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こどもの救急医療
かかりかた事業

平成23年5月26日

平成23年11月
～

平成24年2月
平成24年10月30日

食と農の連携で進
める｢新たな食資
源　マコモダケ｣
特産化事業

平成23年5月26日

平成23年5月
～

平成23年11月
平成24年11月7日

秋田地域アダプ
ト・ロ－ド・プロ
グラム事業

平成23年5月26日

平成23年5月
～

平成23年11月
平成24年10月25日

「ニッポンの笑
顔」秋田から！被
災者の方々に元気
を届けよう日帰り
バスツアー事業

平成23年5月26日

平成23年6月11日 平成24年11月22日

首都圏男鹿まるご
とフェア開催事業

平成23年9月22日

平成23年12月10日
～

12月11日
平成24年11月22日

「ﾆｯﾎﾟﾝの笑顔」
秋田から！被災市
町村視察受入支援
事業

平成23年9月22日

平成23年11月
～

平成24年3月
平成24年11月22日

地域振興局名　：　秋田地域振興局　

福祉環境部 小柗 真吾
健康・
予防課

健康・
予防班

藤村　高広
018-855-

5170

既存の医療資源を有効か
つ効果的に活用するた
め、保護者の適切な受診
行動に必要な知識等の普
及啓発を行う。

253,416 直営

１ 関係者会議の開催
　 (出席者　１９名）
２「こども救急」ワークショ
   ップ（出席者　４名）
３ 小児科専門医医療機関マッ
　 プ作成

県 地域住民

関係者会議では「地域で一人ひ
とりの取組を促すために」を
テーマに協議を行った。ワーク
ショップでは、感染症予防対策
の重要性を再認識した等の意見
があった。

医療資源が限られている現状を
地域の課題として住民が自覚
し、それぞれの関係機関が、こ
どもを持つ保護者の不安を軽減
し、適切な受診を促すＰＲ活動
及び住民自らが取り組める行動
を促進するための方策について
の検討等も継続していく必要が
ある。

農林部 菊子 正稔
農業振興
普及課

担い手
経営班

本郷　正史
018-860-

3372

食と農の連携による特産
化を図るため、耕作放棄
地再生の有望作物である
マコモダケの除草対策及
び流通・販売、加工品等
による高付加価値化の方
向性を探る取組を支援す
る。

268,042 直営

１ 試験圃による栽培試験を実
   施
　 ・秋田市下浜、秋田市雄和
２ 新潟県柏崎市及び長岡市へ
　 の先進地視察研修を実施
　 ・参加者 10名

県

秋田市マ
コモダケ
研究会会
員

・試験圃による除草試験につい
ては、高い抑草効果のある紙マ
ルチの敷設方法(連続敷設)を確
認でき、除草労力を大幅に軽減
できることが分かった。
・先進地視察については、マコ
モダケの生産、販売、加工品開
発等の面で得るものが多く、未
確立であった収穫適期の把握や
出荷形態の改善等に反映され
た。

・需要拡大を図るため、直売所
や農家レストラン等と連携した
一般消費者への一層のＰＲが必
要である。
・ほ場条件や除草資材の有無等
による収量差が大きく、また生
産者・面積とも限定的であるこ
とから、特産化に向けた供給体
制を整備していく必要がある。

建設部 伊藤 雅樹 用地課 管理班
佐々木　浩
喜

018-860-
3452

地域と行政とのパート
ナーシップによる公共施
設の維持管理制度の導
入・実施可能性について
の調査・検討を行い、地
方分権型社会において望
まれる行政の新たな協働
システムの構築を目指
す。

113,400 直営

アダプト・ロード・プログラム
実施は11団体。
確認書に基づき、作業ＰＲ看板
を購入した。
今回は、22・23年度確認書締結
した6社を対象とした。

県
秋印運輸
㈱ほか10
団体

試行要領にある基本活動回数ど
おり実施されており、参加社員
の積極的な姿勢も伺える。23年
度末現在11社と確認書を締結
し、本事業の認知度も高くなっ
ている。

現在県がPR看板（固定）及び作
業PR看板の購入とＨＰへのアッ
プを実施している。今後はPR看
板（固定）の予算が課題であ
る。また、参加団体の募集方法
等についても検討が必要であ
る。

