
（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

地域防災力強化事業 平成24年4月1日

平成24年7月1日
～平成24年11月30日

平成25年10月31日

元気はつらつ日本一の
じっちゃんばっちゃん事業

平成24年4月1日

平成24年9月1日
～平成24年12月10日

平成25年10月31日

高齢者等買い物難民対策
事業

平成24年4月1日

平成25年1月17日
～

平成25年3月12日
平成25年10月31日

秋田ＤＣに向けたおもてな
し力向上事業

平成24年4月1日

平成24年6月1日～平成
25年2月15日

平成25年2月27日

平成25年10月31日

上小阿仁食農観丸ごと推
進協議会

平成24年4月1日

平成24年6月25日～
　平成25年3月31日

平成25年10月31日

上小阿仁村食
農観丸ごと推

進協議会
地域住民

協議会の取組により、村
の多様な食農観に関する
情報発信がより効率的に
なされた。また、道の駅の
活性化等の検討により、
村と道の駅を核に、施設
の利活用や店舗運営方
法の改善、新商品開発へ
の着手等、食農観推進に
対する気運が高まってい
る。意識に変化が見え始
め、積極的に事業に関与
する人たちが現れてきて
いる。

総務企画
部

小川　秀
昭

地域企画
課

観光推進
班

内藤　清
生

総務企画
部

小川　秀
昭

地域企画
課

地域住民・児
童、首都圏在

住者

高齢者の知識経験を活用
し、地域に伝わる歴史文
化の伝承等高齢者の役
割を再認識し、今後の社
会参加の動機付けとなる
等参加者の高い満足を得
ることができた。

同様の取組を促すととも
に、他地域に広めることに
より、高齢者の社会参加
の拡大に資するよう支援
するものとする。

総務企画
部

小川　秀
昭

地域企画
課

観光推進
班

直営

歴史探訪と県境体感ツ
アー（大館市矢立）
はじめての”いぶりがっこ
づくり”に挑戦しよう
ふるさと回帰フェア2012参
加

県

千葉　智
0186-62-

1251

平成24年東北観光博、プ
レＤＣ、平成25年秋田Ｄ
Ｃ、平成26年アフターＤＣ
と県内への誘客キャン
ペーンが続く中、当地域
への誘客促進を目的とし
て、地域の進むべき方向
を探る。
（１）全国に向けて発信で
きるようブラッシュアップを
図る。
（２）地域ならではのおもて
なし体制を構築する。
ニューツーリズムの需要
が増す中、体験を軸とした
旅行の仕組みづくりと地
域の特色を生かした旅行
需要を喚起できる人材育
成を図る。

1,259,580
委託
直営

300,000 負担金

１　上小阿仁村食農観丸
ごと推進協議会会の創設
２　協議会運営に関する
事業
３　誘客促進事業
○上小阿仁村食農観丸ご
と体験モニターツアーの
開催
４　受入体制構築事業
①案内人の公募
②先進地視察の実施
③研修会の開催（３回）
④ごっつおフェアの開催

10月17日開催の全国宣
伝販売促進会議で、エー
ジエントに対し、資料配
付・説明の機会を得た。ま
た、旅行商品造成に向
け、旅行エージェントへの
情報提供ができた。
案内人研修参加の多くか
ら、研修会の継続開催や
ネットワーク化を望む声が
あった。

事業報告書での提案を具
現化する持続的な取組が
重要である。
１　継続的なプログラム･
商品の企画･運営
２　継続的な販売･流通か
所へのセールス･情報発
信
３　おもてなし体制構築の
ための研修会の開催
４　行政担当者による勉
強会･意見交換会の開催
５　核になる組織の確立
案内人については、地域
のおもてなし力が総合的
に向上するための有力な
ツールとして支援する必
要がある。

