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達成状況

重点指標 1(1)① 合計特殊出生率 人 1.51 1.44 B

重点指標 1(1)① 婚姻率(25～39歳)男性 単年 年
男性53.1%
(H22年）

% - - -

重点指標 1(1)① 婚姻率(25～39歳)女性 単年 年
女性62.5%
(H22年）

% - - -

重点指標 1(1)① 女性人口（15～49歳） 人 -
1,112,000人
（推計人口）

-

重点指標 1(2)②
県内大学と連携した就
活支援事業

県内大学卒業生の県内企業
への就職率

単年 年度 29.8%（H26） % 32.3% 28.4% C

重点指標 1(1)① 【代理指標】婚姻件数 単年 年度 26,941件（H26） 件 - 24,532件 -

政策アウトカム 1(1)①
（統合）出会い支援事業による
成婚者数

単年 年度 - 組 355組 312組 C

政策アウトカム 1(1)①
出会いサポートセンター
事業

ライフプランニング講座等の連
携事業の開催を支援した大学
等

6大学等 6大学等 A

政策アウトカム 1(1)①
「高校生キャリアノート」
を活用したキャリア教育
の推進

県立高校での実施率 単年 年度 - % 100% 100％ A

政策アウトカム 1(1)②
周産期母子医療センター数
（累計）

積上 年度
11か所（H27.4現

在）
か所

累計
12か所

累計12か所 A

政策アウトカム 1(1)②
里親・特別養子縁組制
度の推進

里親登録者数 積上 年度 269人（H26) 人 365人 419人 A

政策アウトカム 1(1)②
周産期母子医療セン
ターの運営支援

周産期母子医療センター数 積上 年度 11か所（H27.4） か所
累計

12か所
累計12か所 A

政策アウトカム 1(1)③ 保育所等定員数 積上 年度
93,644人(H27.4現

在）
人

111,000人
（+5,000人）

110,421人
（+4,657人）

B

政策アウトカム 1(1)③ 待機児童数（保育所） 単年 年度 942人（H27.4現在） 人
1,325人

（H31.4.1）
1,569人

（H31.4.1）
C

政策アウトカム 1(1)③ 病児・病後児保育の不足量 単年 年度
12,159人日(H27年

度)
人 5,972人日 △9,231人日 A

政策アウトカム 1(1)③
多子世帯の保育料軽減
事業

第２子以降の児童のいる世帯
数の割合

単年 年度 13.9%（H25） % - -

政策アウトカム 1(1)③ 第２子保育料軽減事業
第２子以降の児童のいる世帯
数の割合

単年 年度 13.9%（H25） % - -

政策アウトカム 1(1)④
利用児童数（放課後児童クラ
ブ）

単年 年度 36,777人(H26) 人 49,318人 50,433人 A

政策アウトカム 1(1)④ 地域祖父母モデル事業 マッチング数 積上 年度 - 地区 600組 892組 A

政策アウトカム 1(2)① 女性（30～39歳）の有業率 単年 年 60.6%(H24年) % - - -

政策アウトカム 1(2)①
仕事と生活の調和推進企業認
定（累計）

積上 年度 29社（H26年度） 社 180社 192社 A

政策アウトカム 1(2)①
仕事と生活の調和推進企業宣
言（累計）

積上 年度 808社（H26年度） 社 1,700社 1,937社 A

政策アウトカム 1(2)② 若者（25～39歳）の有業率 単年 年 76.6%(H24年) % - - -

政策アウトカム 1(2)②
ひょうご応援企業新規登録社
数

単年 年 40社/年（H26） 社 80社 56社 C

政策アウトカム 1(2)②
若者（25～39歳）の正規雇用
の比率

単年 年 72.7%(H24年) % - - -

政策アウトカム 1(2)②
大学生インターンシップ
推進事業

大学生のインターンシップ参加
者数

単年 年度 274人/年(H26) 人 400人 579人 A
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政策アウトカム 1(2)②
「ひょうご応援企業」就
職支援事業

ひょうご応援企業新規登録社
数

単年 年度 40社/年（H26） 社 80社 56社 C

政策アウトカム 1(2)②
ひょうご若者就労支援
プログラムの実施

プログラム参加者のうち、就職
者数

単年 年度 100人/年(H28) 人 70人 56人 C

政策アウトカム 1(2)② 【代理指標】若者の就業率 単年 年度 - % - - -

政策アウトカム 1(2)② 【代理指標】女性の就業率 単年 年度 - % - - -

事業進捗 1(1)①
出会いサポートセンター
事業

出会い支援事業による成婚者
数

単年 年度 171組/年(H26) 組 200 133 D

事業進捗 1(1)①
出会いサポートセンター
事業

はばタン会員数 単年 年度 4,534人/年(H26) 人 5750 4978 C

事業進捗 1(1)①
出会いサポートセンター
事業

出会いイベント参加者数 単年 年度 11,608人/年(H26） 人 12000 6289 D

事業進捗 1(1)②
乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事
業）

乳児家庭全戸訪問事業実施
率

単年 年度 95.8%（H26） % 100% 97.3% B

事業進捗 1(1)②
悩みを抱える妊婦等の
孤立防止対策

子育て世代包括支援センター
設置市町数

積上 年度 6市町（H27） 市町 33市町 38市町 A

事業進捗 1(1)② 不妊専門相談事業 特定不妊治療費助成件数 単年 年度 2,906件（H28） 件 2,700件 2,507件 B

事業進捗 1(1)②
特定不妊治療費助成事
業

特定不妊治療費助成件数 単年 年度 2,906件（H28） 件 2,700件 2,507件 B

事業進捗 1(1)② 不育症治療支援事業 不育症治療支援実施市町数 その他 年 3市町（H27） 市町 32市町 33市町 A

事業進捗 1(1)③ 保育所緊急整備事業
保育所・認定こども園等の定
員増加数

単年 年度 5,960人（H26） 人 5,000人 4,657人 B

事業進捗 1(1)③
保育所等用地取得資金
利子補助事業

保育所・認定こども園等の定
員増加数

単年 年度 5,960人（H26） 人 5,000人 4,657人 B

事業進捗 1(1)③
保育所・認定こども園・
幼稚園の運営費支援

保育所・認定こども園等の定
員増加数

単年 年度 5,960人（H26） 人 5,000人 4,657人 B

事業進捗 1(1)③
地域型保育事業の運営
費支援

保育所・認定こども園等の定
員増加数

単年 年度 5,960人（H26） 人 5,000人 4,657人 B

事業進捗 1(1)③ 認定こども園整備事業 認定こども園設置数 積上 年度 230施設(H26) 施設 490施設 509施設 A

事業進捗 1(1)③
私立幼稚園の認定こど
も園への移行推進補助

認定こども園設置数 積上 年度 230施設(H26) 施設 490施設 509施設 A

事業進捗 1(1)③
ファミリーサポートセン
ター事業の支援

ファミリーサポートセンター事
業の提供回数

単年 年度 68,112人日(H26) 人 101,788人日 69,202人日 D

事業進捗 1(1)③ 一時預かり事業
一時預かり事業（一般型）の提
供回数

その他 年度
148,394人日

(H26)
人 409,226人日 R1.11判明 -

事業進捗 1(1)③
私立幼稚園等における
預かり保育

預かり保育実施の私立幼稚園
数

積上 年度 223園 園 226園 227園 A

事業進捗 1(1)③ 延長保育事業 - - - - - - - -

事業進捗 1(1)③ 延長保育充実支援事業 - - - - - - - -

事業進捗 1(1)③ 利用者支援事業の実施
利用者支援事業の実施箇所
数

積上 年度 15か所(H26) か所 124か所 106か所 C

事業進捗 1(1)③ ２歳児子育て応援事業
乳幼児子育て応援事業実施
幼稚園等数

単年 年度 206か所(H26) か所 233か所 213か所 B

事業進捗 1(1)③ １歳児子育て応援事業
乳幼児子育て応援事業実施
幼稚園等数

単年 年度 206か所(H26) か所 233か所 213か所 B

事業進捗 1(1)③ 乳幼児子育て応援事業
乳幼児子育て応援事業実施
保育所数

単年 年度 478か所(H27) か所 510か所 505か所 B
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事業進捗 1(1)③
わくわく幼稚園開設事
業

わくわく幼稚園開設事業実施
幼稚園等数

単年 年度 157か所(H26) か所 202か所 140か所 D

事業進捗 1(1)③
わくわく保育所開設事
業

わくわく保育所開設事業実施
保育所数

単年 年度 87か所(H27) か所 87か所 87か所 A

事業進捗 1(1)③
病児・病後児保育推進
事業

病児・病後児保育提供回数 単年 年度 19,408人(H26) 人 52,500人 60,440人 A

事業進捗 1(1)③
診療所型小規模病児保
育事業

病児・病後児保育提供回数 単年 年度 19,408人(H26) 人 52,500人 60,440人 A

事業進捗 1(1)③
病児・病後児保育施設
整備費補助事業

病児・病後児保育提供回数 単年 年度 19,408人(H26) 人 52,500人 60,440人 A

事業進捗 1(1)③
私立幼稚園等就職フェ
ア開催支援事業

幼稚園教諭・保育教諭数 積上 年度 - 人 7,256人

事業進捗 1(1)③
保育人材確保対策貸付
事業

保育士・保育教諭数 積上 年度
14,646人(H27見

込）
人 18,243人

国公表待ち
（12月頃）

事業進捗 1(1)③
潜在保育士復職支援、
保育士キャリアアップ研
修の実施

保育士・保育教諭数 積上 年度
14,646人(H27見

込）
人 18,243人

国公表待ち
（12月頃）

事業進捗 1(1)③
保育の質向上のための
処遇改善

保育士・保育教諭数 積上 年度
14,646人(H27見

込）
人 18,243人

国公表待ち
（12月頃）

事業進捗 1(1)③
乳幼児等医療費助成に
よる負担軽減の実施

- - - - - - -

事業進捗 1(1)③
こども医療費助成によ
る負担軽減の実施

- - - - - - -

事業進捗 1(1)④
住んでいる地域は子育てがし
やすいと思う人の割合

単年 年 55.3%(H26年) % 64.7% 58.0% B

事業進捗 1(1)④
待機児童数（放課後児童クラ
ブ）

単年 年度 466人(H26年度) 人 - 851人 -

事業進捗 1(1)④
地域子育て支援拠点の
整備

地域子育て支援拠点事業の
実施箇所数

積上 年度 294か所(H26) か所 331か所 337か所 A

事業進捗 1(1)④
まちの子育てひろば事
業

まちの子育てひろばの開設数 積上 年度 2,168か所（H26) か所 2,139か所 1964か所 B

事業進捗 1(1)④
子どもの冒険ひろば事
業

子どもの冒険ひろば開設数 積上 年度 537か所（H26） か所 620か所 647か所 A

事業進捗 1(1)④
都市公園における子育
て支援機能の充実

利用者アンケート「満足」の割
合

単年 年度 53%（H25） % 58.0% 88.0% A

事業進捗 1(1)④
こどもの館における子
育て支援の実施

高校生等ボランティア数 単年 年度 - 人 200人 176人 C

事業進捗 1(1)④
放課後児童クラブの運
営補助

利用児童数 単年 年度 36,777人(H26) 人 49,318人 50,433人 A

事業進捗 1(1)④
放課後子ども教室の運
営補助

利用児童数 単年 年度 36,777人(H26) 人 49,318人 50,433人 A

事業進捗 1(1)④
放課後児童クラブの整
備補助

利用児童数 単年 年度 36,777人(H26) 人 49,318人 50,433人 A

事業進捗 1(1)④
放課後児童クラブ開所
時間延長支援事業

利用児童数 単年 年度 36,777人(H26) 人 49,318人 50,433人 A

事業進捗 1(1)④
学校・家庭・地域の連携
協力推進事業

地域住民による学校地域連携
の仕組みを有する小・中学校
の割合（政令市・中核市を除
く）

単年 年度 66%(H26) % 100% 97.1％ B

事業進捗 1(1)④
県営住宅における三世
代優先入居枠の設定
（隣居、近居等）

三世代入居戸数 積上 年度 11戸(H26) 戸 60戸 50戸 C

事業進捗 1(1)④
子育て向け賃貸住宅供
給支援事業

協議会が設立された団地数 積上 年度 5団地(H26) 団地 13団地 10団地 C

事業進捗 1(1)④
シニア世代から子育て
世帯へのふるさと伝承
事業の展開

実施団体数 単年 年度 - 団体 10団体 13団体 A

事業進捗 1(1)④
子どもを守る地域ネット
ワーク（要保護児童対
策地域協議会）の運営

児童福祉司任用資格取得者
を児童相談担当課へ配置して
いる市町数

単年 年度 29市町（H27） 市町 41市町 37市町 B
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事業進捗 1(1)④
自立支援教育訓練給付
金事業

高等職業訓練促進給付金事
業による資格取得者数

積上 年度 61人（H26） 人 220人 274人 B

事業進捗 1(1)④
高等職業訓練促進給付
金事業

高等職業訓練促進給付金事
業による資格取得者数

積上 年度 61人（H26） 人 220人 274人 B

事業進捗 1(1)④
高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業

高等職業訓練促進給付金事
業による資格取得者数

積上 年度 61人（H26） 人 220人 274人 B

事業進捗 1(1)④
生活困窮者世帯の子ど
もを地域で支援

生活保護世帯に属する子ども
の高等学校等進学率

単年 年度 93.2%（H26） % 94.9% R1.10月頃判明予定

事業進捗 1(1)④
「子ども食堂」の立ち上
げ支援

生活保護世帯に属する子ども
の高等学校等進学率

単年 年度 93.2%（H26） % 94.9% R1.10月頃判明予定

事業進捗 1(1)④
乳幼児等医療費助成に
よる負担軽減の実施

- - - - - - - -

事業進捗 1(1)④
こども医療費助成によ
る負担軽減の実施

- - - - - - - -

事業進捗 1(2)①
週労働時間60時間以上の雇
用者の割合

単年 年 9.5%(H24年) % - - -

事業進捗 1(2)①
ひょうご仕事と生活セン
ター事業の推進

ひょうご仕事と生活センター研
修実施企業数

単年 年度 211社（H26） 社 200社 198社 B

事業進捗 1(2)①
ひょうご仕事と生活セン
ター事業の推進

中小企業育児・介護等離職者
雇用助成事業助成件数

単年 年度 10件/年（H26） 件 105件 24件 D

事業進捗 1(2)①
ひょうご仕事と生活セン
ター事業の推進

中小企業育児・介護代替要員
確保支援事業助成件数

単年 年度 116件/年（H26） 件 200件 93件 D

事業進捗 1(2)①
お父さん応援フォーラム
等の開催

参加者アンケートによるフォー
ラムの満足度

単年 年度 - % 80.0% 94.0% A

事業進捗 1(2)① 女性の活躍推進
中小企業における「一般事業
主行動計画」の策定率

積上 年度 - -
対象事業所

の3/10
対象事業所

の3.1％
D

事業進捗 1(2)①
女性の就業サポート事
業

女性就業相談室の支援による
就職者数

積上 年度 273人(H26)） 人 1,100人 1,049人 A

事業進捗 1(2)①
女性就業いきいき応援
事業

育児（小学校入学前）をしてい
る女性(25-44歳)の有業率

単年 年度 43.2%(H24) % - - -

事業進捗 1(2)①
育児・介護等離職者再
就職準備支援事業

育児（小学校入学前）をしてい
る女性(25-44歳)の有業率

単年 年度 43.2%(H24) % - - -

事業進捗 1(2)①
女子学生のための就活
支援事業

フォーラム参加者数 単年 年度 117人/年(H26) 人 80人 114人 A

事業進捗 1(2)②
ひょうご・しごと情報広場、若
者しごと倶楽部を通じた就職
者数

単年 年 1,895人（Ｈ28） 人 2000人 2147人 A

事業進捗 1(2)②
ひょうご・しごと情報広場、若
者しごと倶楽部を通じて就職
者の正規雇用者の割合

単年 年 85.7％（Ｈ28） % 85.0% 88.0% A

事業進捗 1(2)②
若者（25～29歳）の就業経験
者に占める離職非就業者の率

単年 年 17.3%(H24年) % - - -

事業進捗 1(2)②
ひょうご・しごと情報広
場運営事業

ひょうご・しごと情報広場相談
件数

単年 年度 21,649件/年(H26) 件 20,000件 17,533件 C

事業進捗 1(2)②
大学ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰと連携
した県内大学生の地元
就職促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

大学コンソーシアムひょうご神
戸と県が実施する連携事業へ
の参加学生数

単年 年度 421人/年（H26） 人 884人 880人 B

事業進捗 1(2)②
中小企業合同研修等支
援事業

学内企業説明会等の参加数 単年 年度 809人/年(H26) 人 1000 968人 B

事業進捗 1(2)②
中小企業における正社
員転換・処遇改善支援
事業

20代・30代の非正規雇用比率 単年 年度 30.7%（H24） % - - -

事業進捗 1(2)②
中小企業における正社
員転換・処遇改善支援
事業

非正規雇用労働者のﾌｧﾐﾘｰ
ﾊﾟｯｸ追加加入者数

単年 年度 - 人 1,000人 606人 D

事業進捗 1(2)②
中小企業従業員福利厚
生支援事業

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種料補助利
用者数

単年 年度 - 人 4,000人 3,251人 C

事業進捗 1(2)②
中小企業従業員福利厚
生支援事業

人間ﾄﾞｯｸ利用料補助利用者数 単年 年度 - 人 4,400人 224人 D

事業進捗 1(2)②
ニート就労支援ネット
ワーク事業

ニート就業体験実施者数 単年 年度 145人（H26) 人 140人 126人 B
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 1(2)② ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ起業創出事業 新事業創出数 単年 年度 - 件 5 5 A

事業進捗 1(2)② 女性起業家支援事業
女性起業家支援事業における
新事業の創出数

単年 年度 21件/年（H26) 件 50件 58件 A

事業進捗 1(2)②
ふるさと起業・移転促進
事業

事業創出数 単年 年度 - 件 30件 24件 C

事業進捗 1(2)②
ひょうごチャレンジ起業
支援貸付

ひょうごチャレンジ起業支援貸
付による新事業の創出数

単年 年度 13件/年（H26) 件 45件 47件 A

重点指標 2(1)②
全死因による年齢調整死亡率
（男）（人口10万対）

- - -

重点指標 2(1)②
全死因による年齢調整死亡率
（女）（人口10万対）

- - -

重点指標 2(2)①
75歳以上人口に占める要介護
認定者の割合

単年 年度 0.223 % 22.1%

平成30年度
介護保険事
業状況報告

が公表され次

重点指標 2(2)② 高齢者(65～74歳)の有業率 単年 年 28.3%(H24年) % - - -

政策アウトカム 2(1)① 特定健診受診率 単年 年度 41.6%(H24年度) % 55.0% R2.12公表予定

政策アウトカム 2(1)① 特定保健指導実施率 単年 年度 15.1%(H24年度) % 27.0% R2.12公表予定

政策アウトカム 2(1)①
企業におけるがん検診
受診促進事業

がん検診受診率 単年 年度
子宮頸がん39.3%

（H25）
乳がん38.0%（H25）

% - - -

政策アウトカム 2(1)①
企業におけるがん検診
受診促進事業

胃がん、肺がん、大腸がん検
診受診率

単年 年度

胃がん34.9%（H25）
肺がん37.0%（H25）

大腸がん34.8%
（H25）

% - - -

政策アウトカム 2(1)①
企業との協働による健
康づくりステップアップ
事業

健康づくりチャレンジ企業登録
数

積上 年度
418社
(H26)

社 1,100社 1,391社 A

政策アウトカム 2(1)①
企業との協働による健
康づくりステップアップ
事業

健康づくりの場づくり等に対す
る支援件数

- 件 10件 21件 A

政策アウトカム 2(1)①
職場と地域の健康づくり
環境整備事業

健康づくりチャレンジ企業登録
数

積上 年度
418社
(H26)

社 1,100社 1,391社 A

政策アウトカム 2(1)①
ひょうご“食の健康”運
動の展開

食の健康協力店舗数 積上 年度 7,623店(H26) 店 8,400店 8410店 A

政策アウトカム 2(1)①
心の悩みの相談体制の
充実

県内自殺者数 単年 年度
942人/年

（H28）
人 880人以下 954人 B

政策アウトカム 2(1)①
歯と口腔の健康づくりの
推進

要介護者に対する口腔ケア等
指導研修事業実施回数

積上 年度
21回

（H26年度）
回 90回 109回 A

政策アウトカム 2(1)② 回復期機能病床の数 単年 年度 - 床
8,703床

（+1,300床）
R1.9月頃判明

政策アウトカム 2(1)②
在宅医療に係る病診連携シス
テム稼働市町数

積上 年度 - 市町 32市町 25市町 C

政策アウトカム 2(1)② 病床機能転換の推進 回復期機能病床の数 単年 年度 - 床
8,703床

（+1,300床）
R1.9月頃判明

政策アウトカム 2(1)②
在宅医療地域ネット
ワークの整備

在宅医療に係る病診連携シス
テム稼働市町数

積上 年度 -
郡市
区

32郡市区 25郡市区 C

政策アウトカム 2(1)②
がん診療地域連携拠点
病院（県指定）の拡大

がん診療連携拠点病院数
（累計）23

国14
県9

-
（累計）25

国14
県11

（累計）23
国14
県9

B

政策アウトカム 2(1)②
ドクターヘリの効率的な
運用の実施

ドクターヘリの県内カバー率 積上 年度 100%(H27) % 100% 100% A

政策アウトカム 2(1)②
救急医療電話相談の推
進

救急医療電話相談の実施市
町数

積上 年度 1市町（H29） 市町 - 1市町 -

政策アウトカム 2(1)② へき地勤務医師の養成
県養成医の義務年限終了後
の県内定着数

積上 年度 78人(H27) 人 83人 80人 B

政策アウトカム 2(1)②
看護職員離職防止・再
就業支援事業

看護職員の確保数 単年 年度 - - 58,973人 60,725人 A

政策アウトカム 2(2)① 地域包括支援推進事業
介護予防に資する住民運営の
通いの場の参加者

単年 年度 53,525人（H25） 人 134,000人
R1.12月頃判

明予定
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

政策アウトカム 2(2)① 地域包括支援推進事業
多職種が参加する地域ケア会
議の実施地域包括支援セン
ター

- - 70か所
R1.９月頃判

明予定

政策アウトカム 2(2)②
シルバー人材センター
事業費補助

就業実人員 単年 年度 35,264人（H26） 人 35,000人 35,365人 A

政策アウトカム 2(2)②
シルバー人材センター
広域連携推進事業費補
助

就業実人員 単年 年度 35,264人（H26） 人 35,000人 35,365人 A

政策アウトカム 2(2)②
生きがいしごとサポート
センター事業

コミュニティ・ビジネスの起業
団体数

単年 年度 128団体/年（H26） 団体 150団体 131団体 C

政策アウトカム 2(2)②
高齢者コミュニティ・ビジ
ネス離陸応援事業

コミュニティ・ビジネスの起業
団体数

単年 年度 128団体/年（H26） 団体 150団体 131団体 C

政策アウトカム 2(2)② シニア起業家への支援
シニア起業家への支援による
新事業の創出数

単年 年度 - 件 35件 35件 B

政策アウトカム 2(2)② 地域祖父母モデル事業 マッチング数 - - 600組 892組 A

政策アウトカム 2(2)②
いなみ野学園・阪神シ
ニアカレッジ等、高齢者
大学の運営

高齢者大学受講者数 単年 年度 5,632人（H26) 人 5,700人 4,850人 C

政策アウトカム 2(2)② 路線バスに対する支援 乗合バスの輸送人員 単年 年度
24,069万人/年

（H25）
万人 現状以上

23，598万人
（H29）

B

事業進捗 2(1)① 健康寿命（男性） 単年 年度 男78.47歳(H22年) 歳 - R3.3算定予定

事業進捗 2(1)① 健康寿命（女性） 単年 年度 女83.19歳(H22年) 歳 - R3.3算定予定

事業進捗 2(1)①
がん検診従事者研修等
予防対策事業

肝がん死亡率(10万人対） 単年 年度
5.8人（H26）
全国5.6人

人 - R1.11月頃判明

事業進捗 2(1)①
ひょうご健康づくり支援
システム（仮称）の開発

- - - - - - -

事業進捗 2(1)① 健康体操の普及促進
健康体操普及に係る講習会開
催回数

単年 年度
21回

（H26年度）
回 20回 33回 A

事業進捗 2(1)①

高校・大学等での調理
実習を組み合わせた
ワークショップ、事業所
での食べ方体験教室な

高校生・大学生向け食育実践
セミナー

単年 年度
2回

（H26年度）
回 2回 2回 A

事業進捗 2(1)①
メンタルヘルス対策支
援事業

産業カウンセラー等の派遣事
業所数

単年 年度
20社

（H26年度）
社 140社 173社 A

事業進捗 2(1)① 受動喫煙対策等の推進
県民からの受動喫煙に関する
相談対応件数

278件
（H27）

件 202件 318件 D

事業進捗 2(1)①
歯と口腔の健康づくりの
推進

歯周疾患検診実施市町数 単年 年度
39市町

（H26年度）
市町 41市町 41市町 A

事業進捗 2(1)②
医療情報ネットワークの
構築支援

加入機関数 積上 年度 322施設(H27) 施設 403施設 372施設 B

事業進捗 2(1)②
在宅看護体制の機能強
化支援

- - - - -

事業進捗 2(1)②
県立丹波医療センター
（仮称）の整備

県立丹波医療センター（仮称）
の整備

その他 年度 - - 整備完了 整備完了 A

事業進捗 2(1)②
県立はりま姫路総合医
療センター（仮称）の整
備

県立はりま姫路総合医療セン
ター（仮称）の整備

その他 年度 - - 設計完了 設計完了 A

事業進捗 2(1)②
県立西宮病院と西宮市
立中央病院の統合再編
病院整備の検討

県立西宮病院と西宮市立中央
病院の統合再編病院整備の
検討

その他 年度 - -
県・西宮市と
の協議終了

統合再編基
本協定締結 A

事業進捗 2(1)②
県立がんセンターのあ
り方検討

県立がんセンターのあり方検
討

- -
外部検討委
員会の検討

終了

外部検討委
員会の検討

終了
A

事業進捗 2(1)② へき地勤務医師の養成 県養成医師数 積上 年度 148人(H27) 人 203人 199人 B

事業進捗 2(1)②
県内外の医学生を対象
とした臨床研修病院合
同説明会の開催

合同説明会の開催回数 単年 年度 １回(H27) 回 1回 1回 A

事業進捗 2(1)②
大学医学部への特別講
座の設置

- - - - - - -

事業進捗 2(1)② 医師派遣等推進事業 医師派遣 単年 年度 34人（H26） 人 33人 49人 A
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
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達成状況

