（様式 ５－２）

地域重点施策推進事業 事後評価調書（平成26年度実施分）

地域振興局名 ：平鹿地域振興局

（地域施策推進事業）
部 名

農林部

部長名

長沢淳良

担当課 担当班名 担当者名 電話番号

農業振興
普及課

企画班

佐々木幸
樹

事業名、事業期間

事業目的,必要性

・消費者の地産地消への
関心の高まりに後押しさ
れ、県内トップクラスの売
機能合体強化交付金事業 上げを誇る直売所も誕生
（農産物直売所応援事業） している。
しかし、管内の直売所の
多くは規模が小さく、中に
は弱体化している組織も
０１８２－３
見られる。
２－９５０１
・このため、既存直売組織
の強化と直売所のレベル
平成２6年４月～平成27年 アップを図り、活性化した
直売所から地域の魅力を
３月
伝えるとともに「食・農・
観」連携による新たなアグ
リビジネスの展開を促して
地域の活性化を図る。

事業費
（円）

委託・
負担金・
直営

農林部

農林部

企画班

佐々木幸
樹

０１８２－３
２－９５０１

・今後は、個人の担い手
の支援に加え、これら組
織の法人化を進め、複合
化・多角化経営を実践す
ることにより、戦略作目の
導入や加工等の新たな部
平成２６年１２月～平成２７ 門導入による組織経営体
年１月
の体質強化を図ることが
急務であり、そのための
フォローアップ活動を支援
する必要がある。

・園芸作目の導入・拡大を
目的として、県とＪＡ、横手
市が三位一体となり、横
手地域の重点品目である
ネギ、アスパラガス、ほう
よこての野菜拡大支援事 れんそう、スイカ、えだま
業
めの生産拡大を図るた
め、新規栽培者を対象とし
たセミナーを開催し、技術
習得と経営改善について
農業振興 産地・技術
０１８２－３
支援する。また、実証ほを
長沢淳良
川原谷 実
普及課
普及班
２－１８０５
設置し、新規に取り組む
生産者の早期定着を目指
す。

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

平成２６年４月１日
・「食文化フォーラム」協賛物
産展への出展 （10月）
25,000 交付金

横手市
・横手かまくら・ほっこり横丁
テナントへの出展（2月）

農産物直
売組織

事業の効果及び
住民の満足度

今後の課題及び
取組方向

・行政・生産者が連携して
事業を実施し、より生産者
の意向を反映した効果的
な研修とすることができ
た。

・現在、協議会を構成して
いる個人・組織ともに高齢
化が進み、協議会からの
脱退が年々増加している
状況。

・よこての味推進協議会で
は今後の組織発展に向け
た推進体制の検討会を実
施する予定となっており、
一連の研修内容が問題意
識の提起につながったも
のと考えている。

・今後は６次産業化を目指
す直売所・加工組織及び
市内農業者を対象に加
工・販売の基礎を学ぶ事
業を実施予定である。

平成２７年１０月３１日

・平鹿管内には８１の集落
営農組織等が設立されて
いるが、その７０％が未だ
機能合体強化交付金事業
任意組織のまま活動して
（担い手経営サポート事
いる。
業）

農業振興
長沢淳良
普及課

事業実施状況

担い手経営力向上セミナー
の実施
（１月開催、参加者７０名）
平成２６年４月１日

パソコン農業簿記記帳相談
会（１月開催、参加者９名）

497,698 交付金

横手市

集落営農
組織、認
定農業者
等の担い
手農業者

・複式簿記の実施により、
経営状況の把握が容易に
なるほか、各種支援制度
や税制上の優遇措置も適
用されるため、担い手の
経営発展のために大きな
効果をもたらした。

・経営改善のための実効
性のある内容となると生
産者にはレベルが高い部
分もあるため、広く意識高
揚を促す入門編と農業法
人の経営者等を対象とし
た応用編で対象を整理す
るなど、より効果的な事業
の推進に努めていきた
い。

