
議案第３７号

平成２７年度施策評価について

次のとおり平成２７年度施策評価（一次評価）を行うものとする。

施策評価調書（別添）

平成２７年８月２０日提出

秋田県教育委員会教育長 米 田 進

理 由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６

年法律第７６号）附則第２条第２項の規定による経過措置としてなお効力を有

する地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２７条第１項の規定により、教育委員会の権限に属する事務のうち「第２期

ふるさと秋田元気創造プラン」に揚げる教育委員会所管の施策の管理及び執行

の状況について施策評価（一次評価）を行う必要がある。これが、この議案を

提出する理由である。
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（様式２）

施策評価（平成27年度） 施策評価調書

政策コード 5 政策名 未来を担う教育・人づくり戦略

施策コード 1 施策名 自らの未来を切り開き社会に貢献する人材の育成

幹事部局 教育庁 担当課 高校教育課

１次評価（教育委員会） 平成27年 月 日 ２次評価（企画振興部長） 平成27年 月 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）

評価者・実施日

　秋田の将来を支え、自らの未来を力強く切り開く、気概に満ちた人材を育成するため、ふるさとを愛
する心を基本に据えながら高い志と社会的・職業的自立に必要な力を育むとともに、産業構造の変化や
社会のニーズに適(かな)う実践的な知識・技能の習得を図る。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

①

高校生の県内就職率
（公私立、全日制・定時制）

65.9 68.0 70.0 72.0 74.0

学校基本調査（H26実績は速報値） 単位：％ 97.1%

97.1% BH24 66.0

・県内就職率66.0％（学校基本調査）　県内求人数3,348人　有効求人倍率2.09倍（秋田労働局）
・平成26年度の県内就職率は66.0%で、平成25年度の61.5%から4.5ポイント増加している。当指標は経
済動向の影響を受けやすいことから、目標の68.0％に及ばなかったものの、早期求人要請等の成果によ
り早い時期での地元求人の増加や、就職支援員による地元求人の開拓、さらに高校生の地元志向の高ま
りにより着実に県内就職が促進されている。

②
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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）

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

①

将来の夢や目標を持っている児童生徒
（小６、中３）の割合
※小６と中３の平均値

86.4 87.0 88.0 89.0 90.0

98.7%
全国学力・学習状況調査 単位：％ 98.7%

H25 85.9

65.0

94.4%H24 58.5

単位：％ 94.4%

59.8 62.0 63.0 64.0

②

高校生（公立）のインターンシップ参加率

県・高校教育課調べ

③

④

⑤

⑥

①達成率が98.7％と目標達成には至らなかったが、調査開始の平成19年度から26年度の間では小学校で
6.0ポイント、中学校で5.0ポイント上昇している。また、平成26年度値については全国比が小学校＋
8.6ポイント、中学校が＋5.0ポイントで全国を大きく上回っている。これは、教育活動全体を通じた
キャリア教育の推進によるものである。
②平成26年度のインターンシップは、県立全日制43校（分校２校含む）、公立全日制２校、県立定時制
３校、特別支援学校１校、私立全日制５校で実施した。高校２年生の在学者数に対する実施率は、
58.5％で前年度比0.1ポイント増加した。平成25年度からは進学校においても医療系インターンシップ
の実施があったほか、インターンシップの受け入れ企業の開拓に引き続き取り組んでいる。

⑦
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

①ふるさと教育を基盤とし地域等と連携したキャリア教育の充実

②社会のニーズに応える専門高校等の教育の充実

③

④

⑤

⑥

・「学校教育の指針」(秋田県教育委員会)には、ふるさと教育等との関連を図りながら地域に根ざしたキャリ
ア教育を推進していくための重点として、「地域の活性化に貢献する活動」や「体験的な活動の充実」などを
掲げ、各小・中学校におけるキャリア教育が一層充実するように啓発を図った。
・「キャリア教育推進協議会」において、県内の学識経験者、企業関係者及び保護者代表等からなる委員によ
り、「地域に根ざしたキャリア教育」を一層推進していくための連携の在り方について協議を行い、現状と今
後の方向性を明らかにした。
・学校訪問において、各小・中学校のキャリア教育の状況把握に努め、具体的な指導助言を行ったほか、キャ
リア教育研究協議会等においても、先進的な実践発表や校種を超えた協議、広域的な情報交換等を行うことに
より、県内各校における地域や家庭、企業等との連携及び校種間連携による「地域に根ざしたキャリア教育」
の一層の充実を図った。
・すべての県立高校で、地域の企業をキャリアアドバイザーが紹介する「ふるさと企業紹介事業」を実施し
た。
・キャリアアドバイザー・就職支援員による、各高校のインターンシップ・ボランティア等の体験活動支援を
行ったほか、地元外部人材等の活用支援を行った。
・就職状況ネットワークを活用した求人情報の共有と就職未決定者支援を行った。

