
（様式　５－２） 地域重点施策推進事業　事後評価調書（平成２５年度実施分） 

（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
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

機能合体強化交付金事業
（農産物直売所応援事業）

平成25年4月1日

平成２５年７月～平成２６
年３月

平成26年10月31日

機能合体強化交付金事業
（農業ビジネスチャンス創
出応援事業）

平成25年4月1日

平成２５年４月～平成２６
年３月

平成26年10月31日

機能合体強化交付金事業
（担い手経営サポート事
業）

平成25年4月1日

平成２５年１２月～平成２６
年２月

平成26年10月31日

　多様化した消費者ニー
ズ等に対応するため、新
商品の開発や優良な農産
品等の掘り起こしが強く求
められている。
　加えて、地域の特徴を活
かした各種プロモーション
を行うことで、積極的に横
手産品をPRし、「売れる仕
組みづくり」への取り組み
を展開していくことが不可
欠である。
　このような理由から、大
都市圏での販路開拓・拡
大に向けたマーケティング
活動の一環として、横手
フェアの開催や首都圏な
どで行われる商談会など
に積極的に参加し、実需
者と生産者とのマッチング
活動等を強化する必要が
ある。

861,150
農業振興
普及課

企画班

地域振興局名　：平鹿地域振興局　　　

農林部 長沢淳良
農業振興
普及課

企画班 渋谷博徳
０１８２－３
２－９５０１

　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
上げを誇る直売所も誕生
してきている。
　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
見られる。
　このため、既存直売組織
の強化と直売所のレベル
アップを図り、活性化した
直売所から地域の魅力を
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。

242,000 交付金

・レベルアップ視察研修
（７月、宮城県）
　渡辺採種場瀬峰研修農
場を視察し、野菜の栽培
技術等を研修した。
　
・農産加工研修（２月）
　料理研究家を講師に招
き、米粉料理に関する調
理研修を実施した。
　
・農産加工研修（３月）
　県農林部及び福祉環境
部職員を講師に招き、食
品衛生に関する研修を実
施した。

横手市
農産物直
売組織

・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。

・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。

・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。

・未加入の個人・組織（若
い世代）への加入の呼び
かけを実施しながら、協議
会の世代交代を目指して
いる。

今後、各種事業の周知を
地区役員が中心となって
実施していく。また、研修
内容についても、若い世
代をターゲットとした研修
内容にしていきたい。

交付金

・首都圏等での現地商談会
への参加（アグリフード
EXPO、こだわり食品フェア）

・仙台等でのフェアへの参加
及び企業訪問

横手市

横手市内
の農業生
産者と農
産加工者

・8月開催のアグリフード
EXPOでは、4件（180万
円）の商談成立を獲得し
た。

・仙台圏での物産展では、
生産者と消費者との直接
対話で商品の販売促進が
進み、固定客が増えたこと
で常時取引への足掛かり
を作ることができた。

・首都圏や仙台圏への横
手産品の橋渡し役として
効果が確認てきた。

・各種商談会への出展並
びに販売促進PRは今後も
必要ではあるが、良い商
品を作れても、それを売り
込むノウハウやスキルが
十分とは言えない。商談
に対する生産農家等のス
キルアップが必要である。

・今後は、単なる商品の販
売目的ではなく、生産者の
商談交渉スキルアップを
めざしたセミナーなどを開
催し、その検証のための
商談会参加や、収穫した
農産品（商品）を持参し企
業へ売り込むような事業
支援も行いたい。

農林部 長沢淳良
農業振興
普及課

企画班 渋谷博徳
０１８２－３
２－９５０１

　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
任意組織のまま活動して
いる。
　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
門導入による組織経営体
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。

520,000 交付金

パソコン簿記研修の実施
（１２月、２月の計２回）

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。

・現在中心となって活動し
ている担い手は個人・組
織共に高齢化が進んでお
り、新たに複式簿記に取り
組もうとする方の掘り起し
は年々難しい状況になっ
てきている。

・今後は、集落営農組織を
重点に置きつつ、新規就
農者支援の視点もこれま
で以上に盛り込みながら
研修内容を改善していき
たい。

農林部 長沢淳良 渋谷博徳
０１８２－３
２－９５０１
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よこての野菜拡大支援事
業

