
（様式２）

施策評価（平成27年度） 施策評価調書

政策コード 2 政策名 県民総参加による環境保全対策の推進

施策コード 1 施策名 環境保全と循環型・低炭素社会の形成

幹事部局 生活環境部 担当課 環境整備課

１次評価（生活環境部長） 平成27年7月31日

１　施策の目的等（政策との関連、必要性、取組内容、取組後の姿　など）

２　施策の状況

（１）代表指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

※達成度の判定基準　　　Ａ：100％以上　 Ｂ：80％以上100％未満　 Ｃ：60％以上80％未満　 Ｄ：60％未満

※②について、H26年度の実績が未判明のため、Ｈ25年度の実績を記載

（２）代表指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

92.2

出典：「秋田県環境白書」

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２９ 達成度
年度

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
直近の
達成率

評価者・実施日

単位：％ 99.1%

① 99.1%
水環境（公共用水域）に係る環境基準達成
率

90.5

単位：千ﾄﾝ 94.7%
出典：「一般廃棄物実態調査」「秋田県産業
廃棄物実態調査」

②
廃棄物の最終処分量

282 267 262 252

Ｈ２３ 282

257

91.4 93.0

Ｈ２４ 89.7

89.7

○　水環境（公共用水域）に係る環境基準達成率について、海域において気象等の影響により、昨年
　度に比較して環境基準達成水域が１減となったことから、目標を0.8ポイント下回る結果となって
　いる。
○　廃棄物の最終処分量について、H26は未集計であるが、H24：276千トン、H25：282千ﾄﾝと横ばい
　傾向である。今後は、人口減少の進行に伴い一般廃棄物の排出量は減少すると考えられるが、産業
　廃棄物の排出量については、社会経済情勢の変化に左右されるため、東京オリンピックの開催に向
　け経済・生産活動が活発になれば、増加傾向となると予測される。

94.7% B

B

「豊かな水と緑あふれる秋田」を将来に継承していくため、環境保全対策として、三大湖沼（十和田
湖、田沢湖、八郎湖）の水質環境保全や化学物質による汚染防止等の対策を進めるとともに、循環型・
低炭素社会の形成を促進するため、県民、企業、団体等と一体となった地球温暖化防止対策の充実を図
るほか、森林の適正な管理による二酸化炭素の吸収促進に向けた取組や廃棄物の３Ｒ・適正処理を推進
します。
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（３）関連指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

※⑦について、H26年度の実績が未判明のため、Ｈ25年度の実績を記載

（４）関連指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

Ｈ２２

8,811 8,513 8,215 7,9179,118

Ｈ２９●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６

①
県内の温室効果ガス排出量

出典：県・温暖化対策課調べ

直近の
達成率

備考
年度

未集計

単位：千ﾄﾝ-CO2

Ｈ２７ Ｈ２８

102.4%

886 940 975

9,800

出典：「秋田県林業統計」 単位：ha 87.2%

9,800

単位：人

②
民有林の森林整備面積

9,722 9,800 9,800

Ｈ２４ 8,549

Ｈ２４ 963

87.2%

102.4%③
環境あきた県民塾受講者数

出典：県・環境管理課調べ

1,045

119.4%

8.6 8.3 8.0 7.6

119.4%

出典：「秋田県環境白書」 単位：mg/l 87.5%

①　県内の温室効果ガス排出量について、最新の集計結果であるH23については、10,021千トン-C02
　と基準年（H22）を上回っており、これは、大震災以降に火力発電の稼働率が増え、化石燃料消費
　量が増えたことが要因と考えられる。
②　民有林の森林整備面積について、H26は8,549haと目標を下回る結果となった。なお、ここ数年は
　9,000ha前後で推移している。
③　環境あきた県民塾受講者数は、H26は963人と目標を上回る結果となった。H24以降、目標を達成
　しているが、開催地域による変動を含めて受講者数は横ばいの状況である。
④　十和田湖のＣＯＤ（湖心）は、H26において1.6と目標を達成していない。ここ数年は湖心の
　ＣＯＤが微増しており、ＣＯＤから見ると水質はやや悪化している。
⑤　田沢湖のｐＨ（湖心）は、H26において5.3と目標を達成しており、国等と締結した「玉川酸性水
　中和処理施設の維持管理に関する覚書」（S63.2）及び「第２次秋田県環境基本計画」（H23.6）で
　定める目標値ｐＨ６以上に向けて着実に水質改善が進んでいる。
⑥　八郎湖のＣＯＤ（湖心の75％値）は、H26において7.2と目標を達成している。これは各種対策
　によりアオコの発生が抑制されたこと等が要因と考えられる。なお、ＣＯＤ年間平均値による全国
　の湖沼ランキング(環境省集計)では、H24はワースト4位であったが、H25はワースト18位である。
⑦　県民１人当たりのごみ排出量については、H24:999g/人日、H25:1,002g/人日（全国で少ない方か
　ら35番目）とここ２年は増加しているが、H16:1,060g/人日、H17:1,066g/人日であったことを勘案
　すれば、10年間では減少から横ばい傾向である。

