
政策 施策

（１）次代を担う子どもを社会全体で支える環境の整備 達成 拡充 福祉保健部

（２）きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援 概ね達成 拡充 福祉保健部

（３）安心して子どもを生み育てられる保健・医療の充実 達成 拡充 福祉保健部

（１）高齢者の生きがいづくりの推進 達成 拡充 福祉保健部

（２）高齢者が安心して暮らせる地域づくり 達成 拡充 福祉保健部

（１）障がい者が安心して暮らせる地域生活の推進 概ね達成 現状維持 福祉保健部

（２）障がい者の就労促進 達成 拡充 福祉保健部

（１）安心で質の高い医療サービスの充実 達成 拡充 福祉保健部

（２）みんなで進める健康づくりの推進 達成 拡充 福祉保健部

（１）豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造 達成 拡充 生活環境部

（２）循環を基調とする地域社会の構築 達成 現状維持 生活環境部

（３）地球環境問題への取り組みの推進 達成 拡充 生活環境部

（４）すべての主体が参加する美しく快適な県づくり 達成 現状維持 生活環境部

（１）犯罪に強い地域社会の形成 達成 拡充 警察本部

（２）安全で快適な交通社会の実現 達成 拡充 警察本部

（３）食の安全・安心の確保 達成 現状維持 生活環境部

（４）消費生活の安心や生活衛生の向上 達成 現状維持 生活環境部

（５）食育を通じた人づくり・地域づくりの推進 概ね達成 現状維持 生活環境部

（１）人権を尊重する社会づくりの推進 達成 現状維持 生活環境部

（２）男女共同参画社会の実現 達成 現状維持 生活環境部

（１）地域で共に支え合うまちづくり 概ね達成 現状維持
企画振興部
福祉保健部

（２）小規模集落の維持・活性化 達成 拡充 企画振興部

（１）災害に強い県土づくりの推進 概ね達成 拡充 生活環境部

（２）感染症・伝染病対策の確立 達成 現状維持
福祉保健部
農林水産部
生活環境部

（１）農林水産業の構造改革 概ね達成 拡充 農林水産部

（２）「Ｔｈｅ・おおいた」ブランド確立に向けた商品づくり 達成 拡充 農林水産部

（３）次代を担う力強い経営体づくり 概ね達成 拡充 農林水産部

（４）効率的で持続性のある生産基盤・環境づくり 達成 現状維持 農林水産部

（５）地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出 達成 現状維持 農林水産部

（１）ものづくり産業の振興 概ね達成 拡充 商工労働部

（２）企業立地の推進 達成 現状維持 商工労働部

（３）医療機器関連産業や次代を担う産業の育成 達成 拡充 商工労働部

（４）地域の特色と強みを生かしたエネルギー政策の展開 達成 拡充 商工労働部

（５）商業・サービス業の振興 達成 拡充 商工労働部

（６）中小企業支援体制の整備 概ね達成 拡充 商工労働部

（７）景気・雇用対策と人材育成 達成 拡充 商工労働部

３ ツーリズムの展開 （１）観光と地域づくりを一体とするツーリズムの推進 達成 拡充 企画振興部 企画振興部

（１）地域の元気を創造する取り組み 達成 現状維持 企画振興部

（２）地域振興を進める人材の育成・確保 達成 拡充 企画振興部

（１）アジアに開かれた飛躍する県づくり 概ね達成 拡充 企画振興部

（２）国際人材の育成 達成 拡充 企画振興部

（１）子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進 概ね達成 拡充 教育庁

（２）いじめ・不登校対策の強化 達成 拡充 教育庁

（３）県民総ぐるみによる教育の推進 達成 現状維持 教育庁

（４）地域に根ざした大学等高等教育の推進 達成 拡充 企画振興部

（５）生涯学習社会の形成と社会教育の推進 達成 現状維持 教育庁

（６）青少年の健全育成 概ね達成 現状維持 生活環境部

（１）県民文化の創造 概ね達成 拡充 企画振興部

（２）文化財・伝統文化の保存と活用 達成 拡充 教育庁

（３）県民スポーツの振興 概ね達成 拡充 教育庁

（１）ＮＰＯ(ＮＰＯ法人・ボランティア団体・市民活動団体等)の育成 達成 拡充 生活環境部

（２）「新しい形の公共」を担う多様な主体との協働の推進 概ね達成 現状維持 生活環境部

（１）広域交通網の整備推進 達成 現状維持
土木建築部
企画振興部

（２）地域生活交通システムの形成 達成 現状維持
土木建築部
企画振興部

（１）情報通信基盤の整備促進 達成 現状維持 商工労働部

（２）県民生活の情報化推進 概ね達成 拡充 商工労働部

６ 分権時代への対応 （１）分権確立に向けた行政体制の整備 達成不十分 拡充 総務部 総務部

５ 情報通信基盤の整備とＩＴ化の推進 商工労働部

２ 芸術・文化の興隆とスポーツの振興 企画振興部

３ 多様な県民活動の推進 生活環境部

４ 交通ネットワークの充実と
地域交通対策の推進

土木建築部

４ 元気あふれる地域づくりの推進 企画振興部

５ 海外戦略の推進 企画振興部

発

展

１ 教育の再生、未来を拓く人づくりと
青少年の健全育成

教育庁

生活環境部

活

力

１ 知恵を出し汗をかいてもうかる
農林水産業の振興

農林水産部

２ 活力を創造する商工業等の振興 商工労働部

７ 人権を尊重し共に支える社会づくりの推進 生活環境部

８ 地域の底力の向上
～助け合い、支え合いによる

豊かな地域生活の実現～
企画振興部

福祉保健部

４ 医療の充実と健康づくりの推進 福祉保健部

５ 恵まれた環境の未来への継承
～ごみゼロおおいた作戦の推進～

生活環境部

６ 安全・安心な暮らしの確立 生活環境部

９ 危機管理の強化

安

心

１ 子育ての喜びを実感できる社会づくりの推進
～子育て満足度日本一の実現～

福祉保健部

２ 高齢者の元気づくりと新たな支え合いづくり 福祉保健部

３ 障がい者が地域で暮らし働ける
社会づくりの推進

政策・施策評価一覧表

分野 政 策 施 策 指標評価 今後の方向性
所管部局

拡充 現状維持 見直し 計

36
(63.2%)

21
(36.8%)

0
(0%)

57
(100%)

今後の方向性

達成 概ね達成 達成不十分 著しく不十分 計

40
(70.2%)

16
(28.1%)

1
(1.7%)

0
(0%)

57
(100%)

指標評価


