
３． 人が輝くいばらきづくり

(1) 未来を担う人づくり

①社会全体の教育力の向上

H18 H19 H20 H21

(84) 千人 2,430 2,542 3,561 2,584

1,326 [1,884] [2,163] [2,442] [2,721] 3,000

Ａ Ａ Ａ＋ Ｂ＋

［重点］
(85) ％ 42.0 44.0 45.0 43.0

41.0 [47.0] [51.0] [54.0] [57.0] 60.0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

「いばらき教育月
間」における事業
参加者数（延べ
数）

[生涯学習課]

家庭でほとんど毎
日（週に４日以上）
お手伝いをしてい
る小学校１年生の
割合

[生涯学習課]

指　標　名
［担当課］

　「いばらき教育の日・教育月間」における事業参加者数については，平成１８年度が２，４３０千人，平成
１９年度が２，５４２千人，平成２０年度が３，５６１千人（国民文化祭の参加者１，２２０千人を含む。）
と，様々な取組に多くの県民が参加しており，その参加者は年々増加してきたが，平成２１年度は新型インフ
ルエンザ蔓延防止のため中止された取組も多く，２，５８４千人と平年ベース（対Ｈ19年比1.7％増）に戻っ
た。
　内訳をみると，学校関係の取組については，マナーアップ運動や学校公開などにより多くの参加があるもの
の，民間団体等における取組については参加者数が伸び悩んでおり，今後，県民への意識啓発を推進するに
は，民間団体等の取組を拡大することが課題である。
  このため，「いばらき教育の日」推進本部では，各部局と連携を図りながら，社会全体での教育の重要性を
再認識する契機とするため「いばらき教育の日・教育月間」の取組を，全県をあげた運動として展開してい
く。

（政策評価書のとおり）

単位
基準値
［H16］

目標値
［H22］

実績値
[期待値]
評 価 評価分析



３． 人が輝くいばらきづくり

(1) 未来を担う人づくり

②学力に応じた指導の充実，豊かな心の育成

H18 H19 H20 H21

［重点］
(86) ％ 74.0 76.7 76.8 83.8

76.5 [77.2] [77.9] [78.6] [79.3] 80.0

［H17］ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ＋

％ 76.6 76.7 60.6 68.7

76.1 [76.9] [77.7] [78.4] [79.2] 80.0

［H17］ Ｂ＋ Ｂ Ｃ Ｃ

％ 76.2 77.4 78.0 78.5

75.5 [76.4] [77.3] [78.2] [79.1] 80.0

［H17］ Ｂ＋ Ａ Ｂ＋ Ｂ＋

％ 76.0 76.6 75.1 78.7

74.2 [75.4] [76.5] [77.7] [78.8] 80.0

［H17］ Ａ Ａ Ｂ Ｂ＋

［重点］
(87) ％ 49.2 57.6 62.5 58.2

25.8 [33.9] [37.9] [41.9] [46.0] 50.0

Ａ Ａ＋ Ａ＋ Ａ＋

実績値
[期待値]
評 価 評価分析

（政策評価書のとおり）

同上

同上

目標値
［H22］

（政策評価書のとおり）

同上

[義務教育課]

[義務教育課]

四則計算の平均
正答率（中３）

指　標　名
［担当課］

基準値
［H16］

単位

年間50冊以上の
本を読んだ児童の
割合（小４～６）

漢字の読み・書き
平均正答率（小６）

漢字の読み・書き
平均正答率（中３）

四則計算の平均
正答率（小６）

[義務教育課]

[義務教育課]

[義務教育課]



