
２． 住みよいいばらきづくり
(1) 安心な暮らしを支える保健・福祉・医療の充実

①結婚・出産・育児に夢や希望の持てる環境づくり

H18 H19 H20 H21

［重点］
(46) 人 308308308308 415415415415 448448448448 530530530530

－－－－ [300] [600] [900] [1,200] 1,5001,5001,5001,500

ＡＡＡＡ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋

［重点］
(47) 人 357357357357 469469469469 284284284284 396396396396

277277277277 [185] [139] [92] [46] 0000

ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ

［重点］
(48) ％ 77.077.077.077.0 81.881.881.881.8 81.881.881.881.8 81.881.881.881.8

61.361.361.361.3 [74.2] [80.7] [87.1] [93.6] 100.0100.0100.0100.0

ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋

［重点］
(49) か所 441441441441 466466466466 520520520520 583583583583

377377377377 [417] [437] [456] [476] 496496496496

ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ＋ Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ＋

［重点］
[24] ％ 8.08.08.08.0 －－－－ 9.69.69.69.6 ----

6.06.06.06.0 [12.8] [19.6] [26.4] [33.2] 40.040.040.040.0

［［［［HHHH17171717］］］］ ＢＢＢＢ －－－－ ＢＢＢＢ ----

［重点］
[25] ％ 31.831.831.831.8 34.134.134.134.1 34.134.134.134.1 43.243.243.243.2

32.332.332.332.3 [54.9] [66.2] [77.4] [88.7] 100.0100.0100.0100.0

ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

（再掲）
(30) ％ －－－－ 49.149.149.149.1 －－－－ ----

49.049.049.049.0 [51.0] [51.5] [52.0] [52.5] 53.053.053.053.0

［［［［HHHH14141414］］］］ －－－－ ＢＢＢＢ －－－－ ----[労働政策課]

指　標　名
［担当課］

マリッジサポーター数

保育所の待機児童数※

[子ども家庭課]

[子ども家庭課]

女性有業率

[子ども家庭課]

基準値基準値基準値基準値
［H16］

目標値目標値目標値目標値
［H22］

単位

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価 評価分析評価分析評価分析評価分析

ファミリー・サポート・センター
事業，子育てサポーター派遣
事業の実施市町村割合

[子ども家庭課]

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））児童と赤ちゃんのふれあい交
流促進事業を実施している市
町村割合

経済的支援実施企業割合

[子ども家庭課]

放課後児童クラブ設置数

[子ども家庭課]

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

（（（（再掲再掲再掲再掲のためのためのためのため省略省略省略省略））））

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））



(1) 安心な暮らしを支える保健・福祉・医療の充実

②高齢者の健康づくり

H18 H19 H20 H21

［重点］
(50) 人 976976976976 1,6781,6781,6781,678 2,3712,3712,3712,371 3,1603,1603,1603,160

29292929 [1,493] [2,225] [2,956] [3,688] 4,4204,4204,4204,420

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋

指　標　名
［担当課］

目標値目標値目標値目標値
［H22］

単位

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価 評価分析評価分析評価分析評価分析

基準値基準値基準値基準値
［H16］

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

[保健予防課]

シルバーリハビリ
体操３級指導士数



(1) 安心な暮らしを支える保健・福祉・医療の充実

③高齢者の生きがいづくり

H18 H19 H20 H21

（再掲）
(31) 高齢者雇用率 ％ 4.64.64.64.6 5.75.75.75.7 6.76.76.76.7 7.37.37.37.3

4.04.04.04.0 [5.1] [6.1] [7.1] [8.0]

BBBB BBBB BBBB BBBB

[労働政策課]

単位
指　標　名
［担当課］

基準値基準値基準値基準値
［H16］

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

目標値目標値目標値目標値
［H22］

ＨＨＨＨ２２２２２２２２
全国平均全国平均全国平均全国平均

評価分析評価分析評価分析評価分析



(1) 安心な暮らしを支える保健・福祉・医療の充実

④高齢者が要介護状態になってもサービスを受けられる環境づくり

H18 H19 H20 H21

(51) 人 10,57110,57110,57110,571 11,38511,38511,38511,385 12,13212,13212,13212,132 －－－－

8,7518,7518,7518,751 [11,126] [12,313] [13,500] [13,333] ----

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ －－－－

[26] 人 2,3002,3002,3002,300 2,3532,3532,3532,353 2,4922,4922,4922,492 2,5132,5132,5132,513

