
（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１－２　若者の県内定着・回帰と移住の促進による秋田への人の流れづくり

 幹事部局名 あきた未来創造部  担当課名 移住・定住促進課

 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)～(４)

目標 △ 3,590 △ 3,080 △ 2,560 △ 2,050

実績 △ 4,100 △4,410 R1.11月判明予定

達成率 －

出典：県調査統計課「年齢別人口流動調
査」

指標の判定 n

全国 － － －

東北 － － －

　将来の秋田を支える高校生・大学生の県内定着や県外へ進学した大学生等の回帰を進めるとともに、秋田暮らしの
魅力等の移住情報の発信強化や市町村、関係団体等と連携した移住者受入体制の充実強化を図り、本県への移住を更
に促進します。

代表指標① 年度
現状値
（H27）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

人口の社会減（人） H28実績値 △4,253

順位等

・ 平成30年度の実績値は未判明だが、「秋田県の人口と世帯（月報）」による30年10月～31年５月
の社会増減数の実績値（△3,624人）に、未判明である令和元年６月～９月の前年同期値（△310
人）を加えた値は△3,934人（目標値の91.3％）となる。転入・転出の動きが例年３～４月に集中
することを考慮すると、30年度の実績値がこの値から大きく乖離することは考えにくい。

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）
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２－２　成果指標・業績指標の状況と分析

・

・

・

・

・

施策の方向性 (１)

目標 50.0 53.0 56.0 60.0

実績 45.9 42.2 45.3

出典：秋田労働局「新規大学等卒業者の
就職内定状況」

達成率 90.6%

全国 － － －

東北 － － －

首都圏を中心に県外企業からの求人が旺盛な状況が続いていることに加え、県外企業の採用選考
が県内企業よりも早いことなどもあり、ここ数年の県内就職率は低下傾向にあった。

平成30年度の実績は45.3％となり、目標の50％に及ばなかったものの、就活支援サイト運営や就
活情報総合誌発行による県内企業情報の発信強化や、各大学等における企業面談会やインターン
シップの実施など学生の県内就職促進に向けた取組の結果、前年度との比較では3.1ポイント上昇
した。

施策の方向性 (１)

目標 1,000 1,030 1,060 1,090

実績 966 778 1,228

出典：県移住・定住促進課調べ 達成率 122.8%

全国 － － －

東北 － － －

施策の方向性 (２)

目標 68.0 70.0 72.0 74.0

実績 65.0 66.9 R1.12月判明予定

出典：文部科学省「学校基本調査」 達成率 －

全国 39位 38位

東北  5位  4位

平成30年度の実績値は未判明だが、「秋田県高等学校卒業者の進路状況調査（平成31年３月31日
調査）」における県内就職率は65.0％であり、一部地域で電気機器製造業の雇用が増加した29年
度と比べて1.9ポイントの減となり、達成率は95.6％の見込みである。

早期求人要請活動等の成果による早い段階での地元求人の増加や、就職支援員による求人開拓な
どの成果により、県内就職希望者の割合を一定水準に維持しているものの、高校新卒者の求人倍
率が全国的に高くなったことで県内就職希望者の割合が減少したものと考えられる。

県内就職率は減少の見込みであるものの、県内就職決定率は、県内事業所の求人状況が好調であ
ることや、各校の教員、就職支援員、職場定着支援員による県内就職や職場定着の促進等によ
り、県内就職希望者を着実に就職決定につなげたことで昨年度より0.2ポイント増加（99.4%）し
ている。

成果・業績指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

県内大学生等の県内就職率（％）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

成果・業績指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

就職説明会等への大学生等の参加者数
（人）

順位等

・ 近年の首都圏企業の採用活動の動きに対応し、合同就職説明会を早期に開催するとともに、首都
圏等大学との就職支援協定の締結を進めたほか、平成29年９月から「あきた学生就活サポー
ター」２名を東京事務所に配置し、首都圏等の大学訪問や学生相談対応を強化したことにより、
30年度の実績値は目標値を大きく上回った。

成果・業績指標③ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

高校生の県内就職率（公私立、全日制・定
時制）（％）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 R1.12月判明予定

分析
（推移、実績・達
成率、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）きめ細かなサポートによる大学生等の県内定着・回帰促進

　　　【移住・定住促進課、高等教育支援室】

・

・

・

・

・

・

・

・

施策の方向性 (３)(４)

目標 320 330 340 350

実績 293 314 459

出典：県移住・定住促進課調べ 達成率 143.4%

全国 － － －

東北 － － －

施策の方向性 (４)