平成２７年１０月３１日

123,060 直営

平成２６年４月～平成２７
年３月
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①新規栽培者等を対象に導
入品目の選定に参考にして
もらうためのセミナー等の開
催。
・現地栽培技術研修会
（７月、９月）
・事業導入支援研修会
（１０月）
県
・新規栽培者講習会
（２月）
②ホウレンソウ・スイカの新
規栽培に取り組む生産者の
早期定着の支援
・ 品目別実践ほの設置
(２か所）

・技術のレベルアップにつ
ながる研修会を開催した
ことで、より高品質な野菜
生産が期待できる。

・対象者の絞り込みやセミ
ナー等の開催時期などを
検討する必要がある。今
後は引き続き生産拡大の
ほか、マーケティングも視
平成26年4月1日 ・現地研修会を通じて地域 野に入れた営農向上に資
生産者とのつながりが一 する研修会を開催する。
層深まった。
管内野菜
農家及び
野菜生産
を拡大しよ
うと考えて
いる農家

・実践ほ設置により、地域
や担当農家の課題解決に
取り組んだことで、今後の
課題や方向性が明確に
なった。

平成27年10月31日

（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

横手の果樹ブランド力向
上事業
（横手りんご高品質推進
事業）

農林部

長沢淳良

農業振興
普及課

産地・技術
長坂和彦
普及班

０１８２－３
２－１８０５

事業目的,必要性

事業費
（円）

委託・
負担金・
直営

・平鹿地域のりんごは、糖
度が高く食味が良いこと
が特徴であるが、年により
結実不良や果形不良など
が発生している。
・このため、高品質果実の
生産に必要不可欠な人工
授粉の普及拡大を推進
し、「横手ブランド」をより
一層高めていく必要があ
る。

事業実施状況

事業実施主
体

事 業
対象者

高品質な果実生産につなが
る人工受粉の普及拡大に向
けた取組
・人工受粉講習会
（４月、５月）

平成26年4月1日

・先進地調査（青森県）

235,787 直営

農林部

長沢淳良

農業振興
普及課

長坂和彦
産地・技術
平良木朱
普及班
美

事業の効果及び
住民の満足度

今後の課題及び
取組方向

・人工受粉講習会の実
・人工受粉の実施率を一
施により、受粉の具体的 層向上させ、高品質な果
な方法等について生産者 実生産を推進する。
に周知できた。

県

・管内の人工受粉の実施
面積は約80haで、前年の
３倍以上に達した。
・人工受粉の実施率が向
上することで、より高品質
な果実を消費者へ供給す
ることが期待される。

果樹生産
者

平成２６年４月～平成２７
年３月

・当地域は県内一のぶど
う産地。現在の品種は中
粒種が７割を占めるが 消
費者ニーズの変化により、
種なし大粒ぶどうへの転
換が必要。
横手の果樹ブランド力向 ・特に 「シャインマスカッ
ト」は、消費者ニーズが極
上事業
（種なし大粒ぶどう産地加 めて高く、比較的栽培もし
やすいことから、急速な生
速化事業）
産拡大が必要。
・また、横手地域に適した
優良黒色系・赤色系品種
の検討を行い、「シャイン
マスカット」と併せた販売
が可能な品種の検討が必
０１８２－３
要。
２－１８０５

事業決定月日
（部局長会議等）
及び評価確定日

平成27年10月31日

422,194 直営

１ 栽培技術向上と生産拡大
支援
・開花前後の栽培管理講習
会
・「ぶどう先進地視察研修
会」の実施（福島県、8/5）
・「シャインマスカット現地巡
視会」の実施（9/1）
・「シャインマスカット専用カ
ラーチャート説明会」の開催
(9/17)
・「シャインマスカット品質検
討会」、「大粒種なしぶどう
赤・黒系品種検討会」の実
施（9/30）
・「新規栽培者向け講習会」
（5/28、6/25、 7/8、 11/6、 県
3/下）
・シャインマスカット実証モデ
ル農業者への個別指導（随
時）
２．宣伝・販売対策
・「シャインマスカット出荷目
揃い会」(9/17)
・「出荷報告会」支援(9/25)
・長期貯蔵販売への取り組
み支援（随時）