1,7281,7281,7281,728 [1,819] [1,864] [1,909] [1,955] 2,0002,0002,0002,000

Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ＋ Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ＋ Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ＋ Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ＋

［重点］
[27] 人 92929292 192192192192 279279279279 428428428428

0000 [60] [120] [180] [240] 300300300300

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ＋

指　標　名
［担当課］

基準値基準値基準値基準値
［H16］

目標値目標値目標値目標値
［H22］

単位

認知症介護アドバ
イザー数

[長寿福祉課]

３級ホームヘル
パー数

  介護支援専門員数については，平成１８年４月の介護保険制度の改正により，居宅介護支援事業所の介護支
援専門員１人当たりの標準担当件数が引き下げされたこと等から，各事業所において介護支援専門員の増員が
図られたため，大幅に増加し，目標を達成している。
　しかしながら，市町村などから介護予防支援を担当する専門員が不足しているといった声もあることから，
　１　｢介護支援専門員実務研修受講試験｣の実施広報をインターネットの活用や市町村広報への掲載等積極的
　　　に行うことで，受験者数の増加を図る。
　２　実務に従事していない介護支援専門員に対して実務未経験者用介護支援専門員更新研修の実施を通知し
　　　介護支援専門員としての実務従事を促す。
対応をとることで，問題を解消し，目標達成を目指していく。

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

[長寿福祉課]

介護支援専門員
数

[長寿福祉課]

  ３級ホームヘルパー数については，平成１８年～平成２０年においては，増加しておらず，伸び悩む結果と
なった。県では市町村や市町村社会福祉協議会の職員を対象とした研修会の開催やリーフレットの配布を行っ
てきたが，参加する市町村や市町村社会福祉協議会の数が増加していないこともあり，養成研修修了者数の増
加には結びつかなかった。
　なお，平成２０年度末での訪問介護員養成研修3級課程の廃止にともない，平成２１年４月より「茨城県地域
介護ヘルパー養成研修」を創設した。これにより，平成２０年度まで実施してきた「県民３級ヘルパー受講推
進運動」の趣旨を引継ぎ，助け合い，支え合う地域社会づくりを進める地域のボランティアを養成するととも
に，家族介護の質の向上を図ることを目的とした「茨城県地域介護ヘルパー受講推進運動」を開始した。
 「茨城県地域介護ヘルパー受講推進運動」においては，参加団体の増加が修了者数の増加に結びつくというこ
こ３年間の反省を生かし，これまで以上に参加市町村・市町村社会福祉協議会の増加に重点を置き，市町村・
市町村社会福祉協議会等への事業説明会における周知の徹底を図り，目標達成を目指していく。

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価 評価分析評価分析評価分析評価分析



(1) 安心な暮らしを支える保健・福祉・医療の充実

④高齢者が要介護状態になってもサービスを受けられる環境づくり

H18 H19 H20 H21

指　標　名
［担当課］

基準値基準値基準値基準値
［H16］

目標値目標値目標値目標値
［H22］

単位

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価 評価分析評価分析評価分析評価分析

(52) か所 42424242 55555555 57575757 59595959

0000 [48] [66] [76] [83] 100100100100

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋

[28] 床 19,82419,82419,82419,824 20,13020,13020,13020,130 20,71020,71020,71020,710 21,49221,49221,49221,492 H23目標値

17,30817,30817,30817,308 [20,755] [21,761] [22,876] [22,054] 23,41923,41923,41923,419

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋

[長寿福祉課]

介護保険施設ベッ
ド数

H20目標値
22,876

[長寿福祉課]

地域包括支援セン
ター数

　地域包括支援センター数については，平成１８年度の介護保険制度の改正により，高齢者の保健医療の向上
及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に，市町村が責任主体となり地域包括支援センターが設置され
ることとなった。
　平成１８年４月に３３市町村（３８センター)からスタートし，平成１９年度中には全市町村に設置（５６セ
ンター）され，現在（５９センター）に至っている。
　今後も地域支援事業交付金による運営費の助成や，センター職員の研修の実施などを通じて，地域包括支援
センターの整備及び機能の充実・強化を図っていく。

