
議案第37号

平成23年度 施策評価について
平成23年9月1日
教 育 庁 総 務 課

１ 施策評価の根拠
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では、教育委員会はその権限に属す

る事務の一部について、教育委員会規則に定めるところにより、教育長に委任または
臨時に代理させることができるとされているが、法改正（平成２０年４月１日施行）
に伴い、教育長に委任できない事務が以下のとおり明示された。

一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること
二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定または改廃に関すること
三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること
四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免
その他の人事に関すること

五 教育委員会の権限に属する事務の管理・執行に関する点検・評価に関すること
六 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案の作成に関する意見を申し出
ること

これにより、平成20年度から、それまで教育長が一次評価を実施してきた「施策評
価」を、教育委員会が実施している。

２ 施策評価の対象
平成23年度予算体系に掲げる次の４つの施策
① 幼保一体の教育・保育の充実
② 学校教育の充実
③ 生涯学習の推進
④ 文化遺産の保存と活用

（参 考）
政策等の評価の実施主体・対象等

実施主体 対 象

政策評価 ○企画振興部長の評価 ■ふるさと秋田元気創造プランの５つの戦略

○施策所管部長及び施策所 ■ふるさと秋田元気創造プランの５つの戦略に掲げる２３

施策評価 管地域振興局長の一次評 のプロジェクトを含めた予算体系上の５８の施策（経済

価（知事部局） 雇用対策を除く）のうち、教育委員会が所管する４つの

施策を除く５４の施策及び地域振興局が所管する９つの

戦略プロジェクト

○教育委員会の一次評価 ■予算体系上の５８の施策（経済雇用対策を除く）のう

ち、教育委員会が所管する４つの施策

○企画振興部長の二次評価 ■ふるさと秋田元気創造プランの５つの戦略に掲げる２３

のプロジェクト

下線部が教育委員会該当部分



（様式２）
平成23年度における施策評価

政策コード 6 政策名 学校教育の充実と青少年の健全育成

施策コード 1 施策名 幼保一体の教育・保育の充実

幹事部局コード 15 幹事部局名 教育庁 担当 幼保推進課

評価者・実施日 １次評価（教育委員会）

１　施策の方向性（必要性と目的）

２　施策の状況

（１）施策目標及びその達成状況

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

（２）施策の推進状況

■取組内容

■取組の成果

認定予定）

50.0

H19 54.4

A

25

108.8%

50.0

6

50.0 50.0

備考Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３

30 34 38

●施策目標（評価指標） 年度 Ｈ２２

幼保一体的運営施設及び認定こども園
の数（累計）

年度

H16

保育所・幼稚園への訪問指導率（年間）
48.7

26

基準値

○認定を目指す園に対し、認定基準を満たすことができるよう重点的にサポートした他、認定後の園に対しては、認定基準を維持・確保でき
るよう支援した。
○県内のみならず、全国の幼稚園・保育所に「認定こども園」を理解してもらうため、「公開保育研究協議会」を全国発信のもと「千畑なかよし
園」にて開催した。参加者は、県内外より保育関係者３３６名であった。
○「わか杉っ子、元気に！ネット」として、１１月にホームページを立ち上げた。また、認定こども園のリーフレットを作成し、情報の発信に努め
た。

○平成２３年４月１日現在、２４施設（全国の認定こども園施設数は７６２。本県２４施設は全国第１０位、東北では第１位）となり、幼保一体的
運営施設と併せ２９施設となっている。（平成２３年度内に、２園を認定予定）
○本県は、認定こども園の教育・保育が充実していることから、多数の取材や県外からの視察等を受けるなど全国的にも注目されている。

①

②

26

達成度

100.0%

○市町村によって、認定こども園設置に対する認識の相違や、設置に至るための施設の不足などがみられるため、全県的にバランスのとれ
た設置に課題がある。
○「子ども・子育て新システム」に関する国の動向を注視しながら、「認定こども園」の一層の普及・拡大をめざしていく。
○「認定こども園サポート事業」により、認定に向けて８園を支援していく。
○平成２３年１０月７日に認定こども園公開保育研究協議会を潟上市において開催する予定。

