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企業立地件数（件）【累計】 進捗割合型Ⅰ 23.7%

企業集積等による雇用機会の創出数（人）
［累計］ 進捗割合型Ⅰ 34.6%

産学官連携数（件） 進捗割合型Ⅰ 48.1%

知的財産の支援（知的財産関連成約）件数
（件）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 40.0%

製造品出荷額等（食料品製造業を除く）（億
円） 進捗割合型Ⅰ -116.1%

県が海外進出や販路開拓支援を実施した企業
数（者）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 23.4%

観光客入込数（万人） 進捗割合型Ⅰ -1,397.5%

外国人延べ宿泊者数（万人泊） 現状維持型Ⅰ 24.4%

観光消費額（億円） 進捗割合型Ⅰ -13,554.5%

宿泊観光客数（万人泊） 進捗割合型Ⅰ -3,654.5%

サービス業の付加価値額（億円） 進捗割合型Ⅰ 38.8%

農業産出額（億円） 進捗割合型Ⅰ -20.9%

園芸産出額（億円） 進捗割合型Ⅰ 4.5%

漁業産出額（億円） 現状維持型Ⅰ 91.0%

水産加工品出荷額（億円） 進捗割合型Ⅰ -6.1%

林業産出額（億円） 進捗割合型Ⅰ 1.9%

木材・木製品出荷額（億円） 進捗割合型Ⅰ -1.8%

製造品出荷額等（食料品製造業）（億円） 進捗割合型Ⅰ 0.9%

付加価値額（食料品製造業）（億円） 進捗割合型Ⅰ -31.0%

国際水準GAP導入・認証総数（農業）（件数）
［累計］ 進捗割合型Ⅰ 1.2%

就業率（%） 進捗割合型Ⅰ -5.3%

高校生の県内製造業就職率（%） 進捗割合型Ⅰ 87.5%

第一次産業における新規就業者数（農業）
（人） 進捗割合型Ⅰ 800.0%

第一次産業における新規就業者数（水産業 ）
（人） 進捗割合型Ⅰ -50.0%

第一次産業における新規就業者数（林業）
（人） 進捗割合型Ⅰ -15.0%

所定外労働時間数（時間） 進捗割合型Ⅱ 46.7%

年次有給休暇の取得日数（日） 進捗割合型Ⅰ 68.8%

キャリアアップに向けた人材育成等を目的と
したプログラム推進件数（件） 進捗割合型Ⅰ -33.3%

開業率（%） 進捗割合型Ⅰ 8.3%

認定農業者数（経営体） 進捗割合型Ⅰ -1,204.8%

スマートインターチェンジ等の設置数（箇
所）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 0.0%

仙台塩釜港（仙台港区）におけるコンテナ貨
物の取扱量（実入）（万TEU） 現状維持型Ⅰ 92.9%

仙台塩釜港（仙台港区）の取扱貨物量（コン
テナ貨物を除く）（万トン） 現状維持型Ⅰ 88.6%

仙台空港乗降客数（万人） 現状維持型Ⅰ 44.4%

仙台空港国際線乗降客数（万人） 現状維持型Ⅰ 0.0%

東北６県及び新潟県の延べ宿泊者数（万人
泊） 現状維持型Ⅰ 73.7%

○目標指標は，新・宮城の将来ビジョン実施計画において設定され，計画期間ごとに目標値が定められている。
○令和４年度の評価における達成度(達成率)は，初期値から実施計画前期の最終年度（令和６年度）で定める目標値までの進捗割合を示している。
　
○指標の種類は，進捗割合型Ⅰ（初期値＜目標値で，実績値が高い程好ましい指標），進捗割合型Ⅱ（初期値＞目標値で，実績値が低い程好ましい指標），現
状維持型Ⅰ（初期値＝目標値又は，初期値＞目標値で，実績値が高い程好ましい指標），現状維持型Ⅱ（初期値＝目標値で，実績値が低い程好ましい指標）に
分類した。

○達成率の計算式は，進捗割合型Ⅰ（(実績値－初期値)/(目標値ー初期値)），進捗割合型Ⅱ（(初期値－実績値)/(初期値－目標値)），現状維持型Ⅰ（１＋
(実績値－目標値)/目標値），現状維持型Ⅱ（１－(実績値－目標値)/目標値）とした。

