
（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名：　 山本地域振興局

（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
今後の課題及び

取組方向

世界自然遺産登録25周年
記念事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

総務企画部 小潟智昭 地域企画課
企画・しらか
み観光振興

班
中村啓人

0185-55-
8004

平成30年12月に世界自然
遺産登録25周年を迎える
「白神山地」を記念した独
自事業や、藤里町、八峰
町が行う地域イベント等と
連動した事業を実施する。

2,574,525
直営・負担
金

○白神山地世界遺産登録
25周年記念白神エコツー
リズムガイドセミナー開催
(機能合体事業)
　開催日:平成30年11月10
日(土)
　会場:能代山本広域交流
センター
　ゲスト:磯野剛太氏((公
社)日本山岳ガイド協会理
事長)
　参加者:56名
○あきた白神ぶらりフォト
コンテストの開催(機能合
体事業)
　募集期間:平成30年6月
15日(金)～11月30日(金)
　応募数:174作品
○7サミット 白神25thキャ
ンペーン事業(機能合体事
業)
開催期間:平成30年4月27
日(金)～12月20日(木)
リーフレット配付数:1,800
部
○ブナの学校東京校及び
現地校の実施(振興局事
業)
ＪＲ東日本・青森県と共同
で、首都圏での白神山地
出前講座を開催するなど
の誘客ＰＲを行った。
・東京校
　開催日:平成30年7月8日
(日)
　会場:ステーションコン
ファレンス万世橋(東京都
千代田区)
　来場者:約150名
・現地校
　開催日:平成30年10月25
日(木)～27日(土)
　コース:岳岱･藤里駒ヶ岳
ほか
　参加者:21名
○総合パンフレット「白神
日和」の増刷(機能合体事
業)
　増刷部数：１万3,000部
○「あきた白神・たびネッ
ト」等ウェブによる情報提
供(機能合体事業)
　保守業務委託先：(有)パ
レア
　平成30年度アクセス件
数：77,184件

県、
機能合体組織
「あきた白神広
域観光推進会
議」

観光客等

・市町やＪＲ等と連携した
各種事業に多くの参加
者、応募があった。
・ウェブサイト「あきた白
神・たびネット」のアクセス
数は(H29年度61,233件→
H30年度77,184件)と前年
度より大幅に増加してお
り、各種イベントの告知や
地域の観光情報の発信に
役立っている。

25周年記念事業は終了し
たが、管内市町や関係機
関等と連携し、今後も白神
山地を核とした能代山本
地域の観光推進に努め
る。
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（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名：　 山本地域振興局

（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
今後の課題及び

取組方向

白神山地観光を核とした
着地型観光の推進と受入
態勢の強化事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

総務企画部 小潟智昭 地域企画課
企画・しらか
み観光振興

班
中村啓人

0185-55-
8005

交流人口の拡大と県内流
動の促進を図るため、関
係者者等と連携し、白神
山地及び周辺の観光情報
の発信等を行う。

1,752,231
直営・負担
金

○登山・トレッキング関連
事業者と連携したプロモー
ション(機能合体事業)
・首都圏の登山イベントで
の白神山地ＰＲの実施
　開催日:平成30年5月11
日(金)～12日(土)
　会場:交通会館ダイヤモ
ンドホール・カトレアサロン
(東京都千代田区)
　来場者:約3,200人
・首都圏の登山用品販売
店においてインストアＰＲ
イベント開催(全4回)
　開催日:平成30年5月13
日(月)
　会場:好日山荘横浜店他
　来場者計:50名
○サイクリング誘客に向け
た基盤づくり（機能合体事
業）
・あきた白神の自然環境
や資源を最大限活用した
サイクリング事業の可能
性を探るため、管内の自
転車愛好家等とともにコー
ス設定や試走等を行っ
た。
・能代八峰三種コースの
試走等(全3回)
　実施日:平成30年4月21
日(土)
　開場:岳岱プレミアムライ
ドコース　ほか
・あきた白神・たびネット上
にサイクリングマップ特設
ページの掲載
　掲載日:平成31年3月8日
(金)
○教育旅行の誘致(機能
合体事業)
修学旅行の誘致説明会に
参加。
　開催日:平成30年8月30
日(木)
　会場:ホテルライフォート
札幌(札幌市)
○あきた白神観光プラット
フォーム運営（機能合体事
業）
・あきた白神観光プラット
フォーム(全2回)
　開催日：平成30年5月30
日(水)
　会場：山本地域振興局
会議室ほか
・連絡調整協議会(全5回)
　開催日：平成30年11月2
日（金）
　会場：プラザ都　ほか