３． 人が輝くいばらきづくり

(1) 未来を担う人づくり

②学力に応じた指導の充実，豊かな心の育成

H18 H19 H20 H21

実績値
[期待値]
評 価 評価分析

目標値
［H22］

指　標　名
［担当課］

基準値
［H16］

単位

[38] ％ 94.4 100.0 100 100

56.5 [65.2] [73.9] [82.6] [91.3] 100.0

Ａ Ａ＋ Ａ＋ Ａ＋
［H17］

[39] ％ 77.2 76.3 77.0 76.0

0.0 [33.0] [50.0] [67.0] [83.0] 100.0

Ａ Ａ Ａ Ｂ＋

　みんないっしょにマナーアップ推進事業への参加については，県内全体では平成１９年度が７６．３％，平
成２０年度が７７．０％，平成２１年度が７６．０％となっており，このうち，公立幼稚園・小学校・中学
校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校及び私立高等等学校については１００％の参加率を達成してい
る。
　しかし，保育所（園）及び，私立幼稚園・小学校・中学校の参加率は低い状況にあり，中でも私立幼稚園が
減少の傾向にある。
　このため，これまで，茨城県私立幼稚園連合会設置者・園長研修会等において，私立保育所（園），幼稚園
の参加依頼を行うなど，参加率向上に努めてきたが，今後も庁内関係課と連携を図りながら，各種会議での働
きかけを強めるなどして，目標達成を目指していく。

　中学校へのスクールカウンセラーの配置については，平成７年度から平成１２年度までは国の委託事業，平
成１３年度から平成１９年度までは国の補助事業(補助率１／２)として行ってきたところである。
　本県では，平成１７年度には配置率５６．５％であったが，配置数の拡充を図るとともに，より効率的な配
置という観点から，単独校方式から拠点校方式に切り換えるなど配置方法の工夫により，平成１８年度に９
４．４％，平成１９年度に１００％と大幅に配置率が伸び，配置率に関しては目標を達成している。
　平成２０年度より国の補助率が１／２から１／３に減率となるなど厳しい財政状況となったが，各学校の生
徒指導上の諸課題を多面的に分析し，単独校方式と拠点校方式（拠点校１校に対して対象校１校とする方
式），さらに複数拠点校方式（拠点校１校に対して対象校２校とする方式）を併せて導入することにより，全
公立中学校への配置を維持するとともに，学校の実態に応じた効率的な配置となるよう工夫している。
　なお，スクールカウンセラーの配置時間が少ない学校については，スクールカウンセラーによる継続的な個
別ケース対応が難しいことから，教員へのコンサルテーション等にスクールカウンセラーを効果的に活用し，
学校全体の教育相談体制の充実を図ることが今後の課題である。

スクールカウンセ
ラー配置率
（中学校）

[高校教育課]

[義務教育課]

みんないっしょに
マナーアップ推進
事業への参加学
校割合



(1) 未来を担う人づくり

③健康教育の充実，体力の向上

H18 H19 H20 H21

［重点］
(88) ％ 90.2 － － －

89.0 [93.7] [95.3] [96.9] [98.4] 100.0

［H15］ Ｂ － － －

［重点］
(88) ％ 81.2 － － －

82.0 [89.7] [92.3] [94.9] [97.4] 100.0

［H15］ Ｃ － － －

［重点］
(88) ％ 73.4 － － －

76.9 [86.8] [90.1] [93.4] [96.7] 100.0

［H15］ Ｃ － － －

(89) ％ 46.7 47.8 49.5 50.6

43.8 [46] [47] [48] [49] 50.0

Ａ Ａ Ａ Ａ＋

[40] ％ 35.0 35.1 35.2 35.1

33.8 [35.9] [36.9] [37.9] [39.0] 40.0

Ｂ＋ Ｂ Ｂ Ｂ

指　標　名
［担当課］

基準値
［H16］

児童生徒の朝食
摂取率(小学生)

[保健体育課]

目標値
［H22］

単位

[保健体育課]

[保健体育課]

児童生徒の朝食
摂取率(中学生)