●取組①　専門高校等の教育内容の充実による地域産業を支える人材の育成
・産業構造の変化に対応するよう教育内容や指導方法の充実を図るとともに、専門高校を中心に産業教育設備
の更新等に努めている。
●取組②　地域企業等との連携による地域産業を支える人材の育成
・最新の技術や専門知識を有する大学教員、医師、技能者等の職業人による授業を実施し、学習の深化や職業
意識の育成に努めている。
・農業関係等で長期インターンシップ(10日間程度)を実施している。
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３　総合評価

（１）教育委員会による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

評価理由

評価結果 概ね順調

評価理由

　代表指標の達成度は「Ｂ」となっているが、達成率がほぼ100％に近く、また、２つの関連指標
ともに目標から多少下回っているものの達成率は90％台で全国値を上回っている。平成25年度か
ら進学校での医療系インターンシップや農業関係等での長期インターンシップを実施するなど、
地元企業との繋がりの充実・強化が図られており、施策の効果が表れてきていると考える。以上
の理由から、本施策の総合評価は「概ね順調」とする。
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（様式２）

施策評価（平成27年度） 施策評価調書

政策コード 5 政策名 未来を担う教育・人づくり戦略

施策コード 2 施策名 確かな学力の定着と独創性や表現力の育成

幹事部局 教育庁 担当課 総務課

１次評価（教育委員会） 平成27年 月 日 ２次評価（企画振興部長） 平成27年 月 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）

評価者・実施日

　秋田の将来を支える児童生徒の確かな学力を育むため、基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考
力・判断力・表現力等の育成を図る。また、グローバル化が進む社会を力強く生き抜いていけるよう、
全国トップクラスの英語力や積極的にコミュニケーションを図る態度を育成する。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

①

県学習状況調査における通過割合
（正答率が設定正答率以上の問題数の割
合）

72.8 75.0 75.0 75.0 75.0

秋田県学習状況調査 単位：％ 99.1%

99.1% BH24 74.3

　県学習状況調査における通過率割合は平成25年度は74.5、平成26年度は74.3であり、達成率は99％台
で目標はほぼ達成されていると考える。比較的良好な状況にある「知識・理解」「技能」等の習得につ
いては、引き続き定着を図っていく。「思考力・判断力・表現力」等の育成については、課題があり、
更なる取組が必要である。なお、この指標は秋田県独自のものであり、全国数値はない。

②
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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）

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

①

国公立大学希望達成率（公私立、全日制）

49.1 52.0 53.0 54.0 55.0

100.6%
秋田県高等学校卒業者の進路状況調査 単位：％ 100.6%

H24 52.3

40.0

110.9%H25 36.6

単位：％ 110.9%

28.5 33.0 36.0 38.0

②

中学３年生の英検３級以上取得率

公立中学校・中等教育学校（前期課程）に
おける英語教育実施状況調査

③

④

⑤

⑥

①国公立大学希望達成率が52.3％となり、目標が達成できている。
次年度以降も目標を達成するためには、今後の対策が一層重要である。
②平成25年度より中学校３年生を対象に英検の受験を実施してきたが、取得率は順調に推移してきてお
り、平成26年度の全国平均18.4％の約２倍となっており、各中学校において、英検受験に対しての意識
の向上が見られたことも取得率向上の要因の一つと分析している。全国順位は発表されていないが、文
部科学省によると、平成27年度の結果は公表予定ということであり、この伸びを維持していきたい。

⑦
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 一人一人の子どもに目が行き届くきめ細かな教育の推進

② 英語コミュニケーション能力“日本一”に向けた取組の推進

●取組①　特色ある教育による小中学校の確かな学力向上と学校間格差の改善
・４月実施の全国学力・学習状況調査、12月実施の県学習状況調査、そして３月実施の高校入試を一体と捉
え、各調査を活用して児童生徒の学力の定着状況を見取り、授業改善につなげる検証改善サイクルの構築に努
めた。各校における全国学力・学習状況調査の一次分析を基に授業改善を促すとともに、県学習状況調査や高
校入試に全国学力・学習状況調査のＢ問題を意識した問題を取り入れるなどして、各調査に関連をもたせた。
・小学校から中学校へ進学する際、学級担任制から教科担任制への変化や、複数の小学校から生徒が集まるこ
とによる人間関係の変化により、学習意欲の低下や集団への不適応に陥る生徒が見られた。こうした状況に対
応するために、小規模小学校を含む中学校区の中学校に臨時講師を配置し、乗り入れ授業を行うことで、小・
中学校の両方の教員によるティーム・ティーチングにより、きめ細かな教育を行うことができた。

