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２．今後の予定 

 H25.4  春の政策協議（二役との協議 

             成果レポート案、組織マネジメントシート案） 

 H25.5  政策会議（成果レポート（案）決定） 

    ≪ 成果レポート（案）県議会提示 ≫ 

 H25.7  成果レポート正本公表 

 

■添付資料 

 ・【別添】平成 25 年版成果レポート（できあがりイメージ） 





平成 25 年版「成果レポート」構成（案） 

 

■ 知事あいさつ 
 
 

■ 公表にあたって 

・成果レポートとは ・平成 25 年度版「成果レポート」の特徴 
 
 

■第１章 

 平成 24 年度の県政運営と平成 25 年度の経営方針 

 （検討中） 
 
 
 
 

■第２章 

（１）施策の取組 

①政策体系一覧 ②数値目標達成状況一覧 ③改善・注力一口コメント一覧 

④施策評価表（５６） 

・めざす姿 ・27 年度末での到達目標 ・進展度（Ａ～Ｄ） ・数値目標 

・予算額等、概算人件費等 ・24 年度の取組概要 ・24 年度の成果と課題  

・25 年度の改善のポイントと取組方向 ・特に注力するポイント 

 

■第３章 

（１）選択・集中プログラムの取組 

①選択・集中プログラム一覧 ②数値目標達成状況一覧 ③改善・注力一口コメント 

③選択・集中プログラム評価表（１６） 

・プロジェクト（プログラム）の目標 ・進展度（Ａ～Ｄ） ・数値目標 ・予算額等 

・24 年度の取組概要 ・24 年度の成果と残された課題 ・協創推進会議における意見 

・25 年度の改善のポイントと取組方向  

 

■第４章 

（１）行政運営の取組 

①行政運営の取組一覧 ②数値目標達成状況一覧 ③改善・注力一口コメント一覧 

③行政運営の取組評価表（８） 

・めざす姿 ・27 年度末での到達目標 ・進展度（Ａ～Ｄ） ・数値目標 

・予算額等、概算人件費等 ・24 年度の取組概要 ・24 年度の成果と課題  

・25 年度の改善のポイントと取組方向 ・特に注力するポイント 

 