企画振興
班

佐藤　幸
生

0186-62-
1251

いつ起こるか分からない
災害に備えるため、関係
機関のネットワークを形成
するとともに、自主防災組
織の組織化及び活動の活
性化を図った。

277,854 直営

防災ボランティア等
ネットワーク会議
自主防災組織リーダー研
修
地域防災セミナー

県
自主防災組

織、自治会等

研修、セミナーの内容をよ
り実践的なものとすること
により、参加意識を高めて
取り組むものとする。

「農」の領域に関し、局農
林部との協力･連携によ
り、食農観一体となった施
策の推進が必要。

大館・北秋おもてなし力向
上事業委託
案内人研修

県
旅行事業者、
地域住民、観
光案内人

0186-62-
1251

県北秋田地域振興局と上
小阿仁村と上小阿仁村内
の関係機関が応分の経
費を分担して、上小阿仁
村の観光推進と交流人口
の拡大による地域の活性
化を図る。

地域振興局名　：北秋田地域振興局　　　　　　　　　

総務企画
部

小川　秀
昭

地域企画
課

企画振興
班

小寺　一
康

0186-62-
1251

少子高齢化等により地域
の小売店の閉店が目立つ
ようになり、日常の買い物
に不自由を感じている高
齢者等が増えてきている
ことを受け、この方達を対
象に地域の小売店の協力
のもと、日用雑貨や衣料、
食料品などの移動販売を
実施する。

200,000 直営

総務企画
部

小川　秀
昭

地域企画
課

企画振興
班

佐藤　幸
生

0186-62-
1251

・北秋田市商工会への補
助事業（北秋田地域振興
局高齢者等買い物難民対
策事業）
・H25.2.16（土）～17（日）、
北秋田市「ひまわりの家」
を会場に、日用雑貨、衣
料品、食料品など8社によ
る出張販売を実施した。
　また、会場までの移動が
困難な高齢者等に対し
て、移動手段として送迎バ
スを運行した。
　併せて、来場者に対して
買い物環境等についての
聞き取り調査（アンケート）
を実施した。

県 地域住民

アンケート結果によると、
利用した住民のほぼ全員
が「また利用したい」と回
答するなど、満足度の高
いものとなった。

地域において、小売店等
が主体となり、持続的に
開催する事について、検
討が必要である。

会議、研修、セミナーを通
じ、防災知識を普及すると
ともに、問題意識を共有す
ることができた。

・高齢者が生きがいをもっ
て暮らすことができるよ
う、世代間地域間交流を
実施した。
・首都圏在住者に対する
地域情報のPRにより、移
住・定住を働きかけた。

439,891
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大館・北秋ブランドまるご
と売り込み事業

平成24年4月1日

平成24年9月29日～平成
25年2月20日
平成24年10月8日

平成25年10月31日

秋田内陸縦貫鉄道利活
用促進事業

平成24年4月1日

平成24年11月9日～
　　　平成25年3月10日

平成25年10月31日

大館能代空港利活用促
進事業

平成24年4月1日

平成24年5月30日～
　　平成24年8月31日

平成25年10月31日

首都圏等住
民

全国トップクラスの送客実
績のある旅行事業者の
トップページに、一定期間
露出を果たすことができ
た。

委託

１　基本方針
　　ダイナミックパッケージ
と連携することで、秋田県
北部地域の魅力をアピー
ルし、大館能代空港を利
用した誘客の促進に寄与
する内容
２　コンテンツの作成
（１）秋田県北部地域の観
光情報提供ページ作成
（２）大館能代空港と地域
の観光情報を組み合わせ
た魅力ある提案
（３）掲載終了後の観光情
報について、再利用でき
る仕様
３　コンテンツの掲載
　　掲載期間は、30日以上
とする
４　維持管理
　　委託業者の責任にお
いて実施する

県

総務企画
部

小川　秀
昭

地域企画
課

観光推進
班

内藤　清
生

0186-62-
1251

１　秋田内陸縦貫鉄道ま
たはＪＲ、大館能代空港を
利用し、森吉山を訪れる
観光客の輸送を行うタク
シー事業者に補助するこ
とにより、森吉山観光の振
興に資する。
２　秋田北鷹高校生によ
る地域観光ＰＲの一環とし
て実施し、利活用促進に
資する。
３　内陸線を利用する観
光客の減少が大きい時期
に誘客促進を図るため、
ひな列車の運行に合わ
せ、阿仁地域でのイベント
を実施することにより、冬
期間の利活用促進に資す
る。
４　当地域の観光産業の
核ながら、厳しい経営状
態など存続の危機に直面
している秋田内陸線と沿
線地域が抱える問題点を
地域住民自らが考え、秋
田内陸線と地域の活性化
に資する。

