
（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１－４　女性や若者の活躍推進とワーク・ライフ・バランスの実現

 幹事部局名 あきた未来創造部  担当課名 次世代・女性活躍支援課

 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 180 240 300 360

実績 64 130 174

達成率 96.7%

出典：厚生労働省「都道府県別女性活躍
推進法に係る一般事業主行動計画策定届
出状況」

指標の判定 b

全国  2位  3位  3位

東北  1位  1位  1位

平成30年６月に「あきた女性活躍・両立支援センター」を秋田県商工会連合会と連携して設置し、
女性活躍・両立支援推進員３名による企業訪問（1,265社）を通じて一般事業主行動計画の策定に
ついて普及啓発等を強化した結果、女性活躍に対する企業の理解と関心は深まってきているもの
の、女性活躍に向けた取組へのメリットを感じられない経営者がいることもあり、30年度の実績値
は目標値を若干下回った。

平成30年度の一般事業主行動計画策定企業数を従業員数300人以下の対象企業数で除した「届出
率」により全国的な傾向を見ると、本県の届出率は、全国で３位、東北で１位となっており、企業
における女性活躍の取組は広がってきている。

施策の方向性 (２)

目標 285 300 315 330

実績 262 287 361

達成率 126.7%

出典：厚生労働省「都道府県別一般事業
主行動計画策定届の届出及び認定状況」

指標の判定 a

全国 15位 18位 16位

東北  1位  2位  1位

平成30年６月に「あきた女性活躍・両立支援センター」を秋田県商工会連合会と連携して設置し、
女性活躍・両立支援推進員３名による企業訪問（1,265社）を通じて一般事業主行動計画の策定に
ついて普及啓発等を強化した結果、仕事と子育ての両立支援に対する企業の理解と関心が深まり、
30年度の実績値は目標値を大幅に上回った。

平成30年度の一般事業主行動計画策定企業数を従業員数100人以下の対象企業数で除した「届出
率」により全国的な傾向を見ると、本県の届出率は、全国で16位、東北で１位となっており、企業
における仕事と子育ての両立支援の取組は広がってきている。

　女性が活躍しやすい環境づくりや仕事と家庭の両立支援を促進するとともに、若者による地域活動を支援し、女性や
若者が職場や地域で生き生きと活躍できる社会をつくります。

代表指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動
計画策定企業数（従業員数300人以下の
企業）（社）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 届出率

代表指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

次世代育成支援対策推進法に基づく一般
事業主行動計画策定企業数（従業員数
100人以下の企業）（社）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 届出率
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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 5.5 5.7 5.9 6.1

実績 5.2 5.4 5.9

出典：県雇用労働政策課「労働条件等実
態調査」

達成率 107.3%

全国 － － －

東北 － － －

施策の方向性 (２)

目標 30 35 40 45

実績 20 22 24

出典：厚生労働省「都道府県別一般事業
主行動計画策定届の届出及び認定状況」

達成率 80.0%

全国 16位 15位 16位

東北  3位  3位  3位

平成30年６月に「あきた女性活躍・両立支援センター」を秋田県商工会連合会と連携して設置し、
女性活躍・両立支援推進員３名による企業訪問（1,265社）を通じて「くるみん」認定について普
及啓発等を強化した結果、仕事と子育ての両立支援に対する企業の理解と関心は深まりつつあるも
のの、一般事業主行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たす必要がある「くるみ
ん」認定にはつながらないケースがあり、30年度は目標を達成することができなかった。

平成30年度の「くるみん」認定企業を全企業数で除した「認定率」により全国的な傾向を見ると、
本県の認定率は、全国で16位、東北で３位となっている。

施策の方向性 (４)

目標 10,500 11,500 12,400 13,200

実績 － 9,766 12,484

出典：県地域づくり推進課調べ 達成率 118.9%

全国 － － －

東北 － － －

施策の方向性 (４)

目標 140 150 160 170

実績 116 120 119

出典：県次世代・女性活躍支援課調べ 達成率 85.0%

全国 － － －

東北 － － －

成果・業績指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

県内民間事業所の女性管理職の割合
（％）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

・ 女性の活躍推進の重要性への社会的な認識の高まりとともに、指導的地位に占める女性の割合を高
めようとする企業が増えてきていることもあり、堅調に推移している。

成果・業績指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

次世代育成支援対策推進法に基づく「くる
みん」認定企業数（社）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 認定率

