
（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： 秋田地域振興局

（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

中学生及び保護者を対象
とした地元企業の魅力発
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

「彫刻スケッチコンテスト 
in 日本国花苑」実施事業

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

ヤマビル被害対策事業 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 佐藤　徹 地域企画課
企画・

地域振興班
栗林佳暉

018-
860-
3313

中学生とその保護者に、早
い段階から地元企業を知っ
てもらい、企業への関心を高
めてもらうことで、県内就職
を選択肢の一つとしてもら
う。

243,711 直営

・実施日時等
①開催日：7月10日
　 場所：秋田西中学校
 　参加者：秋田西中の生徒
452名、保護者47名、企業18
社
②開催日：9月20日
　 場所：御所野学院中
   参加者：御所野学院中の
生徒94名、企業10社

・内容
　企業が教室に設置した
ブースに、生徒が訪問。企業
は生徒に対し、仕事の概要、
業種の魅力、また、仕事へ
の誇りなどを説明し、その後
意見交換を実施した。

県
中学生、
保護者、
中小企業

・県内の魅力的な企業を中
学生にPRできた。
・アンケート結果で参加満
足度は非常に高く、「とても
勉強になった」「勉強になっ
た」が2校とも9割を超えた。
・「地元の企業で働き、役に
立ちたい気持ちが芽生え
た」「いったん県外に就職し
ても最後は地元で働きたい
気持ちが芽生えた」と回答
した生徒が2割～3割程度
に及び、将来の県内定着を
意識させることができた。

より多くの中学校にこの事
業を広めていくため、数年
かけて管内全市町村での
実施を検討する。しかし、当
振興局で1年に実施できる
回数は2回程度が上限のた
め、市町村単位又は学校
単位でそれぞれ単独実施
できるようになっていくのが
望ましい。

総務企画部 佐藤　徹 地域企画課
企画・

地域振興班
三浦志保

018-
860-
3313

市町村未来づくり協働プログ
ラム・井川町プロジェクトの
目玉である井川町子育て支
援多世代交流館「みなくる」
の供用開始に合わせ、県内
の小学生を対象に日本国花
苑に設置されている彫刻を
モチーフとしたスケッチコンテ
ストを開催することで、日本
国花苑の利用促進と交流の
促進を図る。

259,353 直営

管外を含む県内７市町村18
校の小学校より67作品の応
募があり、低学年・中学年・
高学年の各部門の金賞・銀
賞作品に加え、特別賞4作品
を決定し表彰した。また、受
賞作品を「みなくる」において
展示した。

7/17～9/30　作品募集期間
10/12　入賞作品選定審査
会
11/19～27 表彰式
11/17～12/2　作品展示会
（みなくる）

県
県内の小
学生

応募にあたって、日本国花
苑に設置してあるスタンプ
を押すことを必須条件とし
たことで、苑の利用を促進
した。井川町の児童だけで
はなく、秋田管内の他市町
村や管外の地域からも広く
応募があり、日本国花苑及
び井川町子育て支援多世
代交流館「みなくる」への集
客の一助となった。

令和元年度は、スマート
フォンで誰でも応募可能な
フォトコンテストへと間口を
広げ、SNSをメインとした
フォトコンテストを実施する
ことで、日本国花苑へのさ
らなる集客を目指す。

総務企画部 佐藤　徹 地域企画課
企画・

地域振興班
富樫啓悦

018-
860-
3313

生活域でのヤマビルの吸血
被害を防止するため、各市
町へ薬剤配布を行うととも
に、各関係者の取組などに
ついて情報共有を図る。

328,752 直営

・ヤマビル防除を実施してい
る4市町（秋田市、潟上市、
五城目町、井川町）を支援す
るため、使用する駆除剤の
一部を購入・配布
・自然保護課、局、各市町の
取組の情報の共有

県 地域住民

ヤマビル防除を実施してい
る4市町が使用する駆除剤
の一部を購入・配布するこ
とにより、効果的な駆除の
支援をすることができた。

ヤマビルの生息域におい
て、ヤマビルを根絶すること
は不可能であるが、地域住
民の適切な予防対策により
吸血被害は減少しているこ
とから、今後数年で住民の
自衛を中心にした対策に移
行することを目指す。
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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： 秋田地域振興局

（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

地域おこし協力隊定住促
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

男鹿・潟上・南秋エリア周
遊観光促進事業

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

総務企画部 佐藤　徹 地域企画課
企画・

地域振興班
渡邊洋平

018-
860-
3313

地域おこし協力隊は、斬新
な視点、アイディア、熱意、
行動力を持つ者が多く、地
域に対して大きな刺激となる
ことが期待されているが、本
県における任期終了後の定
着率が低いことから、任期後
も本県に残って地域活動等
に取り組んでもらえるよう、
地域おこし協力隊のスキル
アップや起業等に向けた取
組に要する経費に対し助成
し、退任後の地域への定着・
定住を促進する。

