
議案第３８号

平成２６年度施策評価について

１ 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 対象
「ふるさと秋田元気創造プラン」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

施策評価 ○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

（知事部局） のプロジェクトを含めた政策・施策体系上に掲げる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



政策分類(５) 政策(１７) 施策(５７)

６
７

新たなリーディング産業の育成、地域に根ざした産業の振興
環境調和型社会に向けた産業の集積
戦略的展開による食品産業の振興
人・モノの交流促進によるビジネスの拡大
企業誘致等による産業集積の促進
産業人材の育成

１ 電子部品・デバイス産業のパワーアップ
２
３
４
５

安心とゆとりを持って子育てを楽しめる環境づくり

生活習慣病予防の推進
総合的ながん対策の推進
心の健康づくりと自殺予防対策の推進
医療提供体制の整備

秋田の強みを発揮できる販売環境づくり
新農林水産ビジネスの展開を支える基盤づくり
需要創造力と訴求力を兼ね備えた産地づくり
他産業との融合による多様な付加価値の創出

全ての県民が少子化克服に向け積極的に行動する意識醸成と体制づくり
若者が「ふるさと秋田」で誇りを持って暮らせる環境づくり
夢を持ち安心して家庭を築ける環境づくり

国際交流の推進と多文化共生社会の構築
海外大学との交流推進

地球温暖化対策の推進
循環型社会の形成
良好な環境の保全と化学物質対策の推進

県民の公平な受診機会の確保

県民の多様な活動への参加促進と協働の推進
協働の取組と新ビジネスの展開による地域活力の創造
行政と多様な主体との協働の推進

幼保一体の教育・保育の充実
学校教育の充実
高等教育機関の充実と地域貢献の推進
青少年の健全育成

防災・危機管理体制の充実

男女共同参画社会の実現に向けた実践行動の促進
女性の社会参画の促進と多様な働き方の実現

生涯学習の推進

自然環境の保全
自然と触れ合う多彩な活動の推進
森林・農地等の保全と活用
八郎湖の水質保全対策の推進

高速・広域交通ネットワークの整備
地域間交流・連携を支える交通ネットワークの整備

地域内交通ネットワーク・生活圏交通の整備

１
２
３
４

１
２
３
４

１

消費者の安全・安心と生活衛生の確保

文化遺産の保存と活用
景観の保全、創造と活用

街なか活性化による賑わいの再生
特色ある圏域として輝く農山漁村の創造
暮らしの利便性を実感できる情報通信基盤の形成

文化活動の振興
スポーツ振興

共に支え合う地域社会の実現
障害者の自立支援の充実
安全で快適なバリアフリー社会の実現

安全・安心な地域づくりの推進

四季を通じて快適な生活環境の確保
災害に強い県土づくりと社会資本の長寿命化

３
４

１

２
３
４
５

１
２

３

３
４

１
２

１
２

２

１
２
３

１
２

２

１
２
３
４

１
２
３

１
２

１

14　福祉サービスの充実

15　安全・安心なまちづくり

16　文化遺産・景観の保全と活用

17　新たな生活圏の創造

５
　
個
別
政
策

７　国際社会における人材育成や
　　地域の国際化の推進

８　環境保全活動の推進

９　自然環境の保全

10　交通基盤の整備

11　生活基盤の整備

12　男女共同参画社会の形成

２
　
横
断
的
な
取
組

政 策 及 び 施 策 の 体 系

３
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）

（
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13　生涯学習・文化・スポーツの振興

１　産業経済基盤の再構築

２　融合と成長の新農林水産ビジネス
　　創出

３　県民参加による脱少子化

４　いのちと健康を守る安全・安心な
　　社会づくり

５　協働社会の構築

６　学校教育の充実と青少年の健全
　　育成

１
　
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト

３

１
２

１
２

３

１
２



（様式２）

平成26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

施策評価調書

２次評価（企画振興部長） 不要

　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変化が著しい
中、幼保一体的運営施設の普及拡大及び就学前教育の振興と充実並びに幼・保・小の連携推進を図り、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。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 備考
年度

