
事　業　名 事 業 費 事　業　内　容 主 管 課

大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

未来を拓く喜多方人育成プロ
ジェクト事業　【総合戦略】

2,000

　市内各団体が自ら実施する「安定した雇用の創
出」「新しい人の流れ」に繋がる人材育成の取組に
対して補助を行い、地域特性を活かした創意工夫に
よる新たな価値の創造を支援します。

企画調整課

きたかた“農の交流”モニ
ターツアー　【総合戦略】

4,001

  本市農畜産物を取り扱う首都圏等の卸売業者や小
売業者と連携を図り、消費者等を対象に農畜産物の
生産現場の視察や体験、さらには生産農家との交流
の機会を設け、本市産農産物の安全性と魅力を実感
してもらうモニターツアーを通じて本市産農畜産物
への風評被害の払拭と、販売促進、消費拡大を図り
ます。

農業振興課

雄国山麓地区営農確立モデル
実証事業

1,765

  雄国山麓地域において農家の経営の安定化及び未
利用地の解消を図るため、新たな導入作物として機
械化体系が確立されている加工用馬鈴薯の輪作体系
の実証事業を行い、当地域における畑作営農の振興
を図ります。

農業振興課

“来て見て触れて”きたかた
農業研修・生活体験事業
【総合戦略】

1,275

  本市での就農、定住を促進するため、新規就農を
希望する都市部住民を対象に、本市において農泊し
ながら農作業と農村生活を体験できる研修を実施し
ます。

農業振興課

新規就農経営確立支援事業 3,527

　青年層の新規就農者の育成・確保を図るため、市
独自の支援施策を拡充し、国の「農業次世代人材投
資事業」の対象とならない農家後継者も含め、就農
準備及び経営開始段階に要する経費を支援します。

農業振興課

水稲直播栽培促進事業 5,518
　水稲直播栽培により低コスト化を図る農業者等に
対し、導入面積に応じて支援します。

農業振興課

担い手農地集約化支援事業 5,500
　国の機構集積協力金(経営転換協力金、耕作者集
積協力金)の対象農地を借り受けた農地の受け手に
対して農地面積に応じて交付金を交付します。

農業振興課

三ノ倉高原花畑はちみつ生産
実証事業

711

　観光資源である花畑を農林資源として活用すると
ともに、中山間地域等の農業・農村の活性化を図る
ため、三ノ倉高原花畑において養蜂を行い、菜の
花、ひまわり等から採集される純粋な蜂蜜の生産実
証に取り組む農業者等を支援します。

農業振興課

県営駒形地区経営体育成基盤
整備事業（駒形第三地区）

69,515

　駒形地区において、県が事業主体となってほ場の
大区画化や農道・用排水路等の整備を３工区に分け
行っており、平成29年度採択となった駒形第三地区
のほ場整備についても、市は事業費の一部を負担し
ます。

農山村振興課

国営会津北部農業水利事業 43,767

　会津北部地区において、昭和47年度から平成３年
度にかけて国営土地改良事業により整備された農業
水利施設について、老朽化等による機能低下がみら
れるため、国営かんがい排水事業により長寿命化の
ための機能保全事業に係る市負担金分を基金へ積立
します。

農山村振興課

（単位：千円）

平成３０年度当初予算の主要事業
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事　業　名 事 業 費 事　業　内　容 主 管 課

大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

ワーク・ライフ・バランス推
進事業　【総合戦略】

1,315

　男女ともに育児休暇や有給休暇を十分取得できる
職場環境づくりを事業所に働きかけ、ワーク・ライ
フ・バランス（仕事と生活の調和）を実現するた
め、市内事業所への啓発や事業所の取組みを支援し
ます。

商 工 課

奨学金償還支援事業
【総合戦略】

3,600

　若年層の市外流出の抑制とＵIJターンの促進を図
るため、喜多方市奨学資金等（奨学金）の貸与を受
けた者で学校卒業後市内に就職・居住する者を対象
に、奨学金の償還を支援します。

