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施策評価（平成29年度） 施策評価調書

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

（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）

産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略

秋田の産業を支える人材の育成

　秋田の産業を支える人材の供給を図るためには、本県産業の構造的な転換を見据え、新エネルギー関連産業等
の成長分野における産業人材の育成を促進するとともに、若年者の県内就職を促進する必要がある。
　そのため、県内経済の持続的な発展に向けて、時代の潮流に対応した戦略的な人材の育成と、将来の秋田の産
業を支える人材の確保を進めるため、成長分野における企業人材の育成及び成長分野を見据えた職業能力開発を
推進するとともに、県内就職を促進するための求人確保とマッチング機会の確保及び県外からの多様な人材確保
のためのＡターン支援機能の強化を図り、県内大学生等の県内就職率の向上、Ａターン就職者数の増加を図る。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

  政策コード

  施策コード

  幹事部局

  評価者

  担当課

  実施日

  政策名

  施策名

1

①
県内大学生等の県内就職率

47.9% 51.0% 54.0% 57.0%

5

産業労働部

産業労働部長

雇用労働政策課

平成29年5月19日

60.0%

80.5%
秋田労働局調べ

H25 47.9% 47.6% 47.2% 45.9%

単位：％ 93.3% 87.4% 80.5%

②

  代表指標である「県内大学生等の県内就職率」はH28目標57％に対し実績45.9％と対前年比で1.3ポイントの減
となっており、直近の達成率は80.5％と目標を下回っている。
　対前年比減となった理由としては、全国的に企業の高い新卒採用意欲により人材獲得競争が激化していること
や、「売り手市場」の中で学生の大手企業志向が強まっていることが影響しているためと考えられる。



（３）関連指標の状況
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（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）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６

74.0%

91.7%Ｈ２４ 63.3% 66.9% 66.7% 66.0%

65.8 68.0% 70.0%

単位:％ 98.4% 95.3% 91.7%

②
Aターン就職者数

1,121 1,300 1,400 1,550

①
高校生の県内民間事業所就職率

秋田労働局調べ

雇用労働政策課調べ 単位:人 81.6% 77.1% 61.4%

72.0%

1,700

61.4%Ｈ２４ 1,186 1,061 1,080 952

④

③

⑤

⑥

①「高校生の県内民間事業所就職率」は、平成22年度以降60％以上で推移しており、平成28年度は平成29年４月
末時点で66.0％(暫定値)と前年同期比で0.7ポイントの減となったものの、ほぼ前年並みを維持した。
　なお、学校基本調査による「高校生の県内就職率」は、公務員・縁故就職が対象となるなど集計範囲が異なっ
ているため、対前年比0.4ポイントの増となっている。
　
②「Ａターン就職者数」は、平成22年度以降1,000人以上で推移していたが、平成28年度は前年度から128人減少
し、952人となった。平成28年度の達成率は61.4％と目標（1,550人）を下回っている。ただし「Ａターン登録者
数」は前年度から183人増加し、2,705人となった。
　目標を達成できなかった要因としては、経済の回復基調により全国的に有効求人倍率が高水準で推移し、労働
力不足が顕在化している中で、人材獲得競争の激化が影響しているためと考えられる。

⑦



（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

①

②

産業構造の変化に対応した産業人材の育成

県内就職の促進と多様な人材の確保

取組①　成長分野における企業人材の育成
　輸送機産業、情報関連産業、新エネルギー関連産業などの成長分野において、各産業界における認証や品質保証に関す
る知識や技術を習得するための取組支援や技術強化のための各種研修会・セミナー等を開催したほか、将来を担う人材育
成を目的に、高校生・大学生を対象とした特別講義や関連企業の見学会を実施した。
　また、産業技術センターの持つ要素技術を活用し、輸送機、エネルギー、エレクトロニクス及び医療分野での事業展開
を目指した人材育成や研究開発を行った。

取組①の成果　成長分野における企業人材の育成
・輸送機関連産業においては、航空機メーカーの動向や品質管理及び加工技術向上の講習会（５回）を開催したほか、航
空機関連企業の管理者層や技術者を対象とした６回シリーズのセミナ－、先進地企業の工場見学や高校１年生を対象とし
た特別講義、工場見学会、宇宙飛行士による講演会を開催した。
・情報関連産業においては、人材育成のためのセミナー（１回）を開催したほか、プロジェクトマネージャ及びデータ分
析者の養成研修を実施し、それぞれ23名が受講した。
・新エネルギー関連産業においては、風力発電やメガソーラー事業に関する県内事業者の取組を支援するため、専門アド
バイザーの派遣やメンテナンス事業者養成の助成等を行ったほか、｢あきた洋上風力発電関連産業フォーラム｣の会員を対
象としたビジネスセミナーを開催した。

