
（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名： 平鹿地域振興局

（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 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

ものづくり産業支援事業 平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

若者の県内定着促進事業 平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

総務企画部 佐藤裕之 地域企画課 地域振興班 袴田洋介
0182-32-
0594

地元企業の強みを活か
し、地域の産業振興を推
し進めるため、自動車関
連企業をはじめとする地
元のものづくり企業の技
術向上やコスト低減等の
取組を支援し、トヨタ系列
企業等からの受注獲得や
取引拡大を目指す。

441,870 交付金

・東北大学産学連携に向
けた打ち合わせ
（12月、参加職員2名）
・秋田県南工業振興会の
活動への補助

横手市、県
管内企業、
秋田県南工
業振興会等

秋田県南工業振興会主催
の生産現場向けのセミ
ナー、研修会などを計画
的かつ安定的に実施する
ことで、企業組織力のベー
スアップ、人材育成等に寄
与しており、ひいては、県
南地区のものづくり企業
の生産技術力向上につな
がっている。

県地域産業振興課輸送機産
業振興室、あきた企業活性化
センターなどと協力し、平鹿
管内の自動車関連企業との
繋がりを密とし、情報の収集
や提供に継続して努めていく
必要がある。また、横手市と
連携し、管内企業に対して、
自動車関連企業向けの各種
セミナー、勉強会等への積極
的な参加を促すとともに、企
業の更なる生産性向上、体
質強化等の支援にも努めて
いく必要がある。

総務企画部 佐藤裕之 地域企画課 地域振興班 袴田洋介
0182-32-
0594

工場見学会や就職面接
会・企業説明会等を開催
する事で、地元企業の魅
力や良さを知ってもらい、
また若者の職業観の醸
成、雇用のミスマッチ解
消、ひいては県内就職・地
元定住の促進を図る。

1,102,215 交付金

・高校生工場見学会の実
施
（9月～2月、5回、参加生
徒343名、見学先企業延
べ27社）
・小中学校教員工場見学
会の実施
（8月、1回、参加教員7名、
見学先企業1社）
・高校教諭職場見学会の
実施
（11月、1回、参加教員22
名、見学先企業8社）
・横手市就職面接会・企業
説明会の開催
（8月、1月、2回、参加事業
所99社、参加求職者115
名）
・高校２年生対象「横手の
スゴイ企業発見!!ガイダン
ス」の開催
（2月、1回、参加事業所55
社、参加生徒539名）
・横手市合同企業説明会
の開催
（3月、1回、参加事業所50
社、参加者42名）

横手市

高校生、小
中高教員、
一般求職者
等

・工場見学会や企業説明
会等において、企業が積
極的に自社のＰＲを行え
たことで、高校生や教員が
地元企業を知る良い機会
となり、参加者からは今後
も引き続き開催してほしい
旨の意見が多かった。
・就職面接会・企業説明会
では、延べ172名が面談を
行い、25名が面談後の再
面接、5名が採用までつな
がった。また、高2ガイダン
スでは、後に就業体験等
で事業所を訪問希望する
生徒が42名であった。

・平鹿管内の高校生の県内
就職率は全県平均と比較す
ると低い状況であることから、
引き続き各関係機関と連携
し、高校生や学校教員などに
対して、工場見学会、企業説
明会、インターンシップといっ
た地元企業の魅力を伝えら
れる機会を継続的に提供す
る。
・新たに早い段階からの地元
企業の理解促進のため中学
２年生を対象とした企業説明
会等を実施するなど、雇用の
ミスマッチ解消、県内就職・地
元定住が促進されるよう努め
ていく。
・横手市と連携し、ハロー
ワークや県立学校等の各関
係機関と協力の上、地域産
業を支える人材の育成・確保
の支援について、積極的に展
開していく必要がある。
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（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名： 平鹿地域振興局

（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 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

機能合体による広域観光
推進事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

総務企画部 佐藤裕之

地域企画課
（横手市観
光おもてな

し課）

地域振興班
山谷実和子

0182-32-
0594

県南地域における広域観
光の振興に資するため、
近隣市町村と連携して周
遊型の観光を目指す。さら
には、９月からのJR重点
販売地域指定に伴う大型
キャンペーンに合わせた
観光ＰＲを行う。また、観
光事業者等を対象とした
接遇講習会を実施し、観
光客の満足度向上を図
る。

