（様式 ５－２）

地域重点施策推進事業事後評価調書（平成２６年度実施分）

地域振興局名 ：由利地域振興局

（地域施策推進事業）
部 名

部長名

総務企画
小林 悟
部

担当課

担当班名 担当者名 電話番号

地域企画 鳥海まるっ
0184-22佐藤 寿之
課
と観光班
5432

事業名、事業期間

「未来づくり協働プロジェク
ト」サポート＆バックアップ
未来づくり協働プロジェク
事業
トの計画推進、広域観光
の推進と交流人口拡大に
よる地域活性化を図る。
（由利地域観光推進機構
への負担金）
平成26年4月～
平成27年3月

「まるっと鳥海」活性化推
進事業
総務企画
小林 悟
部

地域企画 鳥海まるっ
0184-22佐藤 寿之
課
と観光班
5432
平成26年4月～
平成27年3月

総務企画
小林 悟
部

地域企画 鳥海まるっ
0184-22佐藤 寿之
課
と観光班
5432

事業目的・必要性

事業費
（円）

委託・
負担金・
直営

事業実施主
体

事 業
対象者

今後の課題及び
取組方向

未来づくり協働プログラム
を計画的に進めるためカ
ンファレンスを開催すると
ともに、観光資源の魅力
について広くプロモーショ
ンを行ったほか、地域の
観光事業者と連携し旅行
エージェントへの売り込み
を東北圏や関東圏に拡大
して展開し、次年度の旅
行商品化に結びつけるな
ど誘客促進に努めた。

未来づくり協働プログラムを
着実に推進させるとともに、
由利地域の認知度の更なる
向上を目指す。また、当地域
への旅行商品は、通過型が
主流であリ、滞在型にシフトさ
せるため、地域の観光事業
者とともに旅行エージェントへ
の売り込みを引き続き行い、
広域観光の推進と交流人口
の拡大に取り組む。

大学生による環鳥海地域
の魅力を学ぶワークショッ
・両地域の大学生による
プやフィールドワークを開
観光関係
合同ワークショップの開催
催し、両地域の相互理解
者・観光
・環鳥海地域を周遊する 環鳥海地域連
と交流を深めたほか、同
負担金・
客、旅行
1,356,478
スタンプラリーの実施
携事業実行委
地域おいてスタンプラリー
直営
エージェン
・環鳥海地域の観光情報 員会
を実施し、地域住民の周
ト、地域住
の発信と共同プロモーショ
遊性を高めるとともに、両
民
ンによる誘客の促進
地域の観光関係者による
平成27年10月30日
共同プロモーションを行い
誘客促進に努めた。

県境の「鳥海山」を核に環鳥
海地域にある資源に焦点を
当て地域間の相互理解と交
流をさらに深めるとともに、環
鳥海地域のスケールメリット
を活かした観光情報の発信と
観光関係者の連携により、同
地域への誘客と認知度向上
に取り組む。

観光関係
者

観光事業者や加工品事
業者で構成する食農観グ
ループによる地場産品を
活用したご当地メニュー
や加工品開発の取組に対
しサポートするとともに、
観光プロモーションやイベ
ントにおいて連携した情報
発信を行った。また、地域
平成27年10月30日
関係団体の連携や意識
醸成が図られた。

ご当地メニューや加工品につ
いては、スタート地点に立っ
たところであり、今後の取組
を支援するともに、地域の観
光推進と一体となった誘客促
進や売り込み強化の取組を
更に加速させていく。

管内企業
(製造業、
①新エネルギー産業参入
県
建設業)、
セミナーの開催
（公財）本荘由
金融機
②国際風力発電展参加に 利産学振興財
関、自治
よる情報収集
団
体、秋田
県立大学

①稼働中及び建設中の風
力発電施設の概要説明
及び現場視察を行った。
参加者からは、稼働中の
平成26年4月1日 施設においては、機器類
や点検方法、修理に関す
ること、建設中の施設にお
いては、広報、請負方式
等に関する質問があり、
関心の高さが窺えた。
②風力、水素、太陽光発
電等に関する展示会に参
加し、管内から出展した企
業の状況等も含めて情報
平成27年10月30日 収集を行った。また、関係
先に有用な情報を提供
し、活用の可能性につい
て検討を依頼するなど、
成果の還元に努めた。