　介護保険施設ベッド数については，特別養護老人ホーム，介護老人保健施設等の介護保険施設が，これまで
ほぼ計画どおりに整備が進んできたが，目標達成には至らなかった。
　今後とも，特別養護老人ホームの新設や増築等に対し，補助事業などを活用しながら，計画的な整備を進め
ていく。
　また，介護療養型医療施設については，平成２３年度に廃止が決定したことを受け，今後は介護老人保健施
設等への転換を図り，高齢者プラン２１の目標の達成を目指していく。



(1) 安心な暮らしを支える保健・福祉・医療の充実

⑤障害者が自立し安心して暮らせる地域づくり

H18 H19 H20 H21

（再掲）
(32) 障害者雇用率 ％ 1.481.481.481.48 1.541.541.541.54 1.541.541.541.54 1.541.541.541.54

1.361.361.361.36 [1.51] [1.58] [1.65] [1.73] 1.801.801.801.80

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ ＢＢＢＢ

[29] か所 2222 3333 5555 7777

2222 [3] [3] [3] [4] 4444

ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ＋ Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ＋

基準値基準値基準値基準値
［H16］

目標値目標値目標値目標値
［H22］

単位

[労働政策課]

[労働政策課]

障害者就業・生活
支援センター設置
数

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価

指　標　名
［担当課］

評価分析評価分析評価分析評価分析

（（（（再掲再掲再掲再掲のためのためのためのため省略省略省略省略））））

　障害者就業・生活支援センターは，障害者の就労面と生活面の一体となったきめ細かな支援を行うため，厚
生労働省の指針等や茨城県障害福祉計画に基づき，県内９つの障害福祉圏域に各１センターずつ設置すること
となっている。
　各圏域の設置状況は以下のとおりであり，平成２２年度は新たに古河・坂東障害福祉圏域を加え，計８セン
ターを設置したところである。
　・平成１４年度：水戸障害福祉圏域
　・平成１６年度：筑西・下妻障害福祉圏域
　・平成１９年度：土浦障害福祉圏域
　・平成２０年度：取手・竜ヶ崎障害福祉圏域，鹿行障害福祉圏域
　・平成２１年度：つくば障害福祉圏域，常陸太田・ひたちなか障害福祉圏域
　残る日立障害福祉圏域についても，地域における支援ニーズや地域バランスを踏まえてセンターを設置して
いく予定である。



(1) 安心な暮らしを支える保健・福祉・医療の充実

⑥生涯にわたる健康づくり

H18 H19 H20 H21

(53) ％ 74.074.074.074.0 －－－－ －－－－ －－－－

73.873.873.873.8 [78.6] [80.2] [81.8] [83.4] 85.085.085.085.0

ＢＢＢＢ －－－－ －－－－ －－－－
［［［［HHHH15151515］］］］

［重点］
(54) 健康診断受診率 ％ 64.164.164.164.1 －－－－ －－－－ －－－－

64.864.864.864.8 [71.3] [73.5] [75.7] [77.8] 80.080.080.080.0

［［［［HHHH15151515］］］］ ＣＣＣＣ －－－－ －－－－ －－－－

[30] ％ 41.141.141.141.1 －－－－ －－－－ －－－－

35.935.935.935.9 [41.9] [44.0] [46.0] [48.0] 50.050.050.050.0

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ －－－－ －－－－ －－－－
［［［［HHHH15151515］］］］

指　標　名
［担当課］

定期的に運動をし
ている県民の割合

自分は健康だと
思っている県民の
割合

基準値基準値基準値基準値
［H16］

目標値目標値目標値目標値
［H22］

単位

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価 評価分析評価分析評価分析評価分析

[保健予防課]

[保健予防課]

[保健予防課]

  自分は健康だと思っている県民の割合をみると，平成１８年度と平成１５年度の比較では，０.２ポイント増
となっている。年代別にみると，７０歳代が２.２ポイント増と最も増加している。
　健康づくりのためには，まず健康に関心を持つことが重要であるが，平成１８年度のメタボリックシンド
ローム（内臓脂肪型症候群）の調査では，４０～７４歳の県民の「男性の２人に１人」，「女性の６人に１
人」が，該当者及び予備群という状況にある。
　このため，平成２０年度からは，さらなる生活習慣病予防対策の推進と県民の積極的な健康づくりへの取組
みを支援するため改定した「健康いばらき２１プラン」に基づき，ヘルシーメニューの提供や栄養成分表示を
行う「健康づくり支援店」登録制度の普及，食育推進大会の開催等による食生活の改善，ウォーキングの日の
設定・ウォーキング大会の開催，21年度には大型商業施設における健康づくりキャンペーンの実施，運動習慣
づくりの推奨，禁煙支援等のたばこ対策などを，関係機関等と連携のもと，県民総ぐるみの健康づくり運動と
して展開している。
　なお，当プランでは，平成２４年度までの数値目標を定めており，当指標もその数値目標の一つである。平
成２２年度に，目標の達成状況を把握し中間評価を行うこととしており，引き続き，当プランに基づき，県民
の健康づくりを積極的に推進していく。

