
（様式２）

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

達成率

目標

実績

達成率

※①について、Ｈ２８以降は出力20kW未満の風車の分（Ｈ２７までの累計155kW）を含めないこととする。

（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）

　人口減少が進む中、安定的に県内産業が発展するためには、産業構造の転換、産業基盤の強化を図る必要があ
る。そのため、これまで全国に先駆けて取り組んできた新エネルギー関連産業及び環境・リサイクル産業の更な
る振興を図り、これら産業の市場の拡大を本県産業全体の成長につなげるとともに、新たな雇用の創出を促進す
る。
　新エネルギー関連産業については、再生可能エネルギーの更なる導入拡大に加え、施設のメンテナンスや部品
供給など、関連産業の育成を図る。また、地熱発電やシェールオイル、メタンハイドレートといった新たな地下
資源の開発を促進する。
　環境・リサイクル産業については、廃プラスチック等の未利用資源のリサイクルを促進し環境調和型産業の集
積を図るとともに、レアメタル精製など本県特有の鉱山技術を活用した金属リサイクル事業等を進め、新たなリ
サイクル産業の創出を図っていく。

●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

産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略

「新エネルギー立県秋田」の創造と環境・リサイクル産業の拠点化

1

① 123.6%

出典：資源エネルギー産業課調べ 単位：kW

(累積 138,464) (260,000) (320,000) (380,000) (440,000)

9,950 60,000 60,000 60,000 60,000

風力発電設備導入量

目標

H24 実績
(152,320) (208,590) (281,113) (355,111)

13,856 56,270 72,523 74,153

93.8% 120.9% 123.6%

②

環境・リサイクル関連対象企業の製造品出
荷額等

118 151 167 183 199

出典：資源エネルギー産業課調べ 単位：億円 115.2% 88.0% 108.7%

○風力発電設備導入量については、目標値を約２４％上回るとともに、単年度では平成２８年度まで３年連続で
全国１位（累積では全国２位）（全国データは日本風力発電協会調べ）となり、本県は急速な導入拡大期が継続
している。
　県が事業者公募を実施した県有保安林及び港湾区域内における風力発電事業の着実な事業化を図ること等によ
り、今後も導入量の拡大が見込まれる。

○環境・リサイクル関連対象企業の製造品出荷額等については、７社に対し工場の新増設と雇用等を支援した結
果、平成２８年度は大幅に増加した。

108.7%H24 145 174 147 199
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（３）関連指標の状況

実績

達成率

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）
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②

環境・リサイクル関連対象企業の施設整備
に対する支援件数

目標

140.0%H24 実績
(69) (73) (76) (83)

出典：資源エネルギー産業課調べ 単位：件 80.0% 60.0% 140.0%

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

270.3%
単位：kW

20,000
(累積 7,614) (40,000) (60,000) (80,000) (100,000)

0 20,000 20,000 20,000

①

県内事業者が参画する風力発電設備導入
量

出典：資源エネルギー産業課調べ 181.4% 87.3% 270.3%

H24 9,196 36,280 17,463 54,065

目標

5
(累積 65) (75) (80) (85) (90)
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④

③

⑥

⑤

○県内事業者が参画する風力発電設備導入量については、平成28年度の導入量のうち７割以上が県内事業者の参
画する案件となっており、目標を大幅に上回った。

○環境・リサイクル関連対象企業の施設整備に対する支援件数については、支援施策説明会での支援施策の周知
等に努めた結果、目標を２件上回った。

⑦



（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 新エネルギー関連産業の創出・育成

② 環境・リサイクル産業の拠点化

取組①：再生可能エネルギーの導入拡大
○施策目標達成のため、以下の取組を行った。
・公募により事業者を選定した県有地、県有保安林及び秋田港・能代港港湾区域内における風力発電事業について、事業
化が着実に進むよう支援を行った。
・農業水利施設を活用した小水力発電の導入を促進するため、可能性調査を４か所で、事業化調査を１か所で行ったほ
か、施設整備に向けた実施設計を２か所で行った。
・小水力発電等の導入に向けた普及啓発、会員相互の情報共有を図るため、県、市町村、県土地連、土地改良区等４６団
体を構成員とする「秋田県農業水利施設活用小水力等発電推進協議会」が主体となり、技術力向上に係る研修会等を開催
した。
・早口発電所の大規模改良を継続するとともに、新たに小和瀬発電所の大規模改良に向けた実施設計を行うこととした。
また、成瀬発電所を始めとする新規水力発電所の開発を進めている。
○そうした取組の成果として、県内において多様な再生可能エネルギーの導入拡大が進んでいる。

取組②：新エネルギー関連産業の創出・育成
○施策目標達成のため、以下の取組を行った。
・風力発電やメガソーラー事業に関する県内事業者の取組を支援するため、事業計画等を指導する専門アドバイザーの派
遣、風力発電のための風況調査への助成、メンテナンス技術者養成への助成等を実施した。
・県内の企業等が連携し、洋上風力発電関連産業の振興に向け設立した「あきた洋上風力発電関連産業フォーラム」の会
員を対象としたビジネスセミナーを開催した。
・風力発電設備の部品保管機能や、人材育成に向けた研修施設を有し、メンテナンスの拠点として期待される事業者を誘
致企業として認定し設備投資等への助成を実施した。
○そうした取組の成果として、風力発電や太陽光発電への県内事業者の進出事例が増加するとともに、風力発電のメンテ
ナンス業務への参入など県内企業の積極的な取組が見られるようになった。

