
（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 ： 由利地域振興局

（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

広域観光セールスプロモー
ション体制づくり事業

平成27年10月1日

平成27年10月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

“池田修三さん”を伝える事
業

平成28年1月12日

平成28年2月24日～
平成28年2月24日

平成28年10月31日

鳥海山ろく沿線活性化推進
事業

平成28年1月12日

平成28年3月9日～　　　　平
成28年3月11日

平成28年10月31日

由利地域健康づくり推進体
制整備事業

平成27年5月27日

平成27年5月27日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

直営

・管内保健師研修会の開催
（2回、44名）
・管内保健師の配置状況調
査の実施
・保健師の研修について意
向調査を実施

県

管内2市及
び保健所に
勤務する保
健師

・以前より管内２市の保健
師は、分散配置と業務量の
増加等により、「研修に参加
する機会が少ない。」との声
が聞かれていた。そのた
め、保健所での半日単位の
研修会は「参加しやすかっ
た。」との意見が多く聞かれ
た。　　　　　　　　・著名な県
外講師から保健師活動の
先駆的な事例について学ぶ
ことができ、「日頃の業務を
客観的に見直す機会となっ
た。」、「新たな視点を持て
た。」など、仕事に対する意
欲の向上が図られた。
また、健康に関するデータ
活用の講義では、保健所も
管内の健康課題解決につ
いて共に考えることで、２市
の保健活動を支援すること
ができた。

・アンケート結果から、研修会
継続の要望が多く、次年度も事
業を実施する必要性が確認で
きた。
・開催日を決定するにあたって
は参加率を高めるため事前調
整に努めたが、1回目が
52.0％、2回目が36.0％と目標
の60.0％に達しなかった。
支所勤務の保健師は、一人で
窓口対応の業務を行う等で研
修会に参加できない場合が多
く、参加率の設定を50.0％とす
べきであった。

地域と鉄道が連携した理想
の取組を視察できたことに
より、鳥海山ろく線の在り方
やその関わり方について関
係機関が意識を高めるきっ
かけとなった。

生活・観光路線の２択ではな
く、地域づくりや景観等を含め
た多様な価値を生み出す鉄道
が期待されることから、行政・
鉄道会社・地域住民が連携し
た取組が必要である。

福祉環境
部

田中　央吾
健康・予防

課
健康・予防

班
熊谷悦子

0184-22-
4122

　管内において、地域の健
康課題である「生活習慣
病」について、予防対策を
推進する必要がある。そこ
で、管内２市における健康
づくり推進体制整備と保健
活動の充実強化を図るた
め、保健師の人材育成とし
ての研修を実施する。

110,225

鳥海山ろく沿線の各駅舎や
周辺施設を活用した地域振
興策を沿線住民と企画・実
施するため、先進地視察を
実施する。 249,704 直営

わたらせ渓谷鐵道及び市民
協議会の取組状況や沿線
施設を沿線住民、NPO法
人、鉄道会社と共に視察し
た。 県

沿線住民、
鉄道会社、
NPO法人

総務企画
部

児玉　裕之
地域企画
課

企画振興
班

福田泰宏
0184-22-
5432

直営

県フリーマガジン「のんび
り」編集長 藤本智士氏を講
師として、由利高等学校１
年生75名、仁賀保高等学校
1･2年生26名を対象に、池
田修三氏に関する授業及
び作品鑑賞を実施した。

県 高校生

当該授業の感想文では、受
講生の大半が、それまで知
らなかった池田修三氏やそ
の作品に触れる良いきっか
けになった、と感想を述べ
ていることから、理解を深め
る機会を創出できた。

地元でも池田修三氏及びその
作品に触れる機会が限られて
いるため、日常的に触れる機
会を創出する必要がある。

様々な観光プロモーション
での活用を行ったが、特に
環鳥海地域で共同で実施し
たイベントでは、関係事業
者の連帯感、一体感が生ま
れ効果的に実施することが
できた。

広域的なプロモーションにおい
て今後も活用を図っていく。

総務企画
部

児玉　裕之
地域企画
課

企画振興
班

福田泰宏
0184-22-
5432

地域の“たから”である池田
修三作品に親しみ体感でき
る機会を若い世代を対象に
提供することにより理解の
浸透を図る。 353,653

広域的な観光の推進のた
め各種ＰＲ活動を行う際に
着用する半纏を作成し、官
民問わず様々な場面で活
用することでセールスプロ
モーションの体制づくりを確
立する。

95,700 直営

・半纏のデザイン決定と制
作

県

隣県及び
首都圏の
住民、観光
客

総務企画
部

児玉　裕之
地域企画
課

鳥海まるっ
と観光班

奥山　徹
0184-22-

5432
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由利本荘市におけるフッ化
物洗口推進事業

平成27年5月27日

平成27年5月27日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

食中毒＆感染症予防対策
推進事業

平成27年5月27日

平成27年6月1日～
平成28年3月14日

平成28年10月31日

竹資源有効活用推進事業 平成27年5月27日

平成27年6月18日～
平成27年10月9日

平成28年10月31日

由利地域振興局との協働Ｐ
Ｒ事業

平成27年5月27日

平成27年8月25日～　　　平
成27年11月25日

平成28年10月31日

本荘マリーナ環境整備協働
事業

平成28年1月12日

平成28年3月23日 平成28年10月31日

本荘マリーナ周辺の環境改
善が図られ、利用者のモラ
ル向上への一助となった。

本荘マリーナ周辺の環境を良
好な状態に維持するために地
域住民及び利用者に対して愛
護意識の醸成を図る取り組み
継続する必要がある。

本荘マリーナ周辺において
清掃ボランティアを実施して
いる企業との協働により不
法投棄物のクリーンアップ
を行い、利用者のモラル向
上と市民の憩いの場である
本荘マリーナの利活用の促
進を図る。

