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平成25年度における政策評価

政 策 コ ー ド 5 政 策 名

幹事部局コード 2 幹事部局名 企画振興部長

評価者・実施日

Ⅰ 政策の目標

Ⅱ 政策の推進状況

１ 政策（戦略）の数値目標

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

政策評価調書

協働社会構築

企画振興部長 平成25年10月30日

○過去１年間に仕事以外の社会活動や地域活動（ＮＰＯ活動、ボランティア活動、自治会活動）などに参加した
人の割合が、平成25年度には50％となることを目指す。

○ビジネス的な手法を取り入れて地域の課題解決や活力向上を図るコミュニティビジネスやビジネスモデルの立
ち上げ件数が４年間で200件(累積で343件)を上回ることを目指す。

●数値目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 備考
年度

H2１ 46.8 38.7 42.1

－ 234.0% 129.0%

5.8 20.0 30.0 40.0

105.3%

地域活力創造課調べ

①

過去１年間に仕事以外の社会活動
や地域活動（ＮＰＯ活動、ボランティ
ア活動、自治会活動）などへ参加し
たことがある人の割合(％)

県民意識調査

②

ビジネス的な手法を取り入れて地
域の課題解決や活力向上を図るコ
ミュニティ・ビジネスやビジネスモデ
ルの立ち上げ件数（累計）

143 193 243

50.0

H2１ 211 266 308

－ 109.3% 109.5% 105.1%

293 343

達成度 － Ａ Ａ Ａ

○政策の数値目標である「過去１年間に仕事以外の社会活動や地域活動などへ参加したことがある人の割合」及
び「コミュニティビジネスやビジネスモデルの立ち上げ件数」ともに増加し、平成24年度の目標を達成してい
る。

達成度 Ａ：「達成」 Ｂ：「一部達成」 Ｃ：「未達成」 Ｄ：「その他」
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H25目標

※Ｈ２１の数値については、現状を把握できる数値が無いため、県民意
識調査の値（休日などの「自由時間」を「ボランティア活動、地域活
動」で過ごしている人の割合）を参考として示しており、単純比較は出
来ない。
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２ 政策を構成する施策評価の結果

３ 政策を構成する施策の評価概要（推進状況及び課題）

施策コード 施 策 名 施策評価の結果

5-1 県民の多様な活動への参加促進と協働の推進 概ね順調

① 「県民の多様な活動への参加促進と協働の推進」について

② 「協働の取組と新ビジネスの展開による地域活力の創造」について

③ 「行政と多様な主体との協働の推進」について

ＮＰＯ出前講座の取組により、ＮＰＯ活動等や社会活動に対する小中高生の理解及び意識が高まってきている
ほか、企業や経済団体、学生などの参加による県民協働フェスタ2012の開催や、シニア世代ＮＰＯ参加促進事業
等により、ＮＰＯやボランティア活動に対して幅広く県民理解と参加の促進が図られており、評価指標の目標値
は達成されてきている。

また、高齢化等集落の自立と活性化対策について、対話と実践の場づくりなどの先駆的な取組により、集落の
存続モデルが構築されている。県民協働のための基盤づくりの推進では、ＮＰＯ中間支援組織による法人設立等
の相談事業を実施し、1,600件を超える相談実績があったほか、ＮＰＯ法人あきたスギッチファンドへの活動支
援やＮＰＯ運営力パワーアップ事業等によりＮＰＯの経営基盤強化及び人材育成が進んできている。このため、
本施策は概ね順調である。

施策目標である社会活動や地域活動などに参加した人の割合は目標値を達成し、前年度の実績値を上回ってい
るものの、平成22年度の実績には及んでいないため、内容を分析し、対策を検討する必要がある。地縁組織の地
域づくり支援については、高齢化等集落の存続モデルを活用しながら、ネットワーク化など県と市町村による持
続的な支援を図る必要がある。

また県民協働のための基盤づくりの推進については、引き続きＮＰＯ法人の自立性の向上、活動のための基盤
整備及び人材育成のための取組を継続する必要がある。

「秋田発子ども双方向交流プロジェクト」による都市と農山漁村での学校間交流、「秋田県高齢化等集落対策
協議会」や「秋田元気ムラづくりセミナー」、「あきた元気ムラ大交流会」等による高齢化集落の自立と活性化
の推進など、多様な地域課題の解決に向けた協働による地域活力創造の取組が普及してきている。

