（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

（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

食品衛生啓発事業

福祉環境
部

南園智人

環境指導
課

環境・食品
野村 修
衛生班

事業目的,必要性

事業費
（円）

委託・
負担金・
直営

・ノロウイルス等の感染症
を未然に防ぐことを目的に
一般消費者に対する衛生
に関する正しい知識を普
及・啓発するため、体験型
の食品衛生啓発事業を実
施する。

０１８２－４
５－６１３９

事業実施状況

事業実施主
体

事 業
対象者

・「夏休み親子で参加食品衛
生体験学習」の開催

県、横手食品
衛生協会

直営

管内住民

平成２６年７月～平成２６
年９月

総務企画
部

福祉環境
部

米澤輝夫

地域企画
課

地域振興
高山好美
班

健康・予防 健康・予防 佐藤まゆ
南園智人
課
班
み

・秋田・岩手両県の県南地
域の観光物産資源を県内
外にアピールするため、観
道の駅交流物産展支援事 光物産の拠点となる道の
駅相互による交流物産展
業
を開催する。
・食文化・特産品の異なる
他地域と連携し開催する
ことにより、多様な魅力を
持つイベントとして、特産
０１８２－３
品のＰＲに留まらず、今後
２－０５９４
の交流人口拡大にも資す
る取組に位置づけてい
る。
平成２６年８月～１１月

横手市では全国と比較し
て脳内出血による死亡率
が高い状況であり、その
要因の一つとして高齢者
在宅高齢者低栄養予防事 の低栄養状態が挙げられ
る。
業
現在、市では高齢者の食
習慣の実態が把握されて
いないことから調査を行
い、合わせて低栄養を予
０１８２－３
防するための知識の普及
２－４００６
を実施することで現状の
把握と今後の取組の一助
となることを目指す。

事業の効果及び
住民の満足度

・参加者に対するアンケー
ト調査を行った結果、手洗
いの汚れを数値や目で確
認できる体験ができたとい
う意見が多く得られたこと
平成26年4月1日
から、正しい手洗いの動
機付けに役立った。

開催時期：平成２６年８月
会場：秋田ふるさと村内

152,009

事業決定月日
（部局長会議等）
及び評価確定日

今後の課題及び
取組方向
・より多くの人の来場を確
保するためには、様々なイ
ベントに付随した形での実
施などの工夫が必要であ
る。
・今後は管内の児童・生徒
に手洗い体験を経験して
もらうため、幼・保育園、小
中学校の施設での個別開
催を増やしていく。

平成27年10月31日

道の駅交流物産展の開催
（秋田県開催分）
・各道の駅（さんない、十文
字、おがち）にて計３回の開
催
県、道の駅さん
ない、おがち、
十文字、さんり
く、遠野風の
管内住民
丘、錦秋湖、あ
ら伊達な道の
駅

210,830 直営

・道の駅では、管内の農家
や食品事業者の商品を多
く扱っており、道の駅の売
上が地域経済に与える影
平成26年4月1日
響は大きい。県内外に向
けたPRの場として交流物
産展を行うことで、多くの
人の目に触れることによ
り、商品認知度の向上、販
売促進に繋がっている。

平成27年10月31日

・簡易型自記式食事歴質問
票を用いた高齢者の食習慣
状況の調査
参加者：１１６名
・低栄養予防講座の実施
実施回数：１０回

184,551 直営

平成２６年９月～２７年２月
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県

横手市社
会福祉協
議会事業
「自立支援
通所事業」
利用者

・食習慣調査から野菜や
魚は比較的摂取できてい
るものの動物性タンパク
質、脂質の摂取量が少な
い傾向であることが分かっ
平成25年4月1日 た。調査結果は面接をし
ながら個別に返却したの
で、不足となっている理由
も把握できた。

・各道の駅で開催される
「道の駅交流物産展」は道
の駅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
催日程調整については県
が主導で進めるほか、県
のHPを利用した宣伝等を
行い引き続き支援してい
く。一大商圏である仙台圏
近郊の道の駅を増やすな
ど、PRの場を拡げ観光誘
客促進及び物産の販売促
進に繋がるよう検討する。

・健康長寿の実現は、高
齢期になってからの取組
だけでなく、生涯を通じた
健康づくりの一環としての
取組が必要である。そこ
で、地域の健康づくり事業
の推進体制を強化するた
め、横手市健康推進課、
健康の駅、地域包括セン
ター等の行政の連携をさ
・出前講座では実例を挙 らに強め、各種事業の見
げて説明したので、参加 直しを図ると共に効果的
者は自分の生活と重ね合 な健康教育媒体を制作す
わせ、できることから実践 ることを予定している。
していこうという感想が
平成26年10月31日 あった。

（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

ＪＲ北上線利用促進事業

総務企画
部

米澤輝夫

地域企画
課

地域振興
高橋浩人
班

０１８２－３
２－０５９４

事業目的,必要性
ＪＲ北上線の利用状況低
迷を背景に、今年７月、Ｊ
Ｒ北上線利用促進協議会
が設立された。
北上線の置かれている現
状を沿線住民や関係機関
に周知するとともに利用促
進に向けた機運醸成を図
ることを目的として、臨時
列車を会場としたシンポジ
ウムを開催する。

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

シンポジウムの開催
時期：
平成２６年１０月開催

64,800 直営

内容：
ＪＲ職員による講演
地元高校生によるワーク
ショップ

米澤輝夫

地域企画
課

地域振興
高橋浩人
班

今後の課題及び
取組方向

・臨時列車を会場としたこ
とにより、マスコミや沿線
住民に対して、多くの注目
を集めた。

・ワークショップの実施に
より多くのアイデアが出さ
れたので、実現の可能性
について検討を進めるとと
もに来年度以降の施策展
開に活用する。

ＪＲ北上線
ＪＲ北上線利用 の利用者
促進協議会
及び関係
者

平成27年10月31日

横手市の未来づくり協働
プログラムの基本構想で
は、増田まんが美術館を
原画の収蔵・展示に重点
未来づくり協働プログラム を置いた新しいコンセプト
の美術館に改修するほ
調査事業
か、重要伝統的建造物群
保存地区に選定された増
田の町並みとの連携によ
り交流人口の拡大を図る
０１８２－３
こととしている。
２－０５９４

平成２７年３月

事業の効果及び
住民の満足度

平成26年4月1日 ・開催の結果、利用促進
に向けてのきっかけとなっ
た。

場所：
北上駅～横手駅間の臨時
列車内

平成２６年９月～１１月

総務企画
部

事業決定月日
（部局長会議等）
及び評価確定日

現地調査の実施

いずれの施設においても
来場者を増やす取組や海
外からの誘客を増やす取
組を積極的に行っており、
今後の事業化に向けて参
平成26年4月1日 考になる事例を得ることが
できた。

期日：
平成２７年３月
場所：
京都国際まんがミュージア
ム、手塚治虫記念館ほか
246,350 直営

今後、平鹿地域振興局と
しても市との協働のもと、
プロジェクトの成案化に向
けたアイデアの掘り起こし
や事業化に向けた検討が
必要であることから、他県
の類似施設を調査するこ
とが求められている。

県

横手市

平成27年10月31日

2

２７年度以降、市の未来づ
くりプログラムの詳細を検
討していく必要があること
から、今回の現地調査で
得られた取組や情報をプ
ログラムに具体的に反映
させていくこととする。

