
議案第３４号

平成２４年度 施策評価について

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２４年度政策・施策体系一覧表に掲げる次の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

○施策幹事部長の一次評価 ■ふるさと秋田元気創造プランの５つの戦略に掲げる２３

施策評価 （知事部局） のプロジェクトを含めた政策・施策体系一覧表に掲げる

５７の施策のうち、教育委員会が所管する４つの施策を

除く５３の施策

○教育委員会の一次評価 ■政策・施策体系一覧表に掲げる５７の施策のうち、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24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

■課題と今後の推進方向

50.0

H19 54.4

Ａ Ａ

25

108.8% 121.6%

50.0

6

50.0 50.0

備考Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３

60.8

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

○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ほか、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」を潟上市の「若竹幼
児教育センター」にて開催した。参加者は、県内外より保育関係者212名であった。

○平成24年4月1日現在、認定こども園は28施設（全国の認定こども園施設数は911。本県28施設は全国第9位、東北
では第1位）となり、幼保一体的運営施設と合わせた数は33施設となっている。
○本県は、認定こども園の教育・保育の充実に力を入れていることから、多数の取材や視察等を受けるなど全国的
にも注目されている。
○幼保推進課のホームページ「わか杉っ子、元気に！ネット」は順調に運営されている。幼稚園・保育所関係者に
よる活用についても浸透し、平成24年6月22日までのアクセス数は、117,495である（H23.10月時点でのアクセス数
は53,766）。

①

②

26

達成度

30

100.0% 100.0%

○子どもを取り巻く環境の変化に伴い、幼児教育・保育の質の向上を図る観点からの研修活動が一層必要とされて
いる。
○「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。
○平成24年度は「認定こども園サポート事業」により、認定に向けて９園を支援していく。
○平成24年9月28日に認定こども園公開保育研究協議会を能代市において開催予定。

施策評価調書

不要平成24年9月6日 ２次評価（企画振興部長）

基準値

25

①幼保一体的運営施設の普及拡大

100.0% 100.0%

③

相互職場体験（幼保小連携理解推進事業）
の実施市町村数

19 25 25

　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。

H20 25 25

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

○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23年度延べ研修日42日に対し、延べ人数
2,316名が参加した。
○幼稚園の訪問の要請は53.3％、保育所は63.2％である。全体として幼稚園・保育所への訪問指導率は60.8％と目
標値の50％を上回った。
○肥満傾向児出現率を算出するための悉皆調査によって、県内における肥満についての傾向を把握することがで
き、加えて、子どもの健康に関する保育者・保護者・関係者の意識を高めることができた。

○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、県内全ての幼稚園・保育所を対象に
体重・身長のデータ収集を行い、その結果をもとにして、数値の高い幼稚園・保育所に対して専門講師を派遣して
研修会等を実施した。

○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・重要性が高いと考えられる幼稚園・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、訪問の機会を多くする等により、その改善に努める。
○肥満傾向児の出現率低下をめざして、「秋田わか杉っ子！心と体健やか推進事業」を立ち上げ、健康的な生活習
慣の確立等啓発に努める。

③幼・保・小の連携推進

○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。

○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。
○県と同様の内容で、市町村独自に連携を行うところが増え、市町村単位での実施率は100％になったが、施設単位
での実施状況については全容をつかみきれていない。このため、調査による実態把握と共に、全ての市町村が独自
に実施できるためツール（幼保小連携のための手引き）の作成を目指していく。



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

○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おり、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・小の連携に向けて各種の取組が行われ、全ての市町村で何らかの取組が実施されているが、実
施数の拡大と内容の充実とともに、市町村の自主的推進力の向上を目指していく。

概ね順調

評価結果

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、所内研
修支援を含めた訪問指導を行い、訪問数の目標を上回ることもできた。
○就学前教育から小学校教育への円滑な接続を図るため、個別の支援を充実させると共に、地区別合同研
修会も実施し、課題の共有や連携の強化に努めている。



（様式２）

平成24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

80

H18～21 80.0 91.0

108.1% 119.7%

③

特別支援学校高等部卒業生の社会的自立
割合（就職希望者の就職決定率）

72.5 74 76 78

事業実績報告書による 140.9% 74.4%

H20 155 116④

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

51.0 53.0

高校教育課調査による 91.2% 90.0%

H19

　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推進する。

基準値

②

44

施策評価調書

不要平成24年9月6日 ２次評価（企画振興部長）

①

⑤

75

達成度

75.6

104.9% 100.8%学習状況調査による

地場産物の学校給食活用率
（主要野菜15品目重量ベースの活用率）

21

78.7

45.6 45.9
大学等への進学率

50.0

160

●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

H19

72 75

33

27.9

54.0

93.0%

30

備考Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３

75 75

H12

Ｂ Ｃ

3231

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

○県政の課題である医師不足に対応して高校生段階から地域医療を支える人材育成のための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。
○少人数学習事業等により非常勤講師を配置するとともに、県立高校の全ての専門学科を１クラス３５人定員とす
るなどにより、授業や実習等におけるきめの細かい指導の充実を図った。
○地元企業との連携を強化することにより、地域と密着したものづくり教育を推進した。
○専門高校を地区の拠点校とした「英語コミュニケーション能力育成事業」の取組により、実践的英語力の向上を
図った。
○総合教育センターの研修講座等の活用に加え、大学等で行われる研修に教員を派遣するなど、教員の指導力向上
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。

