
（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： 鹿角地域振興局

（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

鹿角広域観光推進会議事
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 齋藤寿幸 地域企画課

企画・
十和田
八幡平
観光班

沓澤琢也
0186-22-
0457

県、鹿角市及び小坂町で
設置した機能合体組織の
もと、観光振興に連携して
取り組むことにより一層の
誘客促進を図り、地域の
活性化に資する。

2,284,729 負担金

①広域観光連携推進事業
・岩手県と連携した広域観
光誘客キャンペーン　
　春4月15日～5月31日
  秋9月15日～11月4日

②受入態勢整備事業
・外国人観光客受入態勢
の強化として観光業務に
携わる方を対象とした語
学講習（中国語）を実施
　第1回
　　10月22日
　　　（康楽館）
　第2回
　  11月10日
　　　（史跡尾去沢鉱山）
　第3回
　　11月14日
　　　（十和田湖国立
　　　　公園協会）
　第4回
　　11月26日
　　　（ホテル鹿角）
　第5回
　　3月13日
　　　（道の駅かづの）

  参加者：延べ53名

・飲食店や土産店を対象
としたお店のメニューや案
内板などの翻訳サポート
を実施
応募：４事業社

③教育旅行誘致事業
・県外の小中学校や旅行
業者への誘致活動

鹿角広域観光
推進会議
（県、鹿角市及
び小坂町）

観光客、県
外教育関係
者、旅行事
業者、ＰＲ事
業実施地域
住民
など

・春、秋の観光キャンペー
ンを通じ、テーマ毎の観光
シーズンの告知及び誘客
につなげることができた。
・中国語講座について、団
体単位としたことでより現
場に即した内容とすること
ができた。
・翻訳サポートは、店内表
記やメニューの翻訳依頼
があった。

・管内を訪れる観光入り込客
数は低水準で推移しており、
隣県の他、仙台圏、首都圏か
らの誘客に向けた取組を強
化する必要がある。
・増加傾向にあるインバウン
ド観光客の受入態勢強化に
取り組んでいくとともに、ＳＮＳ
やYouTubeなどを通じて海外
に向け魅力発信を図る。
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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： 鹿角地域振興局

（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

新緑の十和田八幡平周遊
キャンペーン事業

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

小坂町「明治百年通りに
ぎわい創りプロジェクト」の
フォローアップ事業

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 齋藤寿幸 地域企画課

企画・
十和田
八幡平
観光班

加賀谷志保
0186-22-
0457

大湯地区に新たに整備さ
れた「道の駅おおゆ」のPR
により、同所の利用及び
同所から十和田湖、八幡
平への誘客を図ることで、
十和田八幡平地域一帯の
周遊型観光を推進する。

528,072 直営

大湯温泉と深緑の“十和
田八幡平”周遊スタンプラ
リーの開催
　開催期間：7月1日～
　　　　　　　8月31日
　応募件数：568件

県

観光客、県
外教育関係
者、旅行事
業者、ＰＲ事
業実施地域
住民
など

参加者からは、「行く予定
でなかった場所へ行くきっ
かけになった」、「旅行の
参考になった」との意見が
あり、エリア内周遊のきっ
かけづくりとなった。

十和田八幡平の周遊を促す
ため、観光施設、温泉などの
情報を引き続き発信していく
必要がある。

総務企画部 齋藤寿幸 地域企画課

企画・
十和田
八幡平
観光班

加賀谷志保
0186-22-
0457

小坂町の観光資源につい
て、広告媒体を通して情
報発信することにより、交
流人口の拡大と小坂鉄道
レールパークをはじめとし
た明治百年通りのにぎわ
い創出を図る。

838,783 直営

①出張！小坂鉄道レール
パークの開催
1回目
 開催日：7月15日、16日 
 会場：ヒロロ（弘前市）

2回目
 開催日：7月21日、22日
 会場：アイーナ（盛岡市）

 内容：缶バッジづくり体 
験、顔出しパネル、観光パ
ンフレット配布等

②明治百年通りフォトキャ
ンペーンの開催　
 開催日：6月1日～12月31
日
 内容：明治百年通りの写
真をＳＮＳで所定の方法に
より投稿した人を対象に
抽選で地元特産品を贈呈
投稿件数：352件