2
産業人材の育成と産業基盤の
活用によって持続的な成長の
基礎をつくる

概ね順調

4
時代と地域が求める産業人材
の育成と活躍できる環境の整
備

概ね順調

5
時代に対応した宮城・東北の
価値を高める産業基盤の整
備・活用

概ね順調

1
全産業で，先進的取組と連携
によって新しい価値をつくる

概ね順調

1

産学官連携によるものづくり
産業等の発展と研究開発拠点
等の集積による新技術・新産
業の創出

概ね順調

2
宮城が誇る地域資源を活用し
た観光産業と地域を支える商
業・サービス業の振興

概ね順調

3
地域の底力となる農林水産業
の国内外への展開

概ね順調

施策評価
「施策の成果」

【参　　考】

目標指標名

達成度(達成率)
※初期値から目
標値（令和６年
度）までの進捗
割合

政策推進の基本方向１　富県宮城を支える県内産業の持続的な成長促進

目標指標の種類

　政策評価・施策評価　評価状況一覧表

１．新・宮城の将来ビジョン及び実施計画の体系における政策評価・施策評価　評価状況一覧表【基本票（評価原案）】

政
策
番
号

政策名
政策評価

「政策の成果」

施
策
番
号

施策名
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施策評価
「施策の成果」

【参　　考】

目標指標名

達成度(達成率)
※初期値から目
標値（令和６年
度）までの進捗
割合

目標指標の種類

１．新・宮城の将来ビジョン及び実施計画の体系における政策評価・施策評価　評価状況一覧表【基本票（評価原案）】

政
策
番
号

政策名
政策評価

「政策の成果」

施
策
番
号

施策名

みやぎ結婚支援センター登録者数（人） 進捗割合型Ⅰ 173.3%

育児休業取得率（男性）（%） 進捗割合型Ⅰ 120.0%

育児休業取得率（女性）（%） 進捗割合型Ⅰ 88.1%

「みやぎっこ応援の店」登録店舗数（店）
［累計］ 進捗割合型Ⅰ 23.8%

認定こども園の設置数（箇所） 進捗割合型Ⅰ 38.4%

保育所等利用待機児童数（人） 進捗割合型Ⅱ 34.7%

県内における子ども食堂の数（箇所）［累
計］ 進捗割合型Ⅰ 30.0%

里親委託率（%） 進捗割合型Ⅰ 19.5%

朝食を毎日食べる児童の割合（小学6年生）
（%） 進捗割合型Ⅰ -240.0%

市町村における子育てサポーター及び子育て
サポーターリーダーの活動者数（人） 現状維持型Ⅰ 136.7%

「家庭教育支援チーム」の活動件数（件） 進捗割合型Ⅰ 595.5%

地域学校協働本部がカバーする学校の割合
（公立小・中学校）（仙台市を除く）（%） 進捗割合型Ⅰ 61.1%

保幼小接続のための「スタートカリキュラム」を作成
している市町村立小学校の割合（仙台市を除く）
（%）

進捗割合型Ⅰ 9.9%

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児
童生徒の割合（小学5年生）（%） 進捗割合型Ⅰ -164.3%

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児
童生徒の割合（中学１年生）（%） 進捗割合型Ⅰ -100.0%

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答
えた児童生徒の割合（小学6年生）（%） 現状維持型Ⅰ 100.6%

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答
えた児童生徒の割合（中学3年生）（%） 進捗割合型Ⅰ 650.0%

インターンシップやアカデミックインターンシップ
等に取り組んでいる県立高等学校の割合（%） 進捗割合型Ⅰ -461.6%

新規高卒者の就職決定率の全国平均値とのか
い離（ポイント） 現状維持型Ⅰ 130.0%

児童生徒の家庭等での学習時間（小学6年生：
30分以上の児童の割合）（%） 進捗割合型Ⅰ -487.5%

児童生徒の家庭等での学習時間（中学3年生：
1時間以上の生徒の割合）（%） 進捗割合型Ⅰ 112.1%

児童生徒の家庭等での学習時間（高校2年生：
2時間以上の生徒の割合）（%） 進捗割合型Ⅰ 687.5%

「話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広
げたりすることができていると思う」と答えた児童生
徒の割合（小学6年生）（%）

進捗割合型Ⅰ 142.1%

「話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広
げたりすることができていると思う」と答えた児童生
徒の割合（中学3年生）（%）