38

H16 26 30 34 38

100.0% 100.0%

6 26 30 34

100.0% 100.0%

H19 54.4 60.8 62.2 64.8

108.8% 121.6% 124.4%

49 50 50 50 50

129.6%

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 25

（年間）

①

幼保一体的運営施設及び認定こども園の数
（園数）

（累計）

100.0%

②
幼稚園・保育所への訪問指導率（％）

（年間）

25

H20 25 25 25 25

100.0% 100.0% 100.0%

達成度 Ａ Ａ Ａ Ａ

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

〇子どもの居場所がどこにあっても、質の高い教育・保育の提供を保障するため、幼保合同研修や幼稚園要請訪
問・保育所所内研修支援等の訪問指導を平成17年度から継続している。
〇肥満傾向児の出現率が全国に比べて高いことから、その低下を目指すため、県内全ての幼稚園・保育所の５歳児
を対象に身長・体重のデータ収集を行い、その集計・分析結果を各園・市町村所管課等に情報提供した。また、
「教頭・主任等研修会Ⅱ」では、専門講師による「早寝・早起き・朝ごはん」の重要性に関する公開講演を開催
し、「三度の食事」「外遊び」「生活習慣の確立」のバランスが取れた生活や遊びの改善を引き続き呼びかけた。
（秋田わか杉っ子！健やか推進事業:平成25年度で終了）

〇幼保合同研修は、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、幼保の区別なく資質の向
上を図るための研修開催ができている。平成25年度は、研修実施延べ37日で2,166名の参加があった。
〇幼稚園要請訪問の訪問指導率は、67.0％、保育所所内研修支援の訪問指導率は、64.8％。全体の訪問指導率は、
64.8％であり、目標の50.0％を大きく上回った。

〇認定こども園サポート事業に係る訪問等の増加を想定し、幼稚園要請訪問と所内研修支援の訪問回数を、引き続
き原則１回と限定するとともに、公立幼稚園計画訪問の実施を12月にするなどの工夫をしながら、日程調整を進め
ていく。
〇「秋田わか杉っ子！健やか推進事業」は平成25年度で終了となったが、本事業を実施した３年間における「食・
運動・生活」の視点で取り組んだ実践事例は、実践事例や写真・標語(メッセージ)等で報告されている。今後は、
各園の好事例をカレンダー等で紹介しながら、各園・市町村等へ情報提供するとともに、訪問指導の際の話題の一
つとして取り上げ、情報共有をしていく。

①幼保一体的運営施設の普及拡大

〇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、
「認定こども園要請訪問」等を通して、認定基準の維持・確保を図った。
〇県内の幼稚園・保育所に対し「認定こども園制度」の普及・拡充のため、「秋田県認定こども園公開保育研究協
議会」を大仙市の「なかせんワイワイらんど(中仙幼稚園・中仙西保育園）」で開催した。参加者は、県内から246
名であった。

〇平成25年度末時点における認定こども園数は33施設となった。また、取組の結果として、平成26年４月１日付け
で新たに４施設が認定を受け、認定こども園は37施設（全国の認定こども園数は1,359。本県37施設は全国13位、東
北では１位）となり、幼保一体的運営施設と合わせた数は42施設である。
〇本県は、認定こども園の普及・拡充を通した幼保一体的な運営に認定こども園制度が成立した当初から積極的に
取り組んでおり、このことに係る視察・県外調査等も多く、全国的に注目されているものと認識している。
〇幼保推進課のＷｅｂサイト「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更に浸透し、平成26年６月20日現在のアクセス数は、288,122である。（参考：平成22年11月12
日開設、平成25年６月21日現在のアクセス数:217,837）
〇平成27年度から本格施行が予定されている「子ども・子育て支援新制度」を見据え、認定こども園サポート事業
の実施を希望する施設が12と増えたことから、１施設当たりの訪問回数を制限（10回程度から８回程度に減少）す
るとともに、合同説明会を開催するなどの工夫・改善を図ってきた。