取組②　成長分野を見据えた職業能力開発の推進
  秋田県の産業を支える人材の育成や雇用のセーフティネットとしての職業能力開発の推進、技能の振興と次世代育成支
援など職業能力開発施策の今後の基本的方向性を示すことをねらいとして、「第10次秋田県職業能力開発計画」を策定し
た。
　今計画において、県立技術専門校においては、今後高い成長が見込まれる輸送機関連（航空機・自動車）産業、新エネ
ルギー関連産業などを担う意欲ある人材を育成することとしたほか、訓練科の今後の在り方について、鷹巣技術専門校建
築工芸科について、中学校卒業者の入校者数の激減、中学校卒業者の高校進学などの進路状況から、普通課程中卒以上か
ら、普通課程高卒以上への移行を検討することとした。
　また、民間教育訓練機関を活用した職業訓練を実施し、離職者の早期再就職を促進したほか、平成２７年度から多様な
求職ニーズに対応するため実施している託児サービス付き訓練について、訓練数を１コースから６コースに増やして実施
した。
  全国に比べて新規学卒就職者の３年後の離職率が高いことから、平成２６年度から若者職場定着支援事業を実施してお
り、平成２８年度は、平成２７年度に実施した若年従業員の定着に意欲ある県内企業に対するセミナーや専門家派遣など
の取組と実績を県内企業へ広く周知し、若年従業員の職場定着を図るためのセミナーを開催した。

取組②の成果　成長分野を見据えた職業能力開発の推進
　県立技術専門校では、平成２７年度に見直しを行った再生可能エネルギー、次世代自動車に関する知識、技能習得等の
訓練を取り入れたカリキュラムを実施し、平成２９年３月に修了した普通課程の修了生について就職を希望した129人全員
が就職した。
　また、離職者等に対する委託訓練については、平成２８年度の訓練修了者５２９人のうち２７０人が就職し、就職率は
５１．０％（H29.3.31時点）で目標の50％を上回った。なお、託児サービス付き訓練については、2人の利用実績があっ
た。
  秋田労働局と共催し、若年従業員の職場定着のための管理職セミナーを、県内３地域において５回実施し、合計５１名
の参加があった。

取組①　県内就職を促進するための求人確保とマッチング機会の確保
　新規高卒者の県内就職に向け知事及び秋田労働局長等が経済５団体に対して早期求人提出の要請を行ったほか、地域振
興局長及び各職業安定所長等が管下経済団体に対して同様の要請を行い、雇用労働アドバイザー及び企業支援コーディ
ネーターが直接企業に対して、早期求人要請を行った。また、地元企業について理解を深めるため、高校１年生及び保護
者を対象に地元企業魅力発見事業を実施したほか、高校３年生を対象に就職面接会を実施し、地元企業とのマッチング機
会を提供した。
　大学生等については、卒業年次の大学生等を対象とした合同就職面接会を秋田市で２回開催したほか、合同就職説明会
を秋田市・東京・仙台で各１回開催するなど、大学生等の就職支援を行った。
　新たな取組として、首都圏等の女子学生を対象とした秋田で働く女性（応援サポーター）との交流会や、県外大学生等
対象とした秋田での就職やライフプラン形成への意識醸成を図るセミナー等を開催した。また、本県出身者の在籍者数が
多い首都圏の大学等とのAターン協定締結を推進し、県外に進学した大学生等の県内就職に結び付く取組を実施した。この
ほか、平成29年４月から受付を開始する県内就職者に対する奨学金返還助成制度の周知活動を行ったほか、秋田での就職
や生活につながるイベント等への参加者へポイントを付与し、県内就職後にポイントに応じた優待サービスを受けられる
システムの整備を行った。