　乳幼児期は、人間形成の基礎が培われるきわめて重要な時期である。子どもを取り巻く社会環境の変化が著しい中、幼保一体
的な運営の支援、教職員の資質向上や幼・保・小の連携等の充実を図り、保護者の就労の有無にかかわらず、子どもの居場所が
どこにあっても、すべての子どもに質の高い教育・保育の機会を保障する。

施策評価調書

-平成23年9月1日 ２次評価（           ）

①幼保一体的運営施設の普及拡大

③
相互職場体験（幼保小連携理解推進事
業等）の実施市町村数

19 25 25 25

20 25

－ 100.0%

達成度   Ａ：「全て達成」   Ｂ：「半分以上達成」   Ｃ：「達成が半分未満」   Ｄ：「全て未達成」   Ｅ：「その他」 



■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

②就学前教育の振興と充実

③幼・保・小の連携促進

○幼・保教職員の合同研修を地域別に実施し、教育委員会とも連携して地域性を鑑みながら、双方の特徴や機能についての理解に努め
た。
○就学前教育から小学校教育への円滑な接続を図るため、「幼保小連携理解推進事業」を実施し、相互理解を深め、望ましい連携の在り
方を探った。

○各小学校、各園が、それぞれの実情に合わせ、より柔軟な交流を図ることができた。そのことによって、「顔のみえる交流・引き継ぎ」を行う
ことができ、迎える側の小学校の教育課程の編成や生徒指導に役立てることができた。
○送り出す側の幼稚園・保育所にとっても、小学校入学までに身につけておくべきことを理解する良い機会となり、指導内容の見直しや改善
等に役立ち、スムーズな接続期を過ごすことができた。
○県事業の浸透により、市町村単独で幼保小連携理解推進事業が進んでいる。

○幼・保・小の子どもや教職員の交流、情報提供の他、義務教育課とも連携を図りながら、小学校入学前後のカリキュラムの充実を図ってい
く。
○遊びを中心とした乳幼児期の生活から、学びを中心とした児童期への流れが一貫したものとなるよう、より一層、幼・保・小の円滑な接続を
図る。

○幼稚園・保育所等の教職員が一堂に会しての研修は、全国的にもほとんど例のないものであるが、本県では、十分に浸透し、幼保の区別
なくスキルアップを図ることができている。平成２２年度延べ研修日３８日、実人数２，５０１名が参加した。
○幼稚園の訪問の要請は４６．６％、保育所は５６．９％である。全体として幼稚園・保育所への訪問指導率は５４．４％と目標値の５０％を上
回った。
○平成２２年度全国学力・学習状況調査では、本県の幼稚園出身者と保育所出身者の平均正答率は同程度であり、支援の成果が伺える。
また、平均正答率は、いずれも全国平均を上回っており、おおむね良好な状況にある。（例：小学校６年算数Ｂの全国平均は幼５２．１、保４
７．１に対し、本県平均は幼５９．６、保５９．３）
○４町村をモデル地区として、運動や食育による指導を行った結果、他の市町村に比べて、肥満傾向児の増加を抑えることができた。（全国
１．０１％、全県１．８７％、モデル地区１．１８％）

○幼稚園・保育所等、子どもの居場所がどこにあっても、主体的に遊ぶことができる子どもの育成に努め、幼稚園の他、保育所にも同様に研
修支援や指導訪問を実施した。
○全国に比べて、肥満傾向児の出現率が高いことから、その低下を目指すため、モデル地区を対象に、体重・身長のデータ収集を行い、３
回の情報交換会を実施した。

○訪問の要請が増え、複数回の訪問を希望する園がある一方、全く要請のない園もある。教育・保育の充実のために、県内全施設において
２年に１度は指導・助言及び情報提供等することを目指し、要請のない園については積極的に働きかけていく。また、教育・保育に関して、
指導の必要性・重要性が考えられる幼稚園・保育所に対して、ピンポイントで研修等への参加を促したり、訪問の機会を多くしたりして、その
改善に努める。
○Ｈ２３「秋田わか杉っ子！心と体いきいき推進事業」を立ち上げ、全県にわたる肥満傾向児の実態調査を実施すると共に、外遊び、三度
の食事、望ましい生活習慣の確立等の指導に努める。



