
（様式２）

施策評価（平成28年度）

6 政策名 人口減社会における地域力創造戦略

4 施策名 子どもを産み・育てる環境の充実強化

企画振興部 人口問題対策課

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）

政策コード

施策コード

幹事部局 担当課

１次評価（企画振興部長） ２次評価（企画振興部長）

①出生数
・実績は、平成24年6,543人、平成25年6,177人、平成26年5,998人と推移してきた。平成26年に初めて6,000人
を下回るなど、各種施策を展開しているものの、目標達成に至らなかった（※出生率は全国最下位）。

②合計特殊出生率
・実績は、平成24年1.37（全国1.41）、平成25年1.35（全国1.43）、平成26年1.34（全国1.42）と推移してき
た。平成27年は1.38（全国1.46。本県の全国順位は38位）と、各種施策を展開しているものの、目標達成に至
らなかった。

・①・②とも、若者の県外流出等による母となる人数の減少、晩婚化・未婚化の進展が影響しているものと考
えられるが、これまでの趨勢を考慮すると、平成28年以降の目標達成も容易ではない。しかしながら、少子化
対策に特効薬はなく、引き続き、産業政策・教育政策等も含む、他の施策の推進と相まって、子育て家庭の経
済的負担の軽減、安心して出産できる環境づくり、仕事と育児・家庭を両立できる環境づくり等に関する施策
を展開していく必要がある。

BH24 1.35 1.34 1.38

出典：厚生労働省「人口動態統計」 単位：- 96.4% 97.9%

②
合計特殊出生率

1.37 1.39 1.41 1.43 1.45

97.9%

BH25 6,177 5,998 5,861

出典：厚生労働省「人口動態統計」 単位：人 98.3% 96.1%

①
出生数

6,100 6,100 6,100 6,100 6,100

96.1%

施策評価調書

評価者・実施日 平成28年6月30日 平成28年7月29日

人口減少・少子高齢化が急速に進む本県において、その出生数は、若年世代の人口減少や晩婚化・未婚化
に伴い、平成１９年度以降、一貫して減少している。少子化克服のためには息の長い取組が必要であり、全国
トップクラスの福祉医療費・保育料助成による子育て家庭の経済的負担の軽減、安心して出産・子育てできる
環境づくり、企業による仕事と育児・家庭の両立支援の促進などの取組を推進する。

これらの取組の展開により、安心とゆとりをもって子どもを産み、子育てできる環境の充実強化が促進され
る。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度



（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

（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）

①ファミリー・サポート・センターの提供会員登録数
・平成27年度は目標を達成した。ファミリー・サポート・センター事業の実施市町村数（10市）に変化はな
かったものの、６市において提供会員数が増加し、全体で65人の増加となった。

②周産期死亡率
・平成29年度以外の目標値は設定していないが、平成27年人口動態統計（概数）では2.9と、前年の5.5（全国
1位）を下回り、全国で6番目に低い状況となった。

③認定こども園数
・平成27年度は目標を達成した。これまで認定こども園サポート事業を通して、認定こども園を目指す園に対
して集中的な支援を行ってきた効果が現れた結果と認識している。

④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定件数（従業員数100人以下の企業）
・平成27年度は目標を達成した。行動計画の策定件数は大きく目標値を上回っており、「両立支援推進員」の
戸別訪問による丁寧な説明により、両立支援に係る事業主の理解が深まった結果と認識している。

