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【基本計画に係る数値目標の進捗状況の一覧表の見方について】

※指標数について
・ １４６の全数値目標（補足目標も含む）について評価しております。

なお，一つの指標を複数に区分して数値目標を掲げているものや，再掲の数値目標があるため，評価の対象は，全体で１６５項目
となっております。

※評価区分等について
ア．数値目標の進捗状況の評価にあたっては，次のようなケースを基準とすることにしました。

※基準となるケース：新総合計画に記載した「基準値 （大部分が平成１６年度）が，毎年，ほぼ同数ずつ増加（又は減少）し，」
「目標値 （大部分が平成２２年度）を達成するケース。」

イ．アのように進捗した場合の各年において見込まれる数値を「期待値」とし，毎年の進捗状況を評価する際の目安となる数値として
設定しております。

ウ．この「期待値」と各年の実際の数値（ 実績値 ）を比較し，数値目標の達成に向けた進捗状況が順調であるか，否かを評価してお「 」
ります。

エ．具体的には，数値目標の達成に向けた進捗状況の評価については，次のとおり３段階に区分しております。

① Ａ評価： 実績値」が「期待値」以上の場合「
② Ｂ評価： 実績値」が「期待値」には満たないが 「基準値」以上の場合「 ，
③ Ｃ評価： 実績値」が「基準値」未満の場合「

＊ なお，計画策定以降の 新の実績値が，本報告書の作成時点で未公表であり評価が出来ない指標については 「未公表」と標記して，
おります。

また，各行政分野で策定している部門別計画において，各年の計画値が別途定められている場合には，その旨を明記したうえで，
上記の各年の「期待値」に代わり，この数値を評価の基準とすることとしております。このような別途定めた計画値等も含め，評価
の基準となる数値を各年の「期待値」として標記しております。

※数値目標の進捗状況に関する個表について
・ ８ページ以降に各数値目標の個表を記載しております。個表には，数値目標ごとに，原則として，Ｈ１６の基準値，Ｈ１９の実績値
及び期待値，Ｈ２２の目標値及び進捗状況をまとめております。

なお，個表の見方については，次頁のとおりです。
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
。(1)○○○○数 30件 45件 40件 90件 Ａ評価 数値目標の進捗状況に関する分析のコメントを記述

○ ↑重

[○○○課] Ａ

。[1]△△△△率 30％ 35％ 40％ 90％ Ｂ評価 数値目標の進捗状況に関する分析のコメントを記述
↑

[△△△課] [H15] [H18] [H20] Ｃ

指標名の前に記載してある番号のう

ち，( )書きは100項目の数値目標の

番号であり，［ ］書きは46項目の補

足目標の番号です。

原則として，基準値は平成16年度，

実績値は平成19年度，目標値は平成

22年度としておりますが，それぞれ

他の年度の数値を用いている場合に

は，[ ]書きで該当する年度を記載し

ております。

期待値の設定の考え方につい

ては，上記のとおりです。

担当課名を記載してお

ります。

重点戦略の数値目標であ

ることを示しています。

昨年度の評価結果を下段に記

載しております。
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【数値目標の進捗状況に関する総括表】

・％は 新データが未公表のものを除いた指標数に占める各評価区分に該当するものの割合。

数値目標の進捗状況に関する総括表（章別）

区　分

活力あるいばらき

づくり

100.0% 52.3% 60.0% 36.9% 28.3% 10.8% 11.7%

住みよいいばらき

づくり

100.0% 20.4% 28.8% 63.0% 59.6% 16.7% 11.5%

人が輝くいばらき

づくり

100.0% 32.4% 39.4% 44.1% 42.4% 23.5% 18.2%

合　計

100.0% 36.6% 44.8% 47.7% 42.8% 15.7% 12.4%

※（　）内は昨年度の実績

165

（60）

（52）

（33）

（145） （18）

（11）

（5）

（4）

（20）

総指標数

71

57

37

12

（36） （17） （7）

（6）（31）（15）

（13）

（65） （62）153 56 73 24

3

34 11 15 8 3（14） （6）

54 11 34 9

新データ
なし

65 34 24 7 6

評価対象指標数 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価
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■評価区分別の指標名一覧
Ａ 評 価 Ｂ 評 価 Ｃ 評 価

活力ある ・県内大学における共同研究数 ・つくば地区における外国人研究者数 ・特許等出願件
いばらき ・ 〃 うち県内企業との共同研究数 ・戦略分野産業の製造品出荷額 数
づくり ・つくば地区の研究機関への一般来場者数 ・従業員１人当たり製造品出荷額（従業員 ４～２９９人の事 ・小売業年間販

・工場立地件数 業所） 売額
・工場立地面積 ・ベンチャー企業育成ファンド投資企業の上場企業数 ・農業産出額
・従業員１人当たり製造品出荷額 ・サービス業年間生産額 ・特用林産物の
・鹿島地域の製造品出荷額 ・全産業に占めるサービス業構成比・事業所数 生産額
・事業所開業率 ・認定農業者数 ・女性起業家育
・下請け中小企業のうち取引先が多角化している企業の割合 ・担い手への農地利用集積率 成セミナー受
・中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画策定企業数 ・施設栽培されている野菜の割合（施設化率） 講者の起業率
・ベンチャー企業数 ・いばらき農産物ネットカタログ登録集団数 ・重要港湾にお
・全産業に占めるサービス業構成比・従業者数 ・エコファーマー認定者数 ける外貿のコ
・畑地かんがい施設整備面積 ・間伐実施面積 ンテナ取扱量
・県研究機関（農業分野）が開発した研究成果数 ・市民農園開設数 ・県ホームペー
・東京都中央卸売市場における県産農産物シェア（金額ベース） ・インターンシップを実施している高校の割合 ジアクセス数
・県産コシヒカリの１等米比率 ・新規学卒者訓練後の就職率
・本県産農産物販売指定店店舗数 ・高齢者雇用率
・県産木材の供給量 ・障害者雇用率
・沿岸漁家所得 ・新規就農者数
・水産加工生産額 ・県内主要都市相互間の自動車による平均移動時間
・都市農村交流施設利用者数 ・年間日帰り観光客数
・都市農村交流等活動団体数 ・本県の観光に対し満足している観光客の割合
・高度で実践的な人材育成数 ・首都圏における貨物流動量のシェア
・大学生等のインターンシップ実施人数 ・県申請等手続きのオンライン化率
・ものづくりマイスター認定者数 ・首都圏において茨城県に好印象を持っている人の割合
・就職活動における「いばらき就職支援センター」の活用人数
・離転職者職業訓練修了後の就職率
・道路渋滞による損失時間
・年間観光客数
・年間宿泊観光客数
・観光消費額
・ブロードバンド契約数世帯比率
・常陸牛の販売指定店数
・ロケ誘致作品数

住みよい ・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 ・マリッジサポーター数 ・保育所の待機
いばらき 実施市町村割合 ・経済的支援実施企業割合 児童数
づくり ・放課後児童クラブ設置数 ・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 ・健康診断受診

・介護支援専門員数 村割合 率
・認知症介護アドバイザー数 ・シルバーリハビリ体操３級指導士数 ・肥満者（ＢＭ
・障害者就業・生活支援センター設置数 ・高齢者雇用率 Ｉ≧２５）の割

（ ）・感染症患者受入れ病床数 ・３級ホームヘルパー数 合 男20～60代
・県内交通事故死者数 ・地域包括支援センター数 ・ 〃
・河川改修率 ・介護保険施設ベッド数 （女40～60代）
・温室効果ガス排出量（１９９０年比） ・障害者雇用率 ・食中毒発生件
・風力発電の導入量 ・自分は健康だと思っている県民の割合 数
・公営（県・市町村営）住宅のバリアフリー化率 ・定期的に運動をしている県民の割合 ・大気汚染に係
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・医師数 る環境基準
・就業看護職員数 （ＳＰＭ）達成
・作業療法士数 率
・理学療法士数 ・公共用水域の
・救急救命士配置率 環境基準（Ｂ
・治安の悪化を感じている県民の割合 ＯＤ）達成率
・市町村消費生活相談受付割合 ・霞ヶ浦の水質
・ＨＡＣＣＰシステム導入食品製造業施設数 （ＣＯＤ）
・自主防災組織の組織率 ・１人１日当た
・国民保護計画についての県民の周知度 りのごみ（一
・原子力施設におけるヒューマンエラー（誤操作等）による事 般廃棄物）排

故・故障の発生件数 出量
・間伐実施面積
・環境学習・環境保全活動年間参加者数（延べ人数）
・平地林の保全管理面積
・１人当たり都市公園面積
・鉄道駅（乗降客５，０００人／日以上）周辺等における道路

のバリアフリー化率
・鉄道駅（乗降客５，０００人／日以上）のエレベーター，エ

スカレーターの設置率
・ノンステップバスの導入率
・水道普及率
・生活排水処理普及率
・ＮＰＯ等と県の連携・協働事業実施件数
・ＮＰＯ法人数（１０万人当たり）
・国際交流ボランティア人材バンクへの登録者数

人が輝く ・ いばらき教育月間」における事業参加者数（延べ数） ・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 ・児童生徒の朝「
いばらき ・漢字の読み・書き 四則計算の平均正答率（中３計算，小６計算） 学校１年生の割合 食摂取率（中
づくり ・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，四則計算の平均正答率（中３漢字，小６ ・高）

・スクールカウンセラー配置率（中学校） 漢字） ・公立学校外部
・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 ・児童生徒の朝食摂取率（小） 評価実施率
・体力テスト総合評価Ａ又はＢの児童生徒の割合 ・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 （小・中・高
・青少年育成市町村民会議結成市町村割合 割合 ・特）
・大学生等のインターンシップ実施人数 ・男女の固定的役割分担意識を持たない県民の割合 ・成人の週１
・技能検定合格者数 ・県の審議会等における女性委員の占める割合 回以上のスポ
・茨城県弘道館アカデミー講座受講者数（県民千人当たり） ・ボランティアサークル・青少年団体・青少年関係ＮＰＯ加入 ーツ実施率

県立博物者割合 ・
館･美術館入・青年海外協力隊への派遣者数
館者数・インターンシップを実施している高校の割合

・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）
・個人の自由研究の中で行う学習・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）
・公営体育施設利用回数（県民１人当たり）
・総合型地域スポーツクラブを創設した市町村の割合



-8-

１ 活力あるいばらきづくり

(1)科学技術を活かした先端産業の育成
①新技術・新製品の開発や新産業の創出，科学技術を支える社会づくり

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(1)県内大学に 267件 461件 345件 500件 Ａ評価 茨城大学及び筑波大学とも，共同研究数が毎年増加しており，県内企業との共同研究数も同様に
おける共同研 ↑ 伸びている。
究数 [H18] Ａ 筑波大学においては，共同研究件数においては全国の大学で９位となっている。

(うち県内企業 茨城大学においては，県内企業（特に日立市内企業）との取り組みを積極的に進めており，企業
との共同研究 70件 102件 93件 140件 Ａ評価 からの技術相談は１００件を超え，共同研究に参加する教員は８７名に増加し，共同研究件数は全
数) ↑ 国の大学で２８位となっている。

[産業政策課] Ａ 今後は，｢ＪＳＴイノベーションサテライト茨城｣のノウハウやネットワークの活用，ＪＳＴが実
施する各種事業との連携を図りながら目標達成を目指していく。

(2)特許等出願 2,410件 1,918件 2,740件 3,400件 Ｃ評価 特許等出願件数は，全国第16位となっており，比較的上位にある。件数の推移についてみると，
件数○ ↑ 全国的にも前年度より減少している。これは，国が企業等に対し，出願前に適切な先行技術調査を重

[産業技術課] [H18] Ｃ 実施しているとともに，出願の取下げ・放棄を奨励するなど，戦略的かつ質の高い知的財産権の取
得・管理のため，出願を抑制・厳選するよう企業等に促していることが原因であると考えられる。
国がこのような動きを行う背景としては，我が国産業の国際競争力を強化するため，特許出願数を
減少させて，審査期間の短縮を図り，知的財産を早期に権利化するための環境を整備しているとい
った現状がある。

県としては，今後とも知的所有権センターによる特許情報の提供や出願手続のアドバイス等の実
施，工業技術センターによる企業の新技術・新製品開発の支援などにより，県内からの特許等出願
件数の増加を図り目標達成を目指していく。

[1]中性子ビー － － 80％ － 平成20年度供用開始を目指して整備中の２本の県中性子ﾋﾞｰﾑ実験装置の産業利用を促進するた新デー
ム実験装置 め，産学官による県中性子利用促進研究会において13の個別ﾃｰﾏを設け，ｾﾐﾅｰやﾓﾃﾞﾙ実験などを実タなし
利用率 施し，中性子の有用性をｱﾋﾟｰﾙするとともに，県内外の企業等に対する説明会やｾﾐﾅｰなどを積極的

[企画課] に行い，目標達成を目指していく。なお，実績が公表されるのは，供用開始後の平成20年度ﾃﾞｰﾀの
予定である。

[2]つくば地区 3,958人 4,007人 4,288人 5,200人 Ｂ評価 つくば･東海･日立知的特区の外国人研究者の在留期間の延長や外国人の永住許可の弾力化，入国
における外 ↑ 時の申請処理の優先化などの規制緩和については，全国展開となったため、外国人滞在条件におけ
国人研究者 [H17] る本県の比較優位性は低くなったが、今後についても、策定作業中の「いばらきイノベーション戦新デー
数 略（仮称 」等に基づき、外国人研究者の滞在環境の改善等に取り組むとともに、つくば･東海地区タなし ）

[企画課] の研究機関等と連携を強化したPRを行い、目標達成を目指していく。なお，平成16年度実績値につ
いては，平成15年度実績の数値であったことから，4,105人から3,958人に修正する。

[3]つくば地区 400,000 690,000 500,000 600,000 Ａ評価 平成17年4月に設置したつくばｻｲｴﾝｽﾂｱｰｵﾌｨｽによるPR活動等の効果等により，修学旅行等の団体
の研究機関 人 人 人 人 ↑ やｸﾞﾙｰﾌﾟ・家族連れ等，研究機関への見学者数は大幅に増加しており、当初目標の６００千人を既
への一般来 Ａ に大きく上回っている。
場者数 今後とも，つくばｻｲｴﾝｽﾂｱｰｵﾌｨｽによる見学ﾓﾃﾞﾙｺｰｽの企画や見学相談等に対する一元的な情報提

[企画課] 供等，つくばｻｲｴﾝｽﾂｱｰﾊﾞｽの運行などの活動を継続し，つくばｻｲｴﾝｽﾂｱｰの認知度をさらに高め，安
定的な利用者の増加を図ることにより，目標達成を目指していく。
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(2)競争力のある商工業の育成と企業立地の促進
①企業立地と産業集積の促進

指標名 基準値 実績値 目標値 評価分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(3)工場立地件 50件 92件 60件 60件 Ａ評価 企業誘致については，産業立地推進東京本部を中心として，企業訪問による立地情報の収集や誘

数○ ↑ 致活動を積極的に行っているほか，産業立地セミナー，産業視察会の開催や，産業系新聞，経済誌重

Ａ 等の活用を通じて，本県の立地優位性をＰＲしている。
工場立地面 91ha 165ha 100ha 100ha Ａ評価 平成19年の工場立地件数，立地面積は，ともに目標値を大きく超え，近年の実績においても全国
積○ ↑ トップレベルにある。今後ともこの高いレベルを維持できるよう，誘致活動の強化を図り，目標達重 ※初年度

[政策審議室] Ａ 成を目指していく。からH22
の目標値
の達成を
目指す。

(4)戦略分野産 8,796 10,915 11,531 17,000 Ｂ評価 戦略分野産業の製造品出荷額については，増加してきており，今後とも分野別の研究交流会の開
業の製造品 億円 億円 億円 億円 ↑ 催や，戦略産業プロデューサーによる戦略分野の研究･拠点形成活動の強化，産学連携による共同
出荷額○ Ｂ 研究等に対する助成や活動支援などに取り組むとともに，平成１８年度に誘致した（独）科学技術重