事業進捗 2(1)②
看護職員離職防止・再
就業支援事業

再就業者数（NCCS就職者） 単年 年度 116人(H26) 人 128人 Ｒ1.9頃判明

事業進捗 2(1)②
看護職員離職防止・再
就業支援事業

常勤看護師職員離職率（日本
看護協会データ）

単年 年度 13.3%(H25) % 12.9％ 12.9％ A

事業進捗 2(1)②
看護職員養成力強化事
業

看護師等養成所の新卒看護
職員の県内定着率

単年 年度 76.9%(H26) % 80％ 77.1％ B

事業進捗 2(1)②
看護職員養成力強化事
業

看護職員の新規就業者数 単年 年度 1,981人(H26) 人 2,180人 2,170人 B

事業進捗 2(2)①
65歳以上74歳以下人口に占
める要介護認定者の割合

単年 年度 0.027 % 3.1%

平成30年度
介護保険事
業状況報告

が公表され次

事業進捗 2(2)① 地域包括支援推進事業
介護予防に資する住民運営の
通いの場の設置箇所数

積上 年度 2,877か所（H25) か所 6,900か所
R1.12月頃判

明予定

事業進捗 2(2)①
ひょうご介護サポーター
研修事業

サポーター登録者数（特養は
政令市を除く）

単年 年度 - 人 1,000人 117人 D

事業進捗 2(2)①
リハビリ専門職３士会に
よる地域支援事業の推
進

地域リハビリテーション活動支
援事業を実施している市町数

積上 年度 - 市町 41市町 36市町 C

事業進捗 2(2)①
健康拠点構想等推進事
業

神野用地、市場用地における
事業（施設整備）の進捗

その他 年度 - -
小野一部竣

工
小野一部竣工 A

事業進捗 2(2)②
民間事業者を活用した
地域介護福祉拠点の整
備

事業実施 - - コンペ実施 コンペ実施済 A

事業進捗 2(2)①
認知症の予防・早期発
見の推進

認知症健診等の早期発見・早
期対応に取り組む市町数

積上 年度 16市町(H26) 市町 41市町 38市町 B

事業進捗 2(2)①
認知症の予防・早期発
見の推進

相談センター設置市町数 積上 年度 41市町(H27) 市町 41市町 41市町 A

事業進捗 2(2)②
認知症の予防・早期発
見の推進

認知症相談センターの相談件
数

5,199件（H27下半
期）

件 11,600件 12,219件 A

事業進捗 2(2)②
認知症地域連携強化事
業

認知症サポーター養成数 積上 年度 約22万人(H26) 万人 40万人 45万人 A

事業進捗 2(2)②
認知症地域連携強化事
業

認知症ケアネット取組市町数 積上 年度 13市町（H26) 市町 41市町 41市町 A

事業進捗 2(2)②
認知症地域連携強化事
業

認知症高齢者等見守り・ＳＯＳ
ネットワークの取組市町数

積上 年度 15市町(H26) 市町 41市町 41市町 A

事業進捗 2(2)① 認知症医療体制の充実
認知症疾患医療センターの鑑
別診断の待機期間

単年 年度 ７週間(H26) 週間 1ヶ月以内 約4週間 A

事業進捗 2(2)① 認知症医療体制の充実 認知症相談医療機関登録数 - - 2,150か所 2,193か所 A

事業進捗 2(2)① 認知症医療体制の充実 認知症サポート医養成数 積上 年度 96人(H26) 人 170人 230人 A

事業進捗 2(2)②
シルバー人材センター
事業費補助

就業延人員 単年 年度 4,222,639人（H26） 人 4,000,000人 4,211,606人 A

事業進捗 2(2)②
シルバー人材センター
広域連携推進事業費補
助

就業延人員 単年 年度 4,222,639人（H26） 人 4,000,000人 4,211,606人 A

事業進捗 2(2)② 高齢者等就労支援事業
介護資格取得研修受講者(55
歳以上等)

単年 年 - 人 200人 94人 D

事業進捗 2(2)②
阪神シニアカレッジの学
習室の集約

阪神シニアカレッジの学習室
の集約

その他 年度 - -
建設工事
供用開始

建設工事
供用開始

A

事業進捗 2(2)②
ふるさとひょうご創生塾
の運営

ふるさとひょうご創生塾修了者
数

積上 年度 520人（H26） 人 621人 590人 B

事業進捗 2(2)②
ユニバーサル社会づく
り推進地区整備事業

ユニバーサル社会づくり推進
地区

積上 年度 26地区(H26) 地区 36地区 33地区 B

事業進捗 2(2)②
公共交通バリアフリー
化促進事業

鉄道駅のバリアフリー化率(1
日の平均乗降客数3千人以上
5千人未満駅)

積上 年度 55.8%（H25） % 0.87 0.75 C

事業進捗 2(2)②
公共交通バリアフリー
化促進事業

乗合バスに対するノンステップ
バス導入率

積上 年度 56.6%（H25） % 66％ 63％ B
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 2(2)②
コミュニティバスに対す
る支援

自主運行バスの立ち上げ支援
数

積上 年度 14地域（H26) 地域 23地域 24地域 A

事業進捗 2(2)②
人生いきいき住宅助成
事業

住宅の一定のバリアフリー化
率

積上 年度 46.2%（H25） % 59% 59% A

事業進捗 2(2)②
県営住宅のバリアフ
リー化

県営住宅のバリアフリー化率 積上 年度 57%（H26） % 63% 63% A

事業進捗 2(2)②
オールドニュータウン再
生モデル事業（明舞団
地）

コミュニティ再生活動団体登録
数

積上 年度 0件(H27) 件 12件 12件 A

重点指標 3(2)③ 県内サービス産業の売上高 単年 年
10兆8,090億円

（H25年）
億円

12兆1,727億
円

R3年3月末頃
に判明

重点指標 3(3)② 県内観光入込客数 単年 年度
１億3,326万人(H26

年度)
万人 1億4,665万人

R1年9月頃に
判明

重点指標 3(3)③ 県内への訪日外客数 単年 年 83.2万人(H26年) 万人 214万人 187万人 C

政策アウトカム 3(1)①
新規就農者確保育成加
速化支援(ひょうごde就
農ｻﾎﾟｰﾄ事業)

新規就農者数 単年 年度 303人/年(H26) 人 400 256 D

政策アウトカム 3(1)① 新規就農者確保事業 新規就農者数 単年 年度 303人/年(H26) 人 400 256 D

政策アウトカム 3(1)①
新規就農者確保育成加
速化支援(ひょうごの農ﾄ
ﾗｲｱﾙ事業)

新規就農者数 単年 年度 303人/年(H26) 人 400 256 D

政策アウトカム 3(1)① 就農スタートアップ支援 新規就農者数 単年 年度 303人/年(H26) 人 400 256 D

政策アウトカム 3(1)①
新規就農駅前講座の開
催

新規就農者数 単年 年度 303人/年(H26) 人 400 256 D

政策アウトカム 3(1)①
ひょうごで働く女性農業
者の活躍促進

新規就農者数 単年 年度 303人/年(H26) 人 400 256 D

政策アウトカム 3(1)①
林業の仕事PR（兵庫県
立森林大学校運営事業
の一部）

林業新規就業者数 単年 年 96人(直近5年) 人 30 9月下旬

政策アウトカム 3(1)①
兵庫県立森林大学校の
運営

林業新規就業者数 単年 年 96人(直近5年) 人 30 ９月下旬

政策アウトカム 3(1)①
漁業就業者ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ
研修支援

漁業新規就業者数 単年 年度 33人/年（H25) 人 50 48 B

政策アウトカム 3(1)① 法人化経営体の育成 法人経営体数 積上 年度 346法人（H26） 人 580 584 A

政策アウトカム 3(1)①
農業経営法人化総合支
援

法人経営体数 積上 年度 346法人（H26） 人 580 584 A

政策アウトカム 3(1)①
法人化促進総合対策事
業

法人経営体数 積上 年度 346法人（H26） 人 580 584 A

政策アウトカム 3(1)①
新規就農者確保育成加
速化支援(雇用就農者
独立支援事業)

新規就農者数 単年 年度 303人/年(H26) 人 400 256 D

政策アウトカム 3(1)① 農業施設貸与事業 新規就農者数 単年 年度 303人/年(H26) 人 400 256 D

政策アウトカム 3(1)①
畜産業施設貸与事業
（但馬牛生産基盤強化
整備事業）

新規就農者数 単年 年度 303人/年(H26) 人 400 256 D

政策アウトカム 3(1)① 漁業施設貸与事業 漁業新規就業者数 単年 年度 33人/年（H25) 人 50 48 B

政策アウトカム 3(1)②
農地中間管理機構集積
等支援

農地集積面積 積上 年 408ha(H26) ha 10,400ha 3,891ha D

政策アウトカム 3(1)②
耕作放棄地再生総合対
策

農地集積面積 積上 年度 408ha(H26) ha 10,400ha 3,891ha D

政策アウトカム 3(1)②
条件不利農地集積奨励
事業

農地集積面積 積上 年度 408ha(H26) ha 10,400ha 3,891ha D

政策アウトカム 3(1)② 地域農地管理事業 農地集積面積 積上 年度 408ha(H26) ha 10,400ha 3,891ha D

政策アウトカム 3(2)②
商店街新規出店・開業
支援事業

空き店舗出店によるしごと創
出人数（累計）

積上 年度 87人(H26) 人 360人 362人 A
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

政策アウトカム 3(2)②
商店街新規出店・開業
支援事業

若者・女性等のチャレンジ新
規出店によるしごと創出人数
（累計）

積上 年度 - 人 220人 176人 C

政策アウトカム 3(2)②
商店街空き店舗再生支
援の実施

空き店舗出店によるしごと創
出人数（累計）

積上 年度 87人(H26) 人 360人 362人 A

政策アウトカム 3(2)②
商店街空き店舗再生支
援の実施

若者・女性等のチャレンジ新
規出店によるしごと創出人数
（累計）

積上 年度 - 人 220人 176人 C

政策アウトカム 3(2)③ 情報通信関連産業の売上高 単年 年
百万
円

219,290百万
円

R2年3月末頃
に判明

政策アウトカム 3(2)③
生きがいしごとサポート
センター事業

コミュニティ・ビジネスの起業
団体数

単年 年度 128団体/年（H26） 団体 150団体 131団体 C

政策アウトカム 3(2)③
高齢者コミュニティ・ビジ
ネス離陸応援事業

コミュニティ・ビジネスの起業
団体数

単年 年度 128団体/年（H26） 団体 150団体 131団体 C

政策アウトカム 3(2)④
起業・創業の拡大によるしごと
創出数（累計）

積上 年度 - 人 970人
R1年10月頃

に判明

政策アウトカム 3(2)⑤
県内中小企業の１企業当たり
売上高の増加率

単年 年度
前年度比0.7%増
（H15～25年度平

均）
%

前年度比１%
増

R2年8月以降
に判明

政策アウトカム 3(3)① 県民交流バスの推進
県民交流バス(旧：走る県民教
室バス）乗車人数

単年 年度 - 人 50,000人 57,240人 A

政策アウトカム 3(3)① 県民交流バスの推進
都市農村交流ﾊﾞｽ運行乗車人
数

単年 年度 - 人 12，500人 11,211人 C

政策アウトカム 3(3)① 県民交流バスの推進
ひょうごツーリズムバス乗車人
数

単年 年度 - 人 55,000人 56,662人 A

政策アウトカム 3(3)① 県民交流バスの推進
しごとツーリズムバス乗車人
数

単年 年度 - 人 16,000人 13,864人 C

政策アウトカム 3(3)① 県民交流バスの推進 エコツーリズムバス乗車人数 単年 年度 14,363人/年（H26） 人 12,000人 12,835人 A

政策アウトカム 3(3)② 県内宿泊客数 単年 年 1,376万人(H26年) 万人 1,475万人 1,339万人 B

政策アウトカム 3(3)②
「あいたい兵庫ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
2018」の実施

あいたい兵庫キャンペーン期
間の観光入込客数伸び率

単年 年度
前年度比109%

（H22～26平均）
%

前年度比
110%

前年度比106.4% B

政策アウトカム 3(3)②
「つながる・めぐる兵庫
遺産街道の旅」の推進

あいたい兵庫キャンペーン期
間の観光入込客数伸び率

単年 年度
前年度比109%

（H22～26平均）
%

前年度比
110%

前年度比106.5% B

政策アウトカム 3(3)③
ひょうごゴールデンルー
トの推進

海外プロモーション数（累計） 積上 年度
12件/年（H29）（翌
年度以降、累計）

件 24件 38件 A

政策アウトカム 3(3)③
ひょうごゴールデンルー
トの推進

口コミ数ランキング 単年 年度 - - - - -

政策アウトカム 3(3)③
ひょうご国際観光デスク
設置事業

海外プロモーション数（累計） 積上 年度
12件/年（H29）（翌
年度以降、累計）

件 24件 38件 A

政策アウトカム 3(3)③
ひょうご国際観光デスク
設置事業

口コミ数ランキング 単年 年度 - - - - -

政策アウトカム 3(3)③
外国人ドライブ旅行の
促進

海外プロモーション数（累計） 積上 年度
12件/年（H29）（翌
年度以降、累計）

件 24件 38件 A

政策アウトカム 3(3)③
外国人ドライブ旅行の
促進

口コミ数ランキング 単年 年度 - - - -

政策アウトカム 3(3)③
ﾋﾞｼﾞｯﾄHyogo連携促進
事業

海外プロモーション数（累計） 積上 年度
12件/年（H29）（翌
年度以降、累計）

件 24件 38件 A

政策アウトカム 3(3)③
ﾋﾞｼﾞｯﾄHyogo連携促進
事業

口コミ数ランキング 単年 年度 - - - - -

事業進捗 3(1)①
農林水産分野のしごと創出数
（累計）

積上 年度 - 人 1,820人 9月下旬

事業進捗 3(1)①
集落営農組織育成総合
対策

集落営農組織化集落数 積上 年度 1,066集落（H26） 集落 1220集落 1159集落 B

事業進捗 3(1)① 企業の農業参入促進 農業参入企業数 積上 年度 111社（H26） 社 185社 191社 A

事業進捗 3(1)① 漁業施設貸与事業 漁業就業者数 単年 年度 5,334人（H25) 人 4,980人 R2.5月頃判明
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 3(1)② 農業総所得額 単年 年度
農業総所得額

534億円(H25年)
億円 550億円

H30年度の統
計は未発表
R1.12公表予

定

事業進捗 3(1)② 林業・木材産業総所得額 単年 年度
林業総所得額

102億円(H25年)
億円 108億円 R2判明

事業進捗 3(1)② 漁業総所得額 単年 年度
漁業総所得額

154億円(H25年)
億円 183億円 R2.5月頃判明

事業進捗 3(1)②
但馬牛繁殖経営安定対
策(但馬牛繁殖雌牛の
増頭支援)

神戸ﾋﾞｰﾌ供給数 単年 年度 4,900頭/年（H27) 頭 5,800頭 未定（R1．１０判明）

事業進捗 3(1)②
但馬牛生産基盤強化整
備

大規模但馬牛繁殖農家数 積上 年度 38戸（H26) 戸 52戸 未定（R1．８判明）

事業進捗 3(1)②
「ひょうごの酪農」生産
力アップ推進

生乳生産量 単年 年度 92千t/年(H26) 千t 90千ｔ 80,055千t C

事業進捗 3(1)②
沖合底びき網漁獲物高
鮮度流通の促進支援

日本海漁業生産額 単年 年 80億円/年(H25) 億円 96億円 R2.5月頃判明

事業進捗 3(2)①
地場産業の生産額（主要産
地）

単年 年 2,609億円(H23年) 億円 2,820億円
R2年10月頃
公表予定

事業進捗 3(2)①
地場産業ブランド力強
化促進事業

地場産業ブランド力強化促進
事業支援件数

単年 年度 - 件 8件 12件 A

事業進捗 3(2)①
地場産品マーケット対
応力強化事業

地場産品マーケット対応力強
化事業支援件数

単年 年度 - 件 4件 5件 A

事業進捗 3(2)①
じばさん兵庫ブランド創
出支援事業

じばさん兵庫ブランド創出支援
事業支援件数

単年 年度 - 件 5件 5件 A

事業進捗 3(2)①
ひょうご天然皮革ブラン
ド化戦略事業

ひょうご天然皮革ブランド化戦
略事業支援件数

単年 年度 - 件 20件 39件 A

事業進捗 3(2)①
ひょうごのファッションイ
ベント出展支援事業

KOBE PREMIUM NIGHT（仮）
出展産地数

- 件 5件 9件 A

事業進捗 3(2)①
ひょうごじばさんフェア
開催事業

ひょうごじばさんフェア出展産
地数

- 件 5件 5件 A

事業進捗 3(2)②
商店街の活性化（新規出店支
援）によるしごとの創出数（累
計）

積上 年度 87人（H26年度） 人 580人 462人 C

事業進捗 3(2)②
まちなか再生協議会等
の運営支援

まちなか再生計画策定件数 積上 年度 - 件 4件 4件 A

事業進捗 3(2)② 小規模再開発の支援 まちなか再生計画策定件数 積上 年度 - 件 4件 4件 A

事業進捗 3(2)②
商店街シンボル建築物
の再生支援事業

まちなか再生計画策定件数 積上 年度 - 件 4件 4件 A

事業進捗 3(2)② 商店街再編事業 商店街再編支援件数（累計） 積上 年度 - 件 33件 0件 D

事業進捗 3(2)②
商店街事業承継支援事
業

商店街事業承継支援件数（累
計）

積上 年度 - 件 33件 6件 D

事業進捗 3(2)②
商店街次代の担い手支
援事業

商店街次代の担い手支援事
業支援件数（累計）

積上 年度 - 件 15件 16件 A

事業進捗 3(2)② 商店街元気づくり事業
商店街支援事業支援件数（累
計）

積上 年度 70件(H26) 件 300件 477件 A

事業進捗 3(2)②
商店街ご用聞き・共同
宅配の実施

商店街支援事業支援件数（累
計）

積上 年度 70件(H26) 件 300件 477件 A

事業進捗 3(2)②
商店街・小売市場共同
施設建設費の助成

商店街整備事業支援件数（累
計）

積上 年度 13件（H26) 件 80件 124件 A

事業進捗 3(2)②
商店街共同施設の撤去
支援

商店街整備事業支援件数（累
計）

積上 年度 13件（H26) 件 80件 124件 A

事業進捗 3(2)②
商店街免税店拡大等に
よる外国人誘客事業

商店街免税店拡大等による外
国人誘客事業支援件数（累
計）

積上 年度 - 件 12件 12件 A

事業進捗 3(2)②
商店街キャッシュレス対
応機器等導入促進事業

商店街キャッシュレス対応機
器等導入促進事業支援件数

- - 100件 119件 A

事業進捗 3(2)③
新事業創出支援貸付の
実施

新事業創出支援貸付事業に
おける貸付件数

単年 年度 8件/年（H26) 件 8件 6件 C
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 3(2)③
ひょうごIT事業所開設
支援事業

ＩＴ関連企業の立地件数（累
計）

積上 年度 5件(H26) 件 28件 32件 A

事業進捗 3(2)③
兵庫高度IT起業家等集
積支援事業

高度IT事業所の立地件数（累
計）

積上 年度 － 件 10件 6 D

事業進捗 3(2)③
兵庫高度IT起業家等集
積支援事業

ITｶﾘｽﾏの誘致件数（累計） 積上 年度 － 件 2件 2 A

事業進捗 3(2)③
兵庫高度IT起業家等集
積支援事業

ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ開設件数（累
計）

積上 年度 － 件 3件 5 A

事業進捗 3(2)④
県内の開業事業所数（経済セ
ンサス）

その他 年
15,172件/年

(H24-H26平均)
件 16200件 -

事業進捗 3(2)④
ふるさと起業・移転促進
事業

新事業創出数 単年 年度 - 件 30件 24件 C

事業進捗 3(2)④
女性起業家支援事業・
シニア起業家支援事業

女性・シニア起業家支援事業
における新事業創出数

単年 年度 21件/年（H26) 件 85件 94件 A

事業進捗 3(2)④ 若手起業家支援事業
若手起業家支援事業による新
事業創出数

単年 年度 - 件 20件 19件 B

事業進捗 3(2)④ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ起業創出事業
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ起業創出事業による
新事業創出数

