
（様式１）

政策評価（平成27年度）

政策名 未来を担う教育・人づくり戦略

政策コード 5 幹事部局名 教育庁

評価者 企画振興部長 実施日 平成27年10月30日

Ⅱ　政策の推進状況

１　数値目標及びその達成状況

※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
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直近の
達成率

97.1%

99.1%

99.5%

Ⅰ　政策の目標(目指す姿)

政策評価調書

　ふるさとを愛する豊かな心を基盤として秋田の将来を支え、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。その実現を図るため、郷土愛、高い志と社会的自立に必要な力等を育むとともに、基
礎的・基本的な知識・技能を身に付けさせ、思考力・判断力・表現力等を育成する。また、生涯を生きて
いく上での基礎となる、規範意識や自他を尊重する心、体力を育成するとともに、望ましい生活習慣の確
立等を図る。
　さらに、グローバル化が進む中、世界の人々とコミュニケーションできる能力が強く求められているこ
とから、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とともに県民の
国際理解を促進する。
　高等教育機関においては、グローバル社会で活躍できる人材や本県の産業と地域の発展を担う人材を育
成するとともに「地（知）の拠点」として地域の課題解決に取り組み、地域の発展・活性化に寄与する。

目標 95.5 96.0 96.5 97.0

5-3①

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

95.1

74.0

5-1① H24

単位：％

5-2①

99.1%

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

70.0 72.0

実績

達成率

68.0

66.0

97.1%

75.0

74.3

年度

目標

実績

達成率

目標 75.0 75.0 75.0

●各施策の代表指標

高校生の県内就職率
（公私立、全日制・定時制）

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）

出典：学校基本調査

出典：秋田県学習状況調査

H24

単位：％

基準値

年度

65.9

72.8

出典：全国学力・学習状況調査 単位：％ 達成率 99.5%

H25 実績 95.0

5-3②

新体力テストにおける小・中・
高の偏差値の平均

51.4 目標 51.8 52.1 52.4 52.7

H25 実績 51.6

出典：新体力テスト 単位：％ 達成率 99.6%

5-4①

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 目標 87.0 88.0 89.0 90.0

H25 実績 86.0

出典：全国学力・学習状況調査 単位：％ 達成率 98.9%

5-5①

地域で活動する行動人(こうど
うびと)の人数

16,332 目標 40,000 45,000 50,000 55,000

H24 実績 41,703

出典：生涯学習課調べ 単位：人 達成率 104.3%

5-6①

県内高等教育機関（７大学・４
短大）の志願倍率

4.61 目標 4.70 4.75 4.80 4.85

H24 実績 3.85

出典；学術振興課調べ 単位：倍 達成率 81.9%

5-7①

県内高等教育機関への外国
人留学生数

454 目標 468 482 496 510

H25 実績 444

出典：秋田地域留学生等交流推進会議 単位：人 達成率 94.9%

5-7②

県内高等教育機関から海外
への留学生数

338 目標 348 388 428 468

H24 実績 304

出典；学術振興課調べ 単位：人 達成率

5-4②

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

78.5 目標 80.0 81.0 82.0 83.0

97.8%H25 実績 78.2

出典：全国学力・学習状況調査 単位：％ 達成率 97.8%

87.4%
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２　政策を構成する施策評価の結果

３　施策評価の概要

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

　ふるさと教育を基盤としたキャリア教育の推進については、すべての県立学校で、地域の企業を紹介する「ふ
るさと企業紹介事業」を実施したほか、就職支援員等による県内求人開拓、企業情報の提供などきめ細かな就職
支援を行ったことなどにより、代表指標である「高校生の県内就職率」は前年実績を上回り、目標をほぼ達成し
ている。
　専門高校等の教育の充実についても、専門知識を有する医師や技能者等の職業人による授業を実施し、職業意
識の醸成に努めたほか、農業関係等で長期のインターンシップを実施するなど、地域企業等と連携した取組を進
めることなどにより、関連指標である高校生のインターンシップの参加率も概ね目標を達成している。
　以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