取組①の成果　県内就職を促進するための求人確保とマッチング機会の確保
　平成28年度の県内求人数は、対前年比で132人の増加が見られた。地元企業魅力発見事業では、学校27校、生徒等1,055
名が受入企業延べ101社を職場訪問し、地元元企業への理解を深めた。また、高校３年生を対象とした就職面接会を秋田地
域で開催し、学校16校、生徒43名、企業延べ61社が参加し、地元企業とのマッチング機会を提供したことで、新規高校卒
業者の県内就職率は66.0％（暫定値）と、ほぼ前年並みを維持した。
　大学生等については、合同就職面接会は学生336人、延べ228企業、合同就職説明会は学生630人、延べ262企業が参加し
た。結果、県内就職希望者の就職内定率は98.4％（前年比1.0ポイント減）、就職者全体に占める県内就職率は45.9％（前
年比1.3ポイント減）と、ともに前年度を下回ったものの、ほぼ前年並みを維持した。
　女子学生と応援サポーターとの交流会を、東京、仙台、秋田で各１回開催し、女子学生30人、応援サポーター17人が参
加した。秋田でのライフプランを考えるセミナーを、東京３回、仙台２回、秋田５回開催し、学生130人が参加したほか、
アキタインターンシップセンターを設置し、県外学生21人と県内企業とのマッチング等を行った。また、本県出身の学生
に対し県内企業情報等を提供するAターン協定を11大学等と締結したほか、「秋田GO！ENアプリ」を整備し、アプリの運用

を開始した。以上のように県外進学者の県内回帰を進めるため、県内企業の就職情報と経済的支援について多用な手法に
より情報発信を行った。

取組②　県外からの多様な人材確保のためのＡターン支援機能の強化
　東京事務所内に設置するＡターンプラザ秋田を中心に、Ａターン就職希望者に対する求人情報の提供をきめ細かく行っ
たほか、Ａターン就職面接会（２回、参加者228名、参加企業延べ75社）の開催によりマッチング機会の提供を行った。
　雇用労働アドバイザーが県内事業所を訪問し、求人の掘り起こしを行ったほか、秋田県内でＡターン就職相談会を開催
し、Ａターン登録者の拡大やＡターン気運の情勢を図った。

取組②の成果　県外からの多様な人材確保のためのＡターン支援機能の強化
　平成28年度のＡターン就職者数は952人で前年度比では128人の減となり、年間目標1,550人に及ばなかった。ホームペー
ジやSNS、Ａターン就職相談会等のイベント開催のほか、移住・定住施策とも連携して、多様なツールを活用して情報発信
を行った結果、Ａターン登録者は平成28年度末現在で2,705人となっており、前年度比で183人増加した。



３　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

　産業構造の変化に対応した産業人材の育成については、更なる成長が見込まれる航空機・医療機器分野などに対応する
ため、より高度な人材育成が必要である。
　県内就職の促進と多様な人材の確保については、経済の回復基調により全国的に有効求人倍率が高水準で推移し、労働
力不足が顕在化している中で雇用環境の改善により求職者が減少し、人材獲得競争が激化しているため、目標に届かな
かった。今後も全国的な人材獲得競争は継続するものと予想されることから、これまで以上に若年層等の県内定着に向け
た取組を強化する必要がある。

　産業構造の変化に対応した産業人材の育成については、引き続き、認証や品質保証に関する知識や技術を習得するため
の取組支援や技術強化のための各種研修会・セミナー等を開催するほか、将来を担う人材育成を目的に、工場見学会や企
業展示会等を開催する。
　県内就職の促進と多様な人材の確保については、新部の設置により、県内就職に向けた意識醸成から就職活動まで一貫
した支援を行うことが可能となったことから、関連部局や地域振興局等と連携を図りながら、若年層の県外流出に歯止め
をかけるため、学卒者の県内就職、若年層の県内定着促進に向けた取組を充実・強化する。
　新規学卒者等の県内就職については、就活情報サイトのコンテンツの充実や「秋田GO！ENアプリ」によるダイレクトな
発信など、様々なアプローチによる情報発信を強化するほか、県外大学生については、県内企業等の情報に接する機会が
少ないため、県外大学との連携を強化し確実かつタイムリーな情報発信に努める。また、大学生等を対象とした各種セミ
ナー等を通じて、秋田でのキャリアプラン意識の醸成に取り組む。このほか、Ａターン就職と移住・定住対策との密接な
連携による就職支援と生活相談のワンストップ化や、Ａターン就職フェアの開催によるマッチング機会の拡充を図り、Ａ
ターン就職を促進する。

評価理由

　産業構造の変化に対応した産業人材の育成については、成長分野と位置づけている産業において、各種セ
ミナーや講習会の開催により人材の育成が図られている。
　県内就職の促進については、高校生、大学生等、Ａターン就職希望者等の既卒者など、ターゲットに即し
た事業展開を図り、マッチング支援のほか、県内企業の就職情報及び経済的支援について、多様な手法によ
り情報発信を行った。
　また、Ａターン就職希望者や移住希望者等に対しては、就職支援と生活相談のワンストップ窓口において
求人情報等をきめ細かに提供するなど、積極的に移住受入体制整備を行った。
　しかしながら、人材獲得競争の激化によるＡターン就職者数の減少により関連指標の達成度が61.4％に留
まっていることから、「Ｃ」と評価する。