○理数学力向上推進事業において、学校訪問を実施し授業改善を推進したほか、Ｗｅｂサイト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。さらに、理科支援員配置事業、教員対象の観察・実験指導力
向上講座等を実施し、小学校理科の学力向上に取り組んだ。また、本事業のみならず、総合教育センター等での研
修により、教員の授業力向上に努めた。
○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、学力向上施策の推進に努めた。また、全国学力・学習状況調査を合わせて活用し、学習指導における検証改善
サイクルを確立し、本県児童生徒の学力向上に取り組んだ。

①子どもの個性を生かした多様な教育活動の展開

○進学状況は、大学・短大進学率が45.9％と前年度より0.3ポイント上昇し過去２番目となったほか、医学部医学科
への進学者は62名とこちらは過去最高となった。
○就職状況としては、厳しい経済情勢の中にあって、全日制及び定時制の就職決定率は99.0％で全国４位、県内就
職決定率では98.7％と全国４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。

○新指導要領に掲げられている知識・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障するとともに、各学校ごとに実施している共同研究体制による授業研究の
充実やＷｅｂサイト等の活用による情報の共有化により、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努めていく。

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

○基礎学力向上のための指数は、平成23年度で75.6％と目標値を上回った。また、全国学力・学習状況調査におい
ても、平成19年度以降連続して小学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。

※キャリア教育：生徒一人一人の社会的・職業的自立に必要な基盤となる能力や態度等を育てる教育。中央教育審議会答申（平
成23年１月）により、分野や職種にかかわらず、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる基礎的・汎用的能力として、
「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」の４つの能力が
示された。本県では、平成19年度よりキャリア教育推進協議会を開催し、各高校の取組を支援している。



■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

○特別支援学校では、小学部段階から年齢や発達段階に応じたキャリア教育・進路指導を推進している。特に、中
学部や高等部では、学部・学年に応じ、年間２週間～８週間程度の職場実習や施設利用体験を実施している。
○高等部生徒の職場実習や就職の受入事業所を開拓するため、県内３地区（県北、県央、県南）に非常勤職員を配
置した（平成23年度６人）。
○特別支援学校における職業教育や生徒の職業能力を事業所や県民に理解してもらうため、平成23年度から「特別
支援学校職業教育フェスティバル」を年１回開催している。

○非常勤職員の配置により、平成23年度は実習可能な事業所364か所、就職可能な事業所31か所を開拓することがで
きた。
○事業所の開拓や職場実習の積み重ねにより、高等部卒業生の就職希望者の就職決定率は、平成22年度の80％に対
し、平成23年度は91％と大幅に向上した。
○キャリア教育の推進や卒業生に対する追指導の実施等により、平成21年度から平成23年度の過去３年間に高等部
を卒業した生徒の職場定着率は92.5%である（平成24年７月末現在）。この割合は、平成20年度～平成22年度卒業生
では88.7%、平成19年度～平成21年度卒業生では81.5%となっており、安定的に推移している。

○特別支援学校では、毎年200人程度の生徒が高等部を卒業し、そのうち50人程度が就職を希望するので、就職や職
場実習先等の安定的な確保が必要である。
○特別支援学校においては、すべての生徒が希望する進路を達成できるよう、キャリア教育や進路指導を更に充実
させる。
○近年、特別支援学校卒業生の就職先として流通や介護分野が多くなっており、産業構造の変化や雇用需要に応じ
た指導内容・方法の工夫が必要である。
○事業所の関係者からは「特別支援学校における教育の内容や生徒の職業能力を正しく理解している事業所はごく
一部である」との意見を聞いている。今後とも、事業所等の理解を図るため、「職業教育フェスティバル」の開催
（秋田市）に加え、県北・県南における「職業教育フェア」（フェスティバルの地域版）の開催、各特別支援学校
と地域との交流等に積極的に取り組む。

④学校支援地域本部による学校支援活動の活性化

○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。
○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。

