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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

基本施策１－１ 誰もが使いやすい施設の整備とサービス提供

○ 個別施策１－１－１ 公共施設の整備

１ 取組内容・事業名 担当課

庁舎建設事業【本編Ｐ．１７】 新庁舎建設室

取組内容・事業の概要

現本庁舎等が抱える、耐震性の不備、老朽化、市民サービスの低下、バリアフ

リー化への対応の不備、事務効率の低下および防災拠点施設としての機能不備

等の解消のため、分館を有効活用しつつ、新庁舎を建設する。

【スケジュール】

平成２４年度：実施設計

平成２５年度：新庁舎建設(着工)

平成２７年度：新庁舎建設(竣工)、分館改修、現庁舎解体

平成２８年度：外構整備（工事完了)

取組内容・事業の目標

高齢者、障がい者をはじめ、誰にも安全でわかりやすく利用しやすい、人にや

さしい市役所新庁舎を実現する。

目標達成のための実施内容

基本構想や設計の作成では、市民や議会の意見を伺うとともに、庁内において

も部局横断的な検討を実施した。これを踏まえ平成２５年度から建設工事に着

手するものである。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

工事(着工） 工事 工事（竣工･現 外構整備(完成）

庁舎解体・分館

改修）

目標指数／ ８．２％ ５６．３％ ９２．６％ １００％

工事進捗率

２ 取組内容・事業名 担当課

北部墓地整備事業 生活総務課

取組内容・事業の概要

市民の墓地需要に対し、計画的に提供するため、北部墓地(２期)の整備を行う。

【スケジュール】

平成２６年度：実施設計

平成２７年度：造成工事

取組内容・事業の目標
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墓地使用者が安全・安心に利用できる施設整備を行う。

目標達成のための実施内容

県バリアフリー条例等に基づき、高齢者・障がい者が利用しやすい施設設計・

整備を行う。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ５６．１％ ５７．５％ ８２．１％ ８２．１％

工事進捗率

３ 取組内容・事業名 担当課

中央・南部・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

取組内容・事業の概要

住民自治の充実を目指す市民協働と、都市内地域分権の拠点施設の一つとして、

（仮称）中央･南部・東部市民サービスセンターを整備する。

取組内容・事業の目標

施設整備にあたり、アクセシビリティ等に配慮し、中央・南部・東部地域にお

ける高齢者が社会参加できる場とする。

目標達成のための実施内容

地域等の要望を可能な限り取り入れながら、高齢者の利用にも配慮した整備を

進める。なお、（仮称）中央市民サービスセンターについては、新庁舎建設に

併せ、整備を進める。

【スケジュール】

中央 南部 東部

２４年度 実施設計 既存施設解体、本 地域等との協議

体工事

２５年度 工事(着工） 本体工事、開設準 実施設計、本体工

備 事

２６年度 工事 工事完成、開設 本体工事、開設準

備

２７年度 工事（竣工・現 工事完成、開設

庁舎解体・分館

改修）

２８年度 外構整備（完成）

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

中央 ○ ○ ○ ○

南部 ○ ○

東部 ○ ○ ○
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目標指数／

工事進捗率

中央 ８．２％ ５６．３％ ９２．６％ １００％

南部 ９０．２％ １００％

東部 未定

４ 取組内容・事業名 担当課

史跡秋田城跡歴史資料館整備事業 秋田城跡調査事務所

取組内容・事業の概要

建物のバリアフリー化等に配慮し、(仮称）史跡秋田城跡歴史資料館を建設する。

【スケジュール】

平成２４年度：展示基本設計

平成２５年度：建物基本・展示設計

平成２６年度：本体工事・展示実施設計

平成２７年度：展示工事

平成２８年度：開館

取組内容・事業の目標

高齢者も気軽に利用できる資料館とする。

目標達成のための実施内容

建物のバリアフリー化や活用メニューを工夫し、高齢者を含む来館者の増加を

図る。それに向けた設計と建設を行う。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ３％ ６３％ １００％ 開館に向けての

