
（様式２）

施策評価（令和元年度） 施策評価調書

１　施策のねらい（施策の目的）

２　施策の状況

２－１　代表指標の状況と分析

・

・

　※　指標の判定基準

　　「ａ」　：　達成率≧100％　 　「ｂ」　：　100％＞達成率≧90％　　　「ｃ」　：　90％＞達成率≧80％　　

　　「ｄ」　：　80％＞達成率　又は　現状値＞実績値（前年度より改善）　　「ｅ」　：　現状値＞実績値（前年度より悪化）

　　「n」　：　実績値が未判明

 戦略１　秋田の未来につながるふるさと定着回帰戦略

 施策１－１　社会減の抑制に向けた雇用の場の創出、人材育成・確保

 幹事部局名 あきた未来創造部  担当課名 あきた未来戦略課

 評価者 あきた未来創造部長  評価確定日 令和元年8月23日

施策の方向性（１）

目標 2,493 2,600 2,772 2,985

実績 2,552 2,209 R1.10月判明予定

達成率 －

出典：県あきた未来戦略課調べ 指標の判定 ｎ

全国 － － －

東北 － － －

平成30年度の実績は未判明だが、公表されている最新の数値である29年度は、28年度の大型雇用型
の企業誘致による突出した雇用増の反動や、設備投資に伴う雇用が伸びなかったことにより減少し
た（企業誘致や設備投資に伴う雇用増は、28年度は902人、29年度は562人）。成長分野における雇
用増や起業による雇用増、新規農林業就業者数などはほぼ前年並み、観光産業の新規雇用者数は前
年比44人増の535人となっている。

人手不足の中、人員増を伴わずに生産性を向上させる設備投資が増えていることや、大型の設備投
資が可能な企業が限られていることから、引き続き、産業分野については目標の達成は厳しいもの
と思われるが、輸送機分野において、電動パワーユニット分野で量産製造に向けた設備整備が進め
られるなど、大きな雇用増につながる動きがある。

　女性や若者等の県内就職による人口の社会減の抑制を図るため、重点戦略２から６までの関連施策により、横断的に
魅力ある雇用の場を県内に創出し、併せて、人材の育成・確保に取り組みます。

代表指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

雇用創出数（人）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等
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２－３　施策の取組状況とその成果（施策の方向性ごとに記載）

（１）第４次産業革命に対応した産業構造の再構築等による女性や若者に魅力ある雇用の場の創出

　　　【あきた未来戦略課】

・

・

・

・

・

・

（２）県内産業を支える人材の育成・確保に向けた取組【あきた未来戦略課】

・

・

・

・

・

・

・

・

指標 代表①

輸送機産業の振興については、アドバイザーによる製造工程の改善指導や人材育成支援を通して企業競争力の向上
に努めたほか、マッチング支援などの取組により製品出荷額実績が増加している。

情報関連産業については、販路拡大につなげるため展示会出展により26件の商談を獲得したほか、ＩｏＴやクラウ
ド等を活用した新たな商品開発について支援を行った。また、情報関連企業の立地を促進するため、これまでに新
規立地４件、事業拡大７件を認定し、雇用が70名増加した。

新たに、県内企業等に対してＩｏＴやＡＩ等先進技術の動向や導入事例など情報提供のためのセミナーを５回（参
加者延べ275名）開催した。また、簡易なセンサーとマイコンを用いてデータ収集技術を習得するための、ＩｏＴ
技術研修会を４回（参加者39名）開催するとともに、製造業からのＩｏＴ技術の導入に関する相談対応（９件）を
行ったほか、ＩｏＴ等先進技術の導入モデルとなる企業の取組（２社）に対して支援を行った。

企業の経営基盤の強化に向けては、（公財）あきた企業活性化センターによる企業の各ステージに応じたきめ細か
な支援や外部アドバイザーによる生産現場の改善活動等これまでの継続した取組に加え、ＩｏＴ等先進技術の活用
等新規性の高い取組により、生産性向上と競争力強化を図る企業を新たに支援するなどの取組が進んでいる

