
（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）

部　名 部長名 担当課 担当班名 担当者名 電話番号 事業名、事業期間 事業目的,必要性
事業費
（円）

委託・
負担金・

直営
事業実施状況

事業実施主
体

事　業
対象者

事業決定月日
（部局長会議等）
及び評価確定日

事業の効果及び
住民の満足度

今後の課題及び
取組方向

被災地・避難者元気アップ
事業

平成24年5月7日

平成24年6月1日
～平成25年3月10日

平成25年10月30日

鳥海高原エリア観光道路
ネットワークに関するパン
フレット作成事業

平成24年6月18日

平成24年7月1日
～7月31日

平成25年10月30日

食（シュークリーム）をテー
マとした観光誘客促進事
業

平成24年6月18日

平成24年11月1日
～12月2日

平成25年10月30日

直売所マーケットイン活動
支援事業

平成24年6月18日

平成24年11月16日
～平成25年3月9日

平成25年10月30日

「担い手サミット」で由利地
域を全国発信事業

平成24年6月18日

平成24年10月31日
～11月1日

平成25年10月30日

・被災地が求めるニーズ
が、長引く避難生活によ
り、心のケア等に変化して
いる。そのため、継続した
支援が必要である。
引き続き、関係団体と連
携し、心のケアを目的とし
た被災者交流会等を実施
していく。

地域住民

由利本荘市・にかほ市両
市の観光情報をまとめて
記載してあるパンフレット
が無かったため、パンフ
レットを設置した施設から
も道案内の際に便利だっ
たと評価をいただいた。

道路マップに日沿道や国・
県道からのアクセス部分
に交差点看板の情報を追
加するなど、主要道路か
らグリーンラインへ誘客す
るための情報を適宜追加
していくことが必要。

総務企画
部

長門　俊
夫

地域企画
課

鳥海まるっ
と観光班

佐藤　寿
之

0184-22-
5432

過去３年続いたイベントを
実施するにあたり、店舗や
観光情報を掲載したガイド
マップを作成し、管内への
誘客を図る。

0184-22-
5432

新しく認定した鳥海グリー
ンライン周辺の情報を発
信するため、高原の駅情
報や周辺観光情報を記載
した観光パンフレットを作
成。

331,849 直営
・観光パンフ15,000部作
成・配布 県

今後は実質的にも民間主
導のイベントとなるよう、
検討が必要。

593,750 直営

・ガイドマップ 20,000部作
成・配布
・スタンプラリー実施（11月
1日～12月2日）
・PRとしてHP・ブログのほ
か、県内及び庄内地域の
TV局・新聞社・情報誌など
マスコミ各社へ情報提供

県、由利本荘
市、にかほ市

地域住民

今回で３年目となり、参加
者アンケート意見などから
地域に定着するイベントと
なってきたことが伺える。
また、参加店舗から提供さ
れたシュークリームを持参
しマスコミキャラバンしたこ
とにより、マスコミの取材
件数が増え、より広く周知
できた。両市との連携の
みならず、参加店舗との
一体感が徐々にできてき
たと感じる。

佐藤　友
哉

・被災地支援（炊き出し、
畑地の草取り等）計２回実
施
・避難者支援(交流会、イ
ベントへの招待）計４回実
施

県
東日本大
震災被災
者

・被災地との交流を図り、
引きこもりがちな被災者の
気分転換につながった。
また、被災地支援の継続
性を再認識した。
・震災後から、管内に避難
している方々の交流会を
継続開催しているため、回
を重ねるごとに避難者同
士の交流が深まってい
る。

総務企画
部

長門　俊
夫

地域企画
課

企画振興
班

宍戸　昭
子

0184-22-
5432

東日本大震災の被災地及
び県内の避難者には未だ
に多くの課題が残されて
いるため、市、社会福祉協
議会、ＪＡ、建設業協会、
商工会、青年会議所等と
協働して、復興ニーズに
合わせた支援をしていく。