進捗割合型Ⅰ 113.2%

全国平均正答率とのかい離（小学6年生）（ポ
イント） 進捗割合型Ⅰ -16.7%

全国平均正答率とのかい離（中学3年生）（ポ
イント） 進捗割合型Ⅰ 0.0%

大学等への現役進学達成率の全国平均値との
かい離（ポイント） 進捗割合型Ⅰ 53.8%

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の
全国平均値とのかい離（小学5年生）（男）（ポイン
ト）

進捗割合型Ⅰ -2.2%

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の
全国平均値とのかい離（小学5年生）（女）（ポイン
ト）

進捗割合型Ⅰ -25.6%

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の
全国平均値とのかい離（中学2年生）（男）（ポイン
ト）

進捗割合型Ⅰ 750.0%

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の
全国平均値とのかい離（中学2年生）（女）（ポイン
ト）

進捗割合型Ⅰ -2.7%

保護者等に対して学校公開を実施している学
校（小・中）の割合（小学校）（%） 進捗割合型Ⅰ -116.1%

保護者等に対して学校公開を実施している学
校（小・中）の割合（中学校）（%） 進捗割合型Ⅰ -91.2%

学校関係者評価を広く公表している県立高等
学校の割合（%） 進捗割合型Ⅰ -128.2%

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校の児
童生徒と交流及び共同学習した割合（%） 進捗割合型Ⅰ 67.1%

「学校は楽しいと思う」と答えた児童生徒の
割合（小学5年生）（%） 進捗割合型Ⅰ 56.0%

「学校は楽しいと思う」と答えた児童生徒の
割合（中学1年生）（%） 進捗割合型Ⅰ 311.5%

不登校児童生徒のうち学習支援を受けている
児童生徒の割合（小学生）（%） 進捗割合型Ⅰ 63.5%

不登校児童生徒のうち学習支援を受けている
児童生徒の割合（中学生）（%） 進捗割合型Ⅰ 89.2%

授業中にＩＣＴを活用して指導することがで
きる教員の割合（%） 進捗割合型Ⅰ 11.7%

○目標指標は，新・宮城の将来ビジョン実施計画において設定され，計画期間ごとに目標値が定められている。
○令和４年度の評価における達成度(達成率)は，初期値から実施計画前期の最終年度（令和６年度）で定める目標値までの進捗割合を示している。
　
○指標の種類は，進捗割合型Ⅰ（初期値＜目標値で，実績値が高い程好ましい指標），進捗割合型Ⅱ（初期値＞目標値で，実績値が低い程好ましい指標），現
状維持型Ⅰ（初期値＝目標値又は，初期値＞目標値で，実績値が高い程好ましい指標），現状維持型Ⅱ（初期値＝目標値で，実績値が低い程好ましい指標）に
分類した。

○達成率の計算式は，進捗割合型Ⅰ（(実績値－初期値)/(目標値ー初期値)），進捗割合型Ⅱ（(初期値－実績値)/(初期値－目標値)），現状維持型Ⅰ（１＋
(実績値－目標値)/目標値），現状維持型Ⅱ（１－(実績値－目標値)/目標値）とした。

4
社会を生き，未来を切りひら
く力をはぐくむ教育環境をつ
くる

やや
遅れている

8
多様で変化する社会に適応
し，活躍できる力の育成

やや
遅れている

9
安心して学び続けることがで
きる教育体制の整備

やや
遅れている

概ね順調

3
子ども・子育てを社会全体で
切れ目なく応援する環境をつ
くる

やや
遅れている

6
結婚・出産・子育てを応援す
る環境の整備

やや
遅れている

政策推進の基本方向２　社会全体で支える宮城の子ども・子育て

7
家庭・地域・学校の連携・協
働による子どもを支える体制
の構築
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施策評価
「施策の成果」

【参　　考】

目標指標名

達成度(達成率)
※初期値から目
標値（令和６年
度）までの進捗
割合

目標指標の種類

１．新・宮城の将来ビジョン及び実施計画の体系における政策評価・施策評価　評価状況一覧表【基本票（評価原案）】

政
策
番
号

政策名
政策評価

「政策の成果」

施
策
番
号

施策名

雇用支援拠点における支援者の就職件数
（人）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 13.4%

高年齢者雇用率（%） 進捗割合型Ⅰ 0.0%

障害者雇用率（%） 進捗割合型Ⅰ 52.6%

女性のチカラを活かすゴールド認証企業数
（社） 進捗割合型Ⅰ 16.7%

地方創生推進交付金の活用事業数(市町村分)
（事業）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 24.0%

「みやぎ移住サポートセンター」を通じたUIJ
ターン移住者数（人）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 45.9%