〇新制度以降は、幼保連携型認定こども園が県の認定から認可に変更されることや、中核市である秋田市に所在す
る幼保連携型認定こども園の認可は秋田市になること等について、国の動向を注視しつつ、引き続き市町村担当
課・関係機関等に周知をするとともに、秋田市との協議も計画的に進めていく必要がある。
〇平成26年度秋田県認定こども園公開保育研究協議会は、井川町立井川こどもセンター(幼保連携型)で開催予定で
ある。(H26.10.9予定)

②就学前教育の振興と充実



■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

③幼・保・小の連携推進

〇幼稚園教諭と保育所保育士及び小学校教諭が一堂に会する研修会（就学前・小学校地区別合同研修会）を県内３
地区で開催し、就学前教育と小学校教育双方の特徴や機能等について理解を深めた。
〇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。

〇県内３地区で開催した就学前・小学校地区別合同研修会には、就学前教育関係者211名、小学校関係者102名、計
313名の参加があり、生活科のスタートカリキュラムの理解につながる講義やグループ協議を通して、就学前後の子
どもの育ちを双方で支えることの大切さを共有できた。
〇幼保小連携理解推進事業には、鹿角市ほか13市町村が取り組み、29組73名が、小学校におけるティームティーチ
ングによる学習指導や幼稚園・保育所におけるティーム保育参加を通して、相互理解を深めることができた。
〇秋田県認定こども園公開保育研究協議会開催に当たっては、大仙市教育委員会の後援の下、当日は、公開園と関
係がある中仙地域の小・中学校から校長・関係職員の参加もあり、認定こども園の保育参観を通じて、就学前教育
の理解推進が図られた。
〇就学前・小学校中央地区合同研修会の開催に当たっては、男鹿市教育委員会・保育所所管課等の協力を得て、認
定こども園船川保育園の保育公開を通じたグループ協議で就学前後の子どもの育ちについて情報共有が図られた。

〇就学前・小学校地区別合同研修会への小学校関係者は、約100名程度で推移しているが、地区別に見てみると、県
北地区の小学校関係者の参加が51名と約半数を占めている。
〇研修会における幼保小連携の視点として、生活科スタートカリキュラム作成を通じた共通理解・情報交換を示し
たが、小学校側のニーズとして、特別な配慮を要する幼児への配慮や関わり等の特別支援教育を通した内容を求め
る要望も多い。
〇義務教育課との連携の強化はもちろんのこと、小学校側からより多くの参加者を募るためにも、中央教育事務所
を通じた研修会要項の送付の仕組みを確かなものにするとともに、各市町村教育委員会への働きかけも継続してい
く。

評価結果

概ね順調

○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、認定こども園数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、幼稚園
要請訪問・保育所所内研修支援等の訪問指導を行い、訪問指導率は、目標を大きく上回ることができた。
○就学前教育から小学校教育への円滑な接続を図るため、幼保小連携理解推進事業や県内３地区を会場に
開催される就学前・小学校地区別合同研修会を通して、課題の共有や連携の強化に努めている。

○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
充実を図るとともに、幼保推進課ホームページを活用し、積極的な情報発信に努める。
〇平成27年度から本格施行が予定されている「子ども・子育て支援新制度」を見据え、来年度中に認定こ
ども園の認定を目指そうとする幼稚園・保育所が多くなることが予想されることから、「認定こども園サ
ポート事業」の在り方の再検討が引き続き求められる。
〇平成26年度の就学前・小学校地区別合同研修会では、小学校側の必要感が高い「特別支援教育」をテー
マに講義や情報交換等を予定しているが、参加者のニーズや研修後の反省等を次年度の計画立案に反映さ
せていく。