●取組②　多様な取組の推進による高校生の確かな学力の育成
・県内３校ずつ３グループを連携モデル校に指定して実施している学力向上パートナーシッププロジェクト
は、２年目に入り学校間連携の取組が徐々に軌道に乗りつつある。中高学習指導研究協議会では、中高の教員
が相互に理解を深めるとともに、指導内容及び指導方法の充実のための方策について協議しており、授業の改
善事項について建設的な意見が出されるようになってきている。また、秋田県立高等学校学術顧問や高校教育
視学監による講演会などを通して、高校生に将来に対する高い志をもたせる取組を継続実施している。これら
多様な取組により、医学部医学科への進学者が平成23年度入試から5年連続して50名以上を維持しているほか、
平成27年度入試の国公立大学進学希望達成率も52.3％と３年連続の上昇となった。

●取組③　少人数学習の推進によるきめ細やかな指導と安定した学校生活の確保
・児童生徒一人一人にきめ細かに対応し、質の高い学びを実現するとともに、安定した学校生活の確保、基礎
学力の定着・向上を図るため、30人程度学級を従来の小学校１～４年及び中学校全学年に加え、平成27年度は
新たに小学校5年に拡充した。また、1校に週24時間非常勤講師が3名配置されている中学校は、そのうちの1名
を学級担任ができる講師（臨時）1名に代える新たな配置基準を設け、実施した。

●取組④　校内支援体制の機能強化等と医療との連携による特別支援教育の充実
・教育・医療・福祉等の専門家により構成された専門家・支援チームは、小学校67校・中学校28校に加え全校
種に316回巡回相談を実施し、障害のある幼児児童児童生徒への適切な支援や校内支援体制の整備を進めた。
・高等学校特別支援隊は、高等学校に在籍する特別な支援を必要とする生徒の教育的ニーズや学校のニーズに
応えるため、140回の相談を実施した。
・盲学校サテライト教室は57回（23人）、聾学校のサテライト教室は88回（16人）に合わせて145回実施し、教
育的ニーズに応じた相談活動や教育支援を提供した。
・特別支援教育コーディネーター、特別支援教育支援員地区別研修会は県内３地区で各１回、支援員配置校研
修は66回実施し、それぞれの資質と専門性及び支援の技能の向上を図った。
・医療的ケアを実施する看護師11名を配置し、医療的ケアを必要とする児童生徒の安全で安心な学習環境整備
と保護者の負担を軽減した。
・これまで推進校の盲学校、聾学校、秋田きらり支援学校にタブレット型端末を26台、平成26年度は天王みど
り学園に８台を配置し、情報コミュニケーション技術の活用による経験の拡充や障害特性に応じた学びの推進
を図った。

●取組①　英語コミュニケーション能力育成に向けた多様な取組の推進
・全県の中学校・高等学校においてＣＡＮ－ＤＯ形式の学習到達目標リストを運用しながら、授業の到達目標
の明確化を図るとともに、スピーキングテストを実施した。
・全県の中学３年生を対象に英検を実施し、英語力の向上を目指した。
●取組②　外国語担当教員の指導力向上を図る研修の実施
・小学校の外国語活動担当教員の指導力向上を目指して、国際教養大学において大学教員と連携した研修会を
実施した。
・中学校と高等学校英語担当教員を対象に、学習指導要領の趣旨に沿った指導法と指導力向上を図るための研
修会を実施した。
●取組③　実践的英語力等を育成するための環境整備
・小・中・高校生を対象にしたイングリッシュキャンプ及び中・高校生を対象にしたスーパーイングリッシュ
キャンプの実施により、英語コミュニケーション能力の向上、異文化理解と英語学習への動機付けを図り、
ディスカッションやプレゼンテーションなど自分の意見を発信する場を多く設定したことから、スピーキング
能力やライティング能力など英語の発信力の向上が見られた。
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３　総合評価

（１）教育委員会による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 順調

評価理由

　代表指標の達成度は「Ｂ」となっているが、達成率がほぼ100％に近く、また、２つの関連指標
はともに目標達成している。特に「中学３年生の英検３級以上取得率」については、平成26年度
の全国平均18.4％の約２倍となっており、確かな学力の定着が図られている。
　また、平成26年度は30人程度学級を中３に順次拡充したことにより、更にきめ細かな指導が可
能となり、児童生徒一人一人の学力向上と安定した学校生活の確保が図られた。以上の理由か
ら、本施策の総合評価は「順調」とする。

評価結果

評価理由

-9-



（様式２）

施策評価（平成27年度） 施策評価調書

政策コード 5 政策名 未来を担う教育・人づくり戦略

施策コード 3 施策名 豊かな心と健やかな体の育成

幹事部局 教育庁 担当課 総務課

１次評価（教育委員会） 平成27年 月 日 ２次評価（企画振興部長） 平成27年 月 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）

評価者・実施日

　児童生徒が社会生活を送る上での基礎となる規範意識や自他を尊重する心、公共の精神をしっかりと
身に付けさせるため、ルールを守り、思いやりの心をもって行動できる豊かな人間性を育むほか、いじ
めを見逃さない環境をつくる。また、生涯にわたり健康的な生活が実現されるよう、基礎となる体力の
向上や子どもの頃からの望ましい生活習慣・食習慣の確立を図る。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

