（様式 ５－２）

地域重点施策推進事業 事後評価調書（平成２５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 長門 俊
部
夫

担当課 担当班名 担当者名 電話番号

地域企画 鳥海まるっ 佐藤 豊
課
と観光班 弘

事業名、事業期間

事業目的,必要性

新たな発見・体験メニュー
による滞在型観光創出事
業
体験型観光の推進と由利
地域広域観光プロモー
0184-22ションの実施（由利地域振
5432
興局、由利本荘市、にか
ほ市の観光機能合体組織
への負担金）
平成25年4月～
平成26年3月

鳥海山でつながる秋田・
山形まるっと連携強化事
業
総務企画 長門 俊
部
夫

地域企画 鳥海まるっ 加賀 智
課
と観光班 博

山形県庄内総合支庁と連
携し、県境を越えたパート
ナーとして環鳥海地域の
交流人口の拡大と情報発
信に取り組む。

0184-225432
平成25年4月～
平成26年3月

新分野参入啓発事業
総務企画 長門 俊
部
夫

地域企画 企画振興
奥山 徹
課
班

0184-225432
①平成26年2月5日
平成26年3月10日
②平成26年3月12日

福祉環境 伊藤 善
部
信

健康・予防 健康・予防 髙堂 祥
課
班
子

管内中小企業において新
たな取引先の開拓や新分
野進出等の気運が高まっ
ているため、今後も安定
的な成長が見込まれてい
る新エネルギー産業およ
び航空機産業を中心に、
新規ビジネスの立ち上げ
や受注開拓についての支
援を行う

元気中年の生活習慣病予
職域との連携により、働き
防推進事業
盛り世代を対象に、生活
0184-22習慣病予防に関する正し
4122
い知識の普及啓発を図
平成25年4月1日～
り、健康づくりを推進する。
平成26年2月28日

委託・
負担金・
直営

事業費
（円）

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

組織設立３年目の昨年
度は、前年度からの「素材
由利地域観光推進機構へ
から商品へ」を更に徹底
の負担金
平成25年4月1日 し、地域の認知度向上及
【主な事業】
び旅行商品化に向けた旅
・体験型メニュー開発等を
観光関係
行エージェントへの働きか
通じた地域観光資源の発
由利地域観光 者・旅行
けを強化したことで、次年
1,200,000 負担金 掘
推進機構
エージェン
度の旅行商品化等の実績
・広域観光道路「鳥海グ
ト・観光客
に繋がった。また、「重点
リーンライン」の整備と利
エリア観光地再構築事業」
活用（建設部門との連携）
平成26年10月31日 等のフォローアップによ
・県内外への共同プロ
り、地域の観光関係者の
モーション
意識向上を図ることが出
来た。

地域の更なる認知度向
上のための取り組みや旅
行エージェント訪問等、具
体の観光誘客に直結する
取り組みを強力化するとと
もに、未来づくり協働プロ
ジェクト「鳥海山を核とした
広域観光推進」(H26～28)
の着実な実施に取り組
む。

実行委員会への負担金
【主な事業】
・観光キャンペーン「まるっ
と鳥海わくわくキャンペー
ン２０１３」の実施
・両地域の大学生による
環鳥海地域連
合同ワークショップを開催 携事業実行委
1,542,430 負担金 ・鳥海山伝承芸能祭およ
員会
地域住民
び両地域の市民吹奏楽団
の交流支援
・仙台圏メディアへの観光
情報掲載
・首都圏大型イベントや秋
田ＤＣ関連イベントでの環
鳥海連携ＰＲ

まるっと鳥海わくわくキャ
ンペーンはスタンプラリー
の仕組みが好評で、両県
平成25年4月1日 民が環鳥海エリアを周遊
するきっかけとなってい
る。
また、伝承芸能や市民
楽団の演奏会による地域
住民の交流に加え、両県
学生によるワークショップ
の開催を期に若者の交流
平成26年10月31日
が生まれたことで、将来に
向けた地域連携に繋がる
取り組みができた。

