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湯沢雄勝の“ステキ”を再
発見事業
中学生向け企業博覧会
「湯沢雄勝☆みらいデザイ
ンU-15」

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

つながる「ふるさと」プロ
ジェクト
～オガチの底ヂカラ～

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

地域で取り組む減塩対策 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 保坂一仁 地域企画課
企画・

ゆざわおが
ち売込み班

佐藤慎司
0183-73-
8191

就職・進学などで若者が
県外へ転出する前に、将
来の回帰・定着を訴求す
るため、地元企業の魅力
や強みを学び、職業観の
醸成とともに故郷に対する
誇り・愛着を形成する機会
として、中学生向けに多様
な地元企業による博覧会
を開催する。

269,447 直営

①湯沢会場
日時：平成30年7月5日
会場：湯沢市役所庁舎
参加者：湯沢市内6中学校
と東成瀬中学校の中学２
年生355人
参加企業：21社
②羽後会場
日時：平成30年7月10日
会場：羽後中学校
参加者：羽後中学生334人
とPTA
参加企業：22社

県
管内在住の
中学生、管
内の企業

・熱意あるプレゼンテー
ションに地元企業の誇り
や地域貢献等を学び、多
様な職業観醸成を示唆し
てもらう機会を提供した。
・職場体験など学校ｶﾘｷｭ
ﾗﾑとの相乗効果に繋がる
連動性を確保した。
・学校関係者、保護者、行
政関係者に対して地元企
業の魅力を理解させる機
会を提供した。

・参加企業の説明では、中学
生には難解な表現もあったた
め、分かりやすい言葉での説
明を心がける。
・企業側も幹部の方のみでな
く若年社員の方の説明もあれ
ば親近感が湧きやすい。
・出展企業が固定化とならな
いよう一般公募による企業募
集を行う必要がある。

総務企画部 保坂一仁 地域企画課
企画・

ゆざわおが
ち売込み班

小林大悟
0183-73-
8191

川連漆器等、地場産業が
豊富な地域であるものの、
若年層の流出が多く、長
年の地域の課題としてい
る。そのため、若年層や管
内外住民に向け、強みや
特長を発信する必要性が
ある。本事業では、地場産
業をはじめとする管内32
企業・団体のトップらによ
る実行委員会を構築し
た。実行委員同士の相互
理解・連携の促進や、地
域の児童・生徒らへ地元
企業の魅力を伝承するた
めの「地域資源カード作
成」を行う。

1,195,988 直営

①第1回実行委員会
（6/15）
　実行委員らと今年度事
業方向性の共有。
②ジバゼミ（6/27～12/4）
　管内事業所を訪問し、そ
れぞれが持つ特長や強み
を相互理解。（全8回）
③地域資源カードの作成
　ジバゼミで学んだ内容を
次世代に伝承していくため
のツール作成。
④先進事例研修・今年度
事業報告会
　「魅せる産業」に取り組
む管外先進事例を見学す
るとともに、今年度の事業
成果等について実行委員
らとの共有。

県

地場産業従
事者や、地
域に根ざし
てきた企業
の代表者等

管内在住の
小中学生な
らびにその
保護者

・実行委員や湯沢市と連
携を図り事業実施すること
ができた。ジバゼミの参加
者より、経営者の想い等
を学び、地域への理解を
再度深めるきっかけになっ
たとの声が寄せられた。そ
の想い等、地域の若い世
代への伝承や産業観光資
源として管内外住民への
積極的な情報発信への必
要性を再認識した。
・本事業をきっかけに一部
実行委員間で、味噌とジェ
ラートのコラボ商品や、地
熱を利用した商品の高付
加価値化など連携した取
組がなされた。

・ジバゼミに参加する実行委
員の固定化が進むなど、相
互連携に対する理解度や動
機に差が生じてしまった。事
業への理解を深めるため、ね
らいや進捗状況、ジバゼミの
内容について共有を図る。
・参加者アンケートで寄せら
れた、参加企業・団体数の拡
大に関する要望に応え、より
地域一体となった連携・取組
としていくだけでなく、教育関
係者と連携し、地域資源カー
ドを地域の小・中学生に頒布
するなど、若い世代を巻き込
んでいきたい。

福祉環境部 南園智人
健康・予防

課
健康・予防

班
佐藤まゆみ

0183-
73-
6155

脳血管疾患、特に脳内出
血による死亡者が他保健
所管内に比較し多いこと
から、その原因となる高血
圧予防に取り組んできた。
しかし、依然その状況に
改善は見られない。更なる
対策のためには、市町村・
関係者とともに再度地域
課題を検討し、対策を共
有して取り組む必要があ
る。市町村では地域住民
に対し減塩教室、家庭の
みそ汁塩分測定等に取り
組んでいることから、福祉
環境部では地域全体への
アプローチとして食を通じ
た社会環境の整備の促進
に取り組む。