平成25年4月1日

平成２５年９月～平成２６
年１月

平成26年10月31日

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）

平成25年4月1日

平成２５年４月～平成２６
年３月

平成26年10月31日

・横手りんごは、糖度が高
く食味が良いことが特徴で
あるが、人工受粉の実施
率が低いことにより結実不
良や不整形な果実が多い
傾向。
・特に、本年のような開花
期が天候不順の年は、人
工受粉を実施した園地と
行っていない園地とで、果
形など品質の差が大きく
なっている。
・このため、地域の拠点と
なる生産者を対象に人工
授粉の実証圃を設け、周
辺の生産者に受粉効果を
実感してもらい、地域全体
へ取組を波及させることが
必要。
・雪害からの復旧と併せ、
受粉作業の徹底による品
質の向上により、「横手ブ
ランド」をより一層高めて
いく。

174,454

０１８２－３
２－１８０５

・横手市は、県内において
トップクラスの園芸産地と
なっているが、担い手の高
齢化や後継者不足、さら
には農産物の価格低迷に
より産出額が低迷してい
る。
・本事業は平成２５年度か
らの取組となっており、ね
ぎ、アスパラガス、ほうれ
んそう、スイカ、えだまめ
の５品目を重点野菜として
位置づけ、生産拡大のた
めの取り組みを行ってき
た。
・平成２６年度は、そのう
ち、県の施策を補完する
形で横手ならではの野菜
であるほうれんそう、スイ
カに重点を絞って生産拡
大を図る。

農林部 長沢淳良
農業振興
普及課

産地・技術
普及班

伊藤貴絵

０１８２－３
２－１８０５

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

・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。

・現地研修会を通じて地域
生産者とのつながりが一
層深まった。

・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。

・技術向上の研修会を開
催し、より一層高品質な野
菜生産を行えるよう支援し
ていく。

・地域とのつながりをもつ
ことも大切であり、地域生
産者とのつながりを持た
せ、地域の一員となれるよ
うにする。

216,417 直営

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
ナー開催。
　 ・現地栽培技術研修会
　　（９月）
   ・事業導入支援研修会
　　（１１月）
　 ・新規栽培者講習会
　　（１月）
②ネギ・アスパラガス・ホ
ウレンソウ・スイカ・エダ
マメ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
　(４か所）

平鹿地域振興
局農林部

直営

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

・人工受粉実証圃場の
　設置（管内２５園地）

・人工受粉講習会
　（平鹿2ヵ所、横手1ヵ
所）
　
・先進地調査（青森県）

平鹿地域振興
局農林部

果樹生産
者

　・人工受粉講習会の実
施により、受粉の具体的
な方法等について生産者
に周知できた。
　
・管内の人工受粉の実施
面積は約28haで、前年の
３倍以上に達した。

　・実証圃場の設置により
人工受粉の効果を確認で
き、今後の実施拡大に弾
みが付いた。
　
・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。

　・人工受粉の実施率を一
層向上させ、高品質な果
実生産を推進する。

農林部 長沢淳良
農業振興
普及課

産地・技術
普及班

長坂和彦
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横手の果樹ブランド力向
上事業
（種なし大粒ぶどう産地加
速化事業）

平成25年4月1日

平成２５年４月～平成２６
年３月

平成26年10月31日

横手の果樹ブランド力向
上事業
（果樹放任園等解消事業）

平成25年4月1日

平成２５年４月～平成２６
年３月

平成26年10月31日

農林部 長沢淳良
農業振興
普及課

産地・技術
普及班

長坂和彦
平良木朱
美

０１８２－３
２－１８０５

・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。２３年度末で栽
培面積２１ha、ＪＡ販売額
850万円程度まで拡大した
が、加速的な産地化が課
題。
・特に 「シャインマスカッ
ト」は、消費者ニーズが極
めて高く、比較的栽培もし
やすいことから、急速な生
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
要。

620,146

０１８２－３
２－１８０５

・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
の理由から、管内の放任
園・廃園が増加傾向にあ
る。

・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。

・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。
 

直営

１　「シャインマスカット」
のブランド確立に向けた
技術向上支援
    ・摘粒講習会（7月）
    ・先進地視察研修
　　（山梨県、8月）
    ・現地検討会（8月）
 　 ・果実品質検討会
　　（10月）