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

  定期的に運動をしている県民の割合は，平成１８年度は平成１５年度より５.２ポイント増加している。年齢
別では，１０歳代が最も増加が大きく，次いで６０歳代となっている。
　平成１５年度と平成１８年度の比較からすると，定期的に運動をしている県民の割合は増加しているもの
の，平成１８年度のメタボリックシンドローム（内臓脂肪型症候群）の調査では，４０～７４歳の県民の「男
性の２人に１人」，「女性の６人に１人」が，該当者及び予備群という状況にある。
　このため，平成２０年度からは，さらなる生活習慣病予防対策の推進と県民の積極的な健康づくりへの取組
みを支援するため改定した「健康いばらき２１プラン」に基づき，ヘルシーメニューの提供や栄養成分表示を
行う「健康づくり支援店」登録制度の普及，食育推進大会の開催等による食生活の改善，ウォーキングの日の
設定・ウォーキング大会の開催，21年度には大型商業施設における健康づくりキャンペーンの実施，運動習慣
づくりの推奨，禁煙支援等のたばこ対策などを，関係機関等と連携のもと，県民総ぐるみの健康づくり運動と
して展開している。
　なお，当プランでは，平成２４年度までの数値目標を定めており，当指標もその数値目標の一つである。平
成２２年度に，目標の達成状況を把握し中間評価を行うこととしており，引き続き，当プランに基づき，県民
の健康づくりを積極的に推進していく。



(1) 安心な暮らしを支える保健・福祉・医療の充実

⑥生涯にわたる健康づくり

H18 H19 H20 H21

指　標　名
［担当課］

基準値基準値基準値基準値
［H16］

目標値目標値目標値目標値
［H22］

単位

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価 評価分析評価分析評価分析評価分析

[31] ％ －－－－ 30.730.730.730.7 －－－－ －－－－

29.429.429.429.4 [27.5] [26.9] [26.3] [25.6] 25.025.025.025.0

－－－－ ＣＣＣＣ －－－－ －－－－
［［［［HHHH15151515］］］］

％ －－－－ 29.429.429.429.4 －－－－ －－－－

24.724.724.724.7 [22.7] [22.0] [21.3] [20.7] 20.020.020.020.0

［［［［HHHH15151515］］］］ －－－－ ＣＣＣＣ －－－－ －－－－

肥満者（ＢＭＩ≧
25）の割合※
（男20～60代）

[保健予防課]

（同上）肥満者（ＢＭＩ≧
25）の割合※
（女40～60代）

[保健予防課]

　肥満者の割合は，平成１５年度と平成１９年度の結果から１.３％増加してきている。平成１９年度のメタボ
リックシンドローム（内臓脂肪型症候群）の調査では，４０～７４歳の県民の「男性の２人に１人」，「女性
の６人に１人」が，該当者及び予備群という状況にある。
　このため，平成２０年度からは，さらなる生活習慣病予防対策の推進と県民の積極的な健康づくりへの取組
みを支援するため改定した「健康いばらき２１プラン」に基づき，ヘルシーメニューの提供や栄養成分表示を
行う「健康づくり支援店」登録制度の普及，食育推進大会の開催等による食生活の改善，ウォーキングの日の
設定・ウォーキング大会の開催，21年度には大型商業施設における健康づくりキャンペーンの実施，運動習慣
づくりの推奨，禁煙支援等のたばこ対策などを，関係機関等と連携のもと，県民総ぐるみの健康づくり運動と
して展開している。
　なお，当プランでは，平成２４年度までの数値目標を定めており，当指標もその数値目標の一つである。平
成２２年度に，目標の達成状況を把握し中間評価を行うこととしており，引き続き，当プランに基づき，県民
の健康づくりを積極的に推進していく。



