
（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

（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

『由利地域社長会議』開催
事業

平成30年9月13日

平成30年10月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月17日

受動喫煙防止対策推進事
業

平成30年6月1日

平成30年6月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月17日

感染症予防対策推進事業 平成30年6月1日

平成30年6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
小野祐子

0184-22-
5432

企業の人材確保及び定着
面からの施策を通じて、本
県の人口減少及び企業の
人材不足への対応に資す
ることを目的とする。

37,344 直営
・由利地域社長会議開催
　H30,10.5　参加企業7社
　H31.1.16　参加企業7社

県 管内企業

・人材獲得に戦略的な取
組を行っている企業がそ
の取組を紹介することは、
まだ具体的に取り組めて
いない企業にとって刺激と
なったようだ。
・企業経営者同士が悩み
を率直に語ることにより、
企業経営者同士の距離が
縮まるという副次的効果
があった。

社長会議は非常に有益であ
るが、各回のテーマ設定（企
業経営者が語るにふさわしい
内容）やゴールを設定するか
どうかの整理が必要である。

福祉環境部 相澤　寛
健康・予防

課
健康・予防

班
成田千秋

0184-22-
4122

地域の受動喫煙防止の環
境づくりや施設で従事する
者の健康の保持・増進の
ため、「受動喫煙防止宣
言施設」の拡大を図る。

78,551 直営

・おいしい空気推進協議
会　2回実施
・おいしい空気推進キャン
ペーンの実施　4回（延べ
1000人）
・飲食店等への普及啓発　
6回（延べ358人）
・メッセージカードの配布　
2,433部配布

県 地域住民

・管内の受動喫煙防止宣
言施設が15施設増加し
た。（全県で2位）、飲食店
に至っては最も多い。
・当部のメッセージカード
が健康づくり推進課で取り
上げられ、県内の関係機
関に配布となった。美の国
あきたネットにも掲載され
全県に周知された。

・秋田県では、国の流れを受
けて平成31年度に「秋田県受
動喫煙防止条例」を制定予定
であるが、それを見据えなが
ら、受動喫煙による健康被害
を関係機関にさらに周知し、
登録施設を増やしていきた
い。
・また、受動喫煙の害が大き
い、乳幼児、未成年者、若い
世代が喫煙・受動喫煙を望ま
ないよう知識の啓発を推進す
る。

福祉環境部 相澤　寛
健康・予防

課
健康・予防

班
笹嶋　聡

0184-22-
4122

高齢者施設において感染
症が発生した場合の危機
管理体制の確保、感染症
対応を先導する職員の養
成、平常時からの衛生管
理の強化を図る。　

101,037 直営

・施設管理者を対象とした
研修会（調整費対象外）
・感染管理実務リーダー
養成研修（9/13　48名）
・高齢者施設内ラウンド研
修
（11/1　12名）

県
高齢者施設
職員

・管理職員に対しては自
施設における課題を、リー
ダー職員に対しては記述
疫学の基本を、現場職員
に対しては施設内での感
染管理上の重要ポイント
を各々効果的に伝えるこ
とができた。
・今年度の集団発生事例
では、早期対応により、感
染拡大が小規模に留まっ
た事例が多かった。

Ｈ30年度は感染症集団発生
に伴い、死亡者が発生した事
案が管内で１施設、全県でも
１１施設と過去最多となった。
今後も、流行期前に研修会
等を行うことにより、施設職員
に対して意識付けを行い感染
予防体制の強化を図る必要
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： 由利地域振興局

（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

「あきたシャポン」の販路
確保に向けた調査実施事
業

平成30年6月1日

平成30年6月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月17日

由利地域振興局県民ホー
ル内什器木質化事業

平成30年6月1日

平成30年6月6日～
平成31年3月31日

令和元年5月17日

由利地域アダプト・ロード
プログラム拡大事業

平成30年6月6日

平成30年7月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月17日

由利地域の建設業担い手
確保育成事業

平成30年6月1日

平成30年7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

ＪＡ秋田しんせい比内地鶏
部会では、新しい取組とし
て、「あきたシャポン」の生
産に取り組んでいるところ
である。今後、拡大を図る
ため、販路の拡大と技術
の向上が必要となるた
め、必要な取組を支援す
る。

119,483 直営

①あきたシャポンの販路
確保に向けた求評会
（7/26）
参加者：20名
②あきたシャポン地域食
材活用調査（9/12）　
訪問先：4カ所

県
ＪＡ秋田しん
せい比内地
鶏部会

利用する立場の実需者側
からの意見交換から課題
が抽出されたため、今後
の飼養管理技術の向上に
資することが出来た。ま
た、次年度にむけた生産
者の意欲向上につながっ
た。

実需者からの「あきたシャポ
ン」の課題として挙げられた、
肉質の硬さについて、生産か
ら食鶏処理、保存方法等の
各段階について、分析等の
科学的根拠に基づき対応を
行っていく。

農林部 鈴木光宏　
森づくり推

進課
林業振興班 真崎博之

0184-22-
8351

多くの県民が利用する振
興局庁舎の県民ホール
を、利用者が心地よく安ら
げる空間となるよう「あき
た県産材利用推進方針」
に基づき、県産木製品の
什器の設置等を行う。

111,768 直営

・利用者が心地よく安らげ
る空間となるよう、県産ス
ギ材を使用し、県民ホー
ル内に木製のテーブル・
ベンチを設置した。
・製作に当たっては、由利
工業高校建築科の生徒に
依頼し、実施した。

県 地域住民等

県民ホール内に県産材を
使用したテーブル・ベンチ
を設置したことで、県民
ホールで心地よく休憩でき
る場となった。

・ホールの半分のみ木質化し
ているので、残された半分に
も木製品を設置して、県民が
心地よく利用できる空間とし
て完成させる計画である。
・県民ホールの木質化を通じ
て、地域の公共的な施設にも
波及させたいと考えている。

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。

26,100 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。

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。

345,349 直営

H29年より実施している、
由利地域の建設系学科の
高校生を対象とした現場
見学会や出前講座等を継
続して実施。
また、県内にある土木構
造物を知ってもらい興味を
もってもらうため、各地で
すでに配布されているダ
ムカードを参考に県内に
ある橋梁についてカードと
マップ（500枚）を製作。現
場見学や出前講座などで
高校生に配布。また希望
する一般の方にも地域振
興局で配布した。

県
未来の建設
業の担い手

・橋梁カード・マップの配布
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
への取り組みとして中学生等
へ対象を拡大してＰＲを実施
する。
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