２　種なし大粒ぶどう新規
栽培者の拡大と定着支
援
  　・初級者向け講習会
　　（年間５回）
    ・平成23～24年度シャ
インマスカット実証モデル
園の巡回支援
    ・「シャインマスカット」
栽培マニュアルを活用し
た栽培技術の高位平準
化

３　横手に適した黒色系、
赤色系品種の検討
 　 ・シャインマスカットと
のセット品種、優良品種
検討会(10月）

平鹿地域振興
局農林部

果樹生産
者

125,000 補助金

・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２１０ａの放任園につ
いて樹木の処理を行っ
た。
（処理本数７１８本）

横手市
共同防除
組織等

・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。
　
・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。

　・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。

農林部 長沢淳良
農業振興
普及課

産地・技術
普及班

長坂和彦

・放任園、廃園が解消され
た園地では、病害虫の発
生拡大を防止できた。
　
・長年の懸案であった放
任園の解消について、本
事業の創設により、果樹
生産者から一定の評価を
得ている。

　・管内の放任園は、１０
ha程度と推測されるが、4
年連続の雪害の発生によ
り今後も放任園の増加が
懸念されることから、数年
間は事業を継続する必要
がある。
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生産改善と取引拡大・新
規参入支援

平成25年4月1日

平成２５年４月～平成２６
年３月

平成26年10月31日

ものづくり人材の育成 平成25年4月1日

平成２５年４月～平成２６
年３月

平成26年10月31日

高橋博英
地域企画
課

地域企画
課

産業振興・
食の郷づく
り推進班

宮崎　誠
０１８２－３
２－２１１５

・高校生を対象とした工場
見学会、さらには技能五
輪メダリストによる技能実
演会等を実施し、ものづく
り産業に関する確かな職
業観の醸成を図る。
・企業の製造部門担当者
等を対象とした研修事業
を支援し、企業のスキル
アップを図る。

・自動車産業に参入しよう
とする企業の特性及び方
向性に沿った支援策を講
じる必要あがる。

・県際連携交流事業につ
いては、岩手県と連携し、
参加企業のフォローアップ
を行い、新規参入・取引拡
大に向けて支援を行って
いく。

・改善指導については一
定期間モデル的に実施し
た結果、効果が確認され
たことから、今後は各企業
が自主的に取組を進め
る。

総務企画
部

高橋博英

０１８２－３
２－２１１５

・輸送機関連産業等で要
求される高い品質水準に
対応した工程改善等の取
組支援を進めるとともに、
管内企業間や隣県との連
携の推進による受注機会
の拡大や新規参入を支援
する。

802,340

・改善指導を受けた企業
にあっては今期増収も見
込まれるが、品質向上とコ
スト削減効果もその一因
になっていると評価されて
いる。

・県際連携交流事業につ
いては、自動車産業参入
向けた部品ﾒｰｶｰのニーズ
を把握するとともに、岩手
県企業等との交流を深め
ることができた。

・全国でも希な３Dデジタ
ル研修施設のほか自動車
組立工場の見学で参加企
業の参入に対する意欲が
沸いた。

平鹿地域振興
局総務企画部

管内企業
（一部管外
企業含む）

1,309,250
直営、委
託

・改善活動指導業務の対象
　企業：３社

・ 自動車産業参入・取引拡
大セミナー（北上市、奥州
市）　秋田県参加企業 10社

・自動車関連企業等工場見
学会（北上市・宮城県大衡
村）　参加企業13社

・高校生工場見学会の実施
　参加高校数：5校
　見学企業：17社

・ものづくり企業ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ
研修（秋田県南工業振興会
主催）への補助
　参加企業：15社