204,272 直営

(1)講演会「めざせ！健康
寿命日本一～健康長寿は
いい塩（あん）ばいから～」
の開催
開催日：平成30年11月11
日
参加者：市町村職員、飲
食店、給食施設、健康づく
り関係者等　82人
①講演「循環器病を予防
し健康寿命を延伸する“地
域の取組”の重要性につ
いて」
②取組紹介と試食「地域
の特性を活かした自慢の
減塩食について」

(2)「健康寿命日本一!」を
目指すための市町村事業
への支援
①地域課題分析データの
提供
②管内食生活改善推進員
等地域人材の養成支援

県 地域住民

・地域の健康づくり関係者
に加え、飲食店や給食施
設の関係者も参加し、地
域課題を解決するための
対策について共有するこ
とができた。
・地域全体でアプローチし
ている先進事例について
学んだことで、食環境を整
えることが地域課題の解
決に繋がり、健康寿命日
本一達成の一助となるこ
とを学ぶ機会となった。
・身近な実践者からの取
組紹介と試食の提供を
行ったことで、より具体的
にそれぞれの取組方法の
一例を示すことができた。

現在、食の健康づくり応援店
に登録し、健康に配慮した食
事の提供や受動喫煙対策に
取り組んでいる施設は管内に
36施設ある。講演会開催時
に、飲食店関係者を対象に
健康に配慮した取組への意
向を確認したところ、「減塩等
に今後取り組みたい」「分煙
に取り組んでいる」等の回答
があったので、実践に結び付
くよう支援することが必要で
ある。今後は、より具体的な
研修の機会として調理法や
禁煙に関する情報提供を行
う。
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入浴事故防止啓発強化事
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17日

地域歯科口腔保健推進事
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

雄勝の農業複合化多角化
支援事業 平成30年4月1日

平成30年4月25日～
平成31年3月31日

令和元年5月17日

福祉環境部 南園智人 企画福祉課
調整・

障害者班
関　宏明

0183-73-
6155

   入浴事故による死亡者
は、交通事故の死亡者に
比べ、年毎に2～10倍の
多さとなっており、正しい
入浴方法について周知
し、実践することにより事
故件数及び死亡者数の抑
制に取り組む必要があ
る。これまでネットワーク
による活動を継続してきた
が、さらなる啓発強化のた
めこれまでのチラシ配付
型から対面伝達型に変え
積極的なＰＲに務める。

44,465 直営

・入浴事故発生状況調査
・ネットワーク会議の開催
・出張ミニ講座
　計16回、244人参加
・出前講座
　　1回　15人参加
・市町村広報掲載、ラジオ
による放送等
・フリーペーパーへの啓発
広告の掲載
・アンケート調査　
　回答者　282人

県 地域住民

アンケート調査で、入浴事
故の実態（冬に多発する、
高齢者に多い等）を認知し
ている割合は、項目によっ
ては7割を超えるものもあ
り、これまでのネットワーク
の取組や、各構成団体自
主事業での周知活動の成
果と受け止めている。ま
た、簡潔かつ的確なミニ講
座は相手の理解が深まる
印象を受けた。主に各町
内会単位での実施とする
も、当該地区全体で入浴
事故防止の意識向上につ
いて共有できたとも感じ
た。

高齢化の進展に伴い、高齢
者が安心して生活していくた
めには、入浴事故や転倒・転
落等の事故対策や、消費生
活被害対策など、高齢者に
とって有用な情報を、幅広く
啓発していく必要がある。来
年度は、これまでのネット
ワークを運用し、啓発の内
容・手法について協議し、関
係機関と協働で実施してい
く。

福祉環境部 南園智人
健康・予防

課
健康・
予防班

田中久美子
0183-73-
6155

歯周病は歯を失う原因だ
けで無く、全身の健康に悪
影響を及ぼす事が明らか
になっている。しかし歯科
保健の重要性は十分認知
されておらず市町村実施
の歯周病検診でも受診率
は低い。そこで就労者を
対象の「地域口腔ケア教
室」の開催や、地域・職域
連携推進協議会において
歯科保健対策検討を行
い、成人期における口腔
ケアの重要性の普及啓発
を図るともに「口腔ケアか
ら始まる生活習慣病予防」
の展開を図る。

