
（様式１）

政策評価（平成27年度）

政策名 人口減少社会における地域力創造戦略

政策コード 6 幹事部局名 企画振興部

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

6-6①

「秋田県のがんばる農山村集
落応援サイト」の新規公開地
区数

52 目標 70 82 91 100

92.9% BH24 実績 65

単位：地区 達成率 92.9%

140.0%6-8①

自治体同士の連携が実現した
取組数

0 目標 5 5 10 10

H24 実績 7

出典：市町村課調べ 単位：件 達成率 140.0%

6-7①

県とＮＰＯ、公益法人、企業・
大学等との協働件数

621 目標 660 690 720 750

H24 実績 1,429

出典：地域活力創造課調べ 単位：件 達成率 216.5%

6-5①

社会活動・地域活動に参加し
た人の割合

43.3 目標 48.0 52.0 56.0 60.0

H25 実績 46.4

出典：「県民意識調査」 単位：％ 達成率 96.7%

6-4②
合計特殊出生率

1.37 目標 1.39 1.41 1.43 1.45

H24 実績 1.34

出典：厚生労働省「人口動態統計」 達成率 96.4%

6-4①
出生数

6,100 目標 6,100 6,100 6,100 6,100

H25 実績 5,998

出典：厚生労働省「人口動態統計」 単位：人 達成率 98.3%

6-3②

あきた結婚支援センターへの
成婚報告者数（累積）

210 目標 530 710 900 1,100

H24 実績 585

出典：人口問題対策課調べ 単位：人 達成率 110.4%

6-3①
婚姻数

4,020 目標 4,020 4,020 4,020 4,020

H24 実績 3,842

出典：厚生労働省「人口動態統計」 単位：件 達成率 95.6%

出典：人口問題対策課調べ 単位：団体 達成率 100.0%

H25 実績 30

年度

目標

実績

達成率

●各施策の代表指標

Ａターン就職者数

出典：雇用労働政策課調べ

基準値

年度

1,121

6-1① H24

単位：人

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

1,400.0 1,550.01,300

1,061

81.6%

1,700.0

Ⅰ　政策の目標(目指す姿)

政策評価調書

　Aターン就職をはじめとした県外からの移住・定住を拡大するとともに、県民一丸となった少子化対策
により子どもの笑顔があふれる「子どもの国秋田」を創造し、本県人口の減少を抑制する。
　地域の支え合い体制の整備、多様な主体の連携、コミュニティビジネスの企業等を促進し、人口が減
少する中にあっても、地域社会の自立・活性化に努めるとともに、社会貢献や地域活動への県民等の参
加の促進、ＮＰＯ等の運営力の向上を図り、多様な主体が様々な活動に積極的に取り組む協働社会を構
築する。
　また、自治体同士の連携を一層進め、将来の人口減社会においても、必要な住民サービスの水準を確
保できる体制を構築する。

目標 30 30 30 30

6-2①
脱少子化モデル企業数

28

95.6%

110.4%

98.3%

96.4%

96.7%

216.5%

直近の
達成率

81.6%

100.0%

B

B

B

A

A

達成度

B

A

B

A

A 4

6B

C

D
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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

6-1　秋田への定着、移住・定住の拡大

6-2　官民一体となった少子化対策の推進

6-3　次の親世代に対する支援の充実強化

6-4　子どもを産み・育てる環境の充実強化

6-5　地域の人材や資源を生かした地域力の向上
  代表指標である「社会活動や地域活動に参加した人の割合」は、今回はわずかながら達成には届かなかった
が、「地域デビューガイドブック」の作成等、工夫した取組がなされていること、関連指標である「除雪で困っ
たことの有無（60歳以上）」の割合が、共助組織の設立支援等により基準年度と比べ低下してきていること、
「体験交流事業による県外からの来県児童生徒数」が、受入体制の構築により着実に増加してきていることなど
を踏まえ、「概ね順調」と評価した。