成果・業績指標③ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

社会貢献に取り組む団体の活動に参加し
た若者の数（人）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

・ 社会参加の促進に向けた普及・啓発活動、地域活動に取り組む人たちのネットワークづくり、ノウ
ハウの共有を図るための交流会の開催など、若者の活躍推進のための取組を進めた結果、平成30年
度の実績値は目標値を大幅に上回った。

成果・業績指標④ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

若者の自立支援を通じた進路決定者数
（人）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

・ 平成30年度は、前年度実績と比較して、県内20カ所に県が設置した「若者の居場所」における進路
決定者数が５人増加した一方で、国が設置する「地域若者サポートステーション」における進路決
定者数が６人減少したこともあり、目標を達成することができなかったが、進路決定に向けたス
テップとしてボランティア活動に参加する若者が延べ36人増加するなど、社会的自立に向けて取り
組む若者は増加しつつある。
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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）女性が活躍し続けられる職場づくりの推進

　　　【次世代・女性活躍支援課、地域産業振興課、雇用労働政策課】

・

・

・

・

・

（２）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の強化【次世代・女性活躍支援課】

・

・

・

・

（３）県民が主体となった男女共同参画の推進【次世代・女性活躍支援課】

・

・

・

（４）次代を担う子ども・若者の活躍推進

　　　【次世代・女性活躍支援課、地域づくり推進課、警察本部少年女性安全課】

・

・

・

・

・

・

・

・

指標 代表①、成果①

あきた女性の活躍推進会議等を開催したほか、女性活躍の優良な取組を実践する企業の表彰（４社）や経営者等
を対象とした意識啓発セミナー（65人参加<＋３人>）、働く女性を対象とした交流会等（４回開催、110人参加<
＋14人>）を実施した。

平成30年６月に「あきた女性活躍・両立支援センター」を秋田県商工会連合会と連携して設置し、企業における
女性活躍や両立支援における取組をワンストップで支援する体制を整備するとともに、女性活躍・両立支援推進
員による企業訪問を通じた普及啓発を行ったほか、行動計画策定企業に対して指導・助言するアドバイザーを派
遣した（企業訪問1,265社、派遣件数98件）。

女性の管理職登用に向けた資格取得支援や職域拡大に取り組む中小企業に対し助成した（16件<＋13件>）ほか、
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、女性が働きやすい職場環境整備
の取組に対し支援した（11件<＋６件>）。

再就職を目指す方を対象とした離職者向けの職業訓練を実施し、女性等の産業人材の育成を図った（参加者671人
のうち女性533人）。

従前の保育料助成制度に加え、新たに、平成30年４月２日以降に生まれた第２子以降については全額、同日以降
に第３子以降が生まれた世帯の第２子以降については１／２（所得制限緩和）の助成を行った（保育料助成：延
べ32,142人<△498人>、ひとり親家庭児童保育料助成：延べ1,644人<△167人>）。

指標 代表②、成果②

テレビＣＭ（15秒）の放映（民放３社）や啓発ポスター（500部）を活用した県民向けの意識啓発を行うととも
に、情報誌への記事掲載（５回）や取組紹介リーフレット（32,000部）等により、「子どもお仕事参観日」など
の両立支援に積極的な企業の実践例を広く周知した。

仕事と子育ての両立支援の優良な取組を実践する企業の表彰を実施した（５社）。

平成30年６月に「あきた女性活躍・両立支援センター」を秋田県商工会連合会と連携して設置し、企業における
女性活躍や両立支援における取組をワンストップで支援する体制を整備するとともに、女性活躍・両立支援推進
員による企業訪問を通じた普及啓発を行ったほか、行動計画策定企業に対して指導・助言するアドバイザーを派
遣した（企業訪問1,265社、派遣件数98件）。