事業承継の推進については、事業承継ワーキンググループ構成員が中心となって事業承継診断を実施し、企業の支
援ニーズを調査した（診断数1,179件）。また、事業承継ネットワーク事務局主催により、後継者向けの講座を開
催した（県内３箇所各３日間、受講者40名）ほか、後継者人材バンクの周知等を推進した結果、事業承継計画策定
件数は目標を上回る実績となった。

働き方改革の取組については、企業経営者等を対象とした働き方改革に関する啓発セミナーを開催したほか、具体
的なテーマ別の支援講座、企業の取組状況等に関する事例報告会を開催し、県内企業の働き方改革の普及啓発を
図ったほか、女性が働きやすい環境の整備に向けて、社内託児スペース（キッズスペース）や女性職員用トイレ、
休憩室の整備などの取組に対して支援した。

指標 －

新たなものづくり時代を見据えながら、県内企業からのニーズを踏まえ、ものづくりに必要な人材を育成するため
に、実践型の設計技術者育成事業を実施した。（研修実績延べ133人日、参加企業20社）

ＩＣＴ人材の育成については、ＩＣＴ専門員（首都圏・東北地域各１名）による県内ＩＣＴ企業ＰＲを行ったほ
か、ＩＣＴに興味のある中高生等向け夏休み特別ゼミ（特別講演122名・プログラミング実習16名参加）、地域Ｉ
ＣＴクラブの開催（14名）、ＩＣＴ企業を講師とした情報教育（大館国際情報学院高校、大曲工業高校、仁賀保高
校）等を行った。

観光施設等の受入環境整備と観光人材の育成に向けては、宿泊施設を巡回し、実態把握や情報提供を行った（127
施設<＋１施設>）。また、従来からのホスピタリティ研修のほか、新たにＳＮＳでの情報発信を学ぶセミナーを開
催するとともに、あきた旅のサポートセンターや秋田バリアフリーツアーセンターで観光客等からの各種問合せに
対応した（研修参加者93名<＋43名>、セミナー参加者19人、問合せ件数1,127件<△116件>）。

農業及び工業高校７校に地元企業等の専門人材を非常勤講師として配置し、技術指導の充実を図ったほか、専門高
校３校で県内専門人材による特別講義を実施し、本県の航空機産業に資する専門人材の育成を図った。また、専門
高校３校で実習や授業に県内企業の情報関連専門人材を派遣し、情報活用能力の育成を図った。

建設人材の確保・育成については、「秋田県建設産業担い手確保育成センター」に配置している２名の「担い手確
保育成推進員」が高校・企業訪問を行い、建設企業が地元高校に出向いて行う出前説明会等の開催した（９校で10
回開催、高校生528名、建設企業45社が参加）。また、地域・業界単位での「女性部会」の設立を支援し、新規女
性入職者の確保や能力向上等に向けた取組を促進したほか、地域・業種の垣根を超えた全県規模の「あきた建設女
性ネットワーク」を設立し、各地域の女性ネットワークを繋ぎ合わせ、建設産業で活躍する女性の姿を発信した。

建設産業団体による担い手の確保・育成を図る創意工夫ある自主的な取組に対して「建設産業担い手確保育成支援
事業（補助金）」により支援し、建設産業の魅力発信や就業者のキャリアアップを促進した（採択事業８事業）。

首都圏等の農林水産業への移住就業希望者を対象にセミナーや個別相談会を実施し、本県の観光、伝統文化等の魅
力発信や、移住就業に係る情報提供を行った（セミナー３回<±０回>、延べ153人参加<＋60人>）。また、農林漁
業の短期・中期体験研修を実施したほか、農家民宿や農家レストランの起業促進のため、短期・実践の体験研修を
実施した（農業16名<△４名>、林業７名<△５名>（うち１名が県内林業事業体に就業<△２名>）、漁業５名<△２
名>、農家民宿・農家レストラン（短期・実践研修）13名<△７名>）。