平成２６年４月～平成２７
年３月

2

・先進地視察研修や果実
品質検討会などを通じて、
生産者がシャインマスカッ
トの生産技術・販売につい
ての知識を高め、一層の
生産意欲向上につながっ
た。
平成26年4月1日 ・消費者ニーズが高まって
いる種なし大粒ぶどうの生
産体制が整備され、安定
した供給体制が整いつつ
ある。

果樹生産
者

・シャインマスカットの新
規栽培者の早期成園化に
向けて、研修会の開催や
個別指導を引き続き実施
する必要がある。
・技術面の支援に加え、横
手産シャインマスカットの
ブランド化のために、販促
活動にも取り組んでいく。
・シャインマスカットの年末
販売を視野に入れ、長期
貯蔵技術の確立に取り組
む。
・シャインマスカットとセット
販売可能な赤・黒系品種
の有望品種の検討も引き
続き行っていく。

平成27年10月31日

（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

・平成２２年度以降に発生
した果樹の雪害や果樹生
産者の高齢化・減少など
横手の果樹ブランド力向 の理由から、管内の放任
園・廃園が増加傾向にあ
上事業
（果樹放任園等解消事業） る。

農林部

長沢淳良

農業振興
普及課

産地・技術
長坂和彦
普及班

・放任園・廃園は、モモシ
ンクイガなどの病害虫の
発生源となっており、この
対策に果樹農家は苦慮し
ている。

０１８２－３
２－１８０５

平成２６年４月～平成２７
年３月

米澤輝夫

地域企画
課

地域振興
宮崎 誠
班

事 業
対象者

222,000 補助金

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

・放任園、廃園が解消され 担い手の高齢化により今
た園地では、病害虫の発 後も放任園の増加が懸念
生拡大を防止できた。
されることから横手市と連
携のうえ放任園の根絶対
平成26年4月1日 本事業の創設により・長年 策を進める。
の懸案であった放任園の
解消について、果樹生産
者から一定の評価を得て
いる。
横手市

共同防除
組織等

・病害虫の発生源を絶ち、
果樹の品質向上を図るた
め、早期に伐採や抜根を
行う必要がある。

・地域のものづくり産業を
担う人材の育成・確保を促
進するため、高校生を対
象とした企業見学会を実
施する。

０１８２－３
２－２１１５

事業実施主
体

・共同防除組織等による伐
採・抜根作業に関わる経費
に対して助成。
約２３２ａの放任園について
樹木の処理を行った。

平成27年10月31日

・輸送機関連産業等で要
求される高い品質水準に
対応するため、生産現場
を対象とした勉強会、見学
生産改善と取引拡大及び 会等を実施するとともに、
取引拡大に向けて見識者
地域内雇用の推進
等からの講演やアドバイ
スをいただく事業を実施す
る。
総務企画
部

事業実施状況

・地域版「東北地域の車を
考える会inよこて」におい
ては、トヨタ自動車東日本
に対し、新技術をプレゼン
した企業は、今後の取引
平成26年4月1日 拡大に向け、弾みをつけ
ることができた。

・地域版「東北地域の車を考
える会inよこて」の開催
新技術プレゼン参加企業７
社、講演会参加企業３８社
・ 生産技術勉強会の開催
県内参加企業６社

1,526,012 交付金

・自動車メーカー見学会（奥
州市、金ケ崎町）の開催
県
参加企業７社

・生産技術勉強会に参加
した企業では、生産性の ・高校生、教育関係者を対
改善、従業員の負担軽減 象に、ものづくり産業を支
等を図ることができた。
える人材の育成・確保を
促進するため、高校生を
対象とした企業見学会を
実施する。

