
将来像
　『豊