児童生徒の朝食
摂取率(高校生）

実績値
[期待値]
評 価

　体力テスト総合評価Ａ又はＢの児童生徒の割合については，平成１８年度及び平成１９年度に「たくましい心と体の育
成推進事業」を展開し，「体力つくり推進計画」の策定や縄跳び等の全身運動を伴う各種ゲームの記録をインターネット
上で競い合う「スポーツランキング」等の事業を通して，児童生徒の外遊びや運動・スポーツ活動の機会の拡大を図って
きた。
　また，平成２０年度からは「児童生徒の体力アップサポート事業」を展開し，小学校においては，日課表の工夫や放課
後等の活用により「週３日，各１時間程度」の運動遊びや外遊びの時間を設定すること，中・高等学校においては，競技
力志向や楽しみ志向など，生徒の多様なスポーツニーズに応えられる魅力ある運動部活動を推進することで，学校教育活
動全体を通じた体力つくりを実践した。
　さらに，県の取り組みとして，新たに「体育授業サポート事業」を展開し，小学校の体育の授業に指導教員を補助する
大学院生等を体育授業サポーターとして派遣することにより，児童生徒の体力向上を図ってきた。
　これらの取り組みにより，児童生徒の体力向上が徐々に図られ，「体力テスト総合評価Ａ又はＢの児童生徒の割合」が
平成２１年度は５０．６％となり，平成２２年度の目標値（５０％）を達成した。
　今後も，事業の充実・改善を図りながら，さらなる数値の向上を目指していく。

[保健体育課]

[保健体育課]

週３日以上授業以
外で運動・スポー
ツを実施している
児童の割合

体力テスト総合評
価Ａ又はＢの児童
生徒の割合

評価分析

（政策評価書のとおり）

（政策評価書のとおり）

（政策評価書のとおり）

　週３日以上授業以外で運動・スポーツを実施している児童の割合については，平成１８年度及び平成１９年度に「たく
ましい心と体の育成推進事業」を展開し，スポーツランキングへの登録やチャレンジ大会への参加並びに学校ごとの「体
力つくり推進計画」に基づく運動・スポーツ活動の実施により，授業以外での運動・スポーツの機会の拡大に努めてき
た。
　また，平成２０年度からは「児童生徒の体力アップサポート事業」を展開し，「体力つくり推進計画」に基づく運動・
スポーツへの取り組みを充実させてきた。
　さらに，「体育授業サポート事業」を展開し，小学校の体育の授業に，指導教員を補助する大学院生等を体育授業サ
ポーターとして派遣し，実技の示範などを通して，児童の運動への関心・意欲を高めるとともに体力の向上を図ってき
た。
　しかし，児童の登下校等の安全確保の面から，始業前や放課後の運動機会が制限される現状にあり，平成２１年度は３
５．１％と停滞傾向にある。
　今後は，各学校において日課表をさらに工夫し学校教育活動全体を通じた体力向上を図る取り組みを講じるよう，体育
主任研修会や学校体育実技指導者講習会等を通して啓発し，目標達成を目指していく。



(1) 未来を担う人づくり

④地域に開かれた学校づくり

H18 H19 H20 H21

(90) ％ － － － －

96.2 [97.5] [98.1] [98.7] [99.4] 100.0

－ － － －

％ － － － －

94.4 [96.3] [97.2] [98.1] [99.1] 100.0

－ － － －

％ － － － －

97.3 [98.2] [98.7] [99.1] [99.6] 100.0

－ － － －

％ － － － －

95.0 [96.7] [97.5] [98.3] [99.2] 100.0

－ － － －

指　標　名
［担当課］

基準値
［H16］

単位

[高校教育課]

[特別支援教育課]

公立学校外部評価実
施率（高）

公立学校外部評価実
施率（特別支援）

[義務教育課]

公立学校外部評価実
施率（小）

[義務教育課]

公立学校外部評価実
施率（中）

（同上）

（同上）

（同上）

　公立学校外部評価実施率については，計画策定時点では本県作成の「学校評価の手引」に基づき実施していたが，国の外部
評価の定義が変更となったため，平成１８年度間調査(平成１９年度に実施)以降，当初設定した外部評価実施率による実績値
の把握ができなくなった。※下記「外部評価実施方法の変更概要」参照
　このため，変更後の外部評価の定義に基づく「学校関係者評価」の実施率により総括分析を行うものとする。
　学校関係者評価の実施率については，下表のとおり，小学校，中学校で実施率が向上しており，県立学校では100%実施を達
成していることから，今後とも順調に推移しているものと考える。
　平成２１年度の取り組み状況としては，「学校関係者評価」の実施率を向上させるため，小中学校では学校評価実践研究成
果の活用（自己評価の改善，学校関係者評価充実のための評価委員研修用ＤＶＤ配布，アンケート自動集計システム等）の
他，「学校評価シンポジウム」を開催し，学校評価に関する講演や実践発表，パネルディスカッション等を実施し，研究成果
の普及を図るとともに有効事例の紹介等を実施した。
　今後は，実効性を伴う評価の実現のため，評価項目の重点化を進めること，および，PDCAサイクルを適切に機能させること
について研修会等において指導・助言する。また，県内有効事例の収集と配布，管理職研修講座において学校評価の理念や現
状・課題等に関する研修を取り入れることなどにより，「学校関係者評価」の全校での実施を目指していく。