①

学校のきまり（規則）を守っている児童生徒
（小６、中３）の割合
※小６と中３の平均値

95.1 95.5 96.0 96.5 97.0

全国学力・学習状況調査 単位：％ 99.5%

99.5% BH25 95.0

52.7

99.6% BH25 51.6

単位：％ 99.6%

51.4 51.8 52.1 52.4

①全国学力・学習状況調査の開始年度の平成19年度から平成26年度の間で、平均値で4.4ポイント（小
学校が3.4ポイント、中学校が5.4ポイント）上昇しており、概ね満足できる結果である。また、全国的
に見ても高い数値を示している。
平成26年度は95.0％で、小・中学校ともに全国数値に比べて３ポイント上回るなど、概ね良好な結果で
ある。
②本県児童生徒の体力合計点や体格は、ともに全国平均値より高い状況を維持しており、新体力テスト
における小・中・高の偏差値の平均値は、全年度より0.2ポイント上昇した。特に、小・中学校では、
すべての学年(小１～小６及び中１～中３）で全国平均を上回った。また、高等学校においても３年生
男子を除き、全国平均値を上回っている。

②

新体力テストにおける小・中・高の偏差値の
平均

新体力テスト
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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）

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

①

少年自然の家等における学校等の宿泊体
験活動の実施回数

637 650 660 670 680

98.3%
県・生涯学習課調べ 単位：回 98.3%

H24 639

7.7

87.5%

H25実績
（H26年度の
実績値は10
月中旬に確
定予定）

H24 8.8

単位：人 87.5%

7.7 7.7 7.7 7.7

②

小中学生の不登校児童生徒数（千人当た
り、国公私立）

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問
題に関する調査

87.0%

H25実績
（H26年度の
実績値は10
月中旬に確
定予定）

H24 13.1

単位：人 87.0%

③

高校生の不登校生徒数（千人当たり、国公
私立）

11.6 11.4 11.3 11.2 11.1

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問
題に関する調査

④

朝食を毎日食べる児童（小５・６）の割合
※小５と小６の平均値

92.0 93.5 95.0 95.0 95.0

児童生徒のライフスタイル調査

98.3%H24 91.9

単位：％ 98.3%

⑤

⑥

①平成26年度は98.3％で、わずかに目標を下回った。これは、平成25年度に大館少年自然の家で発生し
た豪雨災害によるアクセス道路不通などが原因である。ただし、平成26年度は前年度の実績を上回って
おり、今後の順調な増加を図る。
②平成24年（基準値）の7.7人に対し、平成25年は8.8人と1.1人増加した。しかし、全国平均（11.7
人）より下回っており、全国の中で少ない方から２番目の数値となっている。スクールカウンセラーの
積極的な活用や小・中学校間の連携の充実が要因と考えられる。
③平成24年（基準値）の11.6人に対し、平成25年は13.1人と1.5人増加した。しかし、全国平均（16.7
人）より下回っており、全国の中で少ない方から13番目の数値となっている。スクールカウンセラーの
積極的な活用や小・中学校との連携の充実が要因と考えられる。
④前年に比べ、小５と小６の朝食摂取率は、平成25年度92.0％に対し平成26年度91.9％と、ほぼ横ばい
である。全国平均値と比較すると、男児は全国平均値91.9％に対し92.1％と僅かに平均値を上回ってい
る。一方、女児は全国平均値93.7％に対し91.7％と下回っている。
　引き続き、食育の充実を働きかけながら、関連指標の達成を目指していく。

⑦
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 規範意識や他人への思いやりなど豊かな心の育成

② 生涯にわたってたくましく生きるための健やかな体の育成

●取組①　学校・家庭・地域の連携による道徳教育の充実
・秋田県道徳教育推進協議会で、「家庭や地域社会との連携を深め、他者との関わりを通して児童生徒の内面
に根ざした道徳性を育成する方策」について、秋田県の道徳教育はどうであればよいかを協議した。学識経験
者、報道関係者、福祉関係者、企業関係者等、様々な立場の方々と、「いのちの教育あったかエリア事業」の
推進校の道徳教育推進教師６名を委員に委嘱し、連携を図るとともに、県内の道徳教育についての現状を把握
し、豊かな体験活動を通して子どもたちの道徳性を育んだ。

●取組②　生徒指導の充実と教育相談体制等の整備
・スクールカウンセラーを78中学校、55高等学校に配置するとともに、３教育事務所と義務教育課には巡回相
談を行う広域カウンセラー、地域の人材を活用した心の相談員、全県９か所のフリーダイヤル「すこやか電
話」、３教育事務所と総合教育センターにスクールソーシャルワーカーを配置するなどして、悩みや不安を抱
えた児童生徒や保護者が安心して相談することができる環境を整えた。
・各地域で生徒指導研究推進協議会を開催し、小・中・高連携による校種間の円滑な接続を図った。
・各校のいじめ防止基本方針に基づいた定期的なアンケート調査を実施し、いじめの未然防止・早期発見に努
めた。
・スペース・イオにおいて、不登校等の生徒を対象とする学習支援を行った。そこで学んだ生徒のうち、
97.3％の生徒が高校進学を果たした。

