
かながわグランドデザイン　評価報告書2015（案）
数値目標の達成状況及び評価一覧

単位 目標値 実績値
達成率
（％）

「未病センター」設置数、「未病を治すか
ながわ宣言協力活動」への登録事業所数
（累計）

箇所    5,000      6,722 134.4

日ごろから健康に気をつけた規則正しい生
活を心がけている人の割合

％     77.0 71.2 92.4

特定健康診査・特定保健指導の実施率 ％
 61.3
34.8

- -

マイ未病カルテ（個人向け医療・健康カル
テ）の利用者数（累計）

万人      0.1 0.3 300.0

在宅療養支援診療所の数（累計） 施設      895 - -

75歳未満の10万人当たりのがんによる死亡

概ね順調に進んでいます

・未病の取組みについて、県民にさらに浸透する
ような取組みが必要です。
・県民が自らの健康状況を把握する手法等をわか
りやすく示していく必要があります。

概ね順調に進んでいます

・最先端医療の実用化や普及促進が県民の健康増
進・医療環境向上に寄与することをわかりやすく
示していく必要があります。
・看護等の人材確保については 就労をとりまく

数値目標
県の一次評価

No.
プロジェク

ト名
数値目標

2015年度

総合計画審議会による二次評価（案）

1 未病

概ね順調に進んでいます

2 医療

概ね順調に進んでいます

資料２

75歳未満の10万人当たりのがんによる死亡
数

人     73.9 - -

再就業を働きかける未就業看護職員の対象
者数（累計）

人    2,700 - -

小規模多機能型居宅介護サービスの利用者
数

人／月    4,800 - -

特別養護老人ホーム整備床数（累計） 床   34,300     34,261 99.8

「コグニサイズ」など認知症予防をテーマ
とした教室やイベントなどへの参加者数
（累計）

人    7,000     34,811 497.3

・看護等の人材確保については、就労をとりまく
環境の改善などとあわせて、さらなる取組みが必
要です。

概ね順調に進んでいます

・高齢者の健康・生きがいづくりにとどまらず、
高齢者の社会参加の促進についても、取組みを進
めていく必要があります。

3 高齢者福祉

概ね順調に進んでいます



単位 目標値 実績値
達成率
（％）

数値目標
県の一次評価

No.
プロジェク
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数値目標

2015年度

総合計画審議会による二次評価（案）

地域のグループホームの利用者数 人／月    7,500 - -

ホームヘルプサービスなどの利用者数 人／月   14,900 - -

一般就労などに向けて福祉サービス事業所
などで就労訓練をする人の数

人／月   12,200 - -

県内の年間電力消費量の削減率 ％      7.4 - -

県内の年間電力消費量に対する分散型電源
による発電量の割合

％     14.6 - -

ロボット実証実験件数（累計） 件       73 95 130.1

県外・国外から立地した事業所数（累計） 件       25 25 100.0

神奈川発新技術の実用化件数（累計） 件      108 - -

概ね順調に進んでいます

・ロボットと共生する社会の具体的な姿が実感で
きるよう、ロボットの実用化を進めるとともに、
普及にもより一層取り組んでいく必要がありま
す。

概ね順調に進んでいます

・障がい者の理解促進については、あらゆる世代
においてさらに取組みを進めていく必要がありま
す。

概ね順調に進んでいます

6 産業創出

概ね順調に進んでいます

4 障がい者福
祉

概ね順調に進んでいます

5 エネルギー

概ね順調に進んでいます

外国企業の誘致件数（累計） 件       71 74 104.2

本県と海外の国・地域の人的交流件数 件      295 303 102.7

外国人旅行者の訪問者数（暦年） 万人      174 223 128.1

神奈川県を訪問する入込観光客数（暦年） 百万人      188 - -

新たな観光の核づくり地域の入込観光客数
（暦年）

万人      302 - -

神奈川県民ホール（本館、神奈川芸術劇
場）及び県立音楽堂の利用者数

人  990,000  1,022,348 103.2

舞台芸術人材の育成のためのマグカル・パ
フォーミングアーツ・アカデミーの受講者
数（累計）

人       50  52 104.0

子ども・青少年を対象とした文化芸術の鑑
賞・体験事業の参加者数

人  162,000    165,316 102.0

概ね順調に進んでいます 【一次評価と異なる】

・中小企業の海外展開支援を行うことで、企業の
業務拡大に伴う雇用や売り上げの増加などが図ら
れ、本県経済へのメリットが期待されることを県
民に分かりやすく示していく必要があります。