《参考：外部評価実施方法の変更概要】
●計画策定時点の外部評価
　　・本県作成の「学校評価の手引」では，児童生徒や保護者，地域住民など学校の教職員以外によって行われる評価を外部評価として定義
　　・自己評価(学校内評価）は不要で，評価の手法としては外部アンケートも含まれる
●平成１９年１１月法改正に伴う新たな外部評価である「学校関係者評価」（「学校評価ガイドライン」H20年1月文部科学省作成）
 　・「学校関係者評価」は，教職員による自己評価を実施し，その評価結果を保護者その他関係者（学校職員を除く）が評価したもの
　　（保護者等の評価にあたっては，アンケート方式ではなく，委員会等の開催により評価を実施）

実績値
[期待値]
評 価 評価分析

目標値
［H22］

表：学校関係者評価実施率

平成19年度 対前年比

実績 全国平均 実績 実績 全国平均

小学校 51.3% 50.2% 59.7% 81.6% 84.9% 21.9%

中学校 54.3% 51.2% 56.2% 79.8% 84.3% 23.6%

高等学校 60.2% 69.3% 75.9% 100.0% 91.1% 24.1%

特別支援学校 81.0% 62.8% 86.4% 100.0% 90.2% 13.6%

※　平成19年度は全国調査が実施されないため，本県実績値のみ

平成18年度 平成20年度



(2) 一人ひとりが尊重される社会づくり

①男女平等意識の普及啓発，男女共同参画社会の実現

H18 H19 H20 H21

(91) ％ 51.3 － － 50.2

48.6 [52.4] [54.3] [56.2] [58.1] 60.0

Ｂ＋ － － Ｂ

(再掲）
(30) ％ － 49.1 － －

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

［H14］ － Ｂ － －

[41] ％ 27.2 28.8 29.2 30.4

25.9 [28.9] [30.5] [32.0] [33.5] 35.0

Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋

指　標　名
［担当課］

基準値
［H16］

（再掲のため省略）

[労働政策課]

目標値
［H22］

単位

実績値
[期待値]
評 価 評価分析

男女の固定的役
割分担意識を持た
ない県民の割合

[女性青少年課]

県の審議会等に
おける女性委員の
占める割合

　男女の固定的役割分担意識（「男性は仕事，女性は家庭」という考え）を持たない県民の割合は，平成１６年度
の４８．６％から平成２１年度５０．２％と増加しており，県民の意識は少しずつ変化しつつあるが，平成２１年
国調査結果である５５.１％に比べて低く，男女の固定的役割分担意識は根強いといえる。
　引き続き，企業，団体，市町村，一般の方々に対して，広報誌やセミナー，表彰，出前講座の実施等を通じて，
男女共同参画の推進に関する普及啓発に努め，目標達成を目指す。

　県の審議会等における女性委員の占める割合については，平成１８年度の２７.２%から平成２０年度の２９.２%
と２年間で２.０ポイント（単年度平均１.０ポイント）の上昇に対し，平成２１年度は３０.４%と対前年比で１.
２ポイントの上昇と単年度ベースの上昇幅は拡大したものの，依然として全国平均(Ｈ２０年度は３３.１%)を下
回っている。
　審議会等の委員は，法令等に基づき職務指定や団体推薦により選任される委員があるほか，県の審議会等の見直
しによる委員定数削減の影響等により，女性委員の積極的な登用が難しい状況となっていると考えられる。
　平成２２年度の目標値を３５.０％としており，かつ，依然として全国平均を下回る状況であることから，審議
会等の所管課に対し，委員改選時の女性青少年課との事前協議の更なる徹底等を図るほか，女性人材の育成や人材
情報の提供に引き続き努め，女性の積極的登用を働きかける。

