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施策評価（令和元年度） 施策評価調書

１　施策のねらい（施策の目的）

２　施策の状況

２－１　代表指標の状況と分析

・

・

・

・

　※　指標の判定基準

　　「ａ」　：　達成率≧100％　 　「ｂ」　：　100％＞達成率≧90％　　　「ｃ」　：　90％＞達成率≧80％　　

　　「ｄ」　：　80％＞達成率　又は　現状値＞実績値（前年度より改善）　　「ｅ」　：　現状値＞実績値（前年度より悪化）

　　「n」　：　実績値が未判明

基本政策３　安全・安心な生活環境の確保

施策（３）　安らげる生活基盤の整備

 幹事部局名 建設部  担当課名 建設政策課

 評価者 建設部長  評価確定日 令和元年8月23日

施策の方向性②

目標 87.1 87.8 88.4 88.9

実績 86.1 86.7 R1.8月判明予定

達成率 －

出典：県下水道課「秋田の下水道（資料
編）」

指標の判定 n

全国 　25位 24位

東北 　3位 3位

平成30年度の実績値は未判明だが、29年度の普及率（※）は86.7％で30年度目標値の99.5％の水準
に達している。

平成29年度における本県の普及率は、全国平均値90.9％に比べ低い状況（全国24位）であり、未だ
13万人以上の未普及人口が存在していることから、より一層効率的な汚水処理施設整備を促進する
ため整備区域を見直すなどの取組を進めており、事業の実施状況を踏まえると、30年度の実績値は
さらに上昇していると考えられる。
　（※普及率＝処理可能区域内人口／住民基本台帳総人口×100）

施策の方向性③

目標 87.5 87.5 88.0 88.0

実績 87.1 84.0 86.1

達成率 98.4%

出典：県都市計画課調べ 指標の判定 d

全国 － － －

東北 － － －

平成30年度の実績は、前年度を上回ったものの目標値には到達していない。

「良く整備されている」など満足の声は多いものの、例えば、菖蒲園を昔のようにすばらしい景観
にしてほしい（小泉潟公園）といった意見があるなど、利用者からの要望は多岐にわたっている。
また、改築・更新時期を迎えている施設について、更新に複数年を要する施設もあり、利用者の不
便を最小にしながら整備を行っているが、早期完成を望む声も寄せられている。

　日々の暮らしに密接な道路環境の整備や下水道の普及を推進するほか、良好な居住環境づくりへの支援や潤いのある
空間の創出などにより、県民が四季を通じてゆとりや豊かさを実感でき、快適で安らげる生活基盤の整備を進めます。

代表指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

下水道等の汚水処理人口普及率（％）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 R1.8月判明予定

代表指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

県立都市公園の平均満足度（％）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等
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２－２　成果指標・業績指標の状況と分析

・

・

・

・

２－３　施策の取組状況とその成果（施策の方向性ごとに記載）

　①　安全で利便性の高い道路環境の整備【道路課】

・

・

・

施策の方向性⑤

目標 6 7 8 10 

実績 6 6 6 

出典：県都市計画課調べ 達成率 100.0%

全国 － 38位 39位

東北 － 1位 2位

景観行政団体数は、同数で推移しているが、今後、３市（鹿角市、大仙市、にかほ市）が景観行政
団体への移行を予定している。にかほ市においては、良好な景観形成に関する基本方針や規制につ
いて定める景観計画の策定に向け、景観計画策定委員会を設立し検討している状況である。

施策の方向性①

目標 67.0 67.2 67.5 67.7

実績 66.6 66.8 67.0

出典：県道路課調べ 達成率 100.0%

全国 － － －

東北 － － －

歩道整備については、効率的な事業推進に取り組んでおり、平成30年度は県道角館六郷線（千屋第
一工区）等で整備が完了し、目標を達成している（整備延長632.7km<＋2.7km>）。

施策の方向性②

目標 236 233 230 219

実績 242 238 235

出典：県下水道課調べ 達成率 100.4%

全国 － － －

東北 － － －

平成30年度末における秋田県内で稼働中の処理場は235箇所（流域下水道５箇所、単独公共下水道
33箇所、農業集落排水176箇所、漁・林業集落排水他21箇所）となっている。既存施設の集約・再
編を進めた結果、前年度から３箇所減（農業集落排水：三種町（釜谷地区）、由利本荘市（土倉地
区、北内越第２地区））となり、目標を達成している。

