
（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成２７年度実施分）            地域振興局名 ： 鹿角地域振興局

（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
今後の課題及び

取組方向

減塩を中心とした食生
活改善の取組

平成27年6月30日

平成27年7月3日～
平成28年3月31日

平成28年10月27日

水稲育苗ハウスを利用
した大粒種無核ブドウ
の産地化

平成27年9月15日

平成27年9月24日～
平成28年3月31日

平成28年10月27日

鹿角限定生産　水稲新
品種「秋のきらめき」の
ＰＲ活動

平成27年9月29日

平成27年10月8日～
平成28年3月31日

平成28年10月27日

・「秋のきらめき」等の鹿
角産米を消費者に試食
してもらい、味等の聞き
取り調査を行ったとこ
ろ、ほとんどの人から美
味しいという評価を得
た。
・出荷量が少ないため、
大幅な販売量の増加に
はつながらなかったが、
バイヤー等からは良食
味米の評価を得た。

関係機関一体となり、今後
も良食味米の生産に取り
組んでいくとともに、販売
量増加に向けＰＲ活動を
行っていく。

平成27年度に鹿角地域
限定で栽培される水稲
新品種「秋のきらめき」
を県内外にＰＲし、販売
促進を図る必要があ
る。

102,300 直営

①種苗交換会会場での
試食宣伝活動
・実施日：10月31日、11
月1日
・試食提供数：800食
②パンフレットを活用し
た広報活動

県
地域住
民、バイ
ヤー等

農林部
齊藤
秀悦

農業振興
普及課

担い手・
経営班

高橋
裕則

0186-23-
3683

直営

・植栽予定地である水
稲育苗ハウスの土壌分
析を行い、土壌改良方
法及び施肥方法を決定
した。
・苗木の定植は完了し、
現在までのところ、凍害
等の障害は確認されて
おらず、順調である。

県

鹿角地域
の生産者
及び農業

法人

・ブドウは通常、定植後
３年目で初結実するた
め、すぐに生産者の利
益に結びつくものでは
ない。しかし、大粒で種
なしのブドウは果物の
中で最も人気があり、
消費者ニーズも高いた
め、生産者の本事業に
対する期待は非常に大
きい。
・水稲育苗ハウスを利
用した大粒種無核ブド
ウの栽培事例は県内で
は過去に例がないた
め、鹿角発の新技術と
して鹿角地域のみなら
ず、全県への波及効果
は高い。

・昨年度、管内７園地に導
入した苗木は、１園地の３
本が湿害で枯死したが、そ
の他は全て順調に生育し
た。枯死した苗木は補植
する予定である（農家負
担）。
・苗木の生育及びハウス
内の温度変化を継続的に
調査し、良好な生育が得ら
れる温度条件を明らかに
する。
・事業に取り組む生産者は
全員が大粒種無核ブドウ
の栽培経験がない初心者
のため、枝や房管理等の
管理技術のサポートを継
続的に行う。

・参加者の食品摂取量
やナトカリ比が低下する
など、一定の成果が
あった。
・リーフレットの配布に
より、地域住民の健康
上の課題に対する認知
度が向上するとともに、
取組の必要性の普及啓
発を図ることができた。

・働き盛りの層に対し、ナト
カリ比測定による食生活
改善の取組を行う。
・子どもの頃からの正しい
食習慣の獲得と脳血管疾
患に関する知識の習得が
できるよう働きかける。
・給食施設において適塩
給食の提供が図れるよう
研修会を開催する。
・継続して関係機関と連携
した啓発活動を行う。

農林部
齊藤
秀悦

農業振興
普及課

果樹産地
支援班

船山
瑞樹

0186-25-
3231

鹿角地域において、こ
れまで経済的栽培事例
がない生食用大粒種無
核ブドウの栽培の実証
展示を行い、新たなブド
ウ産地の創生をめざ
す。

404,402

鹿角市は脳血管疾患、
特に脳梗塞による標準
化死亡比（H20～H24）
が、全国を100　として
男性301、女性224と全
国及び秋田県と比較し
ても非常に高く、関係機
関と連携した取組を行う
ことで死亡率の減少を
目指す。