[産業政策課] [H18] 振興機構の地域拠点であり，産学官交流や独創的研究効果の育成を行う「ＪＳＴイノベーションサ
[産業技術課] テライト茨城」のノウハウやネットワークの活用，ＪＳＴが実施する各種事業との連携を図りなが

ら，目標達成を目指していく。

②ものづくり産業など中小企業の育成
指標名 基準値 実績値 目標値 評価分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(5)従業員１人 3,909 4,193 4,073 4,400 Ａ評価 平成22年度の目標値に向けて順調に増加している。全国的にも11位と上位に位置する。県全体の
， ，当たり製造 万円/人 万円/人 万円/人 万円/人 ↑ 製造品出荷額も近年は安定して増加しており 従業員数も平成16年度から回復傾向にあることから

品出荷額○ Ａ 県内製造業の健全な発展が見て取れる。これは大手・中小企業ともに，独自性の高い技術を活かし重

[産業技術課] [H18] て競争力の強化に取り組んでいる成果である。
県としては，工業技術ｾﾝﾀｰによる技術指導や(財)茨城県中小企業振興公社によるﾃｸﾉｴｷｽﾊﾟｰﾄの派

遣や商談会の開催，ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等の営業活動などに取り組んでおり，中小企業の技術の高度
化，生産性の向上，営業力の強化等を図りながら，目標達成を目指していく。

[4]従業員１人 3,218 3,229 3,275 3,390 Ｂ評価 前年度(平成17年度）と比較して若干増加している。近年における同数値の推移は，平成16年ま
当たり製造 万円/人 万円/人 万円/人 万円/人 ↑ で順調に増加し，平成17年に減少となったが，平成18年度には再び増加となっている。製造業を営
品出荷額 従 Ｃ む県内中小企業の健在ぶりを示した。全国的にも常に12位前後と上位をキープしている。年度によ（
業者4～299 [H18] り波はあるが，平成22年度の目標値に向けて概ね順調に推移している。
人の事業所 県としては，工業技術ｾﾝﾀｰによる技術指導や(財)茨城県中小企業振興公社によるﾃｸﾉｴｷｽﾊﾟｰﾄの派）

[産業技術課] 遣や商談会の開催，ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等の営業活動など取り組んでおり，これが平成18年度の増加
に寄与したと考える。今後も上記施策を継続し，中小企業の技術の高度化，生産性の向上，営業力
の強化等を図りながら，中小企業の健全な発展による目標の達成を目指していく。

[5]鹿島地域の 19,485 26,093 21,323 25,000 Ａ評価 鹿島地域の製造品出荷額については，国の構造改革特区制度を活用した規制緩和，鹿島工業用水
製造品出荷 億円 億円 億円 億円 ↑ 負担の低減化，高圧ｶﾞｽの設備維持基準の導入検討，ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ内における特殊車両通行規制の一部緩
額○ Ａ 和，企業向け説明会や雑誌広告等による広報活動に取り組み，積極的に企業立地や新規設備投資の重

[H18] 誘導を進めてきた結果，目標額を大きく超えて増加している。
[事業推進課] 今後は，緑地整備等の弾力的運用の検討，工業用水や下水道などｲﾝﾌﾗｺｽﾄの 適化検討，人材育

， ， 。[産業技術課] 成 魅力的な住環境やにぎわいの創出等に取り組んでいき さらに製造品出荷の増を目指していく
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
新たに起業を目指す方々や新分野進出を目指す中小企業等を支援するため，創業から研究開発，

(6)事業所開業 3.2％ 5.5％ 3.4％ 3.8％ Ａ評価 事業化，販路拡大まで成長段階に応じて総合的かつ一貫した支援を行ってきた結果，事業所開業率
率 ↑ は，目標達成に向けて順調に推移している。

[産業政策課] [H13] [H18] Ａ 今後も，総合相談窓口運営事業，ビジネスプランコンテスト開催事業等による創業支援及び産業
活性化トップセミナー，女性起業家育成セミナーの開催等による人材育成等を進め，目標達成を目
指していく。

(7)下請け中小 42.5％ 59.0％ 46.3％ 50.0％ Ａ評価 ものづくり産業は，グローバル化の進展により，厳しいコスト競争にさらされている一方，従来
企業のうち ↑ の親企業＝下請企業の構図が崩れ，差別化できる技術を有し，競争力のある企業にとっては，様々
取引先が多 Ａ な発注企業の生産を支える存在となりうるチャンスでもある。
角化してい このような状況の中，県及び中小企業振興公社では，技術力はあるが営業力や提案能力等が不足
る企業の割 する県内ものづくり中小企業が，県内外の大手発注企業と新規取引をするための販路拡大支援に注
合 力している。例えば，ものづくり産業活性化プロジェクト（首都圏，隣接県等に配置する営業マン

[産業技術課] の営業活動 ，ものづくり企業販路拡大支援事業（専門展示会への県内企業の出展支援，商談会の）
）， （ ）開催 茨城マグネシウムプロジェクト 次世代素材であるﾏｸﾞﾈｼｳﾑ加工の企業連携と自立化を支援

などの施策が，県内中小企業の取引企業の多様化が進む一助となっていると思われる。
今後は，発注企業ﾆｰｽﾞの的確な把握と受注企業情報の拡充による効率的なﾏｯﾁﾝｸﾞ，受注企業実態

調査の実施，企業巡回調査，商談会の開催など企業ﾆｰｽﾞにあった各種事業を実施することにより，
さらなる取引先の多角化を目指していく。

[6]中小企業新 261件 657件 631件 1,000件 Ａ評価 商工会・商工会議所等が主催する経営革新セミナー等における企業への個別の働きかけ及び計画
事業活動促 ↑ 策定支援が，実際の計画策定に結びつくなど，計画通り順調に進んでいる。
進法（旧中 Ａ 今後とも中小企業経営革新支援協議会を活用した支援機関との連携，商工会・商工会議所の経営
小企業経営 指導員による巡回指導，地域密着型経営革新講座の開催，地域力連携拠点の活用，ベンチャープラ
革新支援法 ザとの連携など，経営革新に取り組む企業の掘り起こしを継続し，目標達成を目指していく。）
に基づく経
営革新計画
策定企業数

[中小企業課]
③ベンチャー企業の育成

指標名 基準値 実績値 目標値 評価分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(8)ベンチャー 153社 261社 227社 300社 Ａ評価 新たに起業を目指す方々や新分野進出を目指す中小企業等を支援するため，創業から研究開発，

企業数 ↑ 事業化，販路拡大まで成長段階に応じて総合的かつ一貫した支援を行ってきた結果，県内のベンチ
[産業政策課] Ａ ャー企業数は，目標達成に向けて順調に増加しており，数値目標を１年前倒しで達成できる見込み

である。今後も，総合相談窓口運営事業，ビジネスプランコンテスト開催事業等による創業支援及
び産業活性化トップセミナー，女性起業家育成セミナーの開催等による人材育成等を進め，目標達
成を目指していく。

[7]ベンチャー 0社 0社 3社 6社 Ｂ評価 新たに起業を目指す方々や新分野進出を目指す中小企業等を支援するため，創業から研究開発，
企業育成フ ↑ 事業化，販路拡大まで成長段階に応じて総合的かつ一貫した支援を行ってきたが，創業から株式上
ァンド投資 Ｂ 場までは相当期間を要するため，平成20年度及び平成21年度の上場を目標にしている企業があるも
企業の上場 のの，現時点では上場企業は出ていない。
企業数 今後，ファンド業務執行会社による取締役派遣，県の技術税務等の専門家派遣事業等を，通じて

[産業政策課] 投資先企業を育成・支援し，目標達成を目指していく。
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④地場産業・特産品の育成，商業の活性化
指標名 基準値 実績値 目標値 評価分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

， （ ） ，(9)小売業年間 29,022 28,921 29,711 30,400 Ｃ評価 小売業年間販売額は 前回調査 平成16年 と比較すると全国的にトータルでは微増となったが
販売額○ 億円 億円 億円 億円 ↑ 半数以上の27府県において減少している。本県の販売額も前回調査から微減となっており，全国で重

[中小企業課] は13位（前回調査と同順位）となっている。新デー
小売業年間販売額が低調である主な要因としては，県人口が平成11年をピークに減少に転じていタなし

ること，県内雇用者報酬が平成12年以降に減少傾向にあること，消費支出が低迷していること，な
どの要因が重なり減少傾向にあると考えられる。
消費が低迷する中で，本県小売業を取り巻く環境は，大変厳しい状況であるが，小売業の販売額を
増加させるために，魅力ある店づくり及び地域と一体となったにぎわいのある商店街づくりを進め
る必要がある。
県としては，エキスパートバンク事業やマネジメントエキスパート事業など，専門家の派遣による
経営改善や店舗レイアウトの指導を行うとともに，地域の特性を活かした，地元ならではの創意工
夫による商店街活性化事業に対する支援などを行いながら，目標達成を目指していく。

(10)サービス 19,618 19,780 20,324 22,930 Ｂ評価 サービス業年間生産額は，全国的に増加傾向にある中，本県も平成15年度から3年連続で増加を
業年間生産額 億円 億円 億円 億円 ↑ 続け，全国で5年連続の12位となっている。
○ Ｂ 県内の製造業や小売業などをはじめ，産業全体の総生産額が減少傾向にある中，サービス業の年重

[中小企業課] [H15] [H17] 間生産額は一貫して増加し， 近では伸び率の低下がみられるものの，県内産業に占める割合は着
[8]全産業に占 実に増加してきている。
めるサービス 県としては，今後ともサービス業に進出し，新たなビジネスを展開する動きを促進するためのシ
業構成比 ンポジウム開催や新たにいばらき産業大県創造基金によるサービス産業の創業支援などに取り組み
・事業所数 18.7％ 18.8％ 19.2％ 20.1％ Ｂ評価 ながら，目標達成を目指していく。
・従業者数 14.4％ 15.8％ 14.8％ 15.6％ Ａ評価

[中小企業課] [H18] ↑
新デー

タなし
(11)商店街に 11.7％ － 10.0％ － にぎわいある商店街づくりを進めるためには，商店街における空き店舗数を減少させる必要があ新デー

おける空き る。このため,地元ならではの創意工夫による商店街活性化事業に対する支援により，地域と一体タなし
店舗率 [H17] となった商店街づくりを促進しながら，目標達成を目指していく。

[中小企業課] なお，この指標については，毎年調査を実施していないため，次に実績が公表されるのは，平成
20年度ﾃﾞｰﾀの予定である。

[9]商店街が取 76.1％ － 88.0％ － 魅力に富み集客力のある商店街づくりを促し活性化させるため，市町村と連携した地元ならでは新デー
り組む活性 の創意工夫をこらした活性化事業や，コンペ方式により選定する若手商業者等が策定する斬新で効タなし
化事業実施 果的な活性化事業に対して支援を行い，目標達成を目指していく。
率 なお，この指標については，毎年調査を実施していないため，次に実績が公表されるのは，平成

[中小企業課] 20年度ﾃﾞｰﾀの予定である。
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(3)新鮮・安全で多様なニーズに応えられる農林水産物の産地づくり
①農業改革の推進，担い手の確保や生産基盤の整備，特産品の研究開発

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(12)農業産出 4,203 3,988 4,235 4,300 Ｃ評価 農業産出額は，全国的に減少（2.0％）しているが、本県は、主に鶏卵及び米の産出額減少によ

額○ 億円 億円 億円 億円 ↑ り全体で174億円（4.2％）と全国平均より大きく減少し、全国順位は千葉県に抜かれ第４位となっ重

[農政企画課] Ｃ た。前年と比較すると、鶏卵が主に鳥インフルエンザの影響により124億円（36.7％ 、米が生産量）
[H18] の減少により44億円（4.7％）それぞれ減少した。

、 、 、 、 、 、なお 全国の鶏卵及び米の減少率は それぞれ7.7％ 6.6％となっており 減少率は 鶏卵では
本県の方が大きく、米では本県の方が小さくなっている。

現在、鶏卵の生産量は鳥インフルエンザ発生前の水準まで回復しており、今後とも｢茨城農業改
革｣を着実に推進し，競争力ある力強い産地づくりを進め，目標達成を目指していく。

(13)認定農業 6,519 7,954 8,160 9,800 Ｂ評価 平成19年度は，認定農業者等の作付面積シェアで補てん率が増減する野菜価格安定制度の導入に
者数○ 人 人 人 人 ↑ よる野菜の認定農業者の増加に加え，水田経営所得安定対策への加入により米の認定農業者が増加重

[農政企画課] Ａ するなど全国と同様の傾向となっている。 今後とも市町村・ＪＡ等と連携して認定農業者制度や
， ， ， ，担い手のメリットを周知しながら 水稲 野菜 畜産等の農業者に対し認定農業者への誘導を進め

本県農業を支える担い手づくりの目標達成を目指していく。

(14)担い手へ 23.7％ 27.6％ 29.1％ 40.0％ Ｂ評価 担い手への農地利用集積率は平成18年度末２７．６％であり，平成17年度末（２６．４％）に対
． 。（ （ ． ） ．の農地利用 ↑ して１ ２％の増と年々高まっている 平成16年度末 ２５ ６％ に対して平成17年度末は０

集積率 [H18] Ａ ８％増 。この要因として，品目横断的経営安定対策（平成20年度から水田経営所得安定対策）の）
[農政企画課] 対象となりうる担い手を確保・育成するための各種施策の効果によるものと考えられるが，その動

きは緩やかであるので，目標達成に向け，引き続き各種施策を効率的に活用し，更なる農地集積を
図る必要がある。

なお，平成19年度末現在での担い手への農地利用集積面積の集計値の公表は平成20年7月ごろに
なる見込みである。

(15)畑地かん 680ha 1,103ha 1,073ha 1,600ha Ａ評価 畑地かんがいの先駆的実践者を活用した啓発活動や畑地基盤整備の中核を担う県営畑地帯総合整
がい施設整 ↑ 備事業へ予算の重点化を図ることなどにより，着実に畑地かんがい施設の整備面積は増加してきて※畑地か
備面積 Ａ おり，今年度の整備量は前年度を上回っている。んがい施

[農地整備課] 引き続き，畑地かんがい営農の普及啓発と畑地帯総合整備事業の推進に努め，目標達成を目指し設整備計
ていく。画におい

て別途定
められた
数値

(16)県研究機 79件 88件 85件 90件 Ａ評価 平成19年度は，農業関係研究機関5機関，畜産関係研究機関3機関において159課題の研究に取り
関(農業分 ↑ 組み，農業部門79件，畜産部門9件の計88件を成果として出すなど，研究課題の重点化や効率的な
野)が開発し Ａ 研究に努め，目標とする成果数(5カ年平均90件)の達成に向けて着実な行動ができた。
た研究成果 今後とも，｢県農林水産試験研究推進構想｣に基づき効率的な研究に努め，目標達成を目指してい
数[5カ年平 く。

重均]○
[農政企画課]
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②品質重視の生産と本県農産物のブランド化，消費者との信頼関係の構築
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(17)東京都中 8.7％ 9.5％ 9.4％ 10.0％ Ａ評価 本県産青果物の取り扱い高は，前年より13億円増加し500億円となり，16年から4年連続1位とな
央卸売市場 ↑ った。平成19年（暦年）単年では，シェアは9.9％で目標値に近づいた。
における県 [H18] Ａ 今後とも，消費者ニーズを踏まえ，より一層の品質向上を進めるとともに，農産物販売推進東京
産農産物シ 本部における産地自らが行うPR･販売活動の支援や量販店･外食･加工産業などへの積極的な売り込
ェア（金額 み活動，農産物商談会の開催などのほか，首都圏におけるいばらき農産物提供店の指定，市場提案
ベース)[5カ による消費者･実需者ﾆｰｽﾞに対応した新商品産地の育成などを進めていく。

重年平均]○
[園芸流通課]
(18)県産コシ 86％ 91％ 88.0％ 90％ Ａ評価 これまで，高品質米生産ﾓﾃﾞﾙほ場の設置運営，地域農業改良普及ｾﾝﾀｰの分析機器による品質改善

