
平成30年度・令和元年度

「岩手県国土強靱化地域計画」に係る目標値等の見直しの概要
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資料１-１

令和元年度は、KPI（重要業績評価指標）について、いわて県民計画（2019～2028）第１
期アクションプランとの整合性を図るための「目標値の見直し」を実施。

平成30年度は、「岩手県国土強靱化地域計画」の中間年（計画期間：平成28～32年度）
であることを踏まえ、「目標値の見直し」及び「KPI（重要業績評価指標）の追加」の２点につ
いて見直しを実施。
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【平成30年度】
計26指標（うち重要業績評価指標に係るKPI：20指標）の修正を実施。
① いわて県民計画第３期アクションプランにおいて目標値の上方修正を行った目標指標

【計１指標（うちKPI（重要業績評価指標）：１指標）】

② 設定している目標値を達成、または、取組の進捗に伴い、上方修正が可能な目標指標
【計１１指標（うちKPI（重要業績評価指標） ： ８指標）】

③ 目標値の設定年度をR2年度に更新可能な目標指標
【計７指標（うちKPI（重要業績評価指標） ： ５指標）】

④ その他の理由により、修正等を行う必要がある目標指標
【計７指標（うちKPI（重要業績評価指標） ：６指標）】

目標値の見直しについて

【令和元年度】
計21指標（うち重要業績評価指標に係るKPI：19指標）の修正を実施。
① いわて県民計画（2019～2028）第１期アクションプランと整合性を図った目標指標

【上方修正：計10指標（うちKPI（重要業績評価指標）：10指標）】
【下方修正：計２指標（うちKPI（重要業績評価指標）： ２指標）】
【そ の 他：計２指標（うちKPI（重要業績評価指標）： １指標）】

② 目標値が未達のためR1年度まで目標指標を延長するもの
【計７指標（うちKPI（重要業績評価指標） ： ６指標）】



重点施策分野 指標名 H30見直し内容 R1見直し内容

１）行政機能・情報通
信分野（５指標）

避難勧告等発令基準を策定
した市町村（洪水予報河川及
び水位周知河川に係る洪水
災害）

○H32(R2)年度の目標値を新たに設定

▶R2：26（市町村）

○R1・R2年度の目標値を上方修正
▶R1：25 → 27（市町村）
▶R2：26 → 28（市町村）

消防本部、消防署等庁舎の
耐震化率

○H30～H32(R2)年度の目標値を新た
に設定
▶H30：91.0（％）
▶R1 ：91.2（％）
▶R2 ：96.7（％）

私立学校の耐震化率 ○H30～H32(R2)年度の目標値を上方
修正
▶H30：78.5 → 89.1（％）
▶R1： 80.0 → 89.8（％）
▶R2： 81.0 → 90.5（％）

○母数の増加に伴う目標値の精査

▶R1：89.8 → 88.4（％）
▶R2：90.5 → 89.7（％）

携帯電話エリア外人口 ○R2年度の目標値を下方修正
▶R2：2,996 → 3,071（人）

県地域防災サポーターの地
域への派遣回数

○H30～H32(R2)年度の目標値を上方
修正
▶H30：50 → 130（回）
▶H31：60 → 140（回）
▶H32：70 → 150（回）

目標値の見直し状況①
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重点施策分野 指標名 H30見直し内容 R1見直し内容

２）住宅・都市分野
（６指標）

県営住宅の長寿命化型改
善及び建替戸数

○母数の減少に伴う目標値の精査
▶R1：+64 → +40（増加数）
▶R2：+64 → +24（増加数）

基幹管路の耐震適合率 ○H29～H32(R2)年度の目標値を上方修正
▶H29：48.1 → 50.0（％）
▶H30：48.7 → 51.8（％）
▶R1 ：49.4 → 53.2（％）
▶R2 ：50.0 → 55.7（％）

○H30～R2年度の目標値を上方修正

▶H30：51.8 → 52.6（％）
▶R1 ：53.2 → 54.2（％）
▶R2 ：55.7 → 55.8（％）

浄水施設の耐震化率 ○H29～H32(R2)年度の目標値を上方修正
▶H29：26.6 → 29.6（％）
▶H30：26.8 → 29.7（％）
▶R1 ：27.0 → 30.1（％）
▶R2 ：27.2 → 31.5（％）

配水池の耐震化率 ○H29～H32(R2)年度の目標値を上方修正
▶H29：38.6 → 41.8（％）
▶H30：39.3 → 42.7（％）
▶R1 ：40.1 → 44.1（％）
▶R2 ：40.8 → 44.7（％）

元気なコミュニティ特選団
体数

○H30年度の目標値を上方修正
▶H30：157 → 182（団体）

○R1・R2年度の目標値を新たに設定
▶R1：目標値なし → 191（団体）
▶R2：目標値なし → 203（団体）

水田における地域協働等
の取組面積割合

○H30～H32(R2)年度の目標値を上方修正
▶H30：79.0 → 82.2（％）
▶R1 ：80.0 → 82.5（％）
▶R2 ：81.0 → 82.8（％）

