
（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： 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

「ゆーとぴあ＋（プラス）」
広報推進事業

平成30年4月25日

平成30年4月25日～
平成31年3月31日

令和元年5月17日

「地域資源カード」ワーク
ショップ開催事業

平成30年4月25日

平成30年4月25日～
平成31年3月31日

令和元年5月17日

総務企画部 保坂一仁 地域企画課
企画・

ゆざわおが
ち売込み班

藤原尚也
0183-73-
8191

地域のコミュニティＦＭや
月刊フリーペーパー誌を
利用して、振興局各部重
点事業の普及啓発活動を
行い、振興局の役割を地
域にアピールする。情報
の種類に応じて、利用す
る広報媒体を効果的に運
用し、より効率的な情報伝
達を行う。

349,812 直営

○エフエムゆーとぴあ
・アナウンサーによる読み
上げ形式（通常放送）
　　　　　　　　　　　79回
・対談形式（対談放送）
　　　　　　　　　　　　1回

○月刊フリーペーパー
「matChu」
・本文4分の1カラー
　　　　　　　　　　　　2回
・本文全面枠カラー
　　　　　　　　　　　　1回

○県産材ネームプレート
・スギ製穴無し
　　　　　　　　　　　５０枚
・スギ製穴有り
　　　　　　　　　　　２０枚

県 地域住民

・各部事業や管内イベン
ト、緊急性を要する情報の
提供により、地域住民の
意識向上がなされた。
・情報の特性に合わせて
複数の媒体を使い分ける
ことで、より効果的にな広
報が可能となった。
・県産材を利用したネーム
プレートを、職員自らが使
用することで、県産材優先
利用「ウッドファーストな雄
勝」について情報発信を
行うことができた。

・本事業の位置づけが局内で
共有しきれず、全県で行われ
ている取組の広報申請もあっ
た。また、各部からの申請状
況に偏りも散見されたことも
あり、局内での周知方法にさ
らなる工夫を重ねる方針。
・来年度以降も県民が必要と
する情報について、複数の媒
体を用いて、より効果的な広
報を行っていく。
・県産材ネームプレートの利
用について、次年度以降も職
員への周知や配付を行う。そ
のほか、各部事業と関連した
情報を庁内での掲示等、媒
体以外でも提供していく方
針。

総務企画部 保坂一仁 地域企画課
企画・

ゆざわおが
ち売込み班

小林大悟
0183-73-
8191

重点施策推進事業”つな
がる「ふるさと」プロジェク
ト～オガチの底ヂカラ～に
おける「地域資源カード」
制作までの過程をより充
実させ、参加企業の合意
形成を効果的に図るため
に、専門スキルを取り入
れたワークショップを開催
する。

229,473 直営

○ワークショップ
時期：平成30年6月27日～
12月4日
回数：全5回
内容：事業所訪問時に参
加者から、「地域資源カー
ド」の制作に向け、効果的
な意見を引き出すワーク
ショップの開催と、会議を
可視化するグラフィックレ
コーディングによる記録。

県

地場産業従
事者や、地
域に根ざし
てきた企業
の代表者等

・事業所見学の際に、ワー
クショップを組み込むこと
で参加者が主体的に意見
を出し合う機運を醸成でき
た。また、地域の小中学
生等若い世代に、地元産
業の強みや特長を伝承し
ていくためのツール「地域
資源カード」の制作に向け
た意見集約も効果的にで
きた。
・ワークショップ参加者か
らは、「見学した事業所の
特長を言語化する貴重な
機会になった」ほか、見学
を受け入れた企業からも、
「外部の意見を取り入れる
ことができ、新たな取組に
向けたヒントになる」との
声が寄せられた。

ワークショップ参加者間のつ
ながりが生み出された一方
で、話し合いの方向性や発言
の中身の固定化も見られた。
ファシリテーターとの連携をよ
り深め、参加者の実情に応じ
たワークショップの技法を複
数柔軟に取り入れていく必要
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： 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