(1) 安心な暮らしを支える保健・福祉・医療の充実

⑦感染症の脅威からの安全確保

H18 H19 H20 H21

［重点］
(55) 床 2,5002,5002,5002,500 2,5002,5002,5002,500 2,5052,5052,5052,505 2,6602,6602,6602,660

200200200200 [1,133] [1,600] [2,067] [2,533] 3,0003,0003,0003,000

ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

[保健予防課]

感染症患者受入
れ病床数

指　標　名
［担当課］

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価 評価分析評価分析評価分析評価分析

基準値基準値基準値基準値
［H16］

目標値目標値目標値目標値
［H22］

単位

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））



(1) 安心な暮らしを支える保健・福祉・医療の充実

⑧保健医療従事者の育成と救急医療・救命医療体制の整備

H18 H19 H20 H21

［重点］
(56) 人 4,6094,6094,6094,609 －－－－ 4,8054,8054,8054,805 －－－－

4,4834,4834,4834,483 [4,742] [4,871] [5,000] [0] 5,0005,0005,0005,000

ＢＢＢＢ －－－－ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ －－－－ [H20] [H20] [H20] [H20] 

［重点］
(57) 人 24,25324,25324,25324,253 －－－－ 25,64625,64625,64625,646 －－－－

22,61922,61922,61922,619 [26,841] [27,628] [28,216] [28,711] 29,18929,18929,18929,189

ＢＢＢＢ －－－－ ＢＢＢＢ －－－－

[32] 人 333333333333 396396396396 464464464464 －－－－
244244244244 [422] [511] [600] [0] 600600600600

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ －－－－
[H20] [H20] [H20] [H20] 

[33] 人 549549549549 628628628628 704704704704 －－－－
389389389389 [645] [772] [900] [0] 900900900900

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ －－－－
[H20] [H20] [H20] [H20] 

[34] ％ 67.167.167.167.1 71.471.471.471.4 75.975.975.975.9 86.486.486.486.4

54.654.654.654.6 [63.7] [72.8] [81.8] [90.9] 100.0100.0100.0100.0

ＡＡＡＡ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋
［［［［HHHH17171717］］］］

[消防防災課]

救急救命士配置
率

　救急救命士については，(財)救急振興財団が設置する研修所等へ計画的に救急隊員を派遣することにより養
成に努めてきたところであり，救急救命士の救急隊への配置率は，平成１８年度の６７.１％から平成２１年度
には８６．４％と着実に向上している。
　目標年度（平成２２年度）までに，全ての救急隊が常時運用するために必要な救急救命士数を確保するため
には，更なる養成の強化に取り組む必要がある。このため，目標達成を目指し，救急振興財団研修枠の増大に
努めるととともに，新規採用等も含めた市町村における救急救命士の確保についての働きかけを強化しなが
ら，目標達成を目指していく。

[医療対策課]

評価分析評価分析評価分析評価分析

　理学療法士数は，県立医療大学をはじめ民間の養成施設における理学療法士の養成により，理学療法士の本
県の病院における従事者数は，４６５人（Ｈ１７）→５４９人（H１８）→６２８人（H１９）→７０４人（Ｈ
２０）と着実に増加している。一方，人口１０万人当たりの従事者数は，理学療法士２３．７人（全国３０．
３人）と全国平均を下回っている。そのため，引き続き，県立の養成施設である県立医療大学並びに同大学院
において高度専門的知識を有する理学療法士等の養成を図るとともに，民間の養成施設や関係団体・機関と連
携しながら安定的な確保に努め，目標達成を目指していく。

　作業療法士数は，県立医療大学をはじめ民間の養成施設における作業療法士の養成により，作業療法士の本
県の病院における従事者数は，２９９人（H１７）→３３３人（H１８)→３９６人（H１９）→４６４人（Ｈ２
０）と着実に増加している。一方，人口１０万人当たりの従事者数は，作業療法士１５．６人（全国１９．２
人）と全国平均を下回っている。そのため，引き続き，県立の養成施設である県立医療大学並びに同大学院に
おいて高度専門的知識を有する作業療法士等の養成を図るとともに，民間の養成施設や関係団体・機関と連携
しながら安定的な確保に努め，目標達成を目指していく。

