
（様式　５－２） 地域重点施策推進事業　事後評価調書（平成２４年度実施分） 

（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

事業の効果及び
住民の満足度

今後の課題及び
取組方向

県際・県南地域連携等に
よる食・農・観の売込み強

化
平成２４年４月１日

平成２４年４月１日
～

平成２５年３月３１日
平成２５年１０月３１日

市町村との協働による広
域観光の推進

平成２４年４月１日

平成２４年４月１日
～

平成２５年３月３１日
平成２５年１０月３１日

組織経営体ステップアッ
プ推進事業

平成２４年４月１日

平成２４年８月６日
　　 ～　１２月１０日

平成２５年１０月３１日

雄勝の新商品拡大事業 平成２４年４月１日

平成２４年９月２７日
～

平成２５年３月２５日
平成２５年１０月３１日

産地の強化・拡大支援事
業

平成２４年４月１日

平成２４年５月３１日
～

平成２５年３月６日
平成２５年１０月３１日

0183-73-
5114

県内最大の生産量を誇る
「トルコギキョウ」「オウト
ウ」の収量・品質向上と首
都圏への売り込み強化に
より、産地ブランドの育成
強化を進め、高価格取引
を拡大させる。

1,216,617 直営

県内最大の生産量を誇るトルコギキョウ、オウトウの産地ブランド化を図るため、バイヤーを招いた見学会
の開催や主要市場への売り込みを行った。
○トルコギキョウ
　・販売促進（時期：7/1～2　場所：東京都　参加者：生産者３名、ＪＡ担当者１名）
　・産地見学会（時期：8/31～9/1　東京都市場関係者５人来県）
○オウトウ
　・販売促進（時期：6/29～30、7/7　場所：東京都ほか　参加者：生産者６名、ＪＡ担当者２名）
　・先進地視察（時期：10/18～19　場所：岩手県と青森県　参加者：生産者15人、ＪＡ担当者１名）
　・剪定講習会（時期：3/5～6　場所：湯沢市　参加者：83名）

中村　章
農業振興
普及課

産地・技
術普及班

柴田　雄
喜

農林部 中村　章
農業振興
普及課

就農・起
業支援班

斎藤　友
花

0183-73-
5114

地域の豊富な農産資源を
活用して新たな新商品開
発と販路拡大の取り組み
を支援し、足腰の強いア
グリビジネスを創出するこ
とで、地域農業の中核を
担う農業経営体の更なる
収益性の向上を図る。

750,000 直営

担い手経
営班

小田長
宏至

県
集落営農

組織

法人化を目指す集落営農
組織の検討会の場に税
理士を招き、税務事務に
ついて指導を仰ぐ等の取
組を行った結果、１法人
が設立に至った。また、県
外の高収益を上げている
事例を視察することによ
り、複合化や多角化の重
要性を再認識することが
できた。

今後も「経営の多角化」や
「経営・営業スキルの向
上」を目指した取組を実
践的に推進していくことに
より、地域農業の中枢を
担う集落営農組織の体質
強化を図っていく。

アグリビジネスによる新たな農産加工商品の拡大を図るため、開発に要する経費に対し助成を行った。
①助成先：サン・ひだまりっこ
　 商品：乾燥野菜
　 助成対象経費：機器整備（乾燥機）、販促活動（研修会）
②助成先：(株)相川ファーム
　 商品：シナモンロール
　 助成対象経費：機器整備（金属探知機）、販促活動（旅費等）
③助成先：農業組合法人こまち野
　 商品：ゼリー2種
　 助成対象経費：商品開発（原材料費、謝金等）

県 農業法人

0183-73-
5181

地域農業の中枢を担う集
落営農組織体質強化の
ため、法人化への取組加
速化と複合化・多角化の
推進を図る。

89,666 直営

３件の新商品開発を支援
することにより、農産加工
品の品揃えの充実を図る
ことができた。

販路拡大を目指すにあた
り、農産加工品の品揃え
の充実をバイヤーから求
められているなど、地域
のニーズがあることから、
引き続き地域資源を活用
した新商品の開発を支援
していく。

産地の維持・拡大を推進
するためには、産地のブ
ランドアップや収量・品質
の向上を図る必要がある
ことから、ＪＡとの協働等
により、産地ＰＲや研修会
の実施等の取組を継続し
ていく。