工事進捗率 館内整備を行

う。

○ 個別施策１－１－２ 買い物弱者支援

１ 取組内容・事業名 担当課

買い物弱者支援ビジネスモデル構築事業 商工労働課

取組内容・事業の概要

高齢者を含むさまざまな買い物弱者を想定し、買い物関連サービスの新たなビ

ジネスモデルを構築し定着させるため、社会実験を実施し採算性、継続性など

について検証する。本事業は平成２４年度単年度事業だが、検証結果について

は、事業終了後も中小企業者、関係機関等に必要に応じ提供する予定である。

取組内容・事業の目標

事業実施による経済効果やビジネスとしての自立採算性の検証、買い物弱者支

援効果、行政支援の必要性などを検証するとともに、実施した事業の結果を公

表し、買い物弱者をターゲットにした同種事業への地元商業者の新たな参入を

促す。

目標達成のための実施内容
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平成２４年度単年度事業で終了のため設定はなし。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

検証結果の

提供

目標指数／平成２４年度単年度事業で終了のため目標指数の設定はなし。

○ 個別施策１－１－３ 安心して利用できるサービス

１ 取組内容・事業名 担当課

商店街振興事業【本編Ｐ．１７】 商工労働課

取組内容・事業の概要

商店街が各種事業を実施する際に資金繰りを支援する「商店街振興事業貸付」、

商店街の競争力を強化する「商店街ソフト事業」、商店街が設置した街路灯の

電気料の一部を助成する「街路灯等電気料補助事業」、公共性の高い共同施設

の整備を支援する「共同施設設置事業」、商店街の空き店舗の解消と発生防止

を図るため、出店に対して支援する「空き店舗対策事業」により商店街への支

援を行う。

取組内容・事業の目標

地域に親しまれる商店街づくりを促進する。

目標達成のための実施内容

商店街の競争力強化のために行うイベントなどのソフト事業への支援や、街路

灯整備などの公共性の高い取組等に対して、事業費の補助を行う。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ 総合計画の指標 総合計画の指標 総合計画の指標 総合計画の指標

総合計画の 見直しと合わ 見直しと合わ 見直しと合わ 見直しと合わせ、

指標見直し せ、検討中 せ、検討中 せ、検討中 検討中

と合わせ、

検討中
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基本施策１－２ 快適な生活環境の形成

○ 個別施策１－２－１ 公園の整備

１ 取組内容・事業名 担当課

都市公園バリアフリー化事業【本編Ｐ．１７】 公園課

取組内容・事業の概要

市民に身近な公園施設のバリアフリー化を中心とした改修整備を行う。

取組内容・事業の目標

都市公園のバリアフリ－化を図り、高齢者、障がい者や子供など誰でも利用で

きる公園の再整備を行う。

目標達成のための実施内容

市民に身近な公園施設のバリアフリー化を中心とした改修整備を行う。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ９５公園 ９７公園 １００公園 １０３公園

都市公園数

１８２

２ 取組内容・事業名 担当課

公園遊具施設長寿命化等整備事業 公園課

取組内容・事業の概要

老朽化している遊具や施設等について、計画的に予防修繕を実施する。

取組内容・事業の目標

介護予防施設を公園内に設置し、その利用を通して高齢者などの健康づくりを

促進する。

目標達成のための実施内容

中長期的な管理水準や利用目的の明確化および施設配置の適正化を検討し、計

画的に予防修繕を実施する。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ 予定なし 予定なし

目標指数／ ５０基設置 ７５基設置

介護予防施

設７５基設

置

３ 取組内容・事業名 担当課

千秋公園整備事業 公園課

取組内容・事業の概要

豊富な自然や歴史的資産の活用を推進するため、千秋公園再整備基本計画に基

づき、園内施設の再整備を進めるほか、歴史的建造物の再建整備を行う。

取組内容・事業の目標

施設のバリアフリー化を行う。
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目標達成のための実施内容

市民交流ゾーンを整備する。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／目的が歴史的資産の継承や自然環境の保全のため、園内の再整備を