環鳥海地域の知名度向
上による一層の誘客を図
るためには、県境を越え
たＰＲ機会の共有により、
「鳥海山」を核とした情報
発信を一層強化する必要
がある。
また、次代を担う若者の
地域連携・地域協働の意
識醸成に引き続き取り組
む。

直営

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航空機部品製造企業の 利産学振興財
関、自治
工場見学を実施
団
体、秋田
県立大学

①アンケート集計結果か
平成25年4月1日 ら、風車建設工事、保守
点検業務への参入を前向
きに検討している企業が
多数あった。
②視察先工場長との名
刺･意見交換を通じ、パイ
プ作りに一定の成果を得
平成26年10月31日
た。

新分野参入の気運に高
まりが見られた。今後も具
体の受注獲得に向け、発
注元との接点確保を強め
る事業を実施する必要が
ある。
他方、自らが事業主と
なったり製品を開発する動
きへの発展には至ってい
ないため、専門家の派遣
や資金調達に関する情報
提供等について検討して
いく。

直営

・職域への出前健康教室
・職域と連携した事業主へ
の研修会
・健康づくりフォーラム
・生活習慣病リーフレット
の職域等への作成配布

・職域健康教室実施事業
平成25年4月1日 所へのアンケート結果で
は、健康意識の高まりが
より広く県民に周知する
みられ動機付けとなった。 ため、今後は地域とも連
・職域と連携して啓発媒体 携した取り組みが必要で
作成配布を実施し、広く事 ある。
平成26年10月31日 業所に周知することがで
きた。

156,142

800,303
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県

地域住
民、事業
主

部 名

部長名

福祉環境 伊藤 善
部
信

担当課 担当班名 担当者名 電話番号

健康・予防 健康・予防 熊谷 政
課
班
子
環境指導 環境・食品
課
衛生班
金 和浩

事業名、事業期間

感染症＆食中毒からの
「ボディーガード」推進事
業

事業目的,必要性

赤川 淳
美

農業振興 産地普及 齋藤 明
普及課
班
子

・「手洗い教室」参加者及
平成25年4月1日 び学校関係者から「今後も
継続してお願いしたい」と
の要望がある。
・研修会参加者からは、感
染症発生の届出や感染拡
大防止の対応の参考とな
るとの意見があった。
・イベントに参加した地域
住民から、保健所業務が
平成26年10月31日 身近なものだと実感したと
の意見があった。

・手洗い教室については、
今後も継続して実施する
必要があるが、県の事業
から段階的に市町村及び
団体の事業に移行する必
要がある。
・研修会についても最新の
情報を提供し、今後の予
防対策を推進する必要が
ある。
・感染症等の予防を含め、
保健所業務が身近なもの
であることを地域住民に
理解してもらうためにイベ
ントでの啓発は有用であ
る。
・飼料用米、ソフトグレイン
サイレージ等の給与技術
の向上
・肥育素牛となる子牛の生
産体制の確立
・ＳＧＳ給与により期待で
きる脂質の向上

直営

秋田由利牛販売強化支援 秋田由利牛の供給量を拡
事業
大するため、飲食店や消
費者へのＰＲを行い、秋田
由利牛の供給機会を増や
し、生産者の意欲向上に
より生産振興を図ることが
平成25年4月～
必要である。
平成26年3月

直営

・秋田由利牛販売促進料
理講習会の開催
・秋田由利牛加工品の開
県
飲食業
発
秋田由利牛振 者、一般
・首都圏飲食業者へのＰＲ
興協議会
消費者
活動
・秋田由利牛レシピ集の
作成

・料理講習会の開催、秋
田由利牛レシピ集の作成
平成25年4月1日 により、消費者への認知
度が高められた。
・地元企業と著名レストラ
ンの連携により新商品開
発を誘導できた。
平成26年10月31日 ・首都圏飲食業へのＰＲに
より、飲食店の秋田フェア
メニューに採用された。

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（省力化栽培、低コス
ト化栽培、栽培品種比較
等）を設置