目標 1,000 1,050 1,150 1,300

実績 952 1,128 1,134

出典：県雇用労働政策課調べ 達成率 113.4%

全国 － － －

東北 － － －

指標 代表①、成果①②

学生の職業観の育成や学生と県内企業のマッチングを図るため、大学、短大、専修学校等の学生と県内企業が一
堂に会する説明会や面接会等を実施した（合同就職説明会：東京・仙台・秋田で計４回開催、合同就職面接会：
秋田で２回開催、企業・大学等合同就職協議会：１回開催、業界研究会：１回開催）。

首都圏の県出身学生等に対し就職支援情報等を提供するため、東京事務所に「あきた学生就活サポーター」２名
を配置し、大学訪問による情報提供や学生相談対応を行った（大学訪問81回＜△37回＞、学生相談対応延べ568
人＜＋446人＞）。

県出身学生の多い首都圏等大学と就職支援協定を締結し、大学との連携のもと、学生に対する県内就職支援情報
や県内企業情報の提供を行った。

「アキタインターンシップセンター」を設置し、県内外の大学生の県内企業へのインターンシップの促進を図っ
た。

秋田への回帰・定着を意識させるため、大学生等を対象に、「秋田で働く・暮らす」を考えるセミナーや企業見
学バスツアーを行った（セミナー11回、バスツアー12回）。

女子学生の秋田でのキャリアプランの形成に向けた意識を醸成するため、県内企業で活躍する女性社員を「あき
た女子活応援サポーター」に任じ、女子学生との交流会を実施した（４回開催、参加者数50人）。

県内外学生への県内企業等の情報発信として、秋田県就活情報サイト「Kocchake!（こっちゃけ！）」を運営す
るとともに、秋田県就活情報総合誌を作成・配布した（サイト登録企業数：平成30年３月末 430社→31年３月末 
553社、総合誌作成数4,000部）ほか、「秋田ＧＯ！ＥＮ（ご縁）アプリ」による就職情報の提供を行った。

早い段階で県内企業に関心を持ってもらうため、県内大学と地域経済団体や企業が連携し、主に１・２年生を対
象とした職場観察型１日インターンシップ（ジョブシャドウイング）など、学生と県内企業のマッチングの機会
を増やす取組に対し支援した。

成果・業績指標④ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

移住者数（県関与分）（人）

順位等

・ 首都圏相談窓口の開設、移住支援情報の提供、市町村の取組の進展等により、年々移住相談件数
が増加する中、平成30年度は、きめ細かい相談対応や先輩移住者の生の声を伝える移住情報の発
信、Ａターン就職支援等の受入支援の取組により、移住世帯が大きく増加した（H29：177世帯→
H30：217世帯）ことに加え、29年度に比べ家族世帯の移住が多かったことから、移住者数が29年
度の実績値から大きく増加し、目標値を大幅に上回った。

成果・業績指標⑤ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

Ａターン就職者数（人）

順位等

・ 全国的に有効求人倍率は高水準で推移しており、特に首都圏企業との人材獲得競争が激化する
中、平成30年度は、Ａターンフェアへの出展企業数の増加など、県内企業とＡターン希望者の
マッチング機会の拡大を図るとともに、首都圏相談窓口での移住と就職のワンストップ相談・
マッチング支援をきめ細かく実施したことにより、29年度と同程度のＡターン就職者数を確保
し、目標を達成した。

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）
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・

（２）的確な情報提供をベースにした高校生の県内定着促進

　　　【移住・定住促進課、教育庁高校教育課】

・

・

・

・

（３）「秋田暮らし」の魅力等の移住情報の発信強化【移住・定住促進課、教育庁生涯学習課】

・

・

・

・

・

（４）「あきたに住みたい、暮らしたい」を支援する体制の充実・強化【移住・定住促進課】

・

・

・

・

私立大学・短期大学・専修学校等が実施する県内企業との連携による企業内実習やカリキュラムの新設・高度化
を図るための取組、インターンシップなど学生の県内就職を促進する取組に対し支援した（８件）。

指標 代表①、成果③

高校生の早い段階から地元企業や仕事に対する理解を深めるため、各校において高校１年生向けに職場見学会や
経営者講話を、各地域振興局単位で高校２年生向けに企業説明会を実施した（職場見学会・経営者講話23校、企
業説明会８振興局）。

すべての県立高校で、地域に根ざした企業を就職支援員（25人）が紹介する「ふるさと企業紹介事業」を実施し
た。また、地域企業と連携した様々な活動を通して、地元企業に対する理解を深めるとともにつながりを強化し
た。

職場定着支援員（４人）を配置し、長期インターンシップの受入先を開拓するとともに、１、２年生の就職希望
者を対象とした就職準備セミナーや、３年生の就職決定者を対象としたコミュニケーションセミナーを実施し
た。　

