
（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４　秋田の魅力が際立つ 人・もの交流拡大戦略

 施策４－４「スポーツ立県あきた」の推進とスポーツによる交流人口の拡大

 幹事部局名 観光文化スポーツ部  担当課名 スポーツ振興課

 評価者 観光文化スポーツ部長  評価確定日 令和元年8月23日

施策の方向性（３）（４）

目標 54.0 57.0 61.0 65.0

実績 49.5 46.9 48.0

達成率 88.9%

出典：県スポーツ推進委員協議会「全県体
力テスト・スポーツ実態調査」

指標の判定 ｄ

全国 － － －

東北 － － －

平成30年度の実績は、前年度から1.1ポイント改善したものの、目標を達成することができなかっ
た。

性別・年代ごとに前年度と比較すると、男性は70歳以上が59.9％（平成29年度54.3％）と5.6ポイ
ント増加したが、30～39歳代は42.9％（29年度49.6％）と6.7％減少するなど年代ごとに差が見ら
れる。一方、女性は各年代ともに大きな差は見られないものの、20～49歳代の平均が38.1％（29年
度37.1％）であり、総じて男性よりも低い傾向にある。

スポーツをしなかった理由としては、「仕事や家事が忙しかったから」が52.1％（平成29年度
33.3％）で最も多かった。（29年度１位の「機会がなかったから」50.0％は、30年度の調査項目に
なし。）

全国のスポーツ実施率は55.1％で、向上傾向（平成29年度51.5％）であり、本県と同様に60代以上
の実施率が高くなっている。（調査方法の違いにより比較できない｡）

　スポーツは、県民の健康づくりに貢献し、多様なネットワークを生み出し、お互いの「絆」を強くするとともに、県
民に感動と誇りを、地域に活気と賑わいをもたらし、明るく豊かで活力に満ちた社会づくりに寄与することから、引き
続き「スポーツ立県あきた」を強力に推進する必要があります。
　このため、スポーツを「する」「みる」「ささえる」の観点から、スポーツ参画人口の拡大に取り組み、スポーツ活
動の基盤となる人材の育成や環境の充実を図るとともに、全国や世界での活躍を見据えた選手の競技力向上や、スポー
ツを通じた県民の一体感の醸成、交流人口の拡大などによる地域の活性化等を図ります。

代表指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

成人の週１回以上のスポーツ実施率（％）

順位等

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

・

・

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）東京オリンピック・パラリンピック等を契機とした、スポーツによる地域活性化と交流人口の拡大

 　【スポーツ振興課】

・

・

・

（２）全国や世界のひのき舞台で活躍できる選手の発掘と育成・強化【スポーツ振興課】

・

・

・

（３）ライフステージに応じた多様なスポーツ活動の促進【スポーツ振興課】

・

・

施策の方向性（１）（２）

目標 12 18 28 33 

実績 6 7 11 

出典：県スポーツ振興課調べ 達成率 91.7%

全国 － － －

東北 － － －

ホストタウンと連携した取組や、秋田で実施する国際大会に合わせた誘致活動等により、着実に件
数は増えているが、相手方の大会日程との兼ね合いにより調整ができなかったケースがあり、目標
に達しなかった。

施策の方向性（２）（４）

目標 1,000 1,000 1,000 1,000

実績 989.0 989.0 787.5

出典：（公財）日本体育協会調べ 達成率 78.8%

全国 20位 20位 38位

東北 2位 2位 4位

国体における天皇杯得点では、平成26年の長崎国体で769点、天皇杯42位という過去最低の結果と
なって以降、徐々に順位を上げ、29年の愛媛国体では989点、天皇杯20位と躍進した。しかし、30
年の福井国体では、本県の強みとなる団体競技（バスケットボール成年女子、フェンシング少年女
子等）や、冬のスキー競技の不振、少年種別の全体的な低迷などにより、787.5点、天皇杯38位と
なり目標に達しなかった。

