
（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： 由利地域振興局

（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

若者定着支援事業 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17日

成長産業等振興事業 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17日

テーマ別観光による新た
な旅行需要創出

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17日

総務企画課 安藤雅之 地域企画課
企画・鳥海
まるっと観

光班
小野祐子

0184-22-
5432

管内の中小企業が人材確
保に苦戦していることか
ら、若者が地元就職を自
らの意思で選択できるよう
管内企業を知る機会を提
供し、また、企業の求人獲
得を支援することにより、
若者の県内定着を図る。

152,189 直営

・秋田ものづくりオープンカ
レッジ
　　10/17　来場251名
・就職支援セミナー
　7/18　矢島高校3年生26
名
・企業見学ツアー
　　全5回　高校生20名
・中学生と管内企業のふ
れあいPR事業
　　全3回　中学生294名
・進学予定者を対象とした
企業説明会
　　12/26　本荘高校211
名
・起業体験プログラム支援
事業
　　8/4、9/29開催

県
管内企業、
学生

生徒・教員のアンケートで
も好感触であり、中学生か
ら大学生までを対象とした
事業を行い、生徒の県内
企業への関心を高めるこ
とができた。

・保護者をどう取り込むかが
課題。来年度は、各企業説明
会に保護者の参加を募ること
を検討している。
・各機関が県内就職支援事
業を立ち上げていることか
ら、全体的な整理が必要。

総務企画部 安藤雅之 地域企画課
企画・鳥海
まるっと観

光班
小野祐子

0184-22-
5432

航空機産業、新エネル
ギー関連等管内成長分野
産業の拡大とＩｏＴを活用し
た製造業企業の生産性向
上を図るため、関係機関と
連携した企業支援を行う。

102,464 直営

・庄内商談会
　　9/26 山形県三川町
　　100社参加
・IoT現場実践研修
　　全6回　11社14名　

商談会：山形県
庄内総合支庁
との共催
その他：県

管内企業

本庁と連携しながら成長
分野産業への取組を支援
するとともに、受注機会を
提供することができた。

引き続き本庁と連携しながら
企業を支援するとともに、航
空機産業及び風力発電産
業、IoTの動向を注視してい
く。

総務企画部 安藤雅之 地域企画課
企画・鳥海
まるっと観

光班
今野武俊

0184-22-
5432

特定の観光資源をテーマ
に新たな旅行需要を創出
するため、地域の観光事
業者と連携しながら交流
人口の拡大が見込める観
光資源について滞在時間
を延長する仕組み等を検
証する。

461,972 直営

・環鳥海酒サミット
　　1/19～20　410名来場
・日本酒女子カフェ
　　2/9　415名来場
・民俗芸能（民謡）テーマと
した新たな旅行需要創出
　10/29　機構委託事業で
検証

由利地域観光
推進機構、県、
観光事業者

観光関係
者・観光客・
旅行エー
ジェント・地
域住民

・地酒をテーマとしたイベ
ントでは、チケットの販売
や来場者数も伸びている
ほか、首都圏からの来　
場者もあるなど、狙いとし
た冬季交流人口の創出効
果が出てきている。
・新たな観光資源として
「民謡」をテーマとして検証
をしたところ、9割から良い
との回答があり、高評価
が得られたことから、今後
の旅行需要創出と旅行会
社への商品造成において
新しい資源を得ることがで
きた。

・地酒をテーマとしたイベント
では、徐々に関与を縮小し、
由利地域観光振興会を中心
とした民間主体の体制への
移行を促していく。
・「民謡」を旅行商品に取り込
んでもらえるよう、関係者と連
携しブラッシュアップを図って
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： 由利地域振興局