また、「ＮＰＯ派遣相談員設置事業」や「秋田型コミュニティビジネス起業支援事業」等による新たなビジネ
スモデルの展開により、具体的・継続的なビジネスに結びつけるための支援が展開されており、施策目標が達成
されていることから、本施策は概ね順調である。

都市と農山漁村の交流については、未実施の市町村等への働きかけにより交流の拡大を推進する必要があるほ
か、高齢化集落等の自立及び活性化のための「元気ムラ」活動は自立モデルを見出しつつあるが、活動が一部の
地域にとどまっていることから、未だ取り組んでいない地域への拡大が課題となる。

また、コミュニティビジネスが地域の再生を目指す取組のため、継続的なビジネスに結びつく展開となるよ
う、起業への支援とともに立ち上げ後のフォローアップなどの支援が必要である。

県と市町村との協働については、平鹿地域振興局と横手市のワンフロア化をはじめとして、各振興局と市町村
との機能合体に取り組んでいるほか、「秋田県市町村未来づくり協働プログラム」は平成24年度中に５件の市町
村プログラムが策定されており、地域の重要課題の解決や地域活性化を目指す取組が進んでいる。

また企業とのパートナーシップによる地域社会づくりに向け、新たな包括協定の締結が進んでいることなどか
ら、本施策は概ね順調と評価できる。

県と市町村の協働は、地域の事情を踏まえた取組とするため、これまでの取組の効果を検証しながら他地域・
他分野への普及を促進する必要がある。

また「秋田県市町村未来づくり協働プログラム」は、県と未策定市町村の両者で、地域課題の解決に向けた効
果的なプロジェクト構想の立案に向け、取組を進める必要がある。

5-2 協働の取組と新ビジネスの展開による地域活力の創造 概ね順調

5-3 行政と多様な主体との協働の推進 概ね順調
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Ⅲ 県民意識調査の結果

Ⅳ 政策を取り巻く社会経済情勢の変化

○平成22年度国勢調査によれば、本県の高齢化率は29.6％で全国一となり、速いペースで高齢化が進行してい
る。また、平成22年人口動態統計によれば、本県の人口減少率は平成８年以来、15年連続で全国最下位となって
いるほか、出生率も平成７年以来、16年連続で全国最下位となっている。

○平成22年１月、「新しい公共」という考え方やその展望を市民、企業、行政などに広く浸透させるとともに、
これからの日本社会の目指すべき方向性やそれを実現させる制度・政策の在り方などについて議論を行うことを
目的として「新しい公共」円卓会議が設置された。同会議は、平成22年６月に「新しい公共」宣言を発表してい
る。

○平成23年度税制改正により、認定ＮＰＯ法人への寄附について、所得税において新たに税額控除制度が導入さ
れた。

○平成23年３月、各都道府県に基金を造成し、事業の実施を通じて「新しい公共」の担い手となるＮＰＯ等の自
立的活動を支援する事業を行うことにより、「新しい公共」の拡大と定着を図り、国民の多様なニーズにきめ細
かく応えるサービスが無駄のない形で提供されるとともに、一人ひとりの居場所と出番がある社会を実現するこ
とを目的として、「新しい公共支援事業交付金」が各都道府県に配分された。

○平成23年６月、特定非営利活動促進法（いわゆるＮＰＯ法）が改正され、認証制度における手続きの簡素化・
柔軟化、税制優遇が受けられる認定制度の創設等が行われ、「新しい公共」の枢要な担い手となるＮＰＯ法人の
健全な発展のための環境整備が図られた。

○東日本大震災を契機に、ボランティア活動の重要性が改めて認識され、新たにＮＰＯ法人等を設立しようとす
る動きが見られる。

○平成24年４月より、ＮＰＯ法人の認証業務及び税制上の優遇措置を受けられる認定ＮＰＯ法人の認定業務は、
国より都道府県及び政令指定都市に全面移管された。

○東日本大震災を契機に、企業の社会貢献活動に対する関心が高まり、コミュニティビジネスの起業による域内
経済循環の重要性が認識されるようになってきた。

○行政に過度に依存しない自立的なＮＰＯ活動とそのための人材育成の必要性について、県民の関心が高まって
きている。

「地域社会（協働社会秋田）づくり」についてみてみ
ると、「十分である」が0.4％、「概ね十分である」が
3.0％となり、十分であると感じている人は3.4％と非常
に少ない。「ふつう」の34.0％を合わせると37.4％とな
り、昨年に比べ肯定的な意見が2.6％ポイント、一昨年
とでは8.3％ポイント増えている。「不十分である」が
9.1％、「やや不十分である」が26.4％となり、不十分
であると感じている人は35.5％となり３割を超えてい
る。