290,631 直営

地域振興局名　：　　　由利地域振興局　　　　　　

農林部
菊地　正
隆

農業振興
普及課

担い手経
営班

播磨 成人

農林部
菊地　正
隆

農業振興
普及課

就農・企業
支援班

小笠原
泉

0184-22-
7551

消費者等の求めるもの、
売れるものを作る（マー
ケットイン）という視点で起
業活動を展開するため、
直売所や加工組織からな
る「由利地域起業活動連
絡会」を対象に販売力強
化や売れる加工品開発へ
の支援を行う。

114,310 直営

・由利本荘市内スーパー
における直売所フェアの
開催
・専門家による新商品開
発のための加工研修会の
開催

県
由利地域
起業活動
連絡会

・直売所フェアでは、地域
の伝統野菜を使った加工
品を始めとした地域特産
品をPRしながら、各直売
所への誘客及び顧客拡大
を図った。地元の伝統食
材や新鮮な農産物が好評
だった。
・料理研究家による加工
技術研修では、新商品開
発のヒントが得られたと好
評であった。

・直売所の販売力強化の
ため、リピーターや新規顧
客確保を目指したPR活動
を継続する。また、冬期の
品揃えを充実させるため
に、売れる商品の開発や
既存商品のブラッシュアッ
プを図る。

総務企画
部

長門　俊
夫

地域企画
課

鳥海まるっ
と観光班

県
県内外担
い手農業
者

・視察資料及び地元特産
品のＰＲ資料入れ、特産
品販売時の買い物袋とし
て活用され、参加者から
は好評を得るとともに販促
にも一役買った。
・また、参加者が帰県後最
利用することで継続的なＰ
Ｒ効果が期待される。

・当該イベントは各県持ち
回りのため、本取組は終
了。

0184-22-
7551

「第１５回 全国農業担い
手サミット in あきた」の由
利地域交流会に参加者し
た全国の中心的農業者
に、由利地域の観光イ
メージをＰＲする。

138,900 委託
・鳥海山のイラストとイベ
ント名をプリントしたとート
バッグ３００袋を作成･配付
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多品目作付で農業底力
アップ事業

平成24年6月18日

平成24年3月2日
～3月2日

平成25年10月30日

水稲新品種候補「秋田９７
号」産地化プレ事業

平成24年6月18日

平成24年11月
～平成25年2月

平成25年10月30日

鳥海まるっと「ハサップ」
PR大作戦事業

平成24年6月18日

平成24年7月１日
～平成25年3月31日

平成25年10月30日

ものづくり人材育成支援
事業

平成24年6月18日

平成24年4月1日
～平成25年3月31日

平成25年10月30日

由利地域心の健康づくり・
自殺予防街頭キャンペー
ン実施事業

平成24年12月25日

平成25年3月１日
～3月4日

平成25年10月30日

木質パウダーボイラー導
入実証事業

平成25年1月9日

平成25年2月6日
～3月29日

平成25年10月30日

県
地域住民
食品事業
者

　「秋田県版ＨＡＣＣＰ認証
制度」取得への問い合わ
せがあるとともに、認証取
得事業者にはの商品に対
する問い合わせも寄せら
れている。

通常業務において、今後
も認証取得に取り組む事
業者が増えるよう啓発活
動に努める。

0184-22-
4120

消費者及び事業者の「秋
田県版ＨＡＣＣＰ認証制
度」への関心を深めること
により、管内の食品事業
者の認証制度への取組推
進を図る。

0184-22-
7551

由利地域の集落営農組織
の代表者等に、複合作目
への取組の必要性を啓蒙
し、経営体質の強化を促
す。

29,279 直営
複合作目に取り組む動機
付けとするための講演会
を開催

県
集落営農
組織等

・「地域農業のデザインを
考える」講演により、複合
作目を経営に取り込むこ
との優位性を認識したむ
ね、参加農家から好評を
得た。

・農業担い手組織の体質
強化は、国の次期農業政
策においても喫緊の課題
であり、集合研修や個別
集落対応等あらゆる機会
を通じて、法人化に誘導
する活動を継続する。

・１１月１６日～１８日に消
費者１００名を対象にモニ
タリング調査を実施
・また、２月１４日に東京
ビッグサイトの見本市に出
向きブランド米等の流通
状況調査を実施

