
（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

能代山本における機能合
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31日

ぐるっと白神情報発信事
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31日

観光案内ブラッシュアップ
事業

平成24年4月1日

平成25年2月27日 平成25年10月31日

米代の恵みマッチング推
進事業

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

「米代線」観光ルート機能
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29日

平成25年10月31日

元気な「白神」野菜王国づ
くり支援事業

平成24年4月1日

平成24年4月1日～
平成25年3月29日

平成25年10月31日

愛称の公募により、「米代
フォレストライン」の開通が
広く認知され、モニュメント
の設置やリーフレットの配
布により、沿線観光スポッ
トへのアクセス路として利
用されている。

観光施策と連携して沿線
の観光スポットをＰＲして
いくなど、観光ルートとして
の価値を高めていく。

農林部
髙田　清
晃

農業振興
普及課

産地・技術
普及班

佐々木
貴博

0185-
52-1241

販売額10億円をめざすね
ぎ、白神ブランド確立をめ
ざすりんどう等の生産拡
大を図るとともに、加工・
業務用等の多様な販売
チャネルの確立を支援し、
ブランド力のある産地を確
立する。

362,818 直営

・ねぎ先進地視察
（H24.7.4）
・ねぎ品質査定会参加
（H24.10.4）
・りんどう市場等調査
（H24.11.13～14）
・ねぎ、みょうが技術実証
ほ設置（３箇所）

山本地域振興局
野菜生産
者

今まで生産が少なかった
７月収穫のねぎの作付け
が増加したほか、ねぎの
業務用契約出荷も増え、
産地基盤が強化された。

野菜産地として市場の信
頼を高めるには、一層の
生産拡大と安定出荷が必
要であり、引き続き支援を
続けていく。

県北３地域振興
局（事務局：山本

地域振興局）

管内食品
事業者、
首都圏食
品バイ
ヤー

首都圏バイヤーを6社招
待し、食品事業者計30社
(山本6、鹿角10,、北秋田
14)が商談会に参加した。
食品事業者及びバイヤー
からメリットがあり商談し
やすいという評価を得た。

次により平成24年度で事
業を終了している。
・平成24年度から、県うま
いもの販売課において全
県を対象にした商談会が
開催されており各事業者
が参加可能であること
・平成24年度から、首都圏
を対象に、民間を主体とし
た営業活動が行われるよ
うになってきたこと

農林部
髙田　清
晃

森づくり推
進課

林業振興
班

春日　進
0185-
52-2181

平成24年度に森林基幹道
「米代線」が開通するのに
伴い、林業振興はもとよ
り、白神山地への観光
ルートとしても定着を図
る。

1,484,525 直営

・愛称の公募　「米代フォ
レストライン」に決定
・愛称名を入れたモニュメ
ントの作成し、沿線へ設置
（10基）
・観光リーフレットの作成
（12,000部）

山本地域振興局 県民

0185-
55-8006

首都圏バイヤーを招聘し、
県北地域の食品のマッチ
ング商談会を行うことによ
り、商品のブラッシュアッ
プ及び販路拡大を図る。

700,303 直営

・首都圏のバイヤーを招
聘し、地域の食品事業者
との商談会及び現地視察
商談会を実施（H24.9.4～
6）

総務企画
部

栗林　勉
地域企画
課

しらかみ観
光振興班

加茂谷
雄樹

地域振興局名　：　山本地域振興局　　　　　　　　

総務企画
部

栗林　勉
地域企画
課

しらかみ観
光振興班

小潟　智
昭

0185-
55-8006

総合的な観光情報の発信
及び広域観光ＰＲの推進
や白神山地世界遺産登録
20周年に向けた取組の検
討について、振興局と管
内市町による協議会を設
置し、共同事業を行う。