業務用野
菜生産者
等

・現地実証した省力化栽
培技術を栽培農家に紹介
定時・定量生産流通体
し、技術普及につなげた。
制の確立については、引
・由利地域に適した栽培
き続き対策が必要
品種を選定し、生産基盤
平成26年10月31日 の強化につなげた。

県

業務用野
菜生産者
等

・JAにおける業務用キャ
ベツの直販拡大につな
平成25年4月1日 がった。
・地域内の量販店等で
キャベツが販売され、販路
開拓につながった。
・鉄コンテナを使用するこ
平成26年10月31日 とで、農家の収益性向上
に役立つことが実証され
た。

県

業務用野
菜生産者
等

平成25年4月1日 食品事業者（花立牧場工
房ミルジー）、農産物直売
地域内における業務用
所と連携し、アスパラガス
野菜の利用拡大の促進
ソフトクリームの商品開発
平成26年10月31日 につながった。

農林部

農業振興 産地・技術
小松 聡
普及課
普及班

0184-227551

大規模生産者育成事業

平成25年4月～
平成26年3月

業務用野菜販路拡大事業
0184-227551
平成25年4月～
平成26年3月

高付加価値化推進事業
農業振興 産地・技術
小松 聡
普及課
普及班

今後の課題及び
取組方向

0184-227551

赤川 淳
美

赤川 淳
美

事業の効果及び
住民の満足度

牛肉の食味向上のた
め、飼養環境改善の必要
性が認識され、稲わらやソ
フトグレインサイレージ等
の利用方法について理解
平成26年10月31日 が深まった。

0184-227551

農林部

事業決定月日
（部局長会議等）
及び評価確定日

・飼料用米活用推進研修
会の開催
・水田活用飼料研修会を
県
管内肉用
開催
秋田由利牛振
牛農家
・飼料用米を給与した肥育
興協議会
牛のうち、肉質が優れた
枝肉に奨励金を交付

農業振興 産地普及 齋藤 明
普及課
班
子

農林部

事 業
対象者

秋田由利牛のブランド力
秋田由利牛個性化推進事 アップを図るためには、飼
業
料の地産地消化及び給与
飼料の統一を進めるととも
に、肉質（脂質）の向上及
び均一化を図ることにより
平成25年4月～
付加価値を高めることが
平成26年3月
必要である。

0184-224120

赤川 淳
美

農業振興 産地・技術
小松 聡
普及課
普及班

事業実施主
体

・授業の「手洗い教室」 ２
７回（８６１名）
・学童スポーツ大会「手洗
地域小学
一部委 い教室」 ２回（２２５名）
県
生
708,214
託
・感染症及び食中毒研修 由利本荘食品 福祉施設
直営 会 １２７名
衛生協会
担当職員
・イベント（由利本荘市こ
地域住民
めまつり）での啓発

農林部

赤川 淳
美

事業実施状況

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へ
の予防を図る。

0184-224122

平成25年4月26日～
平成26年3月10日

農林部

委託・
負担金・
直営

事業費
（円）

0184-227551
平成25年4月～
平成26年3月

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。

685,865

638,239

776,359

販路を拡大するため実需
者との連携を強化するとと
もに、取引品目の拡大や
物流の効率化を支援し、
実需者の要望に対応でき
る生産・流通体制を早期
に拡大する。

424,670

直営

・業務用野菜の生産者と、
食品加工業者や量販店な
ど実需者とのマッチングを
支援
・鉄コンテナを使用した業
務用キャベツの低コスト生
産体系実証ほを設置

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。

301,231

直営

地域特産野菜を使った加
工品やレシピ開発を支援
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平成25年4月1日

・地域における牛肉需要
の喚起による販売量の拡
大。
・地域行事へのＰＲ活動に
よる需要喚起。

平成25年4月1日

県

・既存取引先との取引品
目拡大や、新規取引先の
開拓による販路拡大
・鉄コンテナを使用した生
産・出荷体系の確立