158,760
委託・直

営

地元ボランティア企業等と
協働し、クリーンアップを実
施した。ボランティア等　15
名参加

県
施設利用
者

建設部 田口　秀男
企画調査
課

企画監理
班

長谷川　一
仁

0184-22-
5436

委託

県管理道路のアダプト・ロー
ド・プログラムの協働者を広
げるため、現在協働してい
る道路にＰＲ看板を設置し
た。

県

アダプト・
ロード・プロ
グラム参加
希望者

看板設置後、直ちに協働者
が増加するという効果は発
現していないが、地域住民
に広く周知するツールとして
有効性は高い。

協働者の拡大につながる取り
組みを継続していく必要があ
る。

竹林の整備・利活用など管
内の実態を把握したことや
先進地の取り組みが参考に
なったことなど、情報の共有
化が図られ、竹林整備の掘
り起こしにつながった。

荒廃竹林の拡大防止を図るた
め関係者の継続した連携が必
要である。

建設部 田口　秀男
企画調査
課

企画監理
班

長谷川　一
仁

0184-22-
5436

アダプト・ロード・プログラム
は、管理する道路の美化活
動等を民間企業と協働する
取組であり、より多くの団体
に参画を促すためＰＲ看板
を設置し協働数の拡大を図
る。

187,852

竹林の基礎デ－タ収集、関
係者等の意向調査、整備・
利活用に関する視察研修を
行い、荒廃した竹林整備を
推進する。

435,320 直営

①竹林の基礎デ－タ収集
　376件 94.33ha分収集
②意向調査
　対象者309名 回答者173
名
③整備･利活用視察研修
　山形県鶴岡市三瀬地区
　参加者39名

県

森林ボラン
ティア団
体、民間企
業、行政関
係者

農林部 櫻田　良弘
森づくり推
進課

林業振興
班

藤井　吉人
0184-22-

8351

委託・直
営

・小学校・保育園での「手洗
い教室」の開催28回　1228
名
・研修会の開催 1回　125名
・保育園給食施設への監視
指導10施設
・イベント（県立大学祭）で
の普及・啓発活動の実施1
回

県（委託事業
は、由利食品衛
生協会）

・地域住民
（保育園児
等）
・福祉施設
等職員

・管内の保育園等34施設に
対し通知し8保育園1幼稚園
で実施。感染症・食中毒予
防における手洗いの重要性
を周知できた。
・「手洗い教室」を実施した
園などから感染症の集団発
生の報告がなかった。
・研修会の内容について
は、アンケート結果より９割
以上が「参考になった」と回
答していた。また、研修会は
４年目となるが、参加者は
毎年130名前後と多い。

・毎年感染症の集団発生の届
出が当所にあることから、引き
続き「手洗い教室」を実施す
る。さらに未実施の保育園にも
呼びかけて実施する。
・研修会の開催や監視指導を
強化し食中毒や感染症の予
防・拡大防止に努め関係者の
意識向上に努める。
・感染症の予防・拡大防止対策
等については、毎年、平均６施
設の集団発生があり、終息ま
で約1ヶ月以上もかかった事例
があったことから、感染症発生
時の初動対応や拡大防止方法
等について講義だけで無く、グ
ループワークや実技を取り入
れて学びを深めることとする。

　県内でフッ化物洗口事業
の実施率が低い由利本荘
市において、公立保育園で
は全8園中6園が、小学校で
は全15校中11校、中学校で
も新たに1校が事業実施と
なるなど、拡大が図られた。

・新規実施施設においては、確
実に事業が継続できるよう、施
設や事業の実施主体である市
の要望に応じて、県口腔保健
支援センター（県健康推進課
健康づくり推進班内）と連携し
ながら支援していく。
・未実施施設については、引き
続き管内２市と協議を重ねなが
ら、フッ化物洗口の実施に向け
て取組を進めていく。その際に
は、県や郡市歯科医師会と連
携し、当事業のみならず、由利
本荘地域全体の歯科保健向上
のための取組も視野に入れた
活動を実施していく。

福祉環境
部

田中　央吾

健康・予防
課

環境指導
課

健康・予防
班

環境・食品
衛生班

村上綾子
 

庄司浩久

0184-22-
4122

0184-22-
4121

感染症や食中毒予防対策
推進事業

286,718

　管内におけるフッ化物洗
口の実施率は約10％台と
県内でも低いため、事業の
未実施施設（幼稚園、保育
園、小・中学校）に対し事業
の導入を促すとともに、実
施施設においては、より充
実した内容とするため、研
修会を開催する。

79,803 直営

・フッ化物洗口研修会の開
催

県

管内行政
関係者、幼
稚園・保育
園及び小・
中学校関
係者等

福祉環境
部

田中　央吾
健康・予防

課
健康・予防

班
鍬崎
   真美子

0184-22-
4122