2,600,000 負担金

総務企画
部

栗林　勉
地域企画
課

しらかみ観
光振興班

嵯峨　未
羽子

・メディア記事・広告掲載
・あきた白神観光文化総
合マップ作成
・あきた白神観光文化総
合サイト作成

あきた白神広域
観光推進会議
（山本地域振興
局・管内市町）

首都圏等
観光客

振興局と管内市町が協議
会を設置して行う共同事
業により、スケールメリット
を生かした効果的・効率的
な業務に取り組むことがで
き、成果品も好評を得てい
る。

作成した「あきた白神観光
文化総合マップ」と同サイ
トを活用し、地域の様々な
観光資源やキャンペー
ン、イベント情報の周知・Ｐ
Ｒの強化に努める。

首都圏等
観光客

首都圏において著名人の
講演や地域の物産、観光
ＰＲを行うことによって、白
神山地の魅力を伝え、実
際に白神山地へ訪れたと
いう人もいた。

104,050 直営
・観光案内スキルアップセ
ミナーの開催（H25.2.27）

山本地域振興局 県民

観光案内の先進地域の事
例を学び、地域に生かし
ていきたいとの声があっ
た。

青森県・ＪＲ東日本秋田支
社との連携による効果的
な情報発信は今後とも継
続し、新たなる客層の取り
込みが必要と考えられる。

2,210,035 負担金

・白神山地出前講座の開
催（H24.5.20）
・ポスターの作成（1,000
枚）

ブナの学校運営
協議会
（青森県・山本地
域振興局・ＪＲ東
日本秋田支社）

観光客受入のための知
識・技術とともに、接客等
のおもてなしもスキルアッ
プが必要と考えられる。

総務企画
部

栗林　勉
地域企画
課

しらかみ観
光振興班

嵯峨　未
羽子

0185-
55-8006

年間を通じた観光客受入
体制を整えるためのセミ
ナーを開催し、観光誘客
や地域づくりに取り組む。

0185-
55-8006

白神山地を核とした観光
誘客を進めるため、ＪＲ東
日本秋田支社・青森県と
協働して観光客の求める
情報を的確に発信する。
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木材製品拡大ネットワーク
構築事業

平成24年4月1日

平成24年4月1日～
平成25年3月29日

平成25年10月31日

能代港利活用推進シンポ
ジウム

平成24年4月1日

平成24年9月20日～
平成25年3月19日

平成25年10月31日

地域におけるがん予防事
業（喫煙対策）の推進

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31日

フォーラム参加により必要
な情報収集ができた。ま
た、講演会開催後のアン
ケート調査結果では、「非
常に参考になった」と「参
考になった」と回答した者
を合わせて約95%であり、
参加者の満足度が高かっ
た。

能代港の利活用を推進す
るには、国内の景気浮揚
とリサイクル事業等を行う
県北部地域企業の経済活
動の一層の活発化が必要
であるので、引き続き産業
振興施策の遂行に努め
る。

福祉環境
部

石山　明
健康・予防
課

健康・予防
班

佐藤　直
美

0185-
52-4333

能代山本地域はがん死亡
率が県平均より高い。が
ん予防には、たばこ対策
が重要であり、その害に
ついて繰り返し普及啓発
をする必要がある。

448,830 直営

・地元新聞に月１回年間
12回、医師等の専門職に
よる広告（コラム）とクイズ
を掲載

山本地域振興局 県民

関連事業である研修会参
加者を対象としたアンケー
トでは、広告を目にした者
の75％が参考となったと
回答。

職場の環境整備、若年者
をターゲットとした啓発普
及を継続する。

・酒田港国際資源循環
フォーラムへの参加
（H24.9.20）
・講演会「再生可能エネル
ギーと港湾活用」の開催
（H25.3.19）

山本地域振興局
（能代市及び能
代港湾振興会と
共同主催）

能代港湾
振興会会
員等

0185-
52-2181

「木都能代」の木製品の県
外出荷を拡大するため、
県外消費地の建築関係者
等とのネットワークを構築
する。

1,173,282 直営

・県外消費地調査
・能代の木製品について
のプレゼンテーション
・「能代の木製品」リーフ
レット作成（3,000部）

農林部
髙田　清
晃

森づくり推
進課

総務企画
部

栗林　勉
地域企画
課

地域振興
班

佐藤　徳
司

0185-
55-8004

能代港における取扱貨物
量及び品種の増大並びに
リサイクル資源の確保の
方策等を探るため、情報
収集に努めるとともに、講
演会を開催することが必
要である。

127,742 直営

林業振興
班

春日　進 山本地域振興局 木材業者

事業を通じて東北各県の
工務店とつながりを持つこ
とができ、地元木製品の
需要拡大に向けて足がか
りができた。

地元木製品の需要拡大に
は今回の成果をもとに継
続的な取組が必要であ
り、イベントに出展するな
ど、県外工務店との接点
強化に努めていく。
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