ヒカリの１ ↑ 指導，｢いばらき高品質米生産運動｣の意識啓発などに取り組んできたところ，平成19年は目標を達
等米比率 [H18] Ａ 成することができた。

[農産課] この目標は，天候の影響を受けやすい項目ではあるが，今後とも天候の良否にかかわらず，コン
スタントに目標を達成できるよう，｢いばらき高品質米生産運動｣の更なる推進を図っていく。

[10]施設栽培 14.2％ 14.6％ 15.9％ 20.0％ Ｂ評価 軟弱野菜の導入等により施設化率は向上しているものの，原油や資材費の高騰などコストの上昇
されている （ デ ー により，0.4％の伸びにとどまった。今後とも補助事業等を活用して，施設化や省エネ設備の整備
野菜の割合 [H15] [H17] タ 変 わ に対する支援を行いながら，目標達成を目指していく。
(施設化率) らず）

[園芸流通課]
[11]本県産農 115店舗 380店舗 218店舗 320店舗 Ａ評価 首都圏及び県内における本県農産物の販路拡大のため、平成１３年の県内に続き、平成１７年度

産物販売指 ↑ に県外における指定店制度を創設し、量販店や料理店の指定を進めてきた結果、指定店舗数は順調
定店店舗数 Ａ に伸びてきている。
○ 平成１９年度は、首都圏の農産物提供店が行う消費者と県内生産者との交流事業への支援等によ重

[園芸流通課] り、特に首都圏の量販店における指定店舗数の拡大に力を入れた結果、県内外併せて平成２２年度
目標の320店舗を上回る380店舗を指定することができた。

平成２０年度は、指定店舗を活用したキャンペーンの実施などを通して、県産品販売コーナーの
充実を図るとともに、実際に県産品を食べられる料理店の指定を推進していく。

[12]いばらき 100集団 195集団 300集団 500集団 Ｂ評価 徐々に認知度は向上しているが,多くの農家が新たな取引につながるなどの十分なメリットを実
農産物ネッ ↑ 感するまでにはいたっていない。
トカタログ Ｂ そのため，生産者・消費者・実需者に対し，更なる認知度の向上を図る必要があるので，量販店
登録集団数 店頭でのPOP掲示や，包装資材への識別子（キャラクターマークやQRコード等）の印刷支援，新聞
○ 紙上等でのPRを推進するとともに，生産履歴記帳の徹底を図りながら登録を推進し，目標達成を目重

[園芸流通課] 指していく。
[13]エコファ 4,612 6,376 7,306 10,000 Ｂ評価 水稲を中心に新規認定者は順調に伸びているが，主に園芸作で認定期間終了後に事務がわずらわ

ーマー認定 人 人 人 人 ↑ しい等の理由から更新しない農業者が多く，認定者総数の伸びが期待より少ない結果となった。
， ， ，者数 Ｂ 引き続き 水稲など これからの認定が期待される作物を生産する農業者へ働きかけるとともに

[農産課] 更新事務手続きの簡素化等を図り，更新を行わなかった農業者及び更新予定者等にエコファーマー
再認定を積極的に働きかけ，目標達成を目指していく。
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③林業・木材産業の活性化，特用林産物の産地化
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(19)県産木材 187千㎥ 309千㎥ 252千㎥ 300千㎥ Ａ評価 平成１９年度の供給量は，平成１８年度に続いて増加したため，目標値３００千㎥を超え３０９
の供給量 ↑ 千㎥に達した この増加の要因は 木材チップ向けの広葉樹の生産量が２年連続して大幅に増加 ２。 ， （

[林政課] [H15] Ａ 年間で６７千㎥）したためであり，今後，この傾向が継続するかは不透明である。
ついては，資源が充実しつつある人工林の針葉樹（スギ、ヒノキ）の利用を促進するため，引き

続き木造住宅建築等における県産木材需要の拡大を図るとともに，木材供給体制の整備を進め，安
定した供給量の確保を図り，更なる県産木材供給量の増加を目指していく。

(20)特用林産 5,809 4,814 6,070 6,418 Ｃ評価 前年に比べ，乾しいたけ，なめこ，ひらたけ，ぶなしめじの単価が下がったことによるものに加
物の生産額 百万円 百万円 百万円 百万円 ↑ えて，ぶなしめじ，たけのこ，特に特用林産物の生産額の50％以上を占めているしいたけが，天候

[林政課] Ｃ 不順により生産量を下げたことから，全体としては計画数量を下回った。
[H15] [H18] 今後は，生産者の生産意欲を向上させるための事業をより一層推進し，生産量の増大を図るとと

もに，品質の向上による単価のｱｯﾌﾟを図り，目標達成を目指していく。
[14]間伐実施 1,151 1,467 1,631 2,110 Ｂ評価 県間伐等推進計画を策定し，計画的・効率的に間伐を推進することとしているが，長引く木材価

面積 ha/年 ha/年 ha/年 ha/年 ↑ 格の低迷や生産コストの上昇等により，森林所有者の経営意欲が減退しているため，間伐の実施面
[林業課] Ｂ 積が伸びにくい現況にある。

その中にあって，平成１9年度の間伐実施面積は前年度実績を上回ることができたが，これは，
県及び森林組合の職員等が森林所有者へ熱心に補助事業の普及指導等を行った結果，間伐施行地の
掘り起こしができたためと考えられる。

④効率的で安定的な漁業経営の確立と水産物の安定供給

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(21)沿岸漁家 3,442 3,866 3,601 4,000 Ａ評価 平成１８年の実績値は国による調査結果のとりまとめが遅れており，現時点では把握できていな

所得 千円 千円 千円 千円 （ デ ー い。現在実績値が判明している沿岸漁業の平成17年の生産状況をみると，平成15年と比較して，平
[漁政課] タ 変 わ 均魚価が若干低下したものの，しらすやひらめ・かれい類等が好漁であり漁獲量が増加したことな

[H15] [H17] らず） どから，沿岸漁家所得も増加した。
今後は沿岸漁家所得を向上させるための取り組みとして，多角化操業や海遊業など，ブルーツー

リズムの観点から新たなサービス業の取組みにより，目標達成を目指していく。
(22)水産加工 84,153 131,384 90,945 100,000 Ａ評価 平成18年の本県漁業はさば類等が好漁であり，漁獲量が増加したことなどから，平成18年の水産

生産額 百万円 百万円 百万円 百万円 ↑ 加工品生産量が生鮮冷凍水産物等を中心に増加し，目標値を上回った。
[漁政課] Ｂ しかしながら，さば類等は変動の大きい回遊性資源であることから，水産加工業の経営安定を図

[H15] [H18] るため，加工原魚の共同購入や新製品開発等に必要な資金の低利融資などに取り組んでいる。 ま
た，いばらきの地魚取扱店認証制度などにより，本県水産物のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟや消費拡大を図り，更な
る水産加工品生産額の増加を図っていく。
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⑤農山漁村の活性化
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(23)都市農村 4,954 6,269 5,177 5,400 Ａ評価 平成１９年に複数の施設が供用されたことや，補助事業や各種啓発活動などの成果により，前年
交流施設利 千人 千人 千人 千人 ↑ を大幅に上回っている。引き続き，都市農村交流の受入体制をの強化を図っていく。
用者数○ Ａ重

[農村環境課]
[15]都市農村 102団体 190団体 151団体 200団体 Ａ評価 県北・県西ゾーンを中心に順調に伸びてきている。県北ゾーンは里山など身近に農村環境がある

、 。 （ 、 ）交流等活動 ↑ ことやリンゴ狩り そば打ちなど体験メニューも豊富である 県西ゾーンも都市 東京都 埼玉県
団体数 Ａ に近いという利便性がある。一方、県央ゾーンは都市部が多く、市民農園や農産物直売所を通した

[農村環境課] 交流に偏りがちである。また、鹿行ゾーンはメロン生産など労力を要する農産業に従事する農業者
が多く、都市との交流に取り組みにくい状況にある。

こうした状況を踏まえ、地域資源の発掘と活用ができる人材育成のための研修会の開催やホーム
ページを活用した情報発信、活動団体への支援に取り組み、目標の達成を目指していく。

[16]市民農園 102か所 106か所 126か所 150か所 Ｂ評価 平成17年9月に市民農園の制度が緩和され，NPOや企業，個人にまで拡大されたが，依然として利
開設数 ↑ 用者の募集や初期投資資金の調達に不安があるなどの理由により、市民農園開設の伸び率は低い状

[農村環境課] Ｂ 況にある。
， 「 」このため 市民農園の開設に関心のある個人や法人などを対象とした 市民農園開設支援研修会

の開催や県政出前講座での講演、リーフレット「市民農園を開設してみませんか？」の配布など広
くＰＲに努め、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
①若者の職業的自立，高度で実践的な人材等の育成

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(24)高度で実 130人 363人 285人 440人 Ａ評価 半導体分野について，大学においても即戦力の人材を育成する取組が必要とされている中，企業

。 ，践的な人材 ↑ 技術者が講師となり大学で実践的な講義を行う事業のﾆｰｽﾞは年々高まっている 平成16～18年度は
育成数○ Ｂ 半導体製造のﾌﾟﾛｾｽを含む｢半導体実践の基礎｣として実施していたが，平成19年度からはｼｽﾃﾑLSI全重

[産業政策課] 般にわたる講義を設け，レベルの向上を図っている。また，急速に進展する技術革新に対応し，県
， ，[産業技術課] 内中小企業の競争力を強化するために 現場で必要とされる情報セキュリティやデータベース構築

[職業能力開発 プログラミング技術者の育成や，即戦力となる実践能力の高い人材育成に取り組み，目標達成を目
課] 指していく。

(25)大学生等 281人 668人 641人 1,000人 Ａ評価 ｢いばらきｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進協議会｣を設置し，産学官連携によるｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの普及を進めているほ
のインター ↑ か，｢いばらき就職支援ｾﾝﾀｰ｣に｢ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ｣を配置し，ｲﾝﾀｰｼｯﾌﾟの普及･啓発，受入企業

， ， ，ンシップ実 Ａ の開拓 大学等への受入企業情報の提供 受入企業と大学等とのﾏｯﾁﾝｸﾞなどに取り組んできた結果
施人数 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの実施人数は順調に増加してきた。

[労働政策課] 今後は｢いばらきｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進協議会｣の意見などを踏まえ，ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟのより一層の推進を図る
ための方策等について検討しながら，目標達成を目指していく。
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(26)インター 91.4％ 94.9％ 95.7％ 100％ Ｂ評価 高校生就業体験推進事業（平成15～18年度）の開始以来，インターンシップを実施している高校

ンシップを ↑ の割合が増えてきている。平成19年度は，全日制で就職希望者のいる学校98校のうち，93校が実施
実施してい Ａ した（実施率94.9％ 。これは，事業終了後も，教育委員会がインターンシップを積極的に推進し）
る高校の割 ている結果であり，就職を希望する生徒のいる学校においては，インターンシップのできる校内体
合 制が整えられたといえる。

[高校教育課] なお，本年度は昨年度よりも進捗状況が下回ったが，これは，98校のうち県立高等学校の改編に
より，在籍者が３年生のみの学校（４校）と１年生のみの学校（１校）が，実施を見合わせたため
であり，これらを除くと就職希望者のいる全ての学校で実施された。

[17]新規学卒 97.2％ 99.6％ 100％ 100％ Ｂ評価 産業技術短期大学校・産業技術専門学院修了生に対する企業の評価の高まり等により，平成20年
者訓練後の ↑ ３月末現在，99.6％と前年同期に対して0.7ポイント増加しいるが，目標値を下回った。※初年度
就職率 Ｂ １名の修了生が健康上の理由で就職することができなかったことにより，目標値（100％）を達からH22

[職業能力開発 成できなかった。今後とも，未就職者に対して，国や企業等，関係機関との連携，短大校・各学院の目標値
課] における求人の開拓やネットワークによる求人情報の共有化等により，就職活動の支援を行い，目の達成を

標達成を目指していく。目指す。
(27)ものづく 333人 477人 417人 500人 Ａ評価 ものづくりマイスター制度の概要や認定者名、活動状況等を記載した ｢ものづくりﾏｲｽﾀｰ活用の

りマイスタ ↑ 手引き･活動事例集｣を毎年発行し，各市町村・商工会議所・商工会・事業者団体等に送付するとと
ー認定者数 Ａ もに、県のホームページに「ものづくりマイスターネット」を開設し，制度の周知・広報に取り組

[職業能力開発 んできた結果，ものづくりﾏｲｽﾀｰ認定者は順調に増加し平成22年度の目標値である認定者数500名に
課] 対し、認定者数477名（平成19年度現在）と目標達成率は95％に達しており目標達成は可能と考え

る。

②若者等の就職対策と女性，高齢者，障害者雇用の促進
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(28)就職活動 25,884 49,756 32,942 40,000 Ａ評価 平成17年7月に若年者を対象とした｢ｼﾞｮﾌﾞｶﾌｪ｣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ｸﾞ，
における い 人 人 人 人 ↑ 職業紹介等のﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽの機能充実により利用者が増加したことに加え，ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ「
ばらき就職 Ａ 能力等の各種ｾﾐﾅｰの実施や，大学･高校等への出前ｾﾐﾅｰ･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ等の利用者増加により，目標を達
支援センタ 成できている。
ー」活用人 今後は，より利用者のﾆｰｽﾞに即した効果的なｾﾐﾅｰ,就職決定に結びつく相談･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ方式を採用
数 するなどにより利用人数の増加を図るとともに，子育てﾏﾏ再就職支援事業を利用する女性や中高年

県民の中には，センターの存在を知らない方や，遠方[労働政策課] 者等，幅広い年齢層の利用促進に加え，
のため利用できない方がいると考えられるため，センターやハローワークのない市町村で出

目標達成の継続を目指張相談を実施し，身近なところで相談ができるよう機能の充実を図り，
していく。

[18]離転職者 61.9％ 70.1％ 64.6％ 70.0％ Ａ評価 ６つの産業技術専門学院のうち５学院において就職率が目標とする７割を超えた。これは，就職
職業訓練修 ↑ 率に応じて委託料が増額となるインセンティブ制を設けた結果，受託先においても就職を意識した
了後の就職 [H18] Ａ 内容のカリキュラムを取り入れるようになったことや，巡回就職支援指導員をはじめとする，受講
率 生に対するきめ細かな情報提供が有効であったと考える。

[職業能力開発
課]
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(29)若年者有 62.9％ － 67.0％ － いばらき就職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，マンツーマンで就新デー

業率 職相談から各種セミナー･人材育成カリキュラムの提供等，就職が決まるまでの一連の就職支援をタなし
[労働政策課] [H14] 行っている。また，若者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・企業説明会｣の開催，企業が採用の際重視する能力を身につける「若年者就職基礎能力養成講
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。

今後とも，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ることにより，目標
達成を目指していく。なお，この指標については，毎年調査を実施していないため，次に実績が公
表されるのは，平成19年度データ（H20年7月総務省発表）の予定である。

(30)女性有業 49.0％ － 53.0％ － 育児などのために仕事を離れていた女性が再就職するために受講する民間教育訓練講座の受講料新デー
率○ の一部を助成する｢子育てママ再就職支援事業｣や，育児や介護を行う労働者のための「仕事と家庭重 タなし

[労働政策課] [H14] の両立支援計画」の策定支援や，実際に策定した計画に沿って短時間勤務制度等を従業員に利用さ
せた中小企業に対する奨励金の支給などに取り組んでいる。

今後とも，女性の就業機会の創出などを進めることにより，目標達成を目指していく。なお，こ
の指標については，毎年調査を実施していないため，次に実績が公表されるのは，平成19年度デー
タ（H20年7月総務省発表）の予定である。

[19]女性起業 20.5％ 17.8％ 22.4％ 25.0％ Ｃ評価 平成15年度から女性起業家育成セミナー受講者の起業率は，減少している。
家育成セミ ↑ 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
ナー受講者 [H15] [H18] Ｃ が効率的に図れていないことが考えられる。
の起業率 今後は，起業に必要な基礎知識やノウハウの習得を目的とした，女性のための｢したたか･しなや

[産業政策課] か起業塾｣について，内容の充実を図っていくとともに，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による創業支援，さらには，関係団体が行うフォローアップ講座などを通じ
て，女性の起業を促進し，目標達成を目指していく。