339,000 直営

地域おこし協力隊が活動の
充実や任期後の定住を見据
えて任期中から実施する先
進地視察や試行的イベント
等の取組に対して助成した。

・補助対象者：地域おこし協
力隊３名及び中央地区地域
おこし協力隊（管内の地域お
こし協力隊によるグループ）
・補助対象事業：先進地視
察、試作品の製作、試行的
イベントの開催等

県
地域おこし
協力隊

事業の活用が自らの任期
後の姿を考えるきっかけと
なり、定住に向けて動き出
している。

平成28年度から30年度ま
でで管内のほぼ全ての協
力隊に補助金を交付し、各
協力隊に対して定住に向け
たきっかけづくりはできたた
め、今後は地域おこし協力
隊同士のネットワークづくり
や地域の人との橋渡しなど
を通じて、地域おこし協力
隊の定着をサポートしてい
く。

総務企画部 佐藤　徹 地域企画課
企画・

地域振興班
安杖千佳子
菅生聖菜

018-
860-
3313

男鹿半島周辺地域での周遊
観光を促すため、グルメガイ
ドブックの作成やスタンプラ
リーを実施する。また、男鹿
半島・大潟ジオパークの魅
力をモニターツアーにより発
信するとともに、平成30年7
月にオープンの男鹿市複合
観光施設「オガーレ」をPR
し、誘客促進を図る。

2,929,213
委託・
直営

・男鹿・潟上・南秋地域ス
イーツスタンプラリーの実施
（8/1～10/30　応募枚数159
通、総スタンプ数858個）
・ジオパーク魅力発信を目的
としたモデルツアーの実施
（9/8　4名参加、10/6　13名
参加）
・道の駅を中心としたエリア
ガイドブック「Oga plus 
Pocket」を5000部作成し配
布。
・情報誌「北東北エリアマガ
ジンｒａｋｒａ」8/25発行号に、
男鹿市複合観光施設や周辺
地域の見どころ等の情報を
記事体広告として掲載。
・隣接県等をターゲットとした
観光プロモーションの実施
　青森県弘前市（9/2）
　岩手県紫波町（9/22）
  千葉県千葉市（1/25）
　神奈川県藤沢市（1/26～
　　　　　　　　　　　　　1/27）　

県
県民、観
光客

スタンプラリーやモデルツ
アーの実施等により、県内
に男鹿・潟上・南秋地域の
魅力を発信することができ
た。
また、隣県や首都圏でのプ
ロモーションの実施や情報
誌でのＰＲにより、男鹿半
島をはじめ管内の魅力を県
外に発信した。

引き続き、スタンプラリーや
観光プロモーションを実施
するとともに、魅力ある地域
観光資源を掘り起こしなが
ら県内外に情報提供をする
ことで誘客の促進を図る。
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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： 秋田地域振興局

（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

市町村健康づくり対策推
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

心の健康づくり市町村支
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

福祉環境部 伊藤　善信 健康・予防課
健康・予防

班
加賀谷淑子

018-
855-
5170

平成29年度から県民の健康
寿命日本一を目指し、各市
町村長が健康づくり宣言を
行っているが、より効果的な
取組が行えるよう、各地域で
の取組について連携推進や
支援を行う。

25,673 直営

全4回の推進会議や研修会
の開催により、健康づくり施
策に関する情報提供や、担
当者間での情報共有を図っ
た。

6/25　成人保健担当者会議
11/1　健康づくり研修会
12/13　市町村糖尿病重症
化予防対策推進会議
3/7　地域健康課題研修会

県

市町村成
人保健・健
康づくり担
当者

担当者間での情報共有を
行い、管内の糖尿病対策に
おいて医師会との連携を
図った。また、研修会を開
催しエビデンスを持つ健康
づくりを学んだほか、健診
データの分析による管内の
健康課題について明確に
することができた。

各市町村との連携しなが
ら、より効果的な事業を実
施することで、健康寿命の
延伸を図り、管内の健康課
題の解決に向けた市町村
格差を無くす。

福祉環境部 伊藤　善信 健康・予防課
健康・予防

班
本田由喜子
田澤理菜

018-
855-
5170

自殺者の減少を図るため、
市町村自殺対策計画策定を
支援し、地域における心の
健康づくりボランティアの活
動支援や普及啓発を実施
し、市町村における自殺予
防対策を支援する。