県、
機能合体組織
「あきた白神広
域観光推進会
議」

市町、観光
客等

能代山本地域の観光の核
となる白神山地について、
民間事業者等と連携し、
多くのイベントに参加して
ＰＲを行った。また、県とし
て設立に向けて側面支援
してきた能代山本１市３町
が広域で観光振興に取り
組む地域連携ＤＭＯが平
成31年4月に業務を開始
することとなった。

今後も登山・トレッキング
関連事業者等と連携し、
能代山本地域の観光の核
となる白神山地のＰＲに努
める。また、能代山本地域
で広域的に観光地域づく
りやインバウンドに取り組
む地域連携ＤＭＯが設立
されたことから、今後は地
域連携ＤＭＯと連携し、広
域での誘客促進に努め
る。
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（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名：　 山本地域振興局

（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
今後の課題及び

取組方向

新卒者地元就職意識啓
発・企業活動支援事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

総務企画部 小潟智昭 地域企画課
企画・しらか
み観光振興

班
畠中和明

0185-55-
8004

高校生の地元定着率の向
上や女性による起業を促
進することで人材の確保と
定着を図るとともに、新エ
ネルギーや港湾利活用に
関する情報収集や能代山
本地域で活動する企業と
の懇談等により、企業活
動を支援する。

1,319,794
直営・負担
金

○ふるさと企業「仕事ナ
ビ」の作成・配布
管内企業の若手社員への
インタビュー記事や企業
概要などをまとめた冊子を
作成し、管内の高校2年生
等に配付した。
　仕様:Ａ4カラー、40ペー
ジ、900部
　配布先:管内高等学校5
校(2年生全員約700人)、
管内支援学校高等部、県
内大学、管内市町、商工
団体等
○ふるさと企業・業種ガイ
ダンスの開催
　開催日:平成31年2月27
日(水)
　会場:能代市文化会館中
ホール
　参加者:高校2年生約200
人、民間企業32社　他
○女性起業セミナーの実
施
　委託先:能代商工会議所
　開催日:平成30年11月3
日(土)　
　会場:あきた美彩館(東京
都港区)、アットビジネスセ
ンター池袋駅前本館(東京
都豊島区)
　講師:井出美由樹氏(中
小企業診断士・インキュ
ベーションマネージャー)、
平川善子氏(能代商工会
議所・インキュベーション
マネージャー)、星野敏氏
(日本ビジネスインキュ
ベーションマネージャー)
　参加者:5名
○能代山本関東圏企業懇
談会の開催
　主催:能代関東圏企業懇
談会実行委員会(能代市、
藤里町、三種町、八峰町、
振興局)
　開催日:平成30年10月29
日（月）
　会場:アルカディア市ヶ谷
(東京都千代田区)
　参加者:106名(企業等77
名、行政・商工団体等29
名)
○エネルギー関連産業や
港湾利活用等の動向や取
組状況に関する情報収集
の実施
風力、水素エネルギー、
港湾利活用などに関し、
国・県・民間の動向や先進
事例の情報収集。

県、市町、商工
団体等

高校生等

・仕事ナビやふるさと企
業・業種ガイダンスでの企
業情報の発信について
は、学生らに多くの管内企
業を知ってもらい、1人でも
多くの学生に地元定着の
きっかけとなってもらうとと
もに、仕事の内容をイメー
ジしてもらい、就職前のイ
メージと就職後のギャップ
からの離職者の防止につ
ながればと期待している。
・ガイダンスやセミナーに
ついては、会場での参加
者の声や来場者アンケー
トによると大変好評であ
り、学生、企業双方から事
業の継続・拡充を求めら
れている。