管内では、今後も大型の発
電施設の建設が計画されて
いることなどから、関連工事
や完成後の保守管理業務等
への参入に向けた情報提供
の充実等を検討していく。

・未来づくり協働プロジェク
平成26年4月1日
トカンファレンスの開催
観光関係
・旅行エージェントへのエ
者・観光
リアセールス
由利地域観光 客、旅行
1,000,000 負担金
・広域観光情報の発信と 推進機構
エージェン
首都圏、隣県への共同プ
ト、地域住
ロモーションによる誘客促
民
進
平成27年10月30日

平成26年4月1日

山形県庄内地方と連携し
た環鳥海地域の広域交流
の推進と交流人口拡大に
よる地域活性化を図る。
（環鳥海地域連携事業実
行委員会への負担金）

観光事業者ビジネス展開
サポート事業
地域関係団体が実施する
観光ビジネスの推進、県
等が主催する観光プロ
モーションやイベント、商
談会等に参加する事業者
を支援する。
平成26年4月～
平成27年3月

317,809

直営

・ご当地メニューや加工食
品の開発・販売支援によ
る食農観ビジネスの取り
組み支援
・県等が実施するプロモー
ションやイベント、商談会
等での観光事業者と連携
した観光情報の発信

平成26年4月1日

県

中小企業支援事業

総務企画
小林 悟
部

地域企画 企画振興
奥山 徹
課
班

下請け・大企業依存型か
らの自立を図るため、管
内の中小企業のニーズを
把握し、自ら改革しようと
する意欲的・挑戦的な中
小企業を支援する。

0184-225432

①平成26年11月27日
②平成27年2月25～26日

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

事業実施状況

204,894

直営

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

ものづくり人材育成支援
事業
総務企画
小林 悟
部

地域企画 企画振興
長瀬 孝
課
班

0184-225432
①平成26年10月7日
～平成27年3月31日
②平成26年5月15日
～平成27年3月31日

美味しさの追求による高
品質化の推進
農林部

赤川 淳
美

農業振興 産地普及
牧 国博
普及課
班

0184-227551
平成26年4月1日～
平成27年3月31日

農林部

農林部

赤川 淳
美

赤川 淳
美

農業振興 産地普及
牧 国博
普及課
班

農業振興 産地普及
牧 国博
普及課
班

事業目的・必要性

管内高校生の地元製造
業企業への就職の促進
及び早期離職の防止を図
るため、高校生を対象にし
たインターンシップ及び就
職支援セミナーを実施す
る。

・秋田由利牛の差別化を
図るため、飼料用米を給
与した牛肉の分析を行
い、技術の向上を図る必
要があった。
・また、牛肉だけでなく、特
色ある加工品開発による
販路拡大も併せて図る必
要があった。

0184-227551

若手生産者等の技術や ・肉用牛農家戸数と頭数
規模拡大等に対する支援 の減少は、高品質なブラ
事業
ンド牛の生産基盤にも影
響を及ぼしている。
・そのため、肥育の素とな
る子牛を生産する若手農
家の規模拡大と生産率の
向上を図る必要があっ
平成26年4月1日～
た。
平成27年3月31日

0184-227551

食農観事業等との連携に
よる販路の拡大
・牛肉の販売については、
地域の様々な業種が関
わっていることから、牛肉
の加工開発による検討を
行い、新たな需要の喚起
を図る必要があった。
平成26年4月1日～
平成27年3月31日

事業費
（円）

委託・
負担金・
直営

福祉環境 田中 央
部
吾

健康・予防 健康・予防
0184-22高堂 祥子
課
班
4120

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

①生徒へのアンケートに
よると、製造業の大変さ、
楽しさを学んだことで、今
後の就職への足掛かりと
なっていることがうかがえ
る。
②製造業者が直接講演す
ることにより、業務内容や
仕事に対する心構え等を
平成27年10月30日
学ぶ良い機会となってい
る。

