
（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

ソバ及びスイカにおけるモ
ミガラ補助暗渠の効果実
証展示事業

平成24年5月28日

平成２４年６月７日
　　 ～　１１月３０日

平成２５年１０月３１日

被災地支援ボランティア
による人材育成事業

平成24年5月28日

平成２４年７月１４日
　　 ～　　  ７月２８日

平成２５年１０月３１日

「ゆーとぴあ情報」広報推
進事業

平成24年5月28日

平成２４年６月２２日
～

平成２５年３月３０日
平成２５年１０月３１日

雄勝地域アダプト・プログ
ラム推進事業

平成24年5月28日

平成２４年６月２７日
～

平成２５年３月６日
平成２５年１０月３１日

湯沢雄勝みどころガイド
ブック作成

平成24年5月28日

平成２４年７月１１日
　　 ～　　  ８月１０日

平成２５年１０月３１日

一関・栗原・雄勝連携「栗
駒山麓湯巡りPR」事業

平成24年12月17日

平成２５年３月７日
　　 ～　　３月２９日

平成２５年１０月３１日

地域振興局名　：　雄勝地域振興局

0183-73-
5114

転作地における排水不良
等によりソバ及びスイカの
品質・収量が不安定であ
ることから、モミガラ補助
暗渠の施工による品質向
上及び安定生産効果を実
証し、地域への波及を図
る。

280,400 委託

モミガラ補助暗渠の施工
展示圃をモデル的に展示
することにより、地域の農
業者に対して、排水性向
上対策としての効果をＰＲ
することができた。

モミガラ補助暗渠の施工による作物の品質向上及び
安定生産効果を実証し、地域への波及を図った。
○モミガラ補助暗渠実証展示圃の設置（施工：6/15
～9/18　展示圃：6/7～11/30）
○施工作業実演会の開催　6/28、9/12
○普及啓発パンフレットの作成、配布（8,000部）

県 農業者

モミガラ補助暗渠の効果
について実証・普及啓発
することができたことか
ら、事業として一定の目的
を達成したものと考える。

総務企画
部

小林　均
地域企画
課

ゆざわお
がち売込
み班

三浦　真
幸

0183-73-
8191

栗駒山を中心とした湯巡
りドライブマップを作成す
るとともに、仙台のマスコ
ミ等を訪問しＰＲ活動を展
開することにより、栗駒山
麓地域の更なる魅力向上
に資する。

0183-73-
8191

管内の高校生をボラン
ティアとして東日本大震災
被災地へ派遣し、社会貢
献と労働の意義について
考えてもらう。

総務企画
部

小林　均
地域企画
課

地域振興
班

堀川　克
利

0183-73-
8191

市民と行政が協同で進め
るまち美化プログラムであ
る「アダプト・プログラム」
の実施により、環境美化と
地域コミュニティーの醸成
を図る。

総務企画
部

総務企画
部

小林　均
地域企画
課

地域振興
班

農林部 中村　章
農業振興
普及課

就農・起業
支援班

田口　嘉
浩

一関・栗原・雄勝連携交
流事業として、栗駒山を活
用した売込活動を今後も
継続していく。

141,500 直営

一関・栗原地域との連携により、栗駒山を中心とした
湯巡りドライブマップを作成し、仙台のマスコミ等へ
PR活動を行った。
　部数：3,000部作成
　配布先：栗駒山周辺旅館等

県 県民等

栗駒山麓にある数多くの
温泉をＰＲすることにより、
ＤＣ本番に向けて、広く栗
駒山麓地域の魅力をア
ピールすることができた。

管内高校
生

社会貢献活動・労働を通
じて、就労前の高校生の
勤労観を育成するととも
に、被災地の状況を肌で
感じる機会を与え、郷土
愛を醸成する一助とする
ことができた。

事業として一定の目的を
達成できたことから、今後
は各高校の自主的な取組
へとシフトしていく。

602,952 直営

管内高校生に社会貢献と労働の意義について意識
を高めてもらうため、ボランティアとして東日本大震
災被災地へ派遣した。
　7/14（岩手県陸前高田市）　羽後高等学校（生徒22
名、教諭２名）　細かいガレキの撤去を含む海岸清掃
  7/15（岩手県陸前高田市）　湯沢高等学校（生徒29
名、教諭１名）　細かいガレキの撤去を含む海岸清掃
  7/21（岩手県陸前高田市）　雄勝高等学校（生徒36
名、教諭２名）　細かいガレキの撤去を含む花壇の草
取り
  7/28（岩手県大槌町）　湯沢翔北高等学校（生徒71
名、教諭４名）　湯沢高等学校稲川分校（生徒10名、
教諭１名）　海岸清掃

県

296,065 直営

民間の団体等とパートナーズ協定を締結し、地域の
道路等の維持管理を協働で行った。
  協働パートナー団体：秋田県立稲川養護学校、(株)
高憲商事
  活動内容：国道398号線周辺の草刈り、清掃等

県 地域住民

ゆざわお
がち売込
み班

佐藤　覚

小林　均
地域企画
課

地域振興
班

佐藤　正
志

振興局実施事業の紹介
や、除雪による事故防止、
除排雪への協力の呼びか
けなど、地域に密着した
情報媒体としての機能を
果たした。

ラジオのリアルタイム性を
活用した効果的な情報提
供を今後も継続していく。

県 県民等

管内の道の駅や観光施
設等からのガイドブックの
追加依頼に応え、より一
層の湯沢雄勝地域のＰＲ
が図られた。

今後も、ＤＣ本番はもとよ
り、アフターＤＣに向けても
ＰＲ活動を強化していく。

各団体と連携し、国道周
辺の草刈り、清掃に協働
で取り組むことにより、環
境美化に向けた機運を高
め、観光ホスピタリティの
向上を図ることができた。

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
して行い、県南の玄関口
のイメージアップを図って
いく。

総務企画
部

振興局の広報機能を強化・補完するため、ＦＭゆーと
ぴあを活用し、振興局が実施する各種事業への参加
募集や事例発表のほか、災害時などの緊急的な情
報発信を行った。
　通常放送（２０秒～１分間）：@1,050円 * １０９回 =
114,450円
　対談形式（２０分間）：@21,000円 * ６回 = 126,000円

県 地域住民

0183-73-
8191

２３年度に発行した湯沢雄
勝みどころガイドブックを、
ＪＲプレディスティネーショ
ンキャンペーンが開催さ
れる今年の秋に向けて増
刷し、効果的な誘客につ
なげる。

587,000 直営

湯沢雄勝みどころガイドブック「あきた湯沢雄勝を巡
る旅」をＪＲプレデスティネーションキャンペーンに向
けて、内容の充実を図るとともに増刷を行った。
　部数：１万部
　配布先：観光拠点及び道の駅等

佐藤　正
志

0183-73-
8191

振興局の広報機能を強
化・補完するため、地元ラ
ジオ局を活用し情報発信
を行う。各種事業への参
加募集や、災害時などの
緊急的な情報提供などに
も随時対応できる形で活
用を図る。

240,450 直営

小林　均
地域企画
課
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