施策の方向性④

目標 500 500 500 500

実績 264 250 590

出典：県建築住宅課調べ 達成率 118.0%

全国 － － －

東北 － － －

平成30年度から住宅リフォーム推進事業における子育て世帯(持ち家型)の対象を、子供３人以上か
ら２人以上世帯に拡充したことにより、支援戸数が340戸増(236％増)となり、目標を達成してい
る。

指標 成果②

高齢化社会の進展を踏まえながら、歩道等の交通安全施設の整備、事故が多発する交差点や急カーブの解消等を計
画的に進めている。

冬期間の円滑な交通を確保するため、市町村と連携した除雪効率化モデル事業の実施などにより、効率的な除雪体
制の構築に取り組んでいる。

視認性が良く、分かりやすい統一された案内標識を整備するなど、安全で利便性の高い道路環境づくりに努めてい
る。

成果・業績指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

景観行政団体数（市町村）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

成果・業績指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

通学路指定路線における歩道整備率（％）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

成果・業績指標③ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

生活排水処理場数（箇所）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

成果・業績指標④ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

子育て世帯の住宅リフォーム支援戸数
（戸）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

2 / 4 ページ



　②　下水道等の普及整備【下水道課】

・

・

・

　③　安らぎと潤いのある空間の創出【都市計画課、河川砂防課】

・

・

　④　良好な居住環境の確保【建築住宅課】

・

・

　⑤　良好な景観の保全と活用【都市計画課】

・

３　総合評価結果と評価理由

●定量的評価：代表指標の達成状況から判定する。

　 「A 」：代表指標が全て「ａ」、「B 」：代表指標に「ｂ」があり、「ｃ」以下がない、「C 」：代表指標に「ｃ」があり、「ｄ」以下がない

　 「D 」：代表指標に「ｄ」、「ｅ」を含む。ただし、「Ｅ 」、「Ｎ 」に該当するものを除く、「E 」：代表指標が全て「ｅ」、「Ｎ 」：代表指標に「ｎ」を含む

●定性的評価：成果指標・業績指標の達成状況を踏まえた上で、施策の取組状況とその成果、外的要因等から判定する。

■ 総合評価：定量的評価を踏まえた上で、定性的評価を考慮して、総合的な観点から「A」、「B」、「C」、「D」、「E」の５段階に判定する。

指標 代表①、成果③

「人口減少を考慮した未整備地区の整備手法の見直しと早期生活排水処理施設の慨成」、「持続可能な事業運営を
考慮した施設の効率的な改築・更新及び運営管理」の二つの観点から平成29年３月に策定した「秋田県生活排水処
理整備構想（第４期構想）」に基づき、生活排水処理施設の整備や既存施設の集約・再編を進めている。

「秋田県生活排水処理事業連絡協議会」において、上記構想で定める評価指標が目標を達成しているかどうかをＰ
ＤＣＡの仕組みに基づき、事業の計画・進め方について検証し、未普及地域の早期解消に向けフォローアップを実
施した。

広域化・共同化の取組として、処理場の集約・再編について市町村と事業スケジュールの調整を行い連携を図って
いるほか、汚泥の集約処理・資源化について県北地区で整備が進められている。また、広域化・共同化計画を進め
るため県内を６ブロックに分割したうえで中央ブロックをモデル地区に抽出し、ワークショップ等を行うなど、国
土交通省と共同でモデル計画を策定中である。

指標 代表②

県民に「やすらぎ」や「いこい」を提供する余暇活動の場を充実させるため、県内３箇所にある県立都市公園にお
いて老朽化施設の改築・更新を行った。

県内の17市町村が所管する都市公園について、老朽化施設の改築・更新や維持管理を適切に行っていくための取組
に対する支援を行った。

指標 成果④

耐震化やバリアフリー化、省エネ化などの居住環境が向上するリフォームへの支援を行うことで、既存住宅ストッ
クの質の向上を図った（住宅リフォーム推進事業：安全安心型2,401件)。