③ＪＲ駅のデジタルサイ
ネージを活用し、明治百
年通りのＰＲを実施
　開催日：2月から3月
　会場：青森駅、弘前駅、
秋田駅
　内容：康楽館、小坂鉱山
事務所、小坂鉄道レール
パークのＰＲ広告掲載

県 地域住民等

・「出張！小坂鉄道レール
パーク」では、弘前市・盛
岡市内の親子連れに対し
てアピールすることができ
た。
・フォトキャンペーンでは明
治百年通りを訪れた方に
よる情報拡散を図ることが
できた。

・小坂鉄道レールパークの入
り込み客数は伸び悩んでいる
ため、新規客を獲得するべ
く、近隣県（弘前市・盛岡市）
の親子連れをターゲットに、
引き続きＰＲを実施する必要
がある。
・フォトキャンペーンで投稿さ
れた写真の中には、観光客
が見逃しがちなスポットもあ
り、ＰＲしていく価値がある。
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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： 鹿角地域振興局

（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

十和田湖周辺ドライブマッ
プ作成事業

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

留学生が選ぶ何コレ！絶
景・珍景事業

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

スポーツ参画人口拡大事
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

総務企画部 齋藤寿幸 地域企画課

企画・
十和田
八幡平
観光班

加賀谷志保
0186-22-
0457

ドライバーをターゲットに、
十和田湖へのアクセス
ルートである秋田・青森両
県（小坂町・鹿角市（大
湯）・十和田市）の観光施
設・道の駅・食事処・イベ
ント等のＰＲをする。
また、十和田湖への誘導
や、周辺地域への交流人
口の創出を図る。

586,328
直営・
委託

ドライブマップ作成
　作成部数：10,000部
　配布箇所数：約200箇所

県、大館印刷

観光客、旅
行事業者、
ＰＲ事業実
施地域住民
など

これまでドライバーをター
ゲットとした十和田湖周辺
のマップが無かったため、
十和田湖周辺地域の周遊
が期待できる。

ドライバーに向け、引き続き
情報発信していく必要があ
る。

総務企画部 齋藤寿幸 地域企画課

企画・
十和田
八幡平
観光班

加賀谷志保
0186-22-
0457

十和田八幡平地域の魅力
を外国人観光客の視点か
ら評価、写真撮影してもら
うことで、観光資源への評
価を得るとともに海外から
の誘客に利用できる情報
発信素材を獲得する。ま
た、評価結果については、
受入先関係者等と情報共
有し受け入れ環境の整備
促進を図る。

312,620
直営・
委託

弘前大学在学の外国人留
学生を招聘しモニターツ
アーを実施
　開催日：11月3日
　行程：十和田湖西湖畔
散策、地元食材ピザづくり
体験、花輪ばやし演奏鑑
賞、南部せんべいづくり体
験
　参加者：弘前大学
　　　　　　留学生11名

県、かづの観光
物産公社

観光客、旅
行事業者、
ＰＲ事業実
施地域住民
など

・モニターの状況をＳＮＳ
へ投稿してもらい、海外の
友人に向け情報発信を図
ることができた。
・モニター結果について
は、受入先、関係団体、市
町にフィードバックし、業務
の参考としてもらった。

外国人観光客は、ＳＮＳを通
じて旅行先の情報を得る傾
向にあるので、ＳＮＳを通じた
情報発信を視野に入れる。

総務企画部 齋藤寿幸 地域企画課

企画・
十和田
八幡平
観光班

中嶋健太
0186-22-
0457

平成29年度で終了した、
鹿角市の「未来づくり協働
プログラム(スキーと駅伝
のまち“賑わい創出”プロ
ジェクト)」フォローアップ事
業を発展させ、スポーツに
よる交流人口の拡大と地
域経済の活性化を図る。

293,959 直営

①スポーツ合宿誘致活動
の実施
1回目
　実施日：6月23日
　会場：東北高校バスケッ
トボール大会会場（一関
市）

2回目
　実施日：7月13日
　会場：東北ジュニアテニ
ス選手権大会会場（八幡
平市）

②スポーツ参画人口拡大
講座の開催
　開催日：8月4日
　会場：鹿角市文化の杜
交流館「コモッセ」
　講師：日本スポーツボラ
ンティアネットワーク　事務
局長　但野秀信氏
　参加者：地域住民34名

県

スポーツ競
技選手、関
係者、地域
住民

・陸上競技やスキー競技
以外の競技団体に対して
鹿角市のスポーツ施設環
境をPRすることができた。
・スポーツボランティアに
今後参加してみたいという
声がアンケート上で複数
寄せられ、意識啓発につ
ながった。