商 工 課

新工業団地整備事業
【総合戦略】

25,069

　企業誘致による安定した雇用の創出や企業ニーズ
に対応するため喜多方綾金工業団地の整備を進める
とともに、工業団地のＰＲと企業誘致活動を強化し
ます。

商 工 課

移転企業等操業支援事業
【総合戦略】

7,400

　企業誘致による安定した雇用の創出を図るため、
工場を賃借し市外から市内に移転する企業や、業務
拡張のため市内に新たに工場を賃借し操業開始する
企業等に対し、移転や設備投資にかかる経費を支援
します。

商 工 課

あきない後継者育成確保事業
【総合戦略】

841

　商業の担い手としての資質向上や人材育成を図る
ため、商業の若手経営者等を対象に、経営に必要な
知識や能力・技術を習得するための研修会等（喜多
方あきない道場）を実施します。

商 工 課

喜多方おはようマルシェ（朝
市）支援事業　【総合戦略】

500

　観光客の滞在時間の延長や消費金額の増加、地場
産品等の消費拡大による所得の向上を図るため、観
光客に人気の「朝ラー」と市内観光までの時間帯を
つなぐ「朝市」の開催にかかる経費を支援します。

商 工 課

創業スタートアップ支援事業
【総合戦略】

1,500

　商工業の活性化と併せて空き店舗等の利活用を図
るため、本市創業支援事業計画に基づき創業支援セ
ンター等の支援を受けた創業希望者が、市内で空き
店舗等を活用して開業する場合に、事務所・店舗の
確保にかかる経費を支援します。

商 工 課

喜多方産米及びそばの郷喜多
方プロモーション事業　【総合戦
略】

722

　喜多方産米など本市特産品の消費拡大及び「そば
の郷喜多方」としてのブランド認知拡大を図るた
め、友好都市である東京都東大和市や、大手私鉄グ
ループ、広告代理店といった民間事業者と連携し、
首都圏などの消費地においてプロモーション活動を
実施します。

観光交流課

喜多方ブランド国内外販路開拓
等支援事業

1,663

　風評被害を払拭し、喜多方産品の知名度向上を図
るため、また、ＥＰＡ（経済連携協定）やＦＴＡ
（自由貿易協定）など、輸出事業の拡大を図る絶好
の機会でもあることから、国内または海外で開催さ
れる見本市、商談会等に出展し、本市の魅力や安全
性をＰＲして販路の開拓・拡大に取り組む団体を支
援します。

観光交流課

外国人受入体制整備事業 400

　外国人旅行者の消費需要を市内にも呼び込み、市
内の中小企業や商店街における免税販売を促進する
ため、外国人旅行者向け消費税免税店｢輸出物品販
売場｣において、消費税免税販売に係る手続きを省
力化するための機器導入等に必要な経費の補助及び
事業者の外国人受入に伴う環境整備に必要な施設内
表記等改善に伴う補助を行うことで外国人受入体制
の整備を図ります。

観光交流課

（単位：千円）
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事　業　名 事 業 費 事　業　内　容 主 管 課

大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

「棚田といえば高郷」まちおこし
事業　【総合戦略】

639

　交流人口の拡大による中山間地域の活性化を図る
ため、高郷町において四季折々に棚田ウォークを開
催し、「棚田のまち」としての魅力を広くＰＲす
る。また棚田の写真コンクール及び写真展を開催
し、地域資源として確立、再認識を図ります。

観光交流課

グリーン・ツーリズム推進事業 7,964

　風評被害を払拭して震災からの復興を加速化し、
グリーン・ツーリズムをはじめとする本市交流人口
の増加を図るため、小中学校や旅行会社等への訪
問、モニターツアーの実施、リピーターを増やすた
めのファンクラブ募集など、グリーン・ツーリズム
事業を積極的に展開します。

観光交流課

喜多方市グリーン・ツーリズム復
興ＰＲ事業

7,161

　原子力発電所事故以降の風評被害の影響による教
育旅行のグリーン・ツーリズム体験の予約客の引き
続く減少を最小限に食い止め、安全安心を発信する
とともに、来訪者の復活を目指すため、小中学校及
び旅行会社等へのＰＲ活動や誘客活動を行いなが
ら、都市と農村の交流人口を拡大し、本市のグリー
ン・ツーリズムの将来的な経営基盤の復興・安定化
を図ります。