H24④

次世代育成支援対策推進法に基づく一
般事業主行動計画の策定件数（従業員
数100人以下の企業）

487 555 580 605 630

124.8%570 647 724

出典：人口問題対策課調べ 単位：件 116.6% 124.8%

H25 33 37 53

出典：幼保推進課調べ 単位：箇所 97.4% 123.3%

③
認定こども園数

33 38 43 48 53

123.3%

最終年度の
み目標設定

H24 3.1 5.5 2.9

出典：厚生労働省「人口動態統計」 単位：出産千対

②
周産期死亡率

4.1 - - 4.0

-

H24 1,103 1,177 1,242

出典：子育て支援課調べ 単位：人 104.6% 106.2%

①

ファミリー・サポート・センターの提供会員
登録数

1,004 1,125 1,170 1,215 1,260

106.2%

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度



（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

①子育て家庭の経済的負担の軽減

②地域の子育てサポート体制の充実

③安心して出産できる環境づくり

④企業による仕事と子育てを両立できる環境づくり

取組①：福祉医療費及び保育料の負担に対する支援
・福祉医療費助成については、70,394人に対し助成を実施した。
・保育料助成については延べ34,788人、ひとり親家庭児童保育料助成については延べ1,698人に対し助成を実施した。

取組②：ゆとりある住宅確保等の支援
・「住宅リフォーム推進事業」による住宅リフォームの補助を実施した。（平成27年度実績：9,149戸）
・18歳未満の子供を養育していることを要件に、県分譲宅地の減額譲渡による土地取得への支援を行った。（平成27年
度実績：25件）
・子育て世帯（中学生までの子が２人以上の扶養）が入居しやすい公営住宅優遇入居制度を行った。（平成27年度入居
実績：11世帯）

取組①：子育て支援活動団体や企業等による子育て支援の強化
・子育てサポーターについては、病児・病後児サポーター37人が養成された。また、スキルアップ・組織化研修には54
人が参加した。
・子育て家庭優待事業については、平成27年度末までの累計で1,851店舗が協賛店となった。
・県内各地域の「子ども・子育て支援推進地区協議会」が主体となり、13のイベント等を実施した。

取組②：子育て支援拠点の充実
・地域子育て支援拠点施設（子育て支援センター）について、21市町村において63施設が設置・運営されている。

取組③：子どもたちが安心できる居場所づくりの促進
・放課後児童クラブは25市町村において設置・運営されている。クラブ数は平成26年度と比較して14施設増加の243ク
ラブとなった。

取組④：就学前の教育・保育の充実
・県内どこでも質の高い教育・保育を受けることができ、地域において子どもが健やかに安心して成長できる環境の充
実を目指し、認定こども園サポート事業による訪問指導などを行った結果、教育・保育内容の充実が図られるととも
に、認定こども園の認定件数が着実に増加した。
・保育施設への訪問指導により専門性の向上に努めた（平成27年度の訪問施設数は207施設（訪問指導率62.9％））。
また、全ての就学前教育・保育施設の保育者を対象とした研修を実施した（平成27年度の参加者は延べ2,087人）。研
修の機会の提供により、保育者の研修意欲の向上が教育・保育の充実につながっている。
・病児保育、延長保育及び一時預かりなどの事業については、実施主体である市町村に対し助成を行うなど、多様な保
育ニーズに対応するための取組に支援を行い、働きながら子育てできる環境づくりの充実を図った。

取組①：妊娠や出産に対する支援
・特定不妊治療に要した治療費に対して、318組の夫婦へ577件、93,878千円の助成を行った。
・不妊とこころの相談センターにおいて、77件の面接、42件の電話による相談に対応した。

取組②：周産期医療センター等の周産期医療の機能強化
・県民が安心して出産できる環境整備を図るため、周産期母子医療センターほか分娩取り扱い施設が少ない地域におけ
る、中核的な病院への運営支援を行った。
・周産期死亡調査等により原因究明を行い、秋田県周産期医療協議会において結果の報告を行ったほか、専門的な技術
や知識の向上を図るため周産期医療従事者に対する研修や、県内各地域の医療機関で参加出来る遠隔テレビ会議を開催
した。

取組①：企業に対するきめ細かな働きかけの実施
・「両立支援推進員」が県内企業の戸別訪問を実施し、仕事と育児・家庭の両立支援に関する啓発や企業による「一般
事業主行動計画」の策定を働きかけた（平成27年度企業訪問 330回）。
・子育てしやすい職場環境づくりに向け、県内企業に対し「子どもお仕事参観日」の実施を働きかけ、積極的な企業の
実践例を広く周知した（平成27年度実践例 8社）。
・仕事と家庭の両立支援の取組を実践し、優良な成果を上げた県内企業を表彰し、県広報等により広く周知した（平成
27年度表彰企業数 ４社）。