都市と農村の交流活動事業に参加した人数
（関係人口）（人） 進捗割合型Ⅰ -319.2%

多言語による生活情報の提供実施市町村数
（市町村）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 25.0%

外国人雇用者数（技能実習生を除く）（人） 進捗割合型Ⅰ 6.4%

みやぎ県民文化創造の祭典参加者の意識の変化（文化
芸術が身近な所で様々な分野に活用され地域の活性化
に役立っていると思う人の割合）（%）

進捗割合型Ⅰ 176.9%

みやぎ県民文化創造の祭典参加者の意識の変化（不安
を抱える方々の心のケアのために文化芸術の果たす役
割が大切だと思う人の割合）（%）

進捗割合型Ⅰ 194.1%

総合型地域スポーツクラブの市町村における
育成率（%） 進捗割合型Ⅰ 0.0%

生涯学習プラットフォーム閲覧数（セッショ
ン数）（件） 進捗割合型Ⅰ 11.4%

市町村社会教育講座の参加者数（人口千人当
たり）（人） 進捗割合型Ⅰ -3,875.0%

メタボリックシンドローム該当者及び予備群
の割合（%） 進捗割合型Ⅱ -33.3%

12歳児のむし歯のない人の割合（%） 進捗割合型Ⅰ 76.0%

自殺死亡率（人口10万対） 進捗割合型Ⅱ 4.5%

県の施策による自治体病院等（県立病院を除
く）への医師配置数（人） 進捗割合型Ⅰ 13.8%

新規看護職員充足率（%） 進捗割合型Ⅰ 0.0%

特別養護老人ホーム入所定員数（人）［累
計］ 進捗割合型Ⅰ 2.4%

チームオレンジの立ち上げ市町村数（か所）
［累計］ 進捗割合型Ⅰ 3.8%

介護職員数（人）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 2.6%

低床バス導入率（%） 進捗割合型Ⅰ 8.9%

グループホーム利用者数（人） 進捗割合型Ⅰ 35.2%

入院中の精神障害者の地域生活への移行（入
院後３ヶ月時点の退院率）（%） 進捗割合型Ⅰ -7.0%

入院中の精神障害者の地域生活への移行（精神病床
における入院後1年時点の退院率）（%） 進捗割合型Ⅰ 20.0%

入院中の精神障害者の地域生活への移行（入
院期間1年以上の長期在院者数）（人） 進捗割合型Ⅱ 55.5%

就労継続支援Ｂ型事業所等における工賃の平
均月額（円） 進捗割合型Ⅰ -3.1%

１人当たり年間公共交通機関利用回数（回） 現状維持型Ⅰ 114.2%

商店街の活性化状況（営業継続率）（%） 現状維持型Ⅰ 104.2%

刑法犯認知件数（件） 現状維持型Ⅱ 107.8%

交通事故死者数（人） 現状維持型Ⅱ 104.5%

○目標指標は，新・宮城の将来ビジョン実施計画において設定され，計画期間ごとに目標値が定められている。
○令和４年度の評価における達成度(達成率)は，初期値から実施計画前期の最終年度（令和６年度）で定める目標値までの進捗割合を示している。
　
○指標の種類は，進捗割合型Ⅰ（初期値＜目標値で，実績値が高い程好ましい指標），進捗割合型Ⅱ（初期値＞目標値で，実績値が低い程好ましい指標），現
状維持型Ⅰ（初期値＝目標値又は，初期値＞目標値で，実績値が高い程好ましい指標），現状維持型Ⅱ（初期値＝目標値で，実績値が低い程好ましい指標）に
分類した。

○達成率の計算式は，進捗割合型Ⅰ（(実績値－初期値)/(目標値ー初期値)），進捗割合型Ⅱ（(初期値－実績値)/(初期値－目標値)），現状維持型Ⅰ（１＋
(実績値－目標値)/目標値），現状維持型Ⅱ（１－(実績値－目標値)/目標値）とした。