単年 年度 - 件 5 5 A

事業進捗 3(2)④
ひょうごチャレンジ起業
支援貸付

ひょうごチャレンジ起業支援貸
付による新事業の創出数

単年 年度 13件/年（H26) 件 45件 47件 A

事業進捗 3(2)④
ひょうご・神戸チャレン
ジマーケット

発表企業数 単年 年度 34社/年（H26） 社 25社 19件 C

事業進捗 3(2)④
「起業プラザひょうご」の
運営

会員数 単年 年度 - 人 50人 72人 A

事業進捗 3(2)④
ひょうご中小企業技術・
経営力評価制度

評価書発行件数（拡充分） 単年 年度 - 件 13件 3件 D

事業進捗 3(2)④
ひょうご中小企業技術・
経営力評価制度

融資成約件数（拡充分） 単年 年度 - 件 4件 0件 D

事業進捗 3(2)⑤
小規模事業者への経営
改善普及事業の推進

経営指導員等一人あたりの年
間指導件数

単年 年度 404件/年（H26） 件 400件以上 544件 A

事業進捗 3(2)⑤ 中小企業経営支援事業 専門家派遣による課題解決率 単年 年度 70%（H26） % 80%以上 87.5% A

事業進捗 3(2)⑤ 中小企業経営支援事業 成長期待企業の支援件数 単年 年度 117件/年（H26） 件 100件 98件 B

事業進捗 3(2)⑤
がんばる小規模事業者
等支援事業

経営革新計画承認企業の従
業員増加数（累計）

積上 年度 - 人 540人 644人 A

事業進捗 3(2)⑤
中小企業新事業活動支
援事業

経営革新計画承認件数（累
計）

積上 年度 179件（H26） 件 480件 581件 A

事業進捗 3(2)⑤
小規模企業者等設備貸
与支援事業

小規模企業者等設備貸与支
援における貸与件数

単年 年度
120件/年

（H24～H26平均）
件 150件 128件 C

事業進捗 3(2)⑤
中小企業設備貸与の実
施

中小企業設備貸与における貸
与件数

単年 年度
30件/年

（H24～H26平均）
件 30件 36件 A

事業進捗 3(2)⑤
金融機関、信用保証協
会と連携した「中小企業
融資制度の活用促進」

中小企業融資制度による融資
枠

単年 年度 3,000億円（H27） 億円 3,500億円 3,600億円 A

事業進捗 3(2)⑤
異業種交流活性化支援
事業

異業種交流グループの採択件
数

単年 年度 41件/年（H26） 件 40件 33件 C

事業進捗 3(2)⑤
新事業創出支援貸付の
実施

新事業創出支援貸付事業に
おける貸付件数

単年 年度 8件/年（H26) 件 8件 6件 C

事業進捗 3(2)⑤ 事業承継円滑化の支援 事業承継円滑化の支援件数 単年 年度 8件/年（H26) 件 2,000件 8,200件 A

事業進捗 3(3)①
観光消費拡大による雇用創出
数（累計）

積上 年度 - 人 3,900人
R1年9月頃に

判明
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 3(3)① 県民交流バスの推進
県民交流バス(旧：走る県民教
室バス）支援台数

単年 年度 1,749台/年(H26) 台 2,000台 1,647台 C

事業進捗 3(3)① 県民交流バスの推進
都市農村交流ﾊﾞｽ運行支援台
数

単年 年度 479台/年(H26) 台 500台 349台 D

事業進捗 3(3)① 県民交流バスの推進
ひょうごツーリズムバス支援台
数

単年 年度 1,731台/年（H26） 台 1950台 1881台 B

事業進捗 3(3)① 県民交流バスの推進
しごとツーリズムバス運行支
援台数

単年 年度 415台/年 台 450台 334台 C

事業進捗 3(3)① 県民交流バスの推進
エコツーリズムバス運行支援
台数

単年 年度 289/台（H26) 台 300台 289台 B

事業進捗 3(3)①
農山漁村活性化応援事
業

都市農村交流事業支援数 単年 年度 10企画/年(H26) 企画 10企画 10企画 A

事業進捗 3(3)①
ふるさと支援活動推進
事業

農村ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録者数（累計） 積上 年度 3,344人(Ｈ26) 人 4,200人 4,167人 B

事業進捗 3(3)①
「五つ星ひょうご」ﾌﾟﾛﾓｰ
ｼｮﾝ事業

五つ星ひょうご選定数 単年 年度
245品目（H24～26

累計）
品目 50品目 69品目 A

事業進捗 3(3)①
東京における兵庫県物
産展・兵庫県観光PR事
業

物産・観光プロモーション実施
数

単年 年度 1回/年（H26） 回 2回 2回 A

事業進捗 3(3)②
ひょうごﾂｰﾘｽﾞﾑｼｯﾌﾟ実
施事業

支援ツアー数 単年 年度 41件（H26） 件 40件 37件 B

事業進捗 3(3)②
観光地魅力アップ支援
事業

新たな観光資源数 単年 年度 7件（H26累計） 件 3件 3件 A

事業進捗 3(3)②
3府県連携による誘客
促進事業（京都府・兵庫
県・鳥取県）

但馬の観光入込客数 単年 年度
1,080万人/年

(H26)
万人 1,160万人

R1年9月頃に
判明

事業進捗 3(3)②
山陰海岸ジオパーク周
遊キャンペーン事業

但馬の観光入込客数 単年 年度
1,080万人/年

(H26)
万人 1,160万人

R1年9月頃に
判明

事業進捗 3(3)②
「鳴門の渦潮」の世界遺
産登録に向けた取組の
推進

- - - - - - -

事業進捗 3(3)②
ユニバーサルツーリズ
ム推進事業

普及啓発セミナー参加者数 単年 年度 - 人 100人 104人 A

事業進捗 3(3)③
訪日教育旅行誘致促進
事業

訪日教育旅行学校交流受入
人数

単年 年度 1,476人/年（H26） 人 1500人 1,311人 C

事業進捗 3(3)③
ひょうごゴールデンルー
トの推進

旅行商品造成件数（累計） 積上 年度
10件/年（H29）（翌
年度以降、累計）

件 20件 41件 A

事業進捗 3(3)③
ひょうご国際観光デスク
設置事業

旅行商品造成件数（累計） 積上 年度
10件/年（H29）（翌
年度以降、累計）

件 20件 41件 A

事業進捗 3(3)③
外国人ドライブ旅行の
促進

旅行商品造成件数（累計） 積上 年度
10件/年（H29）（翌
年度以降、累計）

件 20件 41件 A

事業進捗 3(3)③
ﾋﾞｼﾞｯﾄHyogo連携促進
事業

旅行商品造成件数（累計） 積上 年度
10件/年（H29）（翌
年度以降、累計）

件 20件 41件 A

事業進捗 3(3)③
海外向け戦略的観光プ
ロモーション事業

Facebook・SNS更新回数(英・
韓2言語）

単年 年度 64回/年（H26) 回 72回 537回 A

事業進捗 3(3)③
インバウンド受入体制
整備促進事業

外国人受入基盤整備団体数 単年 年度 - 件 15件 16件 A

事業進捗 3(3)③
インバウンド受入体制
整備促進事業

無料Wi-Fi設置施設数 単年 年度 - 施設 50施設 8施設 D

事業進捗 3(3)③
インバウンド受入体制
整備促進事業

外国人向け体験型プログラム
創出数

- 件 7件 7件 A

事業進捗 3(3)③
県立施設等への公衆無
線LAN整備事業

公衆無線LAN整備箇所数 積上 年度 - か所 - -

事業進捗 3(3)③
外国人観光客おもてな
し人材活用事業

SNS更新回数 単年 年度 70回/年（H26) 回 72回 537回 A

事業進捗 3(3)③
関西連携海外観光プロ
モーション

関西への訪日外客数 単年 年 480万人（H26） 万人 1,298万人 1,241万人 B

事業進捗 3(3)③

インバウンド対策推進
に向けた新たな推進母
体（ＤＭＯ）への参画事
業

瀬戸内７県への外国人延べ宿
泊者数

単年 年 260万人/年（H27） 万人 430万人 398万人 B
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 3(3)④ 県への来訪者満足度 単年 年
全国14位（85.0%）

(H26年)
位

全国10位以
内

１２位 B

事業進捗 3(3)④
観光産業の人材確保・
育成事業

セミナー・研究会参加者数 単年 年度 - 人 50人 51人 A

事業進捗 3(3)④
ツーリズム人材育成事
業等の実施

観光ボランティアガイド数 単年 年度 全国２位（H25） 位 - -

事業進捗 3(3)④
ツーリズム人材育成事
業等の実施

おもてなし研修参加人数 単年 年度
2,262人/年

（H26）
人 2,300人 2427人 A

事業進捗 3(3)④
ツーリズム人材育成事
業等の実施

学生によるまち歩きコース企
画数

単年 年度
10コース/年

（H27）
コース 10コース 11コース A

事業進捗 3(4)①
特別養護老人ホームの新規
整備数（累計）

積上 年度 - 人分
2,800人分

（+600人分）
2,658人分
（+492人）

B

事業進捗 3(4)①
特別養護老人ホームの待機
者数（累計）

積上 年度 3,361人 人
2,000人

（H30.4.1）
2,858人

（Ｈ30.4.1）
D

事業進捗 3(4)①
新規在宅サービス確保数（累
計）（定期巡回・随時対応・サ
高住）

積上 年度 - 人分
2,200人分

（+600人分）
1,901人分 C

事業進捗 3(4)①
地域介護拠点整備補助
事業

市町による特養の整備床数 単年 年度 1,846床/年(H26) 床 223床 116床 D

事業進捗 3(4)①
高齢者福祉施設等施設
整備費補助事業

上乗せ補助対象整備床数 単年 年度 - 床 152床 180床 A

事業進捗 3(4)①

在宅介護緊急対策事業
による定期巡回・随時
対応サービスの普及促
進

定期巡回・随時対応サービス
提供事業所数

積上 年度
18か所

（H26年度）
か所 90か所 56か所 D

事業進捗 3(4)①

在宅介護緊急対策事業
による定期巡回・随時
対応サービスの普及促
進

定期巡回・随時対応サービス
利用者数（年間）

単年 年度 2,268人(H26) 人 23,544人 11,347人 D

事業進捗 3(4)①
サービス付き高齢者向
け住宅機能強化支援事
業

特定施設入居者生活介護指
定サ高住の戸数

積上 年度 580戸(H26) 戸 1,771戸 1,896戸 A

事業進捗 3(4)②
福祉・介護分野での雇用創出
数（累計)

積上 年度 - 人 3,200人 R1.10月頃判明予定 -

事業進捗 3(4)②
従業員の不足感がある介護事
業所の割合

65.1%（H28） % 62％ R1.10月頃判明予定 -

事業進捗 3(4)②
福祉・介護人材確保対
策事業

福祉人材センターにおける求
職相談件数

単年 年度 2,880件/年（H26） 件 2,880件 2,283件 C

事業進捗 3(4)②
福祉・介護人材確保対
策事業

福祉・介護啓発講演会等実施
団体数

5団体/年(H27) 団体 5団体 9団体 A

事業進捗 3(4)②
福祉・介護人材確保対
策事業

職場体験人数 単年 年度 117人/年(H26) 人 117人 73人 D

事業進捗 3(4)②
福祉・介護人材確保対
策事業

研修実施回数 単年 年度 44回/年（H26） 回 44回 82回 A

事業進捗 3(4)②
福祉・介護人材確保対
策事業

補助法人数 単年 年度 5法人/年(H27) 人 10法人 8法人 C

事業進捗 3(4)②
阪神地区高等学校にお
ける福祉科の設置

福祉学科開設 その他 年度 - - 学科開設 学科開設 A

事業進捗 3(4)②
県立総合衛生学院介護
福祉学科の新設

- - - - - - -

重点指標 4(1)①
県内大学卒業生の県内企業
への就職率

単年 年度
29.8%（H26年度卒

業生）
% 32.3% 28.4% C

重点指標 4(1)①
若者（20歳代）の人口流入増
加（流出抑制）数

積上 年度
▲4,940人

（H26）
人 6,000人

▲1,750人
(▲6,690人)

D

重点指標 4(1)①
女性（20歳代・30歳代）の人口
流入（流出抑制）数

積上 年度
▲2,148人

（H26）
人 3,242人

▲540人
(▲2,688人)

D

重点指標 4(1)①
県内大学と連携した就
活支援事業

県内大学卒業生の県内企業
への就職率

単年 年度 29.8%（H26） % 32.3% 28.4% C

重点指標 4(1)①
カムバックひょうご促進
事業

（統合）移住施策によって県外
から転入した人の数（累計）

積上 年度 - 件 735人 1471人 A

重点指標 4(1)①
カムバックひょうご促進
事業

（統合）移住施策によって県外
から転入した人の数（累計）

積上 年度 - 件 735人 1471人 A
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
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達成状況

政策アウトカム 4(1)①
県の支援によるUJIターン就職
者数

単年 年
399人/年
(H26年)

人 550人 585人 A

政策アウトカム 4(1)①
既卒者相談センターの相談を
通じた企業への紹介件数

単年 年度 － 件 600件 1,237件 A

政策アウトカム 4(1)①
中小企業就業者確保支
援事業

奨学金返済支援者数（累計） 単年 年度 － 人 350人 304人 C

政策アウトカム 4(1)①
「ひょうご応援企業」就
職支援事業

ひょうご応援企業新規登録社
数

単年 年度 40社/年（H26） 社 80社 56社 C

政策アウトカム 4(1)①
大学生インターンシップ
推進事業

大学生のインターンシップ参加
者数

単年 年度 274人/年(H26) 人 400人 579人 A

政策アウトカム 4(1)①
カムバックひょうご促進
事業

移住相談件数（カムバックひょ
うご東京センター）

積上 年度 - 件 3,800件 4,953件 A

政策アウトカム 4(1)①
カムバックひょうご促進
事業

移住相談件数（カムバックひょ
うごセンター（神戸））

積上 年度 - 件 2,400件 6,456件 A

政策アウトカム 4(1)①
カムバックひょうご促進
事業

カムバックひょうごセンターで
の相談を経由した移住者数
（累計）

積上 年度 - 件 78人 107人 A

政策アウトカム 4(1)①
カムバックひょうご促進
事業

カムバックひょうごセンターへ
の移住相談を通じた市町への
紹介件数

積上 年度 - 件 160件 179件 A

政策アウトカム 4(1)①
マスメディアの活用によ
る『ひょうご五国の地域
創生』の広報展開

ポータルサイトのネット相談を
活用した相談件数

単年 年度 - 人 52件 53件 A

政策アウトカム 4(1)①
マスメディアの活用によ
る『ひょうご五国の地域
創生』の広報展開

兵庫県公式インスタグラムへ
の投稿写真数

単年 年度 - 人 75,000件 89,509件 A

政策アウトカム 4(1)② 企業立地件数（累計） 積上 年 139件/年（H26年） 件 716件 710件 B

政策アウトカム 4(1)②
企業立地によるしごと創出数
（累計）

積上 年度 - 人 5,856人 7,385人 A

政策アウトカム 4(1)③
次世代産業におけるしごと創
出数（累計）

積上 年度 - 人 968人 1,948人 A

政策アウトカム 4(1)③
ひょうご次世代産業高
度化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

プロジェクト参加・支援企業数 積上 年度 - 社 1,661社 3,261社 A

政策アウトカム 4(1)③
県立工業技術ｾﾝﾀｰの
共同・受託研究等の実
施

県立工業技術センターにおけ
る共同・受託研究等の実施件
数

単年 年度
535件（H24～26平

均）
件 800件 772件 B

政策アウトカム 4(2)① 路線バスに対する支援 乗合バスの輸送人員 単年 年度
24,069万人/年

（H25）
万人 現状以上

23，598万人
（H29）

B

事業進捗 4(1)①
（統合）県等の支援によるしご
と創出数（累計）

積上 年度 - 人 11,694人

事業進捗 4(1)①
既卒者相談センターにおける
相談件数

単年 年度 － 件 3,000件 4,569件 A

事業進捗 4(1)①
高校・大学生「兵庫就
活」促進事業

ガイドブックQRコード登録者数 単年 年度 - 人 4,000人 594人 D

事業進捗 4(1)①
地（知）の拠点大学によ
る地方創生推進事業
（COC+事業）の実施

COC+事業等によるインターン
シップ参加者数

単年 年度 3,917人（H26） 人 4,231人 5,531人 A

事業進捗 4(1)①
県外でのＵＪＩターン合
同企業説明会

説明会参加者数 単年 年度 31人/年（H27) 人 400人 516人 A

事業進捗 4(1)①
第2新卒者県内企業就
職促進事業

企業説明会・セミナー参加者
数

単年 年度 － 人 200人 265人 A

事業進捗 4(1)①
高校生就業体験事業～
インターンシップ推進プ
ラン～

全県立高等学校における就職
希望者の就業体験事業の実
施

単年 年度 68.5%（H26） % 100% 92% B

事業進捗 4(1)①
カムバックひょうごハ
ローワークの運営

- - - - - - - -

事業進捗 4(1)①

若者の社会増に向けた
「ひょうご生活・しごと・カ
ムバックポータルサイト
『夢かなうひょうご』」の

ポータルサイト登録者数 積上 年度 - 人 2,000人 888人 D

事業進捗 4(1)①

若者の社会増に向けた
「ひょうご生活・しごと・カ
ムバックポータルサイト
『夢かなうひょうご』」の

兵庫県公式インスタグラム・
フォロワー数

積上 年度 - 人 7,500人 13,192人 A

事業進捗 4(1)①
ふるさと起業・移転促進
事業

新事業創出数 単年 年度 - 件 30件 24件 C
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 4(1)①
企業魅力アップ・定着支
援事業

補助事業利用企業数 単年 年度 - 社 40社 57社 A

事業進捗 4(1)①
首都圏等における人材
確保充実事業

県外在住者の受験者数（行政
Ａ等）

単年 年度 452人（H27） 人 500人 410人 C

事業進捗 4(1)①
首都圏等における人材
確保充実事業

県外在住者の受験者数（経験
者）

単年 年度 260人（H27） 人 300人 190人 D

事業進捗 4(1)②
産業立地促進補助・税
軽減等の実施

企業立地件数（国内企業、外
国・外資系企業）（累計）

積上 年度 134件/年（H26） 件 660 678 A

事業進捗 4(1)②
ひょうご・神戸投資サ
ポートセンター事業

企業訪問件数 単年 年度 - 件 500件 882件 A

事業進捗 4(1)② 地域創生割引制度 当該用地への企業立地件数 単年 年度 － 件 4件 3件 C

事業進捗 4(1)②
中小企業支援ゾーン制
度

当該用地への企業立地件数 単年 年度 － 件 4件 3件 C

事業進捗 4(1)②
民間活力の積極的活用
による企業誘致の推進

当該用地への企業立地件数 単年 年度 － 件 4件 3件 C

事業進捗 4(1)②
市町と協定して取り組
む産業拠点の整備

産業拠点整備 その他 年度 - - 工事着手 工事着手 A

事業進捗 4(1)②
ひょうごIT事業所開設
支援事業

ＩＴ関連企業の立地件数（累
計）

積上 年度 5件(H26) 件 28件 32件 A

事業進捗 4(1)②
外国・外資系企業ネット
ワーク構築事業

外国・外資系企業立地件数
（累計）

積上 年度 21件（H26） 件 100件 92件 B

事業進捗 4(1)③
次世代産業分野での企
業間連携による成長促
進事業

事業拡大企業数 単年 年度 - 社 10社 9社 B

事業進捗 4(1)③
次世代産業分野での企
業間連携による成長促
進事業

航空関連参加企業数（累計） 積上 年度 50社（H28） 社 58社 53社 B

事業進捗 4(1)③
ロボットリハビリテーショ
ン拠点化推進事業

ロボットリハビリテーション年
間利用延べ人数

単年 年度 1,978人/年（H26） 人 3,000人 2440人 C

事業進捗 4(1)③
医療とものづくり産業を
結ぶ医・産・学連携拠点
の形成

県立大学における共同・受託
研究件数

積上 年度 197件（H26) 件 220件 209件 B

事業進捗 4(1)③
ひょうご産学官連携コー
ディネーター活動促進
事業

コーディネーター協議会による
コーディネート件数

単年 年度 33件/年（H26） 件 25件 28件 A

事業進捗 4(1)③
「ひょうご新産業創造
ファンド」による支援

ひょうご新産業創造ファンドに
よる支援件数（累計）

積上 年度 7件(H26累計) 件 12件 11件 B

事業進捗 4(2)①
住んでいる地域の公共交通は
便利だと思う人の割合

単年 年 54.6%(H26年) % 58.9% 54.7% B

事業進捗 4(2)①
コミュニティバスに対す
る支援

自主運行バスの立ち上げ支援
数

積上 年度 14地域（H26) 地域 23地域 24地域 A

事業進捗 4(2)①
米子・鳥取-城崎温泉間
の特別列車の運行

鉄道の輸送人員 単年 年度 12.7億人（H24） 人 現状以上 13.2億人 A

事業進捗 4(2)①
北神急行電鉄安定運行
対策の支援

北神急行電鉄の利用者数 単年 年度
9,105千人/年

(H26)
千人 現状以上 8,954千人 B

事業進捗 4(2)①
鉄道軌道安全輸送設備
の整備推進

鉄道の輸送人員 単年 年度 12.7億人（H24） 人 現状以上 13.2億人 A

事業進捗 4(2)①
北近畿タンゴ鉄道の基
盤管理への支援

北近畿タンゴ鉄道の利用者数 単年 年度
1,842千人/年

（H26）
千人 1,968千人 1,650万人 C

事業進捗 4(2)①
北近畿タンゴ鉄道の基
盤管理への支援

鉄道の輸送人員 単年 年度 12.7億人（H24） 人 現状以上 13.2億人 A

事業進捗 4(2)② 超高速ブロードバンド普及率 単年 年 99.61%(H26年） % 99.92% 99.92% A

事業進捗 4(2)②

超高速ブロードバンド基
盤未整備地域への超高
速ブロードバンドサービ
スを提供するための施

未整備世帯数の解消 単年 年 -
世帯
解消

約1,000世帯
解消

1068世帯解消 A

事業進捗 4(2)②
携帯電話等エリア整備
事業

携帯電話の不感地区の解消 単年 年 19地区(H26) 地区 6地区以下 8地区 C

事業進捗 4(2)②
インバウンド受入体制
整備促進事業

外国人観光客受入基盤整備
事業における補助件数

単年 年度 - 件 65件 30件 D
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 4(2)②
県立施設等への公衆無
線LAN整備事業

公衆無線LAN整備箇所数 積上 年度 - か所 - - -

事業進捗 4(2)②
公共施設等への公衆無
線LAN環境の導入促進

公共施設等における公衆無線
LANの整備市町数

積上 年度 12市町（H26） 市町 26市町以上 28市町 A

事業進捗 4(2)③ 再生可能エネルギー発電量 その他 年度
2,926百万kWh

（H27年度）
百万
kWh

4,171百万kWh
R1.10月頃
確定予定

事業進捗 4(2)③
地域創生！再エネ発掘
プロジェクト事業

地域主導の再生可能エネル
ギー導入支援件数

積上 年度 5件(H26) 件 50件 42件 C

事業進捗 4(2)③
再生可能エネルギー相
談支援センターの運営

コンサルタント派遣件数 単年 年度 89件/年（H26) 件 100件 32件 D

事業進捗 4(2)③
スマートライフの導入促
進

スマートライフ設備導入支援
件数

積上 年度 - 件 1,000件 2,927件 A

事業進捗 4(2)③
水素エネルギー普及促
進事業

- - - - - -

事業進捗 4(2)③
企業庁メガソーラープロ
ジェクト

企業庁メガソーラー発電出力 その他 年度 23,000kW(H26) kw 29600kw 29600kw A

事業進捗 4(2)③
下水汚泥有効活用施設
の整備

下水汚泥有効活用施設整備 - - 整備検討 整備検討 A

事業進捗 4(2)③
下水処理場等における
太陽光発電の導入促進

太陽光発電を導入した処理場
数

単年 年度
2箇所・

1,000kW(H25)
ｋW

3箇所・
1,170kW

3箇所・
1,170kW

A

事業進捗 4(2)③
生野ダムにおける小水
力発電の導入

事業実施 その他 年度 事業着手（H27） - 発電開始 発電開始 A

事業進捗 4(2)③
播磨臨海部における効
率的なエネルギー利用
の検討

- - - - - - - -

事業進捗 4(2)③
日本海側でのエネル
ギーセキュリティ検討事
業

事業実施 - - - - 国に提案 国に要望 A

事業進捗 4(2)③
海洋エネルギー資源 調
 査開発促進事業

- - - - - - - -

重点指標 5(1)①
都市住民等外部からの交流人
口（累計）(地域再生大作戦取
組地区の交流人口)