各取組項目においては「ＮＰＯやボランティア活動等
への支援」への評価が他の取組に比べて高く、一方で
「地域住民による新しいビジネスの展開」に関する取組
への評価がやや低い。なお、全ての項目で「十分」ある
いは「概ね十分」と感じている人の割合は増加してい
る。

十分である

0.4%

概ね十分で

ある

3.0%

ふつう

34.0%

やや不十分

である

26.4%

不十分であ

る

9.1%

わからない

21.0%

無回答

6.1%

総合的に見てどう感じていますか
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Ⅴ 評 価

１ 総合評価

●政策の推進状況

●課題と今後の推進方向

Ⅵ 評価結果の反映状況等（対応方針）

Ⅶ 政策評価委員会の意見

評価結果 評価の内容

概ね順調

○「ＮＰＯ出前講座」の実施や「県民協働フェスタ2012」の開催等により、ＮＰＯやボ
ランティア等の多様な活動に対する県民の理解と参加の促進が図られた。
○また、都市と農山漁村での学校間交流、秋田県高齢化等集落対策協議会や秋田元気ム
ラづくりセミナー、交流会の開催などにより、地域における協働が促進され、高齢化集
落の自立や活性化、新たなビジネスモデルが展開されている。
○県と市町村との協働については、平鹿地域振興局と横手市のワンフロア化など、各振
興局と市町村との機能合体に取り組んでいるほか、「秋田県市町村未来づくり協働プロ
グラム」では、平成24年度中に５市町の取組が進められるなど、地域の重要課題の解決
や地域活性化を目指す取組が進んでいる。
○政策の評価目標である、「社会活動や地域活動などへの参加割合」と「コミュニティ
ビジネス等の立ち上げ件数」については、それぞれ施策の効果が着実に現れてきたこと
や東日本大震災を契機にボランティア活動への関心が高まったことなどから、共に、目
標を達成しており、政策は概ね順調に進んでいる。

○人口減少の著しい本県においては、地域における様々な課題解決のため、行政をはじ
め、地域住民，ＮＰＯ、企業など、多様な主体による協働の取組により、豊かな地域社
会の構築、維持を推進していく必要がある。
○県民意識調査によると、「地域社会（協働社会秋田）づくり」について、「不十分」
「やや不十分」と感じている人が35.5％と、昨年度より減少したものの、依然、県民の
満足度が低い状況にある。
○このため、これまでの取組の成果を検証するとともに、今後、ネット等を活用した情
報の受発信を促進するほか、イベント等を通じたＰＲを実施するなど、ＮＰＯやボラン
ティア活動への参加を促進するための施策を検討する必要がある。
○また、コミュニティビジネスの立ち上げについては、高齢者集落等の地域づくりの活
動地域の拡大や、継続的なコミュニティビジネスの推進のため、立ち上げ後のフォロー
アップの充実を図る必要がある。

○これまでの取組実績等の分析を踏まえ、「市民活動情報ネット」やＮＰＯ支援センターによるタイムリーで実
践的な情報の受発信を強化するとともに、「協働フェスタ」等のイベントにおける事例紹介等を通じて、小中高
校生なども含め、広く県民の協働意識の浸透や地域活動等への参加を一層促進する。

○多様な元気ムラ活動を全県に普及させるため、市町村との「地域コミュニティ自立支援政策研究会」での検討
等を踏まえ、ネットワーク化を含め自立プログラム、組織マネジメント、行政サポートなど総合的な支援を進め
ていく。

○県と市町村の協働については、これまでの取組の実績や効果を検証した上で、機能合体の更なる推進に取り組
むほか、「秋田県市町村未来づくり協働プログラム」については、地域の重要課題の解決や活性化に向けたより
効果的なプロジェクトとするため、市町村との連携を更に強化しながら計画の策定、事業実施およびフォロー
アップを推進する。

○また、コミュニティビジネスについては、高齢者集落等の地域づくりの活動地域の拡大や、ビジネスの継続性
につながるよう、きめ細かな相談活動や専門指導、起業者同士のネットワーク構築などにより、起業後の経営状
況等のフォローアップを行うとともに、全県のモデルとなる団体の育成に努める。
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