6
健康で，安全安心に暮らせる
地域をつくる

概ね順調

12
生涯を通じた健康づくりと持
続可能な医療・介護サービス
の提供

概ね順調

14
暮らし続けられる安全安心な
地域の形成

概ね順調

13
障害の有無に関わらず安心し
て暮らせる社会の実現

概ね順調

11
文化芸術・スポーツ活動と生
涯学習の振興

やや
遅れている

政策推進の基本方向３　誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり

5
一人ひとりがいきいきと豊か
に生活できる環境をつくる

概ね順調

10
就労や地域活動を通じた多様
な主体の社会参画の促進

概ね順調

8



施策評価
「施策の成果」

【参　　考】

目標指標名

達成度(達成率)
※初期値から目
標値（令和６年
度）までの進捗
割合

目標指標の種類

１．新・宮城の将来ビジョン及び実施計画の体系における政策評価・施策評価　評価状況一覧表【基本票（評価原案）】

政
策
番
号

政策名
政策評価

「政策の成果」

施
策
番
号

施策名

環境に配慮されたマークのある商品を選ぶこ
とを意識する人の割合（%） 進捗割合型Ⅰ -112.3%

森林整備面積（ha/年） 進捗割合型Ⅰ -0.5%

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換算）
（ＴＪ） 進捗割合型Ⅰ 36.8%

一般廃棄物リサイクル率（%） 進捗割合型Ⅰ 59.1%

産業廃棄物リサイクル率（%） 現状維持型Ⅰ 98.6%

県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量（g/
人･日） 進捗割合型Ⅱ 13.9%

産業廃棄物排出量（千ｔ） 進捗割合型Ⅱ 148.4%

豊かな生態系（植生自然度と河川生物生息状
況）（点） 進捗割合型Ⅰ -33.3%

森林認証取得面積（ha）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 0.1%

野生鳥獣の捕獲数（イノシシ）（頭） 進捗割合型Ⅰ 48.6%

野生鳥獣の捕獲数（ニホンジカ）（頭） 進捗割合型Ⅰ 240.4%

農村環境保全等の協働活動に参加した人数
（人）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 34.7%

日本型直接支払制度取組面積（ha） 現状維持型Ⅰ 101.7%

みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動参
加者数（人） 進捗割合型Ⅰ 35.6%

景観行政に主体的に取り組んでいる市町村数
（市町村）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 0.0%

女性防災リーダー養成者数（宮城県防災指導
員（登録辞退者等を除く）（人）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 59.5%

自主防災組織の組織率（%） 進捗割合型Ⅰ 0.0%

地域住民と連携した避難訓練を実施している
学校の割合（%） 進捗割合型Ⅰ -26.1%

緊急輸送道路の橋梁耐震化率（%）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 42.9%

河川整備率（%） 進捗割合型Ⅰ 30.8%

土砂災害警戒区域等におけるハード対策実施
箇所数（箇所）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 33.3%

土砂災害警戒区域等におけるソフト対策実施
箇所数（箇所）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 1.7%

橋梁の長寿命化対策率（%）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 26.8%

港湾施設の長寿命化対策率（%）［累計］ 進捗割合型Ⅰ 0.0%

アドプトプログラム認定団体数（団体）［累
計］ 進捗割合型Ⅰ 104.7%

○目標指標は，新・宮城の将来ビジョン実施計画において設定され，計画期間ごとに目標値が定められている。
○令和４年度の評価における達成度(達成率)は，初期値から実施計画前期の最終年度（令和６年度）で定める目標値までの進捗割合を示している。
　
○指標の種類は，進捗割合型Ⅰ（初期値＜目標値で，実績値が高い程好ましい指標），進捗割合型Ⅱ（初期値＞目標値で，実績値が低い程好ましい指標），現
状維持型Ⅰ（初期値＝目標値又は，初期値＞目標値で，実績値が高い程好ましい指標），現状維持型Ⅱ（初期値＝目標値で，実績値が低い程好ましい指標）に
分類した。

○達成率の計算式は，進捗割合型Ⅰ（(実績値－初期値)/(目標値ー初期値)），進捗割合型Ⅱ（(初期値－実績値)/(初期値－目標値)），現状維持型Ⅰ（１＋
(実績値－目標値)/目標値），現状維持型Ⅱ（１－(実績値－目標値)/目標値）とした。

18
生活を支える社会資本の整
備，維持・管理体制の充実

概ね順調

8
世代を超えて安全で信頼のあ
る強くしなやかな県土をつく
る

概ね順調

17
大規模化・多様化する災害へ
の対策の強化

概ね順調

16
豊かな自然と共生・調和する
社会の構築

概ね順調

政策推進の基本方向４　強靱で自然と調和した県土づくり

7
自然と人間が共存共栄する社
会をつくる

概ね順調

15
環境負荷の少ない地域経済シ
ステム・生活スタイルの確立

概ね順調
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