３　評価

（１）教育委員会による１次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

（２）企画振興部長による２次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

４　評価結果の反映状況等（対応方針）

５　政策評価委員会の意見

概ね順調

評価結果

○教育庁内に幼保一元化窓口の所管課を設置し、幼稚園・保育所の区別なく一体的に取り組んできたことで、認定こども園が順
調に増加している。
○幼稚園・保育所等、子どもの居場所がどこにあっても、質の高い教育・保育が提供できるよう、訪問指導を行い、目標を上回っ
て実施できた。
○就学前教育から小学校教育への円滑な接続を図るため、相互に職場体験をするなど、課題の共有や連携の強化に努めてい
る。

評価結果

○秋田県の就学前教育は、幼保一体化の推進とその質の高さから全国的にも注目されていることから、今後一層の充
実を図る。
○ホームページを活用し、多様な情報の発信や双方向の情報伝達などに努める。
○教育・保育の更なる充実のために、訪問要請のない園などに働きかけ、すべての幼稚園・保育所について、２年に
１回は指導・助言等を実施する。
○幼・保・小の子どもや教職員の交流、情報提供の他、義務教育課とも連携を図りながら、より一層、幼保小の円滑
な接続を図る。



（様式２）
平成23年度における施策評価

政策コード 6 政策名 学校教育の充実と青少年の健全育成

施策コード 2 施策名 学校教育の充実

幹事部局コード 15 幹事部局名 教育庁 担当 総務課

評価者・実施日 １次評価（教育委員会）

１　施策の方向性（必要性と目的）

２　施策の状況

（１）施策目標及びその達成状況

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率－

12⑤
学校における食育の推進

21 30 31 32

事業実績報告書による － 140.9%

④

　学校支援地域本部事業実施校１校当た
りの支援活動回数（年間）

97 110 156 158 160
年間授業日
数
約２００日

H20

－ 108.1%

③

特別支援学校高等部卒業生の社会的自
立割合（就職決定率）

72.5 74 76

Ｈ19 45.6

－ 91.2%

大学等への進学率
44 50.0 51.0 53.0

高校教育課調査による

　全ての子どもたちが、将来の夢に向かって生き生きと成長できるよう、確かな学力と豊かな人間性を育むため、基礎学力の定
着・向上を図るための少人数学習などへの取組、高等教育機関との連携による質の高い学習機会の提供、障害のある子どもたち
への総合支援、家庭や地域と一体となった教育を推進する。
　また、学校における食育を推進し、地域等と連携した地場産食材の活用を促進する。

施策評価調書

-平成23年9月1日 ２次評価（　　　　　　）

78 80

H18～21 80

①

75

達成度

104.9%学習状況調査による

②

●施策目標（評価指標） 年度 Ｈ２２

基礎学力向上のための指数
（設定通過率に達した設問数／全学年・
全教科の設問数×100）　（単位：％）

年度

19

72

78.7

備考Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３
基準値

75 75 75

－

155

－ B

54.0

33

達成度   Ａ：「全て達成」   Ｂ：「半分以上達成」   Ｃ：「達成が半分未満」   Ｄ：「全て未達成」   Ｅ：「その他」 



（２）施策の推進状況

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

■取組内容

■取組の成果

②高校生の学力向上を目指した各種プログラム等の実施

○県政の課題である医師不足に対応し、高校生段階から地域医療を支える人材育成のためにメディカルキャンプセミナーを実施
した。
○指導に優れた外部講師を活用するなどして、合宿セミナー等を実施した。
○教員の指導力向上のための教員研修の充実を図った。
○最新の技術や専門知識を有する大学教員、医師などの職業人による授業を実施し、学習を深化させ、職業意識や勤労観の育成
に努めた。