1,436,000 交付金

○ＪＲ東日本重点販売地
域指定にかかるおもてな
し活動
・秋のさく、さく、あきたｉｎ
有楽町での観光ＰＲ（東京
都有楽町）
（9月、来場者数約750人
にパンフレット・ノベルティ
配布）
・ＳＬ運行にかかるおもて
なし活動（ＪＲ横手駅）
（10月、「ゆるキャラ」によ
るお出迎え、記念撮影、甘
酒配布等）
○函館市における観光Ｐ
Ｒ
（3月、増田まんが美術館
リニューアルオープン等の
ＰＲ）
○接遇講習会の実施
（8月、第1部、接遇・マ
ナー講習、参加者数21
名、第2部、インバウンドに
対応した知識やノウハウ
の講習、参加者数15名）
○首都圏ＪＲ駅観光キャラ
バンへのチラシ提供
○県南３振興局が連携実
施した「平成30年度秋田
県南スタンプラリー」への
商品提供

横手市 一般県民等

・ＪＲ重販期間の取組は、
市、ＪＲと官民連携して行
うことができた。オープニ
ングイベントでは、横手や
きそばや増田の蔵、かまく
らなど、来客者に応じた観
光コンテンツを首都圏の
方々に直に説明・案内し
た。ＳＬ運行時には、ＳＬ車
内で当日開催する地区の
イベントのチラシを配布
し、たくさんの方が来場し
た。
・函館市蔦屋における観
光ＰＲについては、まんが
美術館リニューアルオー
プンのＰＲとして、市と連
携してまんが原画のレプリ
カを展示するとともに、
ブースにまんが道場や缶
バッチづくりワークショップ
を開催するなどして、体験
型のＰＲを行い、印象付け
ることができた。
・接遇講習会では、ＪＲ重
販期間に備えて、市内観
光関連事業者等の接客の
スキルアップを図るととも
に、インバウンド事業に関
心のある事業所に有益な
講習を行うなど受入体制
整備に努めた。

外国人観光客が雪まつりの
時期に集中しており、通年で
の広域的な観光コンテンツの
プロモーション・情報発信の
必要がある。首都圏でのＰＲ
と並行して県南の市町村とも
連携しながら、まんが美術
館・増田地区をアピールする
とともに、外国人観光客向け
案内板作成や外国人観光客
対応に役立つ「おもてなし研
修」の実施により、外国人観
光客受入体制整備を進める。
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（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名： 平鹿地域振興局

（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 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

まんが原画と増田の町並
み等連携支援事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

総務企画部 佐藤裕之 地域企画課 地域振興班 飯塚　伸
0182-32-
0594

横手市が進めている未来
づくり協働プログラム「ま
んが原画と増田の町並み
を活かした交流人口拡大
プロジェクト」の取組を支
援する。まんが美術館が２
０１９年５月にリニューアル
オープンすることから、県
内外でのＰＲを横手市と協
働で実施する。また、美術
館所蔵作品（まんが原画）
や増田の蔵に関する情報
発信も合わせて行う。

236,176 直営

美術館や町並みのパネル
展示、マンガ原画レプリカ
の展示、各種パンフ・グッ
ズの配布、アンケート等を
実施した。
○「ＡＫＩＴＡワンダフルフェ
ス」でのＰＲの実施（1/12
～13）
○県内ＰＲキャラバンの実
施（1/15～3/25）
・平鹿地域振興局内（1/15
～28）
・にかほ市観光拠点セン
ター「にかほっと」（1/29～
2/6）
・大館能代空港２Ｆアート
ギャラリー（2/8～18）
・秋田空港２Ｆにぎわい広
場（2/20～3/1）
・湯沢市役所１Ｆ市民ロ
ビー（3/4～11）
・大仙市市民活動交流拠
点センターオープンスペー
ス（3/12～18）
・平鹿総合病院１Ｆロビー
（3/19～25）