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

基準値基準値基準値基準値
［H16］

目標値目標値目標値目標値
［H22］

単位

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価

指　標　名
［担当課］

理学療法士数

[医療対策課]

[医療対策課]

医師数

就業看護職員数

[医療対策課]

作業療法士数



(2) 平穏で安全に暮らせる社会づくり

①犯罪に強い地域社会づくり

H18 H19 H20 H21

［重点］
(58) ％ 64.264.264.264.2 64.864.864.864.8 59.759.759.759.7 49.549.549.549.5

66.666.666.666.6 [64.3] [62.0] [59.6] [57.3] 55.055.055.055.0

［［［［HHHH17171717］］］］ ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ＋

治安の悪化を感じ
ている県民の割合
※

評価分析評価分析評価分析評価分析

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

[警務課]

指　標　名
［担当課］

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価

目標値目標値目標値目標値
［H22］

単位
基準値基準値基準値基準値
［H16］



(2) 平穏で安全に暮らせる社会づくり

②交通安全対策

H18 H19 H20 H21

［重点］
(59) 人 239239239239 178178178178 210210210210 199199199199

278278278278 [262] [247] [231] [216] 200200200200

［［［［HHHH17171717］］］］ ＡＡＡＡ Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ＋ ＡＡＡＡ Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ＋

評価分析評価分析評価分析評価分析

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価

指　標　名
［担当課］

基準値基準値基準値基準値
［H16］

単位
目標値目標値目標値目標値
［H22］

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））県内交通事故死
者数※

[交通企画課]



(2) 平穏で安全に暮らせる社会づくり

③安全な消費生活の確保

H18 H19 H20 H21

(60) ％ 51.351.351.351.3 50.350.350.350.3 54.054.054.054.0 59.359.359.359.3

44.844.844.844.8 [51.5] [54.9] [58.3] [61.6] 65.065.065.065.0

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋

市町村消費生活
相談受付割合

[生活文化課]

基準値基準値基準値基準値
［H16］

目標値目標値目標値目標値
［H22］

単位

　住民が身近なところで消費生活相談が受けられる市町村消費生活センターは，平成１８年度から平成２０年
度までの間に１１市町村に設置され，平成２０年度までに県内の２８市町村で設置された。市町村消費生活相
談受付割合は，平成１８年度が５１.３％，平成１９年度が５０.３％，平成２０年度が５４.０％と市町村消費
生活センター設置数の増加とともに高くなっている。
　また，平成２１年度からの３年間を本県消費者行政の強化期間として，「茨城県消費者行政活性化基金」に
より市町村の消費生活センター等相談窓口の整備促進を図っており，平成２２年４月１日現在で，３８市町村
において消費生活センターが設置された。
　今後は，市町村における消費生活センター等相談窓口の周知を積極的に働きかけ，市町村の受付割合を高め
ていきたい。
　更には，相談員に対する研修会の実施や相談員が弁護士から助言を受ける機会を設けるなど，相談員の資質
向上も図り，目標達成に取り組んでいく。

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価 評価分析評価分析評価分析評価分析指　標　名

［担当課］



(2) 平穏で安全に暮らせる社会づくり

④食の安全の確保

H18 H19 H20 H21

(61) 件 20202020 11111111 27272727 22222222

16161616 [14] [13] [12] [11] 10101010

ＣＣＣＣ ＡＡＡＡ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ

(62) 件 319319319319 340340340340 382382382382 410410410410

267267267267 [345] [384] [422] [461] 500500500500

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋

[生活衛生課]

ＨＡＣＣＰシステム
導入食品製造業
施設数

[生活衛生課]

基準値基準値基準値基準値
［H16］

食中毒発生件数
※

目標値目標値目標値目標値
［H22］

単位
指　標　名
［担当課］

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価 評価分析評価分析評価分析評価分析

　ＨＡＣＣＰシステム導入食品製造業施設数については，平成１８年度３１９件，平成１９年度３４０件，平
成２０年度３８２件，平成２１年度４１０件と年々着実に増加している。これは，国の「総合衛生管理製造過
程承認制度」，県の「いばらきハサップ認証制度」，及び県食品衛生協会が実施する「ハサップ普及促進事
業」などの導入に向けた取組みの成果である。
　今後とも，優れた食品衛生管理の手法であるＨＡＣＣＰシステムの普及促進のため，国や県食品衛生協会と
連携し，その導入を積極的に推進し，目標達成を目指していく。