○進学状況は、国公立大学進学率が16.8％と前年度より0.7ポイント上昇し過去最高となったほか、医学部医学科進学者について
も54名と過去最高となった。
○就職状況としては、厳しい経済情勢の中にあって、全日制の就職決定率は97.9％、定時制を含めた就職決定率は96.9％で全国
１０位、県内就職決定率では98.1％と全国６位となった。
○キャリア教育の推進により、地域社会への当事者意識を高めることにもつながってきている。

○進学や就職についてモチベーションを高め進路を切り開く生徒を育成するため、キャリア教育の一層の充実を図る必要がある。特に普通
高校における就職者の離職率が高いことから、今後は普通高校におけるキャリア教育の充実が課題である。
○これまで実施してきた各種プログラムを継続実施し、さらなる学力向上に努める。
○習熟度別少人数学習等のプログラムにおいては、よりニーズに対応した編成とするなど、随時検討を加えて実施する。

①子どもの個性を生かした多様な教育活動の展開

③総合支援による特別支援教育の推進

○特別支援学校においては、小学部段階から将来の自立と社会参加に向けたキャリア教育の推進、生き方指導、進路指導を実施
している。
○中学部、高等部においては、福祉的就労（授産施設、更生施設等）や一般就職を目指した校内実習、現場実習を実施してい
る。
○各校、各地域では医療・福祉・労働等の関係機関と連携した移行支援ネットワークを組織し、卒業後の生活の充実を図ってい
る。

○進路指導、現場実習等の充実により、高等部卒業生の就職１年後の定着率は
９４％程度を維持している。
○関係機関の連携した取組により、各地域で高等部卒業生の生活する場所、働
く場所での理解が進んできた。
○平成２２年度からの特別支援学校生就業サポート事業等により、効果的な実
習が行われ、経済状況悪化の中、平成２２年度は就職希望者の80.3％が一般企
業等に就職した。
○特別支援学校生就業サポート事業における就業推進サポーターの活動により、
昨年度は実習可能な事業所１６１カ所、就職可能な事業所３０カ所を開拓して
いる。今年度は６月現在、実習可能な事業所７３カ所、就職可能な事業所１０
カ所を開拓している。

○知識・技能を活用し、思考・判断・表現する力を一層高めることが必要であり、教科においては、特に理数教科での学力向上
を目指していくこととする。
○全国学力・学習状況調査、県学習状況調査、高校入試を一体としてとらえた検証改善サイクルを確立することで、各学校にお
いて質の高い学力を保証し、また、教師や学校の指導力の格差や、学校や地域の学習状況の格差等が改善されるよう務めてい
く。

○算数・数学学力向上推進事業において、インターネット上で単元評価問題を配信し、実施結果の分析からつまずきの解消に努
めた。また、学校訪問を実施し授業改善を推進したほか、「わか杉思考コンテスト」を実施し、子どもの理数教科における意欲
と能力の向上を図った。
○学習状況調査を実施し、学習内容の定着度を把握するとともに、本県が進める少人数学習の成果や課題をとらえ、本県児童生
徒の学力向上施策の推進に努めた。

○基礎学力向上のための指数は、平成22年度で78.7％と目標値を上回っている。また、全国学力・学習状況調査においても小学
６年と中学３年で大変良好な学力を維持していることから、学力向上施策が着実に推進されているものと考える。
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■課題と今後の推進方向

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

○活用率の低い５市町村について、活用率促進に向けた情報交換会を実施するとともに、全市町村に対し機会ある毎に活用促進
を要請した。
○意識付けが図られ、微増であるが増えてきている。良い取組事例の紹介や研修会等で市町村や学校給食担当者等に周知した。

○平成２１年度における地場産物活用率が３２．２％となり、
平成２０年度の２８．２％から４ポイント増加した。
なお、平成22年度の活用率は１０月までに取りまとめる。
○様々な機会を捉え、活用率向上を要請しているので、市町村、
学校給食関係者の意識付けは高まっている。