観光交流課

三ノ倉高原花畑事業
【総合戦略】

28,701

　三ノ倉スキー場のシーズンオフの利用により、春
は「菜の花」、夏は東北最大規模を誇る「ひまわ
り」等が咲き誇る花畑づくりや開花期に合わせた誘
客イベント等の実施による花でもてなす観光を推進
し、交流人口の増加と地域経済の活性化を図りま
す。

観光交流課

観光まちづくり推進事業
　【総合戦略】

18,434

　蔵のまち喜多方のシンボル的存在である旧甲斐家
蔵住宅を、文化財としての価値を高めつつ、本市の
観光拠点として整備するための保存活用計画を策定
し、本市観光街づくりの中核機関である喜多方観光
物産協会と連携し、地域全体の観光振興マネジメン
トを担う拠点・体制づくりの強化を図ります。

観光交流課

風評被害払しょく観光・物産PR
事業

8,235

　風評被害を払しょくするための観光物産ＰＲ等の
組合せを行うとともに、観光素材の収集やそれらを
組合わせたモデルコース策定、首都圏等でのＰＲ発
信等の業務を通じた観光人材育成を図ります。

観光交流課

蔵のまち喜多方・蔵観光推進事
業　【総合戦略】

8,168

　旧甲斐家蔵住宅の一般公開の運営を喜多方観光物
産協会へ委託し、蔵を核とした観光振興を推進する
とともに、観光案内（観光ボランティアガイド等）
を配置し、訪れた観光客の市内への回遊・周遊を高
める取組みを実施します。

観光交流課

観光まちづくり人材育成・定着
支援事業　【総合戦略】

2,716

　喜多方観光物産協会において地域の若者等を雇用
し、ＯＪＴ（日常業務を通じた職員教育）を行いな
がら、観光に関する専門人材の育成・確保を図りま
す。

観光交流課

広域連携による外国人観光客
誘致のためのデジタルDMO整
備推進事業　【総合戦略】

3,786

　平成29年度に構築し運用を開始した「デジタルＤ
ＭＯ」を活用し、外国人と連携した会津地方の情報
発信や、データに基づいた外国人観光客の国籍や年
齢等に応じた周遊モデルルートの提案、二次交通情
報や放射線情報といった会津訪問に必要な情報のワ
ンストップ提供などを実施します。また、ＩＣＴ技
術を活用し、会津地方が一体となって外国人観光客
目線の効果的なプロモーションを実施し、外国人観
光客の誘致を図ります。

観光交流課

（単位：千円）
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事　業　名 事 業 費 事　業　内　容 主 管 課

大綱２　地域を支え未来を拓く人づくり

遠距離通学拡充に伴うデマン
ドバス運行事業

1,496
　集団で遠距離通学する児童の安全を確保するた
め、デマンドバスの運行を拡充します。

生活防災課

小中学校プール改修事業（高
郷小学校）

6,000

　高郷小学校のプールは、老朽化によりコンクリー
トの劣化が進行し剥離や亀裂が発生していることか
ら、安全・安心な教育環境を維持していくため、
プール水槽内部の塗装による改修とシャワー部分の
改修等を合わせて行います。

教育総務課

＜新規＞
塩川小学校普通教室増設事業

25,000

　塩川小学校は児童数の増加が見込まれており、現
時点で使用している普通教室以外に普通教室として
利用できる教室がないことから、校舎２階にある
オープンスペースを改修し普通教室（２教室）を増
設します。

教育総務課

＜新規＞
第一小学校スロープ設置事業

4,050

　第一小学校において、特別支援教育の充実と学校
施設のバリアフリー化を進め、車椅子で通う児童等
に対応していくため、校舎の玄関にスロープを設置
します。

教育総務課

小中学校体育館屋根改修事業
（会北中学校）

17,000

　会北中学校体育館の屋根はトタンの劣化が進行し
ていることから、雨漏りを防止して安全・安心な教
育環境を維持していくため、葺き替え（鋼板カバー
工法）による改修を行います。

教育総務課

学校生活支援員配置事業 24,103

　一人ひとりの障がいの状況に応じたきめ細やかな
支援を行うとともに、自立した人材を育成するた
め、特別な支援が必要な児童・生徒が在籍する学校
に学校生活支援員を配置します。

