（様式５－２）

振興局調整費事業事後評価調書（平成２３年度実施分）

地域振興局名

：

仙北地域振興局

（振興局調整費）
部

名

部長名

担当課

担当班名

総務企画部 栗林 直美 地域企画課 観光振興班

担当者名

電話番号 事業名、事業期間

主幹
佐々木 守

仙北管内“食・
農・観”まるわか
り観光ガイドブッ
0187-63- ク作成事業
5226
平成23年7月21日
～
平成24年3月31日

事業目的,必要性

県内随一の観光地である
田沢湖・角館の観光客
を、管内へ周遊させるこ
とを目的に、管内の地
理、観光施設等が一見し
て分かるマップを作成
し、周遊観光の促進を図
る。

産地・技術 主幹
支援班
日野 誠志

仙北地域高冷地野 高冷地の立地条件を活か
菜等生産団地育成 し、夏場の園芸産地育成
の可能性を検討するた
モデル事業
0187-63め、関係機関が連携し
6110
平成23年7月21日 「栽培実証ほ」を設置
し、新規園芸産地の育成
～
平成24年3月31日 を支援する。

環境・食品 副主幹
福祉環境部 豊島 優人 環境指導課
衛生班
佐藤 徹也

生食用食肉による食中毒
県南地域食品安全 や放射性物質等の問題な
啓発事業
ど、事業者、消費者とも
0187-63に関心のある問題が発生
3694
しており、食品安全に関
平成23年8月10日 する情報を分かりやすく
～
効果的に発信するための
平成24年3月31日 啓発事業を行う。

農業振興
普及課

農産物販売におけ 農業者が、農産物を継続
るリピーター確保 的・安定的に生産・加工
して所得向上を図るため
0187-63にリピーター顧客の確保
6111
平成23年9月26日 が重要であり、顧客を確
保するためのモデル事業
～
平成24年3月31日 を実施する。

農林部

農林部

足達 信廣

足達 信廣

農業振興
普及課

企画班

総務企画部 栗林 直美 地域企画課 企画振興班

副主幹
福田 正文

主事
小川 典子

0187-635114

以前より、校内のビオ
トープを活用してイバラ
トミヨなどの生態や、地
域の自然環境について学
習を行っている千屋小学
平成23年10月3日 校の活動を支援するた
～
め、ビオトープに改良を
平成24年3月31日 加える。

総務企画部 栗林 直美 地域企画課 企画振興班

副主幹
小林 一見

委託・
負担金
・直営

事業実施状況

事 業
対象者

ＪＡ秋田おばこより、地域の立
地条件を活かした野菜産地の育
成を図りたいとの意向を受け事
業が実施されたが、タイトな日
程でありながら、ほぼ期待どお
平成24年11月1日
りの活動が展開できた。

害虫の被害が想定よりかなり多
く、対策の見直しが必要であ
る。関係機関が、より一層の連
携を図り、産地化に向けて支援
を行う。

消費者、
事業者な
ど

平成23年8月10日 食中毒予防や、食品添加物など
について分かりやすく知らせる
資料を作成し、住民にとって関
心の高い情報を提供することが
平成24年11月1日 できた。

事業者、消費者等が会して、共
通の話題に触れることは大変有
意義であり、今後とも折々の話
題の取り上げ同様の事業を展開
していきたい。

農業従事
者、消費
者

平成23年9月26日 協議会との協働による実施は、
今後のモデルケースとなりうる
ものであり、結果を今後の農産
物販売促進につなげていきた
平成24年11月1日 い。

リピーターの増加に直結したか
について、結果が判然としない
部分があり、調査に時間がか
かった。結果から、課題や問題
点を抽出し、新たな手法による
対策の検討も必要である。

小学生

平成23年10月3日 アクリル板を設置したビオトー
プは、今まで以上に生徒の興味
関心、観察しようとする意欲を
持たせるものであり、児童の学
平成24年11月1日 習活動に貢献した。

美郷町では、小学校の統廃合な
ども行われることから、統合後
の学校でも今まで以上にビオ
トープを活用した取り組みが展
開されるよう支援について検討
する。

首都圏在
住者

平成24年1月11日 内陸線の乗車促進について、沿
線市町村、県、ＪＲが連携する
ことで、内容の充実したパンフ
レットの作成を行うことがで
き、首都圏の駅に配置により、
平成24年11月1日 効果的な露出機会を得ることが
できた。

内容の充実した情報誌を作成
し、広く配布することで得られ
る効果は大きいものがあると感
じるが、今後も同様の事業を実
施していくのかについては、関
係機関との役割分担等、今一度
検討する必要がある。

県南地区
への避難
者

避難者同士のつながりをもつ機
平成24年1月31日 会が欲しい、という避難者から
の要望に応えるために実施し
た。見知らぬ土地で孤立しがち
な避難者に、語らいの場を提供
平成24年11月1日 することができ有意義であっ
た。

避難者が集うことのできる場づ
くりは継続しながら、今後も、
時間とともに変化する避難者の
ニーズを把握し、必要な支援を
実施していく。

269,000 直営

仙北市管
内の園芸
取り組み
希望農家

210,000 直営

ポスター、リーフレット、ＤＶ
Ｄなどの啓発資料を作成し、県
南食品安全地域懇談会や、各地
県
で行われる食品衛生講習会にお
いて活用しながら、食品安全に
関する啓発を行った。