行うことにより、市民に親しまれ、利用される魅力的な公園づくりを図ること

であり、事業内容も園内の再整備となっていることから目標指数の設定は困難

である。

４ 取組内容・事業名 担当課

緑のまちづくり活動支援基金関係経費【本編Ｐ．１７】 公園課

取組内容・事業の概要

市民からの提案、申請に基づき、審査を経て、資金の助成を行うことで、市民

自ら提案・実践する「緑のまちづくり活動」を支援する｢緑のまちづくり活動支

援基金」の管理運営費として、事業実施主体である(財)秋田市総合振興公社へ

補助金を交付する。

取組内容・事業の目標

「緑のまちづくり活動支援基金」の管理運営に要する費用を、事業実施主体で

ある(財)秋田市総合振興公社へ補助金として交付し、市民が自ら提案、実践す

る緑化活動等を支援する。

目標達成のための実施内容

市のホームページ等でＰＲし、積極的な活用を呼びかける。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／市民自ら提案実践する緑のまちづくり活動を支援するものであるた

め目標指数の設定は困難である。

参考：平成２３年度交付金 ４，１８６，５５０円

平成２４年度交付金 ５，０７４，９９８円

５ 取組内容・事業名 担当課

吸収源対策公園緑地事業 公園課

取組内容・事業の概要

地球温暖化対策の一層の促進を図るため、温室効果ガス吸収源に資する公園の

再整備を行う。

取組内容・事業の目標

施設のバリアフリ－化を行う。

目標達成のための実施内容

市民の身近な公園内の緑化を中心とした改修整備を行う。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ２公園 ５公園 ８公園 １１公園

平成２９年
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度までの公

園の再整備

数１５公園

○ 個別施策１－２－２ ごみ減量･資源サイクルの推進

１ 取組内容・事業名 担当課

粗大ごみ戸別収集事業 環境都市推進課

取組内容・事業の概要

申込みによる戸別有料収集を行う。

取組内容・事業の目標

高齢社会への対応と受益者負担の公平性を確保するため、粗大ごみの戸別有料

収集を行い、ごみの減量化と再資源化を図る。

目標達成のための実施内容

排出量の推移を注視しながら、継続した事業を実施する。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ５３４トン ５３４トン ５３４トン ５３４トン

排出量

２ 取組内容・事業名 担当課

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

【本編Ｐ．１７】

取組内容・事業の概要

ごみ処理の現状や減量への理解を深めてもらい、施策への参加気運を高めるた

め町内会などの市民団体を対象に、ごみの減量や分別をテーマとしたタウンミ

ーティング「ごみ減量・分別井戸端会議」を開催するとともにレジ袋削減への

取組を促す啓発活動を行う。

取組内容・事業の目標

実演を交えながら、適正なごみ減量・分別の指導・助言を行い、家庭系ごみの

減量目標数値を達成する。

目標達成のための実施内容

ごみの分別を促進してもらうよう啓発指導し、ごみの減量化および再資源化を

図るため、訪問指導数を増やす。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ １００回 １００回 １００回 １００回

ごみ減量・分

別井戸端会

議実施回数

３ 取組内容・事業名 担当課

生ごみ減量促進事業 環境都市推進課
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取組内容・事業の概要

生ごみ堆肥化容器購入費の補助および生ごみ堆肥づくり講座を実施する。

取組内容・事業の目標

家庭系生ごみの減量を図る。

目標達成のための実施内容

広報あきたおよびホームページで家庭系生ごみの減量および生ごみ堆肥化容器

購入費補助事業の周知をする。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ４５０人 ４５０人 ４５０人 ４５０人

生ごみ堆肥

づくり講座

の参加人数

４ 取組内容・事業名 担当課

ごみ集積所設置費補助事業 環境都市推進課

取組内容・事業の概要

ごみ集積所（ボックス型・折りたたみ式ネット）の設置、修繕および被せネッ

ト（シート）の購入にかかる経費を一部または全部補助する。また、市の推奨

する集積箱の規格を提示し、美化に資する。

取組内容・事業の目標

ごみ集積所の美化の促進、町内会等の負担軽減を図る。

目標達成のための実施内容

ごみ集積所の設置、修繕および被せネットに補助金を交付する。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ４３５か所 ４３５か所 ４３５か所 ４３５か所