　きめ細かな教育の推進については、全国学力・学習状況調査等を活用し児童生徒の学力の定着状況を確認し、
授業改善につなげる検証改善サイクルの構築に努めたほか、小中、中高の教員の相互理解と連携による校種間の
円滑な接続や30人学級の拡充を図ったことなどにより、代表指標である「県学習状況調査における通過割合」
が、ほぼ目標を達成し、さらに全国学力学習状況調査においても全国トップクラスの成績をあげている。
　また、英語能力においても、外国語担当教員に係る研修の充実や小・中・高校生を対象にしたイングリッシュ
キャンプの実施などにより、関連指標である中学３年生の英検３級以上の取得率が目標を上回り、全国平均の約
２倍となるなど、確かな学力の定着が図られている。
　以上のことから、施策は「順調」と評価される。

「いのちの教育あったかエリア事業」の推進などにより、学校・家庭・地域の連携による道徳教育の充実に努め
たほか、スクールカウンセラーや地域の人材を活用した心の相談員の配置を進め、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備することなどにより、評価指標である「学校のきまりを守っている児童生徒の
割合」がほぼ目標を達成している。
　また、地域の指導者を活用した学校体育活動への支援など、地域と学校が協働した児童生徒の体力向上に向け
た取組などにより、評価指標である「新体力テストにおける小・中・高の偏差値の平均」がほぼ目標を達成し、
全国平均値より高い状況を維持しているほか、医療関係者等との連携による保健体育の充実や食育を通した「人
や食に感謝する心」等の醸成などの取組を進めている。
　以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

　初任者研修など法定研修に加え、10年経験時までの間に、授業力に特化した実践的能力の育成に資する研修を
県独自で実施したほか、国語、算数・数学、理科においては、教科指導の中核となる教員を養成するなど、教員
の指導力向上に向けた取組を進めることなどにより、評価指標である「授業の内容がよく分かると思う児童生徒
の割合」が小中学生ともに全国平均を上回り、ほぼ目標値を達成している。
　また、学校・家庭・地域協議会による人材育成や地域と連携した防災訓練など安全教育の充実、民間等と連携
したインターネットの健全利用に向けた取組を推進することなどにより、放課後子ども教室等の実施率など関連
指標も達成又は概ね達成となっている。
　以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

概ね順調

確かな学力の定着と独創性や表現力の育成

豊かな心と健やかな体の育成

良好で魅力ある学びの場づくり

概ね順調

順調

施　策　名 施策評価の結果施策コード

５－６

順調

やや遅れている

５－３

５－４

概ね順調

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

自らの未来を切り開き社会に貢献する人材の育成

５－５

５－１

５－２

グローバル社会で活躍できる人材の育成 概ね順調５－７

高等教育の充実と地域貢献の促進
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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

5-6　高等教育の充実と地域貢献の促進

5-7　グローバル社会で活躍できる人材の育成
　学校における多様な国際教育の推進については、国際教養大学生が高校生を対象に授業を行う高大連携授業や
イングリッシュキャンプの実施などにより、英語コミュニケーション能力の向上を図ったほか、スーパーグロー
バルハイスクールに秋田南高校が指定されるなど、コミュニケーション能力と問題解決能力等を身に付けたグ
ローバルリーダーの育成にも着手しており、国際社会で活躍できる人材の育成に関する取組は順調に進んでい
る。
　また、海外との交流については、各高等教育機関の特色や強みを生かした交流が活発に行われており、評価指
標である「外国人留学生数」及び「海外への留学生数」が概ね目標を達成しているほか、東アジアを中心とした
青少年交流の実施等により、県民の国際理解の促進が図られている。
　以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

　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」の活動事例の紹介や、ネットワーク化を推
進したことにより、評価指標である「地域で活動する行動人の人数」が目標を上回ったほか、県立図書館による
市町村立図書館・公民館図書室への情報提供やサポートなどの支援の充実により、関連指標である「課題支援公
立図書館・公民館図書室の割合」が目標を大きく上回っている。
　また、「芸術・文化施設におけるセカンドスクール的利用者」は、児童・生徒の減少等により目標未達成と
なっているが、参加校数は前年度年より１割程度増加しているなど、児童・生徒が優れた芸術・文化に触れる機
会の提供についても一定の成果があがっている。
　以上のことから、施策は「順調」と評価される。

