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政策評価（令和元年度）

１　政策の目標（目指す姿）

○

○

○

２　政策を取り巻く社会経済情勢

○平成29年６月 ・

○平成29年７月 ・

○平成30年４月 ・

○平成30年６月 ・

・

○平成30年７月 ・

○令和元年５月 ・

・

３　政策を構成する施策の推進状況

３－１　施策評価の結果

※施策評価の結果：「A」、「B」、「C」、「D」、「E」の５段階で判定した結果

政策評価調書

　戦略６ ふるさとの未来を拓く人づくり戦略

　幹事部局名 教育庁 　評価者 企画振興部長 　評価確定日 令和元年8月23日

ふるさとを愛し、秋田を支える自覚と未来を切り拓く気概に満ちた、確かな学力・豊かな心・健やかな体を備えた人材
を育成します。
実践的な英語力や問題解決力はもとより、国際感覚や世界的視野を身に付けたグローバル社会で活躍できる人材を育成
するとともに、県民の国際理解を促進します。
地域のニーズを敏感に捉えながら、県内産業や地域社会を将来にわたって発展させるために、大学等による教育・研
究・社会貢献活動の充実を図ります。

施策評価の結果

Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） Ｒ２（Ｈ３２） Ｒ３（Ｈ３３）

施策6-1
自らの未来を主体的に切り拓き、秋田を支える気概に満
ちた人材の育成 Ｂ － － －

施策6-2 子ども一人一人に応じた教育の充実と確かな学力の定着 Ｂ － － －

施策6-3 世界で活躍できるグローバル人材の育成 Ａ － － －

施策6-4 豊かな人間性と健やかな体の育成 Ｂ － － －

施策6-5 子どもの成長を支える魅力的で良質な学びの場づくり Ａ － － －

施策6-6 地域社会と産業の活性化に資する高等教育機関の振興 Ｄ － － －

施策6-7
地域を元気にする住民参加の学びの場と芸術・文化に親
しむ機会の提供 Ｃ － － －

国は、ＡＩなどの第４次産業革命のイノベーションを産業や社会生活に取り入れ、生活課題の解決
を図るべく、新たな成長戦略「未来投資戦略2017」を閣議決定し、ＩＴ人材等の育成に取り組んで
いくこととしている。

大学入学共通テストの実施方針が決定した。高大接続に向けた改革の一環として大学入学者選抜の
抜本的改革を目指し、令和元年度からの円滑な導入に向け試行調査（プレテスト）などの取組を進
めている。

令和２年度から全面実施される小学校の新学習指導要領では、平成23年４月から導入された小学校
高学年の外国語活動が小学校中学年で実施され、高学年では教科としての外国語の授業が行われる
ことになる。平成30年度及び令和元年度は移行期間とされている。

「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法
律（地方大学振興法）」が施行された。

国では、地域産業の振興や専門人材育成に取り組む地方大学を支援するとともに、原則10年間、東
京23区内における大学の収容定員の抑制を図ることとしている。

平成30年度の全国学力・学習状況調査の結果が公表された。本県の小・中学生の結果は、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。

学校統計一覧（平成30年度）によると、平成30年度の児童生徒数は、昭和55年度からの38年間で５
割以上減少しており、学校数は６割程度に減少した。

低所得世帯の学生を対象に、大学等高等教育を無償化する「大学等における修学の支援に関する法
律（大学等修学支援法）」が成立し、令和２年４月から施行（予定）されることになった。対象は
住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生で、授業料・入学金の減免と給付型奨学金の拡充の２
つが柱となっている。

施　　　策
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３－２　施策評価の概要

【施策６－１】　自らの未来を主体的に切り拓き、秋田を支える気概に満ちた人材の育成

【施策６－２】　子ども一人一人に応じた教育の充実と確かな学力の定着

【施策６－３】　世界で活躍できるグローバル人材の育成

【施策６－４】　豊かな人間性と健やかな体の育成

【施策６－５】　子どもの成長を支える魅力的で良質な学びの場づくり

【施策６－６】　地域社会と産業の活性化に資する高等教育機関の振興

【施策６－７】　地域を元気にする住民参加の学びの場と芸術・文化に親しむ機会の提供

●

●

■

代表指標の達成状況については、①「高校生の県内就職率（公私立、全日制・定時制）」は「ｎ」判定であり、定量的
評価は「Ｎ」。　

代表指標①に関しては、「秋田県高等学校卒業者の進路状況調査（平成31年３月）」における県内就職率は65.0％で達
成状況は95.6％で「ｂ」相当となっている。高校新卒者の求人倍率が全国的に高い状況下において、就職支援員等によ
るインターンシップ等の体験活動支援や、地域で活躍する企業の紹介、求人開拓等のきめ細かな取組が進んでいる。