評価結果



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



（様式２）

平成26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

施策評価調書

２次評価（企画振興部長） 不要

　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。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 備考
年度

H19 77.0 75.8 72.8 74.5

102.7% 101.1%

72 75 75 75

97.1% 99.3%

①

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：％）

学習状況調査による

Ｈ22 52.8 50.8 49.1 51.7

99.6% 94.1% 89.3%

②
高校卒業者の国公立大学進学希望達成率

53 53.0 54.0 55.0 56.0

高校教育課調査による 92.3%

75

80

H18～H21 80.0 91.0 90.6 100.0

108.1% 119.7%

72.5 74 76 78

116.2% 125.0%

H20 155 116 135 139

140.9% 74.4% 85.4%

97 110 156 158 160

86.9%

21 30 31

93.0%

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）

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）

事業実績報告書による

124.2% 133.1%

達成度 Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ

32

H12 27.9 38.5 42.6⑤

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）

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

①子どもの個性を生かした多様な教育活動の展開

○児童生徒の生活集団又は学習集団の少人数化を図り、きめ細かな指導を充実させるため、30人程度学級を従来の
小学校1～4年生及び中学校1年生に加え、平成25年度には新たに中学校2年生に拡充した。
○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、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。

○平成25年度の学習状況調査では、基礎学力向上のための指数は74.5％（達成率99.3％）となり、目標値にわずか
に及ばなかったものの改善した。また、全国学力・学習状況調査においては、平成19年度から連続して大変良好な
成績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。

○きめ細かな指導を行うための少人数学習をさらに充実させるために、他の学年にも順次拡充していく必要があ
る。また、外部人材を活用した授業等のサポートについても引き続き行っていく必要がある。
○習得した知識や技能を活用して課題を解決するために必要な思考・判断・表現する力を一層高めることが求めら
れており、言語活動の充実とともに、特に理数教科における学力向上を目指していく。
○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、各学校における質の高い学力を保障するとともに、各学校毎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

○県内大学との連携により高校１年生に大学で学ぶことが大学卒業後の職業にどのように結び付くかを理解させる
「将来設計ガイダンス」を開催した。
○全県３校の普通科高校をキャリア教育実践モデル校に指定し、普通高校におけるキャリア教育の在り方について
の実践研究を継続して行った。
○県政の課題である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等を継続して実施した。
○外部講師を活用して、進学コース別ハイレベル講座等を継続して実施した。
○最新の技術や専門知識を有する大学教員、医師、技能者等の職業人による授業を実施し、学習の深化や職業意識
の育成に努めた。
○「地域との連携強化プロジェクト」により、11の高校が25のテーマにより地域をフィールドとしたキャリア教育
の取組を行った。
○「教員派遣研修」により、延べ96名の教員が教科指導力向上等の研修に参加した。
○「あきた発！英語コミュニケーション能力育成事業」の主要な事業であるイングリッシュ・キャンプ及びスー
パー・イングリッシュ・キャンプの実施により、英語コミュニケーション能力の向上、異文化理解と英語学習への
動機付けを図った。

○大学卒業後の職業選択をも視野に入れて、進学希望者に対してもインターンシップを実施するなどの取組によ
り、公立高校におけるインターンシップ参加率が58.4％と高い水準を維持しており、離職率の低下などにも結び付
いている。
○進学状況は、医学部医学科への進学者は67名と過去最高となったほか、国公立大学進学希望達成率は51.7％と前
年比で2.6ポイント増加しており、全体的な引き上げがなされてきている。
○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98.8％、全国９位となっ
た。
○イングリッシュ・キャンプでは、ディスカッションやプレゼンテーションなど自分の意見を発信する場を多く設
定したことから、スピーキング能力やライティング能力など英語による発信力の向上が見られた。また、異文化に
対する関心の高まりと英語学習に対する意欲の向上が認められた。

