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施策評価（平成27年度） 施策評価調書

政策コード 3 政策名 未来の交流を創り、支える観光・交通戦略

施策コード 4 施策名 「スポーツ立県あきた」の推進

幹事部局 観光文化スポーツ部 担当課 スポーツ振興課

１次評価（観光文化スポーツ部長）平成27年7月31日 ２次評価（企画振興部長） 平成27年8月31日

１　施策の目的等（政策との関連、必要性、取組内容、取組後の姿　など）

２　施策の状況

（１）代表指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

※達成度の判定基準　　　Ａ：100％以上　 Ｂ：80％以上100％未満　 Ｃ：60％以上80％未満　 Ｄ：60％未満

（２）代表指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

　平成21年９月に「スポーツ立県あきた」を宣言し、スポーツを秋田の活力と発展のシンボルとし
て、生涯を通じた豊かなスポーツライフづくりや、競技力のレベルアップによるスポーツ王国秋田の
復活を目指すとした。そのため、東京オリンピック開催等も見据え、選手の育成及び指導者の資質向
上を図るとともに、ジュニア期からの一貫指導体制を確立する。また、スポーツを通じて、県民が健
康で生き生きとした生活を送るための環境を整えるほか、地域住民の誰もがいつでも気軽にスポーツ
ができる、総合型地域スポーツクラブ（以下「総合型クラブ」という。）の設立及び安定した運営基
盤づくりへの支援を行う。さらに、交流人口の拡大による地域の活性化を図るため、全国規模・国際
規模のスポーツ大会やスポーツ合宿等の誘致を推進する。

○成人の週１回以上のスポーツ実施率については、平成24年から増加傾向が続いているものの、目標
を上回るまでに至らなかった。
　目標を達成できなかった要因としては、30歳代女性の実施率に改善が見られるものの、男女とも30
～40歳代の子育て世代が各年代を通して低率傾向にあることから、当該世代を中心としたスポーツ活
動の場の設定や機会が十分でなかったと考えられる。

○国体における天皇杯得点については、平成23年山口国体からの減少傾向が止まらず、目標を下回っ
た。天皇杯順位は42位となり、過去最低の成績となった。なお、東北では５位の成績である。
　目標を達成できなかった要因としては、得点が期待された少年男子のバレーボールやバスケット
ボールがベスト16で敗戦するなど、少年種別得点の減少傾向を止めることができなかったことが大き
く影響しており、秋田県体育協会や競技団体とともに、中学生強化選手と高等学校強化拠点校が連携
した一貫指導体制を確立するなど、更にジュニア選手の強化に取り組む必要がある。
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（３）関連指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

（４）関連指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）
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○皇后杯得点については、平成23年山口国体からの減少傾向が止まり獲得点数を増やしたものの、目
標を上回るまでに至らなかった。皇后杯順位は40位となり、昨年の42位から順位を上げた。なお、東
北では５位の成績である。

○国体少年種別得点については、平成23年山口国体からの減少傾向が止まらず、目標を下回った。

○30～39歳女性の週間行動者比率については、子育て世代を対象とした運動教室を実施するなど、
ニーズに応じた地域スポーツ環境の整備に取り組んだこともあり、目標を上回った。

○40～49歳男性の週間行動者比率については、チャレンジデーの開催を支援するなど、地域のイベン
ト等をきっかけとした運動機会の創出に取り組んだものの、目標を上回るまでに至らなかった。

○スポーツ観戦出費者比率及びスポーツボランティア参加比率については、トップスポーツチームと
地域との連携・協働の推進に取り組んだものの、目標を上回るまでに至らなかった。
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

①全国や世界のひのき舞台で活躍できる選手の育成と強化

②ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

③スポーツを活用した地域の活性化

④住民が主体的に参画できる地域のスポーツ環境の整備

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。
　①指導者の資質向上や選手の育成・強化のため、秋田県体育協会加盟の延べ46競技団体が実施する
　　選手強化対策事業に助成した。
　②ジュニア期からの一貫指導体制を構築するため、高等学校強化拠点校16競技15校（延べ24校）を
　　指定し、選手強化対策事業に助成したほか、中学生強化選手23競技262人を指定し、資質向上研
　　修等を実施した。
　③オリンピックで活躍できるトップアスリートの輩出を目指し、ジュニア期から優れた素質を有す
　　る選手を発掘し、中央競技団体と連携しながら、国際レベルを意識した一貫指導による育成・
　　強化を実施した。
○代表指標である「国体における天皇杯得点」において目標を上回ることはできなかったものの、一
　貫指導体制の構築に向けた取組成果の一つとして、秋田工業高校が平成26年12月の全国高校駅伝大
　会において４位入賞する活躍を果たした。

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。
　①高齢者を含めより多くの県民がスポーツ活動を行うことができるようにするため、高齢者の運動
　　プログラムの開発、健康教室・ウォーキング教室の開催、指導者養成等を実施した。
　②住民のニーズに応じた地域スポーツ環境を整備するため、総合型クラブや市町村と連携し、子育
　　て世代を対象とした運動教室を実施した。
○代表指標である「成人の週1回以上のスポーツ実施率」は、平成24年から増加傾向にあるものの、目
　標を上回ることはできなかった。そうしたなか、スポーツ科学センターで実施する健康教室・講習
　会等の参加者は前年度に比べ2.3%増加していることもあり、緩やかであってもスポーツ活動の実践
　が浸透してきている。