県

イベント来
場者、キャ
ラバン開催
地域の住民
等

東京都や県内各地でパネ
ル展示を行うなど、大勢の
方々にまんが美術館のリ
ニューアルオープンをＰＲ
することができた。美術館
や内蔵のある町並みを知
らなかった人、または行っ
たことが無い人からも、今
度ぜひ行ってみたいという
声も多く聞かれた。

アンケート調査の結果、依然
として知名度が低いことが判
明した。5月のオープン後も横
手市が進める未来づくり協働
プログラムと協働しながらま
んが美術館のＰＲ活動を実施
するとともに、増田の町並み
との回遊性についてもアピー
ルして、知名度の向上と来訪
者の増加を目指していく。
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（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名： 平鹿地域振興局

（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 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

横手のうまいもの販路拡
大推進事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

総務企画部 佐藤裕之

地域企画課
（横手市横
手の魅力営

業課）

地域振興班
小松田　進

0182-32-
0594

農業生産者や加工業者に
対し、商談会や実需者と
のマッチングの機会を提
供することで販路拡大を
支援し、地域農業の安定・
発展に寄与する。また、横
手市産品のＰＲや物産振
興を図るため、機能合体
のメリットを活かした広域
連携などによる、首都圏
や仙台圏での物産展を実
施し、消費者ニーズの把
握と横手市産品の認知度
向上に寄与する。

1,962,000 交付金

①観光物産展
（10回、横手市管内の事
業者の売り上げ4,356,144
円）
・仙台市卸町ふれあい市
（4月、参加事業者数1者）
・奥州藤原氏交流イベント
（4月、参加事業者数1者）
・湯沢雄勝広域観光キャ
ンペーン（6月、参加事業
者数1者、仙台市）
・秋のさく、さく、あきたin有
楽町（9月、参加事業者数
1者）
・キックオフマルシェ（9月、
参加事業者数3者、ＪＲ秋
田駅）
・横手市チャレンジマル
シェ（9月、参加事業者数7
者、ＪＲ秋田駅）
・仙台卸町ふれあい市（10
月、参加事業者数3者）
・横手の響きフェア（11月、
参加事業者数7者、東京
都）
・あきたファン感謝ナイト
（12月、参加者数32名、東
京都）
・いぶりがっこフェア（2月、
参加事業者数4者、東京
都）
②首都圏商談会への出展
・アグリフードＥＸＰＯ2018
（8/22～23、出展事業者
数３者）

横手市

農業生産
者、加工事
業者、小売
事業者、食
品ﾊﾞｲﾔｰ、
一般消費者

出展したことにより、新たな取
引を創出されたほか、実需者
が求める商品についての
マーケティング調査ができ
た。また、物産展の実施によ
り市内事業者へのテストマー
ケティングの場を提供し、一
般消費者への横手市産品の
ＰＲができたほか、「あきた
ファン感謝ナイト」による料理
を通じた横手市産品のＰＲ
と、秋田民謡の演奏による秋
田の文化のＰＲができたこと
は、横手市ファン獲得の新た
なツールとして有意義なもの
と考える。

・商談会に出展することで新たな
取引の創出やマーケティング調
査ができるが、東京での商談会
への出展者が少なく、出展者選
考に苦慮している状況にある。
・事業者へのアンケート調査で
は、首都圏の商談会よりも仙台
や東北での商談会を希望する事
業者もいるため、来年度は仙台
圏での商談会を実施する。ま
・物産展の実施については、継
続して行うことにより横手市産品
のＰＲにつながるとともに、生産
者や事業者が直接消費者と触れ
合うことで生産・販売意欲の向上
が期待されることから、今後も実
施に当たっては魅力ある催事と
なるよう工夫し、横手市産品のＰ
Ｒとあわせ売上げに貢献できる
ような仕掛けを取り入れることが
必要である。
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（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名： 平鹿地域振興局

（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 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