●取組③　少年自然の家等における長期宿泊体験活動の推進
・学校の長期宿泊体験活動を促進するため、各県立少年自然の家で３つの小中学校が３泊４日のモデル的取組
を行って効果を検証したり、広報紙「教育あきた」に関連記事を掲載したりした。また、プロジェクトアドベ
ンチャー（ＰＡ）を推進するため、ＰＡ支援員を各少年自然の家に配置した。その結果、平成26年度に２泊３
日以上の集団宿泊体験活動を行った学校は35校となり、４年連続で増加したほか、ＰＡの利用人数は21,717人
となり、過去最高となった。引き続き、体験活動の推進を通じて、たくましく社会を生き抜く力の育成に努め
ていく。

●取組①　学校体育の充実に向けた取組の強化
・地域と学校が協働した児童生徒の体力向上の取組を推進した。
・授業づくりや体力向上に関する資料を作成し、学校への体力向上の啓発活動を行った。

●取組②　運動部活動の活力アップに向けた取組の充実
・中・高合同の指導者研修会や練習会等を推進し、相互理解を深め、継続した運動部活動指導体制を構築し
た。
・東北・全国大会で活躍実績のある高校の運動部活動に対し、継続して上位入賞ができるよう遠征・合宿費の
支援を行った。

●取組③　医療関係者等との連携による保健教育の充実
・指定地域の上小阿仁村において、「歯・口の健康づくり」をテーマに掲げた実践を重ねていく。医療関係者
等の支援体制を築くための第１回会議を開催した。

●取組④　食育の更なる充実に向けた総合的な取組の推進
・学校における食育推進のため取組を充実させるため、学校栄養職員・栄養教諭の年次研修会等において、食
に関する指導についての理解啓発を図った。また、「スーパー食育スクール事業」を展開し、食育を通して児
童らの「人や食に感謝する心」「郷土愛」等を醸成している。
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３　総合評価

（１）教育委員会による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

評価理由

　２つの代表指標の達成度は「Ｂ」となっているが、ともにほぼ100％に近い数値であり、全国平
均を上回っている状況である。また、４つの関連指標については目標達成に至っていないもの
の、集団宿泊体験活動やプロジェクトアドベンチャー（ＰＡ）の取組、不登校児童生徒への対応
など、施策の効果が表れてきていると考える。以上の理由から、本施策の総合評価は「概ね順
調」とする。

評価結果

評価理由
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（様式２）

施策評価（平成27年度） 施策評価調書

政策コード 5 政策名 未来を担う教育・人づくり戦略

施策コード 4 施策名 良好で魅力ある学びの場づくり

幹事部局 教育庁 担当課 総務課

１次評価（教育委員会） 平成27年 月 日 ２次評価（企画振興部長） 平成27年 月 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）

評価者・実施日

　学校や家庭を取り巻く教育環境を整え、児童生徒の確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成につな
げるため、教職員の資質能力の総合的な向上、県立学校の整備等を進めるほか、学校と家庭・地域が連
携・協力し、地域ぐるみで子どもを育む体制を整備する。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

①

授業の内容がよく分かると思う児童生徒の
割合（小６）
※国語と算数の平均値

86.7 87.0 88.0 89.0 90.0

全国学力・学習状況調査 単位：％ 98.9%

98.9% BH25 86.0

83.0

97.8% BH25 78.2

単位：％ 97.8%

78.5 80.0 81.0 82.0

　施策指標①、②について、小学校86.0％は全国数値を6.5ポイント、中学校78.2は6.2ポイント、とも
に全国数値を上回っている。また、調査開始の平成19年度と平成26年度の伸び率を比較すると、小学校
の国語5.3ポイント（全国3.1ポイント）、算数6.8ポイント（全国2.5ポイント）、中学校の国語12.4ポ
イント（全国6.6ポイント）、数学12.2ポイント（全国7.9ポイント）と全てで全国を上回っている。

②

授業の内容がよく分かると思う児童生徒の
割合（中３）
※国語と数学の平均値

全国学力・学習状況調査
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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）

