
（様式２）

施策評価（平成27年度） 施策評価調書

政策コード 1 政策名 産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略

施策コード 3 施策名

幹事部局 産業労働部 担当課 資源エネルギー産業課

１次評価（産業労働部長） 平成27年7月31日 ２次評価（企画振興部長） 平成27年8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

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）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）

○風力発電設備導入量については、目標値をやや下回っているが、平成26年度の導入量は全国1位（累
積では全国4位）（全国データは日本風力発電協会調べ）であり、本県は急速な導入拡大期を迎えてい
る。
　県が事業者公募を実施した県有地、県有保安林及び港湾区域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、レアメタルを含む金属のリサイクルが
好調に推移したことから、昨年度比で20％増となり、目標値を15％上回った。現在も新たな設備投資が
行われており、今年度以降も順調に出荷額等を伸ばすことが予想される。

115.2% A
単位：億円 115.2%出典：資源エネルギー産業課調べ

②

環境・リサイクル関連対象企業の製造品出
荷額等
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183
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出典：資源エネルギー産業課調べ

●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：kW 93.8%

① 93.8% B

9,950 60,000

「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

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

風力発電設備導入量
H24 実績

(208,590)

60,000 60,000

56,270

　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、県内に立地する電力多消費型企業における電力の安
定確保に向けた支援を行うとともに、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。
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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）

0

36,280

単位：kW 181.4%

⑦

○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26年度の導入量のうち6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、単年度も累積件数も目標を
下回り、今年度も目標を下回る見通しである。しかしながら、これまでの試験研究支援や平成26年度に
創設したがんばる中小企業応援事業で認定した設備投資案件が平成28年度以降に事業を開始することか
ら、今後は目標に沿った伸びが期待される。

⑥

⑤

④

③

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

5 5 5

(73)

出典：資源エネルギー産業課調べ 単位：件 80.0%

(累積 65)
目標

(75) (80)
5

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

直近の
達成率

実績 80.0%

目標
(40,000) (60,000) (80,000) (100,000)

(85) (90)

20,000 20,000 20,000 20,000

備考

181.4%
(累積 7,614)

Ｈ２９●施策目標（評価指標）
基準値
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5
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（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

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。
　①秋田港及び能代港の港湾区域内の適地における洋上風力発電事業者を選定するための公募を実施し、平成
　　27年2月に事業者を決定した。
　②県内関係団体等で構成する｢あきた沖合洋上風力発電導入検討委員会｣を開催し、港湾区域外の一般海域に
　　おける候補海域（約351k㎡）を設定するとともに、事業化に至った場合の県内への経済波及効果を算定し
　　た。
　③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、県内30か所で可能性調査を、2か所で実施設
　　計を行い、うち1か所（にかほ市畑野地区）で事業に着手した。
　④平成26年9月、小水力等の発電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47団体を構成員とした「秋田県農業水利施設活用小水力等発電推進協議会」を設立
　　した。
　⑤運転開始から40年を迎え老朽化が著しい早口発電所について、最大出力の増加（300kW）を図るため、平
　　成27年2月に発電設備の全面更新に着手した（平成30年4月発電開始予定）。
　⑥住宅用太陽光発電設備設置に対する助成を行った（平成26年度補助件数：484件、導入量：2,410kW）。
　⑦防災拠点や避難所等において、災害等による停電時に必要最低限の情報通信機器や照明等を稼働するた
　　め、太陽光発電設備（平成26年度導入箇所数：76か所、導入量：872kW）等の設置を進めた。
○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。
　①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、事業者育成のための研修会を3
　　回開催したほか、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、
　　風力発電施設整備のための県制度融資借り入れへの利子補給等を実施した。
　②電力多消費型企業の電力の安定確保等を検討するため、秋田県電力安定確保対策検討会議を3回開催し、
　　企業の現状把握や課題の整理等を行うとともに、共同で自家発電を行う場合を想定し、ＬＮＧ及び石炭火
　　力発電所の可能性調査を実施したほか、その成果及び結果について、事業者への情報提供を行った。
○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
電のメンテナンスに関する県内企業の積極的な取組が見られるようになった。
○電力の安定確保等に向けた取組の成果として、県内で発電事業を検討する動きが複数見られようになったこ
とがあげられる。