県
コメの消費
者

・モニタリング調査では、
普段食べているお米より
も食感が良く美味しかった
などの好意的な意見が多
く寄せられた。
・流通状況調査では、寿
司のシャリ用やリゾット用
など用途を明示した米が
散見され「秋田９７号」の
販売戦略の参考となった。

・「秋田９７号」は平成２７
年度からの本格作付が予
定されているが、由利管
内では今年度６カ所で展
示ほが設置されており、今
後はこの事業で得られた
情報も踏まえて生産・販売
戦略が検討されていくこと
となる。

農林部
菊地　正
隆

農業振興
普及課

担い手経
営班/就
農・企業支
援班

播磨 成人

農林部
菊地　正
隆

農業振興
普及課

企画班 齊藤英樹
0184-22-

7551

水稲の新品種「秋田９７
号」（つぶぞろい）につい
て、消費者へのモニタリン
グ調査等を実施して、栽
培適地とされている当地
域での早期定着を図る。

134,024 直営

97,650 直営

管内認証取得施設の食品
の紹介ＰＲパンフレットを
作成し、道の駅等に配布。

福祉環境
部

小柗　真
吾

環境指導
課

長門　俊
夫

地域企画
課

企画振興
班

長瀬　孝
0184-22-

5432

企業や学校関係者、国の
関係機関、各市、団体等
と連携し、ものづくりを担う
人材を育成・確保するとと
もに、地元企業への就職
に繋げていくための支援
を行う。

113,038 直営
総務企画
部

環境・食品
衛生班

金　和浩

農林部
菊地　正
隆

森づくり推
進課

林業振興
班

加藤幸雄
0184-22-

8351

地域材の地産地消と高い
燃焼効率・操作性能を可
能とする木質パウダーボ
イラシステムの県内への
普及・定着を目指すため、
冬期間において実大のパ
ウダーボイラを使用した実
証試験を行う。

1,000,000 委託

・Ｈ25年2月13日～3月29
日、10万kcal木質パウ
ダーボイラを運転させ、ボ
イラの稼働性(着火･消火･
温度上昇時間等)及び安
全性(木質パウダーの結
露等の有無)を調査

県

エスケイエ
ンジニアリ
ング(株)秋
田支店

・装置の不具合は確認さ
れなかったが、木質パウ
ダーの品質にバラツキ(粗
粒子等)があり、瞬間燃焼
で効率が落ちる傾向が確
認されたことから、原材料
の製造レベルの向上が必
要である。

・木質パウダーボイラシス
テムを導入するために
は、原材料の製造段階か
ら、管理やコスト面でいか
に化石燃料ボイラと差別
化を図れるかが必須とな
るため、今後はこの点を
重視した検討が必要であ
る。

　キャンペーン終了後チラ
シで知ったとのことで電話
や来所相談があり、相談
窓口の普及効果はあっ
た。

　あらゆる機会をとらえ繰
り返し普及啓発活動を継
続していく。

県
管内高校
生

①、②ともに、参加生徒か
ら就職への理解や関心が
高まったという意見があっ
た。①については、過去の
参加生徒がインターンシッ
プ時の受入企業に実際に
就職したという実績もあっ
た。

①については、受入企業
の拡大と参加生徒の増加
が課題である。企業訪問
により受入企業を拡大す
るとともに、進路指導担当
教諭による生徒への参加
勧奨等の必要がある。

3月1日の「秋田県いのち
の日」に因み、普及啓発
用グッズを配布した。
配布場所　羽後本荘駅、
マックスバリュ本荘店、由
利本荘市文化交流館カ
ダーレ

県、
由利地域心の
健康づくり・自
殺予防ネット

ワーク

地域住民

①長期インターンシップ事
業：5社に対し、高校生7名
が参加。
②就職支援セミナー講師
派遣：4回実施、高校生
310名が参加。

福祉環境
部

小柗　真
吾

企画福祉
課

調整・障害
者班

大高　直
樹

0184-22-
4120

　広く住民に対し,心の健
康づくりや自殺予防につ
いての正しい理解と各種
相談窓口の普及啓発を図
る。

149,916 直営
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