指標 成果①

東京オリンピック等に向けた国内外の選手団の事前合宿誘致について、誘致意向のある市町村と連携して誘致活動
を行った結果、タイバドミントン代表チームがジャパンオープン事前合宿を美郷町で、インドネシアジュニアバド
ミントンチームが横手市で交流合宿を実施したほか、フィジー代表チームがラグビーワールドカップの事前合宿を
秋田市で行うことが決定した。

５回目となるモーグルワールドカップたざわ湖大会を開催し、国内外のテレビ放映や選手のフェイスブック等を通
じて本県の冬の魅力を発信した（来場者約9,500人<△500人>）。

秋田県で初開催となる、バドミントンの国際大会であるマスターズ大会の開催を支援し、国内外から約200人の選
手が参加した。

指標 成果①②

将来有望なアスリートを発掘し育成するためのタレント発掘事業を推進した（タレント認定８人<±０人>）。ま
た、選手の育成・強化・競技力向上のため（公財）秋田県体育協会加盟の競技団体が実施する選手強化対策事業に
対する補助を継続して実施（延べ46競技団体<±０競技団体>）したことにより、世界バドミントン選手権大会での
北都銀行ペアの女子ダブルス優勝や、甲子園での金足農業高校の準優勝など、バドミントンや野球、サッカー、バ
レーボールといった、県民の期待が高く、関心の大きい競技において、成年及び少年ともに選手強化対策の成果が
現れ始めている。

ジュニア期からの一貫指導体制を構築するため、高等学校強化拠点校に対し、選手強化対策事業に対する補助を実
施（13競技延べ18校<△２競技△延べ２校>）したほか、中学生強化選手を指定し、資質向上研修等を実施した（18
競技173人<△６競技△12人>）。

県内での優れた指導者として将来的に活躍できる人材を確保するため、オリンピック等国際大会で活躍が期待され
るトップアスリートの県内企業への就職を支援した（５名<＋４名>）。また、平成29年度に就職を支援した１名と
合わせた計６名の競技活動に対する補助を実施した。

指標 代表①

多世代がいつでも自分の好きなスポーツを行うことができる、地域住民のための総合型地域スポーツクラブ（全県
74クラブ）の自立的な運営支援のために、スポーツ科学センターのスポーツ主事とクラブアドバイザーが38クラブ
を計50回訪問し、実施種目や指導者の確保等のアドバイスを実施するとともに、５市町村の担当課を訪問し、クラ
ブとの連携方法について話し合った。

スポーツ科学センターにおいて健康教室・講習会等を開催した（延べ12,000人以上参加<＋約2,500人>）。健康教
室については中高齢者の参加者が多く、スポーツのみならず仲間との交流を目的とする参加者も多数いるため、こ
うした教室の開催ノウハウを県内全域に普及させるための取組を推進し、スポーツ活動の実践の場を多くの県民に
提供することができた。

成果・業績指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

海外からのスポーツ合宿等誘致数（累積）
（件）

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
（H29）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

国体における天皇杯得点（点）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等
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（４）地域のスポーツ活動の基盤となる人材の育成と環境の充実【スポーツ振興課】

・

・

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。

指標 代表①、成果②

各市町村で運動教室を開催できる指導者育成を行う「元気アップ運動機会拡充事業」を推進し、運動教室を開催し
た（10市町村８地区、延べ630名参加<△１市町村±０地区、△100名>）。また、指導者育成のための研修会を中
央、県北・県央・県南の各地区で２回開催（計８回）し、参加したスポーツ推進委員などの中から、新たに指導者
の認定を行った（研修会参加者延べ276名<＋75名>、指導者認定15名<＋８名>）。

県有体育施設の運営や各種競技大会などを円滑に開催するため、県が所管している13施設のうち８施設において必
要な整備や修繕を行った。また、新たなスタジアムの整備に関して、秋田商工会議所を事務局とする新スタジアム
整備構想策定協議会に参画し、秋田市など他のホームタウンや民間等と検討を進めた。

総合評価 評価理由

質問文 　スポーツに関連する様々な活動が盛んに行われ、地域に活気がもたらされている。

21.3%

　十分 （５点） 2.6%

　おおむね十分 （４点） 18.7%

（３点） 45.5%

21.4%

　やや不十分 （２点） 14.3%

　不十分 （１点） 7.1%

11.8%

　平均点 2.95

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「成人の週１回以上のスポーツ実施率」は「ｄ」判定であ
り、定量的評価は「Ｄ」。