取組③：新たな地下資源開発の促進
○施策目標達成のため、以下の取組を行った。
・湯沢市の２地域（小安、木地山・下の岱）における国立・国定公園内での地熱開発に関する合意形成に向けた取組を支
援するため、地熱資源活用協議会にオブザーバーとして参加した。
・新たな地下資源開発に対する一般県民の理解の醸成を図ることを目的に、シェールオイル・メタンハイドレート開発の
現状や今後の展望等について、産学官連携による講演会を開催した。
・地熱資源の開発や利活用に対する知見を深めながら、地域における地熱エネルギー活用による振興策を検討するととも
に、その結果を広く周知するため、関係団体や自治体、大学によるコンソーシアムを設立し、検討会議やシンポジウム等
を開催した。
○そうした取組の成果として、湯沢市の２地域における地熱開発について、それぞれの「地熱資源活用協議会」での地元
合意を踏まえ、調査井の掘削調査が実施されている。また、シェールオイル開発については、由利本荘市では商業生産が
行われ、男鹿市では実証試験が完了し試験生産が継続されている。

取組①：環境調和型産業の集積促進
○施策目標達成のため、以下の取組を行った。
・廃棄物の発生抑制・再利用・再生利用等の環境・リサイクル事業に取り組む県内企業７社の施設整備に対し支援した。
・石炭火力発電所等から発生する石炭灰の有効利用を促進するため、コンクリート製品製造事業者を対象としたセミナー
等を開催した。
・環境調和型産業の集積を進めるため、第２期秋田エコタウンプランを策定した。
○そうした取組の成果として、新たな設備投資、雇用の創出などが図られた。

取組②：レアメタル等金属リサイクルの推進
○施策目標達成のため、以下の取組を行った。
　レアメタル等の金属を含む廃家電や産業機器のリサイクルを推進するため、県内における不燃系一般廃棄物の処理状況
の調査を行うなど、金属資源リサイクル等を推進し、環境リサイクル産業の振興を図った。
○そうした取組の成果として、県内すべての市町村が小型家電リサイクル制度に参加するなど、家電等金属系使用済製品
リサイクルの取組が全県に浸透した。



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

　風力発電設備導入量の順調な拡大を踏まえ、建設工事、メンテナンスに加え、建設用部材や発電設備用部品の供給な
ど、関連産業の振興に一層注力するとともに、風力以外の再生可能エネルギーの導入拡大にも取り組む必要がある。
　また、環境・リサイクル産業の拠点化を図るためには、石炭灰のほか、今後大量に発生することが予想される廃太陽光
パネルなど、未利用資源のリサイクルを図ることと併せ、事業者のニーズを把握し、新たな事業化の取組に対する支援を
強化する必要がある。

　新エネルギー産業については、平成２７年度に策定した「第２期秋田県新エネルギー産業戦略」に基づき、陸上風力発
電におけるメンテナンスへの参入支援や、部品供給・製造を目指した大手事業者とのマッチング支援のほか、洋上風力発
電の着実な事業化に向けた支援とともに、関連産業における県内事業者の育成等に向けた施策の充実を図る。また、地熱
やバイオマスなどの再生可能エネルギーの導入拡大に取り組んでいく。
　環境・リサイクル産業については、新たな事業の創出や既存事業の拡大に向けて、事業者に対する立地助成制度や事業
化可能性調査を継続的に行っていく。また、石炭灰などの未利用資源や、太陽光発電設備など今後廃棄量の増加が見込ま
れる製品について、リサイクルシステムの構築と事業化の促進に向け、「レアメタル等リサイクル資源特区」の優遇制度
も活用しながら、事業化可能性調査等に取り組んでいく。

自己評価の「Ａ」をもって妥当とする。

評価理由

　平成２４年７月の固定価格買取制度の施行以降、県内においても、再生可能エネルギーの導入に向けた動
きが活発化しており、特に風力発電については、今後２年程度で平成２６年度末（約２１万kW）の２倍以上
（約４５万kW）に増えることが見込まれている。その後についても、更なる導入拡大に向け、公募で選定し
た民間事業者により、県有保安林や秋田港・能代港における事業化が進められているほか、候補海域として
設定した一般海域において、複数の事業者により、洋上風力発電の導入に向けた調査が行われている状況で
ある。
　また、導入拡大に伴い、メンテナンスを始めとする関連業務への参入や事業拡大を目指す県内企業が見ら
れるようになっている。
　そのほか、産学官のコンソーシアムにおいて、地熱エネルギーの多面的利用による地域振興に向けた取組
について検討を進めているほか、民間事業者においては、平成３１年の運転開始に向け、湯沢市の山葵沢地
熱発電所の建設工事が行われているのに加え、中小水力等の導入拡大に向けた取組も順調に進められてい
る。
　環境・リサイクル産業については、企業の設備投資が順調に推移したことから、代表指標の実績値が目標
値を上回った。小型家電のリサイクルについても、全市町村が小型家電の回収に取り組むなど、環境・リサ
イクル産業の拠点化に向けた条件の整備が進んだ。
　以上の理由から、本施策の総合評価は「Ａ」とする。

総合評価 Ａ