[女性青少年課]

女性有業率



(2) 一人ひとりが尊重される社会づくり

②人権啓発，人権教育の推進

H18 H19 H20 H21

(92) ％ － － 91.7 －

90.1 [92.1] [94.1] [96.0] [98.0] 100.0

－ － Ｂ －
［H17］

[人権施策推進室]

人権は大切である
と感じている県民
の割合

  人権は大切であると感じている県民の割合については，３年に１度の調査であるため，平成２０年の実績値
により総括評価を行う。
　人権は大切であると感じている県民の割合は，新計画策定時の平成１７年においては９０.１％であったが，
平成２０年では１.６％増加し９１.７％となった。
　３年間の総括として増加傾向といえるが，この理由は，人権啓発推進センターを中心に，相談員による様々
な人権相談，市町村・企業等が主催する研修会等への講師派遣，県民向けの講演会やマスメディア，啓発冊
子，ホームページなどを活用した広報，人権メッセージや人権啓発ポスターの募集など様々な施策を展開し，
県民一人ひとりの人権意識の醸成に努めてきた結果によるものと考えられる。
　このうち，講師派遣は，近年４０件以上の実績があるなど，企業等における人権意識の普及高揚に重要な役
割を担っているものと考える。また，メッセージ及びポスタ－の応募に関しても，大きく増加しており，児童
生徒をはじめ多くの県民が人権について考える良い機会となっているものと考える。
　今後も，人権意識の高揚に効果的な施策の実施や相談機関等の情報提供に努めるなど，人権啓発･人権教育及
び人権擁護活動等の充実を図り，目標達成を目指していく。

評価分析
基準値
［H16］

目標値
［H22］

指　標　名
［担当課］

単位

実績値
[期待値]
評 価



(3) 個性や能力を伸ばす機会の充実と社会参画の促進

①青少年の自立

H18 H19 H20 H21

［重点］
(93) ％ 1.3 1.4 1.4 1.4

1.3 [1.4] [1.6] [1.7] [1.9] 2.0

［H17］ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

[42] ％ 91.0 93.0 93.0 93.0

85.0 [90.0] [93.0] [95.0] [98.0] 100.0

Ａ Ａ Ｂ＋ Ｂ＋

［重点］
[43] ％ － － － 68.9

78.0 [83.0] [86.0] [88.0] [91.0] 93.0

－ － － Ｃ

［重点］
(94) 人 527 559 591 620

477 [538] [569] [599] [630] 660

Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋

(再掲）
(25) 人 553 655 490 361

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

Ａ Ａ Ｂ Ｂ

(再掲）
(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
[高校教育課]

インターンシップを実施している高
校の割合

[国際課]

青年海外協力隊への派遣者数

大学生等のインターンシップ実施
人数

[労働政策課]

指　標　名
［担当課］

[女性青少年課]

[女性青少年課]

青少年育成市町村民会議結成市
町村割合

青少年が夜遅くまで遊ぶことに関
心を持つ大人の割合

[女性青少年課]

ボランティアサークル・青少年団
体・青少年関係ＮＰＯ加入者割合

目標値
［H22］

評価分析

実績値
[期待値]
評 価

基準値
［H16］

単位

（政策評価書のとおり）

　青少年育成市町村民会議結成市町村割合については，平成１９年度において，１市民会議が
設立されたことにより，平成２２年３月末現在で，未結成の市町村数は３となり，県内におけ
る結成率は９３%となった。今後とも，未結成市町村へ個別に働きかけを行いながら，目標達成
を目指していく。