イベント参
加者等

県と市町村との機能合体
組織「湯沢雄勝広域観光
推進機構」を主体として、
より地域全体が一体と
なった誘客活動を行うこと
により、一層の地域ＰＲ・
誘客が図られた。。

県
農業生産

者

首都圏市場への産地ＰＲ
やバイヤーを招いた産地
見学会の開催等を継続し
て行うことにより、産地の
認知度向上が図られたほ
か、先進地を視察するこ
とにより、生産意欲が醸
成された。

県と市町村とが一体と
なって、観光メニューの磨
き上げや仙台圏へのエー
ジェント訪問を強化するな
ど、引き続き積極的な取
組を展開していく。

0183-73-
8191

岩手宮城内陸地震や東
日本大震災の影響により
落ち込んだ管内の観光業
の復興のため、平成25年
度の秋田ディスティネー
ションキャンペーンを絶好
の好機と捉え、管内市町
村と機能合体し、さらに観
光団体等とも協働で観光
ＰＲ等を推進することで、
一層の観光誘客を図って
いく。

2,882,236 負担金

管内市町村との機能合体により、以下の取組を行った。
○仙台圏エージェントへの売り込み（1/10～11 東日本旅客鉄道びゅう事業部、交通新聞社、山と渓谷社
他）
○仙台圏における観光物産展でのＰＲ
　・湯沢雄勝広域観光物産展（6/22～24 仙台市）
　・観光物産展tapio（1/19～20 仙台市）
○現地滞在メニューの造成・充実にかかる各種取組支援の実施
　・地域キャラクター活用型旅行商品造成支援業務委託（Moe1グランプリ）　委託先：羽後町観光物産協会
　・イベント活用型地域魅力向上支援事業（手づくり祭り）　委託先：羽後町観光物産協会
　・湯沢市観光交通アクセス関連調査業務委託　委託先：(有)コスモトラベル
　・湯沢市体験型旅行商品整備業務委託　委託先：栗駒を美しくする会
○外国語対応観光リーフレット及び観光ＰＲポスターの作成
　台湾向け繁体字リーフレット（1,000部）、観光ＰＲポスター（200部）

湯沢雄勝広域
観光推進機構

総務企画
部

小林　均
地域企画
課

ゆざわお
がち売込
み班

備前　俊
吾

集落営農組織の強化を図るため、以下の取組を行った。
○集落営農組織の法人化の取組に対し専門家を派遣
　 時期：12/10　場所：湯沢市川連集落会館
　 内容：これから取り組もうとしている法人運営と法人税等に関する具体的な個別案件について質疑応答
　 講師：高橋喜晃税理士（横手市）
　 参加者数：組織のリーダー等９名
○県外先進地視察等の研修
　 時期：8/27　場所：①山形県金山町（農）金山ドリームファーマーズ、②山形県真室川町（農）ひまわり農
場
　 内容：①そば・大豆等の作業受託とニラ・加工トマトによる水田の高度利用化の取組、②水稲・大豆を中
心に地域農業の維持、発展の取組
　 参加者数：３９名

農林部 中村　章
農業振興
普及課

農林部

地域振興局名　：　雄勝地域振興局

総務企画
部

小林　均
地域企画
課

ゆざわお
がち売込
み班

備前　俊
吾

0183-73-
8191

県南３局または県際をま
たぐ地域と連携しながら、
仙台圏または首都圏での
観光物産展を開催するこ
とで、単一の地域だけで
開催する観光物産ＰＲよ
りも訴求力の高い「地域
の魅力のＰＲ」を行い、湯
沢雄勝地域の物産・観光
のＰＲを図っていく。