管内企業
（一部管外
企業含む）

・高校生工場見学会の実施
実施校５校、参加生徒３４８
名

平成２６年４月～平成２７
年３月

・秋田県南工業振興会への
補助
生産現場や加盟団体向け
のセミナー、研修等の実施
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・自動車関連企業への参
入の壁は非常に厚く、息
の長い取組になることが
予想される。このため、関
係機関を通じ情報収集に
努め、やる気に結びつくよ
うな情報を企業に提供して
いく必要がある。

平成27年10月31日

（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

食品産業支援事業

事業目的,必要性

事業費
（円）

委託・
負担金・
直営

・情報提供の重複を避け
るため、県で保有する事
業者リストに加え横手市で
保有する事業者リストを統
合し、各種補助金、物産
展や商談会の開催情報を
積極的に提供し、魅力あ
る横手市産品の販路拡大
の機会に資する。

米澤輝夫

地域企画
課

地域振興 高山 好
班
美

0182-320594

・各種商談会等を通じ、売
れる商品づくりに向けた気
運の醸成と販路拡大の機
会提供を行う。

事業実施主
体

事 業
対象者

・県内・仙台・首都圏等での
物産展の開催（秋田市：３
回、仙台：３回、東京：２回）

総務企画
部

米澤輝夫

地域企画
課

地域振興 高山 好
班
美

0182-320594

平成２６年４月～平成２７
年３月

事業の効果及び
住民の満足度

今後の課題及び
取組方向

・県内、仙台圏、首都圏等
で開催した物産展では食・
農・観事業者及び県南3局
の連携参加による相乗効
果で、県南地域と特産品
の知名度向上に効果的な
企画として実施できた。

・引き続き県南３局連携に
より、消費者が集中する
仙台及び東京圏において
観光ＰＲ＆物産展を開催
し、県南の食・農・観をまる
ごと売り込み、さらなる知
名度向上に努める。

・情報発信について、情報
希望事業者へ県で一括送
信することにより、情報の
重複や時間のロスを解消
することができた。

・情報発信について、情報
提供希望者を新規獲得
し、県及び横手市事業の
周知に努める。

平成26年4月1日
・首都圏で開催された商談
会への出展支援(こだわり食
品フェア、アグリフードエキ
スポ)

1,018,397

直営、交
付金

県

行政関係
者、食品・
農業・観光
事業者

平成２６年４月～平成２７
年３月

・秋田ＤＣで盛り上がった
県民の機運を２６年度開
催の国民文化祭、アフ
機能合体による広域観光 ターＤＣへ継承させるた
振興事業
め、県観光キャンペーン推
進協議会「横手・湯沢地域
部会」や秋田県南地域広
域連携観光推進協議会に
よる周辺市町村連携での
観光ＰＲをさらに推進す
る。

事業決定月日
（部局長会議等）
及び評価確定日

・情報希望事業者（157社）
への情報発信（計7回）

・首都圏等において売込
活動を積極的に展開し、
県産品の情報発信機会の
拡大と多様な販売チャネ
ルの確保を図る。
総務企画
部

事業実施状況

・先進地視察においては、
行政と蔵ッカーズとの連携
による効果的な視察であ
り、また、蔵ッカーズの資
平成26年4月1日
質向上にもつながった。

・県南の広域観光ルート造
成のため県南周遊バス「こ
まち蔵しっく号」を運行（７～
１２月）
・増田エリアにおける夜間観
光の可能性を探るための先
進地視察（平成２６年１２月、
京都市）
1,020,000 交付金

横手市
・県際交流事業(県境国取り
合戦)に対する負担金 〔県
境国取り合戦実行委員会：
岩手県西和賀町〕

・またＤＣでの観光客の流
動を検証し、２次アクセス
整備推進を引き続き行うこ
とにより、観光客の受け入
れ体制の充実を図る。

・旅行雑誌「旅行読売 ２７
年２月号」への広告掲載
。
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・首都圏で開催された商
談会では、一企業で出展
するには出展料が高額で
あるため、出展料を行政
が負担することで多くの企
業に商談機会が与えられ
商談成立した商品も出て
おり、出展者が商談等で
ブースに不在になるケー
スや来場するバイヤーへ
平成27年10月31日 の対応等、出展支援の効
果があった