介護・福祉人材の育成・確保については、求職者等に対する無料職業紹介や関係機関等と連携した就職相談の実
施、就労希望者と求人事業所との面談や情報を提供する就職フェアの開催などを通じて、採用に結び付けた（採用
人数94名<＋５名>）。また、介護従事者の処遇改善や人材育成等に積極的に取り組む事業者を認証する介護サービ
ス事業所認証評価制度について、これまでに参加宣言した事業者のうち、平成30年度は20事業者を認証したほか、
福祉関係業務の従事者等に対する研修について、キャリアパスに対応した全国共通課程の研修を導入するなどによ
り、職場定着を促進した（年間17コース、25回開催、1,484人受講.）。
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３　総合評価結果と評価理由

●定量的評価：代表指標の達成状況から判定する。

　 「A 」：代表指標が全て「ａ」、「B 」：代表指標に「ｂ」があり、「ｃ」以下がない、「C 」：代表指標に「ｃ」があり、「ｄ」以下がない

　 「D 」：代表指標に「ｄ」、「ｅ」を含む。ただし、「Ｅ 」、「Ｎ 」に該当するものを除く、「E 」：代表指標が全て「ｅ」、「Ｎ 」：代表指標に「ｎ」を含む

●定性的評価：成果指標・業績指標の達成状況を踏まえた上で、施策の取組状況とその成果、外的要因等から判定する。

■ 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。

４　県民意識調査の結果

　肯定的意見

　ふつう

　否定的意見

　わからない・無回答

　※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

質問文 　若者にとって魅力的な働く場が確保されている。

2.3%

　十分 （５点） 0.3%

　おおむね十分 （４点） 2.0%

（３点） 23.5%

63.3%

　やや不十分 （２点） 24.6%

　不十分 （１点） 38.7%

10.9%

　平均点 1.88

調査結果の認識、取組に関する意見等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査年度
　満足度

Ｒ１
（Ｈ３１）

Ｒ２
（Ｈ３２）

Ｒ３
（Ｈ３３）

Ｒ４
（Ｈ３４）

前年度比

○

○

５段階評価の満足度の平均点は「1.88」で、「ふつう」の３より1.12低かった。回答では「不十分」が最も多かっ
た。「十分」と「おおむね十分」を合わせた割合は2.3％、「ふつう」は23.5％、「不十分」と「やや不十分」を
合わせた割合は63.3％であった。また、「肯定的意見」と「ふつう」を合わせた割合は25.8％であった。

「不十分」又は「やや不十分」の理由や県に求める取組として以下のような意見があった。
・働く場が少なく、賃金も他県に比べて低いように思う。（女性／40歳代／北秋田地域）
・大卒の就職先として県外が多い。高卒は県内就職が増えているが、地元志向の結果であり、魅力的企業が多いか
らではないと考える。（男性／30歳代／秋田地域） 
・若者が希望する職場、職種が足りていないのはもちろんだが、旧態依然の職場環境（低賃金を含む。）が若者の
離職を促進してるのではないかと思う。県には、今以上にＩＴ企業や大手企業等の誘致に努力していただきたい。
（男性／50歳代／秋田地域）

Ｃ

●

●

●

■

代表指標の達成状況については、①「雇用創出数」は「ｎ：未判明」であり、定量的評価は
「Ｎ」。

代表指標①に関しては、直近の平成29年度の実績値は、30年度目標値の88.5％の水準となる
2,209人であり、大型雇用型の企業誘致による突出した雇用の増加があった28年度（現状値）
の2,552人を下回る結果となっており、30年度も目標の達成は厳しいものと思われる。
しかしながら、30年度は、輸送機分野において、電動パワーユニット分野で量産製造に向けた
設備整備が進められるなど、大きな雇用増につながる動きがある。
また、観光産業では、新規雇用者数は535人と前年比で44人増加している。
農林水産業では、首都圏の移住就業希望者を対象にしたセミナーや個別相談会のほか、就業希
望者への短期・中期体験研修会の開催などにより、新規就農者数は29年度まで５年連続で200
人以上を確保しているほか、新規林業就業者数はここ数年130人台で推移している。また、漁
業においては、30年度の新規漁業就業者数は11人となり目標を達成するなど、次代を担う人材
の確保が図られている。