積上 年度
19,600人

（H26年度）
人

166,000人
(41,500人/年)

185,000人 A

政策アウトカム 5(1)①
大学との連携による地
域創生拠点形成への支
援

地域創生活動者数 積上 年度 - 人 500人 1200人 A

政策アウトカム 5(1)②
移住相談件数（カムバックひょ
うご東京センター）

積上 年度 - 件 3,800件 4,953件 A

政策アウトカム 5(1)②
移住相談件数（カムバックひょ
うごセンター（神戸））

積上 年度 - 件 2,400件 6,456件 A

政策アウトカム 5(1)②
カムバックひょうご促進
事業

カムバックひょうごセンターで
の相談を経由した移住者数
（累計）

積上 年度 - 件 78人 107人 A

政策アウトカム 5(1)②
カムバックひょうご促進
事業

カムバックひょうごセンターへ
の移住相談を通じた市町への
紹介件数

積上 年度 - 件 160件 179件 A

政策アウトカム 5(1)②
マスメディアの活用によ
る『ひょうご五国の地域
創生』の広報展開

ポータルサイトのネット相談を
活用した相談件数

単年 年度 - 人 52件 53件 A

政策アウトカム 5(1)②
マスメディアの活用によ
る『ひょうご五国の地域
創生』の広報展開

兵庫県公式インスタグラムへ
の投稿写真数

単年 年度 - 件 75,000件 89,509件 A

政策アウトカム 5(1)② 空き家活用支援事業 （統合）空き家活用件数 積上 年度 32件(H26) 件 256件 180件 C

事業進捗 5(1)① 集落再生に対する支援
集落再生に対する支援実施地
区数

単年 年度 22地区/年（H26) 地区 25地区 27地区 A

事業進捗 5(1)①
広域的地域運営組織へ
の支援

広域的地域運営組織への支
援実施地区数

単年 年度 - 地区 10地区 10地区 A

事業進捗 5(1)①
地域おこし協力隊等起
業化モデル支援

地域おこし協力隊等起業化モ
デル支援実施地区数

積上 年度 - 地区 20地区 19地区 B

事業進捗 5(1)①
地域おこし協力隊等起
業化モデル支援

（統合）地域おこし協力隊移住
率

積上 年度 - 地区 60地区 61地区 A

事業進捗 5(1)①
「がんばる地域」交流・
自立応援事業

「がんばる地域」交流・自立応
援事業実施地区数

単年 年度 27地区/年（H26) 地区 28地区 26地区 B
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 5(1)①
ふるさとにぎわい拠点
整備

ふるさとにぎわい拠点整備実
施地区数

単年 年度 - 地区 - - -

事業進捗 5(1)①
田舎に帰ろうプロジェク
ト

田舎に帰ろうプロジェクト実施
地区数

単年 年度 - 地区 5地区 1地区 D

事業進捗 5(1)①
多自然地域アンテナ
ショップ運営支援

来客者数 単年 年度 202千人/年(H26) 千人 240千人 270千人 A

事業進捗 5(1)①
ひょうご地域再生塾の
開催

受講者数 単年 年度 20人/年（H20) 人 120人 110人 B

事業進捗 5(1)①
地域おこし協力隊等
ネットワーク構築

地域おこし協力隊員数 単年 年度 - 人 50人 99人 A

事業進捗 5(1)①
戦略的移住推進モデル
への支援

戦略的移住推進モデルへの
支援実施地区数

単年 年度 - 地区 3地区 3地区 A

事業進捗 5(1)①
地域運営組織法人化へ
の支援

実施地区数 積上 年度 - 団体 11地区 10地区 B

事業進捗 5(1)①
大学との連携による地
域創生拠点形成への支
援

地域創生拠点数 積上 年度 - 団体 12拠点 12拠点 A

事業進捗 5(1)②
カムバックひょうご促進
事業

市町との合同移住相談会の開
催数

単年 年度 - 回 8回 7回 C

事業進捗 5(1)②
カムバックひょうごハ
ローワークの運営

- - -

事業進捗 5(1)②

若者の社会増に向けた
「ひょうご生活・しごと・カ
ムバックポータルサイト
『夢かなうひょうご』」の

ひょうご生活・しごと・ｶﾑﾊﾞｯｸ
ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ　登録者数

積上 年度 - 人 2,000人 888人 D

事業進捗 5(1)②

若者の社会増に向けた
「ひょうご生活・しごと・カ
ムバックポータルサイト
『夢かなうひょうご』」の

兵庫県公式インスタグラム・
フォロワー数

積上 年度 - 人 7,500人 13,192人 A

事業進捗 5(1)②
マスメディアの活用によ
る『ひょうご五国の地域
創生』の広報展開

ひょうご生活・しごと・ｶﾑﾊﾞｯｸ
ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ　登録者数

積上 年度 - 人 2,000人 888人 D

事業進捗 5(1)②
マスメディアの活用によ
る『ひょうご五国の地域
創生』の広報展開

兵庫県公式インスタグラム・
フォロワー数

積上 年度 - 人 7,500人 13,192人 A

事業進捗 5(1)②
インスペクション普及支
援事業

インスペクションの実施に併せ
た既存住宅売買瑕疵保険加
入件数

積上 年度 - 件 90件 20件 D

事業進捗 5(1)②
公的住宅等を活用した
若年者等の移住の促進

「若年移住希望者」入居戸数 単年 年度 10戸(H28) 戸 35戸 39戸 A

事業進捗 5(1)②
公的住宅等を活用した
若年者等の移住の促進

「お試し居住」実施 単年 年度 - 戸 3戸 17戸 A

事業進捗 5(1)②
公的住宅等を活用した
若年者等の移住の促進

お試し居住参加者数 単年 年度 - 人 - 35人 -

事業進捗 5(1)②
田舎暮らし農園施設整
備支援事業

楽農講座受講生数 積上 年度 - 人 60人 60人 A

事業進捗 5(1)②
田舎暮らし農園施設整
備支援事業

登録市民農園数 積上 年度 400か所 か所 450か所 414か所 B

事業進捗 5(1)②
田舎暮らし農園施設整
備支援事業

親子農業体験教室参加者数 単年 年度 444人/年(H26) 人 560人 568人 A

事業進捗 5(1)②
田舎暮らし農園施設整
備支援事業

楽農生活交流人口 単年 年度 1,124万人/年 人 1,130万人 1,131万人 A

事業進捗 5(1)② 但馬楽農講座の開設 登録市民農園数 積上 年度 400か所 か所 450か所 414か所 B

事業進捗 5(1)② 但馬楽農講座の開設 楽農講座受講生数 積上 年度 - 人 60人 60人 A

事業進捗 5(1)② 但馬楽農講座の開設 親子農業体験教室参加者数 単年 年度 444人/年(H26) 人 560人 568人 A

事業進捗 5(1)② 但馬楽農講座の開設 楽農生活交流人口 単年 年度 1,124万人/年 万人 1,130万人 1,131万人 A

事業進捗 5(1)②
ひょうご市民農園整備
推進事業

登録市民農園数 積上 年度 400か所 か所 450か所 414か所 B
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 5(1)②
ひょうご市民農園整備
推進事業

楽農講座受講生数 積上 年度 - 人 60人 60人 A

事業進捗 5(1)②
ひょうご市民農園整備
推進事業

親子農業体験教室参加者数 単年 年度 444人/年(H26) 人 560人 568人 A

事業進捗 5(1)②
ひょうご市民農園整備
推進事業

楽農生活交流人口 単年 年度 1,124万人/年 人 1,130万人 1,131万人 A

事業進捗 5(1)② 楽農交流事業 登録市民農園数 積上 年度 400か所 か所 450か所 414か所 B

事業進捗 5(1)② 楽農交流事業 楽農講座受講生数 積上 年度 - 人 60人 60人 A

事業進捗 5(1)② 楽農交流事業 親子農業体験教室参加者数 単年 年度 444人/年(H26) 人 560人 568人 A

事業進捗 5(1)② 楽農交流事業 楽農生活交流人口 単年 年度 1,124万人/年 人 1,130万人 1,131万人 A

事業進捗 5(1)③
住んでいる地域に誇りや愛着
を感じる人の割合

単年 年 63.8%（H27） % 0.69 0.65 B

事業進捗 5(1)③ 環境体験事業
環境体験事業、自然学校推進
事業、地域に学ぶ「トライやる・
ウィーク」の実施校数

単年 年度 100%(H26) % 100% 100% A

事業進捗 5(1)③ 環境体験事業
今住んでいる地域の行事に参
加している割合（小学校）

単年 年度
小学校（H26）

県:65.0%　国:68.0%
%

全国平均以
上

県:59.9%
国:62.7%

B

事業進捗 5(1)③ 環境体験事業
今住んでいる地域の行事に参
加している割合（中学校）

単年 年度
中学校（H26)

県:44.0%　国:43.5%
%

全国平均以
上

県:43.1%
国:45.6%

B

事業進捗 5(1)③ 自然学校推進事業
環境体験事業、自然学校推進
事業、地域に学ぶ「トライやる・
ウィーク」の実施校数

単年 年度 100%(H26) % 100% 100％ A

事業進捗 5(1)③ 自然学校推進事業
今住んでいる地域の行事に参
加している割合（小学校）

単年 年度
小学校（H26）

県:65.0%　国:68.0%
%

全国平均以
上

県:59.9%
国:62.7%

B

事業進捗 5(1)③ 自然学校推進事業
今住んでいる地域の行事に参
加している割合（中学校）

単年 年度
中学校（H26)

県:44.0%　国:43.5%
%

全国平均以
上

県:43.1%
国:45.6%

B

事業進捗 5(1)③
地域に学ぶ「トライやる・
ウィーク」の実施

環境体験事業、自然学校推進
事業、地域に学ぶ「トライやる・
ウィーク」の実施校数

単年 年度 100%(H26) % 100% 100％ A

事業進捗 5(1)③
地域に学ぶ「トライやる・
ウィーク」の実施

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（小学校）

単年 年度
小学校（H26）

県:65.0%　国:68.0%
%

全国平均以
上

県:59.9%
国:62.7%

B

事業進捗 5(1)③
地域に学ぶ「トライやる・
ウィーク」の実施

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（中学校）

単年 年度
中学校（H26)

県:44.0%　国:43.5%
%

全国平均以
上

県:43.1%
国:45.6%

B

事業進捗 5(1)③
青少年芸術体験事業～
わくわくオーケストラ教
室～

- - - - - - - -

事業進捗 5(1)③
ふるさと意識の醸成を
図る教育の充実

- - - - - - - -

事業進捗 5(1)③
青少年芸術体験事業～
わくわくオーケストラ教
室～

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（小学校）

単年 年度
小学校（H26）

県:65.0%　国:68.0%
%

全国平均以
上

県:59.9%
国:62.7%

B

事業進捗 5(1)③
青少年芸術体験事業～
わくわくオーケストラ教
室～

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（中学校）

単年 年度
中学校（H26)

県:44.0%　国:43.5%
%

全国平均以
上

県:43.1%
国:45.6%

B

事業進捗 5(1)③
伝統文化の学びの充実
事業

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（小学校）

単年 年度
小学校（H26）

県:65.0%　国:68.0%
%

全国平均以
上

県:59.9%
国:62.7%

B

事業進捗 5(1)③
伝統文化の学びの充実
事業

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（中学校）

単年 年度
中学校（H26)

県:44.0%　国:43.5%
%

全国平均以
上

県:43.1%
国:45.6%

B

事業進捗 5(1)③
子ども伝統文化わくわく
体験教室

子ども伝統文化わくわく体験
教室実施校数

単年 年度 - 校 60校 61校 A

事業進捗 5(1)③
伝統文化体験フェスティ
バル等の開催

フェスティバル参加者数 単年 年度 2,442人（H26） 人 2500人 2,575人 A

事業進捗 5(1)③
伝統文化体験フェスティ
バル等の開催

フェスティバル実施回数 単年 年度 ９回(H26) 回 13回 13回 A

事業進捗 5(1)③ 道徳教育推進事業
兵庫版道徳教育副読本を活
用した校内研修を実施してい
る学校の割合（小・中）

単年 年度 93.6%(H26) % 100％ 99.8% B
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 5(1)③ 道徳教育推進事業
兵庫版道徳教育副読本を活
用した授業の年間授業時数
（小）

単年 年度
小：5.1時間

（H26）
時間 小：6時間 6時間 A

事業進捗 5(1)③ 道徳教育推進事業
兵庫版道徳教育副読本を活
用した授業の年間授業時数
（中）

単年 年度
中：4.4時間

（H26）
時間 中：6時間 6時間 A

事業進捗 5(1)③
地域に学ぶ人権学習推
進事業

希望市町に対する地域に学ぶ
人権学習推進事業採択

単年 年度 15市町(H27) 市町 15市町 13市町 C

事業進捗 5(1)③
学校・家庭・地域の連携
協力推進事業

地域住民による学校地域連携
の仕組みを有する小・中学校
の割合（政令市・中核市を除
く）

単年 年度 66%（H26） % 100％ 97.1％ B

事業進捗 5(1)③
ひょうごがんばりタイム
～放課後における補充
学習等推進事業～

「全国学力・学習状況調査」に
おける学力調査結果（小・中）

単年 年度

小・中学校計8科
目中、全国平均を
上回る科目2科

目、同等の科目4

-
全教科につい
て全国平均以

上

小・中学校計
10科目中、
上回る:4
同等:2

D

事業進捗 5(1)③
高校生ふるさと貢献活
動事業

高校生ふるさと貢献事業への
県立高校生の参加割合

単年 年度 94%（H26) % 100% 98.4% B

事業進捗 5(1)③
高校生就業体験事業～
インターンシップ推進プ
ラン～

全県立高等学校における就職
希望者の就業体験事業の実
施

単年 年度 68.5%（H26） % 100% 92% B

事業進捗 5(1)③
ひょうごっ子・ふるさと塾
事業

実施数 単年 年度 100件（H26） 件 100件 149件 A

事業進捗 5(1)③
ひょうごの遺産魅力発
見事業

県内の認定のべ件数 積上 年度 1件（H27） 件 4件 8件 A

事業進捗 5(1)③
松帆銅鐸等埋蔵文化財
を活用した地域振興へ
の積極的支援

報告書の作成・刊行 年度 - - 調査 調査 A

事業進捗 5(1)③

篠山層群化石を活用し
た地域活性化を目指す
人材育成システム構築
事業

ボランティア人材の登録数 単年 年度 - 人 20人 98人 A

事業進捗 5(1)③
兵庫県の祭り・行事調
査の実施

報告書の作成・刊行 年度 - - 実地調査 実地調査 A

事業進捗 5(1)③
地（知）の拠点大学によ
る地方創生推進事業
（COC+事業）の実施

COC+事業等によるインターン
シップ参加者数

単年 年度 3,917人（H26） 人 4,231人 5,531人 A

事業進捗 5(1)③
ふるさと兵庫“すごいす
と”情報発信事業

紹介者数 積上 年度 40人(H26) 人 100人 106人 A

事業進捗 5(1)③
ふるさとづくり青年隊事
業

参加青年数 単年 年度 100人（H26） 人 100人 96人 B

事業進捗 5(1)③
ふるさとひょうご創生塾
の運営

ふるさとひょうご創生塾修了者
数

積上 年度 520人（H26） 人 621人 590人 B

事業進捗 5(1)③
「ふるさとひょうご寄附
金」の募集

ふるさとひょうご寄附金事業の
寄附件数

単年 年度 189件(H26) 件 1,600件 1,846件 A

事業進捗 5(1)③

首都圏の若手会員の拡
大等による「東京県人
会」の活性化に向けた
取組

東京県人会の新規入会者数 積上 年度 - 人 400人 336人 C

事業進捗 5(1)③ ふるさと創生推進事業 地域別アクション・プランへ その他 - - - -

事業進捗 5(1)③
ひょうご地域創生交付
金

- - - - - - -

事業進捗 5(1)③ 県政150周年記念事業 - - - - - - -

重点指標 6(1)② 製造品付加価値額 単年 年度 - 億円 49,416億円 R2判明

重点指標 6(4)① 農林水産業産出額（年間） 単年 年 2,802億円（H25年） 億円 3,323億円

重点指標 6(3)①
県内に本社を置く企業の海外
現地法人の売上高

単年 年度
27,240億円

（H26）
億円 31,063億円 R2.5月頃判明

政策アウトカム 6(1)① 県内の研究者数 積上 年度
5,519人(推計)

(H26年度)
人 5,670人 -

政策アウトカム 6(1)①
スーパーコンピュータ
「京」の産業利用への支
援

FOCUSスパコンを利用した研
究開発企業数

単年 年度 143社/年(H26) 社 170社 174社 A

政策アウトカム 6(1)②
県内次世代産業の生産額等
・航空・宇宙関連産業生産額

単年 年度
986億円（H25年

度）
億円 2,200億円

R2年9月頃に
判明
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カウン
ト方法
（積上/
単年）
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/
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目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
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政策アウトカム 6(1)②
県内次世代産業の生産額等
・ロボット関連産業生産額

単年 年 266億円（H25年） 億円 570億円
R2年9月頃に

判明

政策アウトカム 6(1)②
県内次世代産業の生産額等
・次世代エネルギー関連産業
市場規模

単年 年 1,226億円（H25年） 億円 2,720億円
R2年10月頃

に判明

政策アウトカム 6(1)②
県内次世代産業の生産額等
・医療機器生産額

単年 年 539億円（H25年） 億円 820億円
R2年3月末に

判明

政策アウトカム 6(1)②
ひょうご次世代産業高
度化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

プロジェクト参加・支援企業数 積上 年度 - 社 1,661社 3,261社 A

政策アウトカム 6(1)②
県立工業技術ｾﾝﾀｰの
共同・受託研究等の実
施

県立工業技術センターにおけ
る共同・受託研究等の実施件
数

単年 年度
535件（H24～26平

均）
件 800件 772件 B

政策アウトカム 6(2)①
ひょうご専門人材相談
センター事業

専門人材と中小企業のマッチ
ング件数

単年 年度 - 件 10件 53件 A

政策アウトカム 6(2)①
県立工業技術ｾﾝﾀｰの
共同・受託研究等の実
施

県立工業技術センターにおけ
る共同・受託研究等の実施件
数

単年 年度
535件（H24～26平

均）
件 800件 772件 B

政策アウトカム 6(3)①
県内に本社を置く企業の海外
進出数（累計）

その他 年度 568社(H26年度) 社 655社 684社 A

政策アウトカム 6(3)①
県内企業海外事業展開
に係る留学生活用事業

県内中小企業等に就職した外
国人留学生数

単年 年度
263人/年（H24～

26平均）
人 480人

R1年10月頃
に判明

政策アウトカム 6(3)①
海外事務所における企
業支援活動

海外事務所ビジネスアテンド
件数

単年 年度 18社/年（H26） 件 30社 30社 A

政策アウトカム 6(3)②
県内企業海外事業展開
に係る留学生活用事業

県内中小企業等に就職した外
国人留学生数

単年 年度
263人/年（H24～

26平均）
人 480人

R1年10月頃
に判明

政策アウトカム 6(4)① 農業産出額（年間） 単年 年 1,476億円（H25年） 億円 1,536億円

H30年度の統
計は未発表
R1.12公表予

定

政策アウトカム 6(4)③ 畜産産出額 単年 年 506億円(H25年) 億円 519億円 （R1．12月末）

政策アウトカム 6(4)④ 林業・木材産業産出額(年間) 単年 年 億円 532億円 A

政策アウトカム 6(4)④
兵庫県立森林大学校の
運営

林業新規就業者数 単年 年 96人(直近5年) 人 30 ９月下旬

政策アウトカム 6(4)④
綠の青年就業準備給付
金の交付

林業新規就業者数 単年 年 96人(直近5年) 人 30 ９月下旬

政策アウトカム 6(4)⑤ 漁業生産額(年間) 単年 年 383億円(H25年) 億円 455億円 R2.5月頃判明

政策アウトカム 6(4)⑥ ６次産業化販売額(年間) 単年 年 427億円(H25年) 億円 800億円
H29実績：

R1.7月頃判明

政策アウトカム 6(4)⑥
ひょうごの「農」「食」輸
出拡大促進

海外市場開拓数（品目ごとの
累計）

積上 年度
98国・地域（H26年

度)
国・地

域
130国・地域 134 A

政策アウトカム 6(5)①ア 若者（25～39歳）の有業率 単年 年 76.6%(H24年) % - - -

政策アウトカム 6(5)①ア
「高校生キャリアノート」
を活用したキャリア教育
の推進

県立高校での実施率 単年 年度 - % 100% 100% A

事業進捗 6(1)①
放射光産業利用促進事
業

SPring-8兵庫県ビームライン
利用機関数

単年 年度 25機関/年(H26) 機関 35機関 27機関 C

事業進捗 6(1)①
兵庫県ビームライン革
新的成果創出事業

SPring-8兵庫県ビームライン
利用機関数

単年 年度 25機関/年(H26) 機関 35機関 27機関 C

事業進捗 6(1)①

放射光科学・情報科学
の融合による次世代金
属材料開発拠点整備事
業

SPring-8兵庫県ビームライン
利用機関数

単年 年度 25機関/年(H26) 機関 35機関 27機関 C

事業進捗 6(1)① 参考値 SACLAを利用した研究課題数 単年 年度 57件/年(H26) 件 50件 112件 A

事業進捗 6(1)① 参考値
スパコン「京」を利用した研究
課題数

単年 年度 80件/年(H26) 件 60件 67件 A

事業進捗 6(1)②
次世代産業分野での企
業間連携による成長促
進事業

事業拡大企業数 単年 年度 - 社 10社 9社 B

事業進捗 6(1)②
次世代産業分野での企
業間連携による成長促
進事業

航空関連参加企業数（累計） 積上 年度 50社（H28） 社 58社 53社 B
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 6(1)②
航空産業非破壊検査ﾄ
ﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ創設事業