学校教育課

喜多方市学校司書配置事業 31,644

　子どもたち一人ひとりが「確かな学力」を身につ
けるためには、読書活動を通じた全ての教科の基本
となる読解力の向上が重要になることから、各学校
の図書館を利活用して授業を進められるように学校
司書を配置します。

学校教育課

学校課題対応事業 3,432

　学校教育に関する課題が複雑多様化し、増加傾向
にある現状を踏まえ、教員が本来の業務に専念でき
る体制づくりを図るため、専門的な資格や力量等を
有する人材と連携できる校内指導体制を構築するこ
とで、学校教育目標の達成を目指します。

学校教育課

学びの力パワーアップ事業 6,281

　子どもたち一人ひとりが、これからのグローバル
な時代を生き抜くための「確かな学力」や「自ら学
び、考え、行動する力」を身につけられるようにす
るため、教師の指導力をさらに向上させ、各学校が
行う学力向上対策を支援するとともに、学校・家
庭・地域・教育委員会が連携・協働して取り組む環
境を整備します。

学校教育課

喜多方っ子の「夢」実現事業
【総合戦略】

1,440

　喜多方に生まれ育った子どもたちへ、各界の第一
線で活躍する「本物」に触れる機会を与え、自分の
将来の夢を実現するための力を育成するため、各界
の第一線で活躍する「本物」を招聘し、講演会・
トークイベントを開催します。

学校教育課

遠距離通学費扶助事業 6,864
　集団で遠距離通学する児童等の安全を確保するた
め、デマンドバスを利用して通学する際の経費を支
援します。

学校教育課

（単位：千円）
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事　業　名 事 業 費 事　業　内　容 主 管 課

大綱２　地域を支え未来を拓く人づくり

小学校農業科活動推進員設置
事業

1,857

　小学校農業科は市内全小学校(17校)において、年
間を通し、種まきから収穫・加工までの農業体験
を、地域、保護者、学校が一丸となって取り組んで
おり、今後においても、豊かな心、主体性、社会性
を育む探究的な活動の更なる推進のため、「喜多方
市小学校農業科活動推進員」を設置し、小学校農業
科活動の充実を図ります。

学校教育課

学校給食食材検査事業 17,247

　本市農畜産物等は放射性物質検査等により安全性が
確認されているが、学校給食については、より安全・安
心を確保するため、独自に放射能測定器を設置して食
材の検査を実施します。

学校教育課

人づくりの指針推進事業 3,156

　瓜生岩子刀自、蓮沼門三翁ら先人の教えや藤樹学
の精神をもとに風土や文化、歴史等を踏まえて策定
した「喜多方市人づくりの指針」について、児童生
徒も含め市民一人ひとりへの浸透を図るため、市内
小中学校や市民団体、民間企業等への講師派遣や研
修会等を開催します。

生涯学習課

若者の若者による若者のため
の自分磨き事業　【総合戦
略】

472

　地域の将来を担う若い世代の自覚や地域への愛着
を醸成するとともに、同世代の交流を促進するた
め、市内外の若者が主体的に企画・実施する、自己
啓発や地域活性化のための取り組みを支援します。

生涯学習課

＜新規＞
勤労青少年体育センター屋根
塗装工事

6,480
　勤労青少年体育センター屋根塗装工事を実施しま
す。

生涯学習課

公益財団法人喜多方市体育協
会支援事業

28,225

　本市のスポーツ振興の大きな役割を担う（公財）
喜多方市体育協会の体制の充実を支援し、競技力向
上並びに生涯スポーツの振興を図るための取組を一
層進めます。

生涯学習課

＜新規＞
社会教育施設耐震診断事業

6,491

　地域の拠点スポーツ施設で防災拠点建築物に指定
されている熱塩加納体育館及び山都体育館の耐震診
断を実施し、その診断結果に基づき、今後の施設整
備計画を検討します。

生涯学習課

＜新規＞
押切川公園体育館サブアリー
ナＬＥＤ照明交換工事

14,000
　体育施設等の照明として使用している水銀灯を計
画的に更新していくこととし、押切川公園体育館サ
ブアリーナの照明器具をＬＥＤに交換します。

生涯学習課

喜多方市文化芸術創造都市推
進事業

3,037

　平成29年度に引き続き、市民公募によるアートを
活用した事業への支援と子どもを対象とした文化体
験ワークショップ等の「アートを活用した地域の賑
わい創出事業」を行いながら、「喜多方市文化芸術
創造都市市民会議（仮称）」において、本市が取り
組むべき方向性の検討を進めます。

