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政策評価（平成28年度）

未来を担う教育・人づくり戦略

教育庁

企画振興部長 平成28年8月31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

政策評価調書

5

Ⅰ 政策の目標(目指す姿)

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。

●各施策の代表指標
基準値 年度

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

政策名

政策コード

評価者

幹事部局名

実施日

5-1①

高校生の県内就職率
（公私立、全日制・定時制）

65.9 目標 68.0 70.0 72.0 74.0

出典：学校基本調査

92.6% BH24 実績 61.5 66.0 64.8

単位：％ 達成率 97.1% 92.6%

5-2①

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 目標 75.0 75.0 75.0 75.0

出典：秋田県学習状況調査

100.1% AH24 実績 74.5 74.3 75.1

単位：％ 達成率 99.1% 100.1%

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 目標 95.5 96.0 96.5 97.0

出典：全国学力・学習状況調査

99.7% BH25 実績 95.1 95.0 95.7

単位：％ 達成率 99.5% 99.7%

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

出典：新体力テスト

97.5% BH25 実績 51.4 51.6 50.8

単位：％ 達成率 99.6% 97.5%

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

出典：全国学力・学習状況調査

99.5% BH25 実績 86.7 86.0 87.6

単位：％ 達成率 98.9% 99.5%

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

出典：全国学力・学習状況調査

98.6% BH25 実績 78.5 78.2 79.9

単位：％ 達成率 97.8% 98.6%

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

出典：生涯学習課調べ

103.9% AH24 実績 32,190 41,703 46,761

単位：人 達成率 104.3% 103.9%

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

出典；学術振興課調べ

80.0% BH24 実績 4.19 3.85 3.80

単位：倍 達成率 81.9% 80.0%

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

出典：秋田地域留学生等交流推進会議

101.5% AH25 実績 454 444 489

単位：人 達成率 94.9% 101.5%

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

出典；学術振興課調べ

82.2% BH24 実績 317 304 319

単位：人 達成率 87.4% 82.2%

政策の達成状況
※該当項目を囲む

Ａ：100％以上 Ｂ：80％以上100％未満 Ｃ：60％以上80％未満 Ｄ：60％未満
達成

※政策の達成状況の基準
「達成」 ： 施策の全ての数値目標の達成率が１００％以上の場合
「一部達成」 ： 施策の数値目標のうち、達成率１００％未満のものが１つでもある場合

ただし、「未達成」の場合を除く
「未達成」 ： 施策の全ての数値目標の達成率が１００％未満の場合

一部達成

未達成



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

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

施策コード 施 策 名 施策評価の結果

５－１ 自らの未来を切り開き社会に貢献する人材の育成 概ね順調

５－２ 確かな学力の定着と独創性や表現力の育成 順調

５－３ 豊かな心と健やかな体の育成 概ね順調

５－４ 良好で魅力ある学びの場づくり 順調

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 順調

５－６ 高等教育の充実と地域貢献の促進 概ね順調

５－７ グローバル社会で活躍できる人材の育成 概ね順調

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、小中学校における起業体験等も視野に入れ、「体験的な活動の
充実」などにより、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とともに、県内全県
立高等学校において、キャリアアドバイザーによる「ふるさと企業紹介事業」を各学校の特色に応じて開催したほか、キャリ
アアドバイザー・就職支援員による就職情報ネットワークを活用した就職支援を行ったこと等により、高校生の県内就職率は
平成26年度をやや下回ったものの、9月段階での県内就職希望者は年々増加しており、取組の成果は上がってきている。

専門高校等の教育の充実については、航空機関連企業や情報関連企業へのインターンシップ実施など、地域企業等との連携
により、地域産業を支える人材の育成に向けた取組を進めている。なお、関連指標であるインターンシップ参加率が伸び悩み
を見せていることから、進学希望者へもインターンシップを呼びかける取組を進めており、成果も見えつつある。

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、小中学校における全国学力・学習状況調査等を活用した授業改善につながる検証サイクル
の確立に努めたほか、30人程度学級の拡充、中高接続に関する研究協議、特別支援教育の充実等により、代表指標である県学
習状況調査における通過割合が目標を達成したほか、関連指標である国公立大学希望達成率についても目標を達成している。

また、英語能力に係る取組についても、県内全ての中学３年生の英検受験の支援により英語学習の意欲等の向上を図ったほ
か、イングリッシュキャンプや国際教養大学との連携による外国語活動教員研修等の実施により、関連指標である中学３年生
の英検３級以上の取得率は目標を上回り、全国平均の２倍超となるなど、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。