管内のスポーツ関係団体等
と協力し、スポーツによる地
域活性化のための取組を継
続していく。
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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： 鹿角地域振興局

（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

鹿角地域チャレンジマル
シェ事業

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

鹿角・食と観光イベントin
函館FT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

山ブドウ交配種による日
本ワイン振興事業

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20日

総務企画部 齋藤寿幸 地域企画課

企画・
十和田
八幡平
観光班

藤田悠佑
0186-22-
0457

鹿角市、小坂町、農業団
体及び商工団体等と協働
で、鹿角食材の消費拡大
に取り組むとともに、鹿角
食材を活用した誘客によ
り交流人口の拡大を図
る。

159,400 直営

鹿角地域チャレンジマル
シェの開催
　開催日：9月8日、9日
　会場：秋田駅東西連絡
自由通路「ぽぽろーど」　
　参加事業者：8者
　内容：特産品販売及び
観光ＰＲ

県

地元飲食
店、地元食
品事業者、
地域住民

秋田駅を訪れた秋田市民
等に対して、鹿角地域の
特産品を販売したり観光Ｐ
Ｒをしたりすることで、鹿角
地域の認知度を向上さ
せ、今後の消費拡大や交
流人口の拡大に寄与でき
たものと考える。

鹿角市、小坂町、農業団体及
び商工団体等と協働で、継続
して鹿角食材の消費拡大に
取り組むとともに、鹿角食材
を活用した誘客により更なる
交流人口の拡大を図る。

総務企画部 齋藤寿幸 地域企画課

企画・
十和田
八幡平
観光班

沓澤琢也
0186-22-
0457

北海道からの観光客を
ターゲットとし、特産品の
販売及び観光ＰＲを実施
することにより、誘客を図
る。

100,640 直営

津軽海峡フェリーフード
マーケットでの特産品販
売及び観光ＰＲ
　開催日：10月14日
　会場：函館フェリーターミ
ナル

県 地域住民等
・特産品販売及び観光ＰＲ
を通じ、十和田八幡平地
域をＰＲすることができた。

・イベントにより高まった認知
度を誘客につなげるための
効果的な取組を展開する必
要がある。

総務企画部 齋藤寿幸 地域企画課

企画・
十和田
八幡平
観光班

佐藤幸生
0186-22-
0457

　小坂七滝ワイナリーの
認知度の向上を図るととも
に、地域食材を使ったメ
ニューとの試食会を開催
し、地域食材とのマリアー
ジュをＰＲすることにより、
消費拡大を図る、

238,979 直営

小坂ワインとＢＢＱのマリ
アージュイベント、ワインセ
ミナーを開催
　開催日：10月6日
　参加者：延べ127名

県 地域住民等

・小坂ワインとかづの牛の
マリアージュによる新たな
楽しみ方を提案できた。
・地域食材とワインの組合
せがとても美味しいと住民
から好評だった。

・小坂ワインと産業遺産観光
を組み合わせた新たな楽しみ
方を提案し、鹿角地域におけ
る日本ワインのさらなる振興
につなげる必要がある。
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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： 鹿角地域振興局

（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

就職活動サポートセミナー
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

認知症対策能力向上事業 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 齋藤寿幸 地域企画課

企画・
十和田
八幡平
観光班

小峰友和
0186-22-
0457

管内企業・事業所の多く
が人手不足であることか
ら、高校生の地元就職を
促進するとともに、早期離
職防止を図る。

246,264 直営

①保護者向け就活サポー
トセミナーの開催
　開催日：10月5日
　会場：十和田高等学校
　内容：就職活動を行う生
徒への親の関わり方、サ
ポート方法など
　参加者：15名

②職場定着・早期離職防
止セミナーの開催
　開催日：10月19日
　会場：花輪市民センター
　内容：職場定着・早期離
職防止に向けた若手社員
への関わり方など
　参加者：19名

県

管内教育関
係者、管内
高校生保護
者、管内企
業

①子どもへのアドバイスの
難しさを感じている保護者
からのアンケートでは、
「漠然としていたが、具体
的な話ができそうだ」との
意見もあり、適切な子ども
への関わり方が図られ
た。

②職場定着に大きな問題
意識を持った参加事業者
からのアンケートでは、と
ても参考になり、今後に活
かせるとの意見が多かっ
たことから、企業への問題
解決への取り組み手法が
図られた。