○平成23年度は事業実施105校（前年比27校増）で約12,000回の支援活動が実施された。
○支援活動は、登下校の安全指導が4,483回と最も多く、次いで学習支援活動の3,302回、部活動指導の2,292回、環
境整備の1,713回、学校行事の437回となっている。全体の活動に占める学習支援活動の割合が全体の1/4と昨年度よ
りも増えており、児童生徒の学習意欲の向上、学力向上、教員の多忙化解消などに結びついている。
○約12,000回の支援活動に、延べ63,000人を超える支援ボランティアが関わり、地域教育力の向上に資するととも
に、学校が地域の敬老会や祭りに参加したり、観光客に地域の名所を案内したりするなど、地域の活性化について
も相乗的な効果を生んでいる。
○県内の全小・中・特別支援学校を対象にしたアンケートを行った結果、次年度の事業への取組希望は、事業実施
校で100％、未実施校でも61.4％が取組を希望するなど、この事業の良さが学校に認知されてきている。

③総合支援による特別支援教育の推進

○平成23年度から、国補助事業（国・県・市町村が事業費の１／３ずつを負担）となった。今後は、地域の実情に
合わせた、地域ぐるみで子どもを支える自立的な仕組みづくりについて、市町村と協議して進めていく必要があ
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が課題であり、研修による人材育成が重要で
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、公民館を中心とした地域の教育
機関、サークル・団体、地元企業等との連携を一層強めていく。



■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

⑤学校における食育の推進

○小中学校における学力向上の施策は、達成率が100%を超えており、概ね順調である。
○高等学校における就職率が全国でも上位となっている。また、大学・短大進学率のほか医学部医学科へ
の進学者数も伸びている。
○特別支援学校高等部生の就職率については、非常勤職員の配置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22年度に比べ11ポイント上昇するなど、目標値を大幅に上回っている。
○学校支援地域本部の事業に取り組む学校数が27校増え、105校になった。１校あたりの支援活動回数は減
少する形となったが、登下校の見守りや学習環境整備だけでなく、授業の中で教師を支援する活動回数が
増えるなど、活動内容が拡がった。
○学校給食における地場産物活用については、市町村や学校給食関係者の意識が高まってきている。

評価結果

○児童・生徒の基礎学力は良好な状態を維持しているが、思考・判断・表現する力を一層高め、教科にお
いては特に理数教科の一層の学力向上を目指す。
○進学や就職の意欲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。
○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、職場実習先、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。
また、特別支援学校における職業教育や生徒の職業能力の理解推進のため、職業教育フェスティバル等イ
ベントの開催や地域への情報発信を積極的に行う必要がある。
○学校支援地域本部事業は、地域ぐるみで学校を支えるだけでなく、学校も地域に貢献するなど、双方向
の活動が必要である。また、新規校が増えたり、同一市町村の中でも支援活動の取組に地域差が見られた
りするため、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等に対し、引き続き周知し
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

○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。
○意識付けを図るため、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。
○栄養教諭を中核とした食育の推進を図り、食育の授業の積極的な実践を行うとともに、授業実践事例集を作成
し、ホームページに掲載した。

○平成22年度における地場産物活用率が天候不順等の影響を受け、27.9%となり、平成21年度の32.2％から4.3ポイ
ント減少した。
○朝食摂取率において、小学校では、全県平均に比べて栄養教諭配置校が高い傾向にある。

○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（平成22年度活用率：最大60.1％、最小18.1％）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。
○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が高まってきている。
また、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：平成15年度55、平成23年度
76）にあり、関係機関との連携を図り、活用率の向上に繋げていく。
○今後も、栄養教諭の配置拡大を図っていく。

※平成23年度における地場産物の学校給食活用率は10月までに取りまとめるため、今年度は平成22年度における活用率で評価す
る。



（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

評価結果



（様式２）

平成24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

　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。

80

H21 86

B A

- 107.5% 121.3%

80

86

80 80

備考Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３

97

90 90 90

●施策目標（評価指標） 年度 Ｈ２２

「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

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：％）

76

86

基準値

○「美の国カレッジ」により、体系的で総合的な学習機会を延べ4,953名に提供した。講座案内に学習内容を掲載し
たところ、受講希望者が増加した。
○「あきた県庁出前講座」や関係各機関の主催講座等により多様な学習機会を延べ49,000名に提供した。
○生涯学習支援システム「まなびサポート秋田」により、県、市町村、民間団体等が広域的に実施している講座等
の情報を6,563件提供した。情報登録の方法を研修会や会議等により周知したところ、市町村、企業、ＮＰＯ等から
の登録情報が増加した。

○「美の国カレッジ」、「あきた県庁出前講座」、関係各機関の提供する講座等により、受講者の主体的な学びに
対応する多様な学習機会を提供し、生涯学習支援システム「まなびサポート秋田」に101,207件のアクセスがあるな
ど、県民がいつでも、どこでも、だれでも学ぶことができる環境の整備が進んだ。

