
（様式　５－２） 地域重点施策推進事業　事後評価調書（平成２４年度実施分） 

（振興局調整費）
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（部局長会議等）
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取組方向

若者におけるＨＩＶ・性感染
症予防事業

平成24年5月21日

平成24年5月28日
　　～平成25年3月25日

冬季に多発する感染症予
防対策事業

平成24年5月21日

平成24年10月11日
平成24年10月12日

「ＫＡＭＩＫＯＡＮＩプロジェク
ト」世代間地域間交流事
業

平成24年6月11日

平成24年7月1日
～平成24年9月17日

アダプト制度整備事業 平成24年7月9日

平成24年7月～
                平成25年2月

秋田内陸線利用促進連
携事業

平成24年7月9日

平成24年5月1日～平成
24年7月31日

作成したリーフレットを活
用した啓発キャンペーンを
継続するとともに、さらに
若い世代への予防教育を
大学のピアサークル等と
協働して取り組んでいく必
要がある。

地域住民等

コンテスト参加者は、女性
限定ながら県内はもとよ
り、東京都、愛知県及び
福島県など、県外からの
参加もあり、認知道の向
上に寄与した。

写真を生かした情報発信
や女性ならではの口コミ
力の活用が、さらなる誘
客に繋がる。

0186-62-
1251

地域の重要な観光資源で
ある秋田内陸線の利活用
促進事業関係団体と協働
して実施することにより、
沿線地域を中心とした観
光資源の全国的な認知度
を高め、当地域への誘客
を推進する。

52,500 直営
あきた美人ラインフォトコ
ンテストを関係団体と協働
して実施。

県、秋田内陸
縦貫鉄道（株）

総務企画
部

小川　秀
昭

地域企画
課

観光推進
班

内藤　清
生

①啓発用リーフレットの作
成（10,000部）
②秋田看護福祉大学大
学祭でのHIV所外検査の
実施
③性感染症予防に関する
講演会の開催（11月7日
約90名）
④管内啓発キャンペーン
の実施（計6回）

県
地域大学生
地域住民

大学での講演会では、事
後のアンケートでもＨＩＶ検
査を受けることや正しい知
識を持つことの重要性を
理解したという回答が多
かった。参加した学生たち
からは身近に感じることが
できて良かったという意見
や、自分やパートナーの
ためにもしっかり検査をし
たいという意見も多く、意
識付けにつながった。

大館福祉
環境部

南園　智
人

健康・予防
課

健康・予防
班

熊谷　美
佳

0186-52-
3952

性行動が活発化する年代
への予防教育を実施し、
併せて検査の普及啓発を
行うことで、若い世代での
感染拡大を防止し将来的
な不妊症を予防する。

404,466 直営

対象者別に2日間にわけ
ての研修会開催であった
が、106名の関係者が参
加し、冬季に多発する感
染症の流行期前に、感染
症について再確認する良
い機会となった。平成24
年度の管内の社会福祉
施設等での集団発生は前
年度に比べ減少し、一定
の効果があったといえる。

村民と学生ボランティアの
世代間地域間交流によ
り、プロジェクトの機運が
醸成され、会期中の多く
の来場につながった。

県

福祉施設（高
齢者・障がい

者）職員、
幼稚園・保育
園職員、学校
教育関係者

地域振興局名　：北秋田地域振興局　　　　　　　　　

今後の研修会開催につい
ては、アンケート結果も踏
まえ実施形態等について
更に検討を加え、継続実
施としたい。

総務企画
部

小川　秀
昭

地域企画
課

企画振興
班

佐藤　幸
生

0186-62-
1251

地元住民、学生ボランティ
ア、行政等多様な主体の
協働により、KAMIKOANI
プロジェクトを支援すると
ともに、世代間地域間交
流による交流人口の拡大
と地域の活性化に取り組
んだ。

575,720 直営

ワークショップ
イベントにおけるボラン
ティアバスの運行

県
地域住民、ボ
ランティア

0186-62-
1166

例年冬期間には感染性胃
腸炎やインフルエンザが
多発するが、流行期前に
社会福祉施設や学校等
の職員を対象に、医師等
による講演と演習を取り
いれた研修を行うことによ
り、感染症の予防と感染
拡大防止の徹底を図る。

269,747 直営

　
【研修会】
10／11講師：北秋田市民
病院副院長（小児科医）
野口博生氏による講演と
演習。
10／12講師：秋田社会保
険病院感染管理認定看
護師阿部亜矢子氏による
講演と演習。
【リーフレット・ポスターの
作成、購入】
インフルエンザ関連のリー
フレット1000部を購入、感
染性胃腸炎のリーフレット
800部、ポスター800部を
作成。研修会で配布する
とともに、大館福祉環境部
へ一部譲渡。