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。
　①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。
　②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するとともに、男鹿市の石
　　油鉱場（申川など）やシェールオイル実験プラント等の現地見学会を行った。
○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進められている。
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② 環境・リサイクル産業の拠点化

３　総合評価

（１）施策幹事部長による１次評価

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。
　①「あきた企業立地促進助成事業（環境・エネルギー型、資源素材型）」及び「環境調和型産業集積支援事
　　業」では、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4社に対
　　して助成した。
　②プラスチックやガラスを排出する事業者と原料として活用を検討する事業者を対象に会議を開催し、マッチ
　　ングの後押しを行った。
　③再資源化が進まない石炭灰について、他県のリサイクル事例を調査し、その結果を情報提供した。また、容
　　器包装リサイクル法以外の製品プラスチックについて回収システムの構築に向けた回収実証試験を行った。
○過去のこうした取組が目標達成に寄与したものであり、平成26年度のこうした取組は、今後、新たな環境・リ
サイクル事業の創出や拡大を導くものと期待される。

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。
　①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、他県における先進事例を調査
　　し、その取組状況等について、市町村を対象に会議を開催し情報提供を行った。また、小型家電リサイクル
　　を推進するため、県内のリサイクル事業者と市町村が個別に情報交換する場を設けた。
　②県民へのリサイクル制度の周知や県内の環境・リサイクル産業及びリサイクル製品についてＰＲを行うた
　　め、あきた資源・環境展2014を開催した。
○こうした取組の結果として、平成25年4月に施行された「小型家電リサイクル法」において、法に基づく認定事
業者と契約を締結した市町村数が前年度の10から23に増加し、使用済小型家電の回収量は前年度比で3倍の252.3
トンとなった。

評価結果

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3年間で現状（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、さら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るとと
もに、沖合での洋上風力発電の導入に向けた取組を進めている。
　また、平成27年5月には、湯沢市の山葵沢地熱発電所の建設工事が開始されたほか、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、出荷額等が目標を上回り、支援件数についても概ね目標に
沿った伸びを示している。また、小型家電リサイクル法に基づく取組についても、参画する市町
村が23に増えたほか、残りの市町村も参画に係る検討を進めている。今後の新たな環境・リサイ
クル事業の創出についても、これまでの実証試験等の調査結果が反映され、また現在の支援制度
がインセンティブとなり、近い将来実現されるものと期待される。
　以上のことから、本施策の総合評価は「概ね順調」とする。

概ね順調
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（２）企画振興部長による２次評価

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

評価結果 概ね順調

　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、部品供給など関連産業の振興に一層
注力する必要がある。
　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、廃プラスチックや廃ガラスなど、未
利用資源のリサイクル推進を図ることと併せ、事業者のニーズを把握し、新たな事業化やリサイクル製品の開
発、販路拡大等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年度に策定する「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等の支援を強化するほか、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。
　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は、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進めていく。

評価理由

　新エネルギー産業については、固定価格買取制度の施行以降、県内での再生可能エネルギーの
導入に向けた動きが活発化している。特に風力発電については、評価指標となっている「風力発
電設備導入量」が、ほぼ目標を達成し、今後３年間でも２倍以上の増加が見込まれるなど、急速
な導入拡大期を迎えている。
　さらに、研修会の開催や専門アドバイザーの派遣等による支援の結果、平成２６年度風力発電
設備導入量の６割以上に県内事業者が参画しており、メンテナンスなど関連産業への進出事例も
増加しているほか、企業や経済団体等による洋上風力発電に関するフォーラムが設立されるな
ど、県内事業者の育成も進展している。
　また、環境・リサイクル産業については、施設整備費や研究開発費への支援や石炭灰など未利
用資源のリサイクル事例の調査・情報提供などを行っており、評価指標である「環境・リサイク
ル関連対象企業の製造品出荷額等」も大きく目標を上回っている。
　以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。
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