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施策評価（平成29年度） 施策評価調書

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

（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）

　県が管理する橋長15m以上の橋梁1,106橋について、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、平成21年度から対策工事
を実施している。平成28年度末時点では、目標数535橋に対して実施数が323橋と、指標の対策実施割合は29.2％
となっており、達成率が約60％となっている。
　目標値を下回った要因としては、ここ数年は耐震補強も必要で工事費が大きい橋梁の補修に取り組んでいるこ
とや、資材、人件費高騰の影響などから対策完了数が少なかったことによるものである。
  橋梁長寿命化修繕計画については、平成29年度より見直しに着手し、平成30年度内に策定作業を終える予定で
あり、以降は、新たな長寿命化修繕計画に沿って効率的な対策を推進していく。

②

60.5%H24 23.5 25.9 27.8 29.2①

橋梁長寿命化対策実施割合（耐震補強含
む）

20.7 26.8 35.0 48.3 61.1

出典：道路課調べ 単位：％ 96.6% 79.4% 60.5%

　地震や津波、異常気象等による水害や土砂災害など、近年多発している自然災害から県民の生命と財産を守る
ため、ハード・ソフト両面からの防災・減災対策の必要性が高まっているほか、県民生活や経済活動の基盤とな
る社会資本の老朽化が進行しており、これらの機能維持のため適切な維持管理を行っていく必要がある。このた
め、河川改修や海岸整備、土砂災害対策、港湾の津波対策、道路の法面対策、農地等の保全、施設の耐震化な
ど、緊急性や整備効果の高い事業箇所を選択し計画的に施設整備を行うとともに、既存ストックの有効活用を図
るため、社会資本の長寿命化計画の策定を進め、計画に基づく予防保全的な維持管理に取り組む。また、各地域
において、こうした社会資本の整備や維持管理、災害対応等を担っている建設産業の体質強化を図る。
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（３）関連指標の状況
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（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）

①河川整備率については、計画的に改修等を進めたことにより、平成28年度末時点で45.9%と東北６県の平均値
（43.0％）を上回っている状況にある。
②県内５港湾における津波防災計画の策定数については、平成26年度の船川港及び平成27年度の秋田港の２港に
とどまっており、引き続き残る３港の計画策定を進めていく。
③特定建築物の耐震化率については、計画どおりに進捗している。
④ため池整備により解消される想定被害面積については、平成28年度は小規模なため池地区の整備が多かったこ
と等から、解消される想定被害面積の目標3,200haに対し、実績2,591haと下回っている。

⑦

⑥

⑤

④
ため池整備により解消される想定被害面積

出典：農地整備課調べ

3,200 3,450

81.0%H24 2,416 2,458 2,534 2,591

2,260 2,700 2,950

単位：ha 91.0% 85.9% 81.0%
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県内５港湾における津波防災計画を策定し
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出典：港湾空港課調べ
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出典：河川砂防課調べ 単位：％ 100.2% 100.2% 100.2%

45.7 45.8 45.9

①
河川整備率

45.5 45.6
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 地震、治水、治山対策等による生命と財産を守る安全な地域づくり

② 豪雨による洪水被害や水不足への対応

③ 大規模災害に対応できる交通基盤体制の整備

④ 社会資本の維持・点検と長寿命化の推進

⑤ 耐震化の推進

⑥ 地域を支える建設産業の体質強化

○建設業における若年者等の雇用拡大と在職者の能力向上を図るため、建設業団体等による若年者等に対する建設業の魅
力発信と若手・中堅技術者や女性等のキャリアアップの取組を支援した。平成28年度は7団体7事業に助成した。
○平成29年度においても、県内の建設業団体等が実施する若年者等への魅力発信と若手・中堅技術者等のキャリアアップ
の取組を支援している。

