
（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 ： 北秋田地域振興局

（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

医療機関及び社会福祉施
設における感染症予防対
策事業

平成27年5月11日

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

動物ふれあい学習会事業 平成27年5月11日

平成27年5月11日～
平成27年9月18日

平成28年10月31日

小様きゅうりの普及拡大 平成27年5月11日

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

リンドウの新産地育成 平成27年5月11日

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

ふるさと彩発見in北秋田
シンポジウム

平成27年10月13日

平成27年10月13日～
平成27年10月24日

平成28年10月31日

大館福祉
環境部

相澤　寛
健康・予防
課

健康・予防
班

佐藤　静
0186-52-
3952

平成26年度、管内の社会
福祉施設や医療機関にお
いて感染症集団発生が多
発し、中には対応の遅れ
や感染対策の不徹底が
感染拡大、重症化につな
がった事例があった。
管内には慢性疾患による
長期療養患者が利用する
社会福祉施設等が多く、
施設内に感染症が持ち込
まれた際に重症化のリス
クが高い状況にある。

320,398 直営

社会福祉施設や就学前
施設の職員に対する研修
会
（5回）
病院職員に対する研修会
・院内の感染対策に主眼
をおいたラウンド研修。
・感染対策講演会、事例
検討会
・院内ラウンド用チェック
シートの作成

県

鹿角・北秋
田地域振
興局管内
の施設職
員、病院
職員

研修会の事後アンケート
では、知識・技術の習得、
業務の見直しにつながっ
た等、効果があったとする
評価を得ている。
大館市広報（病院だより）
で院内ラウンド研修に関
する記事が掲載され、病
院や振興局の活動を市民
に知らせる機会となり、イ
メージアップにもつながっ
た。

社会福祉施設等には、県庁
出前講座や研修会開催を継
続する。

病院や有症診療所の感染対
策の向上を図り、集団発生を
未然に防ぐため、病院間の
相談できる関係づくりや中核
的病院が中心となり、さらに
地域の感染対策を推進する
ことが不可欠である。
平成２８年度から、感染対策
専門医や感染管理認定看護
師とともに「感染症対策ネット
ワーク」の構築に取り組んで
いる。

鷹巣阿仁
福祉環境
部

相澤寛
環境指導
課

環境・食品
衛生班

庄司浩久
0186-62-
1167

　昨年度リニューアルオー
プンした北秋田市阿仁熊
牧場「くまくま園」の利活用
及び動物愛護の推進を図
るため、管内小学校を対
象とした学習会をくまくま
園で開催する。

125,680 直営

・実施日：9月18日
・参加校：米内沢小学校
・参加人数：3年生18名、
引率教諭3名、計21名
・内容：①園長先生のクマ
講座、②エサやり体験、③
小動物ふれあい体験（委
託）、④マタギ資料館見学

県
管内小学
校

・実施後に生徒に実施し
たアンケート結果では、大
変好評であり、また引率
教諭からも高い評価をい
ただいた。
・この事例を、北秋田市の
校長会で紹介したところ、
多数の関心が寄せられ
た。

・引き続き管内小中学校を対
象に、動物愛護、マタギ文化
等をテーマにした学習会等を
開催し、「くまくま園」の利活
用推進を図る。

農林部 高橋　徹
農業振興
普及課

産地・普及
班

小野寺 徹
0186-62-
1835

北秋田市阿仁上小様地
域の特産品である小様
きゅうりの栽培技術向上
による生産力向上を図
る。

29,597 直営

①品種に適した技術指導
・定期的な巡回指導を実
施し、新たな整枝方法の
定着を支援。
②需要の掘り起こし
・販路拡大について、JA
へ提案、協議。

県 生産者

・基本的な技術の徹底に
より単収の向上が図られ
た。
　2.3t/10a→3.4t/10a
・提案、協議により、秋田
市場(丸果)、秋田西武
(ガーデン)、秋田まるごと
市場(JA直売)、横浜市場
(丸中)経由モスバーガー
での取扱可能となった。
(10kg/週)

