
（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

（振興局調整費）

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

地域振興局独自情報発
信・啓発事業

平成30年4月1日

平成30年5月24日～
平成31年2月21日

令和元年5月20日

山本地域「心の健康づくり
ボランティア」スキルアップ
事業

平成30年4月1日

平成30年7月17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
金子紗樹

0185-55-
8006

管内の地域住民に県政に
関する様々な情報や県民
生活に身近な情報を行き
届かせるため、県広報広
聴課が行う広報に加え、
管内住民の多くが購読し
ている地元紙への情報掲
載が有効であるため。

539,030 直営

防災、交通安全、感染症
対策、道路情報、納税、各
種手続・相談日情報など、
地域住民に身近な県政情
報を発信するため、年10
回「振興局だより」を新聞
紙上に掲載した。
　掲載日：平成30年5月か
ら31年2月まで毎月第4木
曜日
　掲載紙：北羽新報

県 地域住民

北羽新報紙面を見た地域
住民の行事参加、紙面へ
の問い合わせ等が各所で
見られ、一定の効果が確
認されている。

県政に関する様々な情報や
県民生活に身近な情報を行
き届かせるためには、地元紙
への情報掲載が有効である
ことから、今後も継続して情
報発信を行う。

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

全国、秋田県の自殺率は
減少傾向にあるが、山本
地域は国、県よりも高率に
推移している。民間団体
のほか、各関係者が危機
感をもち、それぞれの地域
における活動を強化する
必要がある。

125,926 直営

管内各市町で育成してい
る心の健康づくりボラン
ティアの活性化を図るた
め、自殺対策に資する「活
動手帳」を作成し、当該ボ
ランティアや市町へ配布し
た。
　仕様：Ａ5　カラー　20
ページ
　作成部数：1,000部
　配付先：管内市町、医療
関係、傾聴ボランティア団
体等

県

管内市町、
医療関係
者、傾聴ボ
ランティア団
体等

心の健康づくり傾聴ボラン
ティアを養成している市町
担当者の意見も取り入れ
て作成することができた。
また、ボランティア団体か
らは「傾聴のポイントが分
かりやすくまとめられてい
る。」という声が聞かれた。

「心の健康づくりボランティア
活動手帳」の活用方法につい
て、研修会や交流会等の機
会で周知したい。
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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

（振興局調整費）

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

高校と連携した農業人材・
労働力確保対策事業

平成30年4月1日

平成30年6月13日～
平成30年9月28日

令和元年5月20日

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11月2日～
平成31年2月27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
佐藤　玄

0185-52-
1241

農業現場では労働力不足
が顕著であり、早急な人
材、労働力確保が求めれ
てられており、緊急性が高
い。近年、就職率が高い
ため、早めに職業の選択
肢の一つとして農業を意
識づける必要がある。

212,784 直営

「農業を仕事にできる職
場」をテーマに能代西高校
総合学科生物資源系列の
生徒を対象とした就農啓
発活動を行った。
①農業を仕事にできる職
場見学
・雇用就農者を受入可能
な法人等の視察
　開催日：平成30年7月9
日(月)
　視察先：（農）轟ネオ
ファームほか4カ所
　参加者：17名　
②地域農業体験研修
・地域農業理解、職場を理
解するためのグループ別
の農業体験
　開催日：平成30年9月28
日(金)
　研修先：（農）轟ネオ
ファームほか4カ所
　参加者：17名
③地域農業インターンシッ
プ研修
・職場をより理解するため
の1週間程度のインターン
シップ
　開催日：平成30年7月23
日(月)～29日(日)
　研修先：（農）轟ネオ
ファームほか4カ所
　参加者：5名

県 高校生等

・事業対象とした17名が3
年生に進級した時点で、5
名が就農を希望しており、
事業の成果が現れてい
る。
・非農家出身の生徒が多
いため、農業法人等の職
場見学や体験の実施によ
り、農業現場や雇用条件
等を知る機会となった。生
徒のコメントからも事業の
狙いとした農業を仕事に
できる職場の理解が進ん
だｌことがうかがえる。
・特にインターンシップを
経験した生徒から就農希
望者が多いことから、農業
が職業選択肢として意識
付けされた結果と言える。
・インターンシップ等の受
入先からは人材を確保す
るには様々な取組が必要
であることを理解したとの
コメントがあり、生徒、受入
先の両者に事業実施効果
があった。

・就農希望者を就農に実際に
結びつけることが必要であ
る。
・雇用側には新卒求人票の
提出や高校進路指導担当と
の情報交換などのパイプ作り
支援が必要である。
・雇用する側の雇用環境の改
善が必要である。特に、新卒
者の受入方法やスキルアップ
に向けた研修制度の構築が
求められる。

建設部 栗田　亨
企画・建設

課
企画監理班 佐藤　勝

0185-52-
6101

建設産業の担い手確保・
育成に向けて、全ての関
係者の積極的な取組が求
められており、行政（発注
者）、建設産業団体（受注
者）、教育機関（高校等）
の相互の連携と協力体制
の強化が重要である。現
場見学会の実施は、地元
高校生に対して、建設産
業界の魅力・やりがいを発
信するため、必要不可欠
である。

43,200 直営

能代山本管内の建設系学
科の高校生に対し、ＩＣＴな
ど最新技術を活用した現
場等の紹介を行った。
　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
ふるさと企業・業種ガイダ
ンスに出展した建設業関
係ブースでの説明

県
能代山本管
内の就職予
定の高校生

参加した生徒から「仕事へ
の理解が深まった。」、高
校教諭からは「事業所の
情報に触れられるよい機
会であり、今後の進路指
導に生かしたい。」との声
が聞かれ、地元就職への
関心増加に繋がった。

今後も同様の取組を実施す
るとともに、新たな取組につ
いて検討する。
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