■（参考）用語説明 



２４年度
目標値

２４年度
実績値

目標
達成
状況

進展度
県民 人
あたりコス
ト（円）

県民指標 率先して防災活動に参加する県民の割合 43.0% ○○．○% 1.00

新地震対策行動計画（仮称）の進捗率 1.00

県・市町・防災関係機関等が連携して実施する防災訓練の回数 ６回 ○回 1.00

自主防災組織の実践的な訓練実施率 29.0% ○○.○% 1.00

県防災情報メール配信サービスの登録者数 40,000人○○,○○○人 1.00

災害拠点病院等の耐震化率 71.4% ○○．○% 1.00

耐震基準を満たした住宅の割合 84.5% ○○.○% 1.00

緊急輸送道路に指定されている県管理道路の改良率 91.2% ○○.○% 1.00

消防設備等の充足率 83.3% ○○.○% 1.00

高圧ガス等施設における事故発生防止率 100.0% ○○○% 1.00

県民指標 自然災害への対策が講じられている人家数 234,300戸

河川整備延長 463.6km

土砂災害保全戸数 17,940戸

海岸整備延長 285.3km

山地災害保全集落数 1,521集落

県民指標 食品検査における適合率 100%

自主衛生管理（ＨＡＣＣＰ手法）導入取組施設数 157施設

高病原性鳥インフルエンザ等家畜伝染病のまん延防止率 100%

県民指標 感染症の集団発生事例数 ０件

感染症情報システムを活用している施設の割合 100.0%

感染症情報化コーディネーター数（累計） 130人

ＨＩＶ抗体検査件数 1,025件

県民指標 人口10万人あたりの病院勤務医師数
120.0人
（23年度）

県内の病院で後期臨床研修を受ける医師数 180人

県内看護師養成施設卒業者の県内就業者数 644人

救急医療情報システムに参加する時間外診療可能医療機関数 593機関

医療相談件数 761件

県立病院患者満足度 80.0%

市町が運営する国民健康保険の財政健全化率
37.9％

（23年度）

県民指標
75歳未満の人口10万人あたりのがんによる死亡者数（年齢調整
後）

74.5人
（23年）

がん検診受診率（乳がん、子宮頸がん、大腸がん）

乳がん
25.1％

子宮頸がん
29.2％

大腸がん
24.2％

（23年度）

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了者数 681人

県民指標 健康寿命
男77.4歳
女80.7歳
（23年）

8020運動推進員数 249人

自殺対策に係るネットワーク組織を設置している地域数 ７地域

特定健康診査受診率
43.2%

（23年度）

県民指標 刑法犯認知件数 21,900件以下

街頭犯罪等の認知件数 3,200件以下

凶悪犯の検挙率 80.0%

主な侵入犯罪の検挙人員 210人

暴力団検挙人員 280人

犯罪被害者等支援の理解者数 3,500人

交番・駐在所施設の充実度 40.0%

県民指標 交通事故死者数 90人以下

交通事故死傷者数 13,300人以下

信号機の整備箇所数（累計） 3,160か所

シートベルトの着用率 96.5%

県民指標 消費生活情報を県民が利用している件数 54,500件

消費生活講座が役に立つと回答した受講者の割合 97.6%

消費生活相談の解決につながる助言を行った割合 97.3%

県民指標 薬物乱用防止講習会の参加者数（累計） 245,200人

薬物乱用防止事業の協力者数 2,981人

医薬品等の検査件数に対する不適合医薬品等の割合 ０％

生活衛生営業施設における健康被害発生件数 ０件

犬・猫の引取り数 3,351頭

平成２４年度 施策数値目標達成状況一覧

○○○○

活動指標

121
医師確保と医療体制
の整備

活動指標

112
治山・治水・海岸保全
の推進

活動指標

114
感染症の予防と体制の
整備

113 食の安全・安心の確保
活動指標

施 策
目標項目

111 防災・減災対策の推進
活動指標

数値目標

Ａ

122 がん対策の推進
活動指標

131 犯罪に強いまちづくり
活動指標

132 交通安全のまちづくり
活動指標

123
こころと身体の健康対
策の推進

活動指標

133
消費生活の安全の確
保

活動指標

134
薬物乱用防止等と医
薬品の安全確保

活動指標



施 策 名

改善・注力一口コメント

１１１ 防災・減災対策の推進

１１２ 治山・治水・海岸保全の推進

１１３ 食の安全・安心の確保

１１４ 感染症の予防と体制の整備

１２１ 医師確保と医療体制の整備

１２２ がん対策の推進

１２３ こころと身体の健康対策の推進

１３１ 犯罪に強いまちづくり

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

主担当部局 警察本部

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

主担当部局 健康福祉部

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

主担当部局 健康福祉部

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

主担当部局 防災対策部

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

主担当部局 県土整備部

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

主担当部局 健康福祉部

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

主担当部局 健康福祉部

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

主担当部局 健康福祉部



























三重県から日本を元気に！！ 

 

「 福実幸福実感感日本一の三重」の 現実現をめをめざします！    

 

 三重県では、平成 24 年度からのおおむね 10 年先を

見据え、新しい三重づくりに必要な考えや目標を掲げた

「「みえみえ 民民県民力県民力ビビビジョンビジョン」」を策定しました。 

自分にできることを私たち一人ひとりが実践すれば、

それが新しい三重をつくる力になります。 

 そのために必要なこととして「 えみえ 民県民力ビ ョビジョン」

では、私たち一人ひとりが「「「「 ククアクティブアクティブ・・ ズズシチズンシチズン」」」」と

して、さまざまな主体と「「 創協創」することを提案してい

ます。 

 

「みえ県民力ビジョン」の詳細は、県ホームページをご覧ください。 

http://www.pref.mie.lg.jp/VISION/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 225 年版成果レポーレポート    

～成果の検証と改善に向けた取組～ 

平成 25 年 月 

三  重  県 

 

 

〒514 8570 津市広明町 13 番地 

TEL：059 224 2119 

FAX：059 224 2125 

 

 

「アクティブ・シチズン」って何？ 

アクティブ・シチズンとは「自

ら行動する県民」をあらわす言葉

です。 

「協創」って何？ 

いろいろな立場の人が力を合

わせて新しいものを生み出すこ

とをあらわす言葉です。 



 

 

 

 

 

 

 

 