管内企業・事業所が深刻な
人手不足となっていることか
ら、行政及び経済団体等の
協力も得ながら、人手不足解
決に繋がるための取組を継
続する。

福祉環境部 小柗真吾 企画福祉課
調整・障害

者班
髙栁聡美

0186-52-
3955

認知症サポーターのスキ
ルを高め、認知症患者が
住み慣れた環境で安心し
て暮らせる地域の構築を
図る。

121,806 直営

認知症サポーターのため
のフォローアップ研修の実
施
　開催日：7月19日
　会場：鹿角市文化の杜
交流館「コモッセ」
参加者：認知症サポー
ター、認知症キャラバンメ
イト等約80名
　内容：認知症患者、家族
による講演、施策の紹介
など。

県 地域住民

・約８０名の参加となり、認
知症への関心の高さが伺
える結果となった。
・参加者の中には、『仕事
で認知症の方と関わる機
会があり、自身の家族へ
の関わり方について振り
返る機会となった。』との
意見もあり、対応力向上
につながったのではと感じ
ている。
・アンケートでの参加者の
満足度も高かった。
・参加者の中には、セン
ターの存在や、自分の市
町の施策を知らない住民
も多く、周知の必要性を感
じた。

昨年度から引き続き重点事
業として実施してきたが、今
後は、できあがった地域の仕
組みを上手く活用するための
ネットワーク作りが課題と感じ
る。来年度は、この部分に関
する研修会等を検討し、実施
していきたい。また、認知症
サポーターの養成や行政等
の認知症担当者の会議を開
催し、認知症の方が安心して
暮らせる地域づくりを目指
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： 鹿角地域振興局

（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

本気で実践！「減塩＆野
菜・果物もう１品運動」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 小柗真吾
健康･予防

課
健康･予防

班
武田翔子

0186-52-
3952

「野菜・果物もう１品運動」
の具体的な方法の検討・
実践を図ると共に、減塩
及び野菜等摂取増につい
て尿中ナトカリ測定による
効果的な指導方法の検討
を進め、住民の食生活改
善による生活習慣病の減
少を図る。

250,280 直営

①減塩＆野菜・果物もう1
品運動会議の開催
【意見交換会】
　開催日：１月２８日
　出席者：15組織19人
　内容：趣旨説明と各組織
と取り組みたい内容につ
いての意見交換
【「減塩＆野菜・果物もう1
品運動」鹿角地域大会】
　開催日：３月１１日
　参加者：運動に参加する
組織の構成員及び住民　
80人
　内容：秋田県が目指す
「健康寿命日本一」につい
て、鹿角地域の健康課題
と取組の目的、講演「地域
で目指す健康寿命の延伸
～青森県の取組に学ぶ
～」

②尿中ナトカリ比測定と食
事チェック票による食生活
指導の普及
　実施者：156人

③ナトカリ比を活用した減
塩指導マニュアルの更
新、配布

県 地域住民

①減塩＆野菜・果物もう1
品運動戦略会議の開催
　連携して取組む組織を
巡回し、趣旨説明をした後
に意見交換会を開催した
ことで、スムーズに受け入
れられた。
また、当初計画していた講
演会を、大会という形で地
域住民に発信することで
一層決意が固まった。アン
ケートからも、運動に期待
する意見が寄せられた。

②尿中ナトカリ比測定と食
事チェック票による食生活
指導
　市町健康づくり事業や食
生活改善推進員の学習会
に活用することができ、実
施者からも良い評価を受
けることができた。

①減塩＆野菜・果物もう1品
運動の実践
　今年度が実践の年となるた
め、直売所や生産者、スー
パー、食生活改善推進協議
会などと具体的に計画を推進
すると共に、年2回は全体会
議を開催し共有して進めてい
きたい。
　また、働き盛り世代の食生
活状況調査結果を市町保健
分野、教育委員会、保育所等
と共有し、地域住人に情報提
供していく。

②尿中ナトカリ比測定と食事
チェック票による食生活指導
　市町から要望があることか
ら、継続して取り組むと共に、
記入しやすい食事チェック票
の改善に取り組む。
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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： 鹿角地域振興局