（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

広域観光推進事業 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17日

地域住民も自殺予防活動
支援者も両者活性化事業

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17日

総務企画部 安藤雅之 地域企画課
企画・鳥海
まるっと観

光班
今野武俊

0184-22-
5432

・「由利地域観光推進機
構」において、広域的観光
の推進と交流人口拡大に
よる地域の活性化を図
る。
・未来づくり協働プログラ
ムのフォローアップを行
う。
・山形県庄内地方と連携し
た環鳥海地域〔由利本荘
市、にかほ市、酒田市、遊
佐町〕の広域交流の推進
と交流人口拡大による地
域活性化を図る。

3,049,360
負担金・直
営

・体験ﾒﾆｭｰ等の見直し、ﾌﾞ
ﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ及び検証ﾂｱｰ
　10/28～29　15名
・二次ｱｸｾｽ利用促進情報
発信
　ゆる旅ｶﾞｲﾄﾞ作成　1万部
・ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ受入態勢調査
　　回答　17施設
・旅行エージェント訪問
　全6回　108社訪問
・「花立ｴﾘｱ」ｲﾍﾞﾝﾄ
　　台風の影響により中止
・由利鉄と連携した周遊ﾂ
ｱｰ　　16名参加
・まるっと鳥海学習交流事
業
　　8/9　小学生20名
・旅行ｴｰｼﾞｪﾝﾄ誘客ﾌﾟﾛﾓｰ
ｼｮﾝ　全5回　108社訪問
・旅行エージェント招聘
　7/18～19　山形県8社
・まるっと鳥海わくわくキャ
ンペーン（スタンプラリー）
　　7/1～10/31　36施設
・道の駅バトル番外編（カ
レーバトル）
　　13施設参加 3,190食
・ハイウェイフェスタ
　仙台市勾当台公園
　9/22～23　来場者6万人
・広域周遊ルート調査
　　11/12～13

由利地域観光
推進機構、環
鳥海連携事業
実行委員会、
県

観光関係
者・観光客・
旅行エー
ジェント・地
域住民

・仙台圏の主婦層を対象
としたツアーでは、昨年度
を上回る参加者数となっ
たほか、３回の紙面掲載、　
事後のＳＮＳを活用したＰ
Ｒなどにより、これまでより
も強力なＰＲを行うことが
できた。また、　庄内総合
支庁と連携した取組によ
り、仙台でのハイウェイ
フェスタに参加し、仙台へ
の売り込みを　集中的・効
果的に行うことができた。
・観光事業者と連携した旅
行会社へのＰＲ活動にお
いては、これまでの近県
への売り込みに加え、観
光振興課主催の「ＡＬＬ秋
田旅行エージェント商談
会」にも参加し、首都圏へ
のＰＲを実施した結果、旅
行会社からの問い合わせ
も増えてきている。旅行会
社への売り込みを通じて
得られた誘客数の調査で
は、4,929人、前年比21％
増の集客が得られてい
る。

・引き続き、地域の観光事業
者と連携し、近県・首都圏旅
行会社へのＰＲ活動を実施す
る。
・未来づくり協働プログラムで
整備した施設の利活用を進
めながら、地域全体へ観光客
が周遊するような取組を進め
ていく。
・今回の調査で判明したイン
バウンド対応状況の実態を踏
まえ、管内２市、観光文化ス
ポーツ部、観光連盟等と連携
しながら観光施設の取組を底
上げしていく。

福祉環境部 相澤　寛 企画福祉課
調整・障害

者班
熊谷政子

0184-22-
4120

【自殺対策支援者の支援
事業】
管内の自殺率は県平均よ
りも高率であり、自殺者が
多い。地域の自殺予防の
支え手となる民間ボラン
ティアも活動しているが全
地区をカバーできていな
い。支援者を対象とした研
修会やセミナーを実施し
支援者を支える取り組み
が必要である。

322,613 直営

・地域の相談従事支援者
を対象に研修会及びセミ
ナーを実施
　①相談対応者のための
研修会（9/7 151名）認知
行動療法開発センター理
事長の講演等
　②働きざかり世代支援
のためのﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｾﾐﾅｰ
（8/23 122名）精神科医講
演等