管内企業
（一部管外
企業含
む）、高校
生

産業振興・
食の郷づく
り推進班

宮崎　誠

・高校生の工場見学会を
通じて、県南地域における
ものづくり産業への理解を
深めることができた。

・企業サイドからも要望の
強い、企業の中核を担う
中堅職員を対象とした研
修で好評を得た。

・工場見学会の参加対象
者を高校生以下や教育関
係者まで広げるなど、もの
づくり人材育成の取組を
強化していく必要がある。

・生産技術力、コミュニ
ケーション能力の向上等
企業の人材育成に資する
取り組みを継続して支援し
ていく必要がある。

直営、補
助金

総務企画
部

平鹿地域振興
局総務企画部
秋田県南工業
振興会

4 



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

食品産業支援事業 平成25年4月1日

平成２５年４月～平成２６
年３月

平成26年10月31日

観光振興事業

・平成25年の秋田DC、平
成26年の国民文化祭と、
全国に秋田を売り込む好
機において、県内観光の
ボトルネックといわれる２
次アクセス対策を実施す
る。

平成25年4月1日

平成２５年４月～平成２６
年３月

・あわせて、地域資源の発
掘や磨きあげを行い、積
極的な売り込みやマスコミ
等を活用した露出度の拡
大により旅行商品化を促
進する。

平成26年10月31日

・秋田DCの効果もあり、県
南周遊バスは前年より乗
車実績が増えるなど、観
光客に一定のニーズがあ
ることが確認できた。

・ツアーデスク設置により
角館を訪れた訪問客に対
し増田を始めとする横手
市の観光資源をＰＲするこ
とができたほか、観光客
から寄せられた様々な意
見を関係者で共有し、今
後の施策に活かすことが
できた。

・秋田ＤＣでの観光客の流
動を検証し、２次アクセス
整備推進の検討を引き続
き行うことにより観光客の
受入体制の充実を図る。

平鹿地域振興
局総務企画部

行政関係
者、食品・
農業・観光
事業者

高山好美

・県及び市の事業者リスト
を統合し一括送信すること
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。

・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
地域の観光資源と特産品
の知名度向上を効果的に
実施できた。

・首都圏の商談会への参
加は、小規模事業者には
負担が大きいことから、出
展料支援により、より多く
の事業者に参加機会を与
えた。商談成立のケース
も出るなど、大きな効果が
得られた。

・食のマッチング商談会で
は、首都圏での市場開拓
が困難な事業者に、多く
の首都圏バイヤーとの商
談機会を提供することが
できた。

・併せて実施したビジネス
スキル講習会では、バイ
ヤーに対する商品提案力
の向上を図ることができ

・県南３局連携により、消
費力旺盛な仙台及び首都
圏における各種イベントに
積極的に参加し、県南食・
農・観の情報発信を強化
していく。

・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。

・より多くの事業者に市場
開拓の機会を提供するた
め、胃引き続き首都圏バ
イヤーを横手市に招いて
の現地商談会を開催する
ほか、提案能力向上のた
めの、ビジネススキル講
習会を開催する。

総務企画
部

高橋博英

地域企画
課
（横手市観
光物産課）

観光企画
係

北嶋　幸
生

０１８２－３
２－２１１８

1,124,996 交付金

・県南の広域観光ルート
造成のため県南周遊バ
スを運行（７～１２月）

・仙北市観光情報セン
ターに横手市観光ツアー
デスクを設置
（１１月～１２月）

横手市
観光客、
旅行業者

０１８２－３
２－２１１７

・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。

・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。
　
・ビジネススキル講習会、
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。

1,143,348 直営

・情報希望事業者（97者）
への情報発信（計23回）
・県内・仙台・首都圏等で
の物産展の開催（秋田
市：４回、仙台：３回、東
京：２回）
　

・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)
　

・食のマッチング商談会
及びビジネススキル講習
会の共同開催（講習会：
8/2、商談会9/5）

総務企画
部

高橋博英
地域企画
課

産業振興・
食の郷づく
り推進班
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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・
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地域医療連携推進事業 平成25年4月1日

平成２５年４月～平成２６
年３月

平成26年10月31日

アダプトプログラム事業 平成25年4月1日

平成２５年４月～１１月 平成26年10月31日

県際交流事業 平成25年4月1日

平成２５年７月～１１月 平成26年10月31日

　・メディア等を活用した温
泉や食文化等の共通資源
の他地域への情報発信を
引き続き行い､今後も歴史
ある両県交流を若い世代
に繋げ､幅広い分野にお
ける交流の契機としたい。

・今後は、地元がより主体
性を持った形で県際交流
を図れるよう支援してい
く。

建設部 佐藤秀雄 用地課
用地・管理
班

高橋克則
０１８２－３
２－６２０８

・ 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。

35,282 直営

〔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=0.8km　年３回
③ 泉谷・細谷設備EMS
実行委員会
野崎十文字線　L=0.2km
年８回