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

①

理科が好きだと思う児童生徒の割合
（小４～中２）

82.2 84.0 85.0 86.0 87.0

99.6%
秋田県学習状況調査 単位：％ 99.6%

H24 83.7

94.0

102.7%H24 94.0

単位：％ 102.7%

89.1 91.5 92.3 93.2

②

中学校区における学校支援地域本部や
放課後子ども教室等の実施率

県・生涯学習課調べ

96.0%H24 38.4

単位：％ 96.0%

③

地域と連携して防災訓練等を実施する学校
の割合（公立、幼・小・中・高・特別支援）

23.4 40.0 43.0 46.0 50.0

秋田県学校安全に関する調査

④

インターネットセーフティに関する保護者等
講座を新たに行った中学校区の割合

－ 30.0 40.0 45.0 50.0

県・生涯学習課調べ

175.0%H24 52.5

単位：％ 175.0%

⑤

⑥

①平成26年度の達成度は99.6％で、若干目標値を下回るものの、小５～中２では、「大好き、好き」と
好意的な回答をしている児童生徒が平成24年度から１～３ポイント程度伸びており、目標を概ね達成し
ていると考える。
②学校支援地域本部では、平成25年度に比べ実施小中学校が８校増えた。また、わくわく土曜教室の新
設により、対象となる小学校数も増え、実施中学校区は４校区の増加となり、目標を達成した。
③東日本大震災の教訓を受け、地域住民、家庭等との連携による地域防災教育等の実施が高まってお
り、平成25年度32.2％から平成26年度38.4％と伸びている。実施値として、幼稚園、高等学校、特別支
援学校は横ばいの状態であったが、小学校が29.7％から36.7％、中学校が26.4％から36.4％と大きく伸
びている。
④県庁出前講座の要請が年々高まっており、平成26年度は118校区中60校区（延べ137回）で実施した。
その他、中学校区を対象とした地域サポーター養成講座も６校区で実施した。結果として、118校区中
62校区と、目標値を大きく上回る結果となった。

⑦
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 質の高い学習の基盤となる教育環境の整備

② 学校・家庭・地域の連携と協力による子どもを育む環境の整備

●取組①　教職員の資質能力の総合的な向上を図る研修の実施
・法定研修である初任者研修と10年経験者研修の間に「授業力向上研修Ⅰ（３年目）」「５年経験者研修（６
年目）」「授業力向上研修Ⅱ（８年目）」の研修を設定し、初任採用時から10年経験時までの間に、授業力に
特化した教員としての実践的能力の育成に資する研修を徹底して行っている。
・教務主任、生徒指導主任、研究主任などの職務に応じた研修や、中堅教員のための「ミドルリーダー研修」
などを設定し、教職員のライフステージに応じ必要な資質能力の向上に資する研修を行っている。
・研修の実施に当たっては、幼・小、小・中、中・高などの校種間連携を図るとともに、教科の壁を越えた
テーマを設定して協議を行うなど、校種間、教科間の連携強化にも努めている。

●取組②　個別課題に対応した多様な研修の実施
・国語、算数・数学、理科においては、教科指導ＣＴ（中核教員）養成研修会を実施している。各校の当該教
科の主担当が、本事業に２年に１回参加してＣＴの優れた授業の成果を共有する機会としている。特に、理科
については文部科学省から委託を受けた「理科の観察・実験指導等に関する研究協議」を活用し、観察・実験
の実習を取り入れて内容の充実を図っている。
・特別支援教育セミナーによる実践的研修では、特別支援学校が培ってきた専門性の提供のために、担当指導
主事と特別支援学校の教員を小・中学校に131校、215回派遣し、特別支援教育担当職員193人の実践的指導力の
向上を図った。
・平成17年度から中高学習指導研究協議会を開催し、中学校・高等学校における学習指導について、中高の教
員が相互に理解を深めるとともに、指導内容及び指導方法の充実のための方策について研究協議を行ってい
る。また、大学教員等の指導助言者を招聘し、より広い視野で中高の学習の望ましい接続の在り方についての
協議を深めている。
・県内の県立高等学校教員を東北大学大学院理学研究科に派遣して研修を行い、教員の指導力向上を図るとと
もに、高大接続の在り方などについて見識を深めている。

●取組③　活力に満ちた魅力ある学校づくりの推進
・平成28年４月の開校に向けて、大館地区統合高等学校については、設置条例改正、校章校歌の制定等の準備
を進めている。秋田地区中高一貫教育校についても設置条例改正、校章の制定等に取り組んでいる。また「第
七次秋田県高等学校総合整備計画」（平成28年度～平成37年度）の第二次素案を６月に公表した。
・秋田地区中高一貫教育校・能代松陽高校・角館高校・大館地区統合高等学校の整備や秋田中央高校・秋田工
業高校・大曲農業高校等の改築を実施した。

●取組④　私立学校の運営や高校生、大学進学者等に対する経済的支援
・私立学校の教育条件の維持向上並びに在学生の経済的負担軽減を図るため、高等学校を設置する法人に運営
費等に対する助成を行った。また、私立高等学校の魅力アップを図るため、特色ある教育活動の実施に対して
の助成を行った。
・私立高等学校に通う生徒保護者の経済的支援を図るため、国が支給する高等学校就学支援金に加え、私立高
等学校授業料・入学料軽減補助を行った。
・授業料以外の負担軽減を図るため、平成26年度から新たに、「奨学のための給付金」を給付した。
・私立高等学校（1校）の耐震化工事に対して助成を行った。
・子育て世帯の経済的負担を軽減し、学習意欲のある学生等が学業を継続できるようにするため、大学生等に
奨学金を貸与する（公財）秋田県育英会に助成した。