建設産業では、新規高卒者の県内建設業への就職者数が172人と前年度比20％超の増加となる
など、建設産業担い手確保育成センターに配置された担い手確保育成推進員による新卒者確保
の企業へのノウハウの伝授や、高校生に建設業の魅力を伝える取組等の成果が現れてきてい
る。
介護分野では、求人・求職に係るマッチングの推進や、介護職員の処遇改善加算の取得・活用
の支援など、介護職への新規就労及び職場定着を支援する各種取組等により、介護施設等の介
護職員数は増加傾向にある。

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。

満
足
度
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５　課題と今後の対応方針

（１） ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

● ●

（２） ○ ○

○ ○

○ ○

輸送機産業については、ＱＣＤの向上及び新たな
技術研究・製品開発が取引先を「選ぶ」要件と
なっているほか、商談会や企業マッチングなどの
「事業機会提供」を望む声が、県内企業、川下企
業双方から寄せられている。

ＱＣＤの向上では、認証取得支援、セミナー・講演会
の開催等の取組を引き続き進める。新たな技術開発・
製品開発では、複合材の低コスト成形技術について更
に研究開発を進めるほか、航空機システム電動化を始
めとして、県内企業が開発した画期的なモーターコイ
ルの成形技術を起点とした電動パワーユニット分野で
の産業集積を見据えた取組を進める。商談会や企業
マッチングでは、アドバイザーや川下企業の協力を得
ながら、県内企業を支援する取組を進める

労働力不足や国内需要の縮小など、事業環境が厳
しさを増すなか、県内中小企業の中には、受け身
の姿勢の企業が未だ多く存在するほか、人手不足
が続いており、限られた人員で生産性向上を図ら
なければならない状況にある。

（公財）あきた企業活性化センターの相談機能、販路
拡大支援（個別商談会、広域商談会等）や研究開発
コーディネート機能の充実、企業支援機関や金融機関
と連携し、新事業への挑戦や積極的な販路開拓など企
業の成長に向けた人材面での基盤強化を図るための専
門的人材確保支援を実施する。
訪問企業に合わせた生産現場の改善指導・助言を行う
とともに自主的な改善活動を促し、競争力及び生産性
の向上に向けた取組を支援する。

事業承継に関しては、「事業承継ネットワーク事
務局」が取りまとめる事業承継診断の回答におい
て、事業承継について「支援の必要なし」として
いる企業が約半数ある。

事業承継診断の内容を精査し、商工団体等の各支援機
関と連携を深めながら、国の事業を活用しつつ、個々
の企業の実情に合ったきめ細かな支援を行っていく。

働き方改革の推進について、平成31年４月からの
働き方改革関連法の順次施行により、県内企業の
取組が徐々に進んでいるが、企業規模等によりば
らつきが生じている状況であるほか、女性が働き
やすい職場環境整備については、支援対象とした
取組に、他社への波及効果が期待できる事例が少
ない（県民意識調査で同様の意見あり）。

比較的取組が進んでいない小規模企業を中心に、職場
リーダーの養成や専門家の派遣等の支援を行い、モデ
ル事例を創出するとともに、事例発表会の開催や、企
業訪問により取組の普及啓発を図るほか、女性の働き
方について、他社のモデルとなる波及効果のある事業
について積極的な採択を行えるよう、制度の見直しを
行う。