非破壊検査員養成講座受講
者数

積上 年度 - 人 50人 22人 D

事業進捗 6(1)②
ロボットリハビリテーショ
ン拠点化推進事業

ロボットリハビリテーション年
間利用延べ人数

単年 年度 1,978人/年（H26） 人 3,000人 2440人 C

事業進捗 6(1)② 特区 事業推進 費事業
国家戦略特区事業の認定件
数

積上 年度 2件（H26年度末） 件 11件 11件 A

事業進捗 6(1)②
最先端技術研究事業
（COEプログラム）

産学官共同研究参加企業等
数（累計）

積上 年度 17社（H26） 社 64社 77社 A

事業進捗 6(1)②
最先端技術研究事業
（COEプログラム）

共同研究継続プロジェクト 単年 年度
９割、３商品化

（H26）

割
商品
化

9割、3商品化 '84％、4商品化 B

事業進捗 6(1)② 兵庫県発明賞の授与 表彰受賞者数（累計） 積上 年度
26人(H22～26平

均)
人 104人 113人 A

事業進捗 6(1)②
次世代ものづくり拠点に
よる支援

利用企業数（累計） 積上 年度 - 社 70社 89社 A

事業進捗 6(1)②
医療とものづくり産業を
結ぶ医・産・学連携拠点
の形成

県立大学における共同・受託
研究件数

積上 年度 197件（H26) 件 220件 209件 B

事業進捗 6(1)②
ひょうご産学官連携コー
ディネーター活動促進
事業

コーディネーター協議会による
コーディネート件数

単年 年度 33件/年（H26） 件 25件 28件 A

事業進捗 6(1)②
「ひょうご新産業創造
ファンド」による支援

ひょうご新産業創造ファンドに
よる支援件数（累計）

積上 年度 7件(H26累計) 件 12件 11件 B

事業進捗 6(2)①
ひょうごオンリーワン企業認定
数

単年 年度 - 社 10社 8社 C

事業進捗 6(2)①
ひょうごｵﾝﾘｰﾜﾝ企業等
認定・支援事業

ｵﾝﾘｰﾜﾝ企業を目指す企業に
対する補助件数

単年 年度 - 件 10件 10社 A

事業進捗 6(2)① 中小企業経営支援事業 専門家派遣による課題解決率 単年 年度 70%（H26） % 80%以上 87.5% A

事業進捗 6(2)① 中小企業経営支援事業 成長期待企業の支援件数 単年 年度 117件/年（H26） 件 100件 98件 B

事業進捗 6(2)①
中小企業を支える中核
的技術者育成

中核的技術者の育成数（累
計）

積上 年度 - 人 80人 73人 B

事業進捗 6(2)①
次世代ものづくり拠点に
よる支援

利用企業数（累計） 積上 年度 - 社 70社 89社 A

事業進捗 6(2)①
熟練工の技を取り入れ
た産学連携ものづくり人
材の育成

県立大学における共同・受託
研究件数

積上 年度 197件（H26) 件 220件 209件 B

事業進捗 6(2)①
金融機関、信用保証協
会と連携した「中小企業
融資制度の活用促進」

中小企業融資制度による融資
枠

単年 年度 3,000億円（H27） 億円 3,500億円 3600億円 A

事業進捗 6(2)①
ひょうご中小企業技術・
経営力評価制度

評価書発行件数（拡充分） 単年 年度 - 件 13件 3件 D

事業進捗 6(2)①
ひょうご中小企業技術・
経営力評価制度

融資成約件数(拡充分) 単年 年度 - 件 4件 0件 D

事業進捗 6(3)①
県内に本社を置く海外進出企
業の国内市場売上高の増加
率

単年 年度
2.4%(H21～25年度

平均)
%

前年度比2.5%
以上

2.7% A

事業進捗 6(3)①
ひょうご海外事業展開
支援プロジェクト

ひょうご海外ビジネスセンター
における相談件数

単年 年度
327件/年

(H24～26平均)
件 420件 430件 A

事業進捗 6(3)①
ひょうご海外事業展開
支援プロジェクト

新市場開拓セミナー等への参
加者数

単年 年度 - 人 60人 69人 A

事業進捗 6(3)①
中小企業海外展開支援
助成金事業

中小企業海外展開支援助成
件数（累計）

積上 年度 25件(H25・26平均) 件 115件 119件 A

事業進捗 6(3)①
中小企業等外国出願支
援事業

支援案件数（累計） 積上 年度 13件/年（H26） 件 70件 82件 A

事業進捗 6(3)①
私費外国人留学生奨学
金支給事業

支給人数 単年 年度 195人/年（H26） 人 150人 148人 B

事業進捗 6(3)①
公的住宅を活用した留
学生シェアハウス

シェアハウス入居戸数 単年 年度 2人（H28） 人 12人 16人 A

事業進捗 6(3)①
国際フロンティア産業
メッセ開催事業

国際ﾌﾛﾝﾃｨｱ産業ﾒｯｾ参加企
業数

単年 年度 427社（H26） 社 400社 512社 A
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 6(3)①
次世代産業分野での企
業間連携による成長促
進事業

事業拡大企業数 単年 年度 - 社 10社 9社 B

事業進捗 6(3)①
次世代産業分野での企
業間連携による成長促
進事業

航空関連参加企業数（累計） 積上 年度 50社（H28） 社 58社 53社 B

事業進捗 6(3)①
新興国との経済交流の
推進

海外友好提携先等との経済交
流事業参加企業数

単年 年度 25社/年(H26) 社 37社 40社 A

事業進捗 6(3)①
環日本海との経済交流
の推進事業

海外友好提携先等との経済交
流事業参加企業数

単年 年度 25社/年(H26) 社 37社 40社 A

事業進捗 6(3)①
広東省との経済連携プ
ロジェクトの推進

海外友好提携先等との経済交
流事業参加企業数

単年 年度 25社/年(H26) 社 37社 40社 A

事業進捗 6(3)①
ベトナム・ホーチミン市
との新たな経済連携プ
ロジェクト

海外友好提携先等との経済交
流事業参加企業数

単年 年度 25社/年(H26) 社 37社 40社 A

事業進捗 6(3)②
県内に本社を置く外国・外資
系企業数

その他 年度 80社(H26年度) 社 84社 86社 A

事業進捗 6(3)②
外国・外資系企業ネット
ワーク構築事業

外国・外資系企業立地件数 積上 年度 21件（H26） 件 100件 92社 B

事業進捗 6(3)②
外国・外資系企業ネット
ワーク構築事業

外国･外資系企業への訪問件
数

単年 年度 95件/年(H26) 件 100件 155件 A

事業進捗 6(3)②
ひょうご・神戸投資サ
ポートセンター事業

外国・外資系企業立地件数 積上 年度 21件（H26） 件 100件 92件 B

事業進捗 6(3)②
ひょうご・神戸投資サ
ポートセンター事業

外国･外資系企業への訪問件
数

単年 年度 95件/年(H26) 件 100件 155件 A

事業進捗 6(3)② 国際会議の誘致 国際会議等の開催件数 単年 年度 406件/年（H27） 件 410件 385件 B

事業進捗 6(4)① 野菜生産量(年間) 単年 年 289,126t(H26年) t 292,100t R1.9公表

事業進捗 6(4)①
ひょうごの次世代施設
園芸モデルの普及拡大
支援

主要施設野菜の施設栽培面
積

積上 年度 392ha(H26) ha 520ha R1.9公表

事業進捗 6(4)①
ひょうご施設園芸産地
の競争力の強化

主要施設野菜の施設栽培面
積

積上 年度 392ha(H26) ha 520ha R1.9公表

事業進捗 6(4)①
兵庫県産野菜バリュー
チェーンの構築

バリューチェーン構築数 積上 年度 - 件 30件 30件 A

事業進捗 6(4)①
ひょうご「農」NDBの構
築

バリューチェーン構築数 積上 年度 - 件 30件 30件 A

事業進捗 6(4)①
主食米のための新たな
品種対策

ブランド米の生産量 単年 年
74,686t/年(H25年

産)
t 83,600t R2.2公表

事業進捗 6(4)①
農業の経営規模拡大等
への支援

農業の経営規模拡大等への
支援実施地区数

単年 年度 - 地区 18地区 18地区 A

事業進捗 6(4)①
ひょうご花き・果樹産地
の好循環構築

花き・果樹産出額 単年 年
84億円/年（H25年

産）
億円 94億円 R2.４公表

事業進捗 6(4)① 酒米高品質モデル確立 山田錦生産量 単年 年
17,031t/年(H25年

産)
t 23,500ｔ R2.2公表

事業進捗 6(4)①
ひょうごの都市農業応
援事業

生産緑地面積 その他 年度 526ha(H26) ha 526ha 505ha B

事業進捗 6(4)① 地域直売所の整備促進
直売所向け生産活動支援件
数

単年 年度 8件/年(H26) 件 9件 7件 C

事業進捗 6(4)①
ひょうごＧＡＰ拡大推進
加速化事業

認証経営体数 年度 43,800ha(H26年度) - 19 23 A

事業進捗 6(4)② ほ場整備面積（累計） その他 年度 43,800ha(H26年度) ha 44,110ha （R元..9確定）

事業進捗 6(4)②
再整備（大区画化や用排水路
の管路化等）面積（累計）

積上 年度 3,177ha(H26年度) ha 3,400ha 3,409ha A

事業進捗 6(4)② ほ場整備の推進 ほ場整備実施面積 単年 年度 43,800ha(H26) ha 110ha 53ha D

事業進捗 6(4)②
農地の区画拡大、パイ
プライン化等の再整備

再整備面積 積上 年度 3,177ha(H26) ha 100ha 91ha B
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事業進捗 6(4)②
地下かんがいシステム
等の導入

地下かんがいｼｽﾃﾑ等導入面
積

積上 年度 19ha(H26) ha 500ha 259ha D

事業進捗 6(4)②
ストックマネジメント手法
による農業水利施設の
長寿命化

基幹水利施設のｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
延長

積上 年度 187km(H26) km 260km 271km A

事業進捗 6(4)②
農地・水路・農業環境等
と守る地域活動への支
援

多面的機能支払制度に取り組
む農地面積

その他 年度 49,218ha(H26) ha 53740ha 50,966ha B

事業進捗 6(4)③
但馬牛・神戸ビーフ発
信力の強化

神戸ﾋﾞｰﾌ供給数 単年 年度 5,077頭/年（H26) 頭 5,800頭 未定（R1．１０判明）

事業進捗 6(4)③
但馬牛受精卵による
「神戸ビーフ」供給力強
化

神戸ﾋﾞｰﾌ供給数 単年 年度 5,077頭/年（H26) 頭 5,800頭 未定（R1．１０判明）

事業進捗 6(4)③
但馬牛繁殖経営安定対
策(但馬牛繁殖雌牛の
増頭支援)

神戸ﾋﾞｰﾌ供給数 単年 年度 5,077頭/年（H26) 頭 5,800頭 未定（R1．１０判明）

事業進捗 6(4)③
「KOBE BEEF」・
「TAJIMA BEEF」流通拡
大対策

神戸ﾋﾞｰﾌ供給数 単年 年度 5,077頭/年（H26) 頭 5,800頭 未定（R1．１０判明）

事業進捗 6(4)③
「ひょうごの酪農」生産
力アップ推進

生乳生産量 単年 年度 92千t/年(H26) 千t 90千ｔ 80055千ｔ C

事業進捗 6(4)③
牛乳・乳製品の県産県
消推進

生乳生産量 単年 年度 92千t/年(H26) 千t 90千ｔ 80055千ｔ C

事業進捗 6(4)③
「ひょうごの穂々笑実」
生産拡大推進

鶏卵生産量 単年 年 82,730t/年(H25) t 83,000t 93638t A

事業進捗 6(4)③
「ひょうごの穂々笑実」
生産拡大推進

鶏肉生産量 単年 年 33,592t/年(H25) t 36,000t 36323t A

事業進捗 6(4)③
ひょうご雪姫ポーク生
産・販売力強化

豚肉生産量 単年 年度 4,867t/年(H25) t 5,000t 7月末

事業進捗 6(4)④ 原木生産量(年間) 単年 年 316千㎥(H26年) 千㎥ 430千㎥ ８月下旬

事業進捗 6(4)④
兵庫県産木材利用木造
住宅特別融資

県産木材利用住宅着工戸数 単年 年度 1,011戸/年(H26) 戸 1,100戸 ８月下旬

事業進捗 6(4)④
技術を活かした県産木
材製品開発推進

県産木材利用住宅着工戸数 単年 年度 1,011戸/年(H26) 戸 1,100戸 ８月下旬

事業進捗 6(4)④
CLT活用型先駆的モデ
ル建築物の支援

県産木材利用住宅着工戸数 単年 年度 1,011戸/年(H26) 戸 1,100戸 ８月下旬

事業進捗 6(4)④
「ひょうごの木」利用拡
大の推進

県産木材利用住宅着工戸数 単年 年度 1,011戸/年(H26) 戸 1,100戸 ８月下旬

事業進捗 6(4)④
木質バイオマス利用施
設整備

バイオマス発電用燃料供給量 単年 年度 64千㎥/年(H26) 千㎥ 170千㎥ ８月下旬

事業進捗 6(4)④
木質バイオマス発電燃
料用木材の作業ヤード
（山土場）整備

バイオマス発電用燃料供給量 単年 年度 64千㎥/年(H26) 千㎥ 170千㎥ ８月下旬

事業進捗 6(4)④
木材産業等高度化推進
資金

兵庫木材センター製品生産量 単年 年度 86千㎥/年（H26) 千㎥ 67千㎥ 52千㎥ C

事業進捗 6(4)④
新ひょうご林内路網
1,000km整備プランの推
進

低コスト原木供給団地数 積上 年度 202団地(H26) 団地 298団地 ７月下旬

事業進捗 6(4)④
新ひょうご林内路網
1,000km整備プランの推
進

林内路網延長 積上 年度 1,207㎞(H26) km 1700㎞ ７月下旬

事業進捗 6(4)⑤
漁業生産額(年間)
　うち養殖生産額（年間）

単年 年 127億円(H25年) 億円 163億円 R2.5月頃判明

事業進捗 6(4)⑤
ローカルサーモン養殖
の振興

新規養殖導入魚種数 積上 年度 - 種 1種 2種 A

事業進捗 6(4)⑤
県産極上アサリ養殖の
生産拡大

新規養殖導入魚種数 積上 年度 - 種 1種 2種 A

事業進捗 6(4)⑤
ノリ品種の特性把握と
品質向上推進事業

ノリ養殖生産額 単年 年 90億円/年（H25） 億円 120億円 R2.5月頃判明

事業進捗 6(4)⑤
沖合底びき網漁獲物高
鮮度流通の促進支援

日本海漁業生産額 単年 年 80億円/年(H25) 億円 96億円 R2.5月頃判明

事業進捗 6(4)⑥
ひょうご農水産物ブラン
ド戦略策定・推進

ブランド戦略策定産地数 積上 年度 32産地（H26) 産地 40産地 41産地 A
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事業進捗 6(4)⑥
ひょうご農水産物ブラン
ド戦略策定・推進

人材育成研修会への参加人
数

積上 年度 144人(H26) 人 650人 675人 A

事業進捗 6(4)⑥
「KOBE BEEF」・
「TAJIMA BEEF」流通拡
大対策

神戸ﾋﾞｰﾌ供給数 単年 年度 5,077頭/年（H26) 頭 5,800頭 未定（R1．１０判明）

事業進捗 6(4)⑥
ひょうごの農畜水産物・
加工職員輸出促進ネッ
トワーク構築

輸出促進ネットワーク参画数 積上 年度
112企業・団体

(H26年度)
企業・
団体

210企業・団
体

210企業・団体 A

事業進捗 6(4)⑥
ひょうごの「酒」輸出拡
大促進

山田錦生産量 単年 年度
17,031t/年(H25年

産)
t 23,500ｔ R2.2公表

事業進捗 6(4)⑥
ひょうごの酒米海外戦
略推進

山田錦生産量 単年 年度
17,031t/年(H25年

産)
t 23,500ｔ R2.2公表

事業進捗 6(4)⑥
認証食品流通販売強化
等

兵庫県認証食品流通割合(生
鮮農畜水産物)

単年 年 31%(H26) % 38% 39% A

事業進捗 6(4)⑥
ひょうご元気な「農」創
造事業

普及センターの支援により特
定の産地について生産・加工・
流通・販売・消費を結びつける
新しい仕組み（フードチェーン）

積上 年度 - 品目 13品目 13品目 A

事業進捗 6(4)⑥
地域の「宝」生産・流通
拡大への支援

普及センターが選定した品目
の兵庫県認証食品としての生
産量または出荷量

単年 年度
1,300t/年

(H26)(100%)
%

1,560ｔ
(120%)

2179ｔ
（167.6%）

A

事業進捗 6(4)⑥
「農」イノベーションひょ
うご推進事業

異業種連携から生まれる新た
な商品等の開発に向けた取組
数

積上 年度 14件(H26) 件 100件 121件 A

事業進捗 6(5)①ア
職業能力開発校における就職
率

単年 年度 91.6%(H26年度) % 80%以上 85.9% A

事業進捗 6(5)①ア
ひょうごの達人招聘事
業

県立高校職業科での実施率 単年 年度 100%(H26) % 100% 100% A

事業進捗 6(5)①ア
ひょうご匠の技探求事
業

県立高校工業科での実施率 単年 年度 100%(H26) % 100% 100% A

事業進捗 6(5)①ア
拠点農業高校による農
業技術・技能習得事業

導入校での実験実習実施率 単年 年度 設備整備 % 100% 100% A

事業進捗 6(5)①ア
阪神地区高等学校にお
ける福祉科の設置

福祉学科開設 その他 年度 - - 学科開設 学科開設 A

事業進捗 6(5)①ア
高校生ふるさと貢献活
動事業

高校生ふるさと貢献事業への
県立高校生の参加割合

単年 年度 94%（H26) % 100% 98.4% B

事業進捗 6(5)①ア
高校生就業体験事業～
インターンシップ推進プ
ラン～

全県立高等学校における就職
希望者の就業体験事業の実
施

単年 年度 68.5%（H26） % 1 92% B

事業進捗 6(5)①ア
プロから学ぶ創造力育
成事業

実施中学校数 積上 年度 - 校 174校 152校 C

事業進捗 6(5)①ア
ふるさとづくり青年隊事
業

参加青年数 単年 年度 100人（H26） 人 100人 96人 B

事業進捗 6(5)①ア
ひょうごっ子・ふるさと塾
事業

実施数 単年 年度 100件（H26） 件 100件 149件 A

事業進捗 6(5)①ア
ものづくり大学校におけ
るものづくり体験館・体
験講座の実施

ものづくり大学校での体験学
習受入校

単年 年度 110校（H26） 校 100校 113校 A

事業進捗 6(5)①ア
中小企業を支える中核
的技術者育成

中核的技術者の育成数（累
計）

積上 年度 - 人 80人 73人 B

事業進捗 6(5)①ア
民間教育訓練機関等へ
の委託による離職者等
再就職訓練の実施

委託訓練による就職者数（累
計）

積上 年度 2,585人/年（H26) 人 9200人 7283人 C

事業進捗 6(5)①ア
ものづくり大学校等での
在職者訓練の実施

ものづくり大学校等での在職
者訓練実施人数

単年 年度 1150人/年（H26） 人 1200人 1207人 A

事業進捗 6(5)①ア
建設業若者者入職促
進・人材育成事業

建設業への若年者就職者数 単年 年度 13人/年(H26) 人 15人 68人 A

事業進捗 6(5)①イ
COCプラス参加大学の卒業者
に係る県内就職の割合

単年 年度 24.0%(H26年度) % 29.8%

事業進捗 6(5)①イ
地（知）の拠点大学によ
る地方創生推進事業
（COC+事業）の実施

COC+事業等によるインターン
シップ参加者数

単年 年度 3,917人（H26） 人 4,231人 5,531人 A

事業進捗 6(5)①イ 専門職大学構想の推進 - - - - -

重点指標 7(1)①
全死因による年齢調整死亡率
（男）（人口10万対）

- - - -
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

重点指標 7(1)①
全死因による年齢調整死亡率
（女）（人口10万対）

- - - -

重点指標 7(2)①
75歳以上人口に占める要介護
認定者の割合

単年 年度 22.3% % 22.1%

平成30年度
介護保険事
業状況報告

が公表され次

重点指標 7(2)③ 高齢者(65～74歳)の有業率 単年 年 28.3%(H24年) % - - -

政策アウトカム 7(1)① 特定健診受診率 単年 年度 41.6%(H24年度) % 55.0% R2.12公表予定

政策アウトカム 7(1)① 特定保健指導実施率 単年 年度 15.1%(H24年度) % 27.0% R2.12公表予定

政策アウトカム 7(1)①
企業におけるがん検診
受診促進事業

がん検診受診率 単年 年度
子宮頸がん39.3%

（H25）
乳がん38.0%（H25）

% - -

政策アウトカム 7(1)①
企業との協働による健
康づくりステップアップ
事業

健康づくりチャレンジ企業登録
数

積上 年度 418社 社 1,100社 1,391社 A

政策アウトカム 7(1)①
職場と地域の健康づくり
環境整備事業

健康づくりチャレンジ企業登録
数

積上 年度 418社 社 1,100社 1,391社 A

政策アウトカム 7(1)①
職場と地域の健康づくり
環境整備事業

健康づくりの場づくり等に対す
る支援件数

- - 10件 21件 A

政策アウトカム 7(1)①
ひょうご“食の健康”運
動の展開

食の健康協力店舗数 積上 年度 7,623店(H26) 店 8,400店 8,410店 A

政策アウトカム 7(1)①
心の悩みの相談体制の
充実

県内自殺者数 単年 年度
942人/年

（H28）
人 880人以下 954人 B

政策アウトカム 7(1)①
歯と口腔の健康づくりの
推進

要介護者に対する口腔ケア等
指導研修事業実施回数

積上 年度
21回

（H26年度）
回 90回 109回 A

政策アウトカム 7(1)② 回復期機能病床の数 単年 年度 - 床
8,703床

（+1,300床）
R1.9月頃判明

政策アウトカム 7(1)②
在宅医療に係る病診連携シス
テム稼働市町数

単年 年度 -
郡市
区

32郡市区 25郡市区 C

政策アウトカム 7(1)②
がん診療地域連携拠点
病院（県指定）の拡大

がん診療連携拠点病院数
（累計）23

国14
県9

（累計）25
国14
県11

（累計）23
国14
県9

B

政策アウトカム 7(1)②
ドクターヘリの効率的な
運用の実施

ドクターヘリの県内カバー率 積上 年度 100%(H27) % 100% 100% A

政策アウトカム 7(1)②
救急医療電話相談の推
進

救急医療電話相談の実施市
町数

積上 年度 1市町（H29） 市町 - 1市町 -

政策アウトカム 7(1)② へき地勤務医師の養成
県養成医の義務年限終了後
の県内定着数

積上 年度 78人(H27) 人 83人 80人 B

政策アウトカム 7(2)① 地域包括支援推進事業
介護予防に資する住民運営の
通いの場の参加者

単年 年度 53,525人（H25） 人 134,000人
R1.12月頃判

明予定

政策アウトカム 7(2)① 地域包括支援推進事業
多職種が参加する地域ケア会
議の実施地域包括支援セン
ター

- - 70か所
R1.９月頃判

明予定

政策アウトカム 7(2)③
シルバー人材センター
事業費補助

就業実人員 単年 年度 35,264人（H26） 人 35,000人 35,365人 A

政策アウトカム 7(2)③
シルバー人材センター
広域連携推進事業費補
助

就業実人員 単年 年度 35,264人（H26） 人 35,000人 35,365人 A

政策アウトカム 7(2)③
生きがいしごとサポート
センター事業

コミュニティ・ビジネスの起業
団体数

単年 年度 128団体/年（H26） 団体 150団体 131団体 C

政策アウトカム 7(2)③
高齢者コミュニティ・ビジ
ネス離陸応援事業

コミュニティ・ビジネスの起業
団体数

単年 年度 128団体/年（H26） 団体 150団体 131団体 C

政策アウトカム 7(2)③ シニア起業家への支援
シニア起業家への支援による
新事業の創出数

単年 年度 - 件 35件 35件 A

政策アウトカム 7(2)③ 地域祖父母モデル事業 マッチング数 積上 年度 - 組 600組 892組 A

政策アウトカム 7(2)③
いなみ野学園・阪神シ
ニアカレッジ等、高齢者
大学の運営

高齢者大学受講者数 単年 年度 5,632人（H26) 人 5,700人 4,850人 C
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 7(1)① 健康寿命（男性） 単年 年度 男78.47歳(H22年) 歳 - R3.3算定予定