おもてなしと健康増進のた
めの受動喫煙防止対策事
業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

地域農産物加工食品開発
事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

福祉環境部 南園智人
健康・予防

課
健康・予防

班
天野晴美

0182-32-
4006

若い世代の喫煙率の減少
や飲食店、職場等での受
動喫煙を防止することによ
り、がん等生活習慣病の
死亡率減少を目指して健
康寿命の延伸を図るととも
に、健康影響が大きい子
どもや妊婦などへの配慮
や、かまくら等の年中行事
や増田の内蔵見学などで
訪れる観光客を迎えるに
あたっても、飲食店等での
禁煙・分煙化を進める必
要がある。

562,982 直営

・職場等における受動喫
煙防止対策のアンケート
調査の実施
（7～8月、事業所・飲食店
717ヶ所へ依頼、回答数
259ヶ所）
・受動喫煙防止に関する
標語・ポスターデザインの
募集
（小中高校生を対象に474
点の標語の応募があり、
部門毎に最優秀賞1点、
優秀賞2点を選定し、受動
喫煙防止講演会開催日に
表彰）
・受動喫煙防止講演会
（10/20、参加者数67名）
・普及啓発用リーフレット
等の作成・配布
（3月、15,000部作成し、飲
食店・事業所等約740ヶ所
へ配布）

県

一般住民、
管内飲食
店・事業所
管理者等

・受動喫煙防止に関する
標語・ポスターデザインの
募集では、管内13校から
474点の応募があり、たば
この害や受動喫煙防止に
関して考えてもらう機会を
持ってもらうことができた。
・受動喫煙防止講演会に
ついては、講演を聞いた
参加者から「受動喫煙に
ついて知ることができて良
かった」、「加熱式たばこに
ついて知ることができてと
ても参考になった」、「新型
たばこも危険であることを
初めて知った」などの感想
があったほか、自分の所
属する団体の研修会で講
演をお願いしたいので講
師を紹介してほしいとの依
頼があるなど好評であっ
た。

・管内飲食店、事業所におけ
る受動喫煙防止対策の現状
把握のために実施したアン
ケート調査では、回収率が
36.1％と低く関心が薄いこと
がわかった。また、対策を実
施していると回答した施設で
も、空間分煙や時間分煙等
完全に受動喫煙を防止でき
る対策でない施設も多かった
ので、受動喫煙防止対策そ
のものの普及啓発と共に、受
動喫煙防止の正しい理解に
ついても啓発していく。
・受動喫煙防止講演会につい
ては、他のイベントと合同開
催したが、想定外に参加者が
少なかったので、より多くの
住民に普及啓発できるよう
に、関係機関と連携しながら
開催時期や対象等を検討す
る。

農林部 福田正人
農業振興
普及課

担い手・経
営班

工藤英明
0182-32-
9501

増田高校では加工施設を
有していないことや、６次
産業化の専門知識を有す
る教諭が不在であること
から、生徒の６次産業化
への意欲に対して対応で
きていない。また、平鹿地
域での伝統料理が若い
方々に受け継がれにくい
状況下で、研修を通して
様々な知識を吸収させ、
農業に興味を有する増田
高校生に伝統料理を理解
してもらう必要がある。

291,181 直営

・地域食材等を活用した新
商品（「米飴」、「山菜のう
ま煮」）開発・検討
（5月～12月、5回、参加生
徒延べ40名）
・伝統食品（「納豆汁」、
「山菜おこわ」）加工技術
研修
（2月、2回、参加生徒延べ
36名）

県 増田高校生

・増田高校生の６次産業
化や伝統料理についての
理解が増しただけではな
く、農業についての可能性
についても増加した（増田
高校教諭より聴き取り）。
・高校生からは、農業の面
白さは分かったが、就職
先となりうるかは未定との
意見があった。しかし、関
連分野の勉強や職業につ
きたいとのアンケート結果
もあり、高校生の意識を高
めるなど、本事業の効果
は高かったと判断できる。

職業として農業を考えてもら
うためにも、継続的な支援が
必要と判断できる。次年度
は、６次化については米飴へ
の支援を中心に実施し、伝統
料理については、生徒の意
向も反映しながら継続支援を
行う。
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（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名： 平鹿地域振興局

（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 事業名、事業期間 事業目的・必要性
事業費
（円）

委託・
負担金・
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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