総合評価 Ｃ

取組①　県内就職を促進するための求人確保とマッチング機会の確保
　新規高卒者の県内就職に向け知事及び秋田労働局長等が経済５団体に対して早期求人提出の要請を行ったほか、地域振
興局長及び各職業安定所長等が管下経済団体に対して同様の要請を行い、雇用労働アドバイザー及び企業支援コーディ
ネーターが直接企業に対して、早期求人要請を行った。また、地元企業について理解を深めるため、高校１年生及び保護
者を対象に地元企業魅力発見事業を実施したほか、高校３年生を対象に就職面接会を実施し、地元企業とのマッチング機
会を提供した。
　大学生等については、卒業年次の大学生等を対象とした合同就職面接会を秋田市で２回開催したほか、合同就職説明会
を秋田市・東京・仙台で各１回開催するなど、大学生等の就職支援を行った。
　新たな取組として、首都圏等の女子学生を対象とした秋田で働く女性（応援サポーター）との交流会や、県外大学生等
対象とした秋田での就職やライフプラン形成への意識醸成を図るセミナー等を開催した。また、本県出身者の在籍者数が
多い首都圏の大学等とのAターン協定締結を推進し、県外に進学した大学生等の県内就職に結び付く取組を実施した。この
ほか、平成29年４月から受付を開始する県内就職者に対する奨学金返還助成制度の周知活動を行ったほか、秋田での就職
や生活につながるイベント等への参加者へポイントを付与し、県内就職後にポイントに応じた優待サービスを受けられる
システムの整備を行った。

取組①の成果　県内就職を促進するための求人確保とマッチング機会の確保
　平成28年度の県内求人数は、対前年比で132人の増加が見られた。地元企業魅力発見事業では、学校27校、生徒等1,055
名が受入企業延べ101社を職場訪問し、地元元企業への理解を深めた。また、高校３年生を対象とした就職面接会を秋田地
域で開催し、学校16校、生徒43名、企業延べ61社が参加し、地元企業とのマッチング機会を提供したことで、新規高校卒
業者の県内就職率は66.0％（暫定値）と、ほぼ前年並みを維持した。
　大学生等については、合同就職面接会は学生336人、延べ228企業、合同就職説明会は学生630人、延べ262企業が参加し
た。結果、県内就職希望者の就職内定率は98.4％（前年比1.0ポイント減）、就職者全体に占める県内就職率は45.9％（前
年比1.3ポイント減）と、ともに前年度を下回ったものの、ほぼ前年並みを維持した。
　女子学生と応援サポーターとの交流会を、東京、仙台、秋田で各１回開催し、女子学生30人、応援サポーター17人が参
加した。秋田でのライフプランを考えるセミナーを、東京３回、仙台２回、秋田５回開催し、学生130人が参加したほか、
アキタインターンシップセンターを設置し、県外学生21人と県内企業とのマッチング等を行った。また、本県出身の学生
に対し県内企業情報等を提供するAターン協定を11大学等と締結したほか、「秋田GO！ENアプリ」を整備し、アプリの運用

を開始した。以上のように県外進学者の県内回帰を進めるため、県内企業の就職情報と経済的支援について多用な手法に
より情報発信を行った。

取組②　県外からの多様な人材確保のためのＡターン支援機能の強化
　東京事務所内に設置するＡターンプラザ秋田を中心に、Ａターン就職希望者に対する求人情報の提供をきめ細かく行っ
たほか、Ａターン就職面接会（２回、参加者228名、参加企業延べ75社）の開催によりマッチング機会の提供を行った。
　雇用労働アドバイザーが県内事業所を訪問し、求人の掘り起こしを行ったほか、秋田県内でＡターン就職相談会を開催
し、Ａターン登録者の拡大やＡターン気運の情勢を図った。

取組②の成果　県外からの多様な人材確保のためのＡターン支援機能の強化
　平成28年度のＡターン就職者数は952人で前年度比では128人の減となり、年間目標1,550人に及ばなかった。ホームペー
ジやSNS、Ａターン就職相談会等のイベント開催のほか、移住・定住施策とも連携して、多様なツールを活用して情報発信
を行った結果、Ａターン登録者は平成28年度末現在で2,705人となっており、前年度比で183人増加した。

※総合評価の判定基準
　　　 「Ａ」 ： 目標を達成　  「Ｂ」 ： 目標を８割以上達成 　 「Ｃ」 ： 目標達成が６割以上８割未満    「Ｄ」 ： 目標達成が６割未満