総務企画部 高石 稔 地域企画課
企画地域
振興班

二木　茂希
018-860-

3313

東日本大震災により県外
から管内に避難している
小中学生や、その保護者
に笑顔を取り戻してもら
うため、市内の観光地を
活用したバスツアーを実
施する。

87,013 直営
H23.6.11大森山動物園、ねぶり
流し館を見学。竿燈の実演。参
加者25名。

県

震災の影
響により
県外から
避難して
いる小中
学生等

本県に避難している方々に少し
でも楽しんでもらえることを目
的に開催した。参加した親子か
ら「楽しめた」という声を聞く
ことができ、気分転換の一助に
なる事業であった。

東日本大震災支援事業

総務企画部 高石 稔 地域企画課
企画地域
振興班

二木　茂希
018-860-

3313

観光客が少なくなる冬期
間の誘客促進を図るた
め、首都圏在住者に対
し、男鹿の食や祭りなど
を盛り込んだ男鹿への旅
行意欲に繫がる誘客イベ
ントを開催する。

333,942 直営

H23.12.10～11秋田県産品ｼｮｯﾌﾟ
＆ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ「あきた美彩館」
で、男鹿の食や祭りなどを盛り
込んだ「男鹿まるごとフェア」
を開催した。

県
首都圏の
住民

観光客が少なくなる冬期間の誘
客を促進するために開催したも
ので、美彩館を訪れる来場者に
対し、柴灯まつりやハタハタな
ど、男鹿をまるごとＰＲするこ
とができた。

地域の旬な情報を収集し、継続
した情報発信に努めていく必要
がある。

総務企画部 高石 稔 地域企画課
企画地域
振興班

佐藤  正美
018-860-

3313

東日本大震災で被災した
市町村の復興に向け、大
潟村が実施する岩手県及
び宮城県の両県市町村職
員などを対象とした視察
受入事業を支援する。

200,700 直営
H23.11.18～19に宮城県多賀城
市役所職員等23名の来村時にバ
ス（往復）を借り上げた。

市町村

東日本大
震災によ
り被災し
た市町村
職員等

東日本大震災で被災された市町
村の復興に、寄与することがで
きた。

東日本大震災支援事業
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八郎湖自然再生活
動促進事業(映画
「～里湖 八郎潟
物語～」上映会支
援事業

平成23年9月22日

平成23年10月21日 平成24年11月22日

「ちょこっと観
光」サポート事業

平成23年11月15日

平成23年12月
～

平成24年3月
平成24年11月22日

男鹿”元気回復”
プロジェクト「ご
当地グルメ・うま
いものまつりin男
鹿」

平成23年5月13日

平成23年7月2日
～

7月3日
平成24年11月22日

ナラ枯れ対策事業 平成23年11月15日

平成23年11月
～

平成24年3月
平成24年11月7日

ダリア産地拡大支
援事業

平成23年12月5日

平成24年1月
～

平成24年2月
平成24年11月7日

「木材の魅力を活
かした」秋田駅周
辺にぎわい創出事
業

平成23年12月19日

平成24年1月18日 平成24年11月7日

総務企画部 高石 稔 地域企画課
企画地域
振興班

佐藤  正美
018-860-

3313

八郎湖の自然再生活動を
広く県民に普及啓発し今
後の活動の充実を図るた
め、八郎湖が抱えている
様々な問題や「環八郎
湖・水の郷創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ」の活動が記録されたド
キュメンタリー映画の上
映に対して支援する。

100,000 負担金

平成23年10月21日に秋田市文化
会館を会場に、昼と夜の２回行
われた上映会の開催経費に対
し、支援した。

県 地域住民

八郎湖を取り巻く現在の環境問
題のみならず、これまでの時代
背景をはじめ、八郎湖の再生を
願い活動している団体の取り組
み等について、広く多くの世代
に伝えることが出来た。

鑑賞後のアンケート結果をみる
と、｢小学生に是非観てもらい
たい｣という声が多いほか、ふ
るさとを思う気持ちが深まる傾
向であることがわかった。市町
村等にも広くPRし、環八郎湖と
してより一層連携した活動に繋
げる。

総務企画部 高石 稔 地域企画課
企画地域
振興班

花田　綾子
018-860-

3313

ビジネス、各種コンベン
ションなど観光以外の目
的で秋田駅周辺に滞在す
る宿泊客に対して、短時
間で効率的に観光するた
めの情報を盛り込んだ冊
子を作成（増刷）配布
し、観光消費の増加を図
る。