・地域の支援者育成のた
め自殺予防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座
を実施
　①自殺予防声かけボラ
ンティア要請講座（７/27 
23名)
  ②心はればれｹﾞｰﾄｷｰ
ﾊﾟｰ養成講座（10/16 19
名）
　③心はればれｹﾞｰﾄｷｰ
ﾊﾟｰ養成講座（11/28 32
名）
・２市自殺予防対策計画
策定会議への出席（5回）
 由利本荘市（７/17、
10/22、2/7）にかほ市
（7/31、1/21）　 

県

地域住民
管内事業所
行政・福祉・
医療等相談
機関等

公的機関、相談事業所、
医療機関、介護施設等
で、心の相談活動に従事
する支援者の資質向上と
支援者自身の疲弊を軽減
する視点で研修会やセミ
ナーを実施した。研修会
は２年目であるが毎年１０
０名を超える参加状況で
ある。重点施策として事業
展開したことが関係機関
の後方支援になっている。

支援者を対象とした研修会は
事後アンケートでも好評であ
る。自殺の原因が多岐にわ
たっているため相談機関同士
の連携やネットワークが必要
である。また、年度内に２市
の自殺予防対策計画が策定
されたことで、今後の対策が
推進されるように技術支援し
ながら自殺者減少を目指す。
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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： 由利地域振興局

（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

地域住民も自殺予防活動
支援者も両者活性化事業

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17日

地域住民も自殺予防活動
支援者も両者活性化事業

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17日

「由利地域で移住就農！」
移住就農者確保促進事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年2月28日 令和元年5月17日

新産地多様性強化支援事
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17日

福祉環境部 相澤　寛 企画福祉課
調整・障害

者班
熊谷政子

0184-22-
4120

【地域住民の生ききるを支
援する事業】
自殺予防活動は一部の専
門家にまかせておけば良
いという風潮があり、地域
ぐるみで「心豊かに生きき
る」メッセージを届け、自殺
者の減少を図る。

495,882 直営

・公開座談会（10/31 78
名）
・地区巡回活動 8地区 
280名）
・魅力発見講座 5回　155
名
・心豊かに生ききる写真展　
44作品展示 

県
地域住民

・心豊かに生ききるという
テーマ設定で多くの地域
住民から反響があった。
市内中心部だけでなく山
間部に出向き公開座談会
や高齢者向け講座、巡回
活動を実施したことで自殺
予防に関心のなかった方
に働きかけが出来た。
・高齢者の自殺者が減少
し、４年ぶりに県平均を下
回った。

・自殺問題を個人の問題では
なく地域全体の問題として考
える住民はまだ少なく、今後
も心の不調のサインや悩みを
抱えた時の相談機関へのつ
なぎなどを啓発していく必要
がある。
・高齢者の自殺割合が高い
ので特に高齢者層への働き
かけを継続し、自殺者減少を
目指す。

福祉環境部 相澤　寛 企画福祉課
調整・障害

者班
熊谷政子

0184-22-
4120

【自殺未遂者及び自死遺
族を支援する事業】
自殺未遂者は自殺の数倍
おり、自殺の最大のハイリ
スクであることから警察等
からの情報に基づき支援
を実施する。
併せて自殺遺族の相談活
動の場として遺族支援の
集いを開催し悲嘆を分か
ち合う。

101,113 直営

・自殺未遂者支援関係者
会議（H31 2/14　30名）
・自殺未遂者支援関係者
研修会（12/19 36名）
・自殺未遂者相談件数7人　
遺族支援の集い　2回2人
参加

県
地域住民

自殺未遂者支援が開始さ
れ数年が経過。当初は相
談がなかった自殺未遂者
相談件数が増加してき
た。４年間参加がなかった
遺族の集いに広報をみた
遺族参加があった。

・自殺未遂行為自体が本人、
家族ともにプライバシーに大
きく関わり、訪問拒否など支
援の壁も高い。
・住民の命を守るため、消
防、警察、救急医療機関と連
携し自殺未遂者対策を継続
的に実施する必要がある。