今後の課題及び
取組方向

平成26年4月1日

88,020

601,812

460,212

直営

①ものづくり企業インター
ンシップ事業
②就職支援セミナー

直営

・秋田由利牛の食味を向
上させるための分析の実
施とそれに基づいた給与
方法と管理の検討会を開
催した。
・特色ある秋田由利牛に
ついて、首都圏でＰＲと意
見交換会を実施した。

直営

・大規模経営に必要な技
術と経営管理能力を高め
るため、研修会を開催し
た。
・大規模肉用牛経営の先
進地調査研修を実施し、
その成果を地域の伝達研
修会で周知させ、若手生
産者に周知させた。
・今後、必要となる畜産外
部化サービス業の創出に
むけて、先進地調査研修
を行い、地域内に周知啓
蒙を行った。

直営

・地域の牛肉を地域の加
工施設で商品開発に必要
なスキームを検討し、秋田
由利牛の甘露煮を開発を
し、検討会を開催した。

県

高校生

平成26年4月1日

県

・「お米」の給与による肉
質の分析については、本
事業が関与することによ
り、生産者が専門家と連
携して技術の向上が図ら
れることから、評価を受け
ている。

・継続してに牛肉の分析実施
と「お米」を含めたＴＭＲ飼料
の給与による新たな技術開
発に対応した肉質の分析と
飼料等の分析によるオンリー
ワン産地の実現。

・様々な研修形態をとるこ
平成26年4月1日 とにより、若手生産者の
ニーズに対応した研修内
容を実施することが出来、
地域の技術の向上が図ら
れ、評価された。
・地域内で今後、目指す
べき肉用牛経営のイメー
平成27年10月30日 ジを提示することが出来
た。

・今後も、ニーズに応じたきめ
細かい研修内容を準備し、地
域に波及出来る研修制度を
整備していく必要がある。

管内肉用
牛農家
平成27年10月30日

県

管内肉用
牛農家

高校側からは、管内製造業
者の情報がなかなか入手で
きないとの話があることから、
製造業企業に関する情報提
供の充実を図る必要がある。

平成26年4月1日

141,986

県

・牛肉という性質上、加工
品を行える業者が限定さ
・販売を進めるための卸サイ
れる中、製造原価を把握
ドとの連携の構築を図る必要
し、商品案を提示出来た
がある。
ことにより、今後の開発の
参考となった。

管内肉用
牛農家
平成27年10月30日

元気で長生きできる健康
づくり

働き盛り世代の生活習慣
病予防対策を推進するた
め、労働基準監督署や職
域関係者との連携・協働
により、地域課題の共有
を図り、普及啓発事業を
実施して健康づくり推進体
平成26年4月～平成27年 制を整備した。
3月

事業実施状況

617,307

直営

・健康づくり支援会議の開
催
・健康づくりフォーラムの
開催
・管内禁煙マップの作成・
配布
・喫煙に関する意識調査
・（働き盛り向け）健康情
報リーフレットの作成・配
布

県

・支援会議を経て健康づく
平成26年4月1日 りフォーラムを開催したこ
とにより、関係者の共通認
識や連携が深まり、住民
行政関係
の意識の変容等に役立っ
者・地域住
た。
・
民・事業主
受動喫煙防止調査によ
り、地域での課題を明らか
平成27年10月30日 にして、啓発資料作成に
つなげることができた。

高齢化の進展に伴い、誰も
が 「元気で長生きできる」地
域づくりは、働き盛り世代に
対する働きかけがますます
重要になるため、今後も地域
と連携して取り組む必要があ
る。

