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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）

「豊かな水と緑あふれる秋田」を将来に継承していくためには、豊かな自然や生態系を保全するほか、環境に配
慮する意識の醸成を図るなど、県民総参加による環境保全対策を推進する必要がある。
　そのため、森林・農地等の保全活動の推進や自然公園施設等の適切な管理を行い、自然環境の保全を図るとと
もに、自然体験学習会や自然観察会等の開催を通じ県民が自然に親しむ機会の充実を図るなど、県民の環境配慮
意識を高めるための取組を進める。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

  政策コード

  施策コード

  幹事部局

  評価者

  担当課

  実施日

  政策名

  施策名

県民総参加による環境保全対策の推進

自然環境と景観の保全

2

①
自然環境学習拠点施設の利用者数（年間）

11,100 11,300 11,600 11,900 12,200

84.6%
出典：月例報告書（指定管理者まとめ）

Ｈ２４ 12,342 12,656 13,321 10,063

単位：団体

単位：人 112.0% 114.8% 84.6%

②
景観行政団体数（累計）

4 5 5 5 6

出典：都市計画課調べによる 100.0% 120.0% 120.0%

①自然環境学習拠点施設の利用者数
  平成28年度は、クマの出没の影響等により利用者が減少し、達成率は約84％であった。
　今後は、クマ対策などの安全管理を徹底し、観察会の実施をはじめ、幼稚園や小学校等の団体利用者や、散策
を目的とした利用者など、今後も幅広い層から安心して利用される施設を目指していく。

②景観行政団体数
　市町村の景観行政団体数は、平成28年度の達成率が120%であり、順調に推移している。
　また、平成29年度を目途に景観行政団体に移行する予定の市町村もあるなど、地域主体の景観形成に取り組む
意識の高まりが見られる。

120.0%Ｈ２４ 4 5 6 6
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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

（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）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６

19,000

95.6%H25 14,988 16,091 20,540 17,020

14,200 15,000 16,600

単位：人 107.3% 123.7% 95.6%

②

水と緑の森づくり推進事業参加者数　（百
人、累計）

725 1,069 1,241 1,413

①

白神山地世界遺産センター（藤里館）の入
館者数（年間）

出典：白神山地世界遺産センター（藤里館）
活動協議会総会資料

出典：「秋田県水と緑の森づくり税事業計
画」（森林整備課）

単位：百人 99.8% 100.6% 103.3%

17,800

1,585

103.3%H24 902 1,067 1,249 1,460

8,504

89.4%H24 4,393 5,296 5,994 6,728

3,614 5,570 6,548

単位：ha 95.1% 91.5% 89.4%

④
保全活動取組面積（年間）

78,885 108,000 110,000 110,000

③

水と緑の森づくり事業森林整備面積　（ha、
累計）

出典：「秋田県水と緑の森づくり税事業計
画」（森林整備課）

出典：「事業実績報告書」（関係市町村） 単位：ha 92.5% 95.5% 96.4%

7,526

110,000

96.4%H24 79,142 99,892 105,027 106,000

⑥

⑤

①白神山地世界遺産センター（藤里館）の入館者数
　岳岱自然観察教育林へのアクセス道路が橋梁工事のため９月中旬まで不通になり、岳岱へ行く人が減少したも
のの、11月に「あきた白神まつり」といったイベントを開催したことなどから目標に対する達成率が95%となっ
た。今後も、平成29年2月に開設した公式ホームページや新聞広告などでの自然体験活動の情報発信強化により、
センターへの来館者数増加に繋げていく。
②水と緑の森づくり推進事業参加者数
　目標を達成しており、順調に推移してきている。
③水と緑の森づくり事業森林整備面積
　目標は未達成だが、整備面積は順調に推移してきている。
　平成24年度に策定した平成25年度からの５箇年計画に沿った事業執行の結果であり、今後も計画に基づき事業
を実施してく。
④保全活動取組面積
　日本型直接支払制度の取組面積が10万６千ｈａとなり、目標に対する達成率が96％と昨年度から１％増加し
た。引き続き、取組面積が伸び悩む地域を中心に、協議会・市町村等と連携し、事務委託の推進、組織の広域化
による体制の強化等、活動組織の支援を強化する。

⑦



（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 自然環境の保全

② 自然と触れ合う多彩な活動の推進

③ 森林・農地等の保全と活用

④ 地域の良好な景観の保全、創造と活用

⑤

○耕作放棄地の発生防止に加え、その多面的機能が持続的に発揮されるよう、日本型直接支払制度（多面的機能支払交付
金及び中山間地域等直接支払交付金）を活用し、農地等地域資源の維持・保全活動等を推進するための支援を行った。
○多面的機能支払交付金では、県内25市町村の1,086地区、95,663haにおいて、農地・農業用水等の資源や農村環境を守る
共同活動が行われ、また、16市町村258地区において、老朽化が進む農業用用排水路や農道等の補修・更新などの施設の長
寿命化が行われた。
○中山間地域等直接支払交付金では、22市町村の生産条件の不利な農用地10,337haにおいて、集落協定（551協定）等に基
づき農業生産活動等の継続と体制整備に向けた取組が行われた。こうした取組の結果、日本型直接支払制度により、1,637
の集落等において106,000haの農地等の維持・保全活動の取組が行われ、耕作放棄地の発生防止や景観作物による農村景観
保全などが図られた。
○一方で、高齢化と構成員の減少により、５か年の活動の継続を懸念し、協定を廃止する組織も生じてきたことから、活
動の継続をどのように支えるかが課題となっており、今後は、組織の強化を図るための広域化や他団体との連携を促進す
るほか、県、市町村及び協議会が連携して組織を支援する体制の充実を図っていく。
○「ふるさと秋田の水と緑」を次世代に引き継ぐため、「秋田県水と緑の森づくり税」を活用し、スギと広葉樹の混交林
化のほか、景観保全への影響や倒木等の危険がある枯れマツ・枯れナラの伐採、生態系に配慮した広葉樹林の再生などを
実施した。また、森林ボランティア団体等による植樹活動や小・中学校の森林環境教育活動に対する支援を行った。こう
した取組の成果として、平成28年度末で森林整備面積が6,728ha、森林ボランティア登録者が11,684人になるなど、年々増
加傾向にある。