157,803 直営

(1)地域口腔ケア教室
3カ所：73人参加
①湯沢市学校給食セン
ター　　
②株式会社　高嶋組
③湯沢市社会福祉協議会
(2)地域・職域連携推進協
議会
開催日：平成31年1月30日
参加者：医師、歯科医師、
協会けんぽ、エプソン健康
管理担当者、検診機関、
労働基準監督署、市町村
国保・健康管理担当者等
協議事項：就労者の歯科
保健対策について

県 地域住民

(1)の参加者アンケートで
は、「現に受診している」・
「近く受診予定」を除き、約
8割が「歯科定期検診を受
けてみようと思う」との回
答であった、保健行動強
化のきっかけになったと思
われる。地域・職域連携推
進協議会では、歯科医師
からの情報提供により出
席者が「口腔ケアの必要
性」を共有できた。健康保
険者でも、歯科検診の取
り組みが広がっていること
の把握や、口腔ケアの必
要性理解で、実施機会増
加が確認できた。

健康保険者における歯科検
診の取組が開始される実態
が確認できたことから、就労
者を対象とした具体的な歯科
保健教室開催は縮小しても
良いと判断した。今後は､歯
科保健指標として全国レベル
に達していない3歳児のう蝕
罹患率低下に向けた取組を
強化していく。

農林部 高山正紀
 農業振興
 普及課

産地・
普及班

谷屋繁克
工藤 寛子

0183-73-
5180

米価下落により、水稲主
体とする経営農家や地域
経済に与える影響が懸念
されるため、県ではコメ依
存から脱却し複合型経営
の転換による農業経営の
強化を進めている。県事
業の推進と合わせて、雄
勝地域の特性を活かした
複合経営の確立をしてい
く。また、地域の資源を活
用した新たな商品開発と
商談会参加などの販路拡
大の取組を支援すること
で、地域の農業経営体の
さらなる収益性の向上や
雇用拡大を図り、地域活
性化に貢献する。

968,195 直営

県立大学と連携し、大規
模園芸団地（(農)足田営
農組合）での労働管理の
実態把握。また、法人経
営における複合化や周年
化の必要性や課題を知る
ため先進地研修を２回実
施したほか、若手農業者
を対象に先進的な栽培方
法に関する研修を実施し
た。さらに、２法人を対象
に新たな農産加工品の開
発、製造、販売への支援
を行った。

県
管   内
農業者

・調査対象法人において、
労務管理の合理化に向け
た課題点整理により、改
善の方向を示すことがで
きた。
・大規模園芸先進事例研
修参加者からは、労働力
の効率的な活用の仕方に
ついての質問等が寄せら
れ、関心の高さが窺われ
た。
・６次産業化実践支援で
は、１法人が「ごはんの友
選手権（主催：秋田県ごは
ん食推進会議）において
準グランプリ3等賞を受賞
した。

・園芸団地の安定経営が可
能な、高質な労働力の確保・
育成と、活用を改善する手法
を汎用化して地域に適用普
及や、産地を維持発展させて
いくために、新規の園芸就農
者を確保していく必要があ
る。
・6次産業化に向け、本事業
が6次産業参入への窓口の
役割を果たしてきたが、新規
取組者の開拓が困難になっ
てきている。新規開拓を進
め、6次産業化への関心を高
めていきたい。
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建設産業担い手確保育成
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

建設部 高橋　忠
企画・建設

課
企画監理班 松井一義

0183-73-
6164

県南部での工業高校減少
に伴い、建設会社への就
職希望者が著しく低下して
いることから、建設業への
人材確保に向けた取組と
して、小学生に対して建設
業への関心を持ってもら
う。

284,623 直営・委託

小学校近くにあり身近に
感じている橋梁を用いて、
橋梁点検車に搭乗しなが
ら生徒に点検作業を体験
してもらうとともに、模型や
写真、ドローンの画像を用
いながら橋梁の構造につ
いて学んでもらった。
　参加者：生徒37名、引率
教師3名、合計40名。
　実施日：平成30年9月6
日

県
管内の小学
校6年生

・普段見ることの無い建設
機械に搭乗しながら橋梁
点検作業を体験してもらう
事で、橋を作る建設業とい
う分野に興味を持ってもら
うことができたと思う。
・見学会直後の聞き取りで
は、建設関係の仕事に就
きたいと言う生徒がおり、
建設業への関心を持って
もらう事ができた。

・学校側から来年度も行って
欲しいとの要望が有り、同様
の見学会を継続して行って行
く予定である。
・説明用の模型を複数用意
し、分かりやすく飽きのこない
説明になるよう工夫していく。
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