（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

かづのブランド農畜産物
ステップアップ事業

（かづの北限の桃）
①新規栽培者を対象とし
た講習会の開催
　開催回数：8回
　参加者数：延べ170人

②モモ園地の生産強化と
再生に向けた取組
　・雪害及び改植障害
　　対策の実証展示
　・凍害対策講習会の
　　開催
　・リンゴとモモの共通
　　防除体系の実証
　・他県先進地視察研
　　修の開催
視察先：
　　青森県南部町モモ園
参加人数：22名

平成30年4月1日

（かづの北限の桃）
・異常気象に対応した管
理別講習会の実施と現地
視察により栽培技術が向
上し、高品質な果実が出
荷されたことから過去最高
の市場販売単価となった
（522円/ｋｇ）。
・管内の「かづの北限の
桃」生産農家の約90％で
凍害対策が実施された。
・鹿角産「川中島白桃」の
市場評価は高いが、出荷
期間が短いことから中生
種や極晩生種の出荷が求
められている。

（かづの北限の桃）
・産地基盤を一層強化するた
め、新規栽培者の掘り起こし
と技術習得に向けた取組を
継続的に実施する必要があ
る。
・樹齢が経過し、生産性が不
安定になっている園地も増加
しつつあることから、改植障
害対策の現地実証等を行
い、生産者の意識啓発を行う
必要がある。
・「川中島白桃」を主体としな
がら、地域適応性の高い有
望品種の導入を推進して8月
から10月上旬まで切れ目な
い販売を実現する必要があ
る。

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

（かづの牛）
①宿泊施設においてかづ
の牛を用いた料理を提供
し、食味等に関するアン
ケート調査を実施
　・1回目
   実施期間：
　　　10月12日～14日
　実施施設：アルパス
　・2回目
   実施期間：
　　　3月1日～4日
　実施施設：アルパス

②かづの牛振興協議会と
連携したＰＲ活動、加工商
品開発等を支援

令和元年5月20日

（かづの牛）
・スポーツ施設を利用する
宿泊者にかづの牛を味
わってもらうことで、かづ
の牛を普及啓蒙すること
ができた。
・地域特産品であることを
説明しながら提供すること
で、利用者には特別感を
演出する効果があった。
・かづの牛振興協議会に
よる「地理的表示保護（Ｇ
Ｉ）登録」制度への申請が
受理された。

（かづの牛）
・宿泊施設や外食事業者との
連携を継続し、地域特産の食
材として消費拡大への取組を
支援する。
・「かづの牛振興協議会」の
販促活動、商品開発を継続し
ながら地域ブランド化を支援
する。
・地理的表示保護制度の確
実な登録を支援し、ＧＩ登録を
利用した実需者の販売促進
活動を支援する。

建設業担い手育成事業 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

農林部 進藤 隆
農業振興普

及課

果樹産地支
援班

担い手・経
営班

中村佐之

藤嶋 智

0186-25-
3231

0186-23-
3683

「かづの北限の桃」や「か
づの牛」のブランド農畜産
物の生産拡大と、高品質
安定生産のための技術確
立と普及を図るとともに、
鹿角地域の特産品として
消費者の認知度を高めな
がら食の観光資源として
の活用を進めることにより
地域活性化を図る。

698,297
直営・
負担金

県

ＪＡかづの
北限の桃生
産部会、新
規栽培者、
果樹農家、
地域住民、
宿泊施設、
かづの牛振
興協議会な
ど

建設部 田森清美
企画・建設

課
企画監理班 齋藤直人

0186-23-
2301

将来の担い手である中学
生・高校生に対し、直接建
設現場に触れ合ってもらう
ことで建設業への理解を
促進し、将来の就職先の
候補として位置づけてもら
い意識醸成を図る。

206,280 直営

工事現場見学会、建設機
械操作体験会の開催
　開催日：8月3日
　会場：鹿角市八幡平字
永田地内
　参加者：八幡平中学校
24名

県、八幡平建
設業協会

管内の中高
生

重機操作体験では、一般
の人であれば生涯触るこ
とすらない建設機械を操
作した。また、座学では、
道路や河川の改築や維持
管理の他、7月の大雨で
の建設業者の対応等を交
えた説明を受けたことで、
建設業が地域の生活を支
えていることや、無くては
ならない産業であることを
感じてもらえた。

建設業を広くアピールするた
めには、継続的に実施してい
くと共に、他の地域の中学生
や、高校生にも対象を広げ建
設業への理解を深めてもらう
とことが必要である。

- 7 -