（政策評価書のとおり）

（再掲のため省略）

（再掲のため省略）

（政策評価書のとおり）



(3) 個性や能力を伸ばす機会の充実と社会参画の促進

②生涯を通じた自己のキャリア形成

H18 H19 H20 H21

(95) 人 63,815 66,626 69,608 72,206

59,100 [62,733] [64,550] [66,367] [68,183] 70,000

Ａ Ａ Ａ Ａ＋

指　標　名
［担当課］

基準値
［H16］

単位

実績値
[期待値]
評 価 評価分析

技能検定合格者数

[職業能力開発課]

　技能検定合格者数については，平成１８年度が６３，８１５人，平成１９年度が６６，６２６人，平成２０年度が６
９，６０８人,平成２１年度が７２，２０６人と，いづれも実績値が期待値を上回っている。
　平成１８年度から平成２０年度までの合格者数の平均は２，８００人強であり，平成２１年度は一般級（特級，２級，
３級及び単一等級）の申請者数及び合格者数が例年より増加し，基礎級（随時３級，基礎１級及び基礎２級：外国人を対
象とした試験）の申請者数及び合格者数は例年並であった。
　合格者数の累計は７２，２０６人となり，数値目標７０，０００人に到達している。

目標値
［H22］



(4) 学習環境の充実と文化・スポーツの振興

①生涯学習に取り組める環境の整備

H18 H19 H20 H21

(96) 人 26.0 23.8 29.4 29.8

20.6 [21.1] [21.3] [21.5] [21.8] 22.0

Ａ＋ Ａ＋ Ａ＋ Ａ＋

(97) 冊 4.8 4.9 5 －

4.5 [5.0] [5.3] [5.5] [5.8] 6.0

Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ －

(98) 人 5.6 5.4 5.8 5.4

5.3 [5.9] [6.2] [6.4] [6.7] 7.0

Ｂ＋ Ｂ Ｂ Ｂ

[生涯学習課]

[生涯学習課]

目標値
［H22］

　茨城県弘道館アカデミー講座受講者数(県民千人当たり)については，平成18年度が26.0人，平成19年度が
23.8人，平成20年度が29.4人，平成21年度が29.8人と，既に目標を達成している。これは，本事業の趣旨の
一つである，県と県内各生涯学習関係機関との連携が進み，その結果，登録講座数が着実に増加したことで
（平成18年度：2,606講座，平成19年度：3,059講座，平成20年度：3,478講座，平成21年度：3,909講座），
生涯学習総合講座案内「ゆうゆう学びメニュー」への県民の関心が高まり，受講者数の増加に結びついたも
のと思われる。
　講座等の内容については，大学や民間等との連携により，高度で専門的なニーズや多様化するニーズに対
応した内容となっている。また，学習機会の充実については，市町村との連携により，県民がより身近に講
座等を受講できるよう市町村公民館における機会の充実が図られている。
　現在，受講者数は８万人を超え，生涯学習事業に対する県民のニーズは高いことから，さらに内容を充実
させた事業の推進が必要であり，今後は講座登録という連携から，民と官との事業内容の棲み分けや，学習
成果の活用等にも視点をおき，市町村やＮＰＯ等への支援ができる事業展開を図っていく。

茨城県弘道館アカ
デミー講座受講者
数
(県民千人当たり)

図書貸出冊数(県
民１人当たり)

生涯学習ボラン
ティア登録数（県
民千人当たり）

[生涯学習課]

実績値
[期待値]
評 価 評価分析指　標　名

［担当課］
基準値
［H16］

単位

　図書貸出冊数(県民１人当たり)については，平成19年度が4.9冊，平成20年度が5.0冊と着実に伸びてきて
いる。
　これは，人々の読書離れ・活字離れが指摘されているなか，本事業の趣旨の一つである読書活動の底辺の
拡大等を図り，住民に身近な市町村立図書館や公民館図書室を支援してきた成果である。さらには，読書推
進運動事業の充実や相互貸借の充実，図書館情報ネットワークによる手続きの簡素化による成果でもあると
考える。
　今後は，県立図書館における普及啓発事業，「みんなにすすめたい一冊の本」推進事業などを通して読書
活動を推進するとともに，図書館情報ネットワークを運用し，必要とする図書の県内所蔵館の検索や図書館
間での相互貸借システムなどにより，図書館利用の利便性の向上を図っていく。また，市町村立図書館の建
設促進などにも取り組んでいく。
　さらに，地域住民の図書館に対するニーズの多様化・高度化に対応するため，図書館が相互に協力し合
い，物流のみならず人的ネットワーク化を推進し，サービスの向上を図っていくことが必要であることか
ら，ネットワークへの参加図書館の拡大を図るなど，県立図書館と市町村立図書館の一層の連携強化を推進
し，目標達成を目指していく。