(31)高齢者雇 4.0％ 5.7％ 6.1％ H22全国 Ｂ評価 いばらき就職支援ｾﾝﾀｰにおける求人開拓や職業紹介の実施 ｢いばらき高年齢者･障害者雇用ﾌｪｽﾀ｣，
用率○ 平均値 ↑ における高年齢者雇用優良事業所に対する知事表彰などを通じた高齢者雇用についての普及・啓発重

[労働政策課] Ｂ などを図ってきた結果，高齢者雇用率は順調に向上している。
しかしながら，全国平均値も同様に向上しており，65歳までの継続雇用制度の一層の普及を図り

ながら，目標達成を目指していく。
(32)障害者雇 1.36％ 1.54％ 1.58％ 1.80％ Ｂ評価 障害者雇用率は，着実に改善傾向にあるが，平成19年６月１日時点において，全国平均を0.01ポ

用率 ↑ イント下回る1.54%となっており 「障害者の雇用の促進等に関する法律」が定める雇用義務（法定，
[労働政策課] Ｂ 雇用率1.8%）を下回っている。

， ， ， ，このため 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
県内５ブロックで障害者就職面接会を開催するほか，障害者雇用への理解を促すため，県内主要３
駅（日立，水戸，土浦）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などを実施している。

また，平成１９年度は，在宅や福祉施設から一般企業への就職を促進するため，新たに，茨城労
働局と連携し 「障害者の雇用促進に向けた職場実習等の受入れ意向調査」を実施し，調査結果を，
各ハローワークや特別支援学校へ提供した。

法定雇用率を未達成の企業（調査対象の49%）の中には，あと１人障害者を雇用すると法定雇用
率を達成できる，いわゆる「１人不足企業」が多く（未達成企業の66%）含まれており，この「１
人不足企業」を解消していくことで，障害者雇用の進展が期待できるため，今後，企業向けのセミ
ナー等を開催し，障害者に対する理解を深めていただき，目標達成を目指していく。
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③農林水産業への就業促進
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(33)新規就農 176人 183人 213人 250人 Ｂ評価 新規就農者数は，農業大学校において就農促進対策の一環として実施している｢いばらき営農塾｣
者数 ↑ を受講し，他産業から新規に就農するなどのＵターン就農者は増加傾向にあるが，高校や農業大学

、 、 。[農政企画課] Ｂ 校などを卒業後 すぐに就農する新規学卒者が減少傾向にあり 全体ではほぼ横ばいとなっている
今後とも，｢いばらき営農塾｣の受講者のニーズを踏まえながら研修講座の拡充･強化を図るとと

もに，新規就農相談センターにおけるワンストップサービスによる就農相談，農業関連学校の学生
に対する就農啓発，市町村における実践講座等の開催など市町村段階の就農支援活動の支援などを
引き続き実施し、目標達成を目指していく。

(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

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(34)県内主要 88分 85分 79分 70分 Ｂ評価 平成19年の県内主要都市相互間の自動車による平均移動時間は，土浦～鹿嶋，鹿嶋～筑西間につ

都市相互間 ↑ いて，首都圏中央連絡自動車道が阿見東ＩＣまで開通したことから移動時間の短縮が図られた。
の自動車に Ｂ また，水戸～日立，日立～鹿嶋間についても移動時間の縮減が図られている。
よる平均移 今後は，平成21年度に東北道まで開通予定の北関東自動車道，平成20年度に阿見東IC～(仮)江戸
動時間○ 崎IC間が供用予定の首都圏中央連絡自動車道，平成21年度に(仮)茨城町JCT～(仮)茨城町南IC間が重

[道路建設課] 供用予定の東関東自動車道水戸線などの整備を進め，目標達成を目指していく。
(35)道路渋滞 4,322 3,647 4,248 4,100 Ａ評価 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ている。

による損失 ↑ 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。万人時間 万人時間 万人時間 万人時間
時間 Ａ/年 /年 /年 /年

[道路建設課] [H18]
(36)公共交通 174 － 182 － 平成19年10月に県民・地域，交通事業者，行政から構成する茨城県公共交通活性化会議（事務局新デー

） ， 。機関の旅客 百万人 百万人 ：茨城県企画部企画課 を設立し 同会議を通じて公共交通の利用促進を図っているところであるタなし
流動量 これら関係者の連携した取組により，目標達成を目指している。

[企画課] なお，実績の 新データについては，平成２０年度に公表の予定である。
(37)重要港湾 16,778 12,916 22,852 35,000 Ｃ評価 日立港において、平成１７年５月から東南アジア定期コンテナ航路の寄港が休止されたことによ

における外 TEU TEU TEU TEU ↑ り、前年の取扱量を下回った。
貿のコンテ Ｃ 近年、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
ナ取扱量 [H18] 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

[港湾課] 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。
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②観光をはじめとする交流の推進
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(38)年間観光 43,040 46,875 45,520 50,000 Ａ評価 つくばｴｸｽﾌﾟﾚｽ開業に合わせた｢いばらき情報ｽﾃｰｼｮﾝ｣の設置や都内をはじめ常磐自動車道などで
客数○ 千人 千人 千人 千人 ↑ の観光物産ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの開催等のほか，｢ｶｼﾏｽﾀｼﾞｱﾑ｣や｢ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ｣を会場とした観光物産展の開催重

[観光物産課] Ａ 等により，観光客数等が順調に増加している。今後は，観光振興基本計画に位置付けた4つの｢戦略
[20]年間日帰 38,082 40,243 41,291 44,500 Ｂ評価 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣を重点的に推進し，目標達成を目指していく。

り観光客数 千人 千人 千人 千人 ↑
[観光物産課] Ａ
[21]年間宿泊 4,958 6,632 5,229 5,500 Ａ評価

観光客数 千人 千人 千人 千人 ↑
[観光物産課] Ｃ

[22]観光消費 282,207 340,184 325,229 368,250 Ａ評価
額 百万円 百万円 百万円 百万円 ↑

[観光物産課] Ａ
(39)本県の観 60.0％ 65.0％ 70.0％ 80.0％ Ｂ評価 観光満足度は向上しているが，目標達成に向けては，更なるおもてなしの向上を図っていく必要

光に対し満 ↑ がある。このため 「観光ホスピタリティーセミナー」など，おもてなしの向上を目的とした各種，
足している Ｂ 研修を実施しているほか，観光ボランティアガイドの育成・支援を図っている。今後は，地域の実
観光客の割 情に応じ，地域がより主体的に取り組むことが出来るよう，市町村等の開催するおもてなし向上の
合○ ためのセミナー等への支援事業を拡充し，おもてなしの向上を図っていく。重

[観光物産課]

③首都圏における新たな物流体系の構築
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(40)首都圏に 11.0％ 11.3％ 11.6％ 13.0％ Ｂ評価 首都圏全体の貨物流動量が減少している中，本県については，微減に止まったことから，シェア
おける貨物 ↑ では基準値を上回る結果となった。この理由としては，本県の貨物流動量の品目別内訳において26
流動量のシ [H15] [H17] Ｃ ％(H17)と も多い鉱産品（主に砂利・砂・石材）が，県内の堅調な需要に支えられ，大幅に伸び
ェア○ たことがあげられる。本県としては，物流を取り巻く環境の変化等を踏まえ，平成18年度に改定し重

[地域計画課] た県総合物流計画に基づき，平成22年度までの計画期間内に実施する施策の具体化を図り，目標達
成を目指していく。
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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
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(41)ブロード 33.6％ 45.8％ 41.7％ 57.9％ Ａ評価 安価で高性能な光ﾌｧｲﾊﾞｰによる家庭向けのﾃﾞｰﾀ通信ｻｰﾋﾞｽ（FTTH）などﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ提供ｴﾘｱ
バンド契約 ↑ の拡大及びｻｰﾋﾞｽ内容の充実を要因として，ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ契約数世帯比率は順調に伸びてきている。
数世帯比率 [H18] Ａ 本県の平成19年4月から平成19年9月末までの契約数世帯比率の伸び2.1％は，全国でも１２番目

[情報政策課] の数値であり，全国平均値の2.0％を上回っている。
， ， ，また 平成19年9月末の本県契約数世帯率47.9％は 全国平均値である53.7％を下回っているが

この全国平均値は全国の総契約数を総世帯数で除算した数値であり，各都道府県別の契約数世帯率
の平均では無い。各都道府県別契約数世帯率の平均値は47.6％であり，本県の数値47.9％は，これ
を上回ることになる。しかしながら，県内の一部には，ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽが提供されていない地域
もあることから，地域間の情報通信格差の是正を推進していく必要がある。

このため，引き続き，ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ環境整備対策研究会における検討，基盤整備に対する支援，I
BBNの民間開放などに取り組み，目標達成を目指していく。

(42)県申請等 1.3％ 34.0％ 68.5％ 80.0％ Ｂ評価 県への申請及び届出のｵﾝﾗｲﾝ化率は，累計で34.0％となり，順調に伸びている。
手続きのオ ↑ しかし，ｵﾝﾗｲﾝ化すべき申請等手続は，750件残っており，現在の年間100件程度のｵﾝﾗｲﾝ化のﾍﾟｰｽ※申請・
ンライン化 [H18] Ａ では，数値目標の達成は困難である。手続のｵﾝﾗｲﾝ化に時間がかかる要因としては，手続ごとにｼｽﾃ届出等手
率 ﾑ独自の様式ﾌｧｲﾙを作成するための要件定義や動作確認を行っていることが挙げられる。続オンラ

[情報政策課] よって，平成19年度から，申請書様式は，様式ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽと連携し既存のﾌｧｲﾙを活用するこイン化実
とでｵﾝﾗｲﾝ化に要する時間の短縮を図りながら，目標達成を目指していく。施計画に

おいて別
途定めら
れた数値

(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

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(43)首都圏に 19％ 20.0％ 30％ 40％ Ｂ評価 「つくば」や「常陸牛」など個別の地域資源については，着実にイメージの向上が図られてきて

おいて茨城 ↑ いるものの，県全体のイメージ向上に波及していないのが現状である。
県に好印象 Ｃ 今後も継続的に 「つくば 「常陸牛 「メロン」など個々の資源のブランド力向上を図るとと， 」， 」，
を持ってい もに，茨城空港の開港や北関東自動車道の開通など交流圏の拡大に合わせ，県全体のイメージ向上
る人の割合 に向けた情報発信力の強化等に努め，目標達成を目指していく。
[企画課]

(44)常陸牛の 209店 353店 255店 300店 Ａ評価 常陸牛の販売指定店舗数は常陸牛の知名度の向上に伴い、順調に増え続け目標であった３００店
， 。販売指定店 ↑ 舗を平成１８年に達成し その後も増加を続けて平成２０年３月末時点で３５３店舗まで増加した

数 Ａ 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，効果的なPR
[畜産課] を実施するとともに､県も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の増え続け平成１７年度には２，６３５頭であったものが,平成

１８年度には３，８４９頭と増加し，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，全国に知られるﾌﾞﾗﾝﾄﾞを目指すため，これまでの取
り組みを継続しつつ，他銘柄との差別化，需要に応じた生産拡大，市場ﾆｰｽﾞ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。
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(45)ロケ誘致 342件 1,226件 921件 1,500件 Ａ評価 フィルムコミッションを設立する市が８市（平成20年3月末現在）になるなど，市町村において

作品数 ↑ も積極的にロケ誘致，ロケ支援に取り組んできたほか，県と市町村との連携を強化して，全県的な
[地域計画課] Ａ ロケ支援体制の充実に努めてきた。

このような全県的なロケ誘致，ロケ支援の体制や，豊富なロケ資源が映像制作者に高く評価され
てきた結果，順調にロケ実施作品数が伸びている。

なお，県（いばらきＦＣ）が支援した作品数は，平成17年度，18年度とも全国第一位となってい
る。

[23]県ホーム 3,803 3,462 4,652 5,500 Ｃ評価 ホームページのアクセス数は，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
ページアク 千件 千件 千件 千件 ↑ 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
セス数 Ｂ 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

， （ ）[広報広聴課] ーワードの 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（閲覧件数上位5,000サイト）については，平成17年度から平成19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 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。

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

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(46)マリッジ － 415人 600人 1,500人 Ｂ評価 マリッジサポーターは，平成18年6月に開設された「いばらき出会いサポートセンター」と連携

サポーター ↑ しながら，地域における世話役として，若者の出会いの相談や仲介などの活動を展開している。マ
数（旧 出会 Ａ リッジサポーター委嘱者数は，対前年で107人増加（⑱308名→⑲415名）しているものの，平成19
いの場コー 年度の期待値（600名）には達しなかった。
ディネータ 平成19年度は，市町村や経済，福祉，労働団体等へのマリッジサポーターの周知・募集活動を行

， （ ）ー数） ○ うとともに マリッジサポーター間の情報交換や連携を深めるための地域活動協議会 県内５地域重

[子ども家庭 や地域活動協議会相互の連絡調整を行う「いばらきマリッジサポーター連絡協議会」を設立し，マ
課] リッジサポーターの全県的な活動の活性化を図ってきた。

今後は，地域活動協議会や市町村との連携を図りながらマリッジサポーターの周知に努めるとと
もに，各種団体や企業に対する直接訪問による協力依頼等を展開し，目標達成を目指していく。

， ， ， ，(47)保育所の 277人 284人 92人 0人 Ｃ評価 待機児童は 水戸市 つくば市 神栖市などの都市部において県全体の約９割を占めているため
待機児童数 ↑ 毎年，都市部を中心に積極的に保育所の新設・増改築を行い，全国と比較しても高い水準で定員増
○ Ｃ 加に取り組んできたところであり，その結果，平成20年4月1日現在の待機児童数は２８４人と，前重

[子ども家庭 年に比べ大幅に減少した（前年比185人減 。）
保育所の整備が速やかに行課] しかし，依然として期待値を上回っている状況にあり，今後とも，

われるよう，市町村・事業者に対し認可に関する助言・指導を行うとともに，整備に係る交
付金に関して関係機関（事業者，市町村，国等）との調整を行っていく。

また，保育需要が右肩上がりに増加する一方で，幼稚園は定員割れするなど，子どもに関して
保護者の求めるサービスが変わってきていることから，就学前の教育･保育を一体的に提供する｢認
定こども園｣制度を推進し，保育所の定員増を図り，目標達成を目指していく。
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(48)ファミリ 61.3％ 81.8％ 80.7％ 100％ Ａ評価 市町村担当者会議及びファミリー・サポート・センター等連絡会議等における未実施市町村への

ー・サポー ↑ 働きかけや地域住民の一時預かり等に関するニーズの高まりにより，実施市町村数が着実に増えて
ト・センタ Ａ いる。また，来年度以降の事業開始に向けて準備を進めている市町村もある。
ー事業，子 今後は，未実施市町村に対して，事業実施に係る課題等のヒアリングを通じた実施への働き掛け
育てサポー や実施市町村における事例の紹介等を行うことにより，目標達成を目指していく。
ター派遣事
業の実施市

重町村割合○
[子ども家庭
課]

(49)放課後児 377か所 466か所 437か所 496か所 Ａ評価 放課後児童クラブの設置数については，市町村が実施するクラブの運営費や整備に要する経費の
童クラブ設 ↑ 補助に取り組んできた結果，これまで順調に伸びてきている。
置数○ Ａ 平成１９年度からは 「放課後子どもプラン」の中で教育庁の「放課後子ども教室」と連携し，重 ，

[子ども家庭 放課後児童クラブの設置運営を推進していくこととなったが，今後もクラブ指導員の研修などを実
課] 施し質的な向上にも努めながら，目標達成を目指していく。

[24]経済的支 6％ 9.6％ 20％ 40％ Ｂ評価 企業における仕事と家庭の両立支援の取組を促進するため，積極的に子育て支援に取り組む企業
援実施企業 ↑ の表彰や気運醸成のためのフォーラムを開催するとともに，20年度に経済団体や労働団体などと官
割合○ [H17] 民連携組織における推進策の検討や子育て支援に積極的に取り組もうとする企業を対象とした登録重 新デー

[子ども家庭 制度を創設するなど，目標達成に向けた取り組みを進めていく。タなし
課]

