光物産課]

指　標　名
［担当課］

単位

年間観光客数

年間宿泊観光客
数

[観光物産課]

評価分析
基準値
［H16］

目標値
［H22］

実績値
[期待値]
評 価

本県の観光に対し
満足している観光
客の割合

年間日帰り観光客
数

[観光物産課]

（政策評価書のとおり）

（政策評価書のとおり）

　日帰り観光客数、宿泊観光客数ともに，平成２１年度は前年度に比べ大幅に増加し,目標値を上回った。
　また、観光消費額については，平成１８年度，１９年度は期待値を上回り，２０年度には目標値を達成し，
さらに上昇している。
　これらは，年間観光客数が新規施設のオープンや高速料金の休日特別割引制度の導入，北関道等の整備進展
等を要因として順調に増加していること，宿泊客の占める割合や，一人当たり観光消費額が基準時点に比べ増
加していること等の理由によるものと考えられる。
　今後は，観光振興基本計画に位置づけられた４つの「戦略プロジェクト」を推進するとともに，観光圏制度
や茨城空港を活用した広域観光の推進，効果的な広報宣伝活動等を通じて，より一層の観光客数の増加を通じ
目標達成を目指していく。

（同上）

[観光物産課]

[観光物産課]

（同上）



(5) 人・もの・情報が活発に行き交う交流空間づくり

③首都圏における新たな物流体系の構築

H18 H19 H20 H21

［重点］
(40) ％ 9.9 11.9 － －

11.0 [11.9] [12.1] [12.4] [12.7] 13.0

［H15］ Ｃ Ｂ＋ － －

評価分析
目標値
［H22］

指　標　名
［担当課］

単位
基準値
［H16］

実績値
[期待値]
評 価

首都圏における貨
物流動量のシェア

[地域計画課]

（政策評価書のとおり）



(5) 人・もの・情報が活発に行き交う交流空間づくり

④情報通信基盤を活用した利便性・快適性の高い県民生活の実現

H18 H19 H20 H21

(41) ％ 45.8 49.9 52.9 55.5

33.6 [41.7] [45.8] [49.8] [53.9] 57.9

Ａ Ａ Ａ Ａ

(42) ％ 34.0 34.2 34.2 34.2

1.3 [68.5] [76.7] [80.0] [80.0] 80.0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

指　標　名
［担当課］

単位
基準値
［H16］ 評価分析

目標値
［H22］

実績値
[期待値]
評 価

ブロードバンド契
約数世帯比率

県申請等手続きの
オンライン化率

[情報政策課]

[情報政策課]

　安価で高性能な光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス（ＦＴＴＨ）などブロードバンドサービ
ス提供エリアの拡大及びサービス内容の充実を要因として，ブロードバンド契約数世帯比率は順調に伸びてき
ている。
　また，平成２２年３月末の本県契約数世帯率５５．５％は，全国２３番目に位置する値であり，平成１８年
度末の全国２４番目から順調に伸びている。
　なお，県内の８市町村おいては，国の平成２１年度補正予算を活用して，光ファイバー網の整備を進めてお
り，平成２２年度末までには，これまでブロードバンドサービスが未提供であった地域へもサービス提供が図
られる見込みであることから，県内のほぼ全世帯がブロードバンドサービスを利用可能となる状況である。

　県への申請・届出等手続のオンライン化は，平成１５年度に策定した実施計画に基づき進めてきたが，平成
２０年度,２１年度については，添付書類が電子化されていないことや，事前協議が必要であるといった課題が
ある手続きが多く，単純にオンライン化しただけでは利用される見込みが低いため，オンライン化に係る課題
整理を実施した。
　平成２１年度からは，業務プロセス，添付書類の廃止等事務の見直しについて手続所管課との調整を行って
おり，今後，利用の見込める手続のオンライン化を進めていく。



(6) いばらきブランドの確立

①農林水産物など個々のブランド力の向上や地域ブランドの育成，情報発信によるいばらきブランドの確立

H18 H19 H20 H21

(43) ％ 15.4 20.0 － 20.5

19.0 [26.0] [30.0] [33.0] [37.0] 40.0

Ｃ Ｂ － Ｂ

(44) 店 328 353 369 373

209 [239] [255] [270] [285] 350

Ａ Ａ＋ Ａ＋ Ａ＋

指　標　名
［担当課］

単位

実績値
[期待値]
評 価 評価分析

基準値
［H16］

目標値
［H22］

首都圏において茨
城県に好印象を
持っている人の割
合

[広報広聴課]

[畜産課]