○近年の洪水被害実績のある河川のほか、一連区間の通水等があり治水上の効果発現が大きい河川、甚大な被害が想定さ
れる都市河川等を優先し、計画的に改修等の整備を行っている。三種川については、平成27年度に国の床上浸水対策特別
緊急事業の採択を受け、過去と同程度の洪水が発生した場合でも床上浸水被害が発生しないよう、家屋周辺の改修を平成
31年度までに集中的に実施している。
○本県においても平成25年度に土石流災害が発生するなど、全国的に土砂災害が頻発しており、ハード対策となる砂防え
ん堤や渓流保全工等の砂防設備、地すべり防止設備、急傾斜地崩壊防止施設等の整備に計画的に取り組んでいる。また、
平成26年の広島市での土砂災害を受け、平成27年度から土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定に必要な基礎調査費を
大幅に増額しており、平成31年度までの全箇所指定完了を目標として、警戒避難体制の整備等によるソフト対策の充実を
図っている。
○治山対策として、平成28年度は鹿角市作沢ノ沢ほか75箇所において保安林や保安施設を整備したほか、能代市西山下ほ
か9箇所で海岸防災林の整備を実施しており、荒廃山地の復旧や海岸における強風等からの被害の未然防止が図られてい
る。今後も、森林の公益的機能を高度に発揮させるため、新たな保安林指定を進めながら総合的な整備を図るとともに、
減災対策として、地域住民に対し山地災害危険地区の周知を図っていく。
○平成26年に国から新たな津波断層モデルによる最大津波高が示されたため、県では平成27年度に浸水想定の見直しを
行っている。これを踏まえ、臨港地区における避難計画も今後見直しを行う予定としている。
○大規模災害発生時の避難・救助、物資の供給、諸施設の復旧を円滑に実施するため、緊急輸送道路上に位置する橋梁を
優先し耐震化に取り組んでいる。
○農地等の防災・減災対策として、ため池の決壊等による災害防止のため、平成28年度には大館市沢口地区ほか15地区に
おいて堤体の補強工事等を実施するとともに、災害による被害の低減を図るため、防災重点ため池105箇所においてハザー
ドマップを作成している。

○国直轄ダム（成瀬・鳥海）の整備促進に向け、官民挙げた要望活動など継続的に国への働きかけを行っている。成瀬ダ
ムについては、付替道路などの関連工事を実施しており、鳥海ダムについては、平成27年度に建設段階への移行が決定
し、調査や測量、設計等を進めている。
○老朽化した県管理ダムの設備を最適化し、継続的な洪水調節効果の発現により防災力の確保を図るため、えん堤改良や
ダム施設改良、長寿命化計画策定に向けた調査等を行っている。

○災害応急対策活動を円滑に実施する上で重要となる、緊急輸送道路上に位置する橋梁を優先し耐震補強を進めている。
○物流拠点である港湾の機能確保のため、臨港道路のうち緊急輸送道路に係る橋梁の耐震化及び秋田港寺内地区における
耐震強化岸壁については整備済みであり、現在は秋田港飯島地区の耐震強化岸壁の整備を進めている。

○社会資本（インフラ）については、従来の対症療法型から予防保全型修繕への転換を図り、効率的かつ効果的な維持管
理を行うため、関係省庁の指針等に基づき施設ごとに長寿命化計画の策定に取り組んでおり、これまでに橋梁、公園、下
水道、港湾、空港、県営住宅について計画を策定した。今後は、河川管理施設等の計画策定へ向けた調査を進めるととも
に、策定済み計画の見直しについても適宜行っていく。
○各施設については、長寿命化計画を「あきた公共施設等総合管理計画」との整合性を図ることで、その個別施設計画と
して位置付け、適切な修繕等を実施していく予定である。
○橋梁やトンネル等の大型構造物については、平成26年に「道路法施行規則の一部を改正する省令」等が施行され、これ
に基づき、近接目視により５年に１回の頻度で定期点検を実施している。

○橋梁の耐震化については、緊急輸送道路上に位置する橋長15m以上の589橋のうち、平成28年度まで469橋の対策を完了し
ている。
○秋田県耐震改修促進計画に基づき、県有特定建築物の耐震化を推進しているほか、耐震改修促進法により耐震診断が義
務付けされた民間大規模建築物についても、耐震化の促進に向けた支援を行っている。平成27年度末現在、学校を除く県
有特定建築物の耐震化率は99.5％となっており、県立学校は、統合・改築計画のあるものを除き、平成24年度中に耐震化
が完了している。
○市町村の耐震改修促進計画の策定支援や、国交付金の活用による市町村有特定建築物の耐震化を支援している。