就職支援員や職場定着支援員による就職情報ネットワークを活用した求人情報の共有と離職防止に向けた支援等
を行うことで、県内就職者の一年後の離職率は順調に下がってきている(8.3％<△0.2％>)。

指標 代表①、成果④

首都圏相談窓口「Ａターンサポートセンター」（東京都有楽町駅前　ＮＰＯふるさと回帰支援センター内）にお
いて、相談者のニーズに即した情報発信やきめ細かい相談対応を行った（Ａターンサポートセンター相談対応件
数825件<＋166件>）。

大規模移住相談会に出展するとともに、首都圏の本県ゆかりの団体との連携、メディアの活用による移住情報の
発信を行った（大規模移住相談会（東北Ｕ・Ｉターン大相談会、ふるさと回帰フェア、ＪＯＩＮ移住・交流フェ
ア）での本県ブースの相談対応件数57組71人<＋17組13人>）。

移住者等団体（６団体）と連携し、先輩移住者の経験を生かした移住情報を発信するとともに、都内及び県内で
の移住交流会や秋田暮らしの魅力を伝えるイベントを開催した。

県外在住者及び移住後３年未満の者を対象として、本県の地域資源を活用した移住起業者育成プログラムを実施
した（都内セミナー、現地キャンプ等11回開催、参加者数延べ347人<＋32人>）。

市町村による教育留学の受入を促進し、県外の児童・生徒及び保護者に、秋田の探究型授業や体験活動等、秋田
の優れた教育環境を中心とした魅力発信を行った（オーダーメイド型留学11人、短期チャレンジ留学87人）。

指標 代表①、成果④⑤

ＮＰＯ法人秋田移住定住総合支援センターとの協働により移住相談窓口を県内に設置・運営し、移住希望者や既
移住者からの相談・支援対応を行った（相談対応件数522件<＋55件>）。

移住のための引越費用や冬季生活用品の購入費用などの移住に伴う経済的負担に対して助成を行った（170件<＋
26件>）。

Ａターンプラザ（東京事務所内）おける職業紹介・相談対応に加え、Ａターンフェアを開催し、県内就職希望者
と県内企業のマッチング機会を提供するなどＡターン就職支援を行った。

移住者受入体制の充実・強化のため、大仙市、能代市、大館市において市町村職員や定住サポーターを対象とし
た研修会を実施した（研修参加者数延べ63人<＋６人>）。
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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 　高校生や大学生の県内就職が進んでいる。

5.7%

　十分 （５点） 0.4%

　おおむね十分 （４点） 5.3%

（３点） 28.9%

49.1%

　やや不十分 （２点） 26.0%

　不十分 （１点） 23.1%

16.3%

　平均点 2.21

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

Ｃ

●

●

●

■

代表指標の達成状況については、①「人口の社会減」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、平成30年10月～31年５月の社会増減数の実績（△3,624人）に、未
判明である令和元年６月～９月の前年同期値（△310人）を加えた値は△3,934人、達成状況
は91.3％で「ｂ」相当であり、就活支援の強化や、移住・Ａターン就職に関するきめ細かな
相談対応、情報発信等を行った結果、成果指標④「移住者数（県関与分）」や成果指標⑤
「Ａターン就職者数」が目標を大きく上回るなど、社会減の抑制につながる成果が現れてき
ている。

一方で、成果指標①「県内大学生等の県内就職率」や成果指標③「高校生の県内就職率（公
私立、全日制・定時制）」が目標値を下回るなど、若年層の県内定着が十分に進んでいると
は言い難い状況にある。

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

○

○

５段階評価の満足度の平均点は「2.21」で、「ふつう」の３より0.79低かった。回答では「ふつう」が最も多
かった。「十分」と「おおむね十分」を合わせた割合は5.7％、「ふつう」は28.9％、「不十分」と「やや不十
分」を合わせた割合は49.1％であった。また、「肯定的意見」と「ふつう」を合わせた割合は34.6％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。
・県外の就職先の方が様々な分野があり魅力的なものが多く、県内就職はあまり進んでいるとは思えない。（女
性／20歳代／仙北地域）
・将来性、安定性において県外企業に劣る。転職先が少ない。（男性／40歳代／秋田地域）
・県内大学で就職の指導をしているが、地元出身の学生も就職時には県外に出たがる。大企業が少ないこともあ
るが、このまま一生を秋田県内で過ごすことをもったいないと感じている学生も多い。（男性／40歳代／秋田地
域） 
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５　課題と今後の対応方針

（１） ○ ○

○ ○

● ●

● ●

（２） ○ ○

○ ○

○ ○

県内外を問わず、大学生の本県就活支援情報や
県内企業情報・求人情報が不足している。

県内、東北他県大学については課員が、首都圏大学
については就活サポーターが大学訪問を行い、大学
担当者や学生に対し、秋田県就活情報サイト、業界
研究会や合同就職説明会などの就活イベント情報、
奨学金返還助成制度等のＰＲを図る。