⑥
八郎湖のＣＯＤ（湖心の７５％値）

9.2

Ｈ２４ 7.2

⑤

④

出典：「秋田県環境白書」 単位：mg/l

106.0%Ｈ２４ 5.3

単位：なし出典：「秋田県環境白書」 106.0%

田沢湖のｐＨ（湖心）
5.0

1.3

1,010

87.5%
十和田湖のＣＯＤ（湖心）

Ｈ２４ 1.6

5.2 5.4

1.4 1.4 1.3

5.0 5.0

⑦
県民１人当たりのごみ排出量

976 946 936 926

出典：「一般廃棄物実態調査」

916

1.2

94.4%Ｈ２３ 1,002

単位：g/人日 94.4%
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

①

②

③

④

⑤

三大湖沼の水質保全対策の推進

循環型社会形成の推進

森林の適正な管理による二酸化炭素の吸収促進

良好な環境の保全対策の推進

地球温暖化防止に向けた低炭素社会の構築

○　廃棄物の発生抑制について、市町村や環境活動団体等で組織する「地域ごみゼロ推進会議」での協議・意
　見を踏まえ、各地域振興局において生ごみの減量化を共通テーマとした取組を行うなど啓発活動に取り組ん
　だ。引き続き、廃棄物の３Ｒに係る普及啓発事業を実施するが、事業系のごみ排出量が増加していることか
　ら、事業者に対する働きかけを強化していく。
○　リサイクル製品の普及拡大、利用促進の観点から、県が行う公共工事においてリサイクル製品（コンクリ
　ート製品）を原則使用としたことにより県の調達額は堅調に推移しているが、品目毎の出荷実績を見ると、
　公共工事への依存度が高い製品が多く、民間事業への出荷額を伸ばすなど、さらなる販売量の拡大を図る必
　要がある。
○　県民意識調査の結果から、リサイクル製品に対する県民の関心は高いことから、今後は県民が家庭で使用
　出来る品目の使用例を集客のある場所で年間を通して展示し、本制度、リサイクル製品のＰＲを行うことに
　より、販売量の拡大を図る。
○　廃棄物の適正処理の推進について、環境保全センターは県内の約2,000事業者に利用されており、平成26
　年度には56,748トンの産業廃棄物を受け入れ、適正に処分した。環境保全センターのＤ区Ⅰ期処分場の残余
　年数が５年と見込まれていることから、平成27年度からＤ区Ⅱ期処分場の整備を進めており、平成32年4月
　の供用開始を目指して取組を進める。

○　県民総参加による地球温暖化防止活動の推進として、「あきたエコ＆リサイクルフェスティバル」を開催
　し、企業や団体による環境保全活動の紹介などを行った結果、２日間で約2万8千人が来場し、多くの県民に
  省エネに対する取組の意識を高め､再生可能エネルギーやリサイクルに関する理解を深める機会を提供した。
○　家庭や事業所における省エネの取組支援として、「家庭の省エネチャレンジキャンペーン」や事業所訪問
　による情報交換などを実施した結果、積極的に省エネに取り組む機運が醸成された。
○　今後は、県民一人ひとりが地球温暖化の現状を理解し、県民や事業者などの各主体による取組が促進され
　るよう､温暖化防止に関する普及啓発や､家庭・事業所における省エネの取組支援などを引き続き推進する。