文 化 課

喜多方将棋普及事業 3,723

　将棋文化の普及・継承と、異世代交流の促進を図
るため、特選女流棋士による「第２回しだれ桜女王
杯」や「第４回きたかた喜楽里杯将棋大会」、公民
館等と連携した「初心者将棋教室」を開催します。

文 化 課

（単位：千円）
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事　業　名 事 業 費 事　業　内　容 主 管 課

大綱２　地域を支え未来を拓く人づくり

伝統的建造物群保存地区選定
及び保存事業

1,939

　小田付地区の重要伝統的建造物群保存地区選定後
の保存・整備・活用へ向けた条件整備として、歴史
的建造物等の修理・修景方針を示すガイドライン等
を作成するとともに、今後の市の支援策を検討する
ため、修理・修景の意向調査を行います。

文 化 課

「喜多方の歴史」再発見事業 1,465

　平成25～29年度に実施した新宮熊野神社の科学的
調査成果をまとめ、講演会の開催、調査報告書・パ
ンフレット作成を行います。また、新宮熊野神社及
び新宮地区全体の重要性や歴史的な価値を周知・Ｐ
Ｒするため、文化芸術創造都市推進事業とも連携
し、新宮地区の文化財巡りを行います。

文 化 課

「会津の御田植祭」記録作成
事業

70

　文化庁の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民
俗文化財」に選択された「会津の御田植祭」の国指
定に向けて慶徳稲荷神社御田植祭の映像記録を平成
32年度までの３か年で作成します。

文 化 課

蔵等国登録有形文化財保存支
援事業

765
　蔵等国登録有形文化財の適切な維持管理のため、
修繕にかかる費用の一部を補助します。また、国登
録有形文化財への登録に向けた調査を行います。

文 化 課

＜新規＞
公民館耐震診断事業

8,008
　耐震診断が未実施であった堂島・姥堂・高郷公民
館の耐震診断を行います。

中央公民館

＜新規＞
熊倉公民館駐車場整備事業

6,420

　熊倉公民館の駐車場を拡張するため、隣接する熊
倉児童館を解体し駐車場として整備します。このた
め平成30年度は児童館の解体と駐車場の測量設計を
行います。（造成は平成31年度の予定）

中央公民館

大綱３　安全・安心、思いやりのある、人にやさしいまち・くらしづくり

Ｖ-Ｌｏｗ災害情報連携シス
テム構築事業

249,023
　Ｖ-Ｌｏｗマルチメディア放送を喜多方地区・塩
川地区の防災行政無線として活用するため、同地区
の全世帯へ戸別受信機を整備します。

情報政策課

地域公共交通会議支援事業 91,095
　市民の日常生活を支える公共交通の確保を図るた
め、市地域公共交通会議の運営を支援します。

生活防災課

生活交通対策事業 24,354
　市民の日常生活に必要な公共交通の確保を図るた
め、民間事業者による生活交通路線バスの運行を支
援します。

生活防災課

運転免許証自主返納者支援事
業

2,515

　運転免許証を返納した65歳以上の高齢者に対し、
免許証を返納したことによる不便を軽減するためデ
マンドバスの回数券又は市内タクシー会社の利用券
を交付することにより、高齢者による交通事故の減
少を目指します。

生活防災課

（単位：千円）
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事　業　名 事 業 費 事　業　内　容 主 管 課

大綱３　安全・安心、思いやりのある、人にやさしいまち・くらしづくり

消費生活センター運営事業 5,876
　市民の消費生活における被害を防止し、安全の確
保を図るため、消費生活センターの相談体制の充実
及び消費者情報の周知に努めます。

生活防災課

常備消防経費 810,536
喜多方地方広域市町村圏組合に対する負担金（常備
消防費）

生活防災課

消防施設整備事業 42,560

　複雑多様化する各種災害から市民の生命及び財産
を守るため、消防施設（ポンプ庫・消防ポンプ車・
消火栓等）の効率的、重点的な整備、充実を図りま
す。

生活防災課

防災力・減災力強化事業 2,481
　災害に強いまちづくりを進めるため、自主防災組
織への支援を行うとともに、災害発生時における災
害用備蓄品を計画的に整備します。