仕事と子育ての両立支援をはじめとするワーク・ライフ・バランスなどを実践する中小企業に対し助成した（14
件）。

指標 －

地域において男女共同参画社会づくりの推進的役割を担う「あきたＦ・Ｆ推進員」の養成を行い（新規認定10
人）、企業へ講師として派遣した（１回）。

男女共同参画推進月間（６月）における啓発事業「ハーモニーフェスタ2018」の開催（参加者407人）等により意
識啓発を図ったほか、男女共同参画の形成に顕著な活動をした個人・団体を知事表彰した（１個人、１団体）。

地域で活動する女性と女性団体との意見交換会（３地域×３回、参加者104人）や実践活動（３地域×１回、参加
者103人）を行うなど、地域活動をリードしロールモデルとなる人材の育成に取り組んだ。

指標 成果③④

学校、企業等への訪問活動や市民活動サポートセンター等と連携した広報活動等を通じて、社会参加の意義を広
く県民に周知するとともに、地域活動に参加しやすい環境づくりや多様な主体による協働を推進した。

地域の元気を創出するために必要な企画力のスキルアップや、実践に向けたノウハウ等の習得など、自ら練り上
げた企画の実践・検証までを一貫して学ぶ研修を実施し、将来の地域リーダー候補者を育成した。

県内２か所で地域づくりに取り組もうとする人同士のネットワークづくりやノウハウの共有等を行う交流会を開
催したほか、若者や移住者ならではの発想、視点を活かした地域の魅力の再発見や、交流人口の拡大につながる
活動等を支援し、新たな地域づくり活動の立ち上げを促進した。

ニート等の社会的自立に困難を有する若者を支援する場として設置した居場所の運営団体を対象に、スキルアッ
プ研修を開催した（５団体<±０団体>）。

若者の居場所の運営を補助するボランティアスタッフを養成するために、新たに養成研修を開催した（県内３地
域延べ９回、修了者26人）。

若者の居場所の利用者を対象に、社会的自立に向けたステップとしてボランティア活動への参加を支援した（参
加者318人<＋36人>）。

県民が青少年問題に関心を持ち、考え行動する契機となるように、青少年健全育成秋田県大会を開催した（参加
者180人<＋35人>）。

青少年の規範意識や防犯意識の向上を図るために、学校等における非行・犯罪被害防止教室等を開催した（608回
<＋31回>）。
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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 　女性や若者が職場や地域で生き生きと活躍できる社会になっている。

6.3%

　十分 （５点） 0.7%

　おおむね十分 （４点） 5.6%

（３点） 39.7%

42.7%

　やや不十分 （２点） 25.5%

　不十分 （１点） 17.2%

11.2%

　平均点 2.40

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

Ｂ

●

■

代表指標の達成状況については、①「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定企業
数（従業員数300人以下の企業）」は「ｂ」判定、②「次世代育成支援対策推進法に基づく一
般事業主行動計画策定企業数（従業員数100人以下の企業）」は「ａ」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。

満
足
度

○

○

５段階評価の満足度の平均点は「2.40」で、「ふつう」の３より0.60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6.3％、「ふつう」は39.7％、「不十分」と「やや不十分」を合わ
せた割合は42.7％であった。また、「肯定的意見」と「ふつう」を合わせた割合は46.0％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。
・「女性の活躍＝昇進、管理職」というような風潮があるが、私は少し違うと思う。どうしても男女で体力や性
質は違うのだから、良い意味での“女性らしさ”が発揮されるような働く場や働き方がもっと広まればよいと思
う。（女性／30歳代／秋田地域）
・子育ては女性に負担が多いので、職場の理解や夫の協力がまだまだ不十分に感じる。（女性／40歳代／北秋田
地域 ）
・転勤してきた同僚から見ると村社会的な空気感が非常に強いらしい。それでは若者は定着していかないと思
う。女性や若者が活躍できる場を提供することに力を入れている企業を厚く支援し、変わることへのインセン
ティブを与えるべき。（男性／30歳代／仙北地域）
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５　課題と今後の対応方針

（１） ○ ○

○ ○

○ ○

（２） ○ ○

○ ○

○ ○

（３） ○ ○

○ ○

（４） ○ ○

○ ○

○ ○

６　政策評価委員会の意見

女性活躍推進法という言葉は知っていても、制
度の詳細が企業側で十分に認識されていないほ
か、女性活躍の推進が生産性や企業イメージの
向上とともに、求職者の企業選択につながると
いうメリットが伝わっていない。