全国的な人手不足の状況
の中で高校生の地元定着
率を向上させるためには、
地元の企業情報を早い段
階から提供していくことも
重要であることから、市町
や関係団体等と連携し、
高校生に対する取り組み
を引き続き続ける。
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（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名：　 山本地域振興局

（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
今後の課題及び

取組方向

地域の障害者支援体制づ
くり推進事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

福祉環境部 永井伸彦 企画福祉課
調整・障害

者班
黒政　太

0185-55-
8023

在宅精神障害者及びその
家族の生活実態や利用し
ている障害福祉サービ
ス、日頃の相談先等を明
らかにするとともに、支援
にあたっている関係機関
から、支援状況等を把握
し、障害者の地域生活の
実態について情報共有、
連携強化を図ることにより
支援体制を強化する。

130,147 直営

○精神障害者・家族への
アンケート調査
　期間:平成30年6～12月
　方法:市町窓口で調査票
を配付、郵送にて回収。無
記名
　対象:管内に在住する18
歳以上の自立支援医療申
請者及びその家族(入院・
入所を除く)
　回収率:本人
22.4%(60/268)、家族
16.0%(41/256)
○支援関係者へのアン
ケート調査
　期間：平成30年10～12
月
　方法：対象施設（42カ所）
へ郵送による調査
　対象：管内市町、医療機
関、訪問看護事業所、社
会福祉協議会、地域包括
支援センター、相談支援
事業所、就業・生活支援
センター、ハローワーク
　回収率：95.2%
○支援関係者等による
ワークショップ1
　テーマ:精神障害者の地
域移行/地域定着を考え
る
　開催日:平成31年2月27
日(水)
　会場:山本地域振興局福
祉環境部
　講師:米山　奈奈子氏(秋
田大学大学院医学系研究
科教授)
　参加者:14名
○支援関係者等による
ワークショップ2
　テーマ:精神障害者の暮
らしを考える
　開催日:平成31年3月8日
（金）
　会場:山本地域振興局福
祉環境部
　講師:熊澤　由美子氏(秋
田大学医学部保健課講
師)
　参加者:22名

県

管内市町、
関係医療、
福祉、就労
支援関係事
業所、精神
障害者及び
その家族等

・アンケートの実施により、
在宅の精神障害者の生活
状況の実態、障害福祉
サービスの認知度の低さ
や7割強の機関で対抗困
難な相談があるなど支援
機関の実態が把握でき、
明らかになるなど、今後の
支援体制の推進に関する
基礎資料が得られた。
・ワークショップについて
は、精神障害者の家族同
士が語り、つながる場とな
ることから、継続開催を望
む声が多数あった。

・各支援機関が発信する
障害福祉サービス等の情
報が精神障害者やその家
族に浸透していくよう今後
も取組を続ける。
・継続した情報交換の場
づくりや障害福祉サービス
等の周知にむけて、障害
者・家族・関係者のワーク
ショップを今後も開催した
い。
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（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名：　 山本地域振興局

（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
今後の課題及び

取組方向

山本地域食中毒予防・普
及啓発事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

生活習慣病重症化予防お
よび高齢者フレイル予防
啓発推進事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

福祉環境部 永井伸彦 環境指導課
環境・食品

衛生班
池田　努

0185-55-
8027

「手洗い教室」や「食品衛
生教室」を開催し、食品衛
生思想の向上を図り、管
内の食中毒予防の普及・
啓発に努める。

241,000 直営

○手洗い教室の開催
　開催日:平成30年10月13
日(土)～14日(日)
　会場:能代市総合体育館
　参加者:２日間計２１５人
○「食品衛生教室」の開催
　開催日:平成30年 6月 6
日（水）他4回
　会場:能代松陽高校他4
校
　参加者計:生徒101名 教
員18名
○食中毒予防普及・啓発
事業実施後の検証(アン
ケートの実施)
　回収数:のしろ産業フェア 
133人、高校 96人