・旅行雑誌への広告掲載
については、雪まつりと増
田の蔵を絡めた内容を掲
載することができ、県外向
けの誘客のための効果的
なＰＲを行うことができた。

観光客、
旅行業者

平成27年10月31日

・横手市や関係機関（商工
会等）と協力し、首都圏等
で開催される商談会への
出展支援を行い、横手市
産品の販路拡大を図る

・こまち蔵しっく号について
は、事前予約制にするな
ど今年度から方式を変更
しているが、利用率が伸
び悩んでいることもあり今
後のあり方についてさらな
る検討が必要である。

（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

・住民の「口腔機能の重要
性」に関する意識を高め、
地域での口腔機能向上等
歯科口腔保健体制整備推 の歯科口腔保健推進体制
の整備を促進するため、
進事業
一般住民に対する啓発を
目的とした「横手平鹿地域
健口フォーラム」を開催す
る。
福祉環境
部

南園智人

健康・予防 健康・予防
高橋恭子
課
班

０１８２－３
２－４００６

平成２６年７月～平成２７
年２月

アダプトプログラム事業

建設部

田口 郁
夫

用地課

用地・管理
樋渡 豊
班

０１８２－３
２－６２０８

平成２６年４月～１１月

・フォーラムの開催を通じ
て、秋田県歯とお口の健
康推進条例の住民への周
知を図り、在宅や施設に
おける医科歯科連携の方
策を検討する。

事業実施主
体

事 業
対象者

・「横手平鹿健口フォーラム」
の開催（７月開催、163名参
加）
・口腔ケア職員研修の実施
（参加者１１２名）

219,696 直営

県

管内住民

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

・口の健康の重要性の啓 ・フォーラムは啓発手段と
発方法の一つとしてとても しては有効であったが、歯
有効な手段であった。
科口腔保健体制の整備と
して今後に結びつくには課
平成26年4月1日 ・職員研修については、施 題がある。
設に出向くことによって具
体的な講話や実技が実施 ・特に高齢者においては
できた。
全身の健康や栄養等に関
わる部分が多いため、横
手市地域包括支援セン
ター、歯科医師会の取組
を支援しながら、地域全体
の体制に結びつけるよう
な働きかけを継続する。
平成27年10月31日

・ 住民の少子化や高齢化
により、従来、道路や河川
において実施されてきた
地域自治会等による清掃
や除草等の美化活動が減
少している状況にある。
・ このような現状に対し
て、この事業は、地域の共
有財産である道路・河川
への愛着を深め、良好な
環境づくりと利用者マナー
の向上を図ることを目的
に、環境先進活動団体に
里親になっていただき、ゴ
ミ拾いや除草等の維持管
理を行ってもらう。県はそ
の活動に対して支援を行
う。

事業実施状況

〔アダプト・ロード〕
① ヨコウン(株)
横手大森大内線 L=1.5km
年４回
② ＪＡ秋田ふるさと
横手停車場線 他
L=０．２km 年３回

95,411 直営

③ 泉谷・細谷設備EMS実行
委員会
野崎十文字線 L=0.2km 年 県
８回

環境先進
活動団体
（道路３団
体）

・活動団体が積極的に空
き缶やゴミ拾い、除草等を
実施することにより、利用
する市民の環境に対する
啓発が見込まれるととも
に、今後、事業に参加を希
平成26年4月1日
望する市民や企業が増え
ると予想される。
・ゴミ拾いや除草により道
路や河川がきれいになり、
道路を走行する市民や横
手川を散策する市民に
清々しさと癒やしを与えて
いると推測されるので、満
足度は良好と判断される。
平成27年10月31日
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・現在、道路３団体がアダ
プトに参加しているが、今
後、アダプト事業に意欲・
関心を持っている活動団
体数を増やし、道路・河川
の維持管理活動の活性化
を図る必要がある。
・活動団体へのＰＲを積極
的に行うとともに、団体が
活動しやすい環境づくりを
積極的に推し進める。