東北の「へそ」三県交流ま
つりにおける物産展の販
売力強化事業

平成30年4月25日

平成30年4月25日～
平成31年3月31日

令和元年5月17日

「ウッドファーストな雄勝」
総合イベント

平成30年8月30日

平成30年8月30日～
平成31年3月31日

令和元年5月17日

総務企画部 保坂一仁 地域企画課
企画・

ゆざわおが
ち売込み班

佐々木芳春
0183-73-
8191

東北の「へそ」三県交流ま
つりで開催される物産展
は、管内物産業者が仙台
圏で商品をPRする重要な
機会となっている。当事業
ではこの機会を捉え、外
部からアドバイザーを招聘
し、出展事業者に販売、商
品開発等のアドバイスを
実施する。アドバイスを受
け、出展事業者が販売技
術を磨き、新商品・サービ
ス向上の糸口を発見する
ことで、ファン増加、知名
度向上、販路拡大を図り、
ひいては湯沢雄勝のイ
メージアップと誘客促進に
つなげることを狙いとす
る。

94,606 直営

民間アドバイザーによる販
売方法の現地指導
・事業者への事前アン
ケート実施（物産展に参加
する上での販売上の課題
や創意工夫の相談）
・現地指導・カルテの作成
・事後アンケート実施
時期：事前アンケート
（8/24締め）、東北の「へ
そ」三県交流まつり現地視
察（9/12）、事後アンケート
（9/28締め）

県

東北の「へ
そ」三県交
流まつり物
産展参加事
業者

・物産展での販売技術等
に関するアドバイスのみな
らず、アドバイザーと出展
事業者とのマッチングを行
うことができ、広く経営に
ついて相談できるパイプを
作ることができた。
・出展事業者を対象にアン
ケートを実施し、地元の業
者からの生の声を拾い上
げることができた。
・イベント終了後のアン
ケートでは約６７％の事業
者から「参考になった」「や
や参考になった」との回答
を得られた。

・予算縮小に伴い、県・市町
村ともに物産展が減少傾向
にある中、新たな物産事業者
支援として、アドバイザーを活
用した事業者の経営体制見
直しや販路開拓を行う意味は
大きい。
・事業目的を達成するために
は、事業者が誘客の意識を
持つ事が重要であり、目的を
十分に理解していただく必要
がある。そのため、募集段階
で事業の趣旨やアドバイザー
の役割等を周知する等の工
夫により、より効果が高まる
事業とし、次年度も取り組み
たい。

農林部 高山正紀
森づくり
推進課

林業振興班 佐々木靖
0183-73-
5112

林業・木材産業の成長産
業化や地域社会の活力創
出を図るため、地域を挙
げて地元の木材を優先利
用する「ウッドファースト」
な暮らしの実現を目指す
取組として、「ウッドファー
ストな雄勝」総合イベント
を開催し、管内における林
業・木材産業の総合的な
ＰＲ活動を展開する。

196,560 直営

・10月20日に、雄勝広域
森林組合の敷地内におい
て、林業成長産業化雄勝
協議会と連携し総合イベ
ントを開催した。
・当日は、雄勝広域森林
組合が主催する「森の市」
との共同開催により、多く
の来場者に、管内の林
業・木材産業など広くＰＲ
する活動を展開した。

県

地域住民、
管内事業者
及び行政機
関等

多くの来場者（約600名）
に対し、迫力ある高性能
林業機械の実演や、管内
６企業の特色ある木製品
の展示などにより、林業・
木材産業などに対し、幅
広く理解を深める活動を
展開する事ができた。

林業・木材産業に対する理解
を深めるため、「ウッドファー
ストな雄勝」総合イベントを継
続するほか、中高生の積極
的な参加を働き掛け、林業・
木材産業の担い手確保につ
ながるイベントとして、活動を
展開していく。
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