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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：雄勝地域振興局

（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

総務企画 高橋 邦
部
武

ゆざわお
地域企画
がち売込
課
み班

総務企画 高橋 邦
部
武

ゆざわお
地域企画
がち売込
課
み班

建設部

農林部

佐々木
勇

石田 良
春

用地課

佐藤 覚

0183-738191

佐藤 覚

0183-738191

用地・管理 奈良田
班
純

農業振興 担い手・経
阿部 浩
普及課
営班

0183-736165

0183-735180

事業名、事業期間

県際をまたぐ地域又は県
県際・県南地域連携等に 南３局と連携しながら、単
一の地域だけで開催する
よる売込み強化事業
観光物産ＰＲよりも訴求力
の高い「広域の魅力のＰ
Ｒ」を行い、湯沢雄勝地域
平成26年4月1日～
の物産・観光の売り込み
平成27年3月31日
強化を図る。
東日本大震災等の影響に
市町村との協働による広 より落ち込んだ管内観光
業の復興のため、平成26
域観光の推進事業
年度のアフターDC及び国
文祭を絶好の好機と捉
え、管内市町村と協働で
平成26年4月1日～
観光ＰＲ等を推進し、一層
平成27年3月31日
の観光誘客を図る。
アダプト・プログラムは地
雄勝地域アダプト・ロード・ 域住民や地元企業による
自主的な活動であり、県
プログラム推進事業
が協働して看板設置や機
材の貸与等を行うことによ
り、アダプト・プログラムの
平成26年4月1日～
さらなる普及・促進を図
平成27年3月31日
る。
地域の豊富な農産資源を
活用した新たな新商品開
雄勝の新商品拡大事業
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
平成26年4月1日～
担う農業経営体の更なる
平成27年3月31日
収益性の向上を図る。
実践的経営力強化事業

農林部

石田 良
春

農業振興 担い手・経 福岡 尊
普及課
営班
央

0183-735180
平成26年4月1日～
平成27年3月31日

福祉環境 小柗 真
部
吾

健康・予防 健康・予防 小林 裕
課
班
子

0183-733524

事業目的・必要性

地域農業の中核的担い手
である集落型農業法人等
の経営安定・強化のた
め、複合化・多角化に向け
た法人の経営・営業スキ
ルの向上を図る。

歯科医師会・社会福祉施
地域との協働による要介 設及び市町村等で構築し
護者等口腔ケア推進事業 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活
用した研修等の実施によ
平成26年4月1日～
り、地域全体の口腔歯科
平成27年3月31日
保健の向上を推進する。

委託・
負担金・
直営

事業費
（円）

1,823,617 直営

2,977,360 負担金

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

各関係機関と連携して事
業を実施することで、湯沢
雄勝をより効果的にＰＲ出
イベント参
来た。また、10回目を迎え
加者等
た「東北のへそ観光まつ
り」では、メニューの充実
平成27年10月30日 に努めることで、来場者の
満足度向上が図られた。
市町村と協働で事業を実
管内市町村との協働に
施することで、湯沢雄勝を
より、観光ＰＲの実施、
平成26年4月1日
より効果的にＰＲすること
観光誘客や交流人口
湯沢雄勝広域 イベント参
が出来た。また、各種団
拡大等に向けた各種団 観光推進機構 加者等
体等への支援を行うこと
体の取組への支援、ノ
で、新たな観光誘客の動
平成27年10月30日 きを促進することが出来
ベルティグッズの作成
等を行った。
た。

隣県及び県南３局との
協働により、県内外に
おける湯沢雄勝地域の
観光・物産ＰＲや、「体 県
験」「買い物」「温泉」を
巡るスタンプラリーを実
施した。

平成26年4月1日

今後の課題及び
取組方向
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
た売込み活動を継続していく
必要がある。

県と市町村とが一体となった
広域的な観光ＰＲだけでなく、
事業者等が自ら誘客に向け
た取組をしやすくするための
支援を継続していく必要があ
る。

101,425 直営

民間の団体等とパート
ナーズ協定を締結し、
県
地域の道路等の維持
管理を協働で行った。

各団体と連携し、国道周
辺の清掃や花壇整備、交
差点付近の除雪に協働で
地域住民
取り組むことにより、環境
美化に向けた機運を高め
平成27年10月30日 ることができた。

今後も協働パートナー団体の
新規開拓に努めながら、環境
美化活動を継続して行ってい
く。

306,249 直営

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、新商品 県
開発に要する経費に対
し助成を行った。

新商品開発を支援するこ
とにより、基本的栽培管理
の習得やＰＲ用ラベルの
農業法人
作成など、今後の商品化
に向けてのベースを築くこ
平成27年10月30日 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。

558,949 直営

商談会への参加や販
促活動を支援し、営業
スキルの向上を図ると
ともに、複合化推進や 県
水田フル活用、各種支
援制度について学ぶ研
修会等を開催した。

研修会等を実施すること
により、経営安定化を図る
上での複合化・多角化や
集落型農
販売力強化の重要性を集
業法人等
落型農業法人等に再認識
平成27年10月30日 させ、関心を高めることが
できた。

管内の集落型農業法人の多
くは稲作を経営の柱としてい
るため、稲作経営の安定が
大きな課題となっており、今
後はあきたこまちにの作付け
にこだわらない水田フル活用
対策の構築が必要とされる。

218,179 直営

歯科医師会、社会福祉
施設等との協働によ
り、医療機関・社会福祉
施設等の新人職員向 県
け研修や、個々の状況
に合わせた対応を学ぶ
応用研修を実施した。

口腔ケアの必要性を理解
することで、口腔ケアに対
する意識の高まりや、技
地域住民
術面での向上に結びつい
関係機関
た。また、関係機関の連
携が深まり、課題の共有
平成27年10月30日 や、相談しやすい環境の
整備につながった。

今後は、地域でリーダーシッ
プをとれる健康づくり活動実
践者が、口腔ケアの重要性
について広く啓発するととも
に、市町村の歯周疾患検診
を勧める活動につなげるなど
して、地域住民の歯科口腔の
健康度の底上げを図る。
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