６－５

６－１

６－２

「協働」の多様な担い手の確保と活動の促進 概ね順調６－７

人口減少社会を踏まえた地域コミュニティの活性化

６－８ 県と市町村の協働の推進

施策評価の結果

順調

施策コード

６－６

概ね順調

概ね順調

６－３

６－４

概ね順調

地域の人材や資源を生かした地域力の向上

秋田への定着、移住・定住の拡大

やや遅れている

官民一体となった少子化対策の推進

次の親世代に対する支援の充実強化

子どもを産み・育てる環境の充実強化

やや遅れている

概ね順調

施　策　名

　代表指標となっている「Ａターン就職者数」は、本県人口の社会減対策の効果を計る上で重要な指標であり、
Ａターン就職者はその時々の景気や首都圏の経済情勢にも影響を受けるものであることを考えると、一千人台を
維持することができたことは一定の評価ができるものの、目標の達成には至っていない状況である。関連指標と
して挙げられている、「高校生の県内事業所就職率」の向上や「移住者数」の確保とあわせ、本県の人口減少に
歯止めをかける施策として今後もさらなる現状分析と施策の磨き上げが必要であると考えられ、平成27年度の評
価は「やや遅れている」とする。

　少子化はすぐに克服できるような性質のものではなく、その対策については継続的な取組が必要であると考え
られる。各種指標の達成度から、他の企業への波及が期待される「脱少子化モデル事業」や推進協定を結んだ事
業所の増加により、県内の事業所の多くでは少子化やその対策に関する機運が高まっていると思われることか
ら、施策は「概ね順調」と評価できる。今後は協力事業所や市町村を通じて、従業員や地域住民も含めた「県
民」一人ひとりの少子化に対する意識の向上を図るよう、個別事業に工夫を加えるなどして、施策の効果を一層
高めることが期待される。

　ほとんどの子どもが結婚している男女から生まれている我が国では、結婚支援が第一子の出生を呼び込む施策
としての性格を有していることから、婚姻数の減少を食い止める施策が少子化対策の一つとして有効であると考
えられる。代表指標である「婚姻数」の維持という目標は達成できなかったが、あきた結婚支援センターへの成
婚報告者数は増加しており、「結婚」が本質的には男女の自由な意思に基づいてなされるべきであることに鑑み
ても、行政の取組として「概ね順調」と評価できる。結婚や出産、家庭に対する意識が高められ、人口減少社会
の中で婚姻数の維持・向上が図られるよう、地道な取組が継続されるべきである。

　確認できる関連指標は順調に推移しており、子どもを産み育てる環境づくりに向けた取組がしっかりとなされ
ていることは確認できるが、これらの取組が代表指標である「出生数」や「合計特殊出生率」の維持・上昇に結
びついていない結果となっている。全国トップクラスの経済的支援などの充実した施策の推進等により、高い目
標を掲げている２つの代表指標を達成できるよう、今後も抜本的な対策を講ずる必要があると考えられる。今年
度の評価は「やや遅れている」とする。
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6-6　人口減少社会を踏まえた地域コミュニティの活性化

6-7　「協働」の多様な担い手の確保と活動の促進

6-8　県と市町村の協働の推進

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

　支援体制の構築が一気に進んでいる状況や、活発な地域間交流がなされているといった実績のみならず、一つ
一つの地域を訪問し、住民自らが自らのコミュニティの将来を考えていけるよう、地域の活性化のために地道な
努力が続けられており、多くの地区と信頼関係を築きあげていることから、代表指標の達成には至らなかったも
のの、「概ね順調」と判断される。

　各種イベント等を利用した協働の働きかけ等により、代表指標が大幅に目標値を上回る結果となった。一方
で、関連指標である「NPO支援センターでの年間相談件数」や「男女共同参画センターが実施する女性チャレンジ
支援事業への参加者数」は目標の７割程度にとどまっている。多様な主体が様々な活動に積極的に取り組む協働
社会を構築するためには、県内３カ所のＮＰＯ支援センターを核として、さらなる協働の取組や、女性の活躍の
一層の推進を図る必要があると考えられることから、「概ね順調」という評価とする。