事業進捗 7(1)① 健康寿命（女性） 単年 年度 女83.19歳((H22年) 歳 - R3.3算定予定

事業進捗 7(1)①
企業におけるがん検診
受診促進事業

胃がん検診受診率 単年 年度 34.9%（H25） % - -

事業進捗 7(1)①
がん検診従事者研修等
予防対策事業

肝がん死亡率(10万人対） 単年 年度
5.8人（H26）
全国5.6人

人 - R1.11月頃判明

事業進捗 7(1)①
ひょうご健康づくり支援
システム（仮称）の開発

- - - - - - -

事業進捗 7(1)① 健康体操の普及促進
健康体操普及に係る講習会開
催回数

単年 年度
21回

（H26年度）
回 20回 33回 A

事業進捗 7(1)①

高校・大学等での調理
実習を組み合わせた
ワークショップ、事業所
での食べ方体験教室な

高校生・大学生向け食育実践
セミナー

単年 年度
2回

（H26年度）
回 2回 2回 A

事業進捗 7(1)①
メンタルヘルス対策支
援事業

産業カウンセラー等の派遣事
業所数

単年 年度
20社

（H26年度）
社 140社 173社 A

事業進捗 7(1)① 受動喫煙対策等の推進
県民からの受動喫煙に関する
相談対応件数

278件
（H27）

件 202件 318件 D

事業進捗 7(1)①
歯と口腔の健康づくりの
推進

歯周疾患検診実施市町数 単年 年度
39市町

（H26年度）
市町 41市町 41市町 A

事業進捗 7(1)② 病床機能転換の推進 回復期機能病床の数 単年 年度 - 床
8,703床

（+1,300床）
R1.9月頃判明

事業進捗 7(1)②
在宅医療地域ネット
ワークの整備

在宅医療に係る病診連携シス
テム稼働市町数

積上 年度 -
郡市
区

32郡市区 25郡市区 C

事業進捗 7(1)②
医療情報ネットワークの
構築支援

加入機関数 積上 年度 322施設(H27) 施設 403施設 372施設 B

事業進捗 7(1)②
在宅看護体制の機能強
化支援

- - - - - - -

事業進捗 7(1)②
県立丹波医療センター
（仮称）の整備

県立丹波医療センター（仮称）
の整備

その他 年度 - - 整備完了 整備完了 A

事業進捗 7(1)②
県立はりま姫路総合医
療センター（仮称）の整
備

県立はりま姫路総合医療セン
ター（仮称）の整備

その他 年度 - - 設計完了 設計完了 A

事業進捗 7(1)②
県立西宮病院と西宮市
立中央病院の統合再編
病院整備の検討

県立西宮病院と西宮市立中央
病院の統合再編病院整備の
検討

その他 年度 - -
県・西宮市の

協議終了
統合再編基
本協定締結

A

事業進捗 7(1)②
県立がんセンターのあ
り方検討

県立がんセンターのあり方検
討

- -
外部検討委
員会の検討

終了

外部検討委
員会の検討

終了
A

事業進捗 7(1)② へき地勤務医師の養成 県養成医師数 積上 年度 148人(H27) 人 203人 199人 B

事業進捗 7(1)②
県内外の医学生を対象
とした臨床研修病院合
同説明会の開催

合同説明会の開催回数 単年 年度 １回(H27) 回 1回 1回 A

事業進捗 7(1)②
大学医学部への特別講
座の設置

- - - - - - - -

事業進捗 7(1)② 医師派遣等推進事業 医師派遣 単年 年度 34人（H26） 人 33人 49人 A

事業進捗 7(1)②
看護職員離職防止・再
就業支援事業

再就業者数
（NCCS就職者）

単年 年度 116人(H26) 人 128人 Ｒ1.9頃判明

事業進捗 7(1)②
看護職員離職防止・再
就業支援事業

常勤看護師職員離職率【日本
看護協会データ）

単年 年度 13.3%(H25) % 12.9% 12.4％ A

事業進捗 7(1)②
看護職員養成力強化事
業

看護師等養成所の新卒看護
職員の県内定着率

単年 年度 76.9%(H26) % 80.0% 77.1％ B

事業進捗 7(1)②
看護職員養成力強化事
業

看護職員の新規就業者数 単年 年度 1,981人(H26) 人 2,180人 2,170人 B

事業進捗 7(2)①
65歳以上74歳以下人口に占
める要介護認定者の割合

単年 年度 0.027 % 3.1%

平成30年度
介護保険事
業状況報告

が公表され次

事業進捗 7(2)①
特別養護老人ホームの新規
整備数（累計）

積上 年度 - 人分
2,800人分

（+600人分）
2,658人分
（+492人）

B
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達成状況

事業進捗 7(2)①
特別養護老人ホームの待機
者数（累計）

積上 年度 3,361人分 人
2,000人

（H30.4.1）
2,858人

（Ｈ30.4.1）
D

事業進捗 7(2)①

新規在宅サービス確保数（累
計）
（定期巡回・随時対応・サ高
住）

積上 年度 - 人分
2,200人分

（+600人分）
1,901人分 C

事業進捗 7(2)①
地域介護拠点整備補助
事業

市町による特養の整備床数 単年 年度 1,846床/年(H26) 床 223床 116床 D

事業進捗 7(2)①
高齢者福祉施設等施設
整備費補助事業

上乗せ補助対象整備床数 単年 年度 - 床 152床 180床 A

事業進捗 7(2)①

在宅介護緊急対策事業
による定期巡回・随時
対応サービスの普及促
進

定期巡回・随時対応サービス
利用者数（年間）

単年 年度 2,268人(H26) 人 23,544人 56か所 D

事業進捗 7(2)①

在宅介護緊急対策事業
による定期巡回・随時
対応サービスの普及促
進

定期巡回・随時対応サービス
提供事業所数

積上 年度
18か所

（H26年度）
か所 75か所 11,347人 D

事業進捗 7(2)①
サービス付き高齢者向
け住宅機能強化支援事
業

特定施設入居者生活介護指
定サ高住の戸数

積上 年度 580戸(H26) 戸 1,771戸 1,896戸 A

事業進捗 7(2)① 地域包括支援推進事業
介護予防に資する住民運営の
通いの場の設置箇所数

積上 年度 2,877か所（H25) か所 6,900か所
R1.12月頃判

明予定

事業進捗 7(2)①
ひょうご介護サポーター
研修事業

サポーター登録者数（特養は
政令市を除く）

単年 年度 - 人 1,000人 117人 D

事業進捗 7(2)①
リハビリ専門職３士会に
よる地域支援事業の推
進

地域リハビリテーション活動支
援事業を実施している市町数

積上 年度 - 市町 41市町 36市町 C

事業進捗 7(2)①
健康拠点構想等推進事
業

神野用地、市場用地における
事業（施設整備）の進捗

その他 年度 - -
小野一部竣

工
小野一部竣工 A

事業進捗 7（2）①
民間事業者を活用した
地域介護福祉拠点の整
備

事業実施 その他 年度 - - コンペ実施 コンペ実施済 A

事業進捗 7(2)②
認知症高齢者見守りSOSネッ
トワークの構築

積上 年度 15市町(H26年度) 市町 41市町 41市町 A

事業進捗 7(2)②
認知症の予防・早期発
見の推進

認知症健診等の早期発見・早
期対応に取り組む市町数

積上 年度 16市町(H26) 市町 41市町 38市町 B

事業進捗 7(2)②
認知症の予防・早期発
見の推進

相談センター設置市町数 積上 年度 41市町(H27) 市町 41市町 41市町 A

事業進捗 7(2)②
認知症の予防・早期発
見の推進

認知症相談センターの相談件
数

5,199件（H27下半
期）

件 11,600件 12,219件 A

事業進捗 7(2)① 認知症医療体制の充実
認知症疾患医療センターの鑑
別診断の待機期間

単年 年度 ７週間(H26) 週間 4週間以内 約4週間 A

事業進捗 7(2)① 認知症医療体制の充実 認知症相談医療機関登録数 - - 2,150か所 2,193か所 A

事業進捗 7(2)① 認知症医療体制の充実 認知症サポート医養成数 積上 年度 96人(H26) 人 170人 230人 A

事業進捗 7(2)②
認知症地域連携強化事
業

認知症サポーター養成数 積上 年度 約22万人(H26) 万人 40万人 約45万人 A

事業進捗 7(2)②
認知症地域連携強化事
業

認知症ケアネット取組市町数 積上 年度 13市町（H26) 市町 41市町 41市町 A

事業進捗 7(2)②
認知症地域連携強化事
業

認知症高齢者等見守り・ＳＯＳ
ネットワークの取組市町数

積上 年度 15市町(H26) 市町 41市町 41市町 A

事業進捗 7(2)② 認知症ケア人材の育成
認知症機能訓練実践研修修
了者数

単年 年度 - 人 100人 67人 D

事業進捗 7(2)② 認知症ケア人材の育成
法人後見・市民後見体制整備
市町数

積上 年度 11市町(H27) 市町 20市町 20市町 A

事業進捗 7(2)②
ひょうご若年性認知症
支援センターの運営

設置箇所 単年 年度 1か所(H25) か所 1か所 1か所 A

事業進捗 7(2)③
シルバー人材センター
事業費補助

就業延人員 単年 年度 4,222,639人（H26） 人 4,000,000人 4,211,606人 A

事業進捗 7(2)③
シルバー人材センター
広域連携推進事業費補
助

就業延人員 単年 年度 4,222,639人（H26） 人 4,000,000人 4,211,606人 A

事業進捗 7(2)③ 高齢者等就労支援事業
介護資格取得研修受講者(55
歳以上等)

単年 年 - 人 200人 94人 D
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指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 7(2)③
阪神シニアカレッジの学
習室の集約

阪神シニアカレッジの学習室
の集約

その他 年度 - -
建設工事
供用開始

建設工事
供用開始

A

事業進捗 7(2)③
ふるさとひょうご創生塾
の開設

ふるさとひょうご創生塾修了者
数

積上 年度 520人（H26） 人 621人 590人 B

事業進捗 7(2)④
住んでいる地域は障害のある
人にも暮らしやすいと思う人の
割合

単年 年度 29.0%(H26年度) % 38%を上回る 31.7% C

事業進捗 7(2)④
みんなの声かけ運動実
践事業

みんなの声かけ運動応援協
定締結団体数

積上 年度
80団体（H26年度

累計）
団体 166団体 197団体 A

事業進捗 7(2)④
みんなの声かけ運動実
践事業

みんなの声かけ運動推進数 積上 年度
4,586人（H26年度

累計）
人 5,112人 4,840人 B

事業進捗 7(2)④
福祉のまちづくり研究所
運営事業

福祉のまちづくり研究所製品
化件数

積上 年度
11件（H26年度累

計）
件 15件 13件 C

事業進捗 7(2)④
ロボットリハビリテーショ
ン拠点化推進事業

ロボットリハビリテーション年
間利用延べ人数

単年 年度 1,978人/年（H26） 人 3,000人 2,440人 C

事業進捗 7(2)④ 手話普及促進事業
県民向け手話講座等参加者
数

積上 年度 - 人 2,640人 5,223人 A

事業進捗 7(2)④
外国人県民インフォメー
ションセンターの運営

外国人県民インフォメーション
センター相談件数

単年 年度 3,100件/年（H26） 件 2,800件 2514件 B

事業進捗 7(2)④
ＮＧＯ等と連携した外国
人県民相談の実施

ＮＧＯ等と連携した外国人県民
相談における相談件数

単年 年度 327件/年（H26） 件 300件 349件 A

事業進捗 7(2)④
県内在住ベトナム人相
談支援事業

相談件数 単年 年度 - 件 75件 610件 A

事業進捗 7(2)④
緊急時情報通信システ
ム運営管理事業

聴覚障害者災害等緊急時情
報発信システムへの登録件数

積上 年度 2,080件（H26年度） 件 2,492件 2,111件 C

事業進捗 7(2)④
ユニバーサル社会づく
り推進地区整備事業

ユニバーサル社会づくり推進
地区

積上 年度 26地区(H26) 地区 36地区 33地区 B

事業進捗 7(2)④
公共交通バリアフリー
化促進事業

鉄道駅のバリアフリー化率(1
日の平均乗降客数3千人以上
5千人未満駅)

積上 年度 55.8%（H25） % 87.0% 0.75 C

事業進捗 7(2)④
公共交通バリアフリー
化促進事業

乗合バスに対するノンステップ
バス導入率

積上 年度 56.6%（H25） % 66.0% 63.0% B

事業進捗 7(2)④
人生いきいき住宅助成
事業

住宅の一定のバリアフリー化
率

積上 年度 46.2%（H25） % 59.0% 59.0% A

事業進捗 7(2)④
県営住宅のバリアフ
リー化

県営住宅のバリアフリー化率 積上 年度 57%（H26） % 63.0% 63% A

事業進捗 7(2)④
県刊行物への視覚障害
者向け音声コードの掲
載

ユニバーサルデザインに配慮
した印刷物・ＨＰ等を作成した
所属の率

単年 年度 98%（H26年度） % 100.0% 100% A

事業進捗 7(2)④

障害者等のコミュニケー
ション支援アプリを搭載
したタブレット端末を県
立施設に配置

タブレット端末の配置数 単年 年度 - 台 235台 235台 A

事業進捗 7(2)④
障害者のじぎくスポーツ
大会開催事業

障害者のじぎくスポーツ大会
参加者数

単年 年度 4,241人（H26） 人 4,500人 4,018人 C

事業進捗 7(2)④
障害者芸術文化発信プ
ロジェクト

兵庫県障害者芸術・文化祭参
加者数

単年 年度 3,100人（H26年度） 人 5,000人 3,750人 C

事業進捗 7(2)④
ユニバーサル社会づく
り普及推進事業

率先行動計画の必須項目の
実施率

単年 年度 97%（H26年度） % 100% 100％ A

事業進捗 7(2)④
ユニバーサル社会づく
り兵庫県率先行動計画
推進事業

県における管理・監督職の点
字名刺常備率

単年 年度 86%(H26年度) % 100% 100％ A

事業進捗 7(2)⑤ 障害者雇用率（法定雇用率） 単年 年度 1.9%(H26年度) % 2.2% 2.1% B

事業進捗 7(2)⑤
障害者福祉サービス事業所を
利用する障害者の平均月額
工賃

単年 年度
13,608円(H26年

度)
円 17,000円 Ｒ1.9月判明

事業進捗 7(2)⑤
特例子会社・事業協同
組合設立等助成金事業

特例子会社設立数（累計） 積上 年度 18社（H26） 社 26社 31社 A

事業進捗 7(2)⑤
障害者雇用拡大支援事
業

障害者雇用率（法定雇用率） 単年 年 1.9%（H26） % 2.2% 2.1% B

事業進捗 7(2)⑤
障害者雇用就業・定着
拡大推進事業

障害者就業・生活支援セン
ターの支援による就職者数
（累計）

積上 年度 405人（H26） 人 1,600人 1,980人 A
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事業進捗 7(2)⑤
障害者雇用就業・定着
拡大推進事業

障害者就業・生活支援セン
ターの支援による就職者の定
着率

単年 年度 80.4%（H26） % 85.0% 85.0% A

事業進捗 7(2)⑤ 障害者体験ワーク事業
体験ワーク参加者（職場体験・
見学）

単年 年度 75人（H25） 人 100人 421人 A

事業進捗 7(2)⑤
障害者の在宅ワーク推
進モデル事業

セミナー参加者数 単年 年度 - 人 180人 193人 A

事業進捗 7(2)⑤
障害者しごと開拓員等
の設置

障害福祉サービス事業所への
県の優先発注額

単年 年度 40,400千円（H26) 千円 58,000千円 41,428千円 C

事業進捗 7(2)⑤
インターネットを活用し
た授産商品の販売拡大
事業

インターネットによる授産商品
の販売額

単年 年度
6,985千円（H26年

度）
千円 33,000千円 22,597千円 C

事業進捗 7(2)⑤
県点字図書館、県立聴
覚障害者情報センター
の運営

県民向け手話講座等参加者
数

単年 年度 - 人 2,640人 5,223人 A

事業進捗 7(2)⑤ 手話普及促進事業
県民向け手話講座等参加者
数

単年 年度 - 人 2,640人 5,223人 A

事業進捗 7(2)⑤
障害者のじぎくスポーツ
大会開催事業

障害者のじぎくスポーツ大会
参加者数

単年 年度 4,241人（H26） 人 4,500人 4,018人 C

事業進捗 7(2)⑤
全国車いすマラソン大
会開催事業

全国車いすマラソン大会参加
選手数

単年 年度 91人（H27） 人 97人 111人 A

事業進捗 7(2)⑤
障害者スポーツ推進プ
ロジェクト

パラリンピック選手発掘・普及
啓発事業参加者数

単年 年度 - 人 1,300人以上 1,638人 A

事業進捗 7(2)⑤
障害者芸術文化発信プ
ロジェクト

兵庫県障害者芸術・文化祭参
加者数

単年 年度 3,100人（H26年度） 人 5,000人 3,750人 C

事業進捗 7(2)⑤
身体障害者補助犬の育
成・貸付の実施

補助犬の貸出頭数 単年 年度 3頭（H26年度） 頭 3頭 3頭 A

事業進捗 7(2)⑤
グループホーム新規開
設サポート事業

地域生活への移行支援（GH
の利用者数）

積上 年度 2,470人（H26） 人 3,186人 3,399人 A

事業進捗 7(2)⑤
低所得の利用者に対す
る家賃助成

地域生活への移行支援（GH
の利用者数）

積上 年度 2,470人（H26） 人 3,186人 3,399人 A

重点指標 8(1)①
県内大学卒業生の県内企業
への就職率

単年 年度
29.8%（H26年度卒

業生）
% 32.3% 28.4% C

事業進捗 8(1)①
「全国学力・学習状況調査」に
おける学力調査結果（小・中）

単年 年度

小・中学校計８科
目中、全国平均を
上回る科目２科

目、同等の科目４

-
全教科全国
平均以上

小・中学校計
10科目中、
上回る:4
同等:2

D

事業進捗 8(1)①
市町スクールソーシャ
ルワーカー配置の促進

スクールソーシャルワーカー
の配置校区数

単年 年度 0校区（H27） 校区 140校区 138校区 B

事業進捗 8(1)①
学校・家庭・地域の連携
協力推進事業

地域住民による学校地域連携
の仕組みを有する小・中学校
の割合（政令市・中核市を除
く）

単年 年度 66%（H26） % 100.0% 97.1％ B

事業進捗 8(1)①
小・中学校における「新
学習システム」の推進

小学校4年生までの35人学級
編制の実施

単年 年度 実施（H27) - 実施 実施 A

事業進捗 8(1)①
「兵庫型教科担任制」の
実施

公立小学校高学年での実施 単年 年度 実施（H27) - 実施 実施 A

事業進捗 8(1)①
「体力アップひょうご」サ
ポート事業

昭和60年頃の子どもの体力水
準に達している項目数

単年 年度 4項目（H26） 項目 11項目 5項目 D

事業進捗 8(1)① 環境体験事業
環境体験事業、自然学校推進
事業、地域に学ぶ「トライやる・
ウィーク」の実施校数

単年 年度 100%(H26) % 100% 100% A

事業進捗 8(1)①
青少年芸術体験事業～
わくわくオーケストラ教
室～

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（中学校）

単年 年度
中学校（H26)

県:44.0%　国:43.5%
%

全国平均以
上

県:43.1%
国:45.6%

B

事業進捗 8(1)①
私立学校体験活動の実
施（小学校）

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（小学校）

単年 年度
小学校（H26）

県:65.0%　国:68.0%
%

全国平均以
上

県:59.9%
国:62.7%

B

事業進捗 8(1)① 自然学校推進事業
環境体験事業、自然学校推進
事業、地域に学ぶ「トライやる・
ウィーク」の実施校数

単年 年度 100%(H26) % 100% 100% A

事業進捗 8(1)①
地域に学ぶ「トライやる・
ウィーク」の実施

環境体験事業、自然学校推進
事業、地域に学ぶ「トライやる・
ウィーク」の実施校数

単年 年度 100%(H26) % 100% 100% A
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事業進捗 8(1)①
私立学校体験活動の実
施（中学校）

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（中学校）

単年 年度
中学校（H26)

県:44.0%　国:43.5%
%

全国平均以
上

県:43.1%
国:45.6%

B

事業進捗 8(1)①
伝統文化の学びの充実
事業

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（小学校）

単年 年度
小学校（H26）

県:65.0%　国:68.0%
%

全国平均以
上

県:59.9%
国:62.7%

B

事業進捗 8(1)①
伝統文化の学びの充実
事業

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（中学校）

単年 年度
中学校（H26)

県:44.0%　国:43.5%
%

全国平均以
上

県:43.1%
国:45.6%

B

事業進捗 8(1)①
ひょうご学力向上推進
プロジェクトの実施

- － － － － - -

事業進捗 8(1)①
学習支援ツール活用モ
デル事業

- － － － － - -

事業進捗 8(1)①
地域人材を活用した小
学校英語教育支援充実
事業

実施校数 積上 年度 － 校 400校 466校 A

事業進捗 8(1)①
「学校の授業がよく分かると感
じている生徒の割合」

単年 年度 57.4%(H27年度) % 60.0% 60.3% A

事業進捗 8(1)①
高校の魅力・特色を高校選択
の理由にした生徒

単年 年度 76.7%(H27年度) % - - -

事業進捗 8(1)①
英検準２級以上相当の英語力
を有する高校３年生の割合

単年 年度 42.6%(H26年度) % 50.0% 48.5% B

事業進捗 8(1)①
阪神地区高等学校にお
ける福祉科の設置

福祉学科開設 その他 年度 - - 学科開設 学科開設 A

事業進捗 8(1)①
県立高校特色づくり推
進事業～ｲﾝｽﾊﾟｲｱ・ﾊｲ
ｽｸｰﾙ～

ｲﾝｽﾊﾟｲｱ･ﾊｲｽｸｰﾙ事業の実
施割合

単年 年度 100%(H27) % 100% 100% A

事業進捗 8(1)①
ひょうご学力向上サ
ポート事業

「学校の授業がよく分かると感
じている生徒の割合」

単年 年度 57.4%(H27年度) % 60.0% 60.3% A

事業進捗 8(1)①
ALTによる英語指導の
充実

ALTの1学級あたりの年間授
業時間数

単年 年度 29.6時間（H26) 時間 30時間 31.6時間 A

事業進捗 8(1)① 高校生の留学促進事業 海外留学を行う高校生数 単年 年度 221人（H26） 人 200人 273人 A

事業進捗 8(1)①
スーパーグローバルハ
イスクールの展開

課題研究に関して企業や大学
教員等の外部人材が参画した
延べ人数

単年 年度 84名(H26) 名 360名 543名 A

事業進捗 8(1)①
ひょうごスーパーハイス
クールの展開

課題研究に関して企業や大学
教員等の外部人材が参画した
延べ人数

単年 年度 － 名 150名 521名 A

事業進捗 8(1)①
ひょうごグローバル・
リーダー育成事業

キャンプ前と比べて、海外へ
の興味関心が増加した生徒の
割合

単年 年度 89.1%（H27） % 100.0% 90.6% B

事業進捗 8(1)①
高校生ふるさと貢献活
動事業

高校生ふるさと貢献事業への
県立高校生の参加割合

単年 年度 94%（H26) % 100% 98.4% B

事業進捗 8(1)①
高校生就業体験事業～
インターンシップ推進プ
ラン～

全県立高等学校における就職
希望者の就業体験事業の実
施

単年 年度 68.5%（H26） % 100% 92.0% B

事業進捗 8(1)①
私立高等学校等生徒授
業料軽減補助

私立高等学校の募集定員に
対する充足率

単年 年度 88.5%(H27年度) % 100.0% 86.7% C

事業進捗 8(1)① 私立学校経常費等補助
私立高等学校の募集定員に
対する充足率

単年 年度 88.5%(H27年度) % 100.0% 86.7% C

事業進捗 8(1)①
「企業・大学・学生マッチ
ング in Himeji」の開催

大学コンソーシアムひょうご神
戸と県が実施する連携事業へ
の参加学生数

単年 年度 421人/年（H26） 人 884人 880人 B

事業進捗 8(1)①
大学ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰと連携
した県内大学生の地元
就職促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