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

感染症＆食中毒からの
「ボディガード」推進事業

福祉環境 田中 央
部
吾

健康・予防 健康・予防
課
班

0184-224122

感染症や食中毒に関する
衛生知識の普及啓発を推
進することにより、健康弱
者である子供や高齢者の
発生予防を図る。

熊谷 政子金 和浩

環境指導 環境・食品
課
衛生班

0184-224121
平成26年5月1日～
平成27年3月10日

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

赤川 淳美

農業振興 産地・普及
小松 聡
普及課
班

155,264

直営

業務用野菜を定時・定量
生産するために新技術実
証ほ（新規品目、収量向
上等）を設置した。

県

農業振興 産地・普及
小松 聡
普及課
班

業務用野菜の販路を拡大
するため、需要のある品
目の栽培実証を行い、実
需企業との連携強化と取
引品目の拡大を図る。

0184-228354

307,439

直営

業務用野菜の販路開拓を
図るため、新規品目として
レタス栽培を実践し、実需
企業の評価調査を行っ
た。

直営

地域内で青果物生産・販
売に取り組む意欲ある農
業者を対象に、栽培技術
講習と機能性包材を利用
した商品提案を行った。

県

業務用野
菜生産者
等

平成26年4月～
平成27年3月

赤川 淳美

農業振興 産地・普及
小松 聡
普及課
班

由利地域で生産される青
果物を利用して、地域内
連携により青果物の業
務・加工利用の新たな芽
を育成する。

0184-228354
平成26年4月～
平成27年3月

業務用キャベツの収量向上
については、引き続き安定生
産技術の啓発が必要であ
る。

平成26年4月1日 実需企業から一定の評価
を得たが、盛夏期の業務
向け出荷は困難であっ
実需企業からのニーズに対
た。
応しながら、継続的に連携強
実証担当農家からは、直
化を図ることが必要である。
売向け品目として、十分な
手応えを得られたとの意
平成27年10月30日 見であった。

平成26年4月1日

高付加価値化推進事業

農林部

・小学校における「手洗い教
室」については、開催要望が
多いことから、来年度以降も
由利本荘食品衛生協会と連
携して実施する。
・感染症の予防・拡大防止対
策等については、特に小規
模施設において一般のマ
ニュアルをそのまま適用させ
ることが困難な場合もあるこ
とから、きめ細かい助言・指
導等の支援を行うため、計画
的な巡回指導等を実施して
いく必要がある。併せて、関
係者等が自主的に行ってい
る勉強会等に指導者として積
極的に参加していく。

平成27年10月30日

業務用野菜販路拡大事
業
赤川 淳美

新規品目（レッドキャベツ）
の栽培技術を確立し、実
需企業との取引品目拡大
につながった。

業務用野
菜生産者
等

平成26年4月～
平成27年3月

農林部

今後の課題及び
取組方向

平成26年4月1日
業務用キャベツについて、
意欲の高い生産者を集中
的に支援して、安定した生
産基盤を早期に確立す
る。

0184-228354

事業の効果及び
住民の満足度

・管内小学校の95％（21
校中20校）で実施できたこ
とから、感染症予防にお
ける「手洗い」の重要性を
・小学校での「手洗い教
平成26年4月1日 小学生等にある程度周知
室」の開催 25回（877名）
することができた。
・学童スポーツ大会での
・「手洗い教室」を実施した
「親子手洗い教室」の開催
・地域住民
県
学校関係者からは、今後
2回（245名）
（小学生児
直営（一
（委託事業は、
の継続開催を望む声が多
832,337
・福祉施設職員等を対象
童等）
部委託）
由利本荘食品
数寄せられている。
とした研修会の開催 1回
・福祉施設
衛生協会）
・研修会については、ほと
（140名）
等職員
んどの参加者から参考に
・イベント（県立大学祭）で
なったとのアンケート結果
の普及・啓発活動の実施
平成27年10月30日 が得られたが、小規模施
1回
設等からは施設毎へのき
め細かい助言・指導等の
支援を求める要望も寄せ
られた。

大規模生産者育成事業

農林部

事業決定月日
（部局長会議等）
及び評価確定日

17,564

県

講習会後の聞き取りによ
り、紹介した品目の作付 野菜の地域内利用の促進に
が実際に栽培されている は、業務加工利用する企業
ことと、冬期品目の作付計 等との連携が必要である。
画があることを確認した。

業務用野
菜生産者
等
平成27年10月30日