●取組①　地域と学校が支え合い、地域ぐるみで子どもを育む体制の充実
・運営協議会や教育庁職員による事業検討委員会と庁内担当者連絡会議を開催した。また、学校･家庭･地域連
携協議会と指導者等研修会を開催し人材育成を図った。
・市町村が取り組む、放課後子ども教室推進事業、学校支援地域本部事業、わくわく土曜教室推進事業への支
援を実施した。

●取組②　地域社会全体で学校安全に取り組む体制の整備
・安全教育の充実を図るため学校安全指導者研修会を実施し、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の学
校安全教育担当者の出席を義務付けている。また、全県の教職員が学校安全に関する一定の知識を持つことが
できるよう、学識経験者による講演や、各校における地域の特性を踏まえた取組事例などの紹介により普及・
啓発を図ることで、地域と連携した防災訓練等の重要性を周知した。

●取組③　関係団体等との協働による家庭教育支援の体制づくり
・子どもたちのインターネット健全利用（インターネットセーフティ）について民間等と協働して取り組んで
おり、出前講座やリーフレットによる啓発、「少し詳しい大人」の養成等により、インターネットセーフティ
の仕組みづくりを推進した。
・家庭教育支援事業については、フォーラムや県庁出前講座を実施し、家庭教育の諸課題について広く周知・
啓発に努めた。また、市町村担当者等を対象に研究協議会を年２回開催し、家庭教育支援施策の充実に向け研
究協議・情報交流を図っている。
・今後も、保護者や地域の大人が関心を持ち続け子どもの安心安全を支えられるよう、課題を的確に捉え、保
護者や教員等を対象とした持続的な教育啓発に、引き続き取り組んでいく必要がある。
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３　総合評価

（１）教育委員会による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

評価理由

　２つの代表指標の達成度は「Ｂ」となっているが、小学校、中学校ともに全国平均を上回って
おり、調査開始の平成19年度から順調に伸びてきている。また、４つの関連指標については、②
と④の２つが目標を達成しており、地域及び家庭との連携強化に繋がっている。
　目標にやや達成しなかった関連指標①、③も含めて、施策の効果は着実に表れていると考え
る。以上の理由から、本施策の総合評価は「概ね順調」とする。

評価結果

評価理由
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（様式２）

施策評価（平成27年度） 施策評価調書

政策コード 5 政策名 未来を担う教育・人づくり戦略

施策コード 5 施策名 生涯学習を行動に結び付ける環境と芸術・文化に親しむ機会づくり

幹事部局 教育庁 担当課 生涯学習課

１次評価（教育委員会） 平成27年 月 日 ２次評価（企画振興部長） 平成27年 月 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）

評価者・実施日

　地域コミュニティを活性化する取組や魅力ある地域づくりへの住民参加を促進し、元気な秋田づくり
につなげていくため、生涯学習の成果を行動に結び付ける環境づくりや文化遺産等の保存・活用に取り
組むほか、読書活動や芸術・文化体験活動を通じて豊かな情操を育むとともに、共感を通じて人と人と
を結び付け、協働・共生する心、主体的に判断し適切に行動する力の育成を図る。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

①

地域で活動する行動人(こうどうびと)の人数

16,332 40,000 45,000 50,000 55,000

県・生涯学習課調べ 単位：人 104.3%

104.3% AH24 41,703

　平成24年度から、県民総「行動人」推進事業で、学んだことを行動に結び付け、社会に貢献しようと
する「行動人」の紹介人数を指標としている。平成25年度は30,000人、平成26年度は40,000人を目標と
してきた。「行動人」が全県で周知されるようになり、市町村からの情報提供も増え、目標達成につな
がった。平成27年度からは、行動人の紹介だけではなく育成やネットワークづくりを重視することか
ら、目標値を毎年度5,000人増としている。

②
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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）

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

①

課題支援公立図書館・公民館図書室の割合

27.1 50.0 60.0 70.0 80.0

134.2%
県・県立図書館調べ 単位：人 134.2%

H24 67.1

25,000

88.7%H24 20,840

単位：人 88.7%

22,153 23,500 24,000 24,500

②

芸術・文化施設におけるセカンドスクール的
利用者数

県・生涯学習課調べ

475.0%
(101.2%)

H24 19(747)

単位：件
475.0％

(101.2)％

③

国・県指定等文化財の新規件数（累積）

4(720) 4(738) 4(742) 4(746) 4(750)