○キャリア教育の一層の充実により、特に大学進学を希望する生徒たちのモチベーションを高め、学習への意欲を
喚起することによる学力向上を図るため、学校間連携や高大連携による取組が必要である。
○これまで実施してきた各種プログラムを継続実施するほか、中堅の進学校の生徒たちの進路目標の達成に向けた
新規事業を展開し、学力向上に努める。
○グローバル化に対応した英語教育を一層推進していくために、「あきた発！英語コミュニケーション能力育成事
業」における各種事業の充実と見直しを行っていく必要がある。



■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

○特別支援学校の高等部卒業生は、毎年200人程度であるが、近年就職希望者が増加しており、引き続き、就職先の
開拓や職場実習先の確保が必要である。
○特別支援学校においては、地域人材や地場産業との連携を図り、多様な職場実習及び職業教育のより一層の充実
を図る。さらに、小学部から一貫して行うキャリア教育や進路指導に係る実践の充実と教育課程への反映を図る必
要がある。
○企業団体等と連携し、「職業教育フェスティバル」（県央地区）と「職業教育フェア」（県北地区、県南地区）
を継続開催することで、各地域における理解推進を図っていく。

④学校支援地域本部による学校支援活動の活性化

○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する市町村に対して助成し、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。
○地域コーディネーター等を対象に、地域の課題に応じた講習会を実施するとともに、全県交流会、研究協議会等
で先進的・円滑な運営をしている本部や、地域に貢献している学校の取組を紹介し、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、ボランティアの掘り起こしや育成に努めた。

○平成25年度は事業実施133校（前年度比5校減）で18,000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6,666回と最も多く、次いで部活動指導の4,679回、学習支援活動の3,947回、環
境整備の2,460回、学校行事の760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20％以上を占めるな
ど、活動が定着してきたことにより、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。
○18,000回を超える支援活動に、延べ99,373人（前年比29,755人増）の学校支援ボランティアが関わるなど、地域
ぐるみで学校の教育活動を支える仕組みが定着する一方、地域の敬老会や祭りに参加したり、観光客に地域の名所
を案内したりする学校も見られるなど、地域の活性化についても相乗的な効果を生んでいる。

○平成25年度から、地域の実情に合わせた研修会等を実施した。地域ぐるみで子どもを支える自立的な仕組みづく
りなどについて、今後も引き続き、市町村と協議して進めていく必要がある。
○この取組を継続していくには、地域コーディネーターやボランティアなどの育成が大切である。各地区の実情に
合わせた研修会を定期的に開催し、計画的な人材育成に努めていく必要がある。

③総合支援による特別支援教育の推進

○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、作業学習を中心として、生徒の働く力の育成に努めている。また作業学習の発展として、年間
２週間～８週間程度の職場実習を実施している。加えて、地域の事業所等を学習の場とする作業学習や、一定期
間、週１～２回程度事業所へ通って実習を実施するなど、地域事業所と連携した職業教育を展開した。
○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）に非常勤職員を各
１名配置した。
○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、「特別支援学校職業教
育フェスティバル」を中央地区で、「職業教育フェア」を県北地区、県南地区でそれぞれ開催した。また、地域の
イベントなどに積極的に参加し、地域との交流を深めた。

○職業教育及び職場実習の積み重ね並びに職場開拓により、平成25年度高等部卒業生の就職希望者は過去最高とな
る75名（前年比17名増）にのぼり、就職決定率は100％となった。
○非常勤職員の配置により、平成25年度は実習受入が可能な職場564か所、就職相談が可能な職場59か所を確保する
ことができた。
○「職業教育フェスティバル」及び「職業教育フェア」は地元企業団体等の協力を得て開催したり、地域の催しに
期日を合わせたりしたことで地域住民への理解が図られ、来場者総数は約1,000名となった。