， 。[25]児童と赤 32.3％ 34.1％ 66.2％ 100％ Ｂ評価 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は ほぼ横ばいの状況である
ちゃんのふ ↑ そのうち，国庫補助事業については20年度で廃止となることから，当該市町村は１８年度と比較し
れあい交流 Ｂ て減少（６→５市町村）しているが，次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）事業の実施市町
促進事業を 村については，年々伸びている（８→10市町村 。）
実施してい 少子化が進む中，乳幼児とふれあう機会が減り，育児に不安を抱えた親が増えていることから，
る市町村割 本事業の必要性は高まっていると言える。そのため，未実施の市町村に対しては，他県等の事例紹
合○ 介などにより事業効果を周知するなど，引き続き，積極的な普及啓発を進めながら，目標達成を目重

[子ども家庭 指していく。
課]

(再掲) 育児などのために仕事を離れていた女性が再就職するために受講する民間教育訓練講座の受講料
(30)女性有業 49.0％ － 53.0％ － の一部を助成する｢子育てママ再就職支援事業｣や，育児や介護を行う労働者のための「仕事と家庭新デー

率○ の両立支援計画」の策定支援や，実際に策定した計画に沿って短時間勤務制度等を従業員に利用さ重 タなし
[労働政策課] [H14] せた中小企業に対する奨励金の支給などに取り組んでいる。

今後とも，女性の就業機会の創出などを進めることにより，目標達成を目指していく。なお，こ
の指標については，毎年調査を実施していないため，次に実績が公表されるのは，平成19年度デー
タ（H20年7月総務省発表）の予定である。
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②高齢者の健康づくり
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(50)シルバー 29人 1,678人 2,225人 4,420人 Ｂ評価 平成19年度中には，３級指導士を702人養成して，これまでの累計は1,678人となっているが，年
リハビリ体 ↑ 平均の期待値には達していない。
操３級指導 Ｂ しかし，19年度から，３級指導士の養成を担うことが可能な１級指導士の養成(15人)を開始し，
士数○ 地域活動のリーダーとなる２級指導士数も伸びてきて(累計485人)いることから，今後，1級指導士重

[保健予防課] の数を増やしていくことが可能な状況となっている。
このため，従来からの健康プラザでの指導士養成に加え，市町村と協力して，県内各地域での1

級指導士による3級指導士の養成を行っていくことにより，目標達成を目指していく。

③高齢者の生きがいづくり
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(再掲) いばらき就職支援ｾﾝﾀｰにおける求人開拓や職業紹介の実施 ｢いばらき高年齢者･障害者雇用ﾌｪｽﾀ｣，
(31)高齢者雇 4.0％ 5.7％ 6.1％ H22全国 Ｂ評価 における高年齢者雇用優良事業所に対する知事表彰などを通じた高齢者雇用についての普及・啓発

用率○ 平均値 ↑ などを図ってきた結果，高齢者雇用率は順調に向上している。重

[労働政策課] Ｂ しかしながら，全国平均値も同様に向上しており，65歳までの継続雇用制度の一層の普及を図り
ながら，目標達成を目指していく。

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

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(51)３級ホー 8,751 10,571 11,126 16,000 Ｂ評価 ３級ホームヘルパー数については，養成研修に取り組む市町村が当初の想定よりも少なかったこ

ムヘルパー 人 人 人 人 ↑ となどから，伸び悩む結果となっている。
数 [H18] Ｂ このため，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を開催して，事業の目的や※第3期

[長寿福祉課] 必要性を周知するとともに，３級ヘルパー修了者の地域活動の事例や県職員を対象とした３級ヘルいばらき
パー養成研修の実施事例等について情報を提供することにより，事業の効果を周知し，市町村にお高齢者ﾌﾟ
ける研修への取組みを促すこととする。また，併せて３級ヘルパー養成研修受講啓発リーフレットﾗﾝ21にお
を配布することで目標達成を目指していく。いて別途

定められ
た数値

[26]介護支援 1,728人 2,353人 1,864人 2,000人 Ａ評価 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
専門員数 ↑ 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

Ａ 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。
[長寿福祉課] 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，｢介護支援専門員実務研修受講試験｣の広報を積極的に行うなど，引き続き，介護支援専
門員の増加を図っていく。
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
[27]認知症介 0人 192人 170人 300人 Ａ評価 平成19年度は，受講要件を満たす者のうち，地域包括支援センター職員や在宅介護支援センター

護アドバイ ↑ 職員などの積極的な受講が目立ったことから，結果として前年度とほぼ同数の91人を養成した。ま
ザー数○ Ｂ た，制度発足前に同研修を受講した者のうち，要件を満たす9人を新たに登録したことにより，累重 ※第3期

[長寿福祉課] 計192人のアドバイザーが登録できた。いばらき
これは，年度目標（2年度目で累計170人養成）を上回っており，ほぼ順調な進捗状況である。高齢者ﾌﾟ

制度に対する認知度も高まってきており，介護職員の受講ニーズも比較的高い事から，今後は，養ﾗﾝ21にお
成研修の開催地や開催回数等を検討するなどして受講機会を増やし，目標達成を目指していく。いて別途

定められ
た数値

(52)地域包括 0か所 55か所 66か所 100か所 Ｂ評価 地域包括支援センターの設置については，地域支援事業交付金による運営費の助成や，センター
支援センタ ↑ 職員の研修の実施などを通じて推進しており，平成１９年度中にすべての市町村に設置されたとこ
ー数 Ｂ ろである。※第3期

[長寿福祉課] 今後とも，このような取組を進めるとともに，設置主体である市町村への情報提供などに努め，いばらき
目標達成を目指していく。高齢者ﾌﾟ

ﾗﾝ21にお
いて別途
定められ
た数値

[28]介護保険 17,308 20,099 21,761 22,876 Ｂ評価 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については，これまでほぼ計画どおりに
施設ベッド 床 床 床 床 ↑ 整備が進んできている。
数 Ｂ 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

。 ， ， ，[長寿福祉課] [H20] 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っていく。このような取組により，目標達成を目指してい
く。
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⑤障害者が自立し安心して暮らせる地域づくり

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(再掲) 障害者雇用率は，着実に改善傾向にあるが，平成19年６月１日時点において，全国平均を0.01ポ
(32)障害者雇 1.36％ 1.54％ 1.58％ 1.80％ Ｂ評価 イント下回る1.54%となっており 「障害者の雇用の促進等に関する法律」が定める雇用義務（法定，

用率 ↑ 雇用率1.8%）を下回っている。
， ， ， ，[労働政策課] Ｂ このため 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

県内５ブロックで障害者就職面接会を開催するほか，障害者雇用への理解を促すため，県内主要３
駅（日立，水戸，土浦）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などを実施している。

また，平成１９年度は，在宅や福祉施設から一般企業への就職を促進するため，新たに，茨城労
働局と連携し 「障害者の雇用促進に向けた職場実習等の受入れ意向調査」を実施し，調査結果を，
各ハローワークや特別支援学校へ提供した。

法定雇用率を未達成の企業（調査対象の49%）の中には，あと１人障害者を雇用すると法定雇用
率を達成できる，いわゆる「１人不足企業」が多く（未達成企業の66%）含まれており，この「１
人不足企業」を解消していくことで，障害者雇用の進展が期待できるため，今後，企業向けのセミ
ナー等を開催し，障害者に対する理解を深めていただき，雇用の促進を図る。

[29]障害者就 2か所 3か所 3か所 4か所 Ａ評価 障害者就業・生活支援センターは，地域において，障害者の就労面と生活面の一体となったきめ
業・生活支 ↑ 細かな支援を行うため，県の障害福祉計画や厚生労働省の方針で，県内９つの障害福祉圏域に各１
援センター Ｂ センターずつ設置することとなっている。
設置数 平成14年度に設置した水戸障害福祉圏域，平成16年度に設置した筑西・下妻障害福祉圏域に加え

[労働政策課] て，平成19年度には新たに土浦障害福祉圏域にセンターを設置し，県内３センター体制となった。
平成20年度については，新たに２センターの設置に向けて準備を進めている。

今後も，地域における支援ニーズ（人口，障害者手帳所持者数）や地域バランスを踏まえて，セ
ンターを設置していく。

⑥生涯にわたる健康づくり
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(53)自分は健 73.8％ 74.0％ 78.6％ 85.0％ Ｂ評価 県民の健康に対する関心を高めることが，健康づくりに大きくつながる。その目標達成度合いを
康だと思っ （ デ ー あらわす指標である実績については，平成１５年度と比較し０．２ポイントの増加が見られる。進
ている県民 [H15] [H18] タ 変 わ 捗状況を年代別にみると７０歳代が も高く２．２ポイント増加となっている。
の割合 らず） ヘルスロードウォーキング大会やヘルシースポット等の健康づくりに関する情報を提供し普及啓

[保健予防課] 発を図っており，引き続き積極的に健康づくりの普及に努めるなどしながら，目標達成を目指して
いく。

(54)健康診断 64.8％ 64.1％ 71.3％ 80.0％ Ｃ評価 健康診断受診率については，前回調査と比較し若干低下しているが，平成18年度からは，9月を
受診率○ （ デ ー 循環器疾患予防月間として位置づけ，健康診断の重要性についてﾏｽﾒﾃﾞｨｱ等を活用した啓発活動を重

[保健予防課] [H15] [H18] タ 変 わ 実施するとともに，市町村，医師会及び関係団体等と連携を図り，各種ﾌｫｰﾗﾑ等の機会を利用したP
らず） Rを展開している。また，保健所を中心とした協議会等を開催し，広報活動や住民ﾆｰｽﾞに対応した

健診体制の整備について，実施主体である市町村との協議を進めるなどしながら，目標達成を目指
していく。
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
[30]定期的に 35.9％ 41.1％ 41.9％ 50.0％ Ｂ評価 定期的に運動をしている県民の割合は全体で平成１５年度より５．２ポイント増加している。年

運動をして （ デ ー 齢別では，１０歳代が も増加が大きく，次いで６０歳代となっている。ヘルスロードウォーキン
いる県民の [H15] [H18] タ 変 わ グ大会やヘルシースポットの健康づくり情報提供を通じ普及啓発を図っており，引き続き積極的に
割合 らず） 健康づくりの普及に努める。

[保健予防課] 平成１８年度から新たに９月を茨城県独自の循環器疾患予防月間とし，キャンペーンや県民健康
フォーラムにより運動や食事など生活習慣改善の必要性について普及啓発を図っており，引き続き
健康いばらき２１プランに基づき積極的に普及啓発を行うなどして，目標達成を目指していく。

[31]肥満者 Ｂ 平成１８年度から新たに９月を茨城県独自の循環器疾患予防月間とし，キャンペーンや県民健康（
ＭＩ≧25)の フォーラムにより運動や食事など生活習慣改善の必要性について普及啓発を図っており，引き続き
割合 健康いばらき２１プランに基づき積極的に普及啓発を行い，目標達成を目指していく。

(男20～60代) 29.4％ 30.7％ 27.5％ 25.0％ Ｃ評価 なお，平成１５年度の基準値について，数値の修正があったので，今回修正を行った。
（記載修正見込み）

(女40～60代) 24.7％ 29.4％ 22.7％ 20.0％ Ｃ評価
[保健予防課] （ デ ー

[H15] タ 変 わ
らず）

⑦感染症の脅威からの安全確保
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(55)感染症患 200床 2,500床 1,598床 3,000床 Ａ評価 感染症患者受入れ病床数については目標値（１，０００床）を平成１６年値の５倍の病床数で定
者受入れ病 ↑ めたが，平成１７年１２月策定の「茨城県新型インフルエンザ対策行動計画」においてＣＤＣモデ
床数○ Ａ ル※による新型インフルエンザ患者数の試算をもとに必要な病床数を約３，０００床としたことか重

[保健予防課] ら目標値をより高い目標の３，０００床に改めた。また，実効性のある対策を講じるため，県行動
計画の改定や対応マニュアルの作成を行い，医療体制の構築に努めている。今後，改定した行動計
画等に基づき医療機関と連携・協力を行い，地域で支える医療体制を確実なものとして目標の達成
を目指していく。
※CDCモデルとは，米国疾病管理センターが設定した，新型インフルエンザが発生した場合の患者

数等」の試算
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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
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(56)医師数○ 4,483人 4,609人 4,742人 5,000人 Ｂ評価 県内の医師確保対策を推進するため 「医師確保支援センター」を総合的な窓口として設置し，重 ，
[医療対策課] ↑ 県内の医療機関での勤務や研修を希望する医師が増えるよう医師のライフステージに応じた対策を

[H18] [H20] 総合的に展開してきた。新デー
平成18年末の医師・歯科医師・薬剤師調査結果により，前回調査（平成16年）との比較では，医タなし

師数が126名増加し（増減率全国14位）4,609名となったが，人口10万対医師数では全国217.5名に
対し，本県は155.1名で全国46位であった。

また，地域医療を担う中核病院などにおいて，医師の確保が一段と厳しくなっていることから，
これまでの対策に加え，効果が比較的早期に現れる地域偏在対策と診療科偏在対策を重点的に実施
していく必要がある。

(57)就業看護 22,619 24,253 26,841 29,189 Ｂ評価 就業看護職員の増加数については，前回調査における1,319人(H14→H16)から，1,634人(H16→H1
職員数○ 人 人 人 人 （ デ ー 8)と増えているが，県看護職員需給見通しにおいて定めた需要数には達していない状況にある。こ重

[医療対策課] [H18] タ 変 わ のため，引き続き，県立医療大学及び２つの県立看護専門学校において養成を進めるとともに，民
らず） 間の看護師等養成所の運営を助成し，その確保を図っていく。

また，修学資金の貸与により看護職員の県内への定着を促進するほか，医療の高度化や専門分化
に伴い看護の資質向上を図るための研修会の開催などに取り組んでいく。さらには，看護職員の離
職防止･再就職促進対策として，病院内に保育所を有する病院に対する運営費の助成や，在宅の看
護師等有資格者の職業相談や研修などを行うナースセンター事業などを推進し，目標達成を目指し
ていく。
本県の病院における従事者数は，作業療法士299人（H17）→333人（H18)，理学療法士465人[32]作業療法 244人 333人 422人 600人 Ｂ評価

→549人 H18 と着実に増加しておりますが 人口10万人当たりでは 作業療法士11.2人 全士数 [H18] ↑ （ ） ， ， （
国15.0人 ，理学療法士18.5人（全国24.6人）と全国平均を下回っている。[医療対策課] [H20] Ｂ ）

理学療法士・作業療法士・診療放射線技師については，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る。[33]理学療法 389人 549人 645人 900人 Ｂ評価

また，県内の養成所はもとより，県外の養成所で学ぶ者のうち本県への就職を希望する者士数 ↑
[医療対策課] [H18] [H20] Ｂ りながら，目標達成を目指していに対して，修学資金を貸与することにより県内への定着を図

く。

[34]救急救命 54.6％ 71.4％ 72.8％ 100％ Ｂ評価 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
， 。士配置率 （ デ ー 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着実に向上している

[消防防災課] [H17] タ 変 わ その結果，救急救命士を運用する隊の割合（※一部のみ運用している隊を含む）も前年と比較して
らず） 増えており，全国順位も改善している。しかしながら,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 目標達成を目指し今後とも 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。
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(2)平穏で安全に暮らせる社会づくり
①犯罪に強い地域づくり

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(58)治安の悪 66.6％ 64.8％ 62.0％ 55.0％ Ｂ評価 「治安の悪化を感じている県民の割合」は，前年比＋0.6ポイントの64.8％であり，依然として

化を感じて ↑ 全体の６割以上を占め 「体感治安の改善」にはほど遠い結果となった。，
いる県民の [H17] Ａ しかしながら，県内の刑法犯認知件数は平成14年をピークに５年連続で減少しているほか，交通
割合○ 事故死者数も178人となり，本計画における数値目標を３年前倒しで達成するなど 「指数治安」の重 ，

[警務課] 改善には一定の成果が見られた 「体感治安」の改善を妨げる要因としては，依然として県民が大。
[生活文化課] きな不安を感じる殺人事件等の凶悪事件の発生や県民の身近で発生する自動車盗などの増加等が挙