補助対象数

○ 個別施策１－２－３ 自然環境の保全

１ 取組内容・事業名 担当課

地球温暖化対策推進経費 環境総務課

取組内容・事業の概要

○地球温暖化防止啓発関係

・地球温暖化防止対策を推進するため、講習会や啓発イベント等を通じ、市

民・事業者等に対し、各種意識啓発を行う。

○エコあきた行動計画の推進

・エコオフィス、庁内緑化等を推進し、市の事務事業に伴う温室効果ガス排

出の低減を図る。

・省エネルギーを全庁的に推進する。（改正省エネ法への対応）

○e－市民認定システムの推進
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・e－市民認定システムの普及を図り、家庭における環境配慮行動を促進する。

○地球温暖化対策実行計画の推進

・秋田市域の温室効果ガス排出量の現況推計調査を行い、結果を公表する。

・計画の進捗状況を公表する。

取組内容・事業の目標

啓発イベントなどの各種事業を通じ、地球温暖化防止に関する意識啓発を図る。

目標達成のための実施内容

高齢者が参加しやすいよう、啓発イベント会場は、交通の便や歩行の安全に配

慮する。また情報発信は、幅広い年齢層へのＰＲを意識して行う。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／市域の温室効果ガス排出量

２０１２年度（短期目標）２，９３６千t-CO2

２０２０年度（中期目標）２，６４３千t-CO2

２０５０年度（長期目標）１，７６１千t-CO2

本事業の目標指数は、秋田市地球温暖化対策実行計画（平成２３年３月策定）

に掲げる、市域の温室効果ガス排出量の目標値を適用しているが、本計画は国

の目標設定にならい、２０１２年度、２０２０年度、２０５０年度の数値目標

を設定していることから、毎年度の目標指数は設定しない。

２ 取組内容・事業名 担当課

自然環境保全・環境学習推進経費【本編Ｐ．１７】 環境総務課

取組内容・事業の概要

自然環境を保全・回復・創出するために必要な調査や審査、情報提供のほか、

市民活動計画で認定した市民団体の活動の周知・支援を行うとともに、多様で

豊かな自然環境を環境学習・活動へ活用する取組を進め、環境保全の推進を図

る。また、持続可能な未来を担う環境にやさしい人づくりを進めるため、子ど

もから大人までの幅広い年齢層を対象とした環境学習の場の提供や環境学習を

推進する。

取組内容・事業の目標

高齢者を対象とした環境学習の場の提供や環境学習を推進する。

目標達成のための実施内容

高齢者が参加しやすいよう、講座やイベントの会場は、交通の便や歩行の安全

に配慮する。また、情報発信は、幅広い年齢層へのＰＲを意識して行う。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／高齢者にとって最も関心の高い ｢ごみ減量・分別」の学習機会の提

供は、｢ごみ減量対策事業（家庭系ごみ減量・分別啓発活動）｣で実施、把握し

ているため本事業では設定なし。
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基本施策１－３ 安心安全な地域社会づくり

○ 個別施策１－３－１ 犯罪防止対策

１ 取組内容・事業名 担当課

防犯活動推進経費【本編Ｐ．１７】 生活総務課

取組内容・事業の概要

安全で明るいまちづくりを目指して、警察や市民・関係機関と連携して、地域

ぐるみの防犯活動を積極的に推進する。

取組内容・事業の目標

警察や防犯協会と連携をしながら防犯活動を推進し、高齢者をはじめ、市民が

安心して生活できる環境を整備する。

目標達成のための実施内容

市内３防犯協会へ活動費補助金と青色回転灯パトロールにかかる経費の一部を

交付する。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ３ ３ ３ ３

交付協会数

２ 取組内容・事業名 担当課

まちあかり・ふれあい推進事業 生活総務課

取組内容・事業の概要

町内会活動の活性化を図るため、町内会活動への助成や、防犯灯の電気料等に

要する経費の一部を助成する。また、町内会等からの要望による防犯灯の新設

を行う。

取組内容・事業の目標

町内に防犯灯を設置し、高齢者を含む公衆の通行の安全および犯罪防止を図る。

目標達成のための実施内容

毎年２００灯以上の防犯灯を新設する。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ２３０灯 ２００灯 ２００灯 ２００灯

新設灯数
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基本施策１－４ 道路環境の整備

○ 個別施策１－４－１ 車道、歩道の整備

１ 取組内容・事業名 担当課

電線共同溝整備事業 道路建設課

取組内容・事業の概要

川尻広面線（川元工区)L=６００ｍ(両側歩道 W=３．０ｍ)