○今後とも農林水産部等関係機関との連携を図り、実効ある対策に取り組む。
○市町村で二極化が生じている（Ｈ２１年度活用率：最大６７．４％、最小１７．７％）ことから、それぞれの課題に応じた取
組を働きかけていく。
○学校給食への食材提供グループ数についても増加傾向（食材提供グループ数：H１５年度５５、平成２２年度６８）にあり、関
係機関との連携を図り、活用率促進に繋げていく。

④学校支援地域本部による学校支援活動の活性化

⑤学校における食育の推進

○学校支援地域本部を設置している学校に、地域コーディネーターを配置し、地域住民等のボランティアによる多様な学校支援
活動を実施した。
○学校支援活動の事例を収集し、地域コーディネーター等を対象にした講習会を実施するとともに、推進大会、研究協議会等で
事業の普及啓発を図った。また、より一層の周知啓発を図るため、学校教職員向け、地域住民向けの２種類のリーフレットを作
成し、全県の小中学校、県立特別支援学校、市町村教育委員会に配布した。
○各地域本部で配置している地域コーディネーターが、地域の教育機関、サークル・団体、地元企業等に呼びかけ、ボランティ
アの確保に努めた。

○22年度は事業実施78校で12,000回を超える支援活動が実施された。
○支援活動は、登下校の安全指導が5,179回と最も多く、次いで学習支援活動の2,969回、部活動指導の2,251回、環境整備の
1,401回、学校行事の296回となっている。学校・地域の安全安心につながっていることに加え、数多くの学習支援活動も行われ
ていることから、児童生徒の学習意欲の向上、学力の向上の一助にもなっている。
○12,000回の支援活動に、延べ74,000人以上の支援ボランティアが関わっていることから、この取組が地域教育力の向上、地域
の活性化についても相乗的に効果を与えた。

○国委託事業が22年度限りで終了した。23年度以降は、国補助事業（国・県・市町村が事業費の１／３ずつを負担）を活用しな
がら継続していく必要がある。
○本事業は地域コーディネーターが学校の要請と地域の要望をつなぐことによって、充実した支援活動が展開されている。その
キーパーソンとなっている地域コーディネーターの確保と研修による人材育成が重要である。このことは、県及び実施市町村・
学校に共通する課題である。
○地域ぐるみで子どもを育む体制が全県域で整備されるよう、放課後子ども教室との一体的な運営を目指すほか、公民館を中心
とした地域の教育機関やサークル・団体、地元企業等との連携を一層強めていく。

○総合支援のうち、キャリア教育の視点から、発達障害を含む児童生徒の生き方指導、進路指導を更に充実発展させていく必要
がある。
○重度の障害のある生徒、知的には軽度の障害でも対人面に困難のある生徒など、在籍する生徒の障害の多様化に対応するため
には、新たな実習受け入れ先、就職先の開拓が必要であり、特に就業推進サポーターによる、農業関係等を含めた地場産業の開
拓が期待される。
○医療、福祉、労働等の関係機関との連携をさらに強化し、生徒の能力、特性に合致した進路先の調整を図る必要がある。
○高等学校や産業界、関係機関との連携による職業教育、進路指導を進めていく必要がある。
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３　評価

（１）教育委員会による１次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

（２）企画振興部長による２次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

４　評価結果の反映状況等（対応方針）

５　政策評価委員会の意見

○小中学校における学力向上の施策については、達成率が１００％を超えており、おおむね順調である。
○高等学校の就職率が全国でも上位となっているが、大学等への進学率は景気の低迷等により伸び悩んでいる。
○特別支援学校高等部生の就職率については、特別支援学校生就業サポート事業における就業推進サポーターの活動
により、実習可能な事業所、就職可能な事業所が新たに開拓され、平成２１年度に比べ、１０．２ポイント上昇して
いる。
○学校支援地域本部の事業実施校においては、年間支援活動回数の達成率が１４０％を超えているほか、支援ボラン
ティアの人数も、延べ74,000人に達しており、学校支援地域本部の取組をとおした地域全体での学校支援活動の輪が
拡がってきている。
○学校給食における地場産物活用率は、市町村や学校給食関係者への意識付けが高まっており、増加傾向にある。