代表指標の達成状況や施策の取組状況とその結果など総合的な観点から評価した結果、総合評価は「Ｂ」とする。

●

■

代表指標の達成状況については、①「授業で自分の考えを発表する機会がよくあると思う児童生徒の割合」は「ｂ」判
定であり、定量的評価は「Ｂ」。

代表指標の達成状況や施策の取組状況とその成果など総合的な観点から評価した結果、総合評価は「Ｂ」とする。

●

■

代表指標の達成状況については、①「英検３級以上相当の英語力を有する中学３年生の割合」は「ａ」判定であり、定
量的評価は「Ａ」。

代表指標の達成状況や施策の取組状況とその成果など総合的な観点から評価した結果、総合評価は「Ａ」とする。

●

■

代表指標の達成状況については、①「自分にはよいところがあると思っている児童生徒の割合」は「ａ」判定、②「運
動やスポーツをすることが「好き」な児童生徒の割合」は「ｂ」判定であり、定量的評価は「Ｂ」。

代表指標の達成状況や施策の取組状況とその成果など総合的な観点から評価した結果、総合評価は「Ｂ」とする。

●

■

代表指標の達成状況については、①「授業の内容がよく分かると思う児童生徒の割合」は「ａ」判定であり、定量的評
価は「Ａ」。

代表指標の達成状況や施策の取組状況とその成果など総合的な観点から評価した結果、総合評価は「Ａ」とする。

●

■

代表指標の達成状況については、①「県内高等教育機関による県内企業等との共同研究・受託研究数」は「ａ」判定、
②「県内高卒者の県内大学・短大への進学率」は「ｅ」判定であり、定量的評価は「Ｄ」。

代表指標の達成状況や施策の取組状況とその結果など総合的な観点から評価した結果、総合評価は「Ｄ」とする。

●

●

●

■

代表指標の達成状況については、①「芸術・文化施設をセカンドスクール的に利用した小・中学生の割合」は「ｄ」判
定であり、定量的評価は「Ｄ」。

生涯学習支援システムへの登録件数が前年度に比べて49.7％伸びたことに加え、あきたスマートカレッジや県庁出前講
座等のより多様な学びの場を提供することにより、地域で活躍できる人材を育成することにつながっている。

「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産推薦候補に選出されたほか、「男鹿のナマハゲ」を含む「来訪神：仮
面・仮装の神々」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことから、観光振興への波及効果が期待されるとともに、文化
遺産等の価値の再認識や保存・活用への機運が高まってきている。　

代表指標の達成状況や施策の取組状況とその成果など総合的な観点から評価した結果、総合評価は「Ｃ」とする。
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４　総合評価結果と評価理由

　●定量的評価：施策評価結果を点数化して平均点を算出し、「A 」、「B 」、「C 」、「D 」、「E 」の５段階に判定する。

　 　・施策評価結果の配点　「A」：４点、「B」：３点、「C」：２点、「D」：１点、「E」：０点

　 　・判定基準（平均点）　 　「A 」：４点、「B 」：３点以上４点未満、「C 」：２点以上３点未満、「D 」：１点以上２点未満、「E 」：１点未満

　●定性的評価：施策の推進状況等から判定する。

　■総合評価：定量的評価を踏まえた上で、定性的評価を考慮して、総合的な観点から「A」、「B」、「C」、「D」、「E」の５段階に判定する。

５　県民意識調査の結果

　※端数処理の関係で満足度の割合の合計は100％にならないものもある。

総合評価 評価理由　　　　　

評価年度（Ｒ１）の満足度（割合％） ３期プラン（４年間）の満足度（平均点）

（５点） （４点） （３点） （２点） （１点）

調査結果の認識、取組に関する意見等

Ｃ

●

■

施策評価の結果は、「Ａ」２施策、「Ｂ」３施策、「Ｃ」１施策、「Ｄ」１施策（施策の評価結果
の平均点は2.86）であり、政策の定量的評価は「Ｃ」

施策の評価結果や推進状況などを総合的な観点から評価した結果、総合評価は「Ｃ」とする。

　　　　　　　　 　　満 足 度

 　　質 問 文
十分

おおむね
十分

ふつう
やや

不十分
不十分 わからない

・
無回答

Ｒ１
（Ｈ３１）

Ｒ２
（Ｈ３２）

Ｒ３
（Ｈ３３）

Ｒ４
（Ｈ３４）

施策
6-1

学校教育を通じて、ふるさと秋田
を愛し支える心が育まれている。

2.8 16.2 49.0 8.3 4.1 19.5 3.06

施策
6-2

学校教育を通じて、意欲的に学ぼ
うとする態度や、自ら考え、判断
し、表現する力が育まれている。

3.5 23.7 45.4 5.8 2.4 19.2 3.25

施策
6-3

学校教育を通じて、外国文化を理
解しようとする態度や、英語でコ
ミュニケーションをとる能力が育
まれている。

2.0 14.6 42.3 13.2 4.9 23.1 2.94

施策
6-4

学校教育を通じて、他人への思い
やりなどの豊かな人間性と健やか
な体が育まれている。

2.1 17.7 50.4 8.0 3.4 18.4 3.09

施策
6-5

学校・家庭・地域が連携し、社会
全体で子どもたちの成長を支えて
いく体制が整備されている。

2.3 17.1 49.2 10.6 4.2 16.6 3.03

施策
6-6

県内の大学等で、地域の活性化に
つながる教育・研究・社会貢献活
動が行われている。

1.4 10.8 40.7 9.6 3.4 34.0 2.96

施策
6-7

県民の多様な生涯学習の機会や芸
術文化に触れる機会が提供されて
いる。

1.8 14.3 49.1 10.1 4.1 20.7 2.99

○

○

各施策に関する質問の５段階評価による満足度の平均点は「2.94」～「3.25」であり、「ふつう」の３より高い施策が
４施策、低い施策が３施策であった。施策６－２の質問に対する満足度が最も高く（3.25）、最も低い施策６－３
（2.94）でも質問に対する満足度は、ほぼ３に近い結果であった。
回答では、全ての質問で「ふつう」が最も多かった。