292,952 直営

・市町村自殺対策計画支援
（市町村主催の計画策定委
員会等への出席、計画策定
支援指導）
・心の健康づくり活動普及啓
発支援（のぼり、缶バッジ作
成）
・心の健康づくり活動推進研
修会の実施（7/20　参加者
48名）　
・こころはればれ通信の発行
（年2回発行）
・自殺予防キャンペーンの実
施　（年4回）
・心はればれゲートキーパー
養成講座（年4回　参加者延
べ129名）
・地域懇談会（大潟村）　年1
回

県

管内地域
住民及び
心の健康
づくりボラ
ンティア 、
管内市町
村

心の健康づくりボランティア
の養成講座を受講し地域で
活動しているメンタルヘル
スサポーターは、各地でサ
ロンやキャンペーン等の活
動を実践している。これま
で自殺予防や心の健康づく
りに関心の薄い住民に講演
会や講座等を実施すること
で裾野を広げた対策を図っ
た。
市町村の枠を超えた活動
推進研修会終了後のアン
ケートでは、大変参考に
なったという意見が多く好
評で、次年度継続開催の要
望があった。

管内6市町村において活動
内容は様々であり、地域差
もある。住民のより身近な
市町村で心の健康づくりの
人材育成や地域課題にも
活動を拡大していくことが
期待されている。
管内の自殺者は高齢者を
中心に、若い世代も一定数
いる。
今後はボランティア活動支
援を中心に、市町村事業の
支援に力を入れていく必要
がある。また、健康問題を
要因とした自殺者が多いこ
とから、精神科以外の診療
所等へ心の健康に関する
普及啓発を図る必要があ
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： 秋田地域振興局

（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

認知症に関する知識の普
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

「めざせクリーン秋田大作
戦」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

目指せ東北のたまねぎ産
地！大潟村たまねぎプロ
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20日

福祉環境部 伊藤　善信 企画福祉課
調整・障害

者班
山田真美子

018-
855-
5171

地域住民へ認知症に関する
理解の深化を図るため、研
修会や継続性のある広報活
動により、知識の普及啓発
を推進する。

297,436 直営

①地元新聞、県及び市町村
の公式ホームページにおけ
る認知症に関するコラムの
掲載並びに総集版のリーフ
レットを作成（500部）。

②認知症疾患医療センター
（秋田緑ヶ丘病院）との共催
による研修会を開催。
・日時：平成30年8月18日
・場所：秋田地域振興局福祉
環境部
・参加人数：112名（一般住
民、関係機関職員等）

県

管内地域
住民、関
係機関職
員

地域住民に対して、認知症
に関する様々な分野の情
報を定期的に発信すること
で、継続性のある普及啓発
につながった。また、研修
会の開催により、認知症に
ついての理解を促進した。

管内市町村において、認知
症施策に関する取組の広
がりが見られることから、コ
ラムの連載等は一旦終了と
するが、引き続き必要に応
じて管内市町村への支援
等を実施する。

福祉環境部 伊藤　善信 環境指導課
環境・食品

衛生班
八柳潤

018-
855-
5173

平成26年度から小学4年生
を対象とした環境学習会を
開催し、ごみの分別やリサイ
クルなどの廃棄物適正処理
をテーマとした環境教育を実
施した。これまでの事業活動
により、大量不法投棄はみら
れなくなってきている。しか
し、平成30年度は新たに１3
カ所の小規模投棄箇所が発
見されるなど、不法投棄箇
所数は横ばい状態にある。
このため、地域住民による
「不法投棄をさせない環境づ
くり」のため、不法投棄防
止、ごみの分別やリサイクル
について幼少期から意識の
醸成を図る必要がある。

16,666 直営

管内の小学4年生を対象に、
ごみの分別やリサイクルを
テーマとした環境学習会を開
催した。

・6/8男鹿市立船川第一小学
校（30名）
・8/29大潟村立大潟小学校
（31名）
・9/6潟上市立天王小学校
（74名）

県
管内小学4
年生

児童に対してゴミの適正処
理・減量・リサイクル等の環
境教育を行い、環境保全に
対する意識向上に寄与し
た。また、家族への波及効
果をとおして、地域におけ
る不法投棄防止の意識醸
成も期待できると考えられ
る。

平成30年度は新たに13カ
所の小規模投棄箇所が発
見されるなど、不法投棄箇
所数は横ばい状態にある。
このため、地域住民による
「不法投棄をさせない環境
づくり」のための意識を一層
高める必要があり、令和元
年度は環境学習会を管内2
校で実施予定。

農林部 渡部　謙 農業振興普及課
産地・普及

班
伊藤晶

018-
860-
3410

大潟村で始まったたまねぎ
の大規模生産を軌道に乗せ
るためには、水田転換畑で
の栽培技術体系の確立が急
がれる。そこで、大潟村水田
転換畑において、平成29 年
秋植え作型における収量性
を調査するとともに、平成30
年秋植え作型での育苗方法
や定植作業に関する技術実
証を行う。