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。
　①地域のにぎわい創出を図るため、７つのスポーツ大会等の開催を支援した。また、競技力の向上
　　や地域活性化に寄与するため、県内でのスポーツ合宿の誘致等に取り組み、合宿を通じた県内ス
　　ポーツ団体等との交流を推進した。
　②トップチームを通じた県外からの誘客促進を図るため、バスケットボールの秋田ノーザンハピ
　　ネッツ、サッカーのブラウブリッツ秋田、ラグビーの秋田ノーザンブレッツのユニフォームへの
　　本県ＰＲロゴの掲出、「ｂｊリーグファイナルズ」へ進出した際の試合会場での観光ＰＲなどの
　　取組を行い、情報発信や交流人口の拡大に努めた。
　③「秋田２５市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！」を新たに開催し、地域が一体となり代表選手
　　を応援するなど、地域の絆を深めるとともに地域活性化の一助となった。
　④２０２０東京オリンピック等に向け、国内外の選手団の事前合宿誘致について、誘致意向を持つ
　　市町と連携して情報収集に努めるとともに、誘致プロモーションを行った。
　⑤たざわ湖スキー場において、県内初のモーグル・ワールドカップを開催した。大会は２日間で延
　　べ約８千人が来場したほか、国内外でのテレビ放映やフェイスブック等を通じ、本県の冬の魅力
　　を発信した。

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。
　①市町村単位に複数の総合型クラブを設立し、誰もが気軽にスポーツを行うことができるようにす
　　るため、市町村へのクラブ創設に向けた訪問、指導者養成、情報提供等を行うとともに、設立済
　　みクラブを訪問し安定した運営基盤づくりへの支援を行った。
　②県有体育施設の運営や各種競技大会などを円滑に開催するため、所管している13施設のうち９施
　　設において必要な整備や修繕を行った。
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３　総合評価

（１）施策幹事部長による１次評価

（２）企画振興部長による２次評価

４　課題と今後の対応方針

①　課題（施策目標達成に向けた新たな課題、環境変化等により生じた課題　など）

②　今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

５　政策評価委員会の意見

評価結果 概ね順調

評価結果

評価理由

　代表指標については、目標を達成することができなかったものの、施策の各取組を着実
に実施しており、一定の進捗が見られる。
　代表指標の「国体における天皇杯順位」に直結しないものの、全国や世界のひのき舞台
で活躍できる選手の育成と強化に取り組んできた成果として、日本代表として世界大会に
出場する本県出身選手や、全国大会で活躍する高校が出始めている。また、全国規模・国
際規模のスポーツ大会の誘致に成功し、交流人口の拡大による地域活性化に寄与するな
ど、「スポーツ立県あきた」の推進が着実に進んできている。以上の理由から、本施策の
総合評価は「概ね順調」とする。

概ね順調

　「2015紀ノ国わかやま国体」では、成年種目において優勝者４名を含む多くの入賞者を出す活躍により、天
皇杯・皇后杯成績は昨年大会を上回る結果となった。そうしたなか、少年種目においては、昨年大会から入賞
数・獲得点を減らす結果であったことから、ジュニア選手の強化にこれまで以上に取り組む必要がある。
　また、県民の「する」「みる」「ささえる」といった多様な形によるスポーツ参加の現状を把握する「平成
27年度スポーツ実態調査」(中間報告)では、成人の週１回以上のスポーツ実施率、スポーツ観戦出費者比率
(プロスポーツ等の観戦状況)、スポーツボランティア参加比率(スポーツ振興等を支える態勢整備状況)が、そ
れぞれ前年を下回る結果となっており、県民がスポーツに親しむことができる環境をより整える必要がある。
　スポーツを活用した地域の活性化においては、平成27年８月に、タイ・バドミントン協会と相互交流に関す
る覚書を締結するなど、事前合宿誘致の取組が順調に進んでおり、誘致に向けた環境が整いつつある。

　「スポーツ立県あきた」を重点的に推進するため、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機
に、オリンピック等で活躍できる選手の育成・強化をより強力に推し進める。
　また、地域のニーズに応じた、スポーツ活動の場の設定や運動機会の充実に取り組むとともに、その中心的
な役割を担う総合型地域スポーツクラブの自立した運営に向けて支援を充実する。
　さらに、スポーツによる交流人口の拡大を図り、地域の活性化とともに地域経済への波及効果を狙い、新た
な大規模スポーツ大会誘致に向けた取組と、2020年東京オリンピック等の事前合宿誘致を推進するほか、秋田
ノーザンハピネッツをはじめとした県内トップチームを支援する。

評価理由

　全国や世界で活躍できる選手の育成については、高等学校強化拠点校や中学生強化選手を指定
し、資質向上研修等を実施するなど、ジュニア期から国際レベルを意識した一貫指導による育
成・強化を行っている。
　また、運動習慣の少ない子育て世代を対象とした運動教室を開催するなど、ライフステージに
応じたスポーツ活動を推進したことにより、評価指標である「成人のスポーツ実施率」は概ね目
標を達成している。
　このほか、評価指標である「国体における天皇杯得点」は目標を達成出来なかったものの、２
５市町村対抗駅伝の新規開催や２７年度以降全国規模のスポーツ大会が連続して誘致されるな
ど、スポーツによる交流人口の拡大が図られていることから、施策は「概ね順調」と評価され
る。
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