「不十分」又は「やや不十分」を選んだ理由や県に求める取組として、満足度の平均点が最も低かった施策６－３に関
する質問については、異文化への理解の不十分さなどに関する意見があった。
同様に施策６－６に関する質問では、産学官連携の実績が見えない、人口減少など本県が抱える課題の解決に資する研
究が不十分などの意見があった。
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６　課題と今後の対応方針

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○ ○

　※課題と今後の対応方針の各施策の詳細については、施策評価調書を参照

７　政策評価委員会の意見

平成31年３月末段階での新規高校卒業者の県内求人
倍率が３倍を超えるなど、地域を支える人材の育成
への期待がますます高まっているが、全国的な人材
獲得競争の激化等により、県内就職希望者が伸びて
いない状況である。

就職支援員や職場定着支援員によるきめ細かな進路支
援を引き続き行うとともに、全ての県立学校での「ふ
るさと企業紹介事業」の実施や関係機関との連携を通
じて、県内企業等についての生徒の理解を一層深める
ことにより、県内就職の気運を高める。

など　 など　

就学前と小学校の職員間の情報交換や交流等は進ん
できているが、教育内容の接続を推進するための両
者の教育内容の理解や発達の理解が十分とは言えな
い。

県が目指す保育についてまとめた「秋田県就学前教育
振興アクションプログラムⅡ」の普及を図るととも
に、幼・小の円滑な教育接続のため、市町村が主体と
なった合同研修会等の開催を働きかけていく。

など　 など　

生徒が他国の高校生等との交流を通して、異文化や
ふるさと秋田に対する理解を深める機会が少ない
（県民意識調査では、満足度の平均点が2.94と最も
低い。県民意識調査で同様の意見あり）。

高校生米国語学研修等により、英語コミュニケーショ
ン能力の向上を図るとともに、異文化及び自国の文化
を理解し、国際貢献の精神を育む機会を提供する。

など　 など　

平成31年度から中学校でも全面実施される「特別の
教科　道徳」への対応と、家庭・地域との連携によ
る道徳教育の更なる充実（県民意識調査で同様の意
見あり）。

「特別の教科　道徳」において、「考え、議論する道
徳」への転換が図られるよう、研修等の充実を図ると
ともに、家庭や地域との連携を深めながらそれぞれの
地域の実態に応じた多様な取組を推進していく。

など　 など　

持続可能な仕組みづくりを進めるためには地域住民
が統括コーディネーターとなることが望ましいが、
地域学校協働本部を設置している22市町村で配置し
た統括コーディネーターのうち、18市町村では行政
職員がその役を担っている。

市町村に対し統括コーディネーターを地域住民が担う
ことの重要性を、会議や研修会、事業説明会などを通
じて説明し、地域住民が統括コーディネーターとして
配置されるよう促していく。あわせて地域学校協働本
部の未設置市町村及び統括コーディネーターが未配置
の市町村への働きかけを進めていく。

など　 など　

本県の産業界において、成長が期待される分野を
担っていく専門的な技術・技能をもつ人材が不足し
ている。

県民意識調査の結果では、満足度の平均点が2.96と
２番目に低く、次のような意見があった。
産学官の連携については実績が見えづらく、恩恵が
限定的と感じる。また、高齢化や人口減、インフラ
維持など秋田の問題にマッチした研究が少ないよう
に思う。

航空機関連技術の開発、農業の６次産業化、新たな木
質部材の開発など、県の重点施策である分野を担う人
材の育成を強化していく。

自動車・航空機産業や新エネルギー分野等の産業振興
に向け、県内大学等が有する知的資源を活用し、本県
が抱える課題の解決を図る共同研究等の取組が一層推
進されるよう支援するとともに、研究成果の発信、Ｐ
Ｒにも力を入れていく。

など　 など　

地域の文化財の総合的な保存と活用について、民俗
文化財の後継者が不足しているほか、文化財保護法
の改正を踏まえ、地域社会総がかりで文化財保護に
取組む仕組みづくりが急がれる。

文化財の調査や保存修理、民俗文化財の後継者育成の
取組を継続するとともに、令和２年度末までに秋田県
文化財保存活用大綱の策定を進め、地域の文化遺産を
観光振興・地域振興につなげる取組を行う。

など　 など　

施策 　課題（戦略の目標達成に向けた課題など） 今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

　自己評価の「Ｃ」をもって妥当とする。
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