
1-1-1 公共施設の整備 庁舎建設事業 新庁舎建設室

北部墓地整備事業 生活総務課

中央市民サービスセンター(仮称）整備事業 市民協働・地域分権推進課

南部市民サービスセンター整備事業 市民協働・地域分権推進課

東部市民サービスセンター(仮称）整備事業 市民協働・地域分権推進課

史跡秋田城跡歴史資料館整備事業 秋田城跡調査事務所

1-1-2　買い物弱者支援 買い物弱者支援ビジネスモデル構築事業 商工労働課

1-1-3　安心して利用できるサービス 商店街振興事業 商工労働課

1-2-1　公園の整備 都市公園バリアフリー化事業 公園課

公園遊具施設長寿命化等整備事業 公園課

千秋公園整備事業 公園課

緑のまちづくり活動支援基金関係経費 公園課

吸収源対策公園緑地事業 公園課

1-2-2　ごみ減量･資源リサイクルの推進 粗大ごみ戸別収集事業 環境都市推進課

ごみ減量対策事業（家庭系ごみ減量・分別啓発活動） 環境都市推進課

生ごみ減量促進事業 環境都市推進課

ごみ集積所設置費補助事業 環境都市推進課

1-2-3　自然環境の保全 地球温暖化対策推進経費 環境総務課

自然環境保全・環境学習推進経費 環境総務課

1-3-1　犯罪防止対策 防犯活動推進経費 生活総務課

まちあかり・ふれあい推進事業 生活総務課

1-4-1　車道､歩道の整備 電線共同溝整備事業 道路建設課

人にやさしい歩道づくり事業 道路建設課

1-5-1 冬期の安心･安全確保 高齢者軽度生活援助事業 長寿福祉課

除排雪関係経費 道路維持課

歩道消融雪設備整備事業（雪みち計画） 道路維持課

融雪施設改良事業 道路維持課

防雪柵等整備事業 道路維持課

冬みち安全安心対策除雪強化事業 道路維持課

1-5-2 除排雪道路のネットワーク化 【再掲】歩道消融雪設備整備事業（雪みち計画） 道路維持課

除排雪関連情報の収集 道路維持課

1-6-1　交通安全対策 自動車免許取得、自動車改造助成事業 障がい福祉課

交通安全対策経費 交通政策課

1-6-2　道路交通環境の整備 放置自転車対策経費 交通政策課

1-6-3　市民の交通安全意識の高揚 【再掲】交通安全対策経費 交通政策課

2-1-1 バス利用環境の整備 高齢者コインバス事業 長寿福祉課

バス交通総合改善事業 交通政策課

地方バス路線維持対策経費 交通政策課

中心市街地循環バス運行事業 交通政策課

2-1-2 バス運行システムの整備 【再掲】バス交通総合改善事業 交通政策課

【再掲】地方バス路線維持対策経費 交通政策課

A(達成済み）

2-1-3　鉄道の利便性の向上 泉・外旭川新駅(仮称）整備効果等調査経費 交通政策課

2-1-4　交通情報提供の充実 バス案内サービスの充実 交通政策課

2-2-1　高齢者の安全な移動環境の整備 障がい者交通費補助事業 障がい福祉課

移動支援事業 障がい福祉課

秋田市バリアフリー協議会経費 都市計画課

【基本施策】 【個別施策】

B（著しく遅れている又
は達成困難）

－

第２回秋田市エイジフレンドリーシティ行動計画推進委員会
平成２６年１１月２５日

資料２

行動計画施策体系図（基本方針・基本施策・個別施策・事業名)進捗状況色分け

【事業名】

【基本施策】 【個別施策】

【基本方針】

【基本方針】 【事業名】

基本方針１
安心安全で誰もが集える屋外
スペースと建物、施設の整備
を進めます
トピック：屋外スペースと建
物

1-1 誰もが使いやすい施設
の整備とサービス提供

1-4 道路環境の整備

1-6 交通安全の確保

1-5 除排雪対策

1-2 快適な生活環境の形成

1-3 安心安全な地域社会
づくり

基本方針２
交通機関の利便性の向上をはか
ります
トピック：交通機関

2-2 高齢者の日常移動
手段の確保

2-1 公共交通の利用促進
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3-1-1　市営住宅の整備 既設市営住宅建替事業 住宅整備課

