
（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） 

（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

事業の効果及び
住民の満足度

今後の課題及び
取組方向

横手コミュニティFMを利用
した情報発信事業

平成24年5月8日

平成24年5月～平成25年3
月

平成25年10月31日

プロオーケストラ横手公演
を活用した音楽教育支援
事業

平成24年5月8日

平成24年9月 平成25年10月31日

地域歯科診療体制の整備 平成24年5月14日

平成24年5月～平成25年3
月

平成25年10月31日

・訪問歯科診療リーフレッ
トの作成
・リーフレットの配布
①医療機関、歯科医療機
関、管内高齢者施設・障
害児者施設および事業所
他、計約250カ所
②市報(10月1日号）への
折り込みにて全戸配布
③研修会等での配布

福祉環境
部

小柗　真
吾

健康・予防
課

0182-32-
4005

　地域の要支援者のQOL
の向上や誤嚥性肺炎の予
防等のため、口腔ｹｱが必
要といわれて久しいが、実
際は歯科医院への通院が
難しく、歯科の専門家に口
腔内をみてもらう機会がな
いのが現状である。
　この度、地域歯科医師
会が訪問歯科診療を進め
るべく、協力医療機関のリ
ストを作成することとなっ
たことを受け、要支援者の
歯科医療体制の一つとし
て、訪問歯科診療の情報
を広く関係者及び住民へ
PRすることにより、訪問歯
科診療の利用増加を図る
もの。

433,701 直営

喜多　智巳
0182-32-

0594

　横手市で日本を代表す
るプロオーケストラである
日本フィルハーモニー交
響楽団の公演が開催され
ることになったことを受け、
当地域において音楽を通
じた文化を深める機会と
するために行うもの。
　なお、対象は音楽に興
味のある小中高生等とし
ており、プロオーケストラ
による生の演奏に接する
この貴重な機会は、感受
性豊かな若い世代に大き
な影響を与えるものと考え
る。

300,000 直営

実施日：平成24年9月12日
①パートクリニック
・指導者：日本フィルハー
モニー交響楽団団員
・実施パート：オーボエ、コ
ントラバス、トロンボーン、
ホルン及びテューバの5
パート
・場所：横手市民会館及び
カネキ楽器
・参加者：横手市内の中高
生30名
②ゲネプロ公開
・場所：横手市民会館
・参加者：横手市内の中高
生　約130名

平鹿地域振興
局総務企画
部、日本フィル・
佐藤卓史コン
サート横手公演
実行委員会

横手市内
の音楽に
興味のあ
る小学生、
中学生及
び高校生

　横手市内の中高生の参
加について依頼したとこ
ろ、学校行事等の都合に
より予定していた人数より
は少なかったものの、参
加した生徒はパートクリ
ニック、ゲネプロ公開とも
熱心に参加・見学してお
り、プロの演奏に触れたこ
とで、より音楽への理解や
興味が深まり、今後の当
地域の音楽文化の振興に
結びつくものと思われる。

　本事業は、横手市おい
て日本フィルハーモニー
交響楽団の公演が行われ
る機会を捉え実施したも
のであるが、今後、音楽だ
けでなく他の芸術文化関
係で日本のトップレベルに
ある団体等の公演が当地
域にて行われる場合に
は、地域の文化振興のた
め同様の事業が実施でき
ないか検討することとした
い。

平鹿地域振興
局福祉環境部

橫手市住
民、介護
関係職
員、歯科
医療機関

　訪問歯科診療の紹介を
きっかけに、地域での口
腔ケアの取り組みについ
て関係者で話し合いの機
会に結びついた。
　医師会からは訪問歯科
診療を実施している診療
所がわかったので、往診
等で必要に応じて歯科診
療に結びつけることができ
ると好評であった。

　一般住民に対して、リー
フレット配布のみで口腔ケ
ア・歯科医療の必要性つ
いて浸透したとは言い難
いため、繰り返し声をかけ
ていくことが必要。
　また、ケアマネージャー
等の介護職員と情報交換
を行うとともに連携を図る
ことにより、要支援者への
サービス向上に結びけ
る。
　橫手市でも在宅医療の
推進に関する事業に取り
組んでおり、連携しながら
地域歯科診療体制及び保
健体制について整備を図
る必要がある。