げられる。
今後は，警察施設再編整備計画による交番・駐在所の整備，夜間体制及び初動捜査体制の強化な

ど組織を挙げて犯罪の抑止と検挙を目指すほか，各種防犯キャンペーンによる防犯意識の高揚,自
警団等防犯ボランティア活動の活性化,スクールサポーター事業など子どもの安全対策，ホームペ
ージを活用した防犯に関する情報の提供，少年の非行防止など総合的に取り組み，体感治安の改善
を図る。

②交通安全対策
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(59)県内交通 278人 178人 247人 200人 Ａ評価 平成19年中における県内の交通事故死者数は178人となり、平成22年までの年間死者抑止目標を
事故死者数 以下 ↑ ３年前倒しで達成した。これは、高齢者に対する交通安全教育、関係団体等との連携・協力による

、 、 、○ [H17] Ａ 交通マナー向上対策 交通安全施設の整備 危険性・迷惑性の高い交通違反に対する取締りの強化重

[交通企画課] 更には、改正道路交通法の施行効果による飲酒運転死者数の減少等によるものと考えられる。
[生活文化課] 今後も、交通事故の特徴等を踏まえた交通安全教育の推進、交通指導取締りの強化及び交通安全

施設等の効果的整備に取組み、交通事故の総量を抑制しながら、死者数の減少傾向の定着化を目指
していく。

③安全な消費生活の確保
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(60)市町村消 44.8％ 51.3％ 51.5％ 65.0％ Ｂ評価 平成18年度，新たに4市(神栖市，常陸大宮市，稲敷市，潮来市)で消費生活ｾﾝﾀｰが開設されたこ
費生活相談 ↑ とにより，市町村における消費生活相談の受付割合は増加している。住民が身近なところで消費生
受付割合 [H18] Ｂ 活相談を受けられるよう，今後とも，市町村が消費生活ｾﾝﾀｰを設置する場合の経費の一部を補助す

[生活文化課] ることにより，市町村消費生活ｾﾝﾀｰの設置を促進し，目標達成を目指していく。

④食の安全の確保
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(61)食中毒発 16件 20件 14件 10件 Ｃ評価 有毒魚（バラフエダイ）やフグなどの動物性自然毒による食中毒や、毒きのこや加熱不十分な白
生件数 ↑ インゲン豆などの植物性自然毒による食中毒の発生が見られたことや、ウイルス性食中毒であるノ

[生活衛生課] [H18] Ｃ ロウイルス食中毒の発生が相次いだことから目標を下回る結果となった。
また、家庭での食中毒が５件発生しており 「食の安全情報ウェブサイト」やその他広報媒体等、

を活用し、食品衛生知識の普及啓発を図り目標達成を目指していく。
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(62)ＨＡＣＣ 267件 319件 345件 500件 Ｂ評価 食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程承認の取得，対EU･対米輸出水産食品の取扱，ﾊｻｯﾌﾟ手

Ｐシステム ↑ 法支援法を活用した衛生管理の改善，県食品衛生協会が実施するﾊｻｯﾌﾟ普及促進事業などを行う業
導入食品製 [H18] Ｂ 者への助言･指導に取り組んできた結果，HACCPｼｽﾃﾑ導入食品製造業施設は増加してきている。 今
造業施設数 後とも，これまでの取り組みを進めるとともに，新たな普及促進のための対策を検討し，目標達成

[生活衛生課] を目指していく。

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
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

， ， ．(63)自主防災 55.1％ 57.6％ 60.1％ 65.0％ Ｂ評価 １８市町村で４０の自主防災組織が新たに結成され 平成１９年４月１日現在で 組織率が５７
組織の組織 ↑ ６％となり，前年度同時期より０．８％上昇したものの，前年度の上昇率１．７％より下回った結
率○ Ｂ 果となった。重

[消防防災課] また，組織率が０％の市町村数は４から１へ減少したが，地域の防災力を高め，維持していくた
めには，自主防災組織の更なる結成，充実強化に努め，目標達成を目指していく。

(64)住宅の耐 71.9％ － 80.0％ － 住宅の耐震化を推進するため，市町村が行う耐震診断補助事業に対する助成を行うとともに，市町新デー
震化率○ 村耐震改修促進計画の策定に向けたワーキンググループを組織し，情報交換及び技術支援等を行う重 タなし

[建築指導課] [H15] ことにより，公共施設を含めた総合的な震災対策を推進している。
今後は，耐震診断の結果をもとにした耐震改修工事についての普及啓発を推進し，目標達成を目

指していく。

(65)河川改修 54.9％ 55.5％ 55.5％ 56.7％ Ａ評価 H18年度末の河川改修率は，対前年比で０．４％伸びている。関東地域における対前年の平均伸
率 [H18] ↑ び率は１都６県（栃木県，群馬県，東京都，千葉県，神奈川県，山梨県，埼玉県）で０．３７％で

[河川課] Ｂ あることから，茨城県における河川改修率の伸びは，関東地域の平均より若干伸びている。
(66)国民保護 － 10％ 20％ 100％ Ｂ 評 価 指標数値の調査については，隔年毎に行うこととしていることから，次回の調査を平成２０年度

計画につい （ デ ー に予定している。
ての県民の [H18] タ 変 わ なお，今後とも，ホームページ，危機管理講演会，県政出前講座等を活用して，国民保護計画の
周知度○ らず） 内容について周知を図りながら，目標達成を目指していく。重

[危機管理室]

⑥原子力安全体制の確立

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(67)原子力施 1件 1件 0件 0件 Ｂ評価 平成18年度の原子力施設におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰによる事故・故障については，平成19年2月に日本原

設におけるﾋ ↑ 子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究所のJ-PARC物質・生命科学実験施設（建設
ｭ-ﾏﾝｴﾗｰ(誤 [H18] Ｃ 中）における火災1件であった。この火災事故による作業員の被ばくや環境への影響はなかった。
操作等)によ 県としては，施設の保安管理状況や放射性廃棄物の保管管理状況などについて，全19事業所に対
る事故・故 し，平常時立入調査を実施し，原子力施設における事故・故障発生の未然防止及び再発防止などに
障の発生件 努めているところであり，今後とも立入調査等の充実を図りながら，目標達成を目指していく。

重数○
[原子力安全対
策課]
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(3)環境への負荷の少ない持続可能な社会づくり
①地球温暖化の防止

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(68)温室効果 △2.3％ △3.2％ △2.9％ △4.6％ Ａ評価 H16年度の温室効果ｶﾞｽ排出量は基準値(H14)と比べると0.9％の減少となっている。温室効果ｶﾞｽ

ガス排出量 （ デ ー 総排出量の大部分を占める二酸化炭素で部門別の増減を見ると，産業部門(-0.8％)，運輸部門(-2.
(1990年比) [H14] [H16] タ 変 わ 2％) で減少した一方，民生部門では家庭系が5.4％の増，業務系が3.0％の増となっている。
○ らず） このため，省ｴﾈ･省資源活動等の実践など民生部門の取組を促進するとともに，減少傾向にはあ重

[環境政策課] るものの二酸化炭素排出量の構成比では約7割を占める産業部門の取組を一層促進しながら，目標
達成を目指していく。

なお、H20年度にH18年度分の排出量調査を実施する予定である。
[35]風力発電 21,815 54,190 22,543 24,000 Ａ評価 技術開発の進展による事業採算性向上等により，民間事業者による風力発電施設の建設が進み，

の導入量 Kw Kw Kw Kw ↑ 数値が増加している。現在，神栖市などにおいて大規模な風力発電施設の建設が計画されているこ
[企画課] [H18] Ａ とから，更なる数値の増加が見込まれる。

県としては今後とも，｢新ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾐﾅｰ｣等の説明会開催等を通じて，新ｴﾈﾙｷﾞｰ導入の必要性を発信
し，風力発電等の新ｴﾈﾙｷﾞｰの導入促進を図り，目標達成を目指していく。

(再掲) 県間伐等推進計画を策定し，計画的・効率的に間伐を推進することとしているが，長引く木材価
[14]間伐実施 1,151 1,313 1,471 2,110 Ｂ評価 格の低迷や生産コストの上昇等により，森林所有者の経営意欲が減退しているため，間伐の実施面

面積 ha/年 ha/年 ha/年 ha/年 ↑ 積が伸びにくい現況にある。その中にあって，平成１８年度の間伐実施面積は前年度実績を上回る
[林業課] [H18] Ｂ ことができたが，これは，県及び森林組合の職員等が森林所有者へ熱心に補助事業の普及指導等を

行った結果，間伐施行地の掘り起こしができたためと考えられる。

[36]環境学習 － 61.1 64万人 100万人 Ｂ評価 環境学習･環境保全活動年間参加者数については，平成17年度から調査を行っており，平成17年
・環境保全 万人 ↑ 度の58万人に対して，平成18年度は61万1千人と増加している。
活動年間参 [H24] Ａ これは，県民に対する普及啓発や環境学習･環境保全活動の機会･場の提供を進めていることによ
加者数(延べ [H18] る成果であり，平成19年度は，エコ・カレッジの開催，環境アドバイザーの派遣，環境学習メール
人数)○ マガジンの発行，小学校高学年向けの環境実践プログラムの取組の推進や，高校３年生向けエコラ重

[環境政策課] イフのHOW TO本の作成・配布などを行っている。
今後も，市町村等と連携して，普及啓発や情報提供をさらに充実するとともに，環境学習･環境

保全活動の機会や場の提供を進め，平成24年度の目標値である100万人達成を目指していく。

②水質保全対策，大気環境の保全対策

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(69)大気汚染 94.5％ 83.3％ 96.3％ 100％ Ｃ評価 環境基準（ＳＰＭ）の達成率は，平成１６年度をピークして全国的に低下している。そのような

に係る環境 ↑ 中，本県においては，平成１６，１７年度には自動車排ガス局で達成率１００％，一般局でも平成
基準(ＳＰ [H18] Ａ １７年度に９７．２％まで改善した。平成１８年度に低下がみられたが，ＳＰＭの測定値が環境基
Ｍ)達成率 準を超過した日は，大気の滞留，濃霧の発生，高い湿度等が見られたことから，その理由は発生源

[環境対策課] に起因するのではなく，気象条件による影響が大きかったものと考えられる。
一方，ＳＰＭ濃度の年平均地の推移については，全国的にも緩やかな改善傾向にあり，本県は全

国平均よりも低い値で推移している。
ＳＰＭについては，気象条件による影響を受けやすいため，長期的な評価を行う必要がある。今

後とも，工場･事業場におけるばい煙発生施設に対し立入検査を行い，排出規制･指導を実施すると
ともに，SPMの生成要因の一つである揮発性有機化合物の排出抑制やPRTR制度(化学物質排出･移動
量届出制度)による事業者の自主的な管理の改善を促進し，目標達成を目指していく。
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(70)公共用水 79.5％ 77.3％ 82.5％ 88.6％ Ｃ評価 環境基準の達成率は，生活排水の処理施設の整備等が進んでいることから，改善傾向にあり，平

域の環境基 ↑ 成18年度は過去10年間の中でも，平成16年度に次いで良好な達成率であった。
準(ＢＯＤ) [H18] Ｃ 今後とも，生活排水ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗﾝに基づき下水道や合併処理浄化槽の整備などの生活排水対策を推進
達成率 するほか，家庭でできる浄化対策の普及などを推進するとともに，産業系・畜産系の排水対策を講

[環境対策課] じながら，目標達成を目指していく。

(71)霞ヶ浦の 7.9mg/l 8.2mg/l 7.5mg/l 7.0mg/l Ｃ評価 平成18年度の霞ヶ浦の水質(COD)については，気温が秋口から春にかけて平年気温より２℃余り
水質(ＣＯ ↑ 高く，植物プランクトンによる湖内生産が活発だったことなどから，全水域の年平均値で8.2mg/L
Ｄ)○ [H18] Ｂ と，前年度よりやや水質が悪化した。一方，流入河川の水質は改善されてきており，下水道や合併重

[環境対策課] 処理浄化槽の整備などの施策の一定の効果が表れているものと考えられる。
流入河川の水質の改善が湖内水質に反映されない理由としては，これまでに流入した汚濁物質の

湖内への蓄積のほか，湖内のプランクトンの変化や微生物に分解されにくい有機物の増加等による
自然浄化機能の阻害などが考えられるが，未解明な部分も多い。このため，これらの課題について
霞ヶ浦環境科学センターにおいて調査･研究等を進めていく。

また，平成18年度に策定した｢第５期の霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画｣及び平成19年10月から施
行した「霞ヶ浦水質保全条例」に基づき，引き続き各種浄化対策を進めていく。

さらに，平成20年度から森林湖沼環境税を財源として，高度処理型浄化槽の設置促進や下水道等
への接続促進，循環かんがい等による農業系負荷の削減，市民による環境保全活動の活性化や小中
学生への環境学習の推進など各種の水質保全対策事業を推進し 「泳げる霞ヶ浦」の実現を目指し，
ていく。

③廃棄物の発生抑制，循環利用，適正処分
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(72)１人１日 989g 994g 961g 890g Ｃ評価 ｴｺｼｮｯﾌﾟ制度推進事業，いばらきｾﾞﾛ･ｴﾐｯｼｮﾝ政策提言懸賞論文，ｾﾞﾛ･ｴﾐｯｼｮﾝ顕彰事業や優良事例
当たりのご ↑ の発表会，廃棄物処理施設等の見学会などを通じて，ごみの減量化に対する県民の意識の高揚を図
み(一般廃棄 [H15] [H17] Ｂ ってきたが，本県の1人1日当たりのごみ排出量は，平成17年度で994ｇであり，全国平均1,069gと
物)排出量○ 比べると下回っているものの，近年はほぼ横ばいの状況にある。重

[廃棄物対策 今後は，ごみ減量に効果のあるごみ処理の有料化や事業系一般廃棄物多量排出事業者制度の導入
課] を市町村に働きかけるとともに，関係団体と連携を図りながら，マイバッグ運動など身近にできる

ごみ減量化の取り組みを推進し，県民への更なる環境保全意識の高揚を図りつつ，目標達成を目指
していく。

(73)産業廃棄 85％ － 87％ － 産業廃棄物の資源化率の向上のため，｢ﾘｻｲｸﾙ優良事業所認定制度｣や｢ﾘｻｲｸﾙ製品認定制度｣により新デー
物資源化率 ﾘｻｲｸﾙ産業の育成を図るとともに，｢茨城県再資源化指導ｾﾝﾀｰ｣による事業者のﾘｻｲｸﾙへの取組の支援タなし
○ [H15] などを推進している。重

また，建設廃棄物，上下水道汚泥，家畜排せつ物，農業用使用済ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ等のﾘｻｲｸﾙを推進しなが
[廃棄物対策 ら，目標達成を目指していく。
課] なお，この指標については，毎年調査を実施していないため，次に実績が公表されるのは，平成

20年度ﾃﾞｰﾀの予定である。
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④自然環境の保全
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(74)平地林の 1,123ha 1209ha 1,250ha 1,420ha Ｂ評価 平成１９年度の平地林保全整備事業による整備面積は３２．８４haであり，昨年度の２７．２１
保全管理面 ↑ haから向上したものの，市町村の財政状況が厳しい中で補助残分の負担が難しい等の理由から，取
積 Ｂ 組にばらつきがあり（対象３６市町村のうち１１市町が実施 ，目標の５０haを下回る結果となっ※平地林 ）

[林政課] た。保全整備
平成２０年度からは，森林湖沼環境税を活用する身近なみどり整備推進事業として，新たにスタ事業計画

ートしたところであるが，市町村や地域住民に対し生活環境の保全や湖沼の水質浄化の機能の発揮において
など，平地林保全の必要性についてより一層の普及啓発を図り，目標達成を目指していく。別途定め

られた数
値

(4)快適で質の高い生活環境づくり
①美しさやうるおいが感じられ，誰もがやさしさにつつまれて快適に暮らせるまちづくり

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(75)１人当た 8.08㎡ 8.27㎡ 8.55㎡ 9.50㎡ Ｂ評価 平成18年度には，笠間芸術の森公園や沢渡川緑地などの開園区域の拡大を進めた結果，平成18年