　秋田県立大学や国際教養大学に対する運営・施設整備に対する支援により、両大学では、本県の国際化の進展
やグローバル人材の育成、県内企業等の技術開発等に貢献しており、志願倍率、就職率ともに高い水準を維持し
ているほか、看護系大学への支援により、地域に必要とされる看護・介護人材の育成が図られている。
　また、大学等による地域活性化等への取組については、各高等教育機関が自治体・企業等と連携協力協定を締
結し、地域ニーズを踏まえた教育研究を行うなど、それぞれの強み・特色を生かした多様な地域貢献活動が展開
されている。
　しかしながら、評価指標である「県内高等教育機関の志願倍率」が目標を下回ったほか、公開講座等への参加
者数や共同研究・受託研究数も前年度実績より減少していることから、施策としては「やや遅れている」と評価
される。
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Ⅲ　県民意識調査の結果

調査年度

肯定的意見

十分である

概ね十分である

ふつう

否定的意見

やや不十分である

不十分である

わからない・無回答

調査結果の認識、取組項目の状況

Ⅳ　政策を取り巻く社会経済情勢の変化

28.5

33.4

1.2

　全体では、「十分である」が1.2％、「概ね十分である」が8.2％となり、十分であると感じている人は9.4％と
少なく、「ふつう」の33.4％を合わせても42.8％にとどまる。
　施策別では、肯定的に感じている人の割合は、「豊かな心と健やかな体の育成」が70.5%、「確かな学力の定着
と独創性や表現力の育成」が67.2%と高くなっている反面、「グローバル社会で活躍できる人材の育成」が
42.0%、「自らの未来を切り開き社会に貢献する人材の育成」が45.8%と低めになっている。

16.2

12.5

44.7

充
実
度

Ｈ２７

○児童生徒数は少子化により減少しており、平成26年度の児童生徒数は、昭和55年度からの34年間で５
割以上が減少。また、学校数は2/3程度に減少した。
○小・中学生の全国学力・学習状況調査の結果は、平成26年度まで７回連続して全国トップレベルを維
持している。
○高校生については、国公立大学の進学希望達成率は、ここ数年、低下傾向にあったが、平成26年度入
試では、51.7%と前年度より増加した。
○新学習指導要領により、平成23年度から小学校５、６年生に外国語活動が導入され、平成24年度から
中学校の英語授業時数が週３コマから４コマに増加した。
○いじめの認知件数は、平成24年度の文部科学省の緊急調査において大幅に増加した。
○平成25年９月に県立美術館が移転・新築して、オープンした。
○「平成26年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査（文部科学省）」における新体力テストの体力合
計点は、小・中学校全ての学年で全国平均を大きく上回っている。

8.2

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 前年比

9.4
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Ⅴ　評　価

○課題

○人口減少・少子化対策として、航空機産業など成長分野を担う人材など、地元秋田を支える人材の育
成が求められている。
○教職員の更なる指導力向上とともに、学校や専門機関の支援が届きにくい家庭への支援を通して、地
域ぐるみで子どもを育む体制の強化が求められている。
○不登校児童生徒は全国最小であるものの、なお650人が不登校の状況にあり、特に小学生は前年度より
若干ではあるが増加している。
○本県文化遺産等の価値再認識のため、「北海道・東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた取組を
さらに進めるとともに、日本遺産登録に向けた市町村への支援に取り組むことが求められている。
○各高等教育機関による多様な教育研究、地域貢献活動が展開されているものの、進学率が高まる一方
で少子化により全国的に大学・短大への進学者の増加が見込めないこともあり、大学間の競争が一層厳
しくなっていく状況にある。
○県内高等教育機関からの海外への留学生がここ数年逓減傾向にあるほか、ソウル国際定期便の運休に
伴い、県民の異文化社会への関心の低下が懸念される。

概ね順調

評価理由

〇キャリアアドバイザーによる地元企業の紹介や就職支援員による県内求人の開拓などによ
り、高校生の県内就職率が向上したほか、専門高校における企業技術者等による授業や農業
法人等における長期のインターンシップの実施により、キャリア教育の充実が図られてい
る。
〇少人数学級の拡大や小中・中高相互の連携に取り組んだ結果、全国学力学習状況調査にお
いて７回連続トップクラスの成績を収めるとともに、スクールカウンセラーや地域人材を活
用した心の相談員の配置、地域と学校が協働した児童生徒の体力向上に向けた取組などによ
り、豊かな心と健やかな体の育成についても、着実に成果が現れている。
〇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」の活動事例の紹介と
ネットワーク化を推進したことにより、地域で活躍する社会人が増加しているほか、県立図
書館によるサポートの充実等により、ビジネスや地域の課題解決に向けた支援を行う市町村
立図書館が増加している。
〇県内大学が自治体・企業等と連携協定を締結し、地域ニーズに応じた教育研究を行うな
ど、高等教育機関による多様な地域貢献活動が進められている。また、コミュニケーション
能力と問題解決能力等を身に付けたグローバルリーダーの育成についても、秋田南高校が
スーパーグローバルハイスクールに指定されるなど、人材の育成が着実に進められている。
〇政策の評価指標については、ほぼ目標を達成している項目が多く、学力調査結果や英検３
級の取得率などが、全国平均を大きく上回る水準にあることなどから、政策としては「概ね
順調」に進んでいる状況にある。