目標値の見直し状況②
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重点施策分野 指標名 H30見直し内容 R1見直し内容

３）保健医療・福祉分
野（６指標）

病院の耐震化率 ○H30～H32(R2)年度の目標値を上方
修正
▶H30：67.7 → 72.0（％）
▶R1 ：67.7 → 75.0（％）
▶R2 ：68.8 → 76.3（％）

周産期医療情報ネットワーク
への参加割合（市町村及び分
娩取扱等医療機関）

○H30年度まで目標値を延長して設定
※H28年度で100％の達成を目標としていたが、
未達（98.7％）であったことから、H30年度で
の達成を目指すもの。

○R1年度まで目標値を延長して設定
※H30年度においても未達（98.7％）であっ
たことから、R1年度での達成を目指すもの。

福祉避難所指定・協定締結済
市町村数の割合

○H30年度まで目標値を延長して設定
※H29年度で100％の達成を目標としていたが、
未達（93.9％）であったことから、H30年度で
の達成を目指すもの。

○R1年度まで目標値を延長して設定
※H30年度においても未達（93.9％）であっ
たことから、R1年度での達成を目指すもの。

災害派遣福祉チーム数 ○H32(R2)年度まで目標値を延長して
設定
▶H29～R2：50団体（団体数が減少傾向のため、
維持目標）

認知症サポーター数 ○H30年度の目標値を上方修正し、R1、
R2年度の目標値を新たに設定
▶H30：141,000 → 157,000（人）
▶R1 ：目標値なし→ 169,000（人）
▶R2 ：目標値なし→ 181,000（人）

女性委員が参画する市町村
防災会議の割合

○KPIを新たに追加
▶H30： 81.8（％）
▶R1 ： 90.1（％）
▶R2 ：100.0（％）
※ 岩手県防災会議での意見を踏まえて追加。

○R1年度の目標値を上方修正

▶R1：90.1 → 93.9（％）

地域防災計画に動物救護の
記載のある市町村の割合
（％）

○R1年度まで目標値を延長して設定
※H30年度で100％の達成を目標としていたが、
未達（96.9％）であったことから、R1年度で
の達成を目指すもの。
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目標値の見直し状況③
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重点施策分野 指標名 H30見直し内容 R1見直し内容

４）産業分野（４指標）

リーディング経営体の育成数 ○R1・R2年度の目標値を上方修正
▶R1：80 → 95（経営体）
▶R2：80 → 110（経営体）

中核的漁業経営体数 ○R2年度の目標値を上方修正
▶R2：505 → 510（経営体）

新規漁業就業者数 ○R2年度の目標値を上方修正
▶R2：65 → 70（人）

認定農業者等への農地集積
面積

○R1・R2年度の目標値を上方修正
▶R1：95,000 → 100,700（ha）
▶R2：95,000 → 103,000（ha）

５）国土保全・交通分
野（７指標）

（次ページに続く）

緊急輸送道路・復興道路・復
興支援道路・復興関連道路に
おける道路防災対策必要箇
所解消率（％）

○R1年度まで目標値を延長して設定
※H30年度で100％の達成を目標としていたが、
未達（99.4％）であったことから、R1年度で
の達成を目指すもの。

復興道路・復興支援道路のう
ち緊急輸送道路の第１次路線
における耐震化橋梁の割合
（％）

○R1年度まで目標値を延長して設定
※H30年度で100％の達成を目標としていたが、
未達（75.0％）であったことから、R1年度で
の達成を目指すもの。

津波避難誘導デッキの整備
割合（％）

○R1年度まで目標値を延長して設定
※H30年度で100％の達成を目標としていたが、
未達（50.0％）であったことから、R1年度で
の達成を目指すもの。

目標値の見直し状況④
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重点施策分野 指標名 H30見直し内容 R1見直し内容

５）国土保全・交通分
野（７指標）
（前ページからの続き）

河川整備率（県管理） ○R1・R2年度の目標値を上方修正
▶R1：49.1 → 49.3（％）
▶R2：49.2 → 50.0（％）

山地災害防止機能が確保さ
れた集落数

○R1・R2年度の目標値を下方修正
▶R1： 993 → 985（集落）
▶R2：1,001 → 990（集落）

水位周知河川に指定した河
川数

○R1・R2年度の目標値を上方修正
▶R1：36 → 41（河川）
▶R2：37 → 42（河川）

漁港施設の長寿命化対策着
手率（％）

○R1年度まで目標値を延長して設定
※H30年度で100％の達成を目標としていたが、
未達（97.3％）であったことから、R1年度で
の達成を目指すもの。

目標値の見直し状況⑤