2.3

　全体では、「十分である」が0.4％、「概ね十分である」が2.3％となり、十分であると感じている人は2.7％と
非常に少ない。「ふつう」の21.5％を合わせても24.2％にとどまっている。
　施策別では、肯定的に感じている人の割合は、最も高い「地域の人材や資源を生かした地域力の向上」が36.7%
にとどまるほか、他の施策も20%～30%台となっている。

12.6

充
実
度

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 前年比

2.7

0.4

　代表指標である「自治体同士の連携が実現した取組数」や関連指標である「市町村プロジェクトの策定数（累
計）」が目標を上回る実績となっており、県と市町村による効果的・効率的な行政システムの構築を図るため
の、県と市町村の機能合体等の取組が順調に推移していると評価できることから、評価結果を「順調」とする。

28.3

63.2

34.9

21.5
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Ⅳ　政策を取り巻く社会経済情勢の変化

Ⅴ　評　価

総合評価

○平成22年１月、「新しい公共」の考え方を市民、企業、行政などに広く浸透させるとともに、「新し
い公共」円卓会議が設置され、平成22年６月に「新しい公共」宣言を発表している。
○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にある。
一方で、東日本大震災を契機にボランティア活動の重要性が改めて認識され、新たにＮＰＯ法人等を設
立しようとする動きが見られたほか、企業の社会貢献活動や、ＮＰＯ等の自立的・継続的活動のための
収益事業の取組としてコミュニティビジネスへの関心が高まってきた。
○平成24年４月の改正特定非営利活動促進法（いわゆる改正ＮＰＯ法）の施行により、認証制度におけ
る手続きの簡素化・柔軟化、税制優遇の認定制度が創設され、「新しい公共」の主要な担い手となるＮ
ＰＯ法人の健全な発展のための環境整備が図られたほか、ＮＰＯ法人の認証業務及び認定ＮＰＯ法人の
認定業務が、国より都道府県及び政令指定都市に全面移管された。
○総務省人口推計（平成26年10月1日現在）によると、本県の人口は約104万人であり、前年からの減少
率は全国最大（△1.26%）。また、65歳以上の割合が32.6％で全国で最も高く、年少人口（0～14歳）の
割合は10.8％で、全国で最も低い。人口動態について、社会動態は転出者が転入者を上回る「社会減」
が続いており、自然動態では平成５年以降、「自然減」の状態となっている。
○国立社会保障・人口問題研究所の推計（平成25年３月発表）によると、平成52年（2040年）には、本
県の人口は70万人まで減少すると予想されており、特に年少人口は、平成52年には平成22年と比較して
半減する（約12万人→約６万人）見通し。平成52年の生産年齢人口（15～64歳）は約34万人で、65歳以
上の人口（約31万人）と拮抗する見通しである。

概ね順調

評価理由

〇就職支援員による企業見学の実施やキャリアアドバイザーの活用等により県内民間事業所
就職率は向上している。また、移住・定住については、移住相談窓口開設時間の大幅延長や
市町村等との連携による短期移住体験の実施など、対策の強化を図っているが、首都圏の好
況等の影響により、移住者数が前年度を下回るなど厳しい状況にある。
〇少子化対策については、「脱少子化モデル企業数」や「子どもの国づくり推進協定締結事
業者数」が増加するなど、官民協働による脱少子化に向けた機運の醸成や体制づくりが順調
に進んでいるほか、結婚支援センターの成婚報告者数、結婚サポーター登録者数が目標を上
回るなど、出会いの機会の拡大に向けた取組が進んでいる。
〇ファミリーサポートセンターの提供会員登録数や一般事業主行動計画を策定する企業数は
増加しており、保育料や乳幼児の医療費に対する助成など子育て家庭に対する経済的支援の
充実と合わせ、子どもを産み・育てる環境づくりは順調に推移している。
〇「秋田型地域支援システム構築プラン」を策定し、地域における支え合い体制の構築に取
り組んだほか、地域コミュニティのサポート体制の強化を図るため、全県で89カ所の相談窓
口を設置するなど、地域力の向上と地域コミュニティの活性化に向けた環境づくりが着実に
進んでいる。
〇ＮＰＯの自立的活動の促進に向け、経営指導や各種相談への対応、各種講座やセミナーの
参加促進、活動の助成等により、「協働」の多様な担い手の確保と活動の促進が図られてい
る。また、地域活性化に向けた未来づくり協働プロジェクトの実施など、人口減少社会に対
応した県と市町村の協働の取組が進んでいる。
〇子育てについて全国トップクラスの経済的支援が行われていることや地域社会の活性化な
ど少子化対策以外の分野における取組も概ね順調であること、移住者数が平成27年７月末時
点で既に過去最高となることなどから、政策としては「概ね順調」に進んでいる状況にあ
る。
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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