生活防災課

有害鳥獣に負けない地域ぐる
みの鳥獣被害防止総合対策事
業

9,618

　野生動物による農作物被害の軽減及び人的被害の
未然防止のため、地域住民と行政が一体となり、環
境整備、被害防除、捕獲駆除の三本柱による総合的
な対策を行い、人と野生動物の棲み分けをより一層
進め、農業の営みある豊かな市民生活の継続に向け
た環境整備を積極的に推進します。

環 境 課

障がい者相談支援事業 14,691

　障がい者（児）及びその家族等からの相談に応
じ、情報提供や連絡調整を行い、必要なサービスを
提供することにより障がい者及びその家族が安定し
た日常生活を送ることができるよう支援します。

社会福祉課

子ども総合相談事業
【総合戦略】

2,833

　子どもを安心して産み育てることができる環境の
整備を図るため、妊娠時期から出産、子育てに対す
る不安等様々な問題に対応する「子ども・子育て総
合相談窓口」を設置し、継続的な支援や必要なコー
ディネートを行うとともに、家族の積極的な育児参
加意識の醸成を図るため育児手帳を配付します。

こ ど も 課

少子化対策結婚支援事業
【総合戦略】

2,802

　人口減少・少子化に歯止めをかける具体的な施策
を実施するため、市内に住む若い世代が希望どおり
に異性と出会い、結婚することができるように支援
します。

こ ど も 課

（単位：千円）
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事　業　名 事 業 費 事　業　内　容 主 管 課

大綱３　安全・安心、思いやりのある、人にやさしいまち・くらしづくり

多子世帯保育料軽減事業
【総合戦略】

5,261

　子育て世代の負担を軽減し、安心して子育てので
きる環境づくりを推進するため、現在県が実施して
いる多子世帯保育料軽減事業の対象世帯に対し、本
市独自に上乗せ補助を行います。

こ ど も 課

私立保育施設保育士等処遇改
善事業　【総合戦略】

13,890

　保育士の人材確保対策を推進し、待機児童の解消
を図るため、保育士等の処遇改善として、市内の認
可保育所等（施設型給付又は地域型保育給付を受け
る事業所）に対し補助金を交付します。

こ ど も 課

＜新規＞
保育所等整備補助金事業

240,232

　待機児童解消対策の一つとして、平成31年度に保
育所の開所を目指し、保育所の開設を希望した市内
の２事業者に、国の保育所等整備交付金を活用した
保育所等整備補助金事業を実施し、認可保育所の整
備を図ります。

こ ど も 課

ファミリーサポートセンター
利用者助成事業【総合戦略】

432

　子育て世代の負担を軽減し、安心して子育てので
きる環境づくりを推進するため、ファミリーサポー
トセンターの依頼会員（子どもを預けたい人）が支
払う利用料金の一部を支援します。

こ ど も 課

出産・育児のための離職者へ
の支援事業【総合戦略】

360

　子育て世代の負担を軽減し、安心して子育てので
きる環境づくりを推進するため、出産及び育児のた
めに離職せざるを得なくなった低所得世帯に対し、
一時金を支給します。

こ ど も 課

放課後児童クラブ移転施設改
修事業

72,833
　閉園になった幼稚園を放課後児童クラブに改修
し、児童の健全な育成を図ります。

こ ど も 課

介護職員養成・就労定着化事
業（介護パワーアップ事業）
【総合戦略】

9,154

　介護職員の確保と定着化及びスキルアップを図る
ため、就職前における介護職員養成講座や体験研修
を実施するほか、就職後における介護職員初任者研
修、実務者研修などキャリアアップや処遇改善につ
ながる取組を支援します。

高齢福祉課

要援護者台帳システム整備に
よる登録推進事業

2,504

　安心して暮らすことのできる地域づくりを進める
ため、災害、救急等の緊急時に支援を必要とする者
に対し迅速かつ的確に支援を行えるよう、要援護者
台帳システムの既存の登録情報を更新し、新規登録
も推進します。

高齢福祉課

（単位：千円）
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事　業　名 事 業 費 事　業　内　容 主 管 課