豊かな心の育成については、秋田市及び横手市のスペース・イオにおいて不登校等の生徒を対象とする学習支援によりそこ
で学んだ生徒の90％超が高校進学を果たしたほか、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置による児童生
徒や保護者等が安心して相談することができる環境整備、学校・家庭・地域の連携による道徳教育の充実に努める等の取組に
より、代表指標である「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、健やかな体の育成については、地域の人材等を活用し体育授業の充実や運動部活動の活性化等を図ったほか、学校・
行政・医療関係者等による学校保健支援チームの設置等の取組を行ったことにより、代表指標である「新体力テストにおける
小・中・高の偏差値の平均」は平成26年度より下回ったものの、体力合計点においては全ての校種において上回るか横ばいで
推移しており、良好な状況といえる。

以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

教育環境の整備については、教職員のライフステージに応じ学校経営参画力の向上や授業力向上に向けた研修を実施したほ
か、国語、算数・数学、理科において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な
どにより、代表指標である「授業の内容がよくわかると思う児童生徒の割合」は小６・中３とも目標値には達成していないも
のの、全ての教科で全国平均値を上回っている。

また、子どもを育む環境の整備として、学校・家庭・地域連携協議会による人材育成や地域と連携した防災訓練等学校安全
体制の強化を図ったほか、民間等との協働によるインターネット健全利用の取組等により、放課後子ども教室等の実施率など
関連指標については、達成している。

以上のことから、施策は「順調」と評価される。

多様な学習機会の提供等については、各種講座の開催に加え、行動人のネットワーク化を図るとともに、行動人の活動支援
を行うなど学習の成果を還元する取組を進めているほか、課題解決支援コーナーを設置するなどの取組を行う公立図書館等へ
の支援を行っている。

芸術・文化体験活動の推進等については、児童・生徒が音楽や演劇などの優れた芸術に触れる機会の提供のほか、文化財の
指定保存、民俗芸能の後継者育成に向けた交流事業等の取組を行っている。

これらの取組により、代表指標、関連指標については、全ての指標で目標を達成している。
以上のことから、施策は「順調」と評価される。



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

特色ある教育に向けての取組については、県が設置する国際教養大学や秋田県立大学に対する大学運営や施設整備に対する
支援により、両大学では本県の国際化の進展や、県内企業等の技術開発や本県の産業等に寄与できる技術系人材の育成に貢献
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。また、看護系大学等への支援により、看護・介護系人材をはじ
めとする職業人材の育成が図られた。

大学等による地域の活性化等への取組については、県内高等教育機関等が各々の特色を生かした共同研究や公開講座の開催
等の地域貢献活動を展開したほか、大学コンソーシアムあきた等の活動支援により県内大学等が連携した取組が促進された。

関連指標については持ち直しの動きがあるとともに、代表指標である「県内高等教育機関の志願倍率」は目標を下回ったも
のの、目標達成率は80％台を維持している。

以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

学校における多様な国際教育の推進については、第二外国語の授業を開設している高校において、第二外国語圏との海外交
流に参加するなど、幅広く国際理解を深めている。また、将来のグローバルリーダーを育成するため、秋田南高校において、
スーパーグローバルハイスクール事業を実施し、学生が主体的に課題を解決するための姿勢を身に付けた等の成果が上がって
おり、人材の育成についての取組は進んでいる。関連指標の海外の高校と交流を行う高校数については、目標値には達してい
ないものの順調に回復している。

また、海外との交流や県民の国際理解の促進については、県内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、代表指標である県内高等教育機関に係る留学生数は概ね目標を達成しているほか、ロシア、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。



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

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 前年比

▲ 0.2

33.4 33.5 0.1

44.7 38.8 ▲ 5.9

28.5 24.8 ▲ 3.7

16.2 14.0 ▲ 2.2

12.5 18.5 6.0

全体では、「十分である」が1.2％、「概ね十分である」が8.0％となり、「ふつう」の33.5％を合わせると肯定的に感じて
いる人は42.7％となっている。「不十分である」が14.0％と、「やや不十分である」の24.8％を合わせて38.8％の人が不十分
であると感じている。
「わからない・無回答」は18.5％となっている。前年度からは「不十分である」、「やや不十分である」が僅かに減少し、
「わからない・無回答」が増加している。

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65.5%、「確かな学力の定着と独創性や表
現力の育成」が63.4%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38.9%、「自らの未来を切り開き
社会に貢献する人材の育成」が46.0%と低めになっている。