健康・予防
班

高橋　恭子

総務企画
部

菅沼　和
也

地域企画
課

企画・県民
生活班

地域振興局名　：　　平鹿地域振興局　　　　　　　

回数：18件（77回）
・就職面接会、道の駅交
流物産展、犬のしつけ方
教室、棚田オーナー企画
等のPR、農産物生育状
況、エイズ・自殺予防週間
等の情報提供等

平鹿地域振興
局総務企画部

総務企画
部

菅沼　和
也

地域企画
課

企画・県民
生活班

江畑　譲
0182-32-

0594

住民に密着した地域メディ
アと連携し、各種事業・イ
ベントなどについて情報発
信することにより、地域振
興局独自の広報活動の一
層の拡充を図る。

241,080 直営

コミュニ
ティFMの
聴取者（一
般市民等）

　地域に密着しているコ
ミュニティFMを利用するこ
とにより、よりリアルタイム
で広域に有用な情報を発
信することができた。有料
分のほか協定に基づいた
緊急放送(雪下ろし注意情
報)なども行うなど、より多
くの情報を提供でき、積極
的な広報活動となったの
ではないかと思う。

　今年度は、局内各部の
担当者と年間の放送依頼
計画を立てて実施した。今
後も幅広い内容で情報提
供していきたい。
　年度当初の打ち合わせ
で、ＦＭ側が必要としてい
る情報や局としての要望
などをしっかりと打ち合わ
せる必要がある。
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体

事　業
対象者

事業決定月日
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取組方向

果樹伐採樹バイオマス実
証事業

平成24年6月5日

平成24年7月 平成25年10月31日

平成24年度横手地区就職
面接会

平成24年8月9日

平成24年8月～平成25年3
月

平成25年10月31日

県際交流推進事業 平成24年8月9日

平成24年8月～平成24年
11月

平成25年10月31日

さわやかほほえみあいさ
つ運動

平成24年9月6日

平成24年9月～平成25年3
月

平成25年10月31日

　今後も「あいさつ」の県民
運動を継続して行うことに
より、明るく健全で安全・
安心な社会の創出に資す
るのみならず、県内外を
問わず、交流する人々の
心を和ませ、イメージアッ
プを図り、地域の活性化
にも資する取組としていき
たい。

秋田県、岩手
県、いわて・あ
きた県境国取り
合戦実行委員
会、道の駅さん
ない、おがち、
十文字、さんり
く、遠野風の
丘、錦秋湖

秋田、岩
手県民の
ほか横手・
北上・西和
賀地域へ
の来訪者

・国取り合戦について、例
年の行事の一つとして認
知度が高まってきているも
のと考えられる。また、パ
ブリシティを利用した一定
のＰＲ効果があったものと
思われる。
・交流物産展について、民
間主体の交流や情報発信
の場として活用されてお
り、また、イベント自体が
集客に繋がり販売促進が
図られている。

・県境国取り合戦につい
て、、地元がより主体性を
持った形で県際交流を図
れるよう支援していく。
・交流物産展、は民間主
体での物産展実施の体制
が整ってきているが、開催
要領の作成、開催日程調
整のほか、県のHPを利用
した宣伝等引き続き支援
していく。

地域活力創造
課、平鹿地域
振興局ほか

一般県民
0182-32-

0594

　県民運動「さわやかほほ
えみあいさつ運動」を広く
住民に周知し、あいさつの
大切さやあいさつを交わ
すことの楽しさについて広
く考えるきっかけとなるよ
う、あいさつ励行のＰＲを
行う一貫として「ＡＫＩＴＡあ
いさつ川柳」を募集すると
ともに優秀作品を選定し、
広く県民に啓発する。

22,575 直営

　あいさつ励行のＰＲを行
う一貫として実施した「ＡＫ
ＩＴＡあいさつ川柳」につい
て、応募数は、一般の部４
７９句、ジュニアの部３，８
９４句、総数４，３７９句と
なり、あいさつについて考
えるきっかっけとなるな
ど、一定の啓発効果が得
られたものと考える。