川尻八橋線L=６００ｍ(両側歩道 W=３．０ｍ)において電線類の地中化を行う。

取組内容・事業の目標

電線類を地中化することにより、安全で快適な歩行空間の確保、都市災害の防

止、情報通信ネットワークの信頼性および都市景観の向上を図る。

目標達成のための実施内容

年次計画に基づいた整備を実施する。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ 川尻広面線共 川尻広面線道 川尻八橋線共同 川尻八橋線共同

川尻広面線 同溝整備 路改良、川尻 溝整備 溝整備

と川尻八橋 八橋線共同溝

線の実施 整備

２ 取組内容・事業名 担当課

人にやさしい歩道づくり事業【本編Ｐ．１７】 道路建設課

取組内容・事業の概要

学校、病院、駅、福祉施設等公共施設周辺の市道について児童、高齢者等がよ

り安全に通行できるように既設歩道の改善を行う。

取組内容・事業の目標

高齢者、障がい者を含むすべての人にやさしい歩行空間を確保するため、歩道

のバリアフリー化を実施する。

目標達成のための実施内容

年次計画に基づき整備の実施を行う。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ 川尻八橋線実 川尻八橋線歩 川尻八橋線歩道 川尻八橋線歩道

川尻広面線 施設計 道改良 改良 改良

と川尻八橋

線の実施
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基本施策１－５ 除排雪対策

○ 個別施策１－５－１ 冬期の安心・安全確保

１ 取組内容・事業名 担当課

高齢者軽度生活援助事業 長寿福祉課

取組内容・事業の概要

社団法人秋田市シルバー人材センターへ業務委託し、おおむね６５歳以上のひ

とり暮らし高齢者等に生活援助員を派遣し、日常生活上の軽易な作業（外出の

付き添い、食材の買い物、草取り、窓拭き、雪寄せなど）の援助を行う。

取組内容・事業の目標

利用人数の増加を図る。

目標達成のための実施内容

生活援助の様々なニーズに応えることができるよう、利用者から軽度生活援助

員などへ寄せられる小さな要望にも耳を傾け、利用者の満足度を高めることに

努める。シルバー人材センターと連携して研修を行い、職員の技術の向上を図

ることで、均一なサービスの提供を目指す。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ７，９３７人 ８，４９３人 ８，４９３人 ８，４９３人

利用者数

２ 取組内容・事業名 担当課

除排雪関係経費【本編Ｐ．１７】 道路維持課

取組内容・事業の概要

「道路除排雪基本計画書」に基づき、災害規模の豪雪にも柔軟に対応できる除

排雪体制で冬期の安全な道路交通確保を図る。

取組内容・事業の目標

誰もが安全で安心して通行できる冬期道路交通を確保する。

目標達成のための実施内容

概ね６５歳以上の高齢者だけの世帯か身体の不自由な方だけの世帯について、

希望者を対象に、機械除雪を行った後で生じた雪の塊などを寄せる。（玄関先

や車庫前に限る。）

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ２，８００件 ２，９００件 ３，０００件 ３，１００件

間口除雪登

録件数

３ 取組内容・事業名 担当課

歩道消融雪設備整備事業（雪みち計画） 道路維持課

取組内容・事業の概要

冬期の中心市街地における歩道ネットワーク化を図る事業として、歩道無散水
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消融雪施設を設置する。

取組内容・事業の目標

機械除雪や融雪施設を組み合わせ、冬期の安全で快適な歩行者空間を確保し、

ネットワーク化することにより地域の活性化を図る。

目標達成のための実施内容

年次計画に基づいた整備を実施する。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ 未定 未定 未定

目標指数／ １６か所

箇所数

４ 取組内容・事業名 担当課

融雪施設改良事業【本編Ｐ．１７】 道路維持課

取組内容・事業の概要

概ね１５年の耐用年数に達しつつある融雪施設を計画的に改良する。

取組内容・事業の目標

冬期における道路交通の安全確保を図るため、融雪施設を計画的に改良すると

ともに、既設施設の不具合箇所の修繕を行う。

目標達成のための実施内容

年次計画に基づいた整備を実施する。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ １９か所 ２５か所 ２６か所 ３２か所