県・生涯学習課文化財保護室調べ

④

⑤

⑥

・課題解決支援コーナーを設置している市町村立図書館・公民館図書室の割合は平成24年に27.1％、平
成25年に38.5％、平成26年に67.1％と増加している。県立図書館が市町村支援として平成24年から行っ
ている｢打って出る司書」事業が効果を発揮したと捉えている（県立図書館の司書が、県内全ての市町
村立図書館・公民館図書室を訪問し、専門的なサポートを行う取組。平成27年度より｢打って出る図書
館｣と改称）。
・芸術・文化施設におけるセカンドスクール的利用者数は、過去10年間の平均利用者数（約20,000人）
は上回っているものの、目標値に対しては下回っている。これは、利用校が平成25年度461校から平成
26年度505校と増加している中で、県内の児童・生徒数の減少が影響している。
・国・県指定等文化財の新規指定等件数は目標を上回っている。

⑦
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 多様な学習機会の提供と学んだことを行動に結び付ける環境づくり

② 芸術・文化体験活動の推進と文化遺産等の保存･活用

③

④

⑤

⑥

●取組①　学習機会の充実とその成果の社会への還元
・「あきたスマートカレッジ」では、生涯学習の成果を生かすことができるように、地域活性化支援講座を新
規に開設した。
・生涯学習支援システムでは、平成26年度、県内の講座、イベント、講師情報等を6,249件登録した。アクセス
数は、96,295件であった。

●取組②　読書活動の推進に向けた環境の整備
・市町村の読書の拠り所となる「子ども読書活動推進計画」策定支援を行い、平成26年度までに23市町村が策
定完了した。
・今年度も県立図書館が｢打って出る図書館｣事業をとおして、市町村支援を継続する。市町村立図書館・公民
館図書室に対して、情報提供やサポートを充実することで、引き続き、課題解決支援コーナーを設置している
図書館・図書室の増加を目指す。

●取組①　豊かな心や感性、創造性を育む芸術・文化体験活動の推進
・美術館教室や博物館教室等を開催し、幅広い年齢層の県民が参加している。
・「秋田県青少年劇場」や「文化芸術による子供の育成事業」など、児童・生徒が音楽や演劇などの優れた
芸術・文化に触れる機会を提供している。

●取組②　有形文化財や民俗文化財、記念物など文化遺産等の保存･活用
・文化遺産等の保存・活用は着実に進められている。
・国民文化祭では、多くの民俗芸能等が披露された。
・横手市増田重要伝統的建造物群保存地区での整備事業が開始された。
・「ＪＯＭＯＮ ＡＲＴ フェスタ」を開催し、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた取組
をＰＲした。
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３　総合評価

（１）教育委員会による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

評価理由

評価結果 順調

評価理由

　代表指標の達成度が「Ａ」で、関連指標①及び③も大幅に目標を達成している。また、関連指
標②の達成率が88.7％と目標を下回っているが、県内の児童・生徒数の減少が影響しており、利
用校数で見ると平成25年度461校から平成26年度505校と大きく増加している。以上の理由から、
本施策の総合評価は「順調」とする。
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参考

平成２７年度施策評価について

１ 根拠
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では、教育委員会はその権限に属す

る事務の一部について、教育委員会規則に定めるところにより、教育長に委任または
臨時に代理させることができるとされているが、法改正（平成２０年４月１日施行）
に伴い、教育長に委任できない事務が以下のとおり明示された。

一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること
二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定または改廃に関すること
三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること
四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免
その他の人事に関すること

五 教育委員会の権限に属する事務の管理・執行に関する点検・評価に関すること
六 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案の作成に関する意見を申し出
ること

これにより、平成２０年度から、それまで教育長が一次評価を実施してきた「施策
評価」を、教育委員会が実施している。

２ 対象
「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」政策・施策体系一覧表に掲げる次の５つの
施策
「5-1 自らの未来を切り開き社会に貢献する人材の育成」
「5-2 確かな学力の定着と独創性や表現力の育成」
「5-3 豊かな心と健やかな体の育成」
「5-4 良好で魅力ある学びの場づくり」
「5-5 生涯学習を行動に結び付ける環境と芸術・文化に親しむ機会づくり」

（参 考）
政策等の評価の実施主体・対象等

実施主体 対 象

政策評価 ○企画振興部長の評価 ■第２期ふるさと秋田元気創造プランの６つの戦略

施策評価 ○施策幹事部長の一次評価 ■第２期ふるさと秋田元気創造プランの重点戦略に揚げる

（知事部局） ３６の施策と基本施策に揚げる１１の施策からなる政策・

施策体系上に掲げる４７の施策のうち、教育委員会が所管

する５つの施策を除く４２の施策

○教育委員会の一次評価 ■政策・施策体系一覧表に掲げる４７の施策のうち、教育

委員会が所管する５つの施策

○企画振興部長の二次評価 ■第２期ふるさと秋田元気創造プランの６つの戦略に掲げ

る３６の施策

下線部が教育委員会該当部分
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