　 市場、モスバーガーから出
荷量の拡大を求められてい
るため、生産者の掘り起し等
の対策が必要。

農林部 高橋　徹
農業振興
普及課

産地・普及
班

石井孝直
0186-62-
1835

リンドウの生産について広
く紹介し、新規栽培者を確
保することにより新産地の
育成を図る。

48,102 直営

リンドウの生産について管
内に広く紹介し、新規栽培
者を確保することにより新
産地の育成を図ってい
る。
①先進地調査(藤里町)
②リンドウ栽培説明会

県 生産者

　 上小阿仁村で２戸が新
規栽培を開始。H29年度
からの切り花出荷を目指
している。

　 県単「攻める「秋田の花」推
進事業」の活用により、作付
拡大及び新規生産者の掘り
起こしと支援を行う。
　 新規に開始した２戸を刺激
として、更に作付者を掘り起
こす。

総務企画
部

渡辺　哲
也

地域企画
課

企画・観光
振興班

渡部　進
雄

0186-62-
1251

人口減少や高齢化が進む
中、北秋田市の自然や歴史･
文化、特産など地域の魅力
をいかに売り込み、地域経済
を活性化させるのか。また、
存廃の岐路に立たされてい
る秋田内陸線を地域振興に
生かす有効な手だてはない
かなど、北秋田市の魅力を
再発見し、地域を活性化させ
るための方策を探ることを目
的としたシンポジウムを開
催。

89,724 直営

「ふるさと彩発見イン北秋田」シ
ンポジウム
共催：北秋田市、秋田魁新報
社、秋田県
開催日：平成27年10月24日(土)
会場：北秋田市産業祭会場
シンポジスト：片岡信幸氏　（ＮＰ
Ｏ法人森吉山理事長）、加藤由
美子氏　（ふみきり野Café経営
者）、武田昌大氏　（ﾄﾗ男ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰ
ｻｰ）、佐藤康弘氏　（(株)佐藤乳
販代表取締役）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：西木　正明氏　（作
家）
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：村上昌人氏（秋田
魁新報社）
　　シンポジウムには一般市民ら
約１００名が参加し、盛会に終了
し、観光や　食産業の振興を通じ
た地域づくりについて活発に意
見交換した。

県、北秋田市、
秋田魁新報社

一般県民

　北秋田市民を中心に多
数の方が参加し、地域の
活性化や、内陸線の存続
に向けた取り組みなどに
ついて、一定の意識啓発
ができた。

事業は終了。
北秋田市の魅力を再発見し、
地域の活性化への取り組み
は、引き続き関係者で行う。



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
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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28年1月9日～
平成28年3月6日

平成28年10月31日

総務企画
部

渡辺　哲
也

地域企画
課

企画・観光
振興班

渡部　進
雄

0186-62-
1251

北鹿地域の代表的な祭り
を繋げ、観光客に周遊し
てもらうイベントを実施す
ることで地域内流動を進
め、交流人口の増加を図
る。

事業は終了。
次年度以降も関係者が協力
してまつりのＰＲを行い、交流
人口の増加と、地域の活性
化へ取り組む。

192,119 直営

北鹿地域４商工団体エリアの５
つのイベント会場を周遊するスタ
ンプラリーを実施する。
 「比内とりの市」
1/23(土)～1/24(日)
「大湯温泉雪祭り」
2/10(水)～2/11(木)
「大館アメッコ市」
2/13(土)～2/14(日)
「もちっこ市」
2/13(土)～2/14(日)
「森吉山樹氷鑑賞」
1/ 9(土)～3/ 6(日)

県、大館北秋
商工会、かづ
の商工会、北
秋田市商工
会、大館商工
会議所

一般県民

　スタンプラリーを実施し
たことで、観光客に県北の
まつりに対する一定の理
解と、今後の再訪につい
て認識を持ってもらうこと
ができた。


