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平成25年度における政策評価

政 策 コ ー ド 3 政 策 名

幹事部局コード 2 幹事部局名 企画振興部

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

２ 政策を構成する施策評価の結果

○年間の出生数平成22年から23年の減少が30人、平成23年から24年の減少は115人と、平成21、22年の減少に比べ
小幅となっているものの、依然として減少傾向にある。

3-4 安心とゆとりを持って子育てを楽しめる環境づくり 概ね順調

3-3 夢を持ち安心して家庭を築ける環境づくり 概ね順調

Ｃ

3-1

3-2 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 やや遅れている

Ｃ Ｃ

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 概ね順調

達成度 －

施策コード 施 策 名 施策評価の結果

人口動態統計 85.5%

①

8,000

Ｈ２１実績値
7,013人

H20

－ 91.0% 89.4%

6,658

7,421 7,450

政策評価調書

県民参加による脱少子化

企画振興部長 平成25年10月31日
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（単位：人）
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○地域活力の維持・向上を図るために、出生数の減少に歯止めをかけ、増加に転ずることを目指す。
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３ 政策を構成する施策評価の概要（推進状況及び課題）

社会全体の気運を醸成するための施策である子どもの
国づくり推進協定について、県内企業・団体に対する直
接訪問の推進により、締結件数は年度目標を大幅に上
回っているほか、民間の少子化対策への支援である少子
化対策応援ファンド事業についても、助成枠を拡大し、
昨年度を上回る実績となっている。また、全市町村にお
いて、市町村少子化対策包括交付金を活用した事業が実
施されている。

このほか、ベビーウェーブ・アクション等における意
見交換や脱少子化モデル企業のＰＲ、マスメディアを活
用した広報活動などにより、少子化克服に向けた取組へ
の意識啓発が幅広く図られており、施策の進捗は概ね順
調と評価できる。

少子化は全ての県民に関わる課題であることから、そ
の克服にあたっては、家庭、職場はもとより、地域にお
いて重要性についての理解が深められ、社会全体で少子
化対策を応援するための仕組みづくりが求められてい
る。このため、ベビーウェーブ・アクション等による県
民運動の展開や、各種メディアを活用した効果的な普及
啓発など、県民の意識醸成に向けた取組を続け、県民が
少子化問題に取り組みやすい環境の整備を進めていく必
要がある。

② 「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」について

「Ａターン就職者数」「高卒者の就職後３年以内の離
職率」の評価指標は目標を達成している。

「高卒就職決定者の県内就職率」についても、99.7％
の達成率であり、フロンティア農業者研修修了者の就農
率は、前年度同様ほぼ100％となるなど、新規就農者の確
保・育成についても、一定の成果が上がっている。

しかしながら、県内経済の先行きは未だはっきりと見
えず、雇用情勢は不透明な状況にあることや、社会動態
における転出超過の大部分を若年者が占めていることか
ら、施策全体としては「やや遅れている」と評価され
る。

若者の県内定着を促進し、脱少子化に結びつけていく
ためには、関係団体の連携による新規学卒者に対する県
内就職の支援や新規就農者への研修、Ａターン就職や移
住定住希望者に対する各種情報提供、若者の職業観の醸
成及び地元企業に対する理解促進と併せ、産業基盤の強
化・再構築による県内における安定した雇用の場の創
出・拡大が必要である。

① 「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」について
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安心して出産できる環境づくりについては、不妊治療費助成制度の周知が進んだこと等により、助成実績が増加
した。また、平成24年８月から福祉医療費助成制度の対象年齢を未就学児から小学校６年生へと拡大するととも
に、所得制限を緩和しており、子育て家庭に対する経済的支援の充実が図られた。

働きながら子育てできる環境づくりについては、評価指標である「認定こども園等の幼保一体的運営施設数」が
目標を達成しており、地域全体で子育てを支援する体制づくりについては、子育て家庭優待サービス協賛店の店舗
数が、子育て情報ＰＲ支援員による促進活動等により、概ね目標に達している。以上のことから、施策全体として
は「概ね順調」に進んでいる。