大学コンソーシアムひょうご神
戸と県が実施する連携事業へ
の参加学生数

単年 年度 421人/年（H26） 人 884人 880人 B

事業進捗 8(1)① 専門職大学構想の推進 - - - - - - -

事業進捗 8(1)①
地（知）の拠点大学によ
る地方創生推進事業
（COC+事業）の実施

県立大学の知見を活かす地
域連携事業の実施件数

単年 年度
75件/年（H26年

度)
件 100件 92件 B

事業進捗 8(1)①
地（知）の拠点大学によ
る地方創生推進事業
（COC+事業）の実施

COC+事業等によるインターン
シップ参加者数

単年 年度 3,917人（H26） 人 4,231人 5,531人 A

事業進捗 8(1)①
減災復興政策研究科に
おける人材育成の推進

県立大学入学に係る志願者倍
率

単年 年度
7.0倍（H25-27年度

平均）
倍 7.0倍 7.4倍 A

事業進捗 8(1)① 附属中高の維持運営
県立大学入学に係る志願者倍
率

単年 年度
7.0倍（H25-27年度

平均）
倍 7.0倍 7.4倍 A
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施策体系
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事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 8(1)①
減災復興政策研究科に
おける人材育成の推進

中高大連携授業等の実施回
数

積上 年度 48回（H26) 回 192回 192回 A

事業進捗 8(1)① 附属中高の維持運営
中高大連携授業等の実施回
数

積上 年度 48回（H26) 回 192回 192回 A

事業進捗 8(1)①
海外インターンシップ等
によるグローバル人材
の育成

海外留学生数（派遣人数） 単年 年度
109人（H25-26平

均）
人 150人 194人 A

事業進捗 8(1)① 国際商経学部の設置 海外留学生数（派遣人数） 単年 年度
109人（H25-26平

均）
人 150人 194人 A

事業進捗 8(1)①
海外インターンシップ等
によるグローバル人材
の育成

海外留学生数（受入人数） 単年 年度
170人（H24-26平

均）
人 300人 189人 D

事業進捗 8(1)① 国際商経学部の設置 海外留学生数（受入人数） 単年 年度
170人（H24-26平

均）
人 300人 189人 D

事業進捗 8(1)①
医療とものづくり産業を
結ぶ医・産・学連携拠点
の形成

県立大学における共同・受託
研究件数

単年 年度 197件（H26) 件 220件 209件 B

事業進捗 8(1)①
熟練工の技を取り入れ
た産学連携ものづくり人
材の育成

県立大学における共同・受託
研究件数

単年 年度 197件（H26) 件 220件 209件 B

事業進捗 8(1)①
情報系大学院における
研究成果の社会還元

県立大学における共同・受託
研究件数

単年 年度 197件（H26) 件 220件 209件 B

事業進捗 8(1)①
姫路工学キャンパスの
整備

県立大学における共同・受託
研究件数

単年 年度 197件（H26) 件 220件 209件 B

事業進捗 8(1)①
医療とものづくり産業を
結ぶ医・産・学連携拠点
の形成

県立大学における科研費等外
部資金の獲得額

単年 年度 19.6億円（H26） 億円 25億円 18億円 C

事業進捗 8(1)①
熟練工の技を取り入れ
た産学連携ものづくり人
材の育成

県立大学における科研費等外
部資金の獲得額

単年 年度 19.6億円（H26） 億円 25億円 18億円 C

事業進捗 8(1)①
情報系大学院における
研究成果の社会還元

県立大学における科研費等外
部資金の獲得額

単年 年度 19.6億円（H26） 億円 25億円 18億円 C

事業進捗 8(1)①
姫路工学キャンパスの
整備

県立大学における科研費等外
部資金の獲得額

単年 年度 19.6億円（H26） 億円 25億円 18億円 C

事業進捗 8(1)②
住んでいる市・町で芸術文化
に接する機会があると思う人
の割合

単年 年 40.7%(H26年） % 46.0% 38.0% C

事業進捗 8(1)②
住んでいる地域で自慢したい
地域の宝（風景や産物、文化
等）があると思う人の割合

単年 年 49.3%(H26年） % 55.0% 53.8% B

事業進捗 8(1)②
県立美術館・博物館の
魅力発見事業

イベント開催回数 単年 年度 - 回 7回 7回 A

事業進捗 8(1)②
青少年芸術体験事業～
わくわくオーケストラ教
室～

わくわくオーケストラ実施校数 単年 年度 99%（H26） % 100% 100% A

事業進捗 8(1)②
アートde元気ネットワー
クｉｎ兵庫・神戸推進事
業

参加団体数 単年 年度 ７団体（Ｈ26） 団体 12団体 9団体 C

事業進捗 8(1)②
ふるさと芸術文化発信
サポート事業

新規補助件数 単年 年度 12件（H26) 件 15件 4件 D

事業進捗 8(1)②
ひょうごの芸術文化育
成・支援事業

ひょうごの芸術文化育成・支援
事業における補助件数

単年 年度 85件（H26) 件 111件 88件 C

事業進捗 8(1)②
伝統文化の学びの充実
事業

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（小学校）

単年 年度
小学校（H26）

県:65.0%　国:68.0%
%

全国平均以
上

県:59.9%
国:62.7%

B

事業進捗 8(1)②
伝統文化の学びの充実
事業

今住んでいる地域の行事に参
加している割合（中学校）

単年 年度
中学校（H26)

県:44.0%　国:43.5%
%

全国平均以
上

県:43.1%
国:45.6%

B

事業進捗 8(1)②
子ども伝統文化わくわく
体験教室

子ども伝統文化わくわく体験
教室実施校数

単年 年度 - 校 60校 61校 A

事業進捗 8(1)②
伝統文化体験フェスティ
バル等の開催

体験教室実施回数 単年 年度 ９回(H26) 回 13回 13回 A

事業進捗 8(1)②
伝統文化体験フェスティ
バル等の開催

フェスティバル参加者数 単年 年度 2,442人（H26） 人 2,500人 2,575人 A

事業進捗 8(1)②
ひょうごの遺産魅力発
見事業

県内の認定のべ件数 積上 年度 1件（H27） 件 4件 8件 A

事業進捗 8(1)②
松帆銅鐸等埋蔵文化財
を活用した地域振興へ
の積極的支援

報告書の作成・刊行 その他 年度 - - 調査 調査 A
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事業進捗 8(1)②
兵庫県の祭り・行事調
査の実施

報告書の作成・刊行 その他 年度 - - 調査 実地調査 A

事業進捗 8(1)② 考古楽者養成事業
考古博物館におけるボラン
ティア（考古楽者）研修修了人
数

積上 年度 331人（H26) 人 400人 402人 A

事業進捗 8(1)②
文化遺産を活かした地
域活性化の推進

「ひょうごヘリテージマンス」に
おける歴史文化遺産を活用し
た事業数

単年 年度 140件（H26) 件 200件 202件 A

事業進捗 8(1)②
芸術文化センターの事
業展開・機能強化

芸術文化センター入館者数 単年 年度 48万人（Ｈ26） 万人 50万人 529050 A

事業進捗 8(1)②
県立美術館-「芸術の
館」-の事業展開

県立美術館入館者数 単年 年度 743,891人（H26） 人 840,000人 956,617人 A

事業進捗 8(1)②
横尾忠則現代美術館の
事業展開

横尾忠則現代美術館入館者
数

単年 年度 60,192人（H26） 人 70,000人 72,650人 A

事業進捗 8(1)②
兵庫陶芸美術館の事業
展開

兵庫陶芸美術館施設内入館
者数

単年 年度 98,735人（H26） 人 150,000人 98,871人 D

事業進捗 8(1)②
尼崎青少年創造劇場の
事業展開

尼崎青少年創造劇場入館者
数

単年 年度 131,374人（H26） 人 135,000人 130,284人 B

事業進捗 8(1)②
尼崎青少年創造劇場の
事業展開

市町ホール公演回数 単年 年度 - 回 2回 3回 A

事業進捗 8(1)② 考古博物館の事業展開 県立考古博物館入館者数 単年 年度 157,758人（H26) 人 160,000人 113,487人 C

事業進捗 8(1)② 歴史博物館の事業展開 県立歴史博物館入館者数 単年 年度 119,941人（H26) 人 133,000人 81,513人 D

事業進捗 8(1)③

東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会をはじめとし
た国内外の主要な大会で活躍
する本県選手の育成・強化

単年 年度 398人(H26年度) 人 540人 481人 C

事業進捗 8(1)③
全県域の障害者スポーツ大会
参加選手の増加

単年 年度
12,356人(H26年

度)
人 27,000人 39,932人 A

事業進捗 8(1)③
年間を通じてスポーツを実施
する成人の割合（週１回以上）

単年 年度 48.7%(H26年度) % 69.0% 63.8% B

事業進捗 8(1)③
第2期新兵庫県競技力
向上事業～世界にはば
たけ兵庫プロジェクト～

国民体育大会男女総合成績 単年 年度 12位（H27） 位 8位以内 10位 C

事業進捗 8(1)③
東京オリンピック・パラリ
ンピック応援事業

事前合宿招致 積上 年度 － - - -

事業進捗 8(1)③
障害者スポーツ推進プ
ロジェクト

パラリンピック選手発掘・普及
啓発事業参加者数

単年 年度 - 人 1,300人以上 1,638人 A

事業進捗 8(1)③
障害者のじぎくスポーツ
大会開催事業

障害者のじぎくスポーツ大会
参加者数

単年 年度 4,241人（H26） 人 4,500人 4,018人 C

事業進捗 8(1)③
全国車いすマラソン大
会開催事業

全国車いすマラソン大会参加
選手数

単年 年 91人（H27） 人 97人 111人 A

事業進捗 8(1)③
「ワールドマスターズ
ゲームズ2021関西」の
開催

「関西ワールドマスターズゲー
ムズ2021」開催

単年 年度 － -
市町実行委
員会の発足

市町実行委
員会の発足

A

事業進捗 8(1)③
「関西マスターズスポー
ツフェスティバル」の開
催

大会数 単年 年度 63大会（H26） 大会 85大会 73大会 C

事業進捗 8(1)③ 「神戸マラソン」の開催 定員2万人以上の申込者数 単年 年度 86,516人(H26) 人 20,000人 74,851人 A

事業進捗 8(1)③
「スポーツ立県ひょうご」
創出プロジェクト事業

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ21ひょうごの会員
数

積上 年度 36.3万人（H26） 万人 35.4万人 31.6万人 C

事業進捗 8(1)③
県立施設のスポーツ施
設の整備

県立都市公園で整備したス
ポーツ施設数

積上 年度 34施設（H26年度） 施設 35施設 35施設 A

事業進捗 8(1)④
体感治安(住んでいる地域は、
治安がよく、安心して暮らせる
と思う人の割合)

単年 年度
78.2%

（H27年度）
% 82.4%を上回る 78.2% B

事業進捗 8(1)④ 刑法犯認知件数 単年 年 64,911件（H26年） 件
減少傾向を維

持
44,233件 A

事業進捗 8(1)④
地域安全まちづくり活動
活性化事業

まちづくり防犯グループ結成
数

単年 年度 2,364ｸﾞﾙｰﾌﾟ(H26) ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2,500ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2,310ｸﾞﾙｰﾌﾟ B

事業進捗 8(1)④
地域安全まちづくり活動
活性化事業

地域安全まちづくり推進員数 単年 年度 2,124人(H26) 人 3,000人 3,979人 A
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事業進捗 8(1)④
地域で守る！子どもの
安全安心確保事業

子どもの安全・安心確保の
リーダー養成数

積上 年度 0人(H26) 人 3,900人 4,972人 A

事業進捗 8(1)④
ひょうご地域安全SOS
キャッチ事業

地域安全SOSキャッチ電話相
談のつなぎ件数

積上 年度 1,117件(H26) 件 3450件 3,658件 A

事業進捗 8(1)④
防犯カメラ設置補助事
業

防犯カメラ補助数 積上 年度 1,106個所(H26) 個所 2,800個所 2,970個所 A

事業進捗 8(1)④ 地域安全まちづくり事業
まちづくり防犯グループ結成
数

単年 年度 2,364ｸﾞﾙｰﾌﾟ(H26) ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2,500ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2,310ｸﾞﾙｰﾌﾟ B

事業進捗 8(1)④
客引き行為等の防止に
関する条例の推進

指導等件数 積上 年度 91件（H27) 件 500件 632件 A

事業進捗 8(1)④
自転車の安全で適正な
利用の促進に関する条
例の推進

自転車関係事故件数 単年 年度 6,821件（H26) 件 5,800件 5,881件 B

事業進捗 8(1)④
自転車の安全で適正な
利用の促進に関する条
例の推進

自転車保険加入率 単年 年度 24.3%（H25) % 70.0% 67.9% B

事業進捗 8(1)④
ネットワーク化による交
番・駐在所機能の高度
化

交番・駐在所ネットワーク率 単年 年度 0.7%(5か所）(H26) % - -

事業進捗 8(1)⑤ 人口集中地区における緑地率 その他 年度 23.3%（H25年度） % - 24.6% A

事業進捗 8(1)⑤ 県民まちなみ緑化事業
県民まちなみ緑化事業による
住民団体の緑化活動支援団
体数

積上 年度
1,209団体

（H18～26年度累
計）

団体 360団体 591団体 A

事業進捗 8(1)⑤ 県民まちなみ緑化事業
県民まちなみ緑化事業による
校園庭等の芝生化補助件数

積上 年度
302件

（H18～26年度累
計）

件 150件 126団体 C

事業進捗 8(1)⑤ 景観形成支援事業

景観条例により指定された地
区・地域における建築物等の
外観修景に係る支援等を行う
景観形成支援事業の実績件

単年 年度 30件（H26) 件 30件 21件 C

事業進捗 8(1)⑤ 福祉のまちづくりの推進
鉄道駅のバリアフリー化率(1
日の平均乗降客数3千人以上
5千人未満駅)

積上 年度 55.8%（H25） % 87.0% 0.75 C

事業進捗 8(1)⑤ 福祉のまちづくりの推進
乗合バスに対するノンステップ
バス導入率

積上 年度 56.6%（H25） % 66.0% 0.63 B

事業進捗 8(1)⑤ 福祉のまちづくりの推進
ひょうご県民ユニバーサル施
設の認定数

積上 年度 10件（H27) 件 28件 23件 C

事業進捗 8(1)⑤
公共交通バリアフリー
化の促進

鉄道駅のバリアフリー化率(1
日の平均乗降客数3千人以上
5千人未満駅)

積上 年度 55.8%（H25） % 87.0% 75% C

事業進捗 8(1)⑤
長期優良住宅建築等計
画認定事業

長期優良住宅建築等計画、低
炭素建築物建築等計画認定
件数

積上 年度 29,100件(H26) 件 49,100件 50,458件 A

事業進捗 8(1)⑤
建築物総合環境性能評
価システム（CASBEE）
の実施

長期優良住宅建築等計画、低
炭素建築物建築等計画認定
件数

積上 年度 29,100件(H26) 件 49,100件 50,458件 A

事業進捗 8(1)⑥
住んでいる市町は外国人にも
住みやすくなっていると思う人
の割合

単年 年 13.9%（H26年） % 20%を上回る 29% A

事業進捗 8(1)⑥

日本語指導を必要とする外国
人児童生徒が5名以上在籍す
る小中学校に支援員を派遣す
る市町数

単年 年度 - 市町 4市町 ３市町 C

事業進捗 8(1)⑥
外国人県民・児童生徒
の居場所づくり（地域日
本語教育支援事業）

ボランティア団体等が行う日本
語教室等の開設講座数

単年 年度 42講座（H26） 講座 45講座 55講座 A

事業進捗 8(1)⑥
外国人県民インフォメー
ションセンターの運営

外国人県民インフォメーション
センター相談件数

単年 年度 3,100件/年（H26） 件 2,800件 2514件 B

事業進捗 8(1)⑥
ＮＧＯ等と連携した外国
人県民相談の実施

ＮＧＯ等と連携した外国人県民
相談における相談件数

単年 年度 327件/年（H26） 件 300件 349件 A

事業進捗 8(1)⑥
県内在住ベトナム人相
談支援事業

相談件数 単年 年度 - 件 75件 610件 A

事業進捗 8(1)⑥
母語教育支援研修会の
開催

母語教育関係者の参加者数 単年 年度 38人（H26） 人 40人以上 36人 B

事業進捗 8(1)⑥
ひょうごホームステイ受
入事業

ホームステイ受入人数 単年 年度 130人（H27） 人 200人以上 47人 D

事業進捗 8(1)⑥
外国人児童生徒等に対
する教育支援事業

希望市町に対する事業採択 単年 年度 3市町（H27） 市町 4市町 ４市町 A
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事業進捗 8(1)⑥
子ども多文化共生セン
ターの運営

子ども多文化共生ボランティア
の登録人数

単年 年度 300人（H26) 人 420人 421人 A

事業進捗 8(1)⑥
子ども多文化共生サ
ポーター派遣事業

日本語指導が必要な外国人
児童生徒が在籍する公立学
校への子ども多文化共生サ
ポーターの派遣校数（県費負

単年 年度
274校

100%（H27）
校 175校 143校 C

事業進捗 8(1)⑥
日本語指導支援推進校
事業

日本語指導を必要とする外国
人児童生徒が5名以上在籍す
る小中学校に支援員を派遣す
る市町数

単年 年度 - 市町 4市町 3市町 C

事業進捗 8(1)⑥
高等学校特別入学モデ
ル校事業

特別枠での外国人生徒入学
者数

単年 年度 - 人 9人 9人 A

事業進捗 8(2)①
お住まいの市・町の自然環境
は守られていると思う人の割
合

単年 年 45.4%（H27年) % 56.5% 50.5% C

事業進捗 8(2)①
「森林管理100%作戦」の
推進

間伐面積 積上 年度 116,875ha(H26) ha 156,900ha (7月上旬確定）

事業進捗 8(2)①
県民総参加の森づくり
促進事業

森林ボランティアリーダー数 単年 年度 688人(H26) 人 850人 (7月上旬確定）

事業進捗 8(2)①
企業の森づくり推進事
業

協定締結企業数 積上 年度 27社（H26） 社 40社 37社 B

事業進捗 8(2)① 里山林整備の推進 里山林整備面積 積上 年度 22,273ha(H26) ha 26,000ha (7月上旬確定）

事業進捗 8(2)①
シカ捕獲総合対策の実
施

シカ捕獲頭数 単年 年度 45,461頭(H26) 頭 46,000頭 37,234頭 C

事業進捗 8(2)①
イノシシ被害防止対策
の推進

イノシシ捕獲頭数 単年 年度 17,186頭(H26) 頭 20,000頭 20,008頭 A

事業進捗 8(2)①
野生動物侵入防護柵の
設置事業

防護柵設置延長 積上 年度 7,018㎞ km 9,000㎞ 9,309km A

事業進捗 8(2)① 特定外来生物対策事業 アライグマ・ヌートリア捕獲数 単年 年度 6,052頭(H26) 頭 7,000頭 7,176頭 A

事業進捗 8(2)①
有害鳥獣捕獲狩猟者育
成プロジェクト

有害鳥獣捕獲班員(銃)育成人
数

積上 年度 20人(H26) 人 210人 250人 A

事業進捗 8(2)① シカの有効活用 シカの処理頭数 単年 年度 2,317頭(H26) 頭 7,000頭 6,580頭 B

事業進捗 8(2)①
豊かで美しい瀬戸内海
の創生

藻場等の再生創出面積 積上 年度 - ㎡ 13,300㎡ 13,500㎡ A

事業進捗 8(2)①
豊かな瀬戸内海再生調
査事業

イカナゴ漁獲量 単年 年
11千t(H21～H25平

均)
千ｔ 11千t 1.5千t D

事業進捗 8(2)①
ノリ品種の特性把握と
品質向上推進事業

ノリ養殖生産額 単年 年 90億円/年（H25） 億円 120億円 R2.5月頃判明

事業進捗 8(2)②
2020年度に温室効果ガス排出
量(2005年度比)

その他 年度 －(H25年度) % 3.5%減
R3.2月頃
確定予定

事業進捗 8(2)②
温室効果ガス排出抑制
条例施行費

事業所指導件数 単年 年度 10件（H27) 件 15件 12件 C

事業進捗 8(2)②
中小事業所省エネ設備
導入等の促進

省エネ設備導入等支援件数 積上 年度 - 件 10件 13件 A

事業進捗 8(2)② うちエコ診断の推進 「うちエコ診断」実施数 積上 年度 4,284件（H26) 件 8,000件 9,364件 A

事業進捗 8(2)② 低公害車導入補助事業
県内新規登録車(乗用車）にお
けるEV、FCVなど次世代自動
車の割合

単年 年 22.1%（H26) % 30.9%
R1.11月頃
確定予定

事業進捗 8(2)②
地域創生！再エネ発掘
プロジェクト事業

地域主導の再生可能エネル
ギー導入支援件数

積上 年度 5件 件 50件 42件 C

事業進捗 8(2)②
再生可能エネルギー相
談支援センターの運営

コンサルタント派遣件数 単年 年度 89件/年（H26) 件 100件 32件 D

事業進捗 8(2)②
スマートライフの導入促
進

スマートライフ設備導入支援
件数

積上 年度 - 件 1,000件 2,927件 A

政策アウトカム 9(1)④ 路線バスに対する支援 乗合バスの輸送人員 単年 年度
24,069万人/年

（H25）
人 現状以上 23，598万人 B
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事業進捗 9(1)①
住んでいる都市が快適で魅力
的だと思う人の割合

単年 年 53.2%(H27年) % 58.0% 56.0% B

事業進捗 9(1)①
市街地整備事業・土地
区画整理事業等の推進

市街地整備事業新規実施地
区数

積上 年度 0地区（H26） 地区 8地区 12地区 A

事業進捗 9(1)①
三宮駅周辺の再整備の
推進

- - - - - - -

事業進捗 9(1)①
まちなか再生協議会等
の運営支援

まちなか再生計画策定件数 積上 年度 - 件 4件 4件 A

事業進捗 9(1)① 小規模再開発の支援 まちなか再生計画策定件数 積上 年度 - 件 4件 4件 A

事業進捗 9(1)①
商店街シンボル建築物
の再生支援事業

まちなか再生計画策定件数 積上 年度 - 件 4件 4件 A

事業進捗 9(1)①
街角トイレ、ポケット
パーク等の整備支援

まちなか再生計画策定件数 積上 年度 - 件 4件 4件 A

事業進捗 9(1)① 六甲山地域の活性化
六甲・摩耶地区の観光入込客
数

単年 年度 - 人 222万人 8月末判明

事業進捗 9(1)①
公共交通バリアフリー
化促進事業

鉄道駅のバリアフリー化率(1
日の平均乗降客数3千人以上
5千人未満駅)