県 高校生等

・手洗い教室の開催によ
り、家庭等での食中毒予
防には正しい手洗いが効
果的であることを意識付け
できた。
・高校学校祭での模擬店
出店にあわせ「食品衛生
教室」として食品衛生に関
する講義や手洗い実習な
どを実施し、高校生に食
品衛生思想の醸成と食中
毒予防の普及・啓発を図
ることができた。

食中毒予防は、持続的な
普及・啓発が必要で、今
後は幼児期からの手洗い
習慣の意識付けも必要で
ある。また、高校生への食
品衛生教室についても、よ
り多くの高校生を対象とで
きるようやり方を検討し、
若い世代への食品衛生思
想の醸成を広める必要が
ある。

福祉環境部 永井伸彦
健康・予防

課
健康・予防

班
田中久美子

0185-55-
8026

生活習慣病重症化予防及
び高齢者フレイル予防啓
発により健康寿命の延伸
を図る。

208,000 直営

○糖尿病予防についての
情報発信
・糖尿病の周知・重症化予
防をテーマに北羽新報に
記事を掲載
　掲載日:平成30年11月13
日（火）～17日（土）
○市町広報誌を活用した
生活習慣病等重症化の啓
発
・生活習慣病の重症化予
防について、八峰町広報
に記事を掲載
　掲載日：8月10日号
○情報発信した内容を電
子媒体にまとめて、市町
に提供し、啓発普及に活
用
　管内４市町へ配布
○フレイル予防の出前講
座・座談会実施（住民団
体、老人クラブ等）
生活習慣病2回・高齢者フ
レイル予防6回実施、参加
者計185名
○市町保健担当者を対象
とした研修会の開催
　開催日:平成31年1月23
日(水)
　会場:山本地域振興局福
祉環境部会議室
　参加者:10名

県 県民

・購読率の高い地元紙や
広報に記事を開催するこ
とで、管内の住民に広く啓
発活動を行う事が出来
た。
・出前講座等により住民の
健康への考え方や県事業
へのニーズを聞くことがで
きた。また、健康増進分野
では関与の少なかった地
域包括支援センターと関
係ができた。

・生活習慣病の重症化予
防については、働き盛り世
代への啓発を市町村や関
係団体と連携して継続し
ていく必要がある。
・高齢者のフレイル予防に
ついては住民の関心が高
く、事業終了後も出前講座
の開催依頼があることか
ら、引き続き啓発活動を
行っていきたい。
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（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名：　 山本地域振興局

（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
今後の課題及び

取組方向

白神の水で育まれた極上
農林水産物ＰＲ作戦事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成30年10月31日

令和元年5月20日

大規模園芸推進事業 平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成30年11月4日

令和元年5月20日

農林部 皆川　知
農業振興普

及課
担い手・経

営班
小笠原　泉

0185-52-
1241

能代山本地域直売活動連
絡会と連携し、当地域の
自然豊かな山水で育まれ
た農産物のＰＲを通じて、
農産物直売所における集
客数の向上を図る。

224,482 直営

○「白神山地世界自然遺
産登録25周年　白神街道
直売フェスタ」の開催
管内8か所の農産物直売
所において来店者を対象
にサービス企画を実施し
た。
　主催:能代山本地区直売
活動連絡会
　期間:平成30年7月28日
(土)～8月5日(日)
○スタンプラリーの開催
　期間:平成30年10月1日
(月)～31日(水)
　参加直売所数:8直売所
　応募数:257通
○白神山地ＰＲのため、白
神山地をイメージしたエプ
ロンの作成
　作成数:30枚

県、能代山本
地区直売活動
連絡会

直売所利用
者等

・期間を通しての全体販売
額は2.1億円、全体客数は
18万人となり、大変好評で
あった。
・統一エプロンの制作によ
り、地域盛り上げにむけた
一体感の醸成と白神山地
ＰＲ双方に効果があった。