り都市公園 ↑ 度末現在の1人当たり都市公園面積は，前年度を上回り8.27㎡となり，順調に伸びてきている。
面積 [H18] Ｂ 全国平均と比較すると約1㎡下回っており，都市公園のさらなる整備が必要となっているため，

[公園街路課] 今後は，鹿島灘海浜公園，笠間芸術の森公園及び偕楽園公園の区域拡大や （仮称）空港公園の整，
備など，緑の拠点となる都市公園の整備を推進し，目標達成を目指していく。

(76)公営(県・ 16.4％ 18.6％ 18.2％ 20.0％ Ａ評価 公営住宅の新規建設分や建替分については、すべてバリアフリー仕様となっている。しかし、既
市町村営)住 ↑ 存ストック分についてはバリアフリー化されていない住宅も残されているため、限られた予算の中
宅のバリア Ａ で効率的に事業を進める必要がある。
フリー化率 このため，一般的な建替え工事だけでなく，古い住宅の躯体を残し，ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応工事や設備等

[住宅課] の更新を行う全面改善工事方式と部屋ごとに改善を行う個別改善工事方式を組み合わせながら，よ
り一層のｺｽﾄ縮減等に取り組み目標達成を目指していく。

②誰もが安全，快適に移動できる交通環境の整備
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(77)鉄道駅 乗 13.9％ 32.7％ 57.0％ 100％ Ｂ評価 茨城県内において交通バリアフリー法による基本構想策定の対象となる駅は，２７駅，市町村（
降客5,000人 ↑ は，１７市町村がある。この中で，基本構想策定済駅は，１０駅，６市となっている。このため，
/日以上)周 Ｂ 市町村道での整備が遅れ，全体として整備率が上がらない状況となっている。
辺等におけ 今後は，基本構想未策定の市町村に策定を働きかけると共に，市町村道での整備率を上げ目標
る道路のバ 達成を目指していく。
リアフリー
化率

[道路維持課]
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(78)鉄道駅 乗 56.0％ 69.2％ 70.7％ 100％ Ｂ評価 鉄道駅のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ,ｴｽｶﾚｰﾀｰの設置率は，平成19年3月に常磐線の藤代駅や友部駅でｴﾚﾍﾞｰﾀ，ｴｽｶﾚｰﾀ（

， ，降客5,000人 ↑ ｰが供用開始されたことや つくばエクスプレスの守谷駅やつくば駅が新たに加わったことにより
。 ， 、/日以上)の [H18] Ｂ 増加となっている 平成19年度には 常磐線の牛久駅でエレベーターとエスカレーターが新設され

エレベータ 平成２０年３月１３日から供用開始された。
ー，エスカ また、小木津駅ではｴﾚﾍﾞｰﾀｰが新規設置され、平成２０年３月２２日から供用開始され、今後も
レーターの 確実に向上していくものと思われる。ｴﾚﾍﾞｰﾀやｴｽｶﾚｰﾀｰの未設置駅である神立駅，日立駅などにお
設置率 いては、駅舎の橋上化構想があることから，県としては，今後とも，交通施設ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化補助金や

[企画課] まちづくり交付金を活用した設置の推進について，鉄道事業者及び関係市町村へ働きかけながら，
目標達成を目指していく。

(79)ノンステ 3.4％ 7.3％ 8.9％ 20.0％ Ｂ評価 ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽの導入については，｢らくらく乗り降りﾊﾞｽ普及促進事業｣による事業者への導入費補
ップバスの ↑ 助の効果や，市町村のｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽにおける導入が進んでいることなどから，概ね順調に伸びてきて
導入率 [H18] Ｂ いる。事業者への補助については，1台の補助を契機に複数台を導入する｢呼び水効果｣が期待でき

[企画課] ることや，市町村の協調補助も増加してきていることなどから，引き続き事業を推進しながら，目
標達成を目指していく。

③衛生的で快適な環境づくり
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(80)水道普及 89.6％ 91.1％ 91.5％ 94.2％ Ｂ評価 本県の水道普及率は，全国平均の９７．３％に比べて低い状況にはあるが，水道施設の整備によ
率 ↑ る給水対象区域の拡大や加入促進のための啓発活動等により着実に向上してきている。※県水道

[生活衛生課] [H18] Ｂ 今後とも，企業局の広域水道用水供給施設や市町村等の上水道･簡易水道施設の整備を推進し，整備基本
水道未整備地域の解消を図っていくとともに，水道普及啓発リーフレットの配布や水道週間ｷｬﾝﾍﾟｰ構想21の
ﾝ･水道ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ等のｲﾍﾞﾝﾄの実施，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを活用した広報など，水道整備地区内の未加入者の加水需要の
入促進を図り，目標達成を目指していく。見通しに

おいて別
途定めら
れた数値

(81)生活排水 69.6％ 73.1％ 74.7％ 85.0％ Ｂ評価 霞ヶ浦湖北流域下水道をはじめ，７つの流域下水道の整備を推進するとともに，市町村と一丸と
， ，処理普及率 ↑ なって生活排水対策の促進を図っており 平成18年度末における本県の生活排水普及率の伸び率は

[下水道課] [H18] Ｂ 1.9％と全国平均の伸び率1.5%を上回っている。
[農村環境課] しかし 生活排水普及率は73.1%と全国の82.4%にはまだ及ばない状況であるため 引き続き 生， ， ，「
[廃棄物対策 活排水ベストプラン」に基づき，地域の特性に応じた効率的・経済的な整備を進め，目標達成を目
課] 指していく。
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(5)地域社会活動の推進と世界に開かれた社会づくり
①ボランティア・ＮＰＯ等との協働による地域社会づくり

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(82)ＮＰＯ等 46件 70件 73件 100件 Ｂ評価 県庁各課において，より効果的・効率的に業務を推進するため，ＮＰＯとの連携・協働を図った

と県の連携 ↑ 結果，実績は順調に推移している。
・協働事業 Ａ 県事業のなかでも，ひきこもり対策のような個別支援や，イベント・セミナーの開催のように県
実施件数 民に直接訴えかける事業などは，先駆的に実施しているＮＰＯとの事業協力や業務委託により，一

[生活文化課] 層効果的・効率的な展開が可能となる。
平成20年３月に，こうした協働の意義や進め方を述べた職員向け実務マニュアルとして「ＮＰＯ

と行政 協働の手引き」を作成した。今後は，この手引きを活用して職員向けの啓発を行うことに
より，目標達成を目指していく。

[37]ＮＰＯ法 9法人 14法人 18法人 26法人 Ｂ評価 ＮＰＯへの助成金制度の情報提供・活動の相談等を行う 交流サルーンいばらき の運営や 茨「 」 ，「
人数(10万人 ↑ 城ＮＰＯフォーラム 「ＮＰＯ運営セミナー」の開催を通してＮＰＯ活動の周知に努めた結果，法」
当たり) Ｂ 人数は徐々にではあるが増加している。

[生活文化課] 今後も，ＮＰＯの活動環境整備のための上記事業の充実に引き続き努めるとともに，平成20年３
月に作成した「ＮＰＯと行政 協働の手引き」を活用してＮＰＯとの協働を推進するなど，公共サ
ービスの担い手としてのＮＰＯ活動の充実を促すことにより，目標達成を目指していく。

②多文化共生社会づくり
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(83)国際交流 629人 639人 653人 700人 Ｂ評価 国際交流ボランティア人材バンクは，語学ボランティア，ホームステイボランティア，各国事情
ボランティ ↑ 紹介ボランティアから構成されているが，いずれの登録者数も前年を上回っており，総計で ３３
ア人材バン [H18] Ｂ 人増加している。
クへの登録 この理由としては，国際交流ボランティア人材バンクの利用に関するＰＲや県内大学等の留学生
者数 に対する「留学生親善大使」のＰＲ等を継続的に実施してきたことや，平成１８年度において外国

[国際課] 人医療の言語サポート研修会や多文化共生シンポジウムを実施したことによるものと考えられる。
今後とも，外国人医療の言語サポート研修会等を継続して実施するとともに，インターネットを

活用した人材バンクの利活用がより容易にできるようシステムの変更を行うことなどにより，目標
達成を目指していく。
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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

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(84)｢いばらき 1,326 2,542 2,163 3,000 Ａ評価 ｢いばらき教育月間｣における様々な取組に，前年を上回る多くの県民が参加した。参加者は年々

， 。教育月間｣に 千人 千人 千人 千人 ↑ 増えてきており ｢いばらき教育の日・教育月間｣の趣旨が県民の間に浸透しつつあると考えられる
， ， ， ， ，おける事業 Ａ 特に本年度は 各部局と連携して 関係団体 企業や 庁舎周辺の事業所へ直接働きかけを行い

参加者数 延 企業や団体，県民に対して，より一層の周知を行うことができた。（
べ数) 今後とも 社会全体で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｣， ，

[企画広報室] における県民の主体的な取組を促進し，全県をあげた運動として展開していく。
(85)家庭でほ 41％ 44％ 51％ 60％ Ｂ評価 児童のお手伝いを奨励するため,これまでの「おてつだいちょう」を大きく改訂し，版をＡ５か

とんど毎日 ↑ らＡ４へと拡大したり，イラストを多く使用して，子どもたちが「おてつだいちょう」を楽しく記
(週に４日以 [H18] Ｂ 載できるようにすることで，お手伝いの実践に取り組みやすいものとなり,お手伝いをしている小
上)お手伝い 学１年生の割合は年々伸びてきている。
をしている また 「おてつだいちょう」に励ましや感想を記入する頻度を２週間に１度から１カ月に１度に，
小学校１年 するなど、保護者や担任の負担軽減を図った。
生の割合○ 今後とも，学校を通した保護者の理解を深めるための啓発などに力を入れながら，目標達成を目重

[生涯学習課] 指していく。

②学力に応じた指導の充実，豊かな心の育成
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(86)漢字の読 漢字の読み・書き・四則計算の平均正答率は，計画策定時の実績を上回った。
み･書き,四 しかし，漢字については，全学年までの配当漢字を読む力が定着してきているが，書きでは，日

，「 （ ）」，「 （ ）」則計算の平 常生活や学習面で使用頻度が高い漢字は定着している一方 あびる 浴びる きそう 競う
均正答率○ （小学６年）や「かんげい（歓迎 （中学３年）など，使用頻度が低いものの定着が不十分である重 ）」
(漢字･小６) 76.5％ 76.7％ 77.9％ 80.0％ Ｂ評価 状況にある。

↑ また，計算については，小学６年生の小数の除法及び余りのでない小数の除法については定着し
Ｃ ている一方，余りのある小数の除法になると，小数点の位置を正しくとらえる力が不十分である。

さらに，中学３年生の文字式の四則計算については定着しているが，分子がともに多項式である分
(漢字･中３) 76.1％ 76.7％ 77.7％ 80.0％ Ｂ評価 数の減法については十分に定着していない状況にある。

↑ 今後は，学力診断のためのテスト結果の分析を基に，指導方法の改善を図るなど，これらの部分
Ｂ の定着に向けた取組を継続し目標値の達成を目指していく。

(計算･小６) 75.5％ 77.4％ 77.3％ 80.0％ Ａ評価
↑
Ｂ

(計算･中３) 74.2％ 76.6％ 76.5％ 80.0％ Ａ評価
[義務教育課] ↑

[H17] Ａ
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(87)年間50冊 25.8％ 46.1％ 37.9％ 50.0％ Ａ評価 児童の読書活動については，児童生徒の教育長賞及び知事賞についての月ごとの集計及び表彰を

以上の本を ↑ 実施したり，教育事務所による学校訪問や各種研修会における各小学校での積極的な取組の働きか
読んだ児童 Ａ け，指導主事等研究協議会などにおける各市町村教育委員会等への働きかけなどを進めてきたりし
の割合(小４ た結果，順調に向上してきている。
～６)○ 今後とも，図書の紹介本｢みんなにすすめたい一冊の本｣を活用するなどしながら，児童の読書活重

[義務教育課] 動を推進し，目標達成を目指していく。
[38]スクール 56.5％ 100％ 73.9％ 100％ Ａ評価 公立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18年度からすべての配置を拠点校

カウンセラ ↑ 方式としたことにより，県内全公立中学校２３３校の内，市村単独配置（常陸太田市，東海村，鉾
ー配置率(中 [H17] Ａ 田市）の３校を除く２３０校すべての学校に配置することができ，すべての中学校においてスクー
学校) ルカウンセラーの専門的な支援を受けることができる状況になった。

[義務教育課]
[39]みんない － 76.3％ 50％ 100％ Ａ評価 公立の幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校,私立高等学校の参加は１００％で

っしょにマ ↑ あるが,保育所（園）や私立の幼・小・中学校の参加が伸びない状況にある。
ナーアップ Ａ このため,保育所（園）や私立の幼・小・中学校においては,地域ごとに呼びかけて合同キャンペ
推進事業へ ーンを展開していくことや総務部私学振興室等の関係部局と連携して，全校（園）に事業への参加
の参加学校 協力を促し目標達成を目指していく。
割合

[高校教育課]

③健康教育の充実，体力の向上
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(88)児童生徒 本県における児童生徒の朝食摂取率については，現在，全国平均と比較して，小学校が4.8%，中
の朝食摂取 学校が0.7%高い （ 平成17年度児童生徒の食生活等実態調査報告書」独立行政法人日本スポーツ振。「
率○ (小) 89.0％ 90.2％ 93.7％ 100％ Ｂ評価 興センター）重

一方，本県の計画策定時と平成18年度を比較すると，｢心と体を育む食育推進事業｣を通して，啓
(中) 82.0％ 81.2％ 89.7％ 100％ Ｃ評価 発事業を展開したことなどにより，小学生の朝食摂取率が1.2%向上した。しかし，中・高校生につ

いては，未だ効果があらわれていないことから，小学生に比べ，生活の自己管理が進む中・高校生
(高) 76.9％ 73.4％ 86.8％ 100％ Ｃ評価 の実態を捉えた普及啓発事業の改善が必要と考えられる。

[保健体育課] （ デ ー そのため，平成19年度については，平成18年度に実施した食育実態調査から得られた，中・高校
[H15] [H17] タ 変 わ 生の食習慣の課題を解決するための食育啓発資料を各学校に作成配付し，食育啓発活動を強化して

らず） いるところである。
今後は，生徒自ら考えて行動変容へ結びつけられるような手法の事業展開を図るとともに，運動

の推進など要素も踏まえた事業も展開し，目標達成を目指していく。
(89)体力テス 43.8％ 47.8％ 46.9％ 50.0％ Ａ評価 ｢たくましい心と体の育成推進事業｣を展開し，小・中・高等学校の各学校において 「体力つく，
ト総合評価Ａ ↑ り推進委員会」を開催し，各学校の体力の課題に応じた｢体力つくり推進計画｣を作成し，体力つく
又はＢの児童 Ａ りを実践した。県の取り組みとして，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
生徒の割合 ト上で競う合う「スポーツランキング」等の事業を展開し，児童生徒の外遊びや運動･スポーツ活

[保健体育課] 動の機会の拡大を図ってきたことにより，平成22年度の目標値達成に向けて着実に向上している。
今後とも，このような取り組みの一層の充実を図りながら，目標達成を目指していく。
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
[40]週３日以 33.8％ 35.1％ 36.9％ 40.0％ Ｂ評価 「たくましい心と体の育成推進事業」を展開し，小学校において，日課表の工夫や放課後等の活用

上授業以外 ↑ 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し，授業以外での運動・スポ，
で運動･スポ Ｂ ーツの機会の拡大に努めているが，子どもの安全確保から，放課後の運動機会が制限され，数値が
ーツを実施 伸びない状況にある。
している児 このため,各学校における日課表の工夫等により，中休みや昼休みの時間を確保することやスポ
童の割合 ーツランキング等に積極的に取り組むことなどにより，子どもたちの運動・スポーツの機会の拡大

[保健体育課] を図るよう，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。

④地域に開かれた学校づくり

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
平成18年度における外部評価については，概ね全国平均レベルであるが，小・中・高・特別支援学校(90)公立学校