住宅管理費 住宅整備課

3-1-2　住宅の住み替え、改修の支援 住宅用太陽光発電普及促進事業 環境総務課

木造住宅耐震改修等事業 建築指導課

住宅リフォーム支援事業 住宅整備課

生活支援ハウス運営事業 長寿福祉課

住生活基本計画推進経費 住宅整備課

3-1-4　住宅のバリアフリー化 住宅改修に関する適正化 介護保険課

【再掲】住生活基本計画推進経費 住宅整備課

3-1-5　住宅相談の充実

【再掲】生活支援ハウス運営事業 長寿福祉課

4-1-1　生涯学習の充実 秋田テルサ管理運営経費 商工労働課

地蔵田遺跡公開活用事業 文化振興室

秋田城跡公開活用事業 秋田城跡調査事務所

市民スポーツ活動振興事業 スポーツ振興課

保健体育振興経費 スポーツ振興課

はずむスポーツ都市推進事業 スポーツ振興課

秋田市社会教育中期計画の策定 生涯学習室

地域社会教育推進経費 生涯学習室

生涯学習・社会教育推進事業 生涯学習室

各図書資料整備経費 中央図書館明徳館

各図書資料整備経費 新屋図書館

各図書資料整備経費 土崎図書館

各図書資料整備経費 明徳館河辺分館

各図書資料整備経費 雄和図書館

各図書館経常事業 中央図書館明徳館

各図書館経常事業 新屋図書館

各図書館経常事業 土崎図書館

各図書館経常事業 明徳館河辺分館

各図書館経常事業 雄和図書館

石井露月顕彰事業 雄和図書館

4-1-2　多様な社会参加の機会の提供 スポーツホームタウン推進事業 企画調整課

平成２６年度国民文化祭関係経費 国民文化祭推進室

広報広聴課管理費 広報広聴課

官民連携秋田駅周辺活性化事業 秋田市民交流プラザ管理室

障がい者社会参加促進事業 障がい福祉課

老人クラブ補助事業 長寿福祉課

健康づくり・生きがいづくり支援事業 長寿福祉課

市民農園整備事業 農業農村振興課

「美術館の街」活性化事業 千秋美術館

美術館企画展開催事業 千秋美術館

赤れんが郷土館企画展開催等事業 赤れんが郷土館

佐竹史料館企画展開催等事業 佐竹史料館

文化会館自主事業 文化会館

4-2-1　世代間交流の促進 地域づくり交付金事業 市民協働・地域分権推進課

民俗芸能伝承館経常事業 民俗芸能伝承館

【基本方針】

【事業名】【個別施策】【基本施策】

3-1-3　高齢者の健康に配慮した
　　　 暮らしやすい住宅の整備

【個別施策】

3-2-1　社会とのつながりを持って
　　　 生活できる住環境

【基本施策】 【事業名】

【基本方針】

基本方針３
高齢者の住環境を整備します
トピック：住居

3-2 高齢者の孤立防止

3-1 高齢者の住環境の
利便性の向上

基本方針４
高齢者の社会参加をはかります
トピック：社会参加

4-1 多様な価値観に対応
した社会参加の場づ
くり

4-2 地域における活動
の支援
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学校における絆づくりの推進 学校教育課