・スタンプラリー参加者か
らは「楽しめた」との肯定
的な意見が多かった。
・管内直売所へのリピー
ターの増加などが期待さ
れる。
・引き続き客の関心を得る
ような企画を考案し、山本
地区の交流人口の拡大と
盛り上げに向けた目玉の
一つに直売所を位置づけ
たい。

農林部 皆川　知
農業振興普

及課
担い手・経

営班
佐藤　玄

0185-52-
1241

国の農政改革等を踏ま
え、地域農業を持続的に
発展させるため、県、市
町、ＪＡで構成するやまも
と未来園芸農業戦略会議
を設置し、ほ場整備と連
動した大規模園芸農業を
推進する。

132,771 直営

○地域農業ビジョンを具
現化するための担い手育
成
　開催日：平成30年5月9
日（水）
　会場:山本地域振興局
　参加者:11名
　内容:H30年度事業の推
進体制、H30年度整備地
区の概況、事業推進スケ
ジュールについて
○園芸品目による法人化
の先進事例調査
　開催日:平成30年11月3
日(土)～4日(日)
　調査対象:新潟やわ肌ネ
ギ（JA新潟みらい）他
　参加者:若手ネギ生産者
3名 職員1名
　内容:「やわ肌ネギ」の生
産技術と産地戦略につい
て

県
管内農業従
事者等

・農業戦略会議の設置に
より、関係機関の情報共
有が図られ、大規模園芸
拠点３団地が新たに稼働
し、全6団地の稼働に至っ
た。
・令和2年の新規稼働向
け、新たに3つの園芸拠点
構想が動き出した。
・地域農業を担う若手生
産者と全国のネギ生産者
との情報交換、また全国
ブランドのネギ産地の技
術に触れることでレベル
アップに向けた意識啓発
が進んだ。

・園芸拠点整備構想3件の
実現に向け、関係機関が
連携した継続的なサポー
トが必要である。
・産地の持続的な発展に
向け、若手農者の継続的
な確保と育成が求められ
る。特に、全国レベルの経
営感覚を持った若手生産
者の育成が必要で、今後
も全国の生産者と情報交
換等をできる環境を設け
ていきたい。
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（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名：　 山本地域振興局

（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
今後の課題及び

取組方向

白神ラムブランド化支援事
業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

木都の木材需要拡大事業 平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

農林部 皆川　知
農業振興普

及課
産地・普及

班
上村大策

0185-52-
1241

首都圏のレストラン関係
者等を対象とした白神ラ
ムの試食商談会を開催
し、高級部位以外(モモ・ウ
デ等)の料理を紹介するこ
とで、白神ラム丸ごとの販
路拡大を図る。

342,900
直営、負担
金

○白神ラム試食商談会の
開催
　主催:白神ラム丸ごと売
り込み協議会(構成員:(株)
藤里開発公社、藤里町、
県)
　開催日:平成30年10月16
日(火)
　会場:スーツァンレストラ
ン陳(東京都)
　参加者:56名(レストラン
関係者等)

県、白神ラム丸
ごと売り込み協
議会

レストラン関
係者等

・試食商談会を通じ、首都
圏で主に取引対象とされ
てきた高級部位以外（モ
モ・ウデ等）にも関心が寄
せられた。
・参加者20者との商談が
行われ、8者との契約を獲
得したほか、今後の採用
に向けて検討するとした業
者が7者あった。

白神ラムの安定販売に向
け、新規相手方との継続
的な取引が求められるた
め、自然豊かな生産現場
へと関係者を招聘し、「白
神ラム」をより身近なもの
として感じていただけるよ
う誘導する。また、地域住
民等を対象とした白神ラ
ム賞味会を開催し、白神
ラムを地元住民も賞味で
きる機会を設け、地元での
消費拡大も図っていきた
い。