○県で認定している景観マネージャーのスキルアップや活動支援を目的に、景観計画策定市町村を含めた意見交換会を北
秋田市で実施するなど、地域主体の景観づくりを促す活動に取り組んでいる。
　また、青森県と秋田県との行政境界の画定に伴う交付金の増額分を原資としている十和田湖景観事業において、景観マ
ネージャーとともに十和田湖西湖畔の湖畔歩きとワークショップを行い、それを基に十和田湖西湖畔樹木マップを作成し
て関係団体に配布するなど、景観マネージャーとともに良好な景観形成に寄与するための景観施策を実施している。
○県内市町村が早期に景観行政団体となるよう働きかけてきており、その取り組みを促進させるため「景観計画策定の手
引き」を作成して各市町村へ配布し、景観行政団体化への支援を今後とも実施することとしている。

○県内における絶滅の危機にある野生動植物の現状を明らかにし、多くの人々の理解を深めるため、県内の自然環境や生
物多様性の保全のための基礎資料である秋田県版レッドデータブックの改訂について、分類群ごとに改訂検討委員会を設
けて検討を行っている。そうした取組の成果として、平成27年度に鳥類、爬虫類、両生類、淡水魚類、陸産貝類について
取りまとめた秋田県版レッドデータブック動物Ⅰを公表した。他の分類群についても引き続き検討を行い、順次改訂版
レッドデータブックを公表することとしている。
○野生鳥獣の適切な保護管理を推進していくために、ツキノワグマとニホンジカ等について、生息調査等を実施した。

○次代を担う子供たちへの環境保全教育を進めるため、白神山地をフィールドに小学生を対象とした自然体験学習を実施
するとともに、体の不自由な方との自然観察会である「ネイチュア・フィーリング」を開催するなど、様々な自然体験活
動に取り組んでいる。また、「環境と文化のむら」や「奥森吉青少年野外活動基地」では、定期的に自然観察会を開催す
るなど、多くの人が自然と触れ合うことができる機会を提供している。
○自然公園利用者の快適性の確保と自然環境の保全を図るため、市町村と連携して、自然公園美化清掃団体の活動に対し
助成を行っている。



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

○日本型直接支払制度を活用した保全活動取組面積は僅かながら増加しているが、少子高齢化や農業就労の減少により、
荒廃農地が増加しつつある。また、活動の参加者は高齢者が多いことから、参加人数が減少するとともに活動時の事故が
増加傾向にある。
　更に、活動記録の作成、会計処理などの事務処理を行う人材の確保が難しくなり活動が停滞してきており、活動の継続
に不安を抱えている地域が増加している。
○観光庁が、２０２０年度を目途に主要な観光地で景観計画を策定するとした内容を盛り込んだ「明日の日本を支える観
光ビジョン」を発布し、県内５市町村が指定されたものの、いずれも景観行政団体となっていないことから、当該５市町
村への働きかけや支援を実施していく必要がある。

○目標とする保全活動取組面積の達成に向けて、市町村への普及啓発活動を継続する。また、地域が直面している課題で
ある事務処理を行う人材の確保のため、活動組織の広域化や事務委託を促進するとともに、事務の担い手の掘り起こし、
地域への人材支援システムの構築､要請に応じた説明会の開催等、活動組織のニーズに即したきめ細かなサポートを実施し
ていく。
○「主要な観光地」に指定された５市町村に対し、個別に訪問して景観行政団体化に取り組むよう働きかけるとともに、
景観計画策定の手引きを基に、景観計画策定に向けた支援を実施する。

評価理由

　代表指標については、「自然環境学習拠点施設の利用者数」の目標に対する達成率が84％となったが、ク
マの出没の影響等により利用者が減少したことによるものであり、一時的なものと考えられる。
　また、「景観行政団体数」は、県内市町村への個別訪問などにより、景観行政団体となった市町村が目標
を上回ったことから、順調に推移している。
　施策の推進状況については、関連指標の一つである「白神山地世界遺産センター（藤里館）の入館者数」
が、アクセス道路の工事に伴う影響を受けたものの、「あきた白神まつり」の開催などにより目標に対する
達成率が95％となった。アクセス道路の工事は一時的なものであり、目標に対して順調に推移してきている
と考えている。
 「水と緑の森づくり事業森林整備面積」は、目標に対する達成率が89%となったが、事業実施面積は着実に
推移してきている。この目標については、平成24年度に策定した平成25年度からの５箇年計画に沿った事業
執行の結果であり、平成29年度は平成28年度未達成分を補いながら事業を実施していく計画である。
　「保全活動取組面積」は、目標に対する達成率が96％と昨年度から１％増加しており、目標に対してほぼ
順調に推移してきていると考えている。
　以上の理由から、本施策の総合評価は「Ｂ」とする。

総合評価 Ｂ