働く場が少なく、若者が希望する職場、職種が不
足しており、魅力的な企業が少ないと思う（県民
意識調査より）。

企業誘致の面では、県では社会をリードする産業を重
点産業に位置づけ、重点的に誘致活動を行っており、
例えば横手第二工業団地では近年急激に自動車関連産
業の集積が進むなどの実績が見えている。
また、若者や女性の県内定着・回帰の基礎的条件とな
る魅力ある雇用の場の創出のため、先端技術の活用等
により県内企業の競争力を高めるほか、賃金をはじめ
とする就労環境の整備促進による雇用の質を高める取
組を進めていく。
一方で、県内企業の魅力が若者に十分に伝わっていな
い面もあることから、県内企業情報やマッチング機会
の提供を充実させていくとともに、県内企業の魅力発
信・求人力向上に向けた研修を行うなど、企業側の取
組も支援していく。

ＩＣＴ人材の確保については、首都圏との給与格
差が大きく優秀な人材が首都圏に流出していく傾
向がある（県民意識調査で同様の意見あり）。

県内企業に対して、給与や福利厚生等の待遇改善を働
きかけるとともに、県内外へのさらなるＰＲ活動の強
化を図る。

観光施設等の受入環境整備と観光人材の育成に向
けては、特に今後ＦＩＴ層（外国人個人旅行者）
の増加が見込まれるが、多様なニーズ（多言語案
内やキャッシュレス等）を捉えた受入態勢の整備
が進んでない。

ＱＲコード等のＩＣＴを活用した観光案内の多言語化
を引き続き進めるとともに、キャッシュレス決済の導
入を促進する研修会を開催するほか、Ｗｉ－Ｆｉ設置
場所等の情報を「アキタノＮＡＶＩ」で提供するな
ど、インバウンド対応力の向上に加え各種ニーズへの
対応を図る。

高等学校における専門人材の育成については、航
空機・情報関連企業の専門人材の活用など、社会
の変化への対応を意識した人材育成の取組が行わ
れているが、県外に就職をする生徒が多く、地域
を支える技術者が不足しているほか、地元企業に
おける技術者の高齢化により、これまで培ってき
た技術力の継承が難しくなってきている。

地元企業等と連携した課題研究等の実践的な学習活
動、長期インターンシップ等の地域資源を活用した取
組の中で地元企業等に対する理解を一層深める。
専門高校等の特色を生かした地域貢献活動を推進し、
将来の地域企業を牽引する技術者としての資質・能力
を育む教育活動を展開する。

施策の
方向性

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）

今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）
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○ ○

○ ○

６　政策評価委員会の意見

建設人材の確保・育成については、平成30年度の
新規高校卒業者の県内建設業への就職者数は昨年
度比30人増と大幅に増加したが、求人数に対する
充足率は依然として２割を下回っている。

新規高卒者のうち100名以上が県外建設業に就職して
おり、若者と県内建設企業のマッチング強化により県
外流出の減少を図る。また、新規高卒者の３年以内離
職率は約５割と他産業に比べて高いことから、キャリ
アアップや処遇改善の促進により定着率の向上を図
る。

農林水産業について、新規就農者は、雇用就農の
増加等により一定数は確保されているものの、農
外からの移住就農者や中年層の新規参入が依然と
して少ない。林業については、今後増加が見込ま
れる丸太の需要に対応するための新規就業者や高
い技術力を持った人材が不足している。漁業につ
いては、体験型研修を受けた後に次の段階へ移行
する新規就業希望者が少ないほか、平成28～30年
度の研修受講者の約４割が漁業に就業していな
い。

農業については、移住就農希望者を確保するため、新
たにＨＰにより研修メニューや住宅情報等をパッケー
ジで掲載するなどの情報発信を行うほか、農業法人等
インターンシップ研修等を実施し、農業法人等との
マッチングにより雇用就農者の確保を図る。
林業・漁業においては、県外からの移住を含めた多様
なルートからの人材を確保するため、短期・中期の林
業体験研修を行うほか、林業では、秋田林業大学校の
研修内容の拡充を図り、高度な技術を持った即戦力と
なる林業の担い手を育成する。漁業では、あきた漁業
スクール」を設置し、就業相談から就業後のフォロー
アップまで一貫したサポートを行う。

自己評価の「Ｃ」をもって妥当とする。
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