■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

○地場産物の活用促進や学校における食育の推進を図るため、研修会などで市町村担当者や各学校給食担当者等に
良い取組事例の紹介を行った。
○「栄養教諭配置校訪問」を実施し、栄養教諭を中核とした食育の推進を図った。
○栄養教諭や学校栄養職員の研修会では、食物アレルギーへの対応についても認識を深めた。

○学校では、栄養教諭等による食に関する指導の時数が増加傾向にあり、児童生徒の学校給食や望ましい食習慣、
地場産物への関心が高まってきた。
○平成24年度の地場産物活用率は42.6％で年々上昇している。
○朝食摂取率に関して、小学校・中学校ともに、全県平均に比べて栄養教諭配置校が高い傾向にある。

○地場産物の学校給食活用率は、これまで低かった市町村においても、向上してきていることから、今後も活用率
向上に向けた取組の啓発を行っていく。
○学校給食への食材提供グループ数については、増加傾向（平成25年度81グループ）にあり、関係機関との連携を
図り、活用率向上につなげていく。
○今後も、栄養教諭の配置拡大を図っていく。

評価結果

概ね順調

○小中学校における学力向上の施策は、施策目標の達成率が99.3%とわずかに目標値に及ばなかったが、前
年度からは改善しており、全国学力・学習状況調査においては、平成19年度から連続して良好な成績を維
持している。
○高等学校における国公立大学の進学希望達成率が前年度比で2.6ポイント増加したほか、医学部医学科へ
の進学者数が過去最高値になるなど、全体の学力が引き上げられている。
○「あきた発！英語コミュニケーション能力育成事業」における各種事業により、児童生徒の発信力の向
上、「聞くこと」「話すこと」など技能の向上、異文化に対する理解の深まりがみられるなど、全体とし
て児童生徒の英語コミュニケーション能力が向上した。
○特別支援学校高等部生の就職については、職場実習の積み重ねと事業所の開拓により、就職者が増加
し、就職決定率は100%となった。
○学校支援地域本部事業において、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
る活動回数が一定の割合を占めたり、ボランティアの延べ人数が３万人近く増えたりするなどの取組の定
着が見られ、施策目標の達成率は、前年度比1.5ポイント増加した。
○学校給食における地場産物の活用については、栄養教諭を中心として各調理場における取組を強化した
ことにより、活用率が向上した。

○習得した知識や技能を活用して課題を解決するために必要な思考・判断・表現する力を一層高めること
が求められており、言語活動の充実とともに、特に理数教科における学力向上を目指す。
○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に、キャリア教育の一層の充実を図るとと
もに、進路目標の達成に向けて、学校間連携等に基づいた学力向上の取組を推進する。
○グローバル化が急速に進展する社会において求められる英語コミュニケーション能力を児童生徒に身に
付けさせるために、一層の授業改善と教員の英語力・指導力の向上を図る。
○特別支援学校においては、就職先の開拓や職場実習先の安定的な確保を進め、地域の人材や地場産業、
企業団体等と連携し、長期継続的な職場実習や職業教育の充実を図るとともに、作業学習製品の販売、職
業教育フェスティバル等の開催などの取組を進めていくことにより、キャリア教育や進路指導の一層の充
実と教育課程への反映を図る。
○学校支援地域本部事業は、今後も各地域において、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、双方向の取組が必要である。地域の実情に合わせた研修会等を継続的に行うとともに、
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。
○学校給食への地場産物の活用率はこれまで低かった市町村においても向上していることから、今後も関
係機関等と連携し、地場産物を安定的に使用できるよう体制の整備を図るとともに、活用率向上に向けた
取組の啓発を行っていく。また、朝食摂取率は、栄養教諭配置校において高い傾向があることから、今後
も栄養教諭の配置拡大を図っていく。



（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26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 15 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