2,114,359 直営

隣県および県南３局の協働による食農観の売り込み強化を図るため、以下の取組を行った。
○県際連携による観光物産キャンペーンの開催及び地域の情報発信
　・大崎・最上・雄勝連携事業　「東北のへそ観光まつり」の開催（9/19～20 仙台市）
　・一関・栗原・雄勝連携事業　栗駒山登山マップの作成（栗駒山周辺旅館等へ配付、3,000部）
○首都圏および仙台圏において県南一体となった観光物産展の開催
　・2012秋のクロッサム復興支援「卸町ふれあい市」（10/20～21 仙台市）
　・田沢湖・角館・横手・湯沢雄勝地域　秋の“食・農・観”まるごとフェア（11/19～22 東京都）
　・秋田県南観光ＰＲと物産展（12/5～11 東京都）
　・田沢湖・角館・横手・湯沢雄勝地域　春の“食・農・観”芽吹き市（3/6～8 東京都）
○湯沢雄勝「ぬぐだまろうキャンペーン」の実施（1/7～2/28）
　キャンペーン期間中の宿泊者のうち、アンケートへの協力者に抽選で特産品プレゼント（応募者292人、当
選者21人）

県
イベント参

加者等

隣県および県南３局と連
携しながら各種事業を実
施し、効果的に”湯沢雄
勝”を売り込むことができ
た。

今後も”湯沢雄勝”を効果
的に売り込んでいくことが
大事であるので、事業の
効果を反映させて、仙台
圏を中心として売込み活
動を継続していく。



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）
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事業の効果及び
住民の満足度

今後の課題及び
取組方向

新エネ・地域資源活用推
進事業

平成２４年４月１日

平成２４年６月１４日
　　 ～　　１２月２７日

平成２５年１０月３１日

入浴事故防止普及啓発
事業

平成２４年４月１日

平成２４年９月１日
～

平成２５年３月３１日
平成２５年１０月３１日

がん予防のための望まし
い食生活習慣・生活習慣
に関する知識の普及啓発
事業

平成２４年４月１日

平成２４年４月１日
～

平成２５年３月３１日
平成２５年１０月３１日

要介護者等の歯科医療・
口腔ケア推進ネットワー
クの強化

平成２４年４月１日

平成２４年４月１日
～

平成２５年３月３１日
平成２５年１０月３１日

福祉環境
部

小柗　真
吾

企画福祉
課

調整・障
害者班

飯塚　伸
0183-73-

6155

・新エネルギー学習会に
ついては、アンケートの結
果等をふまえ、内容の見
直しを図っていく。
・ジオパーク認定後も、地
元住民の意識向上や観
光誘客を図るため、湯沢
市と連携して積極的に取
り組むことが必要になる。

住民への浸透は進んでい
るが、高齢化に伴い依然
として入浴事故発生件数
は増加傾向にあるため、
今後も関係機関と連携を
図りながら住民の入浴事
故予防に対する関心を高
めていく。

福祉環境
部

小柗　真
吾

健康・予
防課

健康・予
防班

天野　晴
美

0183-73-
3524

がんの発症に関係する食
生活や生活習慣について
の正しい知識を普及し、
地域ぐるみでがん予防や
がん検診の受診率向上
に取り組む機運を高め
る。

415,277 直営

がん予防の啓発を図るため、がん予防推進会議を開催したほか、地域住民・小中学校生を対象とした出前
講座等を実施した。
○がん予防推進会議の開催（3/12）
○がん予防対策チャレンジプロジェクト
　・がん予防に関する出前講座　参加者８２０人（小学校３校、中学校５校、保護者含）
  ・がん予防推進コンクール　レシピ部門（応募：１５組）、作文部門（応募：小学校２校２７人、中学校２校５
人）、実践部門（応募：５事業所）
○がん予防推進の集い（12/10）
    参加者：９７名
    内容：①がん予防推進コンクールの表彰式　②講演「食べ物からみた生活習慣病予防」

県 地域住民

がん予防推進の集いを通
して、がんの発症に関す
る食生活や生活習慣につ
いて情報提供することが
できた。また、学校での出
前講座により、授業を受
けた児童・生徒は、がん
に対する知識と意識の向
上が見られた。