環境教育や福祉教育の充実 学校教育課

家族・地域の絆づくり推進事業 市民協働・地域分権推進課

男女共生推進事業 市民協働・地域分権推進課

エイジフレンドリーシティ構想推進事業 長寿福祉課

いきいき長寿祝い事業 長寿福祉課

敬老会補助事業 長寿福祉課

老人保健福祉月間の実施 長寿福祉課

5-2-1　相談体制の充実 消費生活相談事業 市民相談センター

5-2-2　高齢者の権利擁護 成年後見制度利用支援事業 障がい福祉課

成年後見制度利用支援事業 長寿福祉課

秋田市民交流プラザ市民活動育成・支援事業 秋田市民交流プラザ管理室

ボランティアセンター運営事業 福祉総務課

介護支援ボランティア制度運営経費 長寿福祉課

傾聴ボランティア養成事業 長寿福祉課

放課後子どもプラン推進事業（放課後子ども教室推進事業） 子ども育成課

放課後子どもプラン推進事業（放課後児童健全育成事業） 子ども育成課

ファミリー・サポート・センター運営事業 子ども未来センター

6-2-1　高齢者の就業支援 高年齢者就業機会確保事業費補助金 商工労働課

担い手育成・確保事業 農業農村振興課

6-2-2　キャリア形成支援

6-3-1　雇用環境の整備

6-3-2　多様な勤務形態の環境整備

6-4-1　高齢者の起業支援 チャレンジオフィスあきた入居者等支援経費 商工労働課

６次産業化起業・事業拡大支援事業 農林総務課

新規就農支援事業 農業農村振興課

都市・農村交流促進事業 農業農村振興課

農業法人経営支援事業 農業農村振興課

7-1-1　高齢者向け情報の提供 文書管理費 文書法制課

7-2-1　多様な媒体による情報提供 避難標識設置経費 防災安全対策課

災害ハザードマップ作成経費 防災安全対策課

防災ネットあきた運用経費 防災安全対策課

広報活動費 広報広聴課

まちあるき観光推進事業 観光物産課

選挙常時啓発経費 選挙管理委員会事務局

文化財イラストマップ作成事業 文化振興室

7-2-2　窓口サービスの向上 地域情報化推進経費(電子自治体化の推進） 情報統計課

市民相談事業 市民相談センター

7-3-1　情報機器の利用支援

7-3-2　使いやすい情報機器の普及

【基本方針】

【基本方針】

【基本方針】

【事業名】

【事業名】

【事業名】

【基本施策】 【個別施策】

5-1-1　学校教育における高齢者・
       高齢社会に関する教育の推進

5-1-2　高齢者、高齢社会に関する
       プラスイメージの創出

【基本施策】 【個別施策】

【基本施策】 【個別施策】

6-1-1　高齢者のボランティア活動の
          促進と受け入れ先の整備

基本方針５
あらゆる世代がお互いを認め合
う地域と社会をつくります
トピック：尊敬と社会的包摂

5-1 高齢者､高齢社会の
捉え方の意識改革

5-2 高齢者の声が届き
やすい体制づくり

基本方針６
高齢者の就業や市民参加の機
会を増やします
トピック：市民参加と雇用

6-1 ボランティア活動の
機会の整備

6-2 高齢者の就業の場
の確保

6-3 高齢者の雇用環境
の整備

6-4 高齢者の起業への支援

基本方針７
高齢者の情報環境を整備します
トピック：コミュニケーション
と情報

7-1 高齢者がわかりやすい
情報の提供

7-2 高齢者が情報を入手
しやすい環境づくり

7-3 高齢者の情報発信を
支援
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8-1-1　わかりやすい情報の提供 コミュニケーション支援事業 障がい福祉課

地域包括支援センター運営事業 長寿福祉課

8-2-1　相談体制の整備 相談支援等事業 障がい福祉課

【再掲】地域包括支援センター運営事業 長寿福祉課

介護家族健康教育事業 保健予防課

精神保健対策事業 健康管理課

8-3-1　地域における包括的なケアの充実 障がい者プラン推進経費 障がい福祉課

【再掲】高齢者軽度生活援助事業 長寿福祉課

老人保護措置費 長寿福祉課

介護保険事業計画策定経費 長寿福祉課

【再掲】地域包括支援センター運営事業 長寿福祉課

8-3-2　生涯にわたる健康づくりの推進 食育のあり方の検討 企画調整課

後期高齢者健康診査事業 特定健診課

人間ドック保健事業 特定健診課

特定健康診査・特定保健指導事業 特定健診課

健康あきた市２１計画推進事業 保健総務課

健康増進事業（検診事業） 保健予防課

健康増進事業（一般健康相談教育事業） 保健予防課

8-3-3　介護予防の推進 通所型介護予防事業 長寿福祉課

訪問型介護予防事業 長寿福祉課

はつらつくらぶ事業 長寿福祉課

高齢者生活管理指導員派遣事業 長寿福祉課

高齢者生活管理指導短期宿泊事業 長寿福祉課

二次予防事業対象者把握事業 長寿福祉課

認知症予防事業 長寿福祉課

介護予防健康相談教育事業 保健予防課

8-4-1　支え合いの地域づくり 地域福祉計画推進経費 福祉総務課

【新規】地域福祉計画推進経費 福祉総務課

地域保健・福祉活動推進事業 福祉総務課

秋田市社会福祉協議会福祉活動費補助金等 福祉総務課

地域福祉計画策定経費 福祉総務課

地域保健推進員活動支援事業 保健予防課

8-4-2　災害時の支援体制の確保 災害対策緊急救援物資備蓄事業 防災安全対策課

自主防災組織育成事業 防災安全対策課

【再掲】避難標識設置経費 防災安全対策課

【再掲】災害ハザードマップ作成経費 防災安全対策課

予防業務推進事業 消防本部予防課

8-5-1　地域と行政の連携による見守り 民生委員活動推進事業 福祉総務課

ふれあいのまちづくり事業 福祉総務課

「食」の自立支援事業 長寿福祉課

認知症サポーター養成事業 長寿福祉課

自殺対策事業 健康管理課

地域自殺対策緊急強化事業 健康管理課

8-5-2  情報通信技術を活用した見守り 要援護者支援体制整備事業 福祉総務課地域福祉推進室

緊急通報システム事業 長寿福祉課

【基本方針】 【事業名】【基本施策】 【個別施策】

基本方針８
保健、福祉、医療サービスを
充実させ、地域社会の支援体
制を整えます
トピック：地域社会の支援と
保健サービス

8-1 保健、福祉、医療
情報の提供

8-2 相談窓口の整備

8-3 保健、福祉、医療サー
ビスの充実

8-4 地域福祉活動の充実

8-5 地域の見守り活動
支援
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