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平成26年度平成26年度平成26年度平成26年度におけるにおけるにおけるにおける政策評価 政策評価 政策評価 政策評価 
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評価者評価者評価者評価者・・・・実施日実施日実施日実施日

ⅠⅠⅠⅠ　　　　政策政策政策政策のののの目標目標目標目標

ⅡⅡⅡⅡ　　　　政策政策政策政策のののの推進状況推進状況推進状況推進状況

１１１１　　　　政策政策政策政策（（（（戦略戦略戦略戦略））））のののの数値目標数値目標数値目標数値目標

目標値

実績値

達成率

２２２２　　　　政策政策政策政策をををを構成構成構成構成するするするする施策評価施策評価施策評価施策評価のののの結果結果結果結果

Ｈ２２

基準値

7,6507,350

6,688 6,543 6,177

政策評価調書政策評価調書政策評価調書政策評価調書

県民参加県民参加県民参加県民参加によるによるによるによる脱少子化脱少子化脱少子化脱少子化

企画振興部長企画振興部長企画振興部長企画振興部長 平成26年10月31日平成26年10月31日平成26年10月31日平成26年10月31日

年度

出生数（年間）

（単位：人）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 備考

年度

　

○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。

●●●●数値目標数値目標数値目標数値目標（（（（評価指標評価指標評価指標評価指標））））

施　策　名 施策評価の結果

人口動態統計 85.5%

①

C

8,000

H20

－ 91.0% 89.4% 77.2%

6,658

7,421 7,450

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

○　施策の数値目標である「年間の出生数」は、平成２２年度から平成２３年、平成２３年度から平成２４年の減

少がそれまでに比べ小幅となったものの、平成２４年から平成２５年の減少は366人と減少幅が大きくなった。最

終年度の達成度は８割弱であり、目標（8,000人）は達成できていない。

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
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３３３３　　　　政策政策政策政策をををを構成構成構成構成するするするする施策評価施策評価施策評価施策評価のののの概要概要概要概要（（（（推進状況及推進状況及推進状況及推進状況及びびびび課題課題課題課題））））

　ベビーウェーブ・アクションの取組を通じた「子ども

の国づくり推進協定」の締結件数の増加等により、多く

の企業･団体が何らかの少子化対策に取り組んでおり、少

子化の克服に向けた行動への気運の醸成が進みつつあ

る。また、ファンドを活用した事業や「子どもの国づく

り交付金」を活用した市町村事業など、各地域において

少子化対策を応援する体制の構築が進められていること

などから、施策全体としては「概ね順調」と評価され

る。

　少子化対策は、効果が現れるまで一定の時間を要する

ものであることから、脱少子化を図るためには、多くの

県民に向けた普及啓発を粘り強く継続することが必要で

あると考えられる。そのためには、脱少子化に結びつく

具体的な効果を想定しながら、県民運動へのてこ入れや

少子化対策を継続的に応援する仕組みづくりの更なる推

進が必要である。

②②②②　「　「　「　「若者若者若者若者がががが『『『『ふるさとふるさとふるさとふるさと秋田秋田秋田秋田』』』』でででで誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってってってって暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり」」」」についてについてについてについて

　新規学卒者の県内就職・就農の促進については、合同

就職面接会・説明会の開催や、就農への意識啓発、育成

研修等、定着に向けた取組等を実施した結果、県内就職

決定率や研修後の就農率が高水準となった。

　また、Ａターン就職や移住・定住の促進に向け、Ａ

ターンプラザ秋田を中心に、面接会や多様なツールを活

用した求人情報の提供を行った結果、評価指標である

「Ａターン就職者数」が増加し、目標を達成している。

  しかしながら、景気の回復に伴い、首都圏を中心とし

た県外企業の採用活動が活発であったことなどから、県

内雇用情勢は不透明にあることや、社会動態における転

出超過の大部分を占めている若年者の県外流出に歯止め

がかかっておらず、評価指標である「高卒就職決定者の

県内就職率」や「高卒者の就職後３年以内の離職率」が

目標に達していないことなどから、施策全体としては

「やや遅れている」と評価される。

　急速に進んでいる本県の人口減少と高齢化の抑制に向

け、若年者の県外流出に歯止めをかけるとともに、Ａ

ターン就職や移住・定住を更に促進する必要がある。

　そのため、関係団体との連携による、新規学卒者に対

する県内就職への支援の強化や新規就農者への研修の充

実、Ａターン就職や移住・定住希望者への丁寧で多様な

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等、総合的な取組が必要で

ある。

①①①①　「　「　「　「全全全全てのてのてのての県民県民県民県民がががが少子化克服少子化克服少子化克服少子化克服にににに向向向向けけけけ積極的積極的積極的積極的にににに行動行動行動行動するするするする意識醸成意識醸成意識醸成意識醸成とととと体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり」」」」についてについてについてについて
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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

たほか、妊婦一般健康診査受診票の利用率も上昇するなど、一定の成果が上がっている。

　子育て家庭に対する経済的支援の拡充については、福祉医療費助成制度において、平成２４年８月に行った、対

象年齢の拡大等により、受給児童数が大幅に増加している。

　また、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」が目標を達成したほか、「子育て家庭優待サービス協賛店舗数」についても、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継続して行っており、施策全般につい

て、概ね順調に進んでいるが、県民意識調査の結果によれば、「子どもを産み育てやすい環境が整っていない」と

感じている県民が「整っている」と感じている県民より多い結果であったこと等から、引き続き、県民意識に配慮

するとともに、国が実施する少子化対策や子ども子育て支援制度、本県の人口減少対策等を踏まえ、今後の事業展

開を図っていく必要がある。

③③③③　「　「　「　「夢夢夢夢をををを持持持持ちちちち安心安心安心安心してしてしてして家庭家庭家庭家庭をををを築築築築けるけるけるける環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり」」」」についてについてについてについて