　生涯学習ボランティア登録数（県民千人当たり）については，平成１９年度が５．４人，平成２０年度が
５．８人，平成２１年度が５．４人であり，平成１６年度の実績値（５．３人）からみると，僅かに上昇し
たが，平成２０年度に比べると減少した。
　現在の取り組みとしては，ボランティアの登録システムを保有する各県生涯学習センター（県内５箇所）
において，近隣市町村や社会福祉協議会等にボランティアの推進・啓発を行い，ボランティアの場の提供に
努めるとともに，「地域に生きるヤングボランティア推進事業」（Ｈ１４～）を実施し，高校生年代のボラ
ンティアの育成及び活動の場の提供に努めている。
　平成２１年度に減少に転じた主な原因としては，平成１９年度同様に各県生涯学習センターがボランティ
ア登録団体の再確認を行った結果，高齢等の個別の理由による活動休止や活動停滞などから，登録更新でき
ない団体があったためである。
　今後とも，各県立青少年教育施設，各県生涯学習センター及びふれあいサポートセンターでの広報及び個
別団体等への働きかけを続け，ボランティア登録者数の増加を図っていく。
　なお，ボランティア登録者数の増加を図り，目標達成に向けて，今後とも広報及び啓発を継続して行って
いく必要がある。



(4) 学習環境の充実と文化・スポーツの振興

②文化芸術活動を通じた文化振興

H18 H19 H20 H21

(99) ％ 10.2 － － －

8.7 [11.5] [12.0] [12.6] [13.1] 13.7

Ｂ＋ － － －
［H13］

[44] 千人 900 881 938 857

895 [930] [948] [965] [983] 1,000

Ｂ Ｃ Ｂ＋ Ｃ

　６つの県立博物館・美術館の合計入館者数については，平成２０年度は９３７，５６１人で，前年比＋５
６，３３１人と増加に転じたが，平成２１年度は,新型インフルエンザの流行、景気低迷、県近代美術館やつく
ば美術館等での企画展数の減少などもあり，８５６，５５２人で前年比△８１，００９人（同）と減少に転じ
た。
　今後は，平成１８年度に始まった自然博物館及び歴史館における「年間パスポート」及び平成２０年から始
まった近代美術館、つくば美術館、天心記念五浦美術館及び陶芸美術館の４館共通の「県立美術館共通年間パ
スポート」といった利用者の利便性向上策のほか，ＴＸ沿線地域への重点的な広報活動や入館料割引き等地元
市町村や近隣施設と連携した取り組みなどを進めながら，目標達成を目指していく。

指　標　名
［担当課］

基準値
［H16］

単位

[生活文化課]

　個人の自由時間の中で行う学習・研究のうち文化芸術を対象とした活動を行った人の割合については，平成
１９年度及び２０年度の実績値が未実施のため，平成１８年度の実績値により総括評価を行なう。
　総務省統計局が実施している社会生活基本調査において，前回調査（平成１３年）の８.７％に比べ，平成１
８年度調査は１０.２％と１.５％増加した。これは，県民の文化芸術活動の振興のため，県芸術祭や県庁舎ふ
れあい美術展など，県民が創作し優れた文化芸術活動の成果を発表･展示する機会を設けるなどを行うととも
に，市町村域を超えた広域的な連携による地域文化を活用した取り組みに対する助成を行った成果によるもの
と思われる。
　しかし，全国平均では１.７％増加し１１.２％となっており，本県との差がさらに拡大しているので，平成
２０年に開催された第２３回国民文化祭・いばらき２００８を契機に，県芸術祭などへの参加を通じて，個人
が行う文化芸術活動の，一層の充実が図られるよう助言・支援を行うとともに，国民文化祭で創作されたオペ
ラ「小町百年の恋」等の作品について県芸術祭を通じた再演への支援あるいは各市町村で実施した事業の継続
開催の働きかけ等により，文化芸術の裾野を拡げ，目標達成を目指していく。