大綱３　安全・安心、思いやりのある、人にやさしいまち・くらしづくり

看護職就学・就労支援事業
【総合戦略】

2,200

　本市の将来を担う看護人材の育成と地元定着化の
さらなる促進を図るため、喜多方准看護高等専修学
校の生徒を対象に、就学時及び卒業後一定期間の市
内就労時に支援金を支給します。

保 健 課

喜多方市地域・家庭医療セン
ター家庭医養成機能強化事業
【総合戦略】

135

　喜多方市地域・家庭医療センターの家庭医育成拠
点としての機能を高め、情報提供や経費の助成など
研修医の不安を解消して研修に専念できる環境を整
備することで、地域包括ケアシステムの構築に必要
不可欠な家庭医の育成・確保を促進するとともに、
地域への定着を図ります。

保 健 課

任意インフルエンザ予防接種
事業

17,503

　インフルエンザ感染の蔓延予防と子育て世代の経
済的負担の軽減を図るため、乳幼児から中学３年生
までの子ども及び妊婦に対し、市独自にインフルエ
ンザワクチン接種にかかる経費を支援します。

保 健 課

健康づくり推進対策強化事業 5,093

  特定健康診査受診率向上対策として、健診自己負
担の無料化及びがん検診の該当初年度（初年度未受
診者は翌年まで）を無料とし、受診率向上を図りま
す。
  また、生活習慣病ハイリスク者の生活習慣改善に
向けた保健指導強化による重症化予防や、個人が健
康づくりに取組み易い環境整備を進め、市民の健康
づくりを推進します。

保 健 課

かかりつけ医による家庭内血
圧見守り（在宅医療支援）事
業【総合戦略】

584

　かかりつけ医による在宅医療支援体制の構築を推
進するため、通信機能を内蔵した血圧計を使って利
用者が家庭で測定した血圧データを自動的に集積す
るサービスを活用し、かかりつけ医が利用者の家庭
内血圧データを管理し、必要な指導・診療に結びつ
けます。

保 健 課

特定不妊治療費助成事業 1,725
 子どもを産み育てやすい環境のより一層の充実を
図るため、不妊治療を行う夫婦に対し、特定不妊治
療費の一部を支援して経済的負担を軽減します。

保 健 課

妊娠期からはじめる歯と口腔
の健康づくり事業

719

 子どもが、むし歯にならないようにするために
は、妊娠期や乳幼児期といった早い段階からの対応
と対策の強化が必要なことから、妊婦歯科健康診査
と２歳児歯科健康診査を実施します。

保 健 課

親子みんべぇ健康アプリ（電
子親子手帳・予防接種スケ
ジュールサービス）事業

648

　乳幼児期の複雑な予防接種スケジュール管理やこ
どもの成長記録管理機能を提供するとともに、市か
ら母子保健事業や予防接種等に関する情報提供を実
施することで、安心して楽しく子育てができる環境
づくりを図ります。

保 健 課

（単位：千円）
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事　業　名 事 業 費 事　業　内　容 主 管 課

大綱３　安全・安心、思いやりのある、人にやさしいまち・くらしづくり

道路・橋梁長寿命化整備事業 120,000

　道路の路面性状調査や橋梁点検を実施し、損傷度
及び重要度の高い箇所から補修を行います。今後、
中長期的にトータルコストの縮減、平準化を図り、
道路施設の持続可能な維持管理に努めます。

建 設 課

豊川・慶徳線道路整備事業 210,054
　喜多方市都市マスタープランに外環状道路として
位置付けられています。会津縦貫北道路喜多方イン
ターチェンジへのアクセス道路として整備します。

建 設 課

鷲田・山田線舗装橋梁事業 238,855

　県道大平・喜多方線と県道熱塩加納・会津坂下線
を結ぶ幹線道路であり、濁川に架かる半在家橋の老
朽化による架け替えと狭あい部の拡幅改良を行いま
す。

建 設 課

立地適正化計画策定事業 17,400

　高齢者や子育て世代にとって安心して暮らせる健
康で快適な生活環境の実現や持続可能な都市経営の
推進など、医療・福祉・商業等の生活サービス機能
や居住を誘導区域に集約したコンパクトな都市構造
へと転換していくため、立地適正化計画を策定しま
す。