取組②：両立支援に取り組む企業へのサポート強化
・企業による従業員の仕事と育児・家庭の両立を支援するため、少子化対策に関する取組に対し助成した（平成27年度
交付決定事業 13社）。
・「一般事業主行動計画」の策定支援や目標達成に係る助言を行う「次世代育成サポートアドバイザー」を派遣した
（策定支援 30社・90回、フォローアップ 20社）。

取組③：男性の育児参加促進に向けた啓発等の推進
・企業経営者等に対し男性従業員の所定外労働を削減する取組の啓発を行うとともに、積極的に支援する企業の実践例
を広く周知した（10企業）。



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 やや遅れている

評価理由

確認できる関連指標は順調に推移しており、子どもを産み育てる環境づくりに向けた取組がしっかりと
なされていることは確認できる。一方で、代表指標である「出生数」「合計特殊出生率」については、合
計特殊出生率が増加に転じたものの、いずれも目標値を達成しておらず、取組が出生数や合計特殊出生率
の維持・上昇に結び付いていない結果となっている。今後も全国トップクラスの経済的支援などの充実し
た施策を一層推進しつつ、制度周知の方法を工夫すること等により、高い目標を掲げている２つの代表指
標を達成できるよう、総合戦略に盛り込んだ施策も踏まえ、抜本的な対策を講ずる必要があると考えられ
る。

以上のことから、施策は「やや遅れている」と評価される。

少子化対策は、「あきた未来総合戦略」においても基本目標に据えられており、県政における最重要課題の一つであ
る。同戦略では、「若者の意識や社会構造の変化に伴い、未婚・晩婚・晩産化が進行し、出生数が減少するという悪循
環に陥っている」と分析しており、その対策は依然として急務である。そのため、子育て家庭の経済的負担の軽減策や
企業による仕事と子育てを両立できる環境づくりなどをより一層進めていく必要がある。

出生数、合計特殊出生率の上昇・維持のためには、子どもを産みたいと思う全ての方が安心して妊娠・出産できる環
境を整備するとともに、働きながらの子育てを希望する方には、仕事と育児・家庭を両立できる支援が必要となる。そ
のため、引き続き、①子育て家庭の経済的負担の軽減、②地域の子育てサポート体制の充実、③安心して出産できる環
境づくり、④企業による仕事と子育てを両立できる環境づくりに関する取組を実施するとともに、制度の積極的な周知
に努めていく。

なお、子どもを産み、育てる環境の整備に係る各種施策は順調に実施されているが、多子世帯における子どもの進学
時の経済的不安を解消するため、新たに「多子世帯向け奨学金貸与事業」を開始するなど、各種施策をより強力に推進
していくこととしたところである。

評価結果 やや遅れている

評価理由

・平成27年は、関連指標は全て達成となったものの、代表指標は、「出生数」、「合計特殊出生率」とも
未達成となった。代表指標は、本県における少子化の現状に危機意識を持ち、県を挙げた強力な取組を推
進するため、あえてレベルの高い努力目標として設定したものであるが、その目標を達成できなかったこ
とから、「やや遅れている」と評価する。
・なお、①全国トップクラスの福祉医療費・保育料の負担に対する支援、②子育てサポーターの養成や子
育て支援センターの設置・運営、放課後児童クラブの設置・運営、③不妊治療費に対する助成、④「両立
支援推進員」が企業を訪問し、仕事と育児・家庭の両立支援に係る啓発や一般事業主行動計画策定の取組
支援等、各種事業は順調に実施されている。
・今後は、「出生数」、「合計特殊出生率」という重要な指標の達成に向け、子どもを産み、育てる環境
の整備に係る各種施策を、より強力に推進していく必要がある。