農林部 鈴木光宏
農業振興普

及課
担い手・経

営班
相場優志

0184-22-
8354

新規就農者の確保にあた
り、県内だけではなく県外
からも新規就農希望者を
誘導する必要がある。そ
のため、県外からの移住
就農者が定着できる環境
整備を目的とした。

591,671 直営

・移住･就農イベントでの
誘致活動
①新･農業人フェア
（7/29、9/1、1/26）
②就農FEST（9/22）
③移住就業セミナー
（12/16）
・イベント時に使用する宣
伝用資材（テーブルクロ
ス、チェアカバー、パンフ
レットスタンド）の購入。

県
各種移住･
就農イベン
ト来場者

・累計ブース着席者数が
41人となった。
・誘致した結果、1名が畜
産農家で３ｹ月研修を受講
した。

条件の良い農地や空き家、
品目の選定等の具体的な提
案が難しかった。そのため、
今後は移住就農者向けの情
報提供が必要とされる。

農林部 鈴木光宏
農業振興普

及課
産地・普及

班
小原玲子

0184-22
-7551

冬期栽培可能な新品目や
作期拡大可能な新技術を
実証し、法人や大規模経
営体等に対して周年農業
を支援する

579,320 直営

周年農業を実現させるた
めの花き(1)・野菜（2）の冬
期作目において栽培実証
を行い、その導入の可能
性について検討した。

県
園芸（花き・
野菜）栽培
農家、

・栽培実証結果から、栽培
の普及性が確認できた。

・栽培実証品目の大規模経
営体等への普及を進めて行
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： 由利地域振興局

（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

由利の畜産人材育成強化
支援事業

平成30年4月1日

平成30年5月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月17日

美しい海岸線保全
プロジェクト

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17日

建設業界の担い手不足・
育成問題に伴う若年層を
タ－ゲットにした建設業界
イメージアップPR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17日

農林部 鈴木光宏
農業振興普

及課
担い手・経

営班
岩谷　渡

0184-22-
8354

管内における肉用牛農家
の戸数は、減少している
が、若手農家を中心に規
模拡大が進んでいる。こ
の状況を維持していくため
には、資質の向上への支
援が不可欠であり、必要
な研修体系を提供する。

424,744 直営

①秋田由利牛ブランド強
化セミナー（6/22)　参加
者：39名
②未来農業のフロンティア
育成研修生OB訪問研修
（6/20）参加者：13名
③未来農業のフロンティア
育成研修生OB訪問研修
（7/30)
参加者：11名
④全国畜産縦断いきいき
ネットワーク大会出席
（8/27)参加者：2名
⑤全国酪農サミット2018
（12/5～６）参加者：4名
⑥県産牛肉取扱飲食店と
の意見交換会（1/25）2名
⑦肉用牛周年放牧実践農
場研修（2/24)１名

県
由利地域の
若手畜産農
家

若手農家の資質向上によ
り、規模拡大のための必
要な条件を座学、現地研
修等により実施して、技術
と経営の両面の資質向上
が図られた。また、若手農
家の人的な交流の機会と
もなり、畜産農家間での情
報交換が可能となり、産
地としての底上げに寄与
した。

管内において、規模拡大志
向農家が増加しているため、
継続して、資質の向上を図る
とともに規模拡大に伴う経営
管理能力の強化を図る必要
がある。

農林部 鈴木光宏

森づくり推
進課

農村整備課

林業振興班

ふる里づくり
班

真崎博之

泉谷 衆

0184-22-
8351

0184-22-
7554

地域住民との協働で、海
岸線（クロマツ林）や漁港
の不法投棄ゴミや落葉、
海岸漂着物等の清掃を行
う環境美化活動を推進す
るとともに、由利の海岸の
原風景である「白砂青松」
の復活を目指す。