○脱少子化に向け、機運の醸成、官民一体となった体制整備、若者等の結婚に対する意識改革、安心し
て妊娠・出産・子育てができる環境整備などを進める必要がある。
○多様なツールを活用した情報発信の強化などにより、Ａターン者の増を図り、県内への移住定住を促
進する必要がある。
○高齢者の社会参加を促す機運の醸成や人材と活動団体のマッチング、地域で支え合う体制の整備や、
ＮＰＯの活動支援などについて地域や市町村と連携して推進する必要がある。
○効率的・効果的な行政システム構築のため、引き続き自治体同士の連携の実現を図るとともに、未来
づくり協働プログラム未提出市町村への働きかけを行う必要がある。

○今後の推進方向（重点的・優先的に取り組むべきこと）

○Ａターン就職相談会においてミニ面接会を開催し、企業とＡターン就職希望者のマッチングの機会を
強化するなど、秋田への定着、移住・定住の拡大を図る。
○「脱少子化」に向け行動する企業・団体の更なる増加を図るとともに、「次の親世代」である若者も
含め、全県的に「脱少子化」に向けた機運を醸成していけるよう、より実践的な県民運動を展開する。
また、「あきた結婚支援センター」による結婚を望む方への支援を強化するとともに、独身従業員が、
結婚を含む自己のライフプランについて考えることのできる機会の提供等に努めていく。
○保育料や医療費の支援など、子育てに係る全国トップクラスの経済的支援を更に充実させるととも
に、「あきた未来総合戦略」に掲げた奨学金返還助成など新たな施策も実施していく。また、企業にお
ける「仕事と育児・家庭の両立」に向けた支援等、安心して子どもを産み、育てることのできる環境整
備を一体的に進めていく。
○多様な主体がそれぞれの強みを生かしながら、多岐にわたる地域課題やニーズに対応した活動に積極
的に取り組む協働社会を構築するため、ＮＰＯ支援センターを中心とした多様な主体間のネットワーク
を構築し、コミュニティビジネスやＮＰＯと企業等との協働により地域の課題やニーズに応じた解決策
を創出させるほか、共助組織の設立支援をはじめとした地域支え合い体制の構築に向けた取組等につい
て、地域や団体、市町村と連携しながら進めていく。
○県と全市町村が参加している地域コミュニティ政策推進協議会において情報共有を進め、地域情報を
掘り起こし、発信する活動を市町村と連携して展開し、地域コミュニティの活性化へ向けた支援を推進
していく。
○県と市町村の機能合体について、特定業務のワンフロア化等、実施可能な取組の拡充等を図るほか、
未来づくり協働プログラムについては、早期のプロジェクト策定を目指して引き続き市町村と連携しな
がら、内容等の練り上げを図る。

○課題

○少子化克服について、若者の意識や社会構造の変化に伴い、未婚・晩婚・晩産化が進行し、出生数が
減少するという悪循環に陥っており、その対策は依然として急務である。
○県内への移住定住について、全国的に有効求人倍率が高水準で推移し、首都圏の大企業と地元企業と
の人材獲得競争が激化してきている。
○人口減少や高齢化が進行していく中で、多岐にわたる地域の課題やニーズに対応し、活性化を図って
いくため、多様な主体による地域協働の裾野を広げるとともに、社会の変化や地域の要求にマッチした
新たな協働の取組を創出させることが求められている。
○県・市町村の機能合体について、平鹿地域以外でのワンフロア化が、仙北地域での建築部門での取組
にとどまっているほか、未来づくり協働プログラムについて未策定市町村がある。
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