421,148
委託・
直営

平成29年秋植え作型におけ
る収量性の調査として、村内
2箇所に設置した定点ほ場で
の生育調査及び収量調査を
実施、転換畑における適正
品種選定の参考データ収集
を実施した。
平成30年秋植え作型の育苗
方法に関する調査として同じ
く2箇所に設置した調査用育
苗施設での苗質データ及び
生育経過に関する調査を実
施した。
また、各種情報について、生
産者に講習会や資料等で情
報提供を行い、技術向上を
図った。

県

大潟村内
及び秋田
県内のた
まねぎ生
産者

転換畑における適正品種
及び、育苗期間中における
適正生育指標判断のため
の参考データを収集するこ
とができ、次年度以降のた
まねぎ生産へ向けた、重要
な技術情報となった。

取組を継続することで、転
換畑における生育データを
積み上げ、より精度の高い
技術情報としての活用を目
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： 秋田地域振興局

（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

大規模園芸作経営体育
成事業

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

「夕日の松原」の保全活
動推進

平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

協働による道路河川等の
維持管理活動広報拡大
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 渡部　謙 農業振興普及課
担い手・経

営班
平川謙一

018-
860-
3413

長ネギ栽培については、総
労働時間の約67％を占める
「調製・箱詰め」作業の効率
化と、生産コスト削減に向け
た実態把握が重要であるこ
とから、専門家と連携して生
産性の向上とコスト削減を図
り、大規模園芸作経営体で
の長ネギ導入を早期に安定
させ、地域のモデルとする。

258,874 直営

大規模園芸作経営を早期に
安定させるため、民間専門
家を派遣し、長ネギ部門の
生産費調査、経営分析及び
現地での生産プロセス（生産
管理・工程管理等）の改善指
導を行った。

回数：6回（8/3、8/29、
10/23、11/8、2/5、3/4）
内容：長ネギの収穫及び調
製作業の改善、長ネギ部門
の生産費調査及び経営分析　
等

県
大規模園
芸作経営
体

長ネギの調製作業で付加
価値作業となる「根葉切り」
と「皮むき」が専念できるよ
う、ムダな作業を減らすカイ
ゼンを提案し、１本当たりの
処理時間が短縮すること
で、１日当たりの処理量が
増大した。また、経営改善
に向けた量販向け出荷（10
㎏箱）と、業務向け出荷（15
㎏箱）の最適割合を検討
し、試算で明確化すること
が可能となった。

令和元年度からは、専門家
から提案があったカイゼン
を実行してなおボトルネック
となる工程を洗い出し、さら
なる効率化、生産性向上を
図る。
削減できる人員は、他の部
門で付加価値を生み出すよ
うに配置を検討する。

農林部 渡部　謙 森づくり推進課 林業振興班 関明仁
018-
860-
3381

「夕日の松原」の環境美化を
図るため、地域住民・企業等
との協働によるクリーンアッ
プ活動を実施する。

304,924
委託・
直営

・9/21(金)に、参加関係団体
による担当者打合せ会議を
実施。　
・10/27(土)に「夕日の松原」
クリーンアップ事業を実施
し、529名が参加した。収集
したごみは、730kgとなった。
・また、その際に発見した粗
大ごみを別途委託により処
分した（4ｔトラック1台分）。
・「夕日の松原」を守り育てる
ため、未来の担い手である
中学生を対象とした森林保
全活動に同行し、指導を行っ
た。

県
企業、団
体、地域
住民

毎年継続してクリーンアップ
を行うことにより、海岸松林
の保全推進に貢献してい
る。

・県が主導で取組を推進し
ており、地域の関係企業を
中心に着実に根付いたとこ
ろである。
・今後は、クリーンアップを
通じて、海岸松林の意義に
ついてアピールする。

建設部　 佐藤　春浩 用地課 管理班 酒井明
018-
860-
3452

道路河川への愛着、利用者
マナーの向上、良好な道路
河川の環境づくりを促進する
ため、企業と行政の協働に
より道路河川の美化・維持
管理活動を行う「秋田地域ア
ダプト・プログラム」に参画し
ている協働団体を広く県民
に広報し、活動の拡大を図
る。

301,524 直営

活動時の作業用としての安
全ベスト、刈払機、刈払機替
刃を購入するとともに、活動
PR看板の製作設置に係る費
用に対して助成した。

県
活動団体

道路河川
の利用者

活動状況の周知により、実
施団体の活動の拡大につ
ながっている。また、長年維
持管理に貢献している団体
を「元気なふるさと秋田づく
り地域活動表彰」において
表彰した。

住民要望の多様化する中
で、協働による活動制度の
推進・周知や町内会等の地
域住民団体による取組によ
り、道路河川の維持管理を
適切に実施することが必要
である。
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