種なし大粒ぶどう産地強
化対策事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

効率的な経営を目指す担
い手の確保・育成事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

農林部 福田正人
農業振興
普及課

産地・普及
班

鈴木さゆり
0182-32-
9501

近年、全国的に栽培が拡
大している種なし大粒ぶど
うについて、産地間競争に
おいて消費者から選ばれ
る産地となるため、高品質
で他県とは差別化された
商品の安定生産及び生産
量の増加に伴う販路の拡
大に取り組む。

641,015 直営

・芽かき講習会（5/11）、
新梢管理講習会（6/5）、
種なし処理講習会（6/7、
7/6）、摘粒講習会
（7/12）、園地巡視会
（9/8）、剪定講習会
（11/2）など各種講習会を
実施（各回、生産者40名
前後参加）
・ぶどう無核会研修会
（4/16、参加者数40名）
・先進地視察研修（8/1、
参加者数22名）
・シャインマスカット出荷目
揃い会（9/11、参加者数
50名）
・新規栽培者への個別指
導（随時、30名を対象）
・果樹における第三者継
承の先進地調査（2/18～
3/1、2名）
・種なし大粒ぶどうの省力
化技術実証圃設置（5/29
～10/31）
・「秋田県横手市産シャイ
ンマスカット」ミニのぼりを
400組作成し、ＪＡや直売
所等へ配布。

県 果樹生産者

・各種技術講習会や先進
地視察研修、新規栽培者
への個別指導等の実施に
より生産技術が向上し、品
質向上・安定化につな
がった。
・ミニのぼりについては、
市場から店頭での販促に
有効との評価が得られ、
横手地域の種なし大粒ぶ
どうの販路拡大に寄与し
ている。

シャインマスカットの生産技術
は定着しつつあるが、今後、
ＪＡ部会や果樹試験場と生産
目標の見直しについて検討
し、毎年高品質果実を安定生
産できるよう技術指導を行
う。また、30年度に取り組ん
だ省力化技術実証ほの成績
を総会等で紹介し、果実の品
質向上や栽培面積の増加に
取り組む。

農林部 福田　正人

農業振興
普及課

（横手市農
業振興課）

企画・振興
班

（農業政策
係）

佐々木一貴
0182-32-
2112

・米価の下落や各種交付
金の廃止による農業所得
の大幅減少は、農業経営
に大きな影響を与えてお
り、今後の経営安定化に
向け、経営管理能力向上
のための対策を講じる。
・近年、農業次世代人材
投資資金事業を活用し、
若手農業者が増加してき
ているが、経営基盤の脆
弱性がみられることから、
早期の経営安定化のため
の支援を行う。

319,300 交付金

担い手経営サポート事業
・【基礎コース】農業簿記
の基礎及び簿記の活用方
法についての講習を実施
（11月～12月、4回、参加
者数20名）
・【応用コース】パソコン農
業簿記の基礎知識の習得
（11月～2月、3回、参加者
数42名）
・【発展コース】農業経営
における雇用管理、軽減
税率制度の講演を実施
（1月、参加者数86名）
新規就農者レベルアップ
事業
（1月、参加者数28名）

横手市

農業次世代
人材投資資
金受給者等
の若手農業
者、認定農
業者、農業
法人・集落
営農組織の
代表者・会
計担当者等

・農業簿記の基礎やパソ
コン農業簿記に関する講
習では、参加人数が延べ
62名となり、住民のニーズ
は変わらず高い。
・農業簿記の基礎講習に
おけるアンケート結果で
は、内容については82％
以上が良いと回答してお
り、平均の内容理解度は
６割以上となった。また、
参加要望が多かったこと
から、市独自予算により、
パソコン農業簿記講習を
追加開催した。
・新規就農者向けの講習
会のアンケート調査でも、
内容について95％以上が
良いと回答しており、91％
が理解度が上がったと回
答した。

・30年度よりスタートした収入
保険制度や各種助成制度に
おいて青色申告の実施が要
件となっており、地域農業の
担い手である若手農業者を
中心に、より安定した農業経
営を営んでもらうためにも簿
記の技術習得が重要になる。
・高齢化などにより農業従事
者の減少が続いており、農業
経営の効率化や経営基盤の
強化、売れる農業への取り組
みは重要であるため、農業経
営を改善するための研修等
を引き続き開催する必要があ
る。
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若手技術者Cターン事業 平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成30年11月30日