1,240,191
直営

小川秀昭
地域企画
課

観光推進
班

当地域の自然･温泉･歴
史・文化及び地域内の特
色ある交通機関等、広域
的な魅力を活かした情報
発信を行い、秋田県北部
地域の知名度向上を図
り、より一層の観光客の
増加につなげる。

1,890,000

総務企画
部

総務企画
部

１　冬季における入り込み
客増加に向けては、重層
的な取組が必要。
２　自分たちの足は自分
たちで守るといった地道な
取組は大事であり、今後
も学校側に働きかけていく
必要がある。
３　今後は、沿線各地のイ
ベントとの連携を図り、周
遊できる誘客の仕組み作
りにつなげる必要がある。
４　観光資源として有力な
ツールとの視点から、一
層の利活用促進が図られ
る支援や関係機関と協働
した事業参画が必要。

地域企画
課

観光推進
班

長崎　直
樹
千葉　智

0186-62-
1251

大館・北秋地域の特産品
や観光資源については、
他地域と同様に県内外に
売り込むマーケティングの
不足が課題である。首都
圏等での観光物産イベン
トや管内でのご当地グル
メまつりなどにより、大館･
北秋の地域情報を県内外
にＰＲし、総合的に売り込
む必要がある。

1,494,316
直営
委託

１　あきたプレＤＣふるさと
まつりin有楽町2012秋田
美人100人キャンペーン
２　ＪＲ上野駅地産品ショッ
プ「のもの」への職員派遣
３　「秋田がんばろう市」へ
の出店
４　ニッポン全国物産展
５　関西･中国旅行エージ
エント訪問
６　大館・北秋ご当地グル
メ秋まつり

県

首都圏等住
民、旅行エー
ジェント、地域
住民

各地での活動により、不
特定多数にＰＲできた。ま
た、関西･中国地方の旅
行エージェントとの繋がり
ができ、西日本地域から
の誘客の礎ができた。
大館・北秋ご当地グルメま
つりでは、会場地の上小
阿仁村の婦人団体が感
化を受け、次回出店に向
け準備が始まるなど意識
の変化が見てとれる。

今後も当地域の知名度や
認知度を高めるため、首
都圏を始め各地で、関係
機関･団体と一体になった
取組強化が必要である。
大館・北秋ご当地グルメま
つりは、いずれは、地域が
主体となって開催し得る態
勢構築が必要である。

１　森吉山二次アクセス向
上にかかる助成事業
２　内陸線の教育現場で
の利活用促進
３　雛列車支援事業
４　フォーラム支援事業
平成25年1月10日、北秋
田市阿仁ふるさと文化セ
ンターにて、講演、パネル
ディスカッションの実施。

県、秋田内陸
縦貫鉄道

（株）、「秋田内
陸線と地域の

かかわりを考え
るフォーラム」
実行委員会

小川　秀
昭

千葉智
0186－62
－1251

当地域の知名度・認知度
を高めるためには、あらゆ
る取組が必要である。

地域住民

１　全体的なスキー場の
来場者が減少した中で
も、タクシー利用による来
訪者は前年を上回り、入
り込み客数の下支えがで
きた。
２　地域の観光資料を配
付し、多くの方々にＰＲが
できた。
３　内陸線沿線住民並び
に観光客に対し、冬の魅
力をＰＲできた。
４　多くの沿線地域の方々
の積極的な参画があり、
内陸線沿線住民と今後の
内陸線の在り方につい
て、問題意識の共有が図
られた。
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不法投棄対策事業 平成24年4月1日