(森づくり）

187,556

（農村整
備）

59,636

直営・委託

(森づくり）
・平成30年10月20日に、
由利本荘市及びにかほ市
の海岸保安林において、
地域住民88人が参加し
て、松林健全化作業(松葉
搔き)を行った。

(農村整備）
・漁港施設用地等におい
て、地域住民（漁業者）や
漁協・市など関係者協働
による「クリーンアップ活
動」を実施した。

県
地域住民、
森林ボラン
ティア

（森づくり）
・実施した2地区におい
て、松林内に堆積した松
葉26㎥を除去し、松林の
生育環境を整備すること
ができた。
・地域住民と協働で実施
することができ、海岸林保
全の意識の醸成を図るこ
とができた。

（農村整備）
・県管理の３漁港において
燃えるゴミが２ｔダンプ約４
台分、燃えないゴミが２ｔダ
ンプ約２台分回収され、漁
港の環境美化に大きく寄
与した。
・これまで漁協、漁師、地
域住民及びポート所有者
など個別にクリーンアップ
を行っていた方々が一斉
に作業したことで、漁港使
用者の横の繋がりができ
た。

（森づくり）
・松林健全化作業は、継続す
ることが不可欠であるため、
今後は地域の自治体や地域
住民へ活動を引き継いでいく
必要がある。

（農村整備）
・平成30年度は県が関係者と
協議してクリーンアップを計
画し実施したが、クリーンアッ
プの主役は漁協や漁師、地
域住民であり、横の繋がりを
使って、漁港の使用者が自主
的に主催者となり継続的な取
組として実施できるよう促して
いく。

建設部 田中　道
企画・建設

課
企画監理班 山西龍馬

0184-22-
5436

近年の建設投資の減少に
伴い、由利地域の社会基
盤を支えてきた地元建設
企業が疲弊するとともに、
就労環境の悪化等によ
り、業界へのイメージが悪
くなっている。それらにより
若年の入職者が減少して
いるため、建設業のネガ
ティブイメージを払拭し、
地元建設業の担い手不足
解消と、地元定住促進に
寄与する。

694,608 直営

地域の建設業の求人に対
する充足率等の実態調査
や現在建設業で勤務して
いる若者に対してヒアリン
グ等を行い、建設業会の
ネガティブﾞなイメージﾞを払
拭し、建設業の役割や重
要性、実際の仕事内容を
訴求するパンフレットを製
作（500部）現場見学会や
出前講座などで高校生に
配布した。

県
未来の建設
業の担い手

パンフレットの配布や現場
見学会、出前講座の実施
により建設業が身近にあ
ることを認識してもらえた。
継続的なＰＲにより若年者
の建設業界への興味関
心、地元定住意識の高ま
りが期待される。

建設業の担い手確保・育成
に関する取り組みは、継続的
に実施する必要があることか
ら今後も推進事業を継続す
る。今後は、さらなる若年層
への取組として中学生等へ
対象を拡大してＰＲを実施す
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： 由利地域振興局

（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

由利地域アダプト・プログ
ラム推進事業

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17日

建設部 田中　道
企画・建設

課
企画監理班 山西　龍馬

0184-22-
5436

平成24年度に試行開始し
ている「由利地域ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾛｰ
ﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ拡大事業」をさら
に推進し、認定団体数を
増加させ、管理道路等の
美化環境の整備を図る。

49,750 直営

ｱﾀﾞﾌﾟﾄ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ協働ﾊﾟｰﾄ
ﾅｰ認定団体の活動のさら
なる活性化、他団体に対
する協働活動拡大の促進
を促すため、企業・団体の
名称及び取り組み内容を
ＰＲする看板を製作し配
布。

県 企業・団体

ｱﾀﾞﾌﾟﾄ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ協働ﾊﾟｰﾄ
ﾅｰ認定団体数が、H28年
末2件、H29年末11件、
H30末13件と取組により着
実に増加しており、今後も
企業・団体の参加が期待
できる。

職員数、維持管理費の縮減
に伴うサービスレベルの維持
が課題であり、県管理施設の
維持管理について、企業や
団体等地域との協働を推進
する必要があることから今後
も、推進事業として実施し団
体等に参加を働きかける。
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