令和元年5月20日

「山と川のある町」アダプト
プログラム事業

平成30年4月1日

平成30年4月1日～
平成30年10月31日

令和元年5月20日

住民の命を守る防災意識
醸成事業

平成30年4月1日

平成30年6月1日～
平成30年11月30日

令和元年5月20日

建設部 鈴木　護
企画・建設

課
企画監理班 佐々木嘉樹

0182-32-
6205

新規高校卒業者の県内就
職状況において、建設業
における充足率が17.2％
（H30.3時点）と全産業平
均の35.6％と比較して低
い状態にあることから、建
設業の持続的発展のため
には、将来を見据えた人
材の確保及び育成が不可
欠となっている。また、若
者等の秋田への定着を図
る必要があるため、出前
講座や現場見学会を実施
し建設業が担っている社
会的意義や魅力を伝え
る。

185,440 直営

・出前講座
（6月、雄物川高校、参加
生徒37名）
（6月、横手北中学校、参
加生徒104名）
・現場見学会
（6月、雄物川高校、参加
生徒37名）
（7月、横手北中学校、参
加生徒104名）
（11月、よこて建設女子
会、参加者19名）

県、平鹿建設
業協会

横手市内の
高校生及び
中学生等

出前講座と現場見学会の
実施により、学生等が建
設業の魅力と社会での役
割を学ぶことができ、将来
の進路を考えるうえで良い
機会となっている。

生徒に建設業に対して関心
を持たせ、就職率を向上させ
るためには、出前講座や現場
見学会を継続的に実施し広く
周知を図る必要がある。今後
も教育関係者の意見・要望も
参考にしながら、内容の充実
を図っていく。

建設部 鈴木　護 用地課
用地・管理

班
佐藤　守

0182-32-
6208

社会貢献に意欲・関心を
持つ団体と行政が協働し
て、建設部が管理する道
路・河川の美化・維持管理
活動を行い、良好な道路・
河川環境を作ることによ
り、地域の共有財産であ
る道路・河川への愛着を
深め、利用者のマナー向
上を図るもの。

199,955 直営

花壇維持、清掃活動、草
刈り等の実施
（4月～10月、23回、活動
団体6社、参加人数464
名）

県
当事業の趣
旨に賛同す
る団体

アダプト活動により良好な
道路・河川環境が維持さ
れており、環境づくりに対
する周辺住民の意識向上
効果も高い。

横手市と連携しながらアダプ
ト制度の周知を図り、取組の
一層の拡大を進める。

建設部 鈴木　護
保全・環境

課
河川保全班 菊地宏樹

0182-32-
6210

近年、全国各地で台風、
豪雨、地震等による災害
が発生し、甚大な被害を
及ぼしている状況から、住
民の安全安心を確保する
ために、防災意識の向上
が不可欠であることから継
続的な啓発活動が必要で
ある。

254,849 直営

・土砂災害・全国統一防災
訓練
（6月、参加住民64名（横
手市山内上平野沢地区））
・大松川ダム見学会
（6月～11月、3回、参加生
徒89名）
・土砂災害啓発パネル展
示
（6/21～29）

県、横手市
市民、
小学生等

・小学生は興味を持って講
話を聞いており、土砂災害
の恐ろしさの認識に役
立っている。
・６月の全国統一防災訓
練時に、避難場所で学習
会を実施したところ、消防
団による実演（簡単にでき
る担架等）が好評であっ
た。

・講話方式での啓発は、今後
とも継続していくが対応回数
に限りがあり、防災意識の向
上を図るには定期的に何度
も話を聞いてもらう必要があ
り、浸透に時間がかかる。
・土砂災害の防災意識醸成
のきっかけとして、来訪者の
多いかまくら館にパネルを展
示した結果、好評であったた
め、来年度は展示期間の延
長を検討する。
・今後は災害時（避難時、避
難場所等）に役立つ、グッズ
や方法を紹介する、実演型の
出前講座を検討する。
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