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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６　ふるさとの未来を拓く人づくり戦略

 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

 幹事部局名 あきた未来創造部  担当課名 あきた未来戦略課高等教育支援室

 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 94 96 98 100

実績 89 86 105 

達成率 111.7%

出典：県高等教育支援室調べ 指標の判定 a

全国 － － －

東北 － － －

近年、県内高等教育機関は、企業向けのシーズ発表会など対外的に研究成果をアピールする機会を
増やし、企業や団体との交流を活発に行うことにより外部資金の獲得につなげているが、平成30年
度の実績値は、県内高等教育機関によるこうした働きかけに加え、産学官連携による研究活動に対
する県の助成の効果もあり、目標値を大きく上回った。

平成30年度は、秋田大学、県立大学及び秋田高専において、県内航空機産業の振興につながる航空
機電動化技術や複合材製造技術等に関する共同研究が行われたほか、県立大学において、ツキノワ
グマの被害防止に向けた生息数の推定精度の向上に関する受託研究が行われるなど、県内産業の振
興や地域課題の解決に資する共同研究・受託研究が活発化している。

施策の方向性 (２)

目標 28.8 29.2 29.6 30.0

実績 28.4 28.4 27.9

達成率 96.9%

出典：文部科学省「学校基本調査」 指標の判定 e

全国 30位 30位 32位

東北  4位  4位  4位

平成30年度の実績値は、現状値（前年度実績）及び目標値を下回った。

18歳人口の減少により大学間の学生獲得競争が年々激化する中、高校生に県内大学等を進学先とし
て選んでもらえるよう、高大連携高校生サマーキャンプを開催するとともに、秋田県立大学及び国
際教養大学が県内全ての高校を訪問してＰＲ活動を行うなど、県内大学等の魅力発信に努めてい
る。

　地域を志向した教育・研究・社会貢献活動を進めることで、地域を支え地域に役立つ「地（知）の拠点」としての存
在価値の向上を図ります。

代表指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

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（件）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

代表指標② 年度
現状値
（H29）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

県内高卒者の県内大学・短大への進学率
（％）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

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）特色ある資源を活用した教育・研究・社会貢献活動の充実【高等教育支援室】

・

・

・

（２）次代を担う優れた学生の確保と卒業生の県内定着の促進【高校教育課、高等教育支援室】

・

・

・

・

・

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。

施策の方向性 (２)

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。

指標 代表①

産業構造の変化に対応するため、秋田県立大学においてシステム科学技術学部の学科再編を実施した。
※４学科（建築環境システム、経営システム工学、機械知能システム、電子情報システム）から５学科（既存２学
科（建築環境システム、経営システム工学）＋新３学科（機械工学、知能メカトロニクス、情報工学））に再編。

県内企業の海外進出の促進を図るため、国際教養大学において、海外での事業展開等を検討している県内在住者を
対象に語学講座や国内・海外研修を行う「Project GloAkitabal」を実施した。

私立大学、短期大学、専修学校等が実施する社会貢献への取組や人口減少・高齢化社会における地域の課題解決に
つながる調査研究等に対し助成した（10件）。

指標 代表②、成果①

県内の大学教員52名の協力により、県内の高校生が大学で学ぶ学問や卒業後の将来の職業等について理解を深める
「高大連携高校生サマーキャンプ」を実施し、県内の高校27校から112名の高校生が参加した。参加した生徒は所
属校で体験発表等を行うことにより、生徒間の情報共有に努めた。

県内高校からの出願者数の増加を図るため、秋田県立大学及び国際教養大学が、春頃に県内全ての高校の進路指導
担当教諭を訪問し、ＰＲ活動を実施したほか、高校からの要請により出前講座や個別進学説明会を実施した。

優秀な県内出身学生を確保するため、秋田県立大学及び国際教養大学において、県内高校生の入学枠の拡充に向け
た特別選抜入試制度の見直しを行った（秋田県立大学は令和２年度（３年度入学者）から、国際教養大学は令和元
年度（２年度入学者）から導入）。

県内大学生に早い段階から県内企業への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
大学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）を実施するなど、県内大
学生と県内企業のマッチングの機会拡大に取り組んだ。

私立大学、短期大学、専修学校等が県内企業と連携して実施する即戦力となる人材の育成に向けた取組、インター
ンシップなど学生の県内就職を促進する取組等に対し助成した（８件）。

総合評価 評価理由

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

Ｄ

●

■

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。
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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。

５　課題と今後の対応方針

（１） ○

●

○

●

（２） ○

○

●

○

○

●

６　政策評価委員会の意見

質問文 　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。

12.2%

　十分 （５点） 1.4%

　おおむね十分 （４点） 10.8%

（３点） 40.7%

13.0%

　やや不十分 （２点） 9.6%

　不十分 （１点） 3.4%

34.0%

　平均点 2.96

調査結果の認識、取組に関する意見等

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。

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（県民意識調査より）。

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。

「高大連携高校生サマーキャンプ」については、
県内大学と県教育委員会との連携のもとで行って
いる全国でも珍しい取組であるが、参加生徒数が
少ない。

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。

県内大学の活動内容を企業にアピールすること
で、県内就職等につなげることができると思う
（県民意識調査より）。

私立高校にも参加を呼びかけるとともに、できるだけ
早い時期に全県の高等学校長に対して事業の魅力を周
知し、参加協力を呼びかける。

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。

県内企業に対する情報発信に引き続き努めるほか、県
内企業が求める人材・ニーズを十分把握し、産業界と
連携した県内就職の促進に向けた取組を進める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査年度
　満足度

Ｒ１
（Ｈ３１）

Ｒ２
（Ｈ３２）

Ｒ３
（Ｈ３３）

Ｒ４
（Ｈ３４）

前年度比

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「Ｄ」をもって妥当とする。

満
足
度

○

○

５段階評価の満足度の平均点は「2.96」で、「ふつう」の３より0.04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12.2％、「ふつう」は40.7％、「不十分」と「やや不十分」を合わ
せた割合は13.0％であった。また、「肯定的意見」と「ふつう」を合わせた割合は52.9％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。
・県内大学の活動内容を企業等にアピールできれば、今後の県内就職等にも役立つのではないか。少しでも若者の
県外流出を減らせると思う。（女性／60歳代／秋田地域）
・産学官の連携については実績が見えづらく、また、恩恵が限定的であると感じる。（男性／30歳代／仙北地域）
・ニュースによると、低カリウム野菜の栽培技術など広く世の中に浸透しつつあるものも存在するが、地域の活性
化につながっているとは残念ながら言えないと思う。高齢化、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。（男性／30歳代／秋田地域）
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