箇所数

５ 取組内容・事業名 担当課

防雪柵等整備事業 道路維持課

取組内容・事業の概要

冬期間の道路の吹き溜まり等の防止や視程障害の緩和を図り、車両および通学

児童の通行の安全を確保するため、防雪柵等を整備するほか、住民の管理・運

営により既存道路側溝を流雪溝として活用するため、取水施設等を整備する。

取組内容・事業の目標

冬期間の道路の吹き溜まり等の防止や視程障害の緩和を図り、車両および通学

児童の通行の安全を確保する。

目標達成のための実施内容

年次計画に基づいた整備を実施する。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ 未定

目標指数／ １９か所 ２０か所 ２０か所

箇所数

６ 取組内容・事業名 担当課

冬みち安全安心対策除雪強化事業 道路維持課
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取組内容・事業の概要

除雪機械の機動力増強を図るため、雪寒補助機械の更新および計画的購入を行

う。また、町内会等地域団体と連携強化のための貸与機械（ハンドガイド式小

型除雪機）等を購入し、除排雪における市民協働を推進する。

取組内容・事業の目標

冬期間における安心で快適な道路交通の確保を図る。

目標達成のための実施内容

年次計画に基づいた機械の更新を実施する。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ３台 ２台 ２台 ２台

更新台数

○ 個別施策１－５－２ 除排雪道路のネットワーク化

１ 取組内容・事業名 担当課

【再掲】歩道消融雪設備整備事業（雪みち計画） 道路維持課

２ 取組内容・事業名 担当課

除排雪関連情報の収集 道路維持課

取組内容・事業の概要

市職員が地域情報員として、雪に関する情報収集を行う。

取組内容・事業の目標

冬期間における除排雪に関連する情報の収集活動を行い、本部に情報提供する

ことにより、地域との迅速な連携を図る。

目標達成のための実施内容

地域情報員に情報提供の依頼をする。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／情 ２８１件 ２８１件 ２８１件 ２８１件

報提供件数
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基本施策１－６ 交通安全の確保

○ 個別施策１－６－１ 交通安全対策

１ 取組内容・事業名 担当課

自動車免許取得、自動車改造助成事業 障がい福祉課

取組内容・事業の概要

自動車運転免許の取得および自動車改造に要する費用の一部を助成する。

取組内容・事業の目標

障がい者の就労等社会活動への参加や、社会復帰への促進を図る。

目標達成のための実施内容

障がい者の就労等社会参加の促進を図ることを目的とし、自動車運転免許の取

得および自動車改造に要する費用の一部を助成する。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ １００％ １００％ １００％ １００％

要件を満たした

方への補助の実

施率

２ 取組内容・事業名 担当課

交通安全対策経費 交通政策課

取組内容・事業の概要

交通安全を強化するため行政・関係機関・地域が一体となった活動を推進する。

取組内容・事業の目標

高齢者交通安全教室を実施する。

目標達成のための実施内容

老人クラブ等の高齢者団体への案内、開催日の調整を行う。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ７２ ７３ ７４ ７５

高齢者安全教室

の実施団体数

○ 個別施策１－６－２ 道路交通環境の整備

１ 取組内容・事業名 担当課

放置自転車対策経費 交通政策課

取組内容・事業の概要

市民の良好な生活環境を確保するため、自転車等放置禁止・規制区域における

放置自転車等の防止に努めるとともに、自転車等駐車場の適切な管理・運営を

行う。

取組内容・事業の目標
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都市環境を確保するため放置自転車対策を強化する。

目標達成のための実施内容

秋田駅周辺の自転車等の放置禁止・規制区域における放置自転車等の放置防止

および自転車等駐車場(１６か所)の適切な管理・運営を行う。

実施期間 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

○ ○ ○ ○

目標指数／ ５３３件 ５２８件 ５２３件 ５１８件

自転車等放置

禁止・規制区

域における放

置自転車撤去

台数

○ 個別施策１－６－３ 市民の交通安全意識の高揚

１ 取組内容・事業名 担当課

【再掲】交通安全対策経費 交通政策課