評価結果

○児童・生徒の基礎学力は良好な状態を維持しており、理数教科においてより一層の学力向上を目指す。
○就職や進学の意欲を向上させるため、キャリア教育の一層の推進が必要である。
○特別支援学校高等部生の就職については、生徒の適性等を十分に踏まえ、実習先、就職先との連携を図るととも
に、就職後の定着が図られるよう関係機関や地域とのネットワークを構築する必要がある。
○１校当たりの年間支援活動回数は、年間授業日数に照らし合わせるとほぼ上限に達している。今後は支援活動内容
の充実や学校側の地域貢献活動の実施などの取組が求められる。
また、同一市町村の中でも支援活動の取組に地域差が見られるため、先進的・円滑な運営をしている本部の取組を各
市町村教育委員会・各学校に対し、引き続き広報周知していく必要がある。
○学校給食における地場産物活用については、市町村で二極化が生じていること等を踏まえ、関係者による課題の共
有と更なる意識改革が必要である。

概ね順調

評価結果



（様式２）

平成23年度における施策評価

政策コード 13 政策名 生涯学習・文化・スポーツの振興

施策コード 1 施策名 生涯学習の推進

幹事部局コード 幹事部局名 教育庁 担当 生涯学習課

評価者・実施日 １次評価（教育委員会）

１　施策の方向性（必要性と目的）

２　施策の状況

（１）施策目標及びその達成状況

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

（２）施策の推進状況

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

①多様な学習機会の提供

  自由時間の増大や長寿社会を背景に、心の豊かさや生きがいを重視する人が増えてきている中、県民の
ニーズに応じた、学習機会の提供や自ら学んだことを社会に役立てることができる環境づくりに努める。

施策評価調書

-平成23年9月1日 ２次評価（企画振興部長）

○「いつでも、どこでも、だれでも」できる生涯学習を目指し、県民に県主催の「美の国カレッジ」や各機関主催講座、「県庁
出前講座」等によって多様な学習機会を提供した。
○市町村や企業、ＮＰＯ等と連携して学習機会の提供を図るため、生涯学習支援システム「まなびサポート秋田」による講座開
催等の情報発信をするとともに、市町村職員を対象とした本システムへの情報登録の仕方等に関する研修を実施した。
○県民の自主的な学習機会の場として、生涯学習センターの利用を促進した。

○22年度の「美の国カレッジ」、「県庁出前講座」及び県各機関主催講座等の受講者数は約53,000人で、前年度比で約15,000人
の増加がみられた。
○23年度の「美の国カレッジ」では、「あきた学専門講座」の講座コマ数を増やして学習内容の充実を図るとともに、学習案内
リーフレットに講座概要を掲載するなど工夫を加えたことにより、定員に対する充足率が増加した。
○生涯学習支援システム「まなびサポートあきた」に掲載した講座･講演会・催し物等の情報は、21年度の1,303件から1,953件に
増加した。

○県民に多様な学習機会を提供するために、県・市町村や高等教育機関のほか、企業、ＮＰＯ等の学習情報をより多く提供でき
るよう、県関係各課等との連絡を密にして情報収集に努め、さらなる掘り起こしと登録の呼びかけを行う。

②

90

達成度

95.2%

秋田県生涯学習センター事業報告書による

秋田県生涯学習センター事業報告書による -

「地域マイスター養成講座」修了者のうち「美
の国キッズ＆ユースカレッジ」の企画･運営に
参画した者の割合
（単位：％）

「美の国カレッジ」の「あきた学総合コース」の
定員に対する充足率
（単位：％）

年度

H20 86

基準値

①

備考Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３●施策目標（評価指標） 年度 Ｈ２２
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達成度   Ａ：「全て達成」   Ｂ：「半分以上達成」   Ｃ：「達成が半分未満」   Ｄ：「全て未達成」   Ｅ：「その他」 
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■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