・イベントやホームページ
等を通じて、「あいさつ川
柳」を募集するなど、あい
さつ運動をPRした。
・総務企画部全職員が交
代で、毎朝、あいさつの呼
びかけ・復唱、及び１分間
スピーチを行い、率先して
あいさつを行うよう取り組
んだ。

総務企画
部

菅沼　和
也

地域企画
課

企画・県民
生活班

喜多　智巳

菅沼　和
也

地域企画
課

企画・県民
生活班

喜多　智巳

総務企画
部

菅沼　和
也

地域企画
課

産業振興・
食の郷づく
り推進班

讃岐　祐樹
0182-32-

2115

総務企画
部

0182-32-
0594

・温泉や食文化等の共通
資源の連携した情報発信
のために、「いわて・あき
た県境国取合戦2013」を
開催し、歴史ある両県交
流を若い世代に繋げ、幅
広い分野における交流の
契機とする。
・両県南地域の観光物産
資源を県内外にアピール
するため、観光物産の拠
点となる道の駅相互によ
る物産交流会を開催す
る。

433,030
直営＋
負担金

・「いわて・あきた県境国
取り合戦2013」の開催
（１０月２１日、巣郷温泉郷
特設会場）
・「道の駅交流物産展」の
開催（９月８～９日、２９～
３０日、１１月３日～４日）
各道の駅（さんない、おが
ち、十文字）

第1回：平成24年8月29日
開催　参加企業29社、参
加者40名
第2回：平成25年1月29日
開催　参加企業22社、参
加者53名

農林部 加賀　功
農業振興
普及課

企画班 渋谷　博徳
0182-32-

9501

・平成23年豪雪による甚
大な果樹被害を受け、生
産者の減少と高齢化など
により横手地域に放任園
や廃園が増加しているた
め、平成24年度、果樹放
任園等解消事業を創設し
放任園等の樹木の伐採や
抜根等を進めているとこ
ろ。
・この事業により伐採した
樹木等をバイオマスとして
活用し、焼却による環境
負荷や処分費の軽減のた
め、簡単にできる木炭加
工の実証試験を行う。

260,435 直営

横手市雇用創
出協議会、ハ
ローワーク横
手、平鹿地域
振興局

地域住
民、求職
者

企業側が採用に慎重と
なっているなか、各回とも
に内定者があり、一定の
効果は出ている。

管内の雇用情勢は依然と
して厳しい状況にあり、今
後も雇用対策を講じていく
必要があるが、参加者が
年々減少しているなか、企
業では採用に慎重となっ
ており、いかに採用に結び
つけるかが課題である。

　求職者の就職及び企業
の人材確保を支援するた
め、地域振興局、ハロー
ワーク横手及び横手市が
連携し、就職面接会を開
催する。また、求職者の生
活を支援するため、社会
福祉協議会等の協力を得
て、求職者生活・就労支
援合同相談会を併せて開
催する。

127,260 直営

実施日：平成24年7月26日
参加者：NPO法人森の王
国サルパ2名（講師）、金
麓園果樹共同防除組合6
名、横手市2名、振興局7
名
場所：金麓園果樹共同防
除組合敷地内
実施内容：敷地内整地
等、簡易炭窯製作、試験
燃焼（翌日窯出し）

平鹿地域振興
局農林部

果樹放任
園等解消
事業を活
用した事
業主体の1
組織（金麓
園果樹共
同防除組
合）

・1回の燃焼では、リンゴ
箱で3箱程度の炭が完成
し、成果品としてはまずま
ずと言える。金麓園果樹
共同防除組合では、この
炭を粉砕し融雪剤等に活
用している。
・実証試験終了後、金麓
園果樹共同防除組合で
は、炭焼き体験の受入な
どにも活用できる可能性
があるとして、満足されて
いる様子であった。

・窯の製作は知識と経験
が必要な上、製作にかか
る機材や労力も想定以上
であり、試験燃焼には、本
格的に炭材が燃焼するま
でに約7時間もの時間を要
した。
・燃焼後の窯は、熱により
膨張し、歪みが発生したた
め、継続して使用するため
には大がかりな補修を要
する。
・このことから、果樹生産
者が誰でも簡単にできると
は言えず、産地への普及
は難しいと思われる。
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