子どもと暮らしやすい居住環境を確保するため、住宅リフォーム推進事業の子育て世帯(持ち家型)の補助対象を子
供３人以上から２人以上の世帯に拡充し、子育て世帯のリフォーム・増改築工事を支援した（子育て世帯(持ち家
型)496件<＋340件>、子育て世帯(空き家購入型)94件<±0件>、計590件<＋340件>）。

指標 成果①

市町村の「景観行政団体への移行」及び「景観計画策定」に向けた支援として、景観行政団体移行協議フローや景
観計画の記載内容等をまとめた「景観計画策定の手引き」を作成し、公表している。

総合評価 評価理由

Ｃ

●

●

●

●

■

代表指標の達成状況については、①「下水道等の汚水処理人口普及率（％）」は「ｎ：未判
明」、②「県立都市公園の平均満足度（％）」は「ｄ」判定であり、定量的評価は「Ｎ」。

代表指標①に関しては、平成30年度の実績値は未判明だが、29年度の実績値は30年度目標値の
99.5％の水準に達しており、事業の実施状況を踏まえると、30年度の実績値はさらに上昇して
いると考えられる。

人口減少下においても持続的かつ効率的な生活排水処理を実現するため、市町村等との協働に
より、県北地区における生活排水処理から発生する汚泥の広域共同処理事業のほか、「県流域
下水道」と「秋田市単独公共下水道」の統合事業などを進めており、成果・業績指標③「生活
排水処理場数」は目標を達成している。本県の持続可能な下水道事業を目指す取組は、「秋田
モデル」として全国的にも評価されている。

子育て世帯の住宅リフォーム支援について、子育て世帯(持ち家型)の補助対象を子供３人以上
から２人以上の世帯に拡充した結果、支援実績が前年度から340件増の496件となり、子どもと
暮らしやすい居住環境づくりに大きく寄与している。

代表指標の達成状況や施策の取組状況とその成果など総合的な観点から評価した結果、総合評
価は「Ｃ」とする。
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５　課題と今後の対応方針

① ○ ○

② ○

○

○

○

③ ○ ○

④ ○ ○

⑤ ○ ○

６　政策評価委員会の意見

道路環境については、消融雪施設の老朽化対策
や、関係機関と連携した効率的な交通安全施設等
の設置を望む声がある。

消融雪施設の老朽化対策や、交通安全施設等の設置に
ついては、道路利用者の安全確保を最優先とし、効率
的な整備を推進していく。

未普及人口の約７割を占めている浄化槽は人口密
度の低い区域に計画されており、その普及率は
46.7%にとどまっている。

既存の生活排水処理施設の老朽化が進んでおり、
業務に精通している技術職員も減少している。

個別処理区域における合併処理浄化槽の設置促進のた
め、広報・啓発活動や財政支援等により個人負担の軽
減に努めていく。

処理場の集約・再編を計画的に行うとともに、ストッ
クマネジメント計画に基づき改築・更新を行ってい
く。技術職員の減少に関しては、PPP手法を活用した
整備や市町村職員による勉強会を実施するほか、維持
管理・事務処理の共同化に向けた検討を進めていく。

県立都市公園の大規模施設が改築・更新時期を迎
えており、順次整備を進めているが、更新に複数
年を要する施設もあることから、利用者からは早
期完成を望む声も寄せられている。

公園利用者の要望の把握に努めるとともに、予算の平
準化を図りつつ、利用者への不便を最小にしながら施
設の改築・更新を進めていく。

平成30年度より、「住宅リフォーム推進事業：安
全安心型」の補助対象をバリアフリー化等５つの
政策目的に対応する工事に絞り込んだが、添付書
類や対象となる工事の範囲が分かりにくいとの声
があった。

居住環境向上のたのリフォーム需要は高く、今後も継
続的に支援を行う必要がある。今後は事業説明会を県
内各地で開催するとともに、引き続き電話や窓口での
相談に対し、きめ細かに説明を行っていく。

観光庁では、2020年度を目途に、主要な観光地で
景観計画を策定することを目指すとした「明日の
日本を支える観光ビジョン」（平成28年３月）を
発布し、県内では７市町が認定されているが、そ
のうち景観計画を策定した市町は、２市にとど
まっている。

主要な観光地に認定された市町を中心に、景観行政団
体等に関する制度の周知に努めるとともに、景観行政
団体への移行及び景観計画の策定に向けた支援を行っ
ていく。

施策の
方向性

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）

今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）
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