概ね順調に進んでいます

・訪日外国人観光客が増加していく中で、国別の
来日状況やニーズなどを分析していく必要があり
ます。
・海外に向けた情報発信は、多言語化など外国人
観光客のニーズを踏まえた上で、より一層進めて
いく必要があります。

概ね順調に進んでいます 【一次評価と異なる】

・マグカルの全県展開にさらに取り組む必要があ
ります。
・神奈川県民だけでなく、県外からも集客できる
ようプロモーションなどを検討していく必要があ
ります。
・世界に向けて神奈川の文化の魅力を発信し、
いっそう人を引きつけていく必要があります。

7 海外展開

 概ね順調に進んでいます
⇒　順調に進んでいます

8 観光

概ね順調に進んでいます

9 マグカル

順調に進んでいます
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2015年度

総合計画審議会による二次評価（案）

消費者や実儒者のニーズに対応した新たな
販売契約数（累計）

件       15 22 146.6

新商品の開発や販路拡大などの成果があっ
た畜産ブランド数（累計）

件       10 19 190.0

消費者ニーズを把握して開発・販売した水
産物の加工品数（累計）

件       15 15 100.0

農林水産業への新たな就業者数（企業参
入・雇用就農を含む）

人      120 - -

「かながわシェイクアウト（いっせい防災
行動訓練）」の参加者数（事前登録者数）

万人      140 125 89.2

新たに消防の広域化や消防指令センターの
共同運用に参加する市町村数（累計）

市町村       15 15 100.0

耐震診断が義務付けられた大規模建築物・
沿道建築物の耐震診断結果の報告率（累
計）

％       50 50 100.0

「犯罪や交通事故がなく安全で安心して暮
らせる と に関する県民意識

％ 24 0 21 0 87 5

概ね順調に進んでいます

・大規模災害への危機意識が減少することのない
よう、引き続き、かながわシェイクアウト訓練等
による意識啓発を進める必要があります。

概ね順調に進んでいます

概ね順調に進んでいます

・神奈川県らしい農林水産業の今後の取組みにつ
いて検討していく必要があります。
・農林水産業の担い手の確保について、引き続き
取組みを進めていく必要があります。

10 農林水産

概ね順調に進んでいます

11 減災

概ね順調に進んでいます

12 治安

らせること」に関する県民意識
％    24.0 21.0 87.5

地域で活動する防犯ボランティアの育成数
（累計）

人    1,250      1,281 102.4

県及び市町村の審議会などにおける女性委
員の登用率

％     35.1 33.4 95.1

事業所における女性管理職の割合 ％      7.5 7.0 93.3

労働力調査における25～44歳の女性の就業
率（暦年）

％     67.5 67.4 99.8

事業所における男性の育児休業取得率 ％      4.1 5.0 121.9

配偶者などからの暴力防止や被害者支援に
関する基本計画を策定し、総合的、計画的
に取り組む市町村数

市町村       22 22 100.0

・体感治安の改善に向けて、引き続き、犯罪や事
故のない安全で安心なまちづくりの取組みを進め
る必要があります。
・インターネット、スマートフォンなどがいっそ
う普及していく中で、サイバー空間の脅威に的確
に対応していく必要があります。