総合評価

○本県産業界が求める専門的人材の育成など、キャリア教育の充実を図るとともに、キャリアアドバイ
ザー等の取組による生徒の就職支援を一層推進する必要がある。また、少人数学級の充実とともに、小
中一貫教育の推進や生徒の英語コミュニケーション能力の向上への取組が必要である。
○教職員向け研修を効果的に実施するとともに、地域ぐるみで子どもを支える体制強化に向けた周知啓
発や人的ネットワークの構築に取り組む必要がある。
○不登校・いじめ問題解消のため、児童生徒が安心して悩みや不安を相談することができる校内相談体
制の充実が必要である。
○世界遺産登録に向けた県民の気運醸成と、本県の児童・生徒が優れた芸術・文化に触れ、体験できる
機会の充実を図っていく必要がある。
○大学間の競争が厳しくなっていく中で志願者を確保し、社会の要請や地域のニーズに応えていくた
め、県内高等教育機関の強みや特色を生かした教育研究活動の一層の充実を図る必要がある。
○高等教育機関それぞれの特色や強みを生かした国際交流を活発に行っていくとともに、海外との交流
や県民の国際理解の深化を図っていく必要がある。

○今後の推進方向（重点的・優先的に取り組むべきこと）
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Ⅵ　評価結果の反映状況（対応方針）

自己評価の「概ね順調」をもって妥当とする。

○政策評価委員会意見

○航空機やＩＣＴ関連産業等における専門人材を授業や実習等に積極的に活用する。また、工業系高校
への航空機産業に関連する専門的カリキュラムの導入を目指す。
○キャリア教育実践研究協議会等の取組により、小・中・高校・特別支援学校を貫くキャリア教育の充
実を図る。
○小・中学校の全学年において少人数学級を導入し、きめ細かな学習指導体制を構築することを目指
す。
○小・中連携実践研究モデル事業等における小・中学校相互の乗り入れ授業等の取組成果を全県に普及
する。
○中・高校生の英語コミュニケーション能力向上に向け、中・高等学校でのスピーキングテスト及び
小・中・高を通じた指導力向上研修を継続して実施していく。
○「学校・家庭・地域の連携・協働による学校運営」「学校のマネジメント機能の強化」「児童生徒が
主体的・協働的に学習するための教員の授業力向上」など、喫緊の教育課題に対応した研修を実施し、
これからの学校教育を担う教職員の資質・能力の向上を図る。
○地域と学校が支えあい、地域ぐるみで子どもを育む体制の充実については、地域コーディネーターの
配置や人材養成にむけて、今後も周知啓発や指導者等研修会の開催を続けていく。
○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー、電話相談等の活用のほか、校内における相談
体制の充実について各学校への指導を図る。
○本県文化遺産等の価値再認識のため、「北海道・東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録への取組や日本
遺産認定に向けた取組を推進するとともに、民俗文化財公開交流事業など児童・生徒が文化に触れ、体
験できる機会の充実を図る。
○時代や地域ニーズにあった学科再編やカリキュラムを検討していくことなどにより、さらなる教育研
究活動の充実を図っていく。
〇カリキュラムに海外実習を組み込むなど、高等教育機関の特徴を活かした取組の実施や、海外大学と
の協定締結等を促進することにより、海外大学との交流を活発化し、海外大学への留学者の増加を図
る。
○海外との交流や県民の国際理解の推進については、本県の友好交流先であるロシア沿海地方、中国天
津市等との青少年交流や、ロシア極東地域への産業界の若手リーダーの派遣等を通じて人材育成を図
る。また、国際交流員による国際理解講座など、県民が海外の文化に触れる機会を通して、県民の海外
への関心を高めるとともに、在住外国人向けの相談体制の整備を図り、多文化共生社会を推進する。
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