各競技団体の選手強化対策を継続して支援してきたことで、成年及び少年ともに成果が現れ始
めている。成年では第24回世界バドミントン選手権大会において、北都銀行の永原・松本ペア
が日本勢として41年ぶりに優勝し、米元・田中ペアも第３位という成績を挙げ、世界ランク上
位を維持している。ジュニア世代では、全国高等学校野球選手権大会において金足農業高校野
球部が県勢として第１回大会以来103年ぶりの準優勝を果たしたほか、全国高等学校サッカー
選手権大会では秋田商業高校が32年ぶり、全日本バレーボール高等学校選手権大会では雄物川
高校が５年ぶりにそれぞれベスト８に進出するなど、好成績を残している。こうした県勢の活
躍は、県民の一体感や郷土への愛着心向上のほか、交流人口の拡大などの地域活性化にもつな
がっている。

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。

満
足
度

○

○

５段階評価の満足度の平均点は「2.95」で、「ふつう」の３より0.05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21.3％、「ふつう」は45.5％、「不十分」と「やや不十分」を合わ
せた割合は21.4％であった。また、「肯定的意見」と「ふつう」を合わせた割合は66.8％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。
・少子化で子どもたちに好きなスポーツを継続させてあげるのが難しい。（女性／60歳代／仙北地域）
・中高生の部活動を除いては、ジョギング、ランニング以外、スポーツに関する活動がそれほど見られない。（男
性／40歳代／平鹿地域）
・競技スポーツの振興も必要だが、「健康寿命日本一」を目指す取組みなど健康運動に接する機会を増やすことが
必要。（男性／60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

東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿誘
致については、他県との競争が激しくなってい
る。

ホストタウンとの連携を密にし、相手国との信頼関係
を積み重ねることで誘致に結びつけるほか、東京オリ
ンピック・パラリンピック以外の大会の事前合宿や学
生の交流合宿の誘致についても、引き続き力を入れて
いく。

東京オリンピック・パラリンピックに本県関係選
手を多く輩出するための支援体制の整備・拡充。

ジュニア層において、少子化により競技人口が減
少しているほか、指導者の不足等により競技能力
の高い小中学生が県外学校へ進学している。

世界で活躍できるトップアスリートを発掘・育成する
体制を更に強化するとともに、将来県内で指導者とし
て活躍できるよう、県内就職と競技活動への支援を継
続していく。

競技力向上連絡協議会において課題を共有し、教育現
場での指導者の資質向上や競技力強化について検討し
ていく。

ビジネスパーソンや子育て世代を中心として、運
動・スポーツ活動の場の設定や機会が十分でない
（県民意識調査で同様の意見あり）。

子供や若者がスポーツに親しむことができる場
や、主婦や子ども連れでも気軽に運動できる機会
が十分でない（県民意識調査で同様の意見あ
り）。

商工会（商工会議所）等との連携により、職場ででき
る運動・スポーツの紹介や指導者の派遣を進めるほ
か、中高年向けの運動機会を充実させるために県内各
地域で運動教室が開催できるよう指導者を育成する。

総合型地域スポーツクラブにおいて、親子が参加でき
るなど、様々な年代の方々が取り組めるプログラムを
用意できるよう、クラブ訪問をしながら運営の充実に
向けて支援する。

スポーツ参画人口の拡大やスポーツを通じた健康
増進に資する、各地域でスポーツを指導できる人
材の育成が進んでいない。

体育施設は老朽化に加え、自然災害による施設の
被害が増加している。

指導者育成を行う「元気アップ運動機会拡充事業」を
推進し、広く参加者を募りながら、全県各地に指導者
が育成されるよう支援を行っていく。

施設の整備・改修については「あきた公共施設等総合
管理計画」等により、年度ごとの実施計画を策定した
上で、優先順位をつけながら計画的に行っていく。

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「Ｃ」をもって妥当とする。
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