積上 年度 55.8%（H25） % 87.0% 75.0% C

事業進捗 9(1)①
公共交通バリアフリー
化促進事業

乗合バスに対するノンステップ
バス導入率

積上 年度 56.6%（H25） % 66.0% 63.0% B

事業進捗 9(1)②
郊外型住宅団地の再生に向
けた協議会が設立された団地
数（累計）

積上 年度 ５団地(H26年度) 団地 13団地 10団地 C

事業進捗 9(1)②
郊外型住宅団地再生先
導的支援事業

コーディネーター派遣地区数 積上 年度 - 地区 8地区 3地区 D

事業進捗 9(1)②
サービス付き高齢者向
け住宅の供給促進

サービス付き高齢者向け住宅
登録戸数

積上 年度 9,580戸(H27) 戸 13,800戸 13,981戸 A

事業進捗 9(1)②
サービス付き高齢者向
け住宅の供給促進

特定施設入居者生活介護指
定サ高住の戸数

積上 年度 580戸(H26) 戸 1,771戸 1,896戸 A

事業進捗 9(1)②
オールドニュータウン再
生モデル事業（明舞団
地）

コミュニティ再生活動団体登録
数

積上 年度 0件(H27) 件 12件 12件 A

事業進捗 9(1)③
景観形成重要建造物など地域
資源を活用し生み出された拠
点数

単年 年度
20件(H22～26年

度平均)
件 20件 37件 A

事業進捗 9(1)③ 景観形成支援事業

景観条例により指定された地
区・地域における建築物等の
外観修景に係る支援等を行う
景観形成支援事業の実績件
数

単年 年度 30件（H26) 件 30件 21件 C

事業進捗 9(1)③
古民家再生促進支援事
業
（古民家再生への支援）

古民家再生件数 積上 年度 10件（H26） 件 30件 21件 C

事業進捗 9(1)③ 建築基準法の適用除外
建築基準法の適用から除外す
る歴史的建築物の指定

その他 年度 - - - - -

事業進捗 9(1)③

市街化調整区域におけ
る地区計画のガイドライ
ンの作成による市町の
計画的なまちづくり支援

市街化調整区域における地域
活力向上や産業の活性化に
資する地区計画制度のガイド
ライン作成

その他 年度 - - - - -

事業進捗 9(1)③
既存工場の事業継続支
援に係る開発許可制度
の弾力的運用

開発許可制度の弾力的な運
用

その他 年度 基準なし(H26) - - - -

事業進捗 9(1)④
住んでいる地域の公共交通は
便利だと思う人の割合

単年 年 54.6%(H26年) % 58.9% 54.7% B

事業進捗 9(1)④
コミュニティバスに対す
る支援

自主運行バスの立ち上げ支援
数

積上 年度 14地域（H26) 地域 23地域 24地域 A

事業進捗 9(1)④
米子・鳥取-城崎温泉間
の特別列車の運行

鉄道の輸送人員 単年 年度 12.7億人（H24） 人 現状以上 13.2億人 A

事業進捗 9(1)④
北神急行電鉄安定運行
対策の支援

鉄道の輸送人員 単年 年度 12.7億人（H24） 人 現状以上 13.2億人 A

事業進捗 9(1)④
北神急行電鉄安定運行
対策の支援

北神急行電鉄の利用者数 単年 年度
9,105千人/年

(H26)
人 現状以上 8,954千人 B

事業進捗 9(1)④
鉄道軌道安全輸送設備
の整備推進

鉄道の輸送人員 単年 年度 12.7億人（H24） 人 現状以上 13.2億人 A

35



指標分類
戦略

施策体系
分類

事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 9(1)④
北近畿タンゴ鉄道の基
盤管理への支援

北近畿タンゴ鉄道の利用者数 単年 年度
1,842千人/年

（H26）
人 1,968千人 1,650万人 C

事業進捗 9(1)④
北近畿タンゴ鉄道の基
盤管理への支援

鉄道の輸送人員 単年 年度 12.7億人（H24） 人 現状以上 13.2億人 A

事業進捗 9(1)⑤
都市計画区域マスタープラン
の改正

- - - - - -

事業進捗 9(1)⑤
都市計画区域マスター
プランの改正

- - - - - - -

事業進捗 9(1)⑤ 密集市街地対策の推進
防災再開発促進地区にかかる
指定解除地区数

積上 年度 0地区(H26) 地区 4地区 4地区 A

事業進捗 9(1)⑤

効果の高い地域貢献の
取組を行う事業者に対
する大規模集客施設の
上限床面積の緩和

- - - - - - -

事業進捗 9(2)①
県民一人当たり県立都市公園
の利用回数

単年 年度 2.0回（H25年度） 回 2.09回 2.14回 A

事業進捗 9(2)① その他公園の利用者数 単年 年度
1,188千人（H26年

度）
千人 現状以上 1,117千人 B

事業進捗 9(2)① 観光拠点型公園の整備
地域資源を活かした観光交流
拠点型公園の年間来園者数

単年 年度
606万人

(H22～26平均)
万人 627万人 637万人 A

事業進捗 9(2)①
都市公園における子育
て支援機能の充実

利用者アンケート「満足」の割
合

単年 年度 53%（H25） % 58.0% 88.0% A

事業進捗 9(2)②
インスペクション（建物状況調
査）を活用した中古住宅の流
通件数（累計）

積上 年 - 件 600件 206件 D

事業進捗 9(2)②
インスペクション普及支
援事業

インスペクションの実施に併せ
た既存住宅売買瑕疵保険加
入件数

積上 年度 0件(H26) 件 90件 20件 D

事業進捗 9(2)②

安全・安心リフォームア
ドバイザー派遣（ひょう
ご住まいサポートセン
ター運営事業）

アドバイザー派遣件数 積上 年度 120件（H26） 件 180件 194件 A

事業進捗 9(2)②

住宅改修事業の適正化
に関する条例推進事業
（住宅改修業者登録の
促進）

住宅改修業者登録制度にお
ける登録業者数の維持

その他 年度 392業者(H27) 業者 400業者 634業者 A

事業進捗 9(2)② 空き家活用支援事業 空き家活用件数 積上 年度 32件(H26) 件 256件 180件 C

事業進捗 9(2)②
県営住宅の空き家等の
活用

空き家、集会所等活用件数 積上 年度 1件(H26) 件 7件 11件 A

事業進捗 9(2)② 不動産の有効活用 - - - - - - -

事業進捗 10(1)①

「津波防災インフラ整備計画」
に基づく津波対策の進捗率
・防潮堤等の整備延長[全体
2.3㎞]

単年 年度 13%(H26年度) % 100.0% 73.0% A

事業進捗 10(1)①

「津波防災インフラ整備計画」
に基づく津波対策の進捗率
・防潮水門の整備基数[全体5
基]

単年 年度 20%(H26年度) % 80.0% 60.0% C

事業進捗 10(1)①

「津波防災インフラ整備計画」
に基づく津波対策の進捗率
・防潮堤の沈下対策延長[全
体5.3㎞]

単年 年度 2.0%(H26年度) % 38.0% 60.0% A

事業進捗 10(1)①

「津波防災インフラ整備計画」
に基づく津波対策の進捗率
・防潮水門の耐震対策基数
[全体18基]

単年 年度 0%(H26年度) % 100.0% 100.0% A

事業進捗 10(1)①
「津波防災インフラ整備
計画」に基づく津波対策
の推進

防潮堤等の整備延長 積上 年度 0.3km（H26） km 2.3km 1.9km A

事業進捗 10(1)①
「津波防災インフラ整備
計画」に基づく津波対策
の推進

防潮水門の整備基数 積上 年度 1基（H26） 基 4基 3基 C

事業進捗 10(1)①
「津波防災インフラ整備
計画」に基づく津波対策
の推進

防潮堤の沈下対策延長 積上 年度 0.1km（H26） km 2.0km 2.8km A

事業進捗 10(1)①
「津波防災インフラ整備
計画」に基づく津波対策
の推進

防潮水門の耐震対策基数 積上 年度 0基（H26） 基 18基 18基 A

事業進捗 10(1)①
（仮称）日本海津波防災
インフラ整備計画の策
定

（仮称）日本海津波防災インフ
ラ整備計画の策定

- - 計画策定 計画策定 A
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事業名 指標項目

カウン
ト方法
（積上/
単年）

年度
/
年

目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 10(1)①
ひょうご住まいの耐震
化促進事業

住宅の耐震化率 単年 年度 85.4%（H25） % - -

事業進捗 10(1)① 簡易耐震診断推進事業 住宅の耐震化率 単年 年度 85.4%（H25） % - -

事業進捗 10(1)①
防災ベッド等設置助成
事業

住宅の耐震化率 単年 年度 85.4%（H25） % - -

事業進捗 10(1)①
大規模多数利用建築物
等耐震化助成事業

多数利用建築物の耐震化率 単年 年度 86.6%（H27） % - -

事業進捗 10(1)①
大規模多数利用建築物
等耐震化助成事業

大規模多数利用建築物の耐
震化実施棟数

単年 年度 516棟（H28） 棟 540棟 540棟 A

事業進捗 10(1)①
中規模多数利用建築物
等耐震化助成事業

多数利用建築物の耐震化率 単年 年度 86.6%（H27） % - -

事業進捗 10(1)①
中規模多数利用建築物
等耐震化助成事業

中規模多数利用建築物の耐
震化率

単年 年度 45%（H27） % - -

事業進捗 10(1)①
小規模多数利用建築物
耐震診断助成事業

多数利用建築物の耐震化率 単年 年度 86.6%（H27） % - -

事業進捗 10(1)①
小規模多数利用建築物
耐震診断助成事業

小規模多数利用建築物の耐
震化率

単年 年度 35%（H27） % - -

事業進捗 10(1)①
学校施設の耐震化等の
推進

県立学校の耐震化率 単年 年 87.5%（H24) % 100.0% 100.0% A

事業進捗 10(1)①
学校施設の耐震化等の
推進

私立学校の耐震化率 単年 年度 80.0%(H26) % 90.0%

事業進捗 10(1)①
道路施設の耐震対策の
推進

道路橋の耐震強化実施数（累
計）

年度 0(H26) - 41 50 A

事業進捗 10(1)①
道路施設の耐震対策の
推進

道路法面の防災対策実施数
（累計）

0(H26) - 293 316 A

事業進捗 10(1)① 鉄道駅の耐震化の推進
対象駅における耐震化率
（耐震化対策済駅数）

単年 年度 89%(99駅)(H26) % 100%(111駅) 110駅 B

事業進捗 10(1)①
水道連絡管（三田西
宮、中西条神出）等の
整備

整備水道管路延長(整備率) 積上 年度 260km(90%)(H26) % 267km(92%)) 267km(92%)) A

事業進捗 10(1)①
兵庫県住宅再建共済制
度の普及促進

兵庫県住宅再建共済制度の
加入率

単年 年 9.2%（H26) % 15.0% 9.6% D

事業進捗 10(1)①
日本海沿岸地域津波浸
水シミュレーションの実
施

新たなシミュレーションに基づ
く日本海沿岸における津波ハ
ザードマップの作成

単年 年度 － - 3市町作成 1市町作成 D

事業進捗 10(1)②
砂防えん堤等の着手箇所率
[全体7,992箇所]

単年 年度 3.9%(H26年度) % 7.3% 7.4% A

事業進捗 10(1)②
治山ダムの整備箇所率[全体
2,985箇所]

単年 年度 15.4%(H26年度) % 20.2% 21.6% A

事業進捗 10(1)② 治山事業
治山ダム整備箇所数[全体
2,985か所]

積上 年度 461箇所（H26） 箇所 602箇所 644箇所 A

事業進捗 10(1)② 砂防事業
砂防えん堤等の着手箇所率
[全体7,992箇所]

積上 年度 314箇所(H26) 箇所 580箇所 589箇所 A

事業進捗 10(1)②
土砂災害特別警戒区域
の指定

土砂災害特別警戒区域(R区
域)の基礎調査数

511箇所(H26) 箇所 2,000箇所 2,000箇所 A

事業進捗 10(1)②
土砂災害特別警戒区域
の指定

土砂災害特別警戒区域(R区
域)の指定数

73箇所(H26) 箇所 2,500箇所 2,801箇所 A

事業進捗 10(1)②
ため池整備５箇年計画
等の推進

ため池整備により安全が確保
された地区数(整備率)

積上 年度 1,591箇所(H26) 箇所
1,855箇所

(97%)
1806箇所 B

事業進捗 10(1)② 緊急防災林整備 緊急防災林整備面積(整備率） 積上 年度 17,496ha(H26）
ha
%

21,166ha
(92%)

22,129ha A

事業進捗 10(1)② 里山防災林整備事業
里山防災林造成整備面積(整
備率）

積上 年度 3,393ha（H26） %
4,441ha
(88%)

4,631ha
(73%)

A

事業進捗 10(1)② 都市山防災林整備
都市山防災林整備面積(整備
率）

積上 年度 -
ha
%

80ha
(40%)

87ha A

事業進捗 10(1)② 野生動物共生林整備
野生動物共生林整備面積(整
備率）

積上 年度 2,171ha（H26)
ha
%

3,842ha
(78%)

3,737ha B
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事業進捗 10(1)②
針葉樹林と広葉樹林の
混交整備

針葉樹林と広葉樹林の混交整
備面積(整備率）

積上 年度 1,500ha(H26）
ha
%

2,475ha
(80%)

2,642ha A

事業進捗 10(1)② 住民参画型森林整備
住民参画型森林整備面積(整
備率）

積上 年度 96ha(H26)
ha
%

202ha
(77%)

209ha A

事業進捗 10(1)②
広葉樹林化促進パイ
ロット事業

広葉樹林化促進パイロット事
業による整備面積(整備率）

積上 年度 30ha(H26)
ha
%

117ha
(70%)

71ha D

事業進捗 10(1)②
河川中上流部治水対策
５箇年計画の推進

対策実施箇所 積上 年度 - 箇所 35箇所 35箇所 A

事業進捗 10(1)②
ため池治水活用の拡大
促進

指定箇所数 積上 年度 29箇所(H29) 箇所 90箇所 65箇所 C

事業進捗 10(1)②
河川の再度災害防止対
策

実施（完了）箇所数 積上 年度 0か所（H26） 箇所 2箇所 2箇所 A

事業進捗 10(1)③
災害に強い地域と思う人の割
合

単年 年 6.01/10点(H26年) 点 6.8/10点 6.21/10点 B

事業進捗 10(1)③
地域の防災訓練への参加割
合（最近１年以内）

単年 年度 35.3%(H26年度) % 40%以上 22.5% D

事業進捗 10(1)③
ひょうご防災リーダー講
座

「ひょうご防災リーダー」の養
成数

積上 年度 1,815人（H26） 人 2,690人 2,786人 A

事業進捗 10(1)③
地域版ひょうご防災リー
ダー講座

「ひょうご防災リーダー」の養
成数

積上 年度 1,815人（H26） 人 2,690人 2,786人 A

事業進捗 10(1)③
自主防災組織体制強化
推進事業

自主防災組織が取り組む訓練
など防災活動件数

単年 年度 12,554件(H26) 件 12,000件以上 消防庁集計中

事業進捗 10(1)③
自主防災組織活性化支
援事業（復興基金事業）

自主防災組織が取り組む訓練
など防災活動件数

単年 年度 12,554件(H26) 件 12,000件以上 消防庁集計中

事業進捗 10(1)③ 消防団活性化の支援
消防団員応援事業所の登録
数

積上 年度 -
事業
所

500事業所 399事業所 C

事業進捗 10(1)③ 総合防災訓練の実施 - - - - - -

事業進捗 10(1)③
津波一斉避難訓練の実
施

- - - - - -

事業進捗 10(1)③
防災力強化県民運動の
推進

- - - - - -

事業進捗 10(1)③
災害時要援護者対策の
推進

個別支援計画の策定市町数 積上 年度 22市町（H29） 市町 26市町 24市町 B

事業進捗 10(1)④
家庭で災害に対する自主的な
備えをしている人の割合

単年 年 33.4%(H26年度） % 40%を上回る 37.3% B

事業進捗 10(1)④
「ひょうご安全の日」の
推進

「ひょうご安全の日のつどい」
参加者数

単年 年度 5,100人(H25) 人 5,000人 5,100人 A

事業進捗 10(1)④
ひょうご安全の日推進
事業（助成金）

ひょうご安全の日推進事業助
成件数

単年 年度 192件（H25） 件 200件 221件 A

事業進捗 10(1)④
国際防災研究機関への
支援

国際防災関係機関による
フォーラム等参加者数

単年 年度 7,802人(H26) 人 8,000人 8,104人 A

事業進捗 10(1)④
人と防災未来センター
の運営

人防センター
入館者数

単年 年度 507,714人(H26) 人 500,000人 507,595人 A

事業進捗 10(1)④
人と防災未来センター
の運営

人防センター
災害対策専門研修参加者数

積上 年度 7,080人(H26) 人 9,000人 9,643人 A

事業進捗 10(1)④
人と防災未来センター
展示機能の強化

人防センター
入館者数

単年 年度 507,714人(H26) 人 500,000人 507,595人 A

事業進捗 10(1)④
人と防災未来センター
展示機能の強化

人防センター
災害対策専門研修参加者数

積上 年度 7,080人(H26) 人 9,000人 9,643人 A

事業進捗 10(2)①
社会インフラ修繕・更新完了施
設率
・橋梁[要対策886箇所]

積上 年度 15%(H26年度) % 56.0% 56.0% A

事業進捗 10(2)①

社会インフラ修繕・更新完了施
設率
・トンネル(覆工)[要対策82箇
所]

積上 年度 8%(H26年度) % 64.0% 70.0% A

事業進捗 10(2)①

社会インフラ修繕・更新完了施
設率
・港湾施設(係留施設）[要対策
21箇所]

積上 年度 5%(H26年度) % 57.0% 29.0% D
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事業進捗 10(2)①
ひょうごｲﾝﾌﾗ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
10箇年計画に基づく老
朽化対策の推進

社会インフラ修繕・更新完了施
設数
○橋梁　（要対策886か所）

積上 年度 47箇所（H26） 箇所 181箇所 181箇所 A

事業進捗 10(2)①
ひょうごｲﾝﾌﾗ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
10箇年計画に基づく老
朽化対策の推進

○トンネル(覆工)
　（要対策82か所）

積上 年度 5箇所（H26） 箇所 42箇所 46箇所 A

事業進捗 10(2)①
ひょうごｲﾝﾌﾗ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
10箇年計画に基づく老
朽化対策の推進

○港湾施設(係留施設)
（要対策21か所）

積上 年度 1箇所（H26） 箇所 12箇所 6箇所 D

事業進捗 10(2)②
基幹道路延長に対する供用延
長の割合

積上 年度 77%(H26年度) % 82.0% 82.0% A

事業進捗 10(2)②

山陰近畿自動車道浜坂
道路の整備推進、浜坂
道路Ⅱ期の早期事業化
に向けた取組

山陰近畿自動車道の供用延
長の割合

積上 年度 26%（H26） % 45.0% 45.0% A

事業進捗 10(2)②
北近畿豊岡自動車道日
高豊岡南道路、豊岡道
路の整備促進

北近畿豊岡自動車道の供用
延長の割合

積上 年度 69%（H26） % 82.0% 82.0% A

事業進捗 10(2)②
大阪湾岸道路西伸部
（六甲アイランド北～駒
栄）の整備促進

- - - - - - -

事業進捗 10(2)②
名神湾岸連絡線の早期
事業化に向けた取組

- - - - - - -

事業進捗 10(2)②
播磨臨海地域道路の早
期事業化に向けた取組

- - - - - - -

事業進捗 10(2)②
中国横断自動車道姫路
鳥取線（播磨新宮IC～
山崎JCT）の整備

- - - - - - -

事業進捗 10(2)②
神戸西バイパス（永井
谷JCT～石ヶ谷JCT）の
整備

- - - - - - -

事業進捗 10(2)② 東播磨道の整備 - - - - - - -

事業進捗 10(2)②
ひょうご基幹道路ネット
ワーク整備基本計画の
策定

ひょうご基幹道路ネットワーク
整備基本計画の策定

単年 年度 - -
基本計画策

定
基本計画策定 A

事業進捗 10(2)②
新渋滞交差点解消プロ
グラムの推進

渋滞交差点の解消・緩和箇所
数

積上 年度 3箇所（H26） 箇所 35箇所 35箇所 A

事業進捗 10(2)②
踏切すっきり安心プラン
の推進

問題踏切解消箇所数 積上 年度 14箇所（H26） 箇所 40箇所 41箇所 A

事業進捗 10(2)②
歩行者・自転車分離大
作戦の推進

歩行者・自転車の分離対策 積上 年度 55km(H26) km 200km 200km A

事業進捗 10(2)②
地域の防災道路強靱化
プランの推進

緊急輸送道路の２車線化延長
の割合

積上 年度 10%（H26） % 70.0% 50.0% C

事業進捗 10(2)③ コンテナ貨物取扱量 単年 年
2,655,748TEU(H26

年)
TEU 3,010,000TEU 2,947,760TEU B

事業進捗 10(2)③
内航コンテナ貨物助成
事業

内航コンテナ貨物取扱量 単年 年度 5,375TEU(H26) TEU 10,000TEU 3,644TEU D

事業進捗 10(2)③
内航ﾌｨｰﾀﾞｰ網の充実強
化

- - - - - - -

事業進捗 10(2)③ フェニックス用地の分譲
尼崎西宮芦屋港の分譲開始
面積

積上 年度 11.5ha(H26) ha 17.0ha 17.0ha A

事業進捗 10(2)④ 関西国際空港の旅客数 単年 年度
2,004万人(H26年

度)
万人 現状以上 2941万人 A

事業進捗 10(2)④ 大阪国際空港の旅客数 単年 年度
1,462万人(H26年

度)
万人 現状以上 1630万人 A

事業進捗 10(2)④ 神戸空港の旅客数 単年 年度 244万人(H26年度) 万人 現状以上 319万人 A

事業進捗 10(2)④
関西全体の航空需要拡
大について考えるセミ
ナー・フォーラムの開催

- - - - - - -

事業進捗 10(2)④

（関西国際空港)国内外
のエアラインへの就航
誘致活動、関空へのア
クセス改善支援等

- - - - - - -
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目標設定の起点 単位 H30(目標) H30(実績)
H30KPI

達成状況

事業進捗 10(2)④

（大阪国際空港)就航先
都市での利用促進活
動、バスラッピングによ
る空港直行バスPR等

- - - - - - -

事業進捗 10(2)④

（神戸空港)就航先都市
での利用促進活動、空
港での空の日イベント
開催等

- - - - - - -

事業進捗 10(2)④
但馬空港推進協議会と
連携した但馬－羽田間
の乗継ぎ利用促進活動

但馬空港の旅客数 単年 年度 2.9万人（H26） 万人 3.7万人 4.2万人 A

事業進捗 10(2)④
但馬発東京方面及び羽
田発但馬方面の旅行商
品の企画及びPR

但馬空港の旅客数 単年 年度 2.9万人（H26） 万人 3.7万人 4.2万人 A

事業進捗 10(2)④

日本全国乗継ぎキャン
ペーン(主催：航空乗継
利用促進協議会)の実
施

但馬空港の旅客数 単年 年度 2.9万人（H26） 万人 3.7万人 4.2万人 A

事業進捗 10(2)④ 但馬路線の機材更新 但馬空港の旅客数 単年 年度 2.9万人（H26） 万人 3.7万人 4.2万人 A
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