
（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成２７年度実施分）
　　　　　地域振興局名 ： 雄勝地域振興局

（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 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
今後の課題及び

取組方向

地場産野菜と果物を活用
した減塩対策事業

平成27年4月21日

平成27年4月21日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

「ゆーとぴあ情報」広報推
進事業

平成27年4月21日

平成27年4月21日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

地域資源を活用した地場
産品ＰＲ支援事業「世界
に一つイッピンラベル」

平成27年4月21日

平成27年4月21日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

新エネ・地域資源活用推
進事業

平成27年4月21日

平成27年4月21日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

地元フリペ活用広報事業
（ようこそ魅惑の伝統産業
「エージェントツアー」）

平成27年6月23日

平成27年6月23日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

「ウッドファーストな雄勝」
県民ＰＲ運動

平成27年9月3日

平成27年9月3日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

直営

一つのモデルとして、多く
の県民、企業関係者が訪
れる振興局庁舎県民ホー
ル内に「ウッドファーストな
雄勝ＰＲコーナー」を設置
し、PRを行った。併せて、
美の国 ＨＰによる広報・
周知を行った。

県

地域住
民、管内
事業社及
び行政機
関等

振興局県民ホールに設置するこ
とにより、県民及び企業団体等
への県産材木製品の周知につな
がった。また、「羽後町総合交流
拠点施設・道の駅うご」内におけ
る備品等への県産材製品導入
のきっかけともなった。

各種イベントなどの機会を捉え、住
民のみならず、企業、団体等への木
製品活用の理解浸透を目指す。ま
た、特産品としての活用など、今後、
観光分野等との連携支援も視野に
入れた取組を推進していく。

管内はもとより、県内全域、
山形や宮城など広いエリアで
設置されているﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰに
掲載することにより、事業を
単発で終わらせることなく、事
業主旨を地域内外に広く伝え
られ、さらなる情報発信効果
が得られた。

より効果的な情報発信方法
の検討や情報発信ツールの
有効的な活用方法の模索を
行い、地元企業等によるPR
活動への積極的な取組が必
要である。

農林部 森田　泉
森づくり推
進課

林業振興
班

高橋　信義
0183-73-

5112

多くの県民、企業や自治体等の
担当者が訪れる振興局庁舎に木
製品を設置し、実際の製品に触
れてもらうとともに、官公庁、公
共施設等での活用スタイル等に
ついてモデルを示すことにより、
地域における需要喚起に結びつ
けることを狙いとする。

177,552

振興局事業の効果を高め
るため、事業実施後にさ
らなる波及効果を図るた
めの仕掛けを行う。また、
地域活動等の情報発信
にかかる一つのモデルと
して示す。

95,040 直営

振興局事業実施後、地元フ
リーペーパーに広報記事を掲
載し、今後さらなる波及効果
を図るための仕掛けとして活
用した。また、事業関係機関
や管内企業、団体等へ広報
の方法の一つして提示した。

県
地域住民
及び管内
事業社

総務企画
部

奈良　滋
地域企画
課

地域振興
班

佐藤　正志
0183-73-

8191

直営

地域内の地熱企業等との
協働により、管内小学生
を対象に、新エネルギー
を間近に体験・実感でき
る場として、次のとおり学
習会を開催した。

県
管内小中
学校生

地域内の地熱企業はもとよ
り、地域住民等からも協力が
得られたことで、内容が充実
し、参加した小学生へ地熱事
業をより印象づけられた。ま
た、参加した学校の児童を対
象に行ったアンケートでも好
反応が得られた。

地熱開発のみならず、ジオ
パークや伝統産業、農産物
など地域の豊富な資源に、ま
ずは地域住民が目を向ける
ためのしかけづくりに、今後
も継続して取り組む必要があ
る。

地場産品などのＰＲ方法やイベ
ント内での販促方法の提案の一
つして実施し、管内市町村やイ
ベント実行委員会等から高評価
であった。また、管内のイベント
において、当事業をモデルに同
様の取組を実施するなど、一定
の波及効果があった。

PR活動について、イベント実
行委員会及び地元企業が積
極的に取り組み、販促効果を
より高めるための工夫を凝ら
した広報活動を自ら行うよう
な仕掛け作りが必要である。

総務企画
部

奈良　滋
地域企画
課

地域振興
班

神馬　敬直
0183-73-

8191

湯沢雄勝地域の次世代を担
う小学生が新エネルギーを間
近に体験できる場として学習
会を開催することにより、地
熱開発やそれを活かした産
業等に関する学びの機会を
与え、さまざまなエネルギー
への理解を深める。

58,250

各種イベント実行委員会
等と湯沢雄勝の地場産品
を広くＰＲするためのしか
けづくりを検討し、将来、
地元企業等の自主的か
つ活発なＰＲ活動に結び
つくよう支援する。

109,940 直営

各種イベント実行委員会
等の協力のもと、地場産
品などのＰＲ方法や販促
方法の提案の一つして、
その場で来場記念オリジ
ナルラベルを作成し、それ
を貼り付けた地場産品の
プレゼントなどを行った。

県
地域住民
及び管内
事業者

総務企画
部

奈良　滋
地域企画
課

地域振興
班

佐藤　正志
0183-73-

8191

直営

コミュニティFMを活用し、
局内各部が行う普及啓発
活動を積極的に発信し
た。

県 地域住民

地域のコミュニティＦＭラ
ジオを利用することで、振
興局の普及啓発事業や
地域の各種イベント、問
題等について地元住民の
意識の向上につながっ
た。

情報発信は、一つの媒体だけで
は限界がある。ＦＭゆーとぴあも
含めた様々な媒体を利用するこ
とで、地域住民のみならず、より
広域（ＦＭゆーとぴあは大仙市ま
で聴取可能）へ向けた総合的な
情報発信のしかけづくりが必要
である。

野菜レシピの配布や研修
会等をとおして、生活習慣
病予防への野菜摂取の
有効性を地域住民へ周知
することができた。また、
地元野菜の販売量増加
にもつながった。

地場産野菜・果物を活用したレシ
ピの募集時期が７月だったため、
夏野菜のレシピに集中してしまっ
た。次年度は、秋から冬に採れ
る野菜のレシピも募集することと
し、通年での地場産野菜摂取に
繋がるよう計画したいと考えてい
る。

総務企画
部

奈良　滋
地域企画
課

地域振興
班

神馬　敬直
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。リアルタイム性を
活用し、緊急かつ柔軟な
情報提供にも随時対応で
きる形で活用を図る。

102,360

本県の脳血管疾患やがん粗死
亡率全国的に見ても高い状態が
続いており、管内においては、ど
ちらも県平均を上回る状況が続
いており、これらの早期脱却が喫
緊の課題である。がんや脳血管
疾患等の予防のため、野菜・果
物の摂取量増加に着目した減塩
対策事業を実施する。

296,308 直営

湯沢雄勝地区食生活改善推
進協議会と連携して、主に湯
沢雄勝地域で生産される野
菜・果物等を使った「地場産
野菜を食べよう！レシピ」の
作成及び配布、また減塩＆
野菜摂取推進研修会の開催
した。

県 地域住民
福祉環境
部

小柗　真
吾

健康･予防
課

健康･予防
班

天野晴美
0183-73-

3524