○児童生徒数は少子化により減少しており、平成27年度の児童生徒数は、昭和55年度からの35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19年度の開始以来、全国トップレベルを維持している。
○高校生の国公立大学進学希望達成率は、平成28年度入試では53.8%であり、平成25年度入試以降、上昇してい
る。
○平成24年度以降、高校生の県内求人倍率は上昇している。
○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。
○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27年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査（スポーツ庁）」における新体力テストの体力合計点は、小
（小５）・中学校（中２）ともに全国平均を大きく上回っている。
○文部科学省では、高大接続に向けた改革の一環として大学入学者選抜の抜本的改革の議論を行っており、平成32
年度の大学入学希望者学力評価テスト（仮称）の導入を目指し具体的検討が進められている。

充
実
度

9.4 9.2 ▲ 0.2

1.2 1.2 0.0

8.2 8.0



Ⅴ 評 価

Ⅵ 評価結果の反映状況（対応方針）

総合評価 概ね順調

○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。
○地域企業や関係機関との連携により、人材等の地域資源を授業や実習等に積極的に活用する。また、教員研修等
の充実により、産業構造の変化に対応した指導体制の構築を図る。
○平成28年10月に実施した高等学校学力・学習状況調査の結果を基に「分析と提言」を各高校に提供するととも
に、各高校においても調査結果を独自に分析して授業改善に資するように努める。
○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を
図る。
○「学び」と「行動」を結び付けた、人づくり、地域づくりの講習・実践講座を県内各地域で実施する。
○将来の地域づくりを担う若い世代との協働・交流を促進し、地域の歴史や伝統の継承を図っていく。
○県内各高等教育機関それぞれの強みや特色を生かした教育研究活動の一層の充実により、地域の発展を支える人
材の育成や産業の振興、少子高齢化社会において本県が抱える地域課題の解決といった社会的要請に応えるととも
に、卒業生の県内定着の促進が図られるよう、国公立、私立といった設置形態に応じた支援を引き続き行ってい
く。
○海外との交流や県民の国際理解を促進するため、本県の友好交流先であるロシア沿海地方、中国天津市との青少
年交流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の開催を増やすなどにより、県民の海外
への関心を高める取組を行っていく。

○政策評価委員会意見

自己評価の「概ね順調」をもって妥当とする。

評価理由

○小中学校におけるふるさと教育を基盤としたキャリア教育、高等学校におけるキャリアアドバ
イザーによる地元企業の紹介等、地域を支える人材の育成に一貫して取り組んでいるほか、専門
高校等における航空機・情報関連産業へのインターンシップ実施など産業構造の転換も視野に入
れたキャリア教育の充実が図られている。
○少人数学習の拡充や全国学力・学習状況調査等を活用した授業改善につながる検証サイクルの
確立、中高接続に関する研究協議等を通じ学力の定着が図られているほか、スクールカウンセ
ラー等の配置による相談体制の整備、地域人材を活用した体力の維持・向上の取組等により、豊
かな心と健やかな育成についても成果が現れている。また、学校と家庭、地域が連携・協力し、
地域全体で子どもを育む体制づくりが進んでいる。
○多様な学習機会の提供等に向けて、行動人のネットワーク化や学習の成果を還元する取組の支
援、公立図書館等への課題解決支援コーナーの設置の支援等により、地域で活躍する社会人が増
加している。
○大学等がそれぞれの特長を生かした教育研究活動・地域貢献活動を進めているほか、秋田南高
校におけるスーパーグローバルハイスクール事業を実施し、将来のグローバルリーダーの育成が
図られている。
○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、政策として「概ね順調」に
進んでいる状況にある。

○課題

○地域を支える人材の育成への期待が高まっていることに加え、産業構造の転換を踏まえた専門的な技術・技能を
持つ人材の育成への期待も高まっている。
○県内高校生の学力等を把握し、授業改善等に生かしていく必要がある。
○いじめの認知件数については、小・中学校とも増加し、かつ認知されていないいじめもあることが想定されるこ
とから、問題行動等の防止に向けて取り組む必要がある。
○「行動人」の活動を地域コミュニティ活性化や地域づくりに結び付けていく必要がある。
○大学・短大の志望倍率は18歳人口の減少により低下傾向となっているほか、県内大学の県内就職者の割合は３割
にとどまっており、卒業生の県内定着が課題となっている。
○国際情勢により、市町村や民間国際交流団体等が行う国際交流事業への影響、県民の異文化社会への関心の低下
が懸念されることから、国際理解講座等の開催を通じ、県民の海外への関心を高める取組を行っていく必要があ
る。