３　評価

（１）教育委員会による１次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

（２）企画振興部長による２次評価
●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

４　評価結果の反映状況等（対応方針）

５　政策評価委員会の意見

①多様な学習機会の提供
22年度の「美の国カレッジ」、「県庁出前講座」及び県各機関主催講座等の受講者数は前年度に比べて増加してい
る。また、生涯学習支援システムに掲載した講座や講演会、民間企業等の学習情報も前年度比で増加している。
②学習効果の活用・還元システムの構築
21年度の「地域マイスター養成講座」修了者の86％が翌年の「美の国キッズ＆ユース・カレッジ」の企画･指導者とし
て地域に学んだ成果を還元したほか、地域の子どもたちを対象とする講座を独自に企画する取組が見られている。

評価結果

○21年度の「地域マイスター養成講座」の修了者29名のうち25名（86％）が22年度の「美の国キッズ＆ユースカレッジ」の指導
者として講座の企画･運営に参加した。
○22年度の「美の国キッズ＆ユース・カレッジ」に参加した地域マイスターが、23年度に地域の子どもたちを対象とする講座を
独自に企画している。
○「公民館サポーター養成講座」では小学生を対象として地域の先覚を学ぶ講座を企画し、高校生ボランティアの参加も得て、
子どもたちの郷土理解の促進と郷土愛の醸成が図られた。

○「美の国カレッジ」で「地域マイスター養成講座」を実施し、翌年度における「美の国キッズ＆ユース・カレッジ」の指導者
として学習成果を生かせるよう、地域マイスターの養成を図った。
○公民館ボランティアを対象として、自主企画講座を立ち上げるスキルの習得から講座の企画・運営までを組み合わせた「公民
館サポーター養成講座」を実施した。
○生涯学習支援システム「まなびサポート秋田」の人材情報登録の促進を図るため、「美の国カレッジ」受講者に対して登録を
呼びかけた。

○学習効果の活用・還元とともに、県民が学んだ成果を生かして行動しようとする意識を高めることが必要である。23年度は
「美の国カレッジ」において、秋田を元気にする行動人を講師にした講座「THEスペシャリスト」を開設して、県民の行動化の促
進を目指しており、今後は講師の人選、講座内容の構成にあたって、実践化・行動化に重きを置いていく。

②学習効果の活用・還元システムの構築

①県民の自主的な学習意欲をサポートするため、県各課・機関や市町村、民間団体等に対して、生涯学習支援システ
ムへの更なる情報の登録・提供を呼びかける。
②学んだ成果を生かして行動に移そうとする県民の意識を高めるため、実践化・行動化を意識した講座等講師の人
選、講座内容構成に努めるほか、県内の行動人を紹介するなどして、学習効果の活用・還元システムの構築を図る。

概ね順調

評価結果

22



（様式２）
平成23年度における施策評価

政策コード 16 政策名 文化遺産・景観の保全と活用

施策コード 1 施策名 文化遺産の保存と活用

幹事部局コード 15 幹事部局名 教育庁 担当 文化財保護室

評価者・実施日 １次評価（教育委員会）

１　施策の方向性（必要性と目的）

２　施策の状況

（１）施策目標及びその達成状況

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

（２）施策の推進状況

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

16 120

Ａ

101.7%

118 120 124122

686 691 696

備考Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３●施策目標（評価指標） 年度 Ｈ２２

国・県指定等の文化財件数（累計）

年度

13 703

基準値

535

○文化財を県民の貴重な文化遺産として保存・活用するため、重要なものを秋田県指定文化財としている。そのため、県内に所
在する文化財の状況を把握し、新たな埋蔵文化財の調査及び遺跡の所在確認や文化財の基礎的な資料蓄積のため、「文化財の保
存調査」、「遺跡詳細分布調査」等の事業を推進した。
○「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた事業を推進した。