○　森林の整備について、平成26年度は8,549haの間伐等を実施した。間伐や植栽を進めることは、森林特有
　の公益的機能を十分発揮するだけでなく、二酸化炭素を吸収及び固定する上で重要である。
○　今後は、国も平成25年度から32年度までの８年間において、京都議定書の第一約束期間に引き続き、
　全国で年平均52万haの間伐等を推進することとしており、目標値である9,800ha／年の森林整備面積を目指し
　て取組を進める。
○　森林病害虫対策について、松くい虫被害を防止するため、能代市ほか14市町村で伐倒駆除9,376㎥、薬剤散
　布1,173ha等を実施したほか、松くい虫専門調査員30人を養成した。また、ナラ林の被害木の早期発見を図
　るため、森づくり運動推進員49人を配置したほか、被害木の駆除処理207本、予防薬剤の樹幹注入処理1,015
　本を実施し、守るべきナラ林を主体に防除対策を実施した。その結果、松くい虫被害量が対前年度比で94％
　と減少したほか、ナラ枯れ被害についても被害発生市町村の拡大はなかった。
○　今後の取組方針としては、森林病害虫被害を抑制し、健全な森林を維持することが森林の持つ公益的機能
　の高度な発揮につながることから、引き続き、防除を実施する市町村との連携を強化しつつ、より効果的な
　防除に取り組んでいく。

○　地球温暖化防止など、環境問題への更なる取組が求められる状況にある。県民の環境保全意識を高め、積
　極的な行動を促す必要があることから、環境学習の機会・場作り、人材の育成・活用、教材の整備・活用、
　情報の発信・提供、各主体の連携・協働取組を５つの柱として、各世代に応じた事業を継続して行う。
○　県内の大気・水質環境について、化学物質であるダイオキシン類を含めた定点による環境測定を継続する
　とともに、ダイオキシン類やアスベスト等の発生源に対する監視・測定を実施し、汚染防止に努める。
○　能代産業廃棄物処理センターについて、汚水処理等の維持管理を継続して実施してきた結果、処分場周辺
　の地下水等の汚染状況は改善されているが、「1,4-ジオキサン」が環境基準を超えて検出されていることか
　ら、引き続き、「産廃特措法」の変更実施計画に基づき、環境保全対策を進める。

○　十和田湖について、水生植物の生育調査や環境教育事業を行いながら、青森県とも調整を図り、平成27
　年３月に「十和田湖水質・生態系改善行動指針」を改訂した。今後は指針で定める取り組みの４つの柱に基
　づき、十和田湖の水質改善に向けた施策を進める。
○　田沢湖について、国等と締結した玉川酸性水に係る協定に基づき玉川酸性水の中和処理を継続したほか、
　玉川源泉の酸度上昇に対応する調査研究や「田沢湖水質改善検討会」（平成24～26年度）を行い、平成
　27年３月に「田沢湖の水質改善について」として取りまとめた。今後は検討会の取りまとめ結果を基に、
　田沢湖の水質改善に向けた施策を進める。
○　八郎湖について、平成26年３月に平成30年度までの対策を盛り込んだ「八郎湖に係る湖沼水質保全計
　画（第２期）」を策定しており、この計画に基づき、下水道等の整備と接続率の向上や環境保全型農業等の
　推進などの発生源対策を継続実施するとともに、アオコ対策を含め、新たな湖内浄化対策を実施するほか、
　より実効性の高い対策を検討している。八郎湖の長期ビジョンである｢恵みや潤いのある“わがみずうみ”｣
　を、平成38年度を目途に達成することを目指し、八郎湖の水質保全対策に取り組んでいく。
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３　総合評価

（１）施策幹事部長による１次評価

評価結果

評価理由

○　代表指標は、H26の実績値が判明している水環境（公共用水域）に係る環境基準達成率につい
　て、気象等の影響によりわずかに目標に及ばなかった。
○　関連指標は、H26の実績値が判明している５つの指標のうち、３つの指標が目標を達成した。
○　５つの施策については、積極的に省エネに取り組む機運の醸成、松くい虫被害量の減少、
　能代産廃における処分場周辺の地下水等の汚染状況の改善、八郎湖のＣＯＤの改善、認定リ
　サイクル製品の県調達額の堅調な推移など、それぞれの施策毎に着実に成果が表れている。
○　以上の理由から、本施策の総合評価は「おおむね順調」とする。

概ね順調
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