達成度 B A Ａ B

①多様な学習機会の提供

○「美の国アクティブカレッジ」の「あきたふるさと学講座」を、生涯学習センター、小坂町、八峰町、秋田市（新
屋地区）、仙北市、羽後町の各キャンパスで実施した。
○「あきた県庁出前講座」により、県民ニーズに対応した多様な学習機会として、184メニュー、544回の講座を実施
した。
○生涯学習支援システム「まなびサポート秋田」に県内各地の生涯学習に関する情報を登録できるようにし、イン
ターネットを介して講座やイベント、講師等の情報を提供した。

○「美の国アクティブカレッジ」の各講座に、前年度並みの5,424人が参加し、多様な学びを展開した。
○「あきた県庁出前講座」の利用件数は前年度比85件増で、利用者は前年度比7,431人増の32,936人であった。最も利
用の多い講座は、「子どもたちのインターネット健全利用」で94件の依頼があった。
○生涯学習支援システム「まなびサポート秋田」について、情報登録の仕方や活用方法に関する周知・広報に努めた
結果、アクセス数は前年比729件増の115,860件となった。

○「美の国アクティブカレッジ」については、図書館や博物館等の県関係機関との連携講座を拡大するほか、体験型
研修を取り入れるなど講座内容の見直しを図り、引き続き学習機会の提供に努める。
○「あきた県庁出前講座」の活用が行われるよう、引き続き広報活動に努める。
○「まなびサポート秋田」の各種講座や講師等の情報収集と行動人の情報収集に努め、県民に活用されるよう引き続
き広報活動に努める。

H21 86 97 86 100

107.5% 121.3% 107.5%

80 80

秋田県生涯学習センター事業報告書による 125.0%

①

「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：％）

秋田県生涯学習センター事業報告書による

②

「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 80 80

90

H20 86 94 106 85

95.6% 104.4%

86 90 90 90

117.8% 94.4%

 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。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 備考
年度

施策評価調書

２次評価（企画振興部長） 不要

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

○学んだことを行動に結び付け社会に貢献している行動人をＷｅｂサイトで511件、15,858人紹介した。（H25年度末
計32,190人）
○地域のよさを生かした講座を企画・運営できる人材の育成を目指し、由利本荘市教育委員会と連携して、「地域マ
イスター養成講座」を実施した。

○行動人について、講話やポスター等による広報をした結果、Ｗｅｂサイトに22,067件のアクセスがあった。
○「地域マイスター養成講座」により、７人の修了者が、「大人の登校日」と題して、授業体験や給食試食体験、社
会見学などの講座を企画・運営した。
○自ら講座を企画・運営しようとするグループに対し「自主企画講座支援」を行い、８グループが、舞踊やものづく
り、防犯等をテーマとする15の講座を実施した。

○行動人、地域マイスター、自主企画講座実施グループ等のネットワーク化を図り、地域づくりや人材育成に結び付
く取組が全県域で行われるよう努める。
○「行動人」Ｗｅｂサイトで、引き続き行動人を紹介するとともに、「行動人実践交流会」等を実施し、行動人同士
の連携・協働が図られるよう支援に努める。

評価結果

概ね順調

○「あきた県庁出前講座受講者数」や「まなびサポート秋田アクセス数」は、いずれも前年度より増加して
おり、多様な学習機会の提供は概ね達成している。
○学習の成果を生かして行動に結び付ける気運の醸成を図るため、県内の行動人を延べ30,000人以上紹介し
ている。また、学習成果の還元システムの一つである「自主企画講座支援」等の取組も定着してきた。

○引き続き、いつでもどこでもだれでも学ぶことができる生涯学習の機会の提供に努めるとともに、生涯学
習の成果が行動に結び付くよう、「地域マイスター養成講座」や「自主企画講座支援」を一層充実する必要
がある。
○県内各地域で、学んだことを行動に結び付け社会に貢献している行動人のネットワークづくりを推進し、
行動人や関係団体との連携・協働による地域の活性化に向けた取組を一層推進する必要がある。

評価結果

②学習成果の活用・還元システムの構築



（様式２）

平成26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

施策評価調書

２次評価（企画振興部長） 不要

　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。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 備考
年度