県内企業に関する十分な情報を持たずに県外就
職を選択する学生が見られる。

低年次から県内就職に対する意識の醸成が図られる
よう、企業面談会やインターンシップ、ふるさと教
育など、大学等が行う「県内企業を知る機会」、
「秋田を知る機会」を提供する取組に対して引き続
き支援する。

県外に比べて県内には魅力的な就職先が少な
く、将来性や安定性でも県外企業に劣ると思う
（県民意識調査より）。

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。
　また、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、秋田県就活情報サイトの充
実に加え、進学者を含む高校の早い段階から、更に
は保護者の地元企業や仕事に対する理解を深めても
らうため、全高校を対象とする職場見学会や経営者
講話、全地域振興局での企業説明会を開催するほ
か、進学者とその保護者向けに県内就職に関する情
報誌を配付するなど、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。
　加えて、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、企業側の取組を支援していく。

地元出身の大学生の中には、県外に出てみたい
と思う学生も多く、就職時に県外を希望する場
合がある（県民意識調査より）。

ふるさとに対する愛着を高めるとともに、県内企業
への理解が深まるよう、大学入学直後の早期から、
県内企業の魅力や地元秋田の良さなどを認識させる
取組に力を入れていく。
　また、一旦は県外就職したものの、本県に回帰す
る若者が増えており、県内への回帰（Ａターン）を
希望する者に対し、首都圏相談窓口を通じたきめ細
かな対応や、Ａターンフェアなどのマッチング機会
の提供を周知・充実させていく。

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。

高校生はもとより、教師や保護者の県内企業に
対する理解不足が、県内就職の伸び悩みの一因
となっている。

職場見学会、企業説明会など高校生が地元企業を知
る機会の拡充やインターンシップの活用促進を図る
とともに、就職支援員や職場定着支援員が地元企業
を訪問して収集する企業情報をきめ細かな進路支援
に活用するほか、保護者に対し、地域振興局が開催
する地元企業説明会への参加を呼びかける。

本県の高校卒業者の３年後の離職率（平成27年
３月卒業者：38.0％）は、全国平均（同：
39.3％）を下回ったものの、依然として高い水
準にある。

職場定着支援員による地元企業の訪問や、職場定
着・離職防止のためのセミナー等を実施し、就職時
だけではなくその後の定着を支援する取組を進め
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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（３） ○ ○

○ ○

○ ○

（４） ○ ○

○ ○

６　政策評価委員会の意見

移住者数の更なる拡大を図るための個々のニー
ズに応じたきめ細かな対応や、移住潜在層を含
めた幅広い層を対象とした情報発信が不足して
いる。

市町村等と連携したきめ細かな情報提供や先輩移住
者の体験談、秋田暮らしの魅力のＰＲなど移住希望
者の多様なニーズ・関心に応える情報発信を行うと
ともに、移住潜在層に対して、観光情報のみなら
ず、地域生活や仕事の体験談などの秋田暮らしを意
識付けるような機会を提供し、将来の移住につなが
る「秋田ファンづくり」に取り組む。

近年の移住者数の増加や移住希望者ニーズの多
様化に伴い、データ管理や関係機関との情報連
携が困難となってきている。

首都圏移住相談窓口（Ａターンサポートセンター）
と市町村等の関係支援機関との情報共有を進め、生
活から仕事、困りごとまでの一貫した相談支援体制
を構築するなど、移住相談体制の充実強化に取り組
む。

オーダーメイド型教育留学や短期チャレンジ留
学を通して、県外の児童・生徒や保護者に対す
る秋田の優れた教育環境の魅力発信は進んだ
が、すぐに移住・定住に直結させるのは難し
い。

秋田での体験が参加した子どもやその家族の将来の
移住・定住につながるよう、市町村と連携して教育
留学の内容の充実を図る。

移住希望者等から、移住を決定する上で重要な
要素である生活に関する不安への対応や移住後
の定着支援の強化が求められている。

市町村と連携した移住者サポートに努めるととも
に、移住者の不安解消や地域活動への参加のきっか
けづくりのための移住者同士のグループ化やネット
ワーク化を図るほか、移住者目線での地域暮らしの
課題や魅力の発信を強化する。

20～40歳代の若い世代の移住希望者から、就職
に関する相談への対応の強化が求められてい
る。

Ａターンプラザでの相談対応やＡターンフェアの開
催に加え、平成30年度に構築した新Ａターンシステ
ムを活用し、県内就職希望者と県内企業のマッチン
グ支援を強化する。

自己評価の「Ｃ」をもって妥当とする。
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