 「あきた結婚支援センター」を中心とした出会い・結婚

支援の取組や、事業所等における一般事業主行動計画の

策定、男女イキイキ職場宣言事業所の協定締結等による

仕事と育児・家庭の両立支援の取組は、着実に進められ

ている。また、結婚や家庭について学び考える機会につ

いても、副読本の活用などを通じて、県内の学校で広く

意識啓発が図られるなど、充実が図られていることなど

から、施策全体としては「概ね順調」と評価される。

　希望する男女が結婚し、安心して家庭を築き、子育て

ができるよう、企業や団体とのさらなる連携を深め、延

長された次世代育成支援対策推進法等のもとでの国の施

策にも留意しながら、実効性の高い施策を推進すべきで

ある。

④④④④　「　「　「　「安心安心安心安心とゆとりをとゆとりをとゆとりをとゆとりを持持持持ってってってって子育子育子育子育てをてをてをてを楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり」」」」についてについてについてについて
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ⅢⅢⅢⅢ　　　　県民意識調査県民意識調査県民意識調査県民意識調査のののの結果結果結果結果

ⅣⅣⅣⅣ　　　　政策政策政策政策をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢のののの変化変化変化変化

　「少子化対策」については、「十分である」が

0.7％、「概ね十分である」が5.4％となり、十分

であると感じている人は6.1％と少ない。「ふつ

う」の22.6％を合わせると28.7％となり平成２５

年度に比べ肯定的な意見が2.5ポイント減っている

が、平成２４年度とでは4.4ポイント、平成２３年

度とでは11.6ポイント増えている。また、「不十

分である」が27.6％、「やや不十分である」が

29.7％となり、不十分であると感じている人は

57.3％となっている。

　各取組項目においては、「子育て家庭への経済

的な支援」や「独身男女の出会いや結婚への支

援」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。

○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」の成立

　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するもの。

○国の平成25年度補正予算において、地域における少子化対策の強化のため、「地域少子化対策強化交付金」が創

設された。

○平成27年3月までの時限立法であった次世代育成支援対策推進法が改正され、10年間延長されるとともに新たな

認定制度が創設された。

○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。

○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が講じられた。

○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特定不妊治療費の制度改正を行うこととし、一部については平成２６年４月

より実施している。
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ⅤⅤⅤⅤ　　　　評評評評　　　　価価価価

１１１１　　　　総合評価総合評価総合評価総合評価

●●●●政策政策政策政策のののの推進状況推進状況推進状況推進状況

●●●●課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの推進方向推進方向推進方向推進方向

ⅥⅥⅥⅥ　　　　評価結果評価結果評価結果評価結果のののの反映状況等反映状況等反映状況等反映状況等（（（（対応方針対応方針対応方針対応方針））））

ⅦⅦⅦⅦ　　　　政策評価委員会政策評価委員会政策評価委員会政策評価委員会のののの意見意見意見意見

やややややややや遅遅遅遅れているれているれているれている

○社会全体で少子化を克服するための県民運動である「子どもの国づくり推進協定」の

締結件数は目標を大幅に上回っており、県内企業や団体等、県民の少子化克服に向けた

意識づくりと体制づくりは着実に進んでいる。

○「あきた結婚支援センター」の会員登録者数や成婚報告者数、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おり、保育料や乳幼児の医療費に対する助成、奨学金

の貸与等による子育て家庭に対する経済的支援の充実と併せ、夢を持ち安心して家庭を

築ける環境づくりは順調に進んでいる。

○新規学卒者の県内就職については、景気回復を背景に首都圏を中心とした県外企業の

採用枠の拡大などの影響等により「高卒就職決定者の県内就職率」が伸び悩んでおり、

若者の県外流出に歯止めがかかっていない状況にある。

○各施策の目標達成率は概ね順調であるものの、その効果が、政策の評価指標である

「出生数」の増として現れるまでは一定の時間が必要であり、依然として減少傾向にあ

ることから、政策全体としては、やや遅れている状況にある。

○「出生数」減少の直接的な要因としては、若年女性人口の減少や未婚、晩婚、晩産化

等が挙げられるが、本県の少子化の背景には、若者の働く場の不足による県外流出な

ど、様々な要因が重なっていることから、雇用対策を含めた総合的な少子化対策を行う

必要がある。

○県民意識調査によると、「少子化対策」について、約６割の県民の方が「不十分」

「やや不十分」であると感じており、引き続き、「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、様々な施策を推進し

ていく必要がある。

○少子化をはじめとした人口減少は、県民生活に大きな影響を及ぼす県政の基本課題で

あり、その解決に向け、行政のみならず企業、大学、ＮＰＯなど、県民一丸となった対

策を展開していく必要がある。

○県民一丸となって少子化対策に取り組んでいくため、「ベビーウェーブ・アクション」行動宣言の実践強化や、

「脱少子化モデル企業」の拡充、映像等を活用した情報発信強化等により、官民一体となった県民運動を推進して

いく。

○地域の実情に応じたきめ細かな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。

○新規学卒者等の若者の県内就職、県外からのＡターン就職を促進するため、合同就職面接会等のマッチング機会

の提供を行うほか、新たに開設した就活情報サイトやフェイスブックなど多様なツールを活用し、県内企業情報や

採用情報など魅力ある県内企業の情報発信の充実を図るほか、県内中小企業の経営基盤の強化などに対する支援等

を通して、若者に魅力ある雇用の場の創出に努めていく。

○「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、「地域連絡会議」の開催等により、結婚

サポーター等の支援者と市町村との連携を強化し、地域における出会い・結婚支援活動を促進していく。

○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

（5/5）