○国の重要無形民俗文化財１件、登録有形文化財10件が指定された。また、14件を県指定文化財に指定し、県内に遺されている
貴重な文化財の保存につとめた。これまでの国指定など293件、県指定が410件である。
○「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」の世界遺産登録を推進するため、構成資産である大湯環状列石（鹿角市）と伊勢
堂岱遺跡（北秋田市）のストーンサークルを県内外にＰＲすべく、北秋田市でフォーラムと展示会を開催し、多くの人々に周知
を図った。

①

②

681

達成度

103.2%

県や地域の保護事業の実施件数（年間）
96

　文化遺産は、それ自体独自の価値をもち、知的好奇心を満足させるだけでなく、地域への誇りや愛着を深め、地域住民に心の
豊かさをもたらし、地域づくりの核となる。地域の文化遺産を保存・活用することにより、県民文化の復興と個性豊かな魅力あ
る地域づくりにつなげる。また文化遺産に親しむ機会を増やし情報発信の充実に努めるなど、積極的に活用する。

施策評価調書

-平成23年9月1日 ２次評価（企画振興部長）

①国・県等による文化財指定の推進と世界に向けた発信

○地域の文化遺産を保存・継承していくため、特に貴重なものについて指定し、継続的に指定文化財の件数を増やす。
○「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」の世界遺産登録に対する県民などへの周知活動は、まだまだ徹底されていない。
出土品の展示会・シンポジウム・中学生へのクリアファイルの配布等を進め、世界遺産登録への気運を醸成する。

達成度   Ａ：「全て達成」   Ｂ：「半分以上達成」   Ｃ：「達成が半分未満」   Ｄ：「全て未達成」   Ｅ：「その他」 



■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

３　評価

（１）教育委員会による１次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

（２）企画振興部長による２次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

４　評価結果の反映状況等（対応方針）

５　政策評価委員会の意見

○文化遺産を保存・継承していくため文化財の指定件数は増加している。
○保護事業の実施件数も着実に増加している。文化遺産の積極的な活用では、厳しい財政状況により自主事業が廃止
される中でも、活用を推進するために取り組んでいる。

評価結果

○文化財の恒久的な保存を図るため、保存修理、防災設備整備等26件について助成を行った。
○「秋田県民俗芸能大会」を八郎潟町農村環境改善センターで行い、700名の聴衆を前に７演目の民俗芸能が披露された。
○「秋田県埋蔵文化財発掘調査報告会」は震災の影響で中止したが、セカンドスクール、企画展、古代発見ツアー、ふるさと考
古学セミナーなどに4,900人以上の参加者があり、県民の文化財に対する関心が高いことがわかった。

○重要文化財や史跡・名勝・天然記念物等の永続的な保存を図るため、保存修理、防災施設整備、保護管理、動植物の生態調査
や保存調査等に助成した。また、将来にわたり原形を維持し、かつ伝えることが難しい状況にある民俗芸能や伝統行事の継承に
向けた事業にも助成した。
○民俗芸能継承者の伝承意欲と技術の充実・向上を図るため「秋田県民俗芸能大会」を開催した。
○出土品や遺跡等の埋蔵文化財や史跡等を活用した「埋蔵文化財保管活用事業」を実施し、県民に郷土の歴史や文化を学ぶ機会
を提供した。

○少子高齢化が進み、ボランティアの数が減少していく中ではあるが、文化遺産の保存・継承のため、国・県指定文化財に対す
る保護事業の実施件数とボランティア等地域の団体等が主体となって実施する保護事業件数をふやしていく。
○厳しい財政状況により、文化遺産を活用する自主事業が廃止される中で、その活用を促進するため、文化遺産に親しむことを
目的とした事業等へ参加する県民の数を増やしていく。

○新たな郷土の文化資産づくりが着実に実行できるよう、文化財の指定及び保護事業を更に推進していく必要があ
る。
○県民が文化遺産についての新鮮で正確な情報を持つことができるよう、様々な文化財関係の情報を資料化し、その
公開と積極的な活用の機会づくり等に取り組んでいく必要がある。
○「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」の登録推進を着実に進めるため、県民の意識の醸成を図る事業などを
行う必要がある。

概ね順調

評価結果

②文化遺産の保存と継承の促進