60,000 直営

520,000 委託

ビオトープの機能強化を図るた
め、ビオトープの面積の拡張
と、観察者が水中を断面で見る 県
ことができるようにアクリル板
を設置する改良を加えた。

内陸線沿線の観光地、宿泊施
設、食、ＪＲ線との接続を盛り
込んだ情報誌を、沿線市町村と
1,050,000 負担金
協働で作成した。６万２千部作
成した冊子は、首都圏ＪＲ３５
５駅に配置した。

避難者交流会開催 県南地区への避難者世帯
事業
の孤独化防止と生活支援
0187-63サポートのため、避難者
5114
同士が交流を始めるきっ
平成24年1月31日 かけとするための交流会
～
を開催する。
平成24年3月31日

大仙市、仙北市において、交流
会を開催した。今後避難者支援
活動を実施する予定のＮＰＯ団
体や市町と連携し、餅つきやお
話コンサートなど、バラエティ
に富んだ内容となった。

146,000 直営

美郷直売
ネット
ワーク協
議会、県
による協
働

(1/2)

内陸線沿
線市、県
による協
働

ＮＰＯ、
市町、県
による協
働

今後の課題及び
取組方向

平成23年7月21日

栽培実証ほを設置し、ハクサ
イ、ダイコン、キャベツなどの
品目の試験栽培を行ったほか、
市場関係者との販売戦略の検討
も行った。

美郷直売ネットワーク協議会と
協働で、同会が生産・販売する
農産物の「紹介チラシ」を作成
し、直売所や首都圏での販促活
動で顧客に配布し、顧客からの
注文や問い合わせ状況を調査し
た。

事業の効果及び
住民の満足度

好評であったため増刷も視野に
入れているが、その場合、掲載
する情報については、十分に精
査のうえ最新かつ正確に記載す
るよう留意する必要がある。

観光客

ＪＡ、仙
北市、県
による協
働

事業決定月日
（部局長会議等）
及び評価確定日

平成23年7月21日 情報量が豊富であることや、大
判の管内地図を掲載しているこ
とから、分かりやすいと好評で
あり、特に観光案内所での評価
が高かった。
平成24年11月1日

354,000 直営

東北新幹線延伸、秋田新
幹線新型車両投入に伴い
増加が予想される観光客
の県内陸部への誘客を図
るため、弘前・角館間の
ＪＲ奥羽線・秋田内陸線
平成24年1月11日 の運行ダイヤや２次アク
～
セスなどの情報を掲載し
平成24年3月31日 たパンフレットを作成す
る。

0187-635114

事業実施
主体

Ｂ２サイズ・フルカラーのガイ
ドブックを15，000部作成し、
県
管内の「道の駅」、観光案内
所、宿泊施設に配布した。

千屋小学校「ド
リームトープ活
動」支援事業

『秋田内陸線の
旅』制作事業
副主幹
総務企画部 栗林 直美 地域企画課 企画振興班
小林 一見

事業費
（円）

部

名

部長名

担当課

担当班名

総務企画部 栗林 直美 地域企画課 観光振興班

総務企画部 栗林 直美 地域企画課 観光振興班

担当者名

電話番号 事業名、事業期間

事業目的,必要性

主幹
佐々木 守

春の仙北観光誘客 東日本大震災及び原発事
プロモーション事 故による風評被害で、入
込客の落ち込んだ観光地
業
0187-63へ誘客を図るため、角館
5226
の桜をはじめ、花の名所
平成24年1月30日 や各種体験メニューにつ
～
いて首都圏各地でＰＲを
平成24年3月31日 行う。

主幹
佐々木 守

秋田で元気に！仙
【震災版調整費事業】
北へおいで！
“食・農・観”元 仙北地域への誘客を図る
ため、仙台圏を対象とし
0187-63- 気回復支援事業
たフリーペーパーによる
5226
平成23年5月18日 情報発信と、食・農・観
をＰＲするイベントへの
～
平成24年3月31日 出展を行う。

事業費
（円）

委託・
負担金
・直営

事業実施状況

事業実施
主体

1,261,000 直営

首都圏で開催される県主催、ま
たは共済イベントでに参加し、
観光ＰＲを行った。誘客を図る
県
ためのグッズとして、チラシを
入れ込むオリジナルポリ袋を作
成し、活用した。

1,455,000 直営

宮城県内各所で配布されるフ
リーペーパー「るるぶＦＲＥＥ
夏号」への広告掲載をしたほ
か、仙台市内のアウトレット
県
モールで開催された「ごっつお
市場」へ出展し、宣伝を行っ
た。

(2/2)

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

首都圏在
住者

平成24年1月30日 これまで、各種観光ＰＲを行っ
てきたが、手薄であった桜の時
期に向けた観光宣伝を行うこと
ができたのは有意義だった。来
場者も多く訪れ、ＰＲを行うこ
平成24年11月1日 とができた。

首都圏における観光ＰＲについ
ては、平成２５年度からは本庁
が主体となるが、今後も、地域
の観光情報を効果的にＰＲでき
るよう、本庁との調整を十分に
行う必要がある。

宮城県在
住者

平成23年5月18日 震災後、数ヶ月を経て、行楽へ 今回得た経験をもとに、今後、
の需要が高まっていた仙台市民
仙台圏での観光宣伝、物産展開
への観光宣伝を行うことができ
催にあたっては、効果的な掲載
たのは、時宜にかなったもので
誌及び集客力のあるイベント開
あり、現地の復興に前向きな声
催場所を吟味する必要がある。
平成24年11月1日 も多く聞くことができた。