696

H13 703 722 720 729

103.2% 105.2%

535 681 686 691

104.2% 104.7%

H16 120 126 130 133

101.7% 105.0% 106.6%

96 118 120 122 124

107.3%

③

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 3,700 3,800 3,900

平成25年度秋田県の生涯学習・文化財保護

①
国・県指定等の文化財件数（累計）

平成25年度秋田県の生涯学習・文化財保護

114.3%

②
県や地域の保護事業の実施件数（年間）

平成25年度秋田県の生涯学習・文化財保護

4,000

H16 4,934 4,250 4,458 11,024

133.4% 111.8% 275.6%

①国・県等による文化財指定の推進と世界に向けた発信

○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・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けて、中学生へクリアファイルを配付したほか、能代市、
大仙市、由利本荘市で縄文出張講座と写真展、鹿角市、北秋田市、大館市で縄文ナビゲーター育成講座などを開催
した。

○重要伝統的建造物群保存地区に１地区が選定され、国重要無形民俗文化財に１件、国名勝に１件が追加され、３
件を県指定文化財に指定するなど、県内に遺されている貴重な文化財の保存につとめた。一方、強風被害のため１
件の県指定文化財の解除があり累計数では国指定など307件、県指定など422件となった。
○「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けて推薦書原案を文化庁に提出した。25年度ユネスコへの
推進は見送りとなったが、早期の推薦に向けて推薦書の精緻化等の作業を継続している。

○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・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に対する県民などへの周知活動は着実に進められているが、引
き続き出土品の展示会・イベント・シンポジウム・中学生へのクリアファイルの配布等により世界遺産登録への気
運を醸成する。

達成度 Ａ Ａ Ａ Ａ

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

○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、保存
管理計画策定等25件に助成した。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
や伝統行事の継承のため11団体に助成した。
○民俗芸能継承者の伝承意欲と技術向上を図るため「秋田県民俗芸能大会」を開催した。

○重要文化財土田家住宅の保存修理、赤神神社五社堂の防災施設修理を行ったほか、県指定有形文化財永泉寺山門
の修理に着手した。史跡秋田城跡では保存管理計画を策定した。
○「秋田県民俗芸能大会」を秋田市にぎわい交流館で行い、650名の観衆を前に６演目の民俗芸能が披露された。

○人口減少、少子高齢化が進む中で、所有者や保存団体等の状況を把握しながら、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件数を増やしていく必要がある。

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、市町村等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、Ｗｅｂサイト等による文化財の情報発信の充実・普及を図った。
○平成13年度から平成22年度まで行った中国甘粛省との文化交流の成果を県民に報告するため、友好提携30周年記
念と合わせた文化交流展を開催した。

○「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2,500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。
○「北海道・北東北の縄文遺跡群」の周知のためＷｅｂサイト「秋田のＪＯＭＯＮを世界遺産へ！」を公開した。
○「シルクロードの記憶」と題した文化交流展には、開幕日に開催した記念講演会と合わせ7,379人の参加者があっ
た。

②文化遺産の保存と継承の促進

○文化遺産の活用は様々な形で行っているが、厳しい財政状況により事業予算の確保が厳しい中で、事業内容を工
夫するとともに、事業等へ参加する県民の数を増やすよう広報に努める。

評価結果

概ね順調

○文化遺産を保存・継承していくため文化財の指定件数は目標値に達している。
○保護事業の実施件数も着実に増加している。厳しい財政状況の中でも手法を工夫しながら、文化遺産の
活用推進に取り組んでいる。
○平成13年度から進めてきた中国甘粛省との文化交流について、文化交流展として県民に報告することが
できた。

○新たな郷土の文化資産づくりが着実にできるよう、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・北東北の縄文遺跡群」の登録推進を着実に進めるため、構成資産に関わる課題解決を進める
とともに世界遺産登録を見据えた県民意識の醸成を図る事業を拡充する必要がある。



（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