　食中毒発生件数については，平成１８年は２０件発生したが，平成１９年には１１件と半減し，ほぼ目標値
に達した。しかし，平成２０年は２７件と急増し，平成２１年は２２件と，前年比－５件であった。
　平成２１年に発生した食中毒の特徴は，ノロウイルスによる食中毒が１３件（前年比＋９件）と急増したこ
とである。このうちの大部分は，営業施設における食品取扱者がノロウイルスを保有していたことが原因であ
ると推定されているため，今後とも，食品取扱者の衛生管理及び衛生的な食品の取扱いを徹底していく。さら
に，家庭における山野草などによる食中毒予防のため，消費者に対する正確な情報の提供を促進するなど，総
合的な安全対策を講じることで，目標達成を目指していく。



(2) 平穏で安全に暮らせる社会づくり

⑤災害に迅速かつ的確に対応できる体制の整備と県土の保全対策

H18 H19 H20 H21

［重点］
(63) ％ 56.856.856.856.8 57.657.657.657.6 58.958.958.958.9 59.459.459.459.4

55.155.155.155.1 [58.4] [60.1] [61.7] [63.4] 65.065.065.065.0

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋

［重点］
(64) ％ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－

－－－－ [75] [77] [78] [79] 80808080

－－－－ －－－－ －－－－ －－－－

(65) ％ 55.555.555.555.5 56.056.056.056.0 56.256.256.256.2 56.456.456.456.4

54.954.954.954.9 [55.5] [55.8] [56.1] [56.4] 56.756.756.756.7

ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

［重点］
(66) ％ 10101010 －－－－ 11111111 －－－－

0000 [20] [40] [60] [80] 100100100100

Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋Ｂ＋ －－－－ ＢＢＢＢ －－－－

指　標　名
［担当課］

自主防災組織の
組織率

[消防防災課]

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価 評価分析評価分析評価分析評価分析

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

　河川改修率については，平成１８年が５５．５％，平成１９年が５６．０％，平成２０年が５６.２％と，実績値
が期待値を上回っており，順調に推移している。
　平成２２年の達成見込みについては，目標値である整備率５６．７％に対し，過去１０年間の実績に基づく平均
的な伸び率（単年度平均０．３１％）と同様に推移した場合には５６．８２％となり，目標達成するものと見込ま
れる。
　 しかしながら，最小伸び率の０．２％という実績があるため，事業投資の仕方によっては整備率が伸び悩む恐れ
があるため，効果的な投資によって目標達成を見込むものである。
　《参考》
　　　○過去１０年間における整備率の伸び率は３．１％。単年度平均で０．３１％
　　　○単年度における最小の伸び率は０．２％，
　　　○単年度における最大の伸び率は０．５％である。

基準値基準値基準値基準値
［H16］

単位

国民保護計画に
ついての県民の
周知度

[危機管理室]

[建築指導課]

住宅の耐震化率

[河川課]

河川改修率

目標値目標値目標値目標値
［H22］

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

53.4 % 53.7 % 54.0 % 54.2 % 54.5 % 54.9 % 55.1 % 55.5 % 56.0 % 56.2 % 56.4 %
(0.3) % (0.3) % (0.2) % (0.3) % (0.4) % (0.2) % (0.4) % (0.5) % (0.2) % (0.2) % (0.30) %

河川改修率の実績値
H19 H20 H21 平均H15 H16 H17 H18H11 H12 H13 H14



(2) 平穏で安全に暮らせる社会づくり

⑥原子力安全体制の確立

H18 H19 H20 H21

［重点］
(67) 件 1111 4444 2222 2222

1111 [0] [0] [0] [0] 0000

ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ

原子力施設にお
けるﾋｭ-ﾏﾝｴﾗｰ(誤
操作等)による事
故・故障の発生件
数※

単位

[原子力安全対策課]

目標値目標値目標値目標値
［H22］ 評価分析評価分析評価分析評価分析

（（（（政策評価書政策評価書政策評価書政策評価書のとおりのとおりのとおりのとおり））））

指　標　名
［担当課］

基準値基準値基準値基準値
［H16］

実績値実績値実績値実績値
[期待値]
評 価評 価評 価評 価


