
（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） 

（地域施策推進事業）

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

観光機能合体推進事
業

平成２４年４月１日

平成２４年４月１日～
平成２５年３月３１日

平成２５年１０月２５日

鹿角を「売り出す」新商
品開発等応援事業

平成２４年４月１日

平成２４年４月１日～
２５年３月３１日

平成２５年１０月２５日

メディアＰＲ戦略推進事
業

平成２４年４月１日

平成２４年４月１日～
平成２５年３月３１日

平成２５年１０月２５日

観光まちづくりデザイン
推進事業

平成２４年４月１日

平成２４年４月１日～
平成２５年３月３１日

平成２５年１０月２５日

地域振興局名　：　鹿角地域振興局　　　　　　　　

総務企画
部

伊東　弘毅
地域企画
課

十和田八
幡平観光
班

齋藤　隆
0186-
22-0458

県、市及び町が設置し
た機能合体組織のも
と、観光振興に連携し
て取り組むことにより、
一層の誘客促進を図
り、地域の活性化に資
する。

4,610,000 負担金

①広域観光連携推進事業
・桜と雪の回廊観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
・紅葉と温泉観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
・十和田湖観光推進広域連
携事業
②インバウンド対策事業
・韓国語講習会の開催
・日中国際観光展望会でのＰ
Ｒ
③教育旅行誘致事業
・教育旅行誘致ｷｬﾗﾊﾞﾝ実施
（北海道・宮城県等の小中学
校１６１校訪問）
・教育旅行ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ

鹿角広域観
光推進会議

地域住民

北海道・東北圏・首都
圏など、地域外への情
報発信により、新たな
観光需要の掘り起しに
努めた。特に教育旅行
誘致においては、積極
的に学校訪問を行って
いる。震災からの回復
が進み、地域からも継
続した取り組みを求め
られている。

三つの事業を柱として、
地域への一層の誘客
促進を図り、地域の活
性化を目指す。

総務企画
部　　農林
部

伊東　弘毅
松橋　久光

地域企画
課　森づくり
推進課

企画振興
班　　林業
振興班

宮原　茜
落合　和秀

地元農家
等
及び
一般消費
者

・料理教室をはじめ関
係機関との連携を強化
したことで、よりスケー
ルアップした内容となっ
た。特に「かづの牛」
「北限の桃」は地元及び
秋田市でも知名度が高
く人気があり、９月に開
催した「がんばろう市」
では生産者等自らPR・
販売することで、消費者
の声をダイレクトに伺え
るなど、効果的で有意
義なものであった。
・トンビマイタケ菌床に
対する助成により、新
規栽培者の参入等もあ
り、生産拡大につなが
り、また、料理教室を開
催し、新たな食材の使
用方法及びレシピを紹
介し、好評を得た。

・特産品のブランド化、
既存商品の磨き上げ、
売り込みなどの課題は
今後も継続した取り組
みが必要である。　　　・
トンビマイタケについて
は、新聞報道等により、
新規で栽培を実施した
いとの要望もあることか
ら、菌床に対する助成
を継続し、更なる生産
拡大を図るとともに、栽
培方法に関して技術的
アドバイス等も実施す
る。

総務企画
部

伊東　弘毅
地域企画
課

十和田八
幡平観光
班

齋藤　隆
0186-
22-0458

鹿角地域への誘客、ま
た隣接する青森県十和
田市や岩手県八幡平
市等との広域観光の推
進において、効果的な
メディアへのＰＲ活動が
必要となっている。

0186-
22-0456
0186-
23-2275

・観光分野と一体となっ
たかづの牛や北限の桃
などの特産品の売り込
みと鹿角地域への誘客
促進
・鹿角の元気づくりの推
進と、地元食材の普及
啓発による消費拡大
・鹿角地域に欠かせな
い食材である「トンビマ
イタケ」の生産拡大及び
消費拡大を図る。

649,828 直営

・のぼり旗の作成
・全国規模大会における鹿角
食材を使ったおもてなし
・かづの牛を使った料理教室
の開催
・「秋田がんばろう市」の開催
・トンビマイタケ菌床販売額に
対する補助金助成及び料理
教室によるＰＲとレシピ紹介。

県

地域外からの誘客は大
きな課題であるが、現
実は行政をはじめ、観
光施設等のマンパワー
不足などもあり、誘客活
動は手薄となっている。
このことから、メディア
への積極的なＰＲによ
る、効果的な誘客活動
を促進する。

1,878,018 直営

総務企画
部

伊東　弘毅
地域企画
課

十和田八
幡平観光
班

齋藤　隆
0186-
22-0458

案内板等の観光情報
提供について、分かり
ずらいなど、満足度が
低いことから、観光案内
看板等の整備につい
て、関係機関との協議
を進める。

92,400 直営

①パブリシティの獲得15社、
WEBﾏｶﾞｼﾞﾝ3回
②メディア交流会の開催
（12/5あきた美彩館14名）
③メディア招聘事業（7名）

県
首都圏メ
ディア

地域の観光情報を幅広
いメディアで紹介するこ
とが出来た。また、メ
ディア交流会では、地
域の関係者がプレゼン
ターとして自ら紹介した
他、新たなメディアとの
繋がりが生まれたとの
評価を得た。