がん予防のための食習
慣・生活習慣に関する知
識の普及を引き続き進め
る。

入浴事故の予防を図るため、地域住民や関係機関を対象とした研修会を開催したほか、管内の入浴習慣
等の調査を行った。
○入浴事故防止セミナーの開催（1/15）
　 参加者：９６名（民生児童委員、地域ボランティア、介護職員、住宅機器販売事業者、一般住民　等）
   講演内容：①注意しよう冬場のお風呂（秋田大学学長特別顧問）　②湯沢雄勝地域管内の入浴事故発生
状況（広域消防署長）
　 講習：救急救命講習（広域消防署救急係）
　 その他：浴室暖房機器の展示（湯沢雄勝ＬＰガス協会）
○浴室環境と入浴習慣に関するアンケート調査の実施（１０月～１１月実施）
　 調査対象：管内民生児童委員、地域健康づくりサポーター
　 回答者数：３６８人

県 地域住民

総務企画
部

小林　均
地域企画
課

地域振興
班

佐藤　正
志

入浴事故防止研修の開
催や継続的な普及啓発に
より安全な入浴法を浸透
させる。

99,894 直営

各施設における口腔ケア
の取り組み状況に差が見
られるため、引き続き歯
科医療及び口腔ケア体制
ネットワークの強化を図
る。また、地域住民が必
要とする歯科医療やサー
ビスに結びつけられるよ
う、普及啓発を図る。

0183-73-
8191

・新エネルギーに対する
住民の理解を深めるとと
もに、その利活用の推進
を図る。
・エネルギーの地産地消
についての意識啓発を図
る。
・湯沢市のジオパーク認
定に向けた取り組みを支
援し、地域の知名度向上
を図る。
・環境に優しい湯沢雄勝
イメージの定着を図る。

183,465 直営

歯科医師会、社会福祉施設等との協働により、口腔ケア研修会、口腔ケア実態調査、講演会等を実施し
た。
○口腔ケア新人研修会（8/23）
　 参加者数：５５名
　 内容：①口腔ケアの必要性と重要性　②口腔内の観察の仕方と口腔ケアの実際
○口腔ケア施設内研修（2/19、2/25、2/27）
   参加者数：５１名（３施設）
　 対象施設：グループホーム２施設、特別養護老人ホーム１施設
○湯沢雄勝地域歯科講演会（3/6）
○口腔ケアの実態調査（８月実施、回収率７５％）
○お口の健康通信の発行（全戸配付）　25,000部

県
地域住民
関係機関

・研修会等を通して、地域
歯科医師会はじめ歯科医
療及び口腔ケア関係職員
の連携が深まった。
・講演会や健康通信によ
り、住民に対して「歯と口
の大切な役割」について
情報提供できた。
・実態調査により、施設で
の口腔ケアへの取り組み
の関心が高いことがわ
かった。

422,182 直営

県 地域住民

継続して研修等を実施す
ることにより、地域におけ
る入浴事故予防に対する
意識が高まり、関係機関
のほか事業所等において
も自主的取組が広がって
いることから、入浴事故
の予防法について住民に
対してさらに浸透が図ら
れたと思われる。

新エネルギーの普及開発およびジオパーク認定に向けた取組を支援するため、以下の取組を行った。
○新エネルギーフォーラム（エネルギー講演会）の開催（10/23）
　演題：①秋田のエネルギー資源とそれを活かした新産業戦略について
　　　　　②わが国の電力需給動向と今後の電力確保について －地熱発電の位置付け－
　　　　　③再生可能エネルギーの導入促進について
○小学生を対象とした新エネルギー学習会
　新エネルギーに対する理解を深めてもらうため、新エネルギーによる発電の仕組み等を出前授業により
説明
　・羽後町明成小学校　５・６年生　５０名（9/11、10/16）
　・羽後町田代小学校　６年生　９名（11/5）
○ジオパーク推進協議会への参画

・新エネルギーフォーラム
の開催や、地元小学生へ
の出前授業の実施によ
り、新エネルギーに対す
る住民の理解を深め、意
識啓発を図ることができ
た。
・ジオパーク運営協議会
への参画や、認定に向け
た取組の支援等を経て、
平成２４年９月に「ゆざわ
ジオパーク」が日本ジオ
パークに認定された。

福祉環境
部

小柗　真
吾

健康・予
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健康・予
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伊藤　昭
子

0183-73-
3524

歯科医師会・社会福祉施
設及び市町村等で構築し
てきた障害児(者）・要介
護者等の歯科医療・口腔
ケア推進ネットワークを強
化し、歯科関係者等と連
携し、地域全体の口腔歯
科保健の向上を推進する