３　評価

４　課題と今後の対応方針

①　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）

②　今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

５　政策評価委員会の意見

※総合評価の判定基準 
 
　　　 「Ａ」 ： 目標を達成　  「Ｂ」 ： 目標を８割以上達成 　 「Ｃ」 ： 目標達成が６割以上８割未満    「Ｄ」 ： 目標達成が６割未満

○近年頻発する局地的な豪雨や地震によるため池の決壊事例が発生しており、ため池の更なる防災・減災対策が課題と
なっている。

○また、山地災害については、事前防災の観点からのハード整備に加え、地域住民の防災意識の高揚や危険地区の周知と
いったソフト対策が重要となっている。

○様々な産業における担い手不足が懸念される中、社会資本の整備や災害対応などを担い、県民生活の安全・安心を支え
る建設産業についても担い手不足が深刻化しており、今後、若手の入職・定着の促進や女性の更なる活躍の促進などの取
組が不可欠となっている。

○ため池の一斉点検結果を踏まえ、防災重点ため池についてはハザードマップ作成等のソフト対策を行うとともに、豪雨
や地震対策が必要なため池については詳細調査を行い、必要に応じ補修・補強等のハード対策を実施する。

○重要な保全対象を有する山地災害危険地区については、計画的・効率的な治山施設の整備を進めるとともに、把握され
た危険地区については、警戒避難態勢に活用できるよう市町村への情報提供を行うなど積極的な周知を行う。

○建設産業の担い手の確保・育成に係る中核的な組織を整備し、産学官が連携して建設産業に係る広報・マッチング、女
性活躍推進、人材育成等に取り組んでいく。

総合評価 Ｂ

評価理由

○代表指標である橋梁の老朽化対策（長寿命化の推進）については、国の重点施策にも位置付けられてお
り、緊急輸送道路の確保など、安全で災害に強い県土づくりに重要な役割を果たすものである。達成率が低
迷している主な理由としては、10年程前の点検・診断結果により修繕計画を策定しているため、補修時点で
劣化や損傷が進行している場合や、資材・人件費等の高騰などにより１橋当たりの工事費が掛かり増しに
なっていることが挙げられる。

○橋梁を含む道路施設点検については、平成26年度の道路法改正により５年に１度実施するよう義務付けら
れたほか、点検手法及び診断区分が細分化され、その後の措置（補修等）についても新たな方針が示された
ため、今後、橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行う予定である。現在、重点的に取り組んでいる長大橋の補
修・耐震化については、各部材（橋台、橋脚、橋桁、高欄、落橋防止装置等）ごとに段階的に工事を進めて
おり、全ての工事が完了しなくても、それぞれの機能確保・改善が図られることにより、評価上現れていな
い効果についても、現実的には発揮されているものと考えられる。

○橋梁等社会資本（インフラ）の老朽化対策については、これまで、施設ごとの長寿命化計画に基づく適切
な修繕や、計画策定に向けた点検・調査等を進めているところである。なお、各施設ごとの長寿命化計画に
ついては、平成27年度に策定された「あきた公共施設等総合管理計画」との整合性を図り、個別施設計画と
して位置付けることとしており、平成31年度までに全てのインフラ施設の計画策定作業を終える予定であ
る。

○関連指標については、河川整備率が目標を上回っており、達成できなかった他の指標についても、優先度
の高いため池整備の計画的な事業採択及び実施により想定被害面積の解消が進むなど、概ね計画どおりに進
捗している。また、施策の推進状況として、国の床上浸水対策特別緊急事業を活用して三種川の河川整備に
重点的に取り組んでいるほか、土砂災害対策の強化などを図っており、県土の保全に向けて施策が着実に進
んでいる。

○以上の理由から、本施策の総合評価は「Ｂ」とする。