160,650 直営

秋田駅周辺の宿泊施設、観光施
設17箇所へ4000部配付。配付先
対象にアンケート調査を行っ
た。

県
管内宿泊
事業者、
観光客

アンケートの結果、15分、30分
といった空き時間を有効に使う
ことができる手頃な大きさの情
報冊子の需要が高いことがわ
かった。

アンケートにより、入館料など
の詳細な情報や通常のパンフ
レットに掲載のないマニア向け
の情報が必要とされていること
が判明したので、今後のリ
ニューアル際に参考としてい
く。

総務企画部 高石 稔 地域企画課
企画地域
振興班

二木　茂希
018-860-

3313

東日本大震災による男鹿
経済の閉塞状況を回復す
るため、食による元気回
復イベントを開催し行楽
客の誘客を図る

1,500,000 委託

H23.7.2～3男鹿市文化会館駐車
場を会場に、B級グルメを中心
とした食による元気回復イベン
トを開催。来場者数6,500人（2
日間計）

県 地域住民

集客を期待できるB級グルメを
核とした食のイベントであり、
お客様の中には秋田市を中心に
県南・県北から訪れたお客様も
いたことから、男鹿地域の食と
同時に観光施設もＰＲできた。

気軽に出かけてみようかとス
イッチを押させる取組が必要で
あるので、ターゲットや目玉を
工夫しながら情報を発信してい
く必要がある

農林部 菊子 正稔
森づくり
推進課

森林整備
第一班

千葉　崇
018-860-

3383

管内で急激に増加してい
るナラ枯れ被害の防止に
向け、地域住民に対する
防除の啓発や県外で行わ
れている先進的な取組を
研修する。

268,850 直営

１ 防除啓発リーフレットを
　 作成・配布　20,000部
２ 先進地への視察調査
　 を実施
   ・山形県米沢市の事例研究
　 ・優良事例シンポジウムへ
　　 の参加　東京都

県

森林組
合、農林
業従事者
等

・先進地視察調査で入手した情
報は、防除主体である市町村に
対しての指導に役立っている。
・作成したリーフレットを用い
て、座談会などで地域住民に対
して防除の啓発を行っており、
防除意識の向上に役立ってい
る。

・根本的な防除である「林の若
返り」を広めていく必要があ
る。

農林部 菊子 正稔
農業振興
普及課

産地・技術
普及班

小原　玲子
018-860-

3412

ダリア産地拡大のため、
ダリアの周年出荷に取り
組んでいる先進地の視察
調査を行うとともに、そ
の視察調査内容に基づい
た技術伝達セミナーを開
催する。

276,405 直営

１ 先進地への視察調査を実施
　 ・北海道北空知
　 ・２月
２ 視察者による技術伝達セミ
   ナーを開催
　 ・3月

県
生産者、
ＪＡ職員
等

・秋田より寒い北海道で周年栽
培を行い、実績を上げているこ
とを生産者等が認識することが
できた。
・これまでの球根定植栽培から
挿し芽苗定植へ転換する足がか
りになった。

・生産効率の高い「刺し芽苗定
植」の拡大と定着が課題であ
る。次年度は課題解決試験ほを
設置し、栽培技術の確立を図
り、球根定植から刺し芽苗定植
への普及を推進する。

農林部 菊子 正稔
森づくり
推進課

泉山　吉明
018-860-

3380

県産材の魅力を活かした
秋田駅周辺のイメージ
アップや賑わいの手法を
探るため、先進地から講
師を招聘し研修会を開催
する。

・秋田駅周辺の商店街組合、Ｊ
Ｒ等民間企業との連携を図り、
民間主体の木を活かした賑わい
づくりの輪を広げることが課題
である。
・「杉恋プロジェクト」の優秀
作品の展示による、具体的な木
の魅力を活かした賑わいづくり
を継続していく必要がある。

115,386 直営
１　先進事例研修会を開催
　　・１月
　　・参加者 80名

県

市町村、
商業観光
関係者、
製材関係
者等

・林業、木材産業、観光、商業
等の連携の必要性を参加者で認
識することができた。
・研修を契機に民間主体の｢杉
恋プロジェクト｣が立ち上がっ
たことから、研修から実践へ事
業展開ができた。
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