子育て家庭に対する経済的支援については、全国トップレベルの取組を行っており、施策全般については概ね順
調に進んでいると評価されるものの、県民意識調査の結果によれば「安心とゆとりを持って子育てできる環境づく
り」の進展を、県民が実感できていない状況にある。このため、県民意識に十分配慮した事業展開を検討しながら
進めていくとともに、今後の国が実施する少子化対策や子ども・子育て支援制度の状況を見極めながら、施策の充
実を図る必要がある。

③ 「夢を持ち安心して家庭を築ける環境づくり」について

あきた結婚支援センターの登録会員数は順調に増加
し、成婚報告者も200名を超えるほか、センターが関わっ
た出会いイベントの開催・情報提供件数は目標を大幅に
上回るなど、着実な成果が現れてきている。

また、一般事業主行動計画の策定件数、男女イキイキ
職場宣言事業所の協定件数ともに増加しており、企業に
よる仕事と育児・家庭の両立支援は進んでいる。さら
に、小中高生向けの副読本の活用率も目標を上回ってい
ることから、施策の推進状況は概ね順調と評価される。

あきた結婚支援センターのマッチング事業は順調に推
移しているが、本県の婚姻率は依然低い状況にあること
から、専門アドバイザーの活用などによるマッチング事
業の充実など、出会いと結婚の支援を図るとともに、結
婚サポーターや企業との連携強化等により、各地域や職
場での気運の醸成を進める必要がある。

また、仕事と育児の両立支援については、引き続き、
県内企業に対する一般事業主行動計画の策定等を働きか
ける必要がある。

④ 「安心とゆとりを持って子育てを楽しめる環境づくり」について
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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

「少子化対策」についてみてみると、「十分で
ある」が0.6％、「概ね十分である」が5.8％とな
り、十分であると感じている人は6.4％と非常に少
ないが、「ふつう」の24.8％を合わせると31.2％
となり、昨年に比べ肯定的な意見が6.9ポイント、
一昨年とでは14.1ポイント増えている。一方、
「不十分である」が24.2％、「やや不十分であ
る」が33.9％となり、不十分であると感じている
人は58.1％と約６割となっている。

各取組項目においては「独身男女の出会いや結
婚への支援」や「少子化対策に関する啓発活動」
に関する取組への評価が他の取組に比べて高く、
一方で「若者の県内就職やＡターン促進」や「企
業による仕事と育児・家庭の両立のための支援」
に関する取組への評価が低いものの、全ての項目
で「十分」あるいは「概ね十分」と感じている人
の割合が増加している。

○平成22年１月29日「子ども・子育てビジョン」の閣議決定
総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱（少子化社会対策基本法第７条）として、今後の子育て

支援の方向性についての総合的なビジョンを示すもの。
○平成22年４月から、高校無償化等、子育て世代の経済的負担の軽減策が実施されている。
○平成22年６月18日「新成長戦略」の閣議決定

「子どもは成長の源泉」であるとして、「将来の成長の担い手である子どもたちを、社会全体で育てていかなけ
ればならない」ことや、「人口減少と超高齢化の中での活力の維持」を図るためには、「子ども手当の支給や高校
の実質無償化を実行に移し、すべての子どもたちの成長を支える必要がある」ことなどが示された。
○平成23年３月に発生した東日本大震災、歴史的円高の長期化、グローバル社会での競争激化等により、県内の雇
用情勢は不透明な状況である。
○平成23年７月29日 少子化社会対策会議による「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ」の決定

子ども・子育て新システムの全体像、給付設計の在り方、幼保一体化の在り方、質改善（機能強化）の在り方等
について、中間的に議論をとりまとめたもの。
○平成24年４月より、子ども手当は児童手当に移行し、支給額が変更となった。
○平成24年７月から、改正育児・介護休業法が全面施行されるなど、仕事と育児・家庭の両立ができる働き方の実
現になお一層取り組んでいく必要性が高まっている。
○平成24年8月「子ども・子育て関連３法」成立