実績値
[期待値]
評 価 評価分析

個人の自由時間
の中で行う学習・
研究のうち文化芸
術を対象とした活
動を行った人の割
合(10歳以上)

目標値
［H22］

県立博物館・美術
館入館者数

[文化課]



(4) 学習環境の充実と文化・スポーツの振興

③スポーツに親しむことができる環境の整備

H18 H19 H20 H21

(100) ％ 26.8 － 33.1 －

31.5 [35.7] [37.8] [39.8] [41.9] 44.0

Ｃ － Ｂ －

[45] 回 4.5 4.4 4.6 5.0

4.3 [4.5] [4.7] [4.8] [4.9] 5.0

Ａ Ｂ Ｂ＋ Ａ＋

[46] ％ 20.5 27.3 31.8 38.6

3.8 [25.9] [36.9] [47.9] [59.0] 70.0

Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋

　公営体育施設利用回数（県民1人当たり）については，平成１８年度が４．５回，平成１９年度が４．４回，
平成２０年度が４．６回であり，平成１８年度からの３ヶ年における公営体育施設の利用回数については，ほ
ぼ同水準で推移する結果に留まっていたが，平成２１年度においては，利用回数が若干増加した。
　引き続き，県及び市町村営の各施設において，県民参加型の各種スポーツイベント，スポーツ教室等を実施
し，県民がスポーツに親しむ機会の提供に努める必要がある。
　今後とも，体育施設の利用促進やスポーツイベントの開催等施策の充実を図りながら，目標達成を目指して
いく。

　本県の総合型地域スポーツクラブについては，平成１９年度に３市に５クラブ，平成２０年度に２市に２ク
ラブ，平成２１年度に３市に３クラブと，現在１７市町村に２２クラブとなり，市町村クラブ創設率は３８．
６％であり，３年間の進捗状況から，クラブ数や創設された市町村の割合は着実に伸びてきている。
　しかし，全国の市町村クラブ創設率（４７．１％）と比較すると，その割合は下回っている状況にある。
　これは，①キーパーソンとなる人材発掘ができない。②活動拠点となる場所の確保が難しい。③既存スポー
ツ団体等からの協力が得られない。④地域住民の認知度が低くニーズが高まらないなどが要因と考えられる。
　今後は，スポーツ行政担当者をはじめ，スポーツ関係者や地域住民に対する総合型地域スポーツクラブの必
要性の理解を図り，その創設や育成に向けた人材発掘と養成に努めるとともに，行政組織と関係機関のより一
層の連携により目標達成を目指していく。

目標値
［H22］

実績値
[期待値]
評 価 評価分析

　成人の週１回以上のスポーツ実施率については，平成１８年度が２６．８％，平成２０年度は県が実施した
県政世論調査の結果によると３３.１％であり，平成１８年度より６.３％増加したが，全国平均の４５．３％
（平成２１年度）と比較すると低い実施率である。
　主な原因として，中・高年がスポーツを実施する時間や場所等の確保が困難であったり，身近な施設で気軽
にスポーツを実施するきっかけや受け皿が不十分であったりすることが考えられる。
　県では，誰もが生涯にわたってスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現するための必要不可
欠な施策として，総合型地域スポーツクラブの設立・育成を推進しており，それぞれの地域に設立された後に
は，子どもから高齢者まで定期的・継続的にスポーツ活動を行うことが可能となるので，今後も，総合型地域
スポーツクラブの設立・育成をより一層推進し，目標達成を目指していく。

指　標　名
［担当課］

基準値
［H16］

単位

成人の週１回以上
のスポーツ実施率

総合型地域スポー
ツクラブを創設し
た市町村の割合

[保健体育課]

[保健体育課]

[保健体育課]

公営体育施設利
用回数（県民1人
当たり）