建 設 課

塩川駅東西自由通路整備事業 25,000
　塩川駅東西を結ぶ自由通路を整備することで、地
域住民の通勤通学の利便性の向上と塩川駅東西市街
地の連携強化を図ります。

建 設 課

坂井四ツ谷線街路事業 104,440

　喜多方市都市マスタープランでシンボルロードと
して位置付けられています。市街地中心部を東西に
横断する幹線道路の整備により、交通の円滑な誘導
と中心市街地の活性化を図ります。

建 設 課

小田付地区街なみ環境整備事
業

64,000
　蔵が多く残る小田付地区の市道下勝・北町線につ
いて、地域住民や観光客の安全確保と景観に配慮し
た道路整備を行います。

建 設 課

きたかた喜楽里パークプラン
事業 【総合戦略】

46,000

　子どもたちが楽しくのびのびと遊び学べるだけで
なく、親や祖父母世代も交流できる場をつくるた
め、市民にとって身近な都市公園について、年次計
画に基づき、計画的な遊具の更新等を行います。

建 設 課

御殿場公園整備事業 45,000

　近隣の住民をはじめ市内外の人々が憩い交流でき
る公園として、また、イベントの利活用や多くの観
光客が訪れるよう、花しょうぶ園を中心に公園整備
を行います。

建 設 課

空き家対策事業　【総合戦
略】

2,500
　老朽化が著しい空き家の解体撤去にかかる費用を
支援します。

建築住宅課

浄化槽設置整備経費 24,097

　公共下水道等の集合処理区域以外における浄化槽
の設置に対し補助を行うとともに、浄化槽転換に伴
い、単独浄化槽又は汲取り便槽の撤去費用に対する
上乗せ補助を行います。

下 水 道 課

（単位：千円）
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事　業　名 事 業 費 事　業　内　容 主 管 課

大綱４　自然との共生と元気なふるさとづくり

「住むなら喜多方！」若者定
住促進事業　【総合戦略】

41,100
　若者の市外からの転入促進及び市外への転出抑制
を図るため、新たに市内で住宅を取得する市内外の
若者に対し、住宅取得補助金を支給します。

企画調整課

＜新規＞
ウィルソンビル市姉妹都市交
流30周年記念事業

6,820

　喜多方市とアメリカ合衆国ウィルソンビル市は
1988年に姉妹都市を締結し30年の節目を迎えること
から、ウィルソンビル市を訪問し交流を深めるとと
もに、記念事業を実施します。

企画調整課

ふるさと創生事業 19,350

　市民自ら考え、自ら実践する地域づくり活動を推
進するため、地域の活性化に寄与する事業を行う行
政区等に対して補助金を交付し、活動を支援しま
す。

企画調整課

市民活動推進事業 4,032
　市民活動支援センターの機能強化及び市民と行政
との協働による取組みの実践・定着化を図ります。

生活防災課

地域おこし協力隊による地域
活性化事業

29,763

　「地域おこし協力隊」について、地域活性化のた
め市独自に新しく隊員を導入するとともに、平成27
年度から県の事業で導入した伝統産業の継承のため
の隊員の活動を継続して支援し、地域への定着・定
住を図ります。

農山村振興課

喜多方田舎暮らし支援事業
【総合戦略】

6,696

　本市への移住・定住を促進するため、首都圏で開
催される移住フェア等において本市での生活に関す
る情報提供を強化するとともに、移住希望者がお試
し移住できる体験住宅の設置や、移住してきた方の
空き家取得費等を支援します。

農山村振興課

過疎地域・集落対策事業 3,690
　集落支援員を設置し、集落の現状把握、話し合い
の実施など、集落の維持・活性化を図るための支援
活動を行います。

農山村振興課

その他

コンビニ交付サービス事業 8,677

　マイナンバーカード（個人番号カード）を使用し
て、コンビニエンスストアの多目的複写機（キオス
ク）から住民票の写し、住民票記載事項証明書、印
鑑登録証明書、戸籍全部（個人）事項証明書、戸籍
の附票の写し、所得・課税・扶養証明書を交付し、
市民サービスの向上とマイナンバーカード（個人番
号カード）の普及促進を図ります。

税 務 課

市 民 課

（単位：千円）
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