３党合意を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進
○特定不妊治療費助成では、県単独事業による嵩上げを行っている。
○婚姻年齢の上昇など、不妊因子が増加傾向にある中で、不妊症への関心が高まりつつあるが、厚生労働省では、
対象年齢に上限を定めることを含めた制度改正の検討を始めている。
○妊婦健診補助事業の財源は、平成25年より市町村に対する地方財政措置を講じることとされた。
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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

○社会全体で少子化対策に取り組むため、官民一体となった県民運動の推進母体である「脱少子化ウェーブを巻き
起こす行動県民会議（ベビーウェーブ・アクション）」を中心として、実践的な取組を強化するとともに、取組の
拡大のため情報発信を積極的に推進する。
○地域の実情に応じた少子化対策を促進するため、市町村や民間団体・企業等の取組を支援する。
○若者の県内就職を促進するため、県内企業の魅力を発信する取組や県内企業と学生とのマッチング機会の提供を
行っていく。また、Ａターン就職を促進するため、Ａターン希望者に対する求人情報や生活関連情報などの提供に
ついて、関係機関と連携しながらきめ細かな支援を行う。
○独身男女の出会いと結婚を支援するため、「あきた結婚支援センター」のマッチング事業の充実強化を図るほ
か、地域や職場における出会い・結婚支援活動を促進するため、結婚サポーターをはじめとした支援者や、市町
村、企業・団体等との連携を強化する。
○引き続き、きめ細かな企業訪問の実施や男性の育児参加促進などにより、企業による両立支援の取組を促進す
る。
○子育て支援については、保育料助成や乳幼児及び小学生に対する医療費助成などの子育て家庭に対する経済的支
援を安定的かつ継続的に実施するとともに、他の取組についても、引き続き、様々な機会や媒体を通じたＰＲによ
り利用の促進を図る。

評価結果 評価の内容

やや遅れている

○社会全体で少子化を克服するため積極的に推進している｢子どもの国づくり推進協定｣
の締結件数は、年度目標を大きく上回っており、県民の少子化克服に向けた意識醸成と
体制づくりは、着実に進んでいる。
○また、あきた結婚支援センターの登録会員数及び成婚報告者数、一般事業主行動計画
を策定する企業数は、順調に増加しているほか、平成24年８月から実施している福祉医
療費助成制度の対象年齢拡大や所得制限の緩和などにより、子育て家庭に対する経済的
支援の充実が図られるなど、脱少子化に向けた様々な環境づくりについて、施策は概ね
順調に推進されている。
○しかしながら、若年者の県外流出に歯止めをかける取組については、Ａターン就職者
数の増加や高卒就職決定者の県内就職決定率はほぼ100％など、一定の成果が上がってい
るものの、今後の県内経済の先行きが見えず、雇用情勢は未だ不透明な状況にある。
○政策の評価目標である「出生数」については、各施策の目標達成状況は概ね順調であ
るものの、その効果が「出生数」の増加として現れるまで、一定の時間が必要であるた
め、依然として減少傾向の状況にあり、目標に達成していないことから、政策全体とし
ては、やや遅れている状況にある。

○少子化の克服については、一朝一夕では解決できず、成果が現れるまで、息の長い取
組が必要である。
○県民意識調査において、少子化対策は、約６割の県民が「不十分」「やや不十分」で
あると感じており、「若者の県内定着」「出会い・結婚支援」「出産・子育て支援」
「仕事と育児・家庭の両立支援」など、様々な分野の施策を総合的に推進していくこと
は、人口減少に歯止めをかけるための直接的な取組として極めて重要である。
○また、少子化問題はあらゆる世代に影響を与えるものであり、民間企業を含め、全て
の県民による行動が必要であることを広く訴え、県民総ぐるみで、少子化克服につなげ
ていくための運動を展開していく必要がある。
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