いずれも，前年度の実績値を下回る結果となっている。その要因として，外部評価実
・小･中学校の実績値が低下したのは，平成17年度末に文部科学省が策定した「義務教育諸学校におけ施率 (小) 96.2％ 51.3％ 97.5％ 100％ Ｃ評価
る学校評価ガイドライン」で「外部評価」の定義が明確化されたこと。また「外部評価を行う外部評価↑
者委員会を設置者が設置する」と規定されたことから，それまで「外部評価」と考えられていたものがＣ
要件を満たさなくなったこと。(中) 94.4％ 54.3％ 96.3％ 100％ Ｃ評価
・高校・特別支援学校の実績値が低下したのは 「外部評価」定義の明確化にともなって，平成18年度↑ ，
文科省の｢学校評価実施状況調査」の設問が，新たに定義された「学校関係者評価」(本県が従前「外部Ｃ
評価」と捉えていたものと内容が異なる)に基づいた設問に変更されたこと，がある。(高) 97.3％ 60.2％ 98.2％ 100％ Ｃ評価
【平成19年度以降の動向】↑
・法改正が行われ，自己評価の実施と公表，設置者への報告が義務化され 「学校関係者評価」の実施Ａ ，
と公表が努力義務化された。(特) 95.0％ 81.0％ 96.7％ 100％ Ｃ評価
・平成20年１月に文科省が「学校評価ガイドライン」を改訂した。その中で「外部評価」は「学校関係[義務教育課] ↑
者評価」と「第三者評価」に大きく分類され，改めて定義が明確化された。[高校教育課] [H18] Ｂ
・法改正以降，各学校の学校関係者評価への意識は向上しており，今後，その取組も浸透するものと考[特別支援教育
えられる。課]
【平成20年度の取組】

改定された「学校評価ガイドライン」等の積極的な活用を進め，学校関係者評価の実施を推進してい
る。
① 小･中学校関係では，教育事務所ごとの学校教育指導方針説明会や各学校への計画･要請訪問等の機
会を活用して指導を行っている。また，市町村教育委員会教育長会議等において，法改正の趣旨を踏ま
え，学校評価への取組について積極的な推進を図るよう働きかけている。
② 高校・特別支援学校関係では，平成20年4月に「学校関係者評価表の様式」を配布 「学校関係者評，
価の実施と公表」について通知し，外部評価実施の徹底を図っている。評価結果等のWebページでの公
表も推進している。
③ 教育研修センターにおける管理職研修講座においては，学校評価の理念や現状･課題等に関する研修
を取り入れるなどしながら，目標達成を目指している。
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(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

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(91)男女の固 48.6％ 51.3％ 52.4％ 60.0％ Ｂ評価 平成12年の時点で，内閣府調査と比較して８ポイント程下回っていた「男は仕事，女は家庭」と

定的役割分 （ デ ー いう考えに同感しない割合は着実に増加し，平成18～19年時点では内閣府による調査とほほ同レベ
担意識を持 [H18] タ 変 わ ルに達しており，固定的な性別役割分担意識は徐々に解消されつつある。
たない県民 らず） 「男は仕事，女は家庭」に同感する人は，男女別では男性に多く，世代別では年齢が上がるに従
の割合 って増えていく。このため 「男女共同参画推進月間」を中心としたセミナーやフォーラムなどの，

[女性青少年 広報・啓発活動について，男性にも受け入れやすいような工夫を加えるとともに 「ワーク・ライ，
課] フ・バランス」の考え方等について，企業経営者や勤労者などへの働きかけを強め，目標達成を目

指していく。
(再掲) 育児などのために仕事を離れていた女性が再就職するために受講する民間教育訓練講座の受講料
(30)女性有業 49.0％ － 53.0％ － の一部を助成する｢子育てママ再就職支援事業｣や，育児や介護を行う労働者のための「仕事と家庭新デー

率○ の両立支援計画」の策定支援や，実際に策定した計画に沿って短時間勤務制度等を従業員に利用さ重 タなし
[労働政策課] [H14] せた中小企業に対する奨励金の支給などに取り組んでいる。

今後とも，女性の就業機会の創出などを進めることにより，目標達成を目指していく。なお，こ
の指標については，毎年調査を実施していないため，次に実績が公表されるのは，平成19年度デー
タ（H20年7月総務省発表）の予定である。

[41]県の審議 25.9％ 28.8％ 30.5％ 35.0％ Ｂ評価 審議会等における女性委員の割合は，着実に伸びているものの，全国平均と比較するとその伸び
会等におけ ↑ 率は小さい（例；平成17年度→18年度で全国1.3％増，本県0.2％増 。目標の対象としている審議）
る女性委員 Ｂ 会等の数は各県様々で，一律ではないが，委員を委嘱する際の「職務指定」や「団体推薦」の委員
の占める割 が委員総数に占める割合が高いこと，及び，その区分での女性委員が少ないこと，が全国平均を下
合 回っている要因の一つとなっている。

[女性青少年 現在行っている，委員改選時の事前協議や，女性人材ﾘｽﾄの提供などに加え，各審議会の内部要
課] 項などによって委員の選出区分や推薦団体などが定められている場合は，その見直しについて働き

かけを行い，目標達成を目指していく。

②人権啓発，人権教育の推進

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(92)人権は大 90.1％ － 100％ － 人権を尊重する意識の醸成のため，講演会の開催やﾏｽﾒﾃﾞｨｱ，啓発冊子，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞなどを活用し新デー

切であると た広報を推進するとともに，各種研修への講師派遣，講座の開催，あるいは相談員による相談の実タなし
感じている [H17] 施，人権意識調査などに取り組んでいる。今後とも，人権啓発推進ｾﾝﾀｰを中心に，人権啓発･人権
県民の割合 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。なお，この指標については，毎

[福祉指導課] 年調査を実施していないため，次に実績が公表されるのは，平成19年度ﾃﾞｰﾀの予定である。
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(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

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(93)ボランテ 1.3％ 1.4％ 1.6％ 2.0％ Ｂ評価 平成19年度の調査結果を見ると，ほぼ横ばいの状況にある。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動についての学習機会の

ィアサーク ↑ 提供や指導者研修の実施による高校生のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の活性化，各種事業の企画運営を通じた地域
ル･青少年団 [H17] Ｂ の青年ﾘｰﾀﾞｰの養成，あるいは，海外派遣等による青年の人材育成などに取り組みながら，地域に
体･青少年関 おける青年活動の活性化を図り，目標達成を目指していく。
係ＮＰＯ加

重入者割合○
[女性青少年
課]

[42]青少年育 85％ 93％ 93％ 100％ Ａ評価 平成19年4月1日現在で，青少年育成市町村民会議が未結成の市町村は，4市町であった。平成19
成市町村民 ↑ 年8月22日に，土浦市に「土浦市まちづくり市民会議」が設立され，青少年育成市町村民会議が未
会議結成市 Ａ 結成の市町は３市町となり，県内における結成率は93%となった。今後とも，未結成市町村への支
町村割合 援を進め，目標達成を目指していく。

[女性青少年
課]

[43]青少年が 78％ － 93％ － 保護者が自分自身を省みて良いことは自ら実践し 子どもたちのお手本になるよう心がける ｢親新デー ， ，
夜遅くまで が変われば子どもが変わる運動｣を更に推進していくとともに，地域の大人たちが地域の子どもたタなし
遊ぶことに ちの育ちを支援する｢地域親活動｣の普及啓発を進めながら，大人の意識改革を図り，目標達成を目
関心を持つ 指していく。
大人の割合 なお，この指標については，毎年調査を実施していないため，次に実績が公表されるのは，平成
○ 21年度の予定である。重

[女性青少年
課]

， ， ， ，(94)青年海外 477人 559人 569人 660人 Ｂ評価 青年海外協力隊の本県からの派遣者数については 14年度：31名 15年度：25名 16年度：27名
協力隊への ↑ 17年度：24名，18年度：26名とほぼ横ばい傾向にあったが，19年度は32名（現職教員特別参加者４
派遣者数○ Ｂ 名含む）と単年度の年間目標（30名以上の参加）を達成した。重

[国際課] JICA筑波国際センターによると，青年海外協力隊の全国の派遣者数は，14年度：1,141名，15年
度：1,136名，16年度：1,190名，17年度：1,080名，18年度：1,270名，19：1,263名であり全国的
には横ばい傾向が続いている。19年度の本県からの派遣者数については，全国順位は第11位で総人
口と同順位であり，北関東２県（栃木：16名，第25位，群馬：21名，第18位）と比較しても，県勢
に見合った状況であると評価している。しかしながら，22年度までの数値目標の達成に向けて，県
においては制度のなお一層の浸透を目指して，広報活動の充実強化や帰国後進路の確保対策等を通
じ，JICAの取組を積極的に支援する。
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(再掲) ｢いばらきｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進協議会｣を設置し，産学官連携によるｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの普及を進めているほ
(25)大学生等 281人 655人 641人 1,000人 Ａ評価 か，｢いばらき就職支援ｾﾝﾀｰ｣に｢ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ｣を配置し，ｲﾝﾀｰｼｯﾌﾟの普及･啓発，受入企業

， ， ，のインター ↑ の開拓 大学等への受入企業情報の提供 受入企業と大学等とのﾏｯﾁﾝｸﾞなどに取り組んできた結果
ンシップ実 Ａ ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの実施人数は順調に増加してきた。
施人数 今後は｢いばらきｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進協議会｣の意見などを踏まえ，ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟのより一層の推進を図る

[労働政策課] ための方策等について検討しながら，目標達成を目指していく。
(再掲) 高校生就業体験推進事業（平成15～18年度）の開始以来，インターンシップを実施している高校
(26)インター 91.4％ 94.7％ 95.7％ 100％ Ｂ評価 の割合が増えてきている。平成19年度は，全日制で就職希望者のいる学校98校のうち，93校が実施

ンシップを ↑ した（実施率94.9％ 。これは，事業終了後も，教育委員会がインターンシップを積極的に推進し）
実施してい Ａ ている結果であり，就職を希望する生徒のいる学校においては，インターンシップのできる校内体
る高校の割 制が整えられたといえる。
合 なお，本年度は昨年度よりも進捗状況が下回ったが，これは，98校のうち県立高等学校の改編に

[高校教育課] より，在籍者が３年生のみの学校（４校）と１年生のみの学校（１校）が，実施を見合わせたため
であり，これらを除くと就職希望者のいる全ての学校で実施された。

②生涯を通じた自己のキャリア形成
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(95)技能検定 59,100 66,626 64,550 70,000 Ａ評価 平成１９年度は，一般級（特級，１級，２級及び３級）の申請者数及び合格者数は例年並みとな
合格者数 人 人 人 人 ↑ っているものの，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

[職業能力開発 Ａ 数及び合格者数は，昨年に引き続き増加している。
課]

(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

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(96)茨城県弘 20.6人 25.7人 21.3人 22.0人 Ａ評価 茨城県弘道館アカデミー講座受講者数（県民千人当たり）は関係機関等とのネットワーク化をこ

道館アカデ ↑ れまで以上に進めたことにより，登録事業数の拡大が図られ順調に伸びている。また,生涯学習総
ミー講座受 Ａ 合講座案内「ゆうゆう学びメニュー」の配布により，事業の周知が少しづつ図られ，参加者が増加
講者数(県民 してきた。
千人当たり) 今後とも，庁内関係各課並びに市町村，大学等，民間教育事業者等による生涯学習のネットワー

[生涯学習課] ク化の充実を図るとともに，生涯学習総合講座案内冊子の内容や配布方法等の見直しなど，事業の
効率性をさらに高め継続して，事業推進，受講者数の増加を目指していく。

(97)図書貸出 4.5冊 4.8冊 5.0冊 6.0冊 Ｂ評価 目標値の達成のためには，県全体で取り組んでいく必要があり，現在，県立図書館における普及
冊数(県民１ [H18] ↑ 啓発事業及び「みんなにすすめたい一冊の本」事業を実施するなど読書活動の推進に務めている。
人当たり) Ｂ また，平成18年度は住民に身近な市町村立図書館が新たに３館開館するなど，県立図書館と市町

[生涯学習課] 村立図書館の一層の連携強化を進め，目標達成を目指していく。
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指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
(98)生涯学習 5.3人 5.4人 6.2人 7.0人 Ｂ評価 平成16年度の新計画策定時の実績値からみると，県民千人あたりの生涯学習ボランティア登録数

ボランティ ↑ の実績値は徐々に上昇してきていたが，平成19年度は減少に転じた。
ア登録数(県 Ｂ 平成19年度に減少に転じた主な理由は，ボランティア登録団体の中には，登録以降に活動を休止
民千人当た したり，活動が停滞してしまうなどの個別の理由により，登録更新できない団体があったことによ
り) るものである。

[生涯学習課] 今後とも，各青少年教育施設，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，目標達成を図っていく。

②文化芸術活動を通じた文化振興
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(99)個人の自 8.7％ 10.2％ 11.5％ 13.7％ Ｂ評価 前回調査（平成13年）の調査に比べて，1.5％増加した。これは，県民の文化芸術活動の振興の
由時間の中 ↑ 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
で行う学習･ [H13] [H18] 示する機会を設けるなど，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新デー
研究のうち する助成を行った成果によるものと思われる。タなし
文化芸術を しかし，全国平均は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，
対象とした 平成20年に開催される，国内 大の文化・芸術の祭典である第23回国民文化祭・いばらき2008を契
活動を行っ 機に文化芸術の裾野を拡げ，目標達成を目指していく。
た人の割合
(10歳以上)

[生活文化課]
[44]県立博物 895 881 948 1,000 Ｃ評価 ６つの県立博物館・美術館の合計入館者数は，昨年度を2.1％下回る881,230人となった。この大

館･美術館入 千人 千人 千人 千人 ↑ きな原因は，県近代美術館が空調設備改修工事に伴い，約半年にわたって休館したことによるもの
館者数 Ｂ で，県立歴史館においては前年度比64.9％増となったほか，他の博物館・美術館についても昨年度

[文化課] 並みとなっている。
各館において実施した利用向上策のうち，特に効果の大きかったものとしては，陶芸美術館が地

元笠間市や近隣私立美術館と連携し，シールラリーや入館料割引きを行った「笠間アートのまちめ
ぐり」があり，また，自然博物館で引き続き行っている「年間パスポート」の販売も好調である。
今後も，このような取り組みを進めながら，目標達成を目指していく。
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③スポーツに親しむことができる環境の整備
指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析

(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析
区分

(100)成人の週 31.5％ 26.8％ 35.7％ 44.0％ Ｃ評価 市町村やスポーツ関係団体等と連携を図り，いつでも・どこでも気軽にスポーツに親しむことが
１回以上の （ デ ー できる機会やスポーツに関する情報提供，スポーツ環境の整備・充実に努めてきた。
スポーツ実 [H18] タ 変 わ また，地域住民にとって身近なスポーツ活動の場となる総合型地域スポーツクラブの設立
施率 りなし を支援してきた。）

[保健体育課] 今後も，このような取り組みを一層推進し目標達成を目指していく。
[45]公営体育 4.3回 4.4回 4.7回 5.0回 Ｂ評価 公営体育施設の利用回数については，前年度とほぼ同水準で推移する結果に留まったが，県及び

施設利用回 ↑ 市町村営の各施設においては，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
数(県民1人 Ａ 民がスポーツに親しむ機会の提供に努めている。また，県内のプロサッカーチームも隆盛であるこ
当たり) とからも，県民のスポーツに関する関心及び健康・体力増進に対する意識については向上している

[保健体育課] ものと考えられる。
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。

指標名 基準値 実績値 目標値 評価・分析
(H16) (H19) 期待値 (H22) 評価 分析

区分
[46]総合型地 3.8％ 27.3％ 36.9％ 70.0％ Ｂ評価 平成１９年度においては.総合型地域スポーツクラブが３市で設立され.県内にクラブを創設した

域スポーツ ↑ 市町村は全部で１２市町村となり，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。
クラブを創 Ｂ 一方，本県は，全国と比較すると，その割合は下回っている状況にある。
設した市町 クラブ未設置市町村においては，活動場所の確保やクラブの核となる人材の育成などが課題とな
村の割合 っており,また，総合型地域スポーツクラブに関する認知度が低いことから，クラブ啓発活動を積

[保健体育課] 極的に推進していくとともに，クラブ設立時に必要な人材の育成や情報提供等の事業を展開し，目
標達成を目指していく。