鷹巣阿仁
福祉環境
部

石山　明
健康・予防
課

健康・予防
班

髙栁　聡
美

村民参加による地域活性
化の取組を継続すること
により、地域の持続的発
展を支援していく必要が
ある。

建設部
石川　浩
司

企画調査
課

企画監理
班

齊藤　真
弓

0186-62-
3111

北秋田建設部において、
アダプト制度の仕組みづく
りを行うことにより、北秋
田地域の協働の推進に寄
与することを目的とする。

168,658 直営

・建設業者を対象とした研
修会を実施（講演、事例
紹介）
・自治会等との意見交換
会

県
建設業者
自治会等

建設業者、自治会等に対
し、事前に制度の概要を
説明したところ、アンケー
ト結果等から、制度が確
立した折には、参加したい
意向があることを確認で
きた。

Ｈ２５年度から運用を開始
する。地域の協働推進の
ため、継続的な取組が必
要である。
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北鷹高校ハイスクールイ
ンキュベータ事業

平成24年7月9日

平成24年6月1日
～
平成24年12月28日

ＡＫＩＴＡあいさつ川柳募集
事業

平成24年9月24日

平成24年9月1日
　～平成24年10月31日

禁煙サポート事業 平成24年10月9日

平成24年10月10日
　　～平成25年2月21日

新名物発掘！北秋田ス
イーツスタンプラリー

平成24年10月9日

平成24年10月10日
～平成25年3月8日

総務企画
部

小川　秀
昭

地域企画
課

企画振興
班

佐藤　幸
生

0186-62-
1251

地域特性のあるスイーツ
によるスタンプラリーによ
り、誘客の促進と情報発
信による知名度向上、新
たな名物の発掘に取り組
んだ。

　地域資源を活用した誘
客の取組により、地域の
魅力を発信し、地域活性
化に取り組む必要があ
る。

525,922 直営
スイーツスタンプラリーの
実施

県 住民
多くのマスコミに取り上げ
られ、売上増、地域のPR
につながった。

総務企画
部

小川　秀
昭

地域企画
課

企画振興
班

佐藤　幸
生

0186-62-
1251

「さわやかほほえみあいさ
つ運動」の周知により、あ
いさつの大切さや楽しさを
広めた。

22,575 直営 県 住民

たくさんの応募を通じ、運
動に対する関心が高まる
とともに、あいさつや相手
を思いやる気持ちの大切
さに対する理解が広まっ
た。

「さわやかほほえみあいさ
つ運動」を継続し、あいさ
つの大切さについて、啓
発に取り組むものとする。

0186-62-
1251

秋田北鷹高校生を対象
に、6次産業化の理解や
起業マインド育成を図るこ
となどを目的に、実店舗で
の販売体験やマーケティ
ング講習、接客・接遇マ
ナー講習等を実施する。

173,000 負担金

H24.7.14及び9.8に鷹巣駅
前の空き店舗にて（軽トラ
市と同時開催）、10.20～
21に産業祭の特設会場に
て、販売体験を実施した。
販売体験事業の効果がよ
り高まるよう、H25.7.3に、
外部講師を招聘し、「高校
生でもわかるマーケティン
グセミナー（農産物編）」、
「伝わる姿勢、伝わる言
葉、伝わるこころ高校生
接客マナー」をそれぞれ
実施した。

今後も禁煙を支援し受動
喫煙について考える機会
を提供していく必要があ
る。
なお、今年度は事業所の
受動喫煙防止対策を推進
する取組も実施している。

実行委員会
（県、北秋田
市、北秋田市
商工会、秋田
北鷹高校ほか）

高校生

生徒にとって、様々な商
品ジャンルの中における
農産物の位置づけや、地
域における商店街の機能
等の認識を深めることが
できた。また、軽トラ市や
産業祭などのイベントと同
時開催する事により、多く
の集客があり、販売体験
事業としては、大きな成果
を上げることができた。

生徒の将来に向けて、起
業マインドの育成、6次産
業化や農商工連携に取り
組む下地を作るために
は、今後、さらにステップ
アップした取り組みが必要
である。

大館福祉
環境部

南園　智
人

健康・予防
課

健康・予防
班

兎澤　真
澄

0186-52-
3952

働き盛りの年齢層が多く
参加するイベントの機会を
捉え、禁煙への意識の移
行と受動喫煙防止の環境
整備を啓発することで、生
活習慣病の減少を目指
す。

72,000 直営

総務企画
部

小川　秀
昭

地域企画
課

企画振興
班

小寺　一
康

「大館圏域産業祭（10月
27日・28日）」にブースを
出店し、来場者へ直接ＰＲ
を実施。
→呼気CO測定、パンフ
レット・禁煙グッズの配
布、禁煙相談・情報提供
など

県 地域住民

気軽に立ち寄り喫煙の影
響を体感できたり、クイズ
により楽しく知識を得るこ
とができるなど、禁煙を考
える良い機会になってい
る。また、家族連れの場
合、喫煙者に禁煙を促す
場面もあった。

AKITAあいさつ川柳優秀
作品に対する副賞の進呈
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