「あきた女性活躍・両立支援センター」における企業
訪問により経営者に対する啓発を進めるとともに、女
性活躍に積極的に取り組む中小企業へのサポートを強
化する。

県内の女性の管理職の割合は少しずつ増えてき
ているものの、全国的にみるといまだ低迷して
おり、結婚や出産など家庭の事情のほか、役職
に応じた責任の重さや人間関係を理由に、働く
女性から昇進に対して消極的な声も聞かれる。

働く女性が職場や職種を越えて交流しサポートし合え
るネットワークづくりを促進しながら、働く女性のス
キルアップと、管理職等への意識向上を図る。

女性に魅力ある雇用の場が限られるなど、女性
活躍のモデル的企業が少なく、女性が十分に活
躍できていない現状がある（県民意識調査で同
様の意見あり）。

女性の視点による新たなプロジェクト事業を実施する
など、女性活躍のモデルとなる県内企業を育成すると
ともに、全県への普及拡大を図る。

次世代育成支援対策推進法という言葉は知って
いても、制度の詳細が企業側で十分に認識され
ていないほか、両立支援の取組が、生産性や企
業イメージの向上とともに、求職者の企業選択
につながるというメリットが伝わっていない
（県民意識調査で同様の意見あり）。

「あきた女性活躍・両立支援センター」における企業
訪問により経営者に対する啓発を進めるとともに、両
立支援に積極的に取り組む中小企業へのサポートを強
化する。

一般事業主行動計画を策定したにもかかわら
ず、行動計画に基づく取組を進められなかった
ことで、くるみん認定につながらない企業や、
計画期間の終了とともに取組をやめる企業が散
見される。

一般事業主行動計画の取組の現状分析を行うなどの
フォローアップ支援を強化し、取組の実効性を確保し
ながら、企業における取組の促進につなげ、くるみん
認定取得の加速化を図る。

仕事と家庭の両立に対して、家庭における協力
体制が十分に整っておらず、子育て等のために
主に女性が職場を離れなければならないケース
が見受けられる（県民意識調査で同様の意見あ
り）。

男性の家事・育児への参画など、ワーク・ライフ・バ
ランスの実践に向けた全県的な気運を醸成する。

人口減少を背景として、地域防災や自治会など
女性の参画が進んでいない分野を中心に人材が
不足しており、地域コミュニティ活動の低下が
懸念される。

地域で活動している女性と地域の団体等との意見交換
会や実践活動を通して、地域防災や自治会の分野にお
ける女性参画を進め、地域コミュニティの維持を図
る。

高齢化などを背景として、地域における女性団
体の活動の停滞が懸念される中、女性の活動を
支える環境が十分に整っていない。

男女共同参画センターで実施している地域連携ネット
ワーク会議などを通じて、地域で活動している女性と
女性団体とを結びつけ、適切なアドバイスのもと、協
働による活動を促進する。

人口減少が急速に進む中で活力にあふれる社会
を構築する上で、若者の活躍が不可欠である
が、若者のパワーやエネルギーを生かすために
必要と考えられる支援体制が十分に整っていな
い。

若者ならではの斬新なアイディアや柔軟な発想を活か
した新たな手法によるアプローチ、これまで取り組ま
れてこなかった分野への挑戦等を、資金面はもとよ
り、専門家からのアドバイス等により一貫して支援
し、若者の活躍を促進する。

人口減少や少子高齢化に伴う地域コミュニティ
機能の低下や地域とのつながりの希薄化によっ
て、若者が地域と関わる機会が減少している。

若いうちから主体的に地域活動に関わる機会を創出す
ることにより、地元への愛着や誇りを育み、若者の県
内定着やふるさと回帰につなげていく。

社会的自立に困難を有する若者の支援につい
て、県内20カ所に設置した若者の居場所と市町
村や社会福祉協議会など地域の関係団体との間
で情報の共有や支援の連携などが十分に行われ
ていない。

若者の居場所の運営団体や市町村・ＮＰＯ等の支援団
体などと若者の自立支援に関する地域課題について情
報を共有し、その解決に向け相互に協力して支援を行
うなど、若者の居場所を中心とした支援体制づくりを
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）

自己評価の「Ｂ」をもって妥当とする。
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