①

②

90

達成度

94

95.6% 104.4%

○「美の国カレッジ」を「美の国アクティブカレッジ」として改編し、県民が独自に企画した講座等を取り入れる
など、人々が学んだことを行動に結びつけ、社会に生かしていくことができるような学習機会を提供するととも
に、市町村、企業、ＮＰＯ等からの広域的な学習情報の収集提供を一層進めていく。

施策評価調書

不要平成24年9月6日 ２次評価（企画振興部長）

①多様な学習機会の提供

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

○「美の国カレッジ」を「美の国アクティブカレッジ」として改編し、県民が独自に企画した講座等を新
たに取り入れるなど、人々が学んだことを行動に結びつけ、社会に生かしていくことができるような学習
機会を提供するとともに、市町村、企業、ＮＰＯ等からの広域的な学習情報の収集提供を一層進めてい
く。
○県民総「行動人」推進事業により、「行動人」を年間10,000人紹介するなど、学習成果を行動に結びつ
けて社会に生かすことの重要性を伝え、地域における学習成果の還元を図る。

概ね順調

評価結果

②学習成果の活用・還元システムの構築

○「美の国カレッジ」等により県民に多様で主体的な学習機会を提供し、生涯学習支援システム「まなび
サポート秋田」により、県、市町村、民間団体等が広域的に実施している講座等の情報を提供するなど、
いつでも、どこでも、だれでも学ぶことができる環境の整備が進んだ。
○「地域マイスター養成講座」の実施により、地域活動の指導者や講師となる人材が養成され、独自に講
座等を企画・運営するなど、学んだことを行動に結びつけて社会に生かそうという動きが、県内各地で見
られるようになってきた。

評価結果

○「地域マイスター養成講座」と「美の国キッズ＆ユース・カレッジ」により、県北、県央、県南各地区におい
て、地域活動の指導者や講師となる人材を４年間で104名養成した結果、６グループが地域の子どもたちを対象にし
た講座等を独自に企画・運営するなど、学んだことを行動に結びつけて社会に生かそうという動きが、県内各地で
見られるようになってきた。

○「美の国カレッジ」において地域活動の指導者や講師となる人材を養成する「地域マイスター養成講座」を修了
した29名のうち28名が、子どもたちを対象とする「美の国キッズ＆ユース・カレッジ」の企画・運営に携わった。
同一年度内に参画できるよう改めたことにより、企画・運営に携わる修了者が増加した。
○独自に講座を企画・運営しようとする７グループに対し、講師との交渉や会場の確保、受講者の募集等について
の相談に応じ、自立した活動ができるよう支援を行った。

○県民総「行動人」推進事業により、「行動人」を年間10,000人紹介するなど、学習成果を行動に結びつけて社会
に生かすことの重要性を人々に伝え、地域における学習成果の還元を図る。



（様式２）

平成24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

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

　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。

①国・県等による文化財指定の推進と世界に向けた発信

施策評価調書

不要平成24年9月6日 ２次評価（企画振興部長）

○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付等を進め、世界遺産登録への気運
を醸成する。

基準値

○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。

○国記録選択無形民俗文化財に１件、登録有形文化財に９件が追加された。また、９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303件、県指定など419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、鹿角市でフォーラムを開催した。

①

③

681

達成度

722

103.2% 105.2%平成24年度秋田県の生涯学習・文化財保護

県が実施する文化遺産活用事業等への参加
人数（年間）

4,010

703

126H16 120

686 691 696

●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

H13

備考Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３

4,250

133.4% 111.8%

3,900

535

3,700 3,800

H16 4,934

Ａ Ａ

101.7% 105.0%
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平成24年度秋田県の生涯学習・文化財保護

②
県や地域の保護事業の実施件数（年間）

96 120 122

平成24年度秋田県の生涯学習・文化財保護

4,000

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

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

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24件について助成を行った。
○「北海道・東北ブロック民俗芸能大会」を大曲市民会館で行い、700名の聴衆を前に８演目の民俗芸能が披露され
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向上を図るため「北海道・東北ブロック民俗芸能大会」を開催した。

○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

②文化遺産の保存と継承の促進

○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。

○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、その活用を推進するため、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。

③文化遺産の積極的な活用

○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。
○文化財の魅力に触れ、その良さを発見できる機会を充実するため、市町村と連携した地域の文化財活用事業の開
発に努めるとともに、ＨＰ等による文化財の情報発信の充実・普及を図った。

○震災の影響で開催時期を変更したH22年度分と合わせ２回の「秋田県埋蔵文化財発掘調査報告会」を開催したほ
か、セカンドスクール、企画展、古代発見バスツアー、ふるさと考古学セミナーなどに4,200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。



（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

評価結果