常陸牛の販売指
定店数

　首都圏において本県に好印象を持っている人の割合は，平成２０年の実績値が未公表のため，平成１８年，
１９年，２１年の３ヵ年の実績値により総括評価を行なう。
　県に好印象を持っている人の割合は，計画初年である平成１６年には１９.０％であったが，翌年の平成１７
年には１８.７％（前年比▲０.３％），平成１８年には１５.４％（前年比▲３.３％）と２年連続で低下し
た。その後，平成１９年には２０.０％（前年比４.６％），平成２１年には２０.５％（前年比０．５％）と上
昇に転じ，「つくば」や「常陸牛」など，これまで継続して取り組んできた個々の地域資源のブランド化の成
果が徐々にではあるが，現れてきているといえる。
　平成２２年までに４０.０％を達成することは厳しい状況となっているものの，４年間の総括としては，「メ
ロン」，「コシヒカリ」，「常陸牛」などによる農産物のブランド化，「つくばスタイル」や「いばらきさと
やま生活」による地域のブランド化，フィルムコミッション活動を通じた情報発信等，各分野でのブランド化
が進んだことにより，着実にイメージの向上が図られてきている。さらに，常陸牛では生産者や販売指定店数
が増加し，また，（株）東洋経済新報社が全国の市を対象に実施している「住みよさランキング」（２００９
年）では，守谷市が全国第４位となるなど，各分野において県内外からの評価が高まり，地域の活性化にもつ
ながっており，一定の成果を得ている。
　しかしながら，これらの取組が県全体のイメージ向上に結びついていないのが現状である。茨城空港の開港
や北関東自動車道の開通など交流圏が拡大するのにあわせ，今後は，ターゲットの明確化や消費者ニーズの把
握など，戦略的，効果的な取組を展開し，県内外からの興味や関心を高め，親しみへとつなげ，県全体のイ
メージ向上に努めることとする。また，各分野での継続的な取組や県民を含めた関係者が一丸となった取組を
進めるとともに，情報発信力の強化に努め，目標達成を目指していく。

  常陸牛の販売指定店舗数については，常陸牛の知名度の向上に伴い、基準値年の平成１６年に２０９店舗で
あった指定店は，順調に増え続け目標であった３００店舗を平成１８年に達成し，その後も増加を続けて平成
２２年３月末時点で３７３店舗まで増加した。
　これは,常陸牛販売指定店の増加という明確な目標のもとに関係機関が一致団結し，販売促進専門員を設置す
るなど協会の推進体制強化と併せた効果的なＰＲを実施するとともに､茨城の顔となる農産物として「コシヒカ
リ」「メロン」「常陸牛」の３品目を位置づけて農林水産部や茨城県としてＰＲを推進してきた結果である。
　また，常陸牛の生産頭数も着実に増え続け平成１７年度には２，６３５頭であったものが,平成１８年度には
３，８４９頭，１９年度には４，１９２頭，２０年度には４，７０８頭，２１年度には４，８４４頭と順調に
増加し，指定店数の増加に対応した供給が可能となったことも流通関係者や販売店から信頼を得られた大きな
要因である。
　今後とも常陸牛の更なる知名度向上を図り，全国的にも知られるブランドを目指すため，これまでの取り組
みを継続しつつ，より美味しい牛肉づくりや生産履歴情報の公開推進など他銘柄との差別化，需要に応じた生
産拡大，市場ニーズに対応できる生産体制づくり，生産者の意識改革などを推進していく。



(6) いばらきブランドの確立

①農林水産物など個々のブランド力の向上や地域ブランドの育成，情報発信によるいばらきブランドの確立

H18 H19 H20 H21

指　標　名
［担当課］

単位

実績値
[期待値]
評 価 評価分析

基準値
［H16］

目標値
［H22］

(45) 件 916 1,226 1,527 1,787

342 [728] [921] [1,114] [1,307] 1,500

Ａ Ａ Ａ＋ Ａ＋

[23] 千件 3,840 3,462 3,635 3,526

3,803 [4,369] [4,652] [4,934] [5,217] 5,500

Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ

[地域計画課]

ロケ誘致作品数

県ホームページア
クセス数

[広報広聴課]

　ロケ誘致を拡大するため，ホームページのロケ適地情報の拡充など，製作会社等への情報提供の強化に努め
るほか，全県的なロケ支援体制の確立を図るため，市町村におけるフィルムコミッションの設立を促進してき
たところである。
　その結果，１３市町（平成２２年３月末現在）において，フィルムコミッションが設立された。さらに，こ
れらフィルムコミッションを設立した市町及び設立を検討する市とともに，県フィルムコミッション等協議会
を設立し，県内ＦＣ等の連携の強化により，更なるロケ誘致の拡大，ロケ支援の充実強化を図ることとした。
　こうした取り組みや豊富なロケ資源が映像制作者に高く評価され，ロケ誘致作品数は順調に伸びてきてお
り，平成20年度には，ロケ誘致件数は，目標値を上回った。
  なお，県（いばらきＦＣ）が支援したロケ作品数は，平成１７年度から２０年度において，全国第一位と
なっている。

　県ホームページのアクセス数については，トップページのアクセス数を指標としてきたが，近年検索エンジ
ンを利用しての県のサイトにたどり着く利用者が増加しており，特に本県では，平成１８年度に県ホームペー
ジに掲載されている情報が的確に検索されるように，タイトルのつけ方や検索のためのキーワードの最適化を
図った結果，トップページを入り口として入ってくる利用者の割合（入り口率）が下がってきている（トップ
ページの入り口率は１０.７％）。
　なお，サイト全体の閲覧数については，平成１７年度から平成２１年度までの１月当たりのアクセス数は増
加傾向にあり，トップページへのアクセス数は減少傾向にあるものの，県のサイト全体へのアクセス数は増え
ている。
　県のサイトは約４８,０００以上のページがあり，それらが全て入り口になることから，全てのページを最適
化し，魅力のある情報を提供し，サイト全体の閲覧数が伸びていくような対策をとる必要がある。