農林部 皆川　知
森づくり推

進課
林業振興班 木村明憲

0185-52-
2181

ウッドファーストの推進を
通した地域木材の需要拡
大のため、地域の資源
（木材加工技術、広葉樹）
を活かすとともに、川上・
川下の連携を進める検討
を実施する。

43,200 委託

○木都のしろ木育イベント
「木都散歩」の開催
・管内の若手製材業者が
木材の利活用推進に向け
意欲的に取り組んでいる
活動を支援し、木都製品
の認知度の向上、木材利
用の促進を図った。
　主催：秋田県銘木青年
会
　開催日:平成30年11月17
日（土）～18日（日）
　内容:ワークショップ、スタ
ンプラリーなど
　参加者:700人
○地域内広葉樹資源の有
効活用
・ナラ材の菌床原料（シイ
タケ用）としての早期実用
化に向けた試験・検討を
進め、広葉樹資源の利用
促進を図った。(実証試験
用オガ粉の製作)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　製作委託先:藤里町振興
協会
　成果品:ナラ材細目用オ
ガ粉（トンパック：4袋、
V=4.0m3）

県、秋田県銘
木青年会

県民、㈲峰
浜培養ほか

・木に触れあい親しめる機
会を創出するとともに、能
代の製材技術の高さを伝
えることができた。
・広葉樹資源の有効活用
については、実証試験の
結果、地域のナラ材を使
用したオガ粉でもしいたけ
栽培に支障がないことが
確認できた。

・木育イベントについて
は、地域で活動する製材
企業や木工職人、建築関
係者等と連携し、イベント
内容の充実を図っていく。
・地域の広葉樹資源の有
効活用については、引き
続き粒径の異なる細目～
中目のオガ粉による栽培
試験を実施するとともに、
地域のナラ材やオガ粉製
造者の確保を検討してい
く。
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（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名：　 山本地域振興局

（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
今後の課題及び

取組方向

建設産業の「魅力・やりが
い」発信事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

建設部 栗田　亨
企画・建設

課
企画監理班 佐藤　勝

0185-52-
6101

管内の中学生や高校生を
対象に建設産業の「魅力・
やりがい」をPRするほか、
管内建設業との若手技術
者定着のためのワーキン
ググループを実施する。

301,340 直営・委託

○中学生を対象とした建
設産業とのふれあい事業
　主催:(一社)能代山本建
設業協会
　開催日:平成30年11月5
日(月)
　会場：能代一中グラウン
ド
　参加者：約80人
○高校生を対象とした建
設現場見学会
　開催日:平成30年11月6
日(火)
　視察先:管内建設現場
(能代港、三種川、荷上場
バイパス)
　参加者:8名(能代工業高
校建設科土木コース2年
生)
○高校生向けドローン体
験会
　委託先：大森建設株式
会社
　開催日:平成30年6月20
日(水)
　会場:米代川河川敷
　参加者:能代工業高校生
20名
　開催日:平成30年6月25
日(月)
　会場:能代西高校ｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞ
　参加者:能代西校生11名
○建設産業の魅力発信
「能代山本ふるさと企業
『仕事ナビ』」を活用し、建
設産業の魅力を発信し
た。　
○地元建設業の課題を考
えるワーキンググループ
の開催
　開催日:平成30年4月27
日(金)
　会場:山本地域振興局会
議室
　参加者:23名
ほか2回

県及び
一般社団法人
能代山本建設
業協会

管内学生及
び建設業従
事者

・建設業界が、建設業の
魅力等について学生にア
ピールすることにより、建
設業への就職者数が増加
した。（管内高校生の建設
業への就職者数：H29=12
名⇒H30=14名）
・建設業界と連携して新入
社員の研修会等を実施す
ることにより、若年社員の
早期離職防止の効果が期
待できる。

・学生に対し、より魅力的
な情報発信が行えるよう、
実施内容の工夫に努める
とともに、学校関係者との
連携を緊密にする。
・建設業界とともに、社員
の職務環境の改善等、若
年社員の早期離職防止に
ついて更なる検討を実施
する
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