まちづくりデザイン研究会の
開催

県
観光関係
者

観光地である当地域に
おいて、おもてなしの第
一歩としての観光客に
やさしい看板の整備が
必要との声があり、そ
の対応を研究する場と
なった。

実際の看板の整備には
相当な経費が予想され
るが、今後の看板の修
繕等に合わせて機能性
や地域内の統一性を意
識した対応が必要であ
る。
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米代の恵みマッチング
事業

平成２４年４月１日

平成２４年４月１日～
２５年３月３１日

平成２５年１０月２５日

県管理施設への新エネ
ルギー設備の導入検討
事業

平成２４年４月１日

平成２４年４月１日～
平成２５年３月３１日

平成２５年１０月２５日

エコ先進地かづのＰＲ
事業

平成２４年１０月２１日

平成24年10月21日 平成２５年１０月２５日

かづの北限のモモ生産
拡大事業

平成２４年４月１日

平成２４年４月１日
　　 ～平成２５年３月３
１日

平成２５年１０月２５日

総務企画
部

伊東　弘毅
地域企画
課

企画振興
班

宮原　茜

・地元食
品事業者
等
・首都圏
バイヤー

販路拡大はもちろん、
招聘バイヤーへ広く鹿
角食材を売り込むこと
ができた。特に現地視
察は、より安全安心な
鹿角食材をPRできる契
機となった。なお、出展
事業者からは、次回開
催時の参加を希望する
声とともに、商談時間を
長くして欲しいとの要望
も寄せられた。

特産品のブランド化、既
存商品の磨き上げ、売
り込みなどの課題に対
して、今後も継続した取
り組みが必要である。

建設部 深井　力
企画調査
課

企画監理
班

和泉　茂雄
0186-
23-2301

電力を利用する県管理
施設を新エネルギーで
代替し、「見える化」を
行い、新エネルギー利
用を身近に感じることの
できるよう、その可能性
を探る。

0186-
22-0456

地元の食品事業者等と
首都圏バイヤーとの
マッチングを支援

42,406 直営
・首都圏バイヤーを招聘した
商談会及び現地商談会の実
施

県

小坂町の計画との整
合、完成後の維持管理
方法も含めた費用対効
果等について詰めてい
く。

80,000 直営

来場者へのアンケート
の結果、使用済小型回
収ボックスを利用したこ
とがないとする回答が５
割弱あり、使用済小型
家電の回収量アップの
ための啓発活動を引き
続き行う必要がある。

総務企画
部

伊東　弘毅
地域企画
課

企画振興
班

菅原　亮一
0186-
22-0456

新エネルギーと金属リ
サイクル先進地として
鹿角地域振興局が持つ
ポテンシャルについて、
地域住民の理解と関心
を高める。

293,725 直営

農林部 松橋　久光
農業振興
普及課

小坂町で行う「未来プロ」の
関連事業として、小坂川河川
公園整備の計画の中で、ライ
トアップ等の光源として小水
力発電による電力供給の可
能性を検討することとした。

県 小坂町

未来プロは、当初６月
補正への提案を目論ん
でいたが、工程の遅れ
により１２月末の決定と
なったことから、小坂町
との打合せは行ってい
るが、河川公園整備は
具体の計画策定までに
は至っていない。

鹿角市主催「エコフェア」にお
いて、「エコ先進地かづの体
感コーナー」を設置し、１０１
人の来場があった。
管内にある使用済小型家電
回収ボックスの利用を呼びか
けるノベルティ等の配布を
行った。

県 県民

管内唯一の太陽光モ
ジュール製造業者や、
北部エコタウン計画の
広報拠点であるあきた
エコタウンセンターとの
協働による事業実施と
することができた。
アンケートの結果、使用
済小型家電回収ボック
スの未利用者の多くか
ら、同ボックスの利用を
前向きに考えたいとの
回答が寄せられた。

果樹産地
支援班

熊谷　一

ＪＡかづ
の北限の
桃生産グ
ループ

・事業の活用によって
新規に約１．４ｈａの面
積拡大が図られた。
・今後も継続してほしい
との要望もあった。

・面積拡大に向けた新
規作付者の確保に向け
た取り組みは、これまで
リンゴ栽培者が主体で
あったが、野菜主作の
農家など果樹の栽培経
験がない人の参入も増
えている。
・また小坂町で栽培意
向を持った農家もいる
ため、初心者向けの技
術指導を合わせ推進を
図る必要がある。
・また面積拡大にむけ
た事業に関しては、２５
年度は鹿角市が事業
実施主体となる予定で
ある。

0186-
25-3231

特産品である鹿角産
「北限のモモ」の産地化
に向け、更なる面積拡
大を図る。

716,750 直営
新規にモモを導入した生産者
に対する面積に応じた助成 県
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かづの短角牛生産基盤
強化事業

平成２４年４月１日

平成２４年４月１日
　　 ～平成２５年３月３
１日

平成２５年１０月２５日

・５０頭の肥育素牛の導
入が推進された。
・市役所が主体となって
かづの牛の増頭に向け
ハード整備を実施する
こととなった。
・飼料高騰など経営環
境が悪化する中非常に
助かるとの評価を得
た。

農林部 松橋　久光
農業振興
普及課

就農・起業
支援班

鈴木　満明
0186-
23-3683

減少傾向が続く地域特
産のかづの牛の安定生
産を図る。

・増頭目標達成に向
け、積極的な導入が見
込まれることから増頭
の立ち上がりを支援す
るため、来年度におい
ても予算の範囲内で助
成を継続する。

1,000,000 直営
出荷見合いの導入に対して
経費助成

県
秋田県畜
産農業協
同組合
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