222,511 直営

①ナトカリ比測定による
食生活改善の取組
・24時間採尿による食
塩摂取量及びナトカリ
比測定、栄養士・保健
師による指導
・関係者による検討会
の開催
②リーフレットを活用し
た啓発活動
③統計データに関する
学習会や減塩事業に関
する意見交換会を開催

県 地域住民
福祉

環境部
相澤　寛

健康・
予防課

健康・
予防班

兎澤
真澄

0186-22-
3952
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北鹿地域“ゆぎっこ巡
り”スタンプラリー

平成27年11月24日

平成27年12月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月27日

地域産間伐材利用拡大
推進事業

平成27年12月1日

平成27年12月7日～
平成28年3月31日

平成28年10月27日

鹿角地域雪対策セミ
ナー

平成27年12月15日

平成28年1月4日～
平成28年3月31日

平成28年10月27日

※ 行が不足する場合は追加して入力ください

直営

鹿角地域雪対策セミ
ナーの開催
・開催日：1月20日
・会場：職業訓練法人鹿
角地方職業能力開発協
会
・参加者数：70人

県、鹿角地域
雪対策連絡

協議会
地域住民

・自治会長や自主防災
組織のリーダー、民生
委員、建設技能組合
員、企業関係者などか
ら幅広い参加を得た。
・セミナーの講話は、講
師陣の経験等を踏まえ
た実践的で具体的な内
容で、参加者から好評
を得た。
・地元報道機関の報道
により、地域住民に対
する注意喚起につな
がった。

雪害事故を防止するため
には、一人ひとりが意識を
高く持ち、安全対策を講ず
る必要があるため、今後も
引き続き注意喚起や意識
啓発を図って行く。

雪害などの気象災害防
止に効果を発揮した。

果樹農家の使用が増加
し、地域産間伐材の需要
が拡大するよう、実証展示
の結果を広く情報発信して
いく。

総務
企画部

佐藤
秀継

地域
企画課

企画・
十和田
八幡平
観光班

田中聡
0186-22-
0457

平成26年度に見られた
豪雪による人的被害を
未然に防止するため、
雪対策セミナーを開催
し、雪害事故防止を図
る。

126,867

果樹農家が、雪害など
の気象災害防止や矯化
栽培に使用している単
管パイプ等の支柱を杉
間伐材へ転換すること
で、地域産間伐材の需
要拡大を図る。

129,600 直営

杉間伐材の支柱設置
（実証展示）
・設置場所：かづの果樹
センター
・設置本数：100本

県 果樹農家農林部
齊藤
秀悦

森づくり
推進課

課長
加賀
正博

0186-23-
2275

直営

北鹿地域４商工団体及
び北秋田地域振興局と
連携したスタンプラリー
の実施
・実施期間：1月23日～2
月21日
・対象イベント：大館ア
メッコ市（大館市）、比内
とりの市（大館市）、大
湯温泉雪祭り（鹿角
市）、もちっこ市（北秋田
市）、森吉山樹氷鑑賞
（北秋田市）
・応募総数：173通

県、北鹿地域
４商工団体

（大館商工会
議所、かづの
商工会、大館
北秋商工会、
北秋田市商

工会）

地域住民

主催者側が実施したア
ンケートによれば、圏域
住民ながら、このイベン
トのため、初めて訪れる
ことができた、外に出る
機会になったとの声が
複数あり、交流人口の
拡大に向け新たな可能
性を開いている。

関係団体が一体となって
事業継続を合意しているこ
とから、引き続き支援を
行っていく。

総務
企画部

佐藤
秀継

地域
企画課

企画・
十和田
八幡平
観光班

田中聡
0186-22-
0457

北鹿地域の代表的な冬
の祭りなどをつなげ、観
光客等が周遊して楽し
むことができるイベント
として実施することで、
地域内流動を進め、交
流人口の増加を図る。

10,800
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