〔アダプト・リバー〕
① (株)村岡組　横手川
（学校橋～蛇の崎橋）
L=0.6km　年３回

平鹿地域振興
局建設部

環境先進
活動団体
（道路３、
河川１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
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。

・現在、道路３団体、河川
１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。

総務企画
部

高橋博英
地域企画
課

企画・県民
生活班

高橋浩人
０１８２－３
２－０５９４

・岩手県北上・西和賀地域
と横手地域は、古くから交
流が盛んであり、観光振
興や地域資源の情報発信
等が行われてきたほか、
平成２１年度からは「もの
づくり産業の振興」につい
ても連携を進めている。
・こうした取組の一環とし
て、温泉や食文化等の共
通資源の連携した情報発
信を目的とした「いわて・
あきた県境国取合戦２０１
３」を開催し、歴史ある両
県交流を若い世代に繋
げ、幅広い分野における
交流の契機とする。

150,000 負担金

・昨年より来場者が増加
するなど、認知度が高まる
とともに、賑わい創出の取
組として無くてはならない
行事になっている。

・事前の「記者発表」や当
日の県境綱引きの様子が
多くのメディアで報道され
るなど、パブリシティを利
用したＰＲ効果は大きいも
のと思われる。

・当日のアンケートの結果
より、来場者はいもの子汁
などの地域の食に関心が
高いことがうかがえた。

「いわて・あきた県境国取
り合戦２０１３」の開催

日時：
平成２５年１０月６日（日）
１１：００～１４：３０

会場：
巣郷温泉郷特設会場

来客数：
約2,200名

平鹿地域振興
局総務企画部

管内住民

福祉環境
部

南園智人
企画福祉
課

調整・障害
者班

伊藤　毅
０１８２－４
５－６１３７

　県では医療保健福祉計
画に、５疾病５事業(がん、
脳卒中、急性心筋梗塞、
糖尿病、精神医療、小児
医療、周産期医療、救急
医療、災害医療、へき地
医療)について「効率的で
質の高い」医療を提供す
ることを目指して地域医療
連携を推進することとして
いる。
　また、医療は限りある資
源であり、将来にわたり地
域で必要な医療を受ける
ためには、地域全体で医
療を支え守ることが重要と
なるため、こうした考え方
を地域住民に周知・啓発
するため、平成２３年度か
ら継続して取り組んでき
た。

173,914 直営

・啓発用チラシ（みんなで守
る地域医療）の作成及び配
布
　作成部数３３，７００部

平鹿地域振興
局福祉環境部

管内住民

　普段、住民が意識してい
ないと思われる、「地域資
源としての医療」という考
え方について周知するに
あたって一定の効果が
あったと判断できる。

　これまでの取組により、
地域医療を守り支えるの
は住民自身であるという
考え方は一応周知できた
と思われるが、この考え方
に基づいた住民主体の具
体的活動の喚起が求めら
れる。
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コミュニティＦＭを活用した
情報発信

平成25年4月1日

平成２５年５月～平成２６
年３月

平成26年10月31日

総務企画
部

高橋博英
地域企画
課

企画・県民
生活班

木村昭彦
０１８２－３
２－０５９４

・住民に密着した地域メ
ディアと連携し、各種事
業・イベント・注意情報な
どについてリアルタイムで
情報発信することにより、
地域振興局独自の広報活
動の一層の拡充を図る。

・今年度は、各部の担当
者から年間の放送依頼計
画を提出してもらい、担当
で調整を行った。部により
金額や情報量に差があっ
た。
・今後は、無料枠も十分に
活用しながら、さらに活発
な情報提供に努める。

88,200 直営

県政に関する情報につい
て１３件、計２８回の放送
を実施してもらった。

平鹿地域振興
局総務企画部

横手コミュ
ニティＦＭ
(株)

・地域に密着し、多くのリ
スナーを抱えるコミュニ
ティFMを利用することによ
り、リアルタイムで広域に
有用な情報を発信するこ
とができ、積極的な広報
活動となった。
・また、無料枠を活用した
情報提供(農作物の生育
状況・交通安全呼びかけ)
なども継続的に行うことが
できた。
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