平成24年6月27日
　　 ～12月28日

平成25年10月31日

田んぼアートによる景観
づくり

平成24年4月1日

平成24年4月9日～
　　平成24年10月31日

平成25年10月31日

米代の恵みマッチング推
進事業（３局連携）

平成24年4月1日

平成24年9月4日
～平成24年9月6日

平成25年10月31日

北秋田アグリビジネス支
援事業

平成24年4月1日

平成24年5月31日～
　　　　平成25年3月21日

平成25年10月31日

現地商談の機会は貴重で
あり、管内の参加事業者
は、前年度から増え、販
路開拓意識が向上してい
る。

北秋田地域振興局単独で
は、招聘バイヤーに対す
る訴求力が弱く、スケール
メリットを生かすことができ
るよう、複数の振興局の
連携事業としての取組が
必要である。

・農産物の販路拡大、加
工部門の導入に取り組む
農業法人に対し、これに
係る経費を助成（4法人）
・先進法人視察研修（1
回）
・農業の６次産業化係るセ
ミナーの開催（1回）
・農業法人と首都圏量販
店バイヤー等との情報交
換会（1回）

県

集落営農組
織
農業法人
認定農業者
等

本事業の実施により１法
人が農産物の販路を拡
大、3法人が加工部門を
拡充した。
直接販売や加工部門の
導入に関心を持つ法人が
増えた。
H24年4月以降、8法人が
設立した。
農業法人の事業拡大によ
り、地域経済の底上げ、
雇用の創出が期待されて
いる。

集落営農組織に加え、大
規模経営農業者の法人
化を支援する。
複数の法人等が連携し、
リスクの軽減を図りなが
ら、加工等のアグリビジネ
スに取り組む方式を検討
する。

進藤　安
佑美

0186-62-
3950

地域住民の繋がりを育む
とともに、観光客が訪れた
くなる景観をつくり、内陸
線の集客力アップを図る
ため。

817,270
委託・直

営
県

地域住民
大学生
高校生
小学生
内陸線乗客

0186-62-
1251

首都圏バイヤーや外食産
業関係者等とマッチングを
進めることにより、市場の
評価を踏まえた商品開発
や販売戦略のブラッシュ
アップを促しながら、販路
の拡大を図る。

44,180 直営

１　商談会の開催
２　現地視察と商談
9月4日
　現地視察商談会（生産
施設視察）　3社
　商談会　北秋田市及び
鹿角市で実施　計16社
9月5日
　現地視察商談会（生産
施設視察）　4社
　商談会　能代市で実施
4社
9月6日
　現地視察商談会（生産
施設視察）　2社

内陸線の乗客数はH23と
比較し、5～8月間で約9千
2百人増加している。ま
た、田植え等に参加した
住民等からは、来年度も
田んぼアートを実施したい
との声があった。

H24の実施結果を受け、
田んぼアートの作成手法
について十分な知見が得
られたことや、地域住民等
の協力体制を得られる見
込みがあることから、より
大規模で難しい絵柄に挑
戦する。

県
事業者、首都
圏バイヤー

農林部
鈴木　昌
明

農業振興
普及課

担い手経
営班

長谷部
毅

佐藤　裕

0186-62-
3950

農業者の高齢化、後継者
不足等農業を取り巻く環
境が厳しくなる中、地域農
業の担い手として、集落
営農組織の法人化、経営
の多角化等により経営基
盤の強化を図る必要が
あった。

824,004 直営

田んぼアートの設置（３箇
所）（小渕、平里、米内沢）

農林部
鈴木　昌
明

農業振興
普及課

企画班

ダミーカメラと啓発看板の
設置

南園　智
人　石山
明

環境指導
課

環境・食品
衛生班（鷹
巣阿仁）

藤田　賢
一

0186-62-
1167

総務企画
部

小川　秀
昭

地域企画
課

観光推進
班

千葉智

福祉環境
部（大館、
鷹巣阿仁）

大館・北秋田地域の美し
いふるさとを育むまちづく
りをするため、 監視用ダ
ミーカメラと啓発用看板の
設置を行い、廃棄物不法
投棄の未然防止を図る。

476,670
委託・
直営

県 地域住民

ダミーカメラを取り外したと
ころ、廃棄物の投棄量の
増加が見られた場所が
あったとの市からの報告
がある。（当該カメラ設置
により一定の効果があっ
たものと判断される。）

ダミーカメラ以外での廃棄
物の投棄量の減少効果
の模索。
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