概ね順調に進んでいます概ね順調に進んでいます

概ね順調に進んでいます

13 男女共同参
画



単位 目標値 実績値
達成率
（％）

数値目標
県の一次評価

No.
プロジェク
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2015年度

総合計画審議会による二次評価（案）

保育所等利用待機児童数 人    3,200 625 512.0

児童相談所が受け付けた児童虐待件数のう
ち、一時保護を必要とした子どもの割合

％     12.5 13.6 91.9

いじめ認知件数のうち、年度内に「いじめ
の状況が改善」した割合

％     97.4 － －

社会的養護を必要とする子どものうち、里
親・ファミリーホームで養育される子ども
の割合

％       13 11.4 87.6

地域若者サポートステーションで支援を受
けた人の就職者数

人      220 229 104.0

主体的な学習活動を通じて、思考力・判断
力・表現力を高めることができたと思う高
校生の割合

％       53 54.1 102.0

「生徒にＩＣＴ活用を指導する能力」が高
まったと感じる教員の割合

％       65 59.4 91.3

県内特別支援学校高等部（知的生涯教育部
門）卒業生の就職後の定着率

％       82 82.7 100.8

概ね順調に進んでいます

概ね順調に進んでいます

15 教育

概ね順調に進んでいます

14 子ども・青
少年

概ね順調に進んでいます

門）卒業 就職後 定着率

小学生が週３回以上の運動やスポーツを実
施する率

％ 41.0 38.8 94.6

県内総合型地域スポーツクラブの総会員数
（累計）

人   26,700     29,938 112.1

職業技術校生の修了３ヶ月後の就職率 ％     93.0 93.0 100.0

障がい者の雇用率 ％     1.83 1.82 99.4

未病いやしの里の駅の数（累計） 施設      100 115 115.0

三浦半島地域（鎌倉市を除く）の観光客消
費額

百万円   23,800 - -

地域商業ブランド育成などに取り組む団体
数（累計）

団体      168 177 105.3

概ね順調に進んでいます

・積極的に運動やスポーツに取り組める環境づく
りを進める必要があります。

概ね順調に進んでいます

・若者、女性、高齢者など多様なニーズに対応し
た労働環境を整えるとともに、就業機会の拡大に
向けた取組みをさらに進める必要があります。
・就業支援については、ジョブカードの普及状況
などを考慮しながら、より効果的な取組みを実施
していく必要があります。

概ね順調に進んでいます

・地域活性化による効果が県民によりいっそう実
感される、さらなる取組みが必要です。

16 スポーツ

概ね順調に進んでいます

17 雇用

概ね順調に進んでいます

18 地域活性化

概ね順調に進んでいます
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（％）

数値目標
県の一次評価

No.
プロジェク
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2015年度

総合計画審議会による二次評価（案）

災害時通訳ボランティアの登録者数 人      155 168 108.3

かなファンステーションの利用者数 人    6,200      6,931 111.7

地球市民かながわプラザの利用者数 人  385,000    403,392 104.7

寄附者が税制上の優遇を受けられるＮＰＯ
法人数（累計）

法人      127 127 100.0

ＮＰＯと企業、大学などとの協働事業件数 件       23 25 108.6

水源の森林エリア内の私有林で適切に管理
されている森林の面積の割合

％       82 80.4 98.0

里地里山の保全活動に取り組んだ人数 人    4,700      5,365 114.1

概ね順調に進んでいます

・域内の農地が生産手段として積極的に活用され
うな取組 を含 地 保全 引き続

順調に進んでいます

・留学生が卒業・修了後も神奈川で暮らしたいと
思えるような環境づくりに取り組む必要がありま
す。
・災害時の対応や子育てに関する相談など、日本
語が不自由な外国籍県民に対する言葉のサポート
に引き続き取り組む必要があります。
・日本語を母語としない外国籍生徒や外国につな
がる子どもなど様々なケースにも引き続き対応し
ていく必要があります。

順調に進んでいます

・寄付文化の醸成にもつながるよう、ＮＰＯの活
動に関する県民の認知度向上にいっそう取り組む
必要があります。

19 多文化共生

順調に進んでいます

20 協働連携

順調に進んでいます

21 自然

概ね順調に進んでいます

小網代の森の年間利用者数 人  112,500     81,000 72.0

大規模排出事業者のうち二酸化炭素排出量
の削減目標を達成した事業者の割合

％       64 - -

一般廃棄物の再生利用率 ％       27 - -

ＰＭ2.5の自動車排出ガス測定局における
年平均値の全局平均値

μg／
㎥

    15.4 - -

インターチェンジまでの距離５km以内の地
域の割合

％       86 86.0 100.0

「道路の渋滞がないなど、自動車で県内各
地へスムーズに移動できること」に関する
県民意識

％     17.9 18.0 100.5

るような取組みを含め、里地里山の保全に引き続
き取り組む必要があります。

概ね順調に進んでいます

順調に進んでいます

・今後の交通ネットワークの充実を踏まえ、引き
続き、神奈川らしい県土づくりに取り組む必要が
あります。

23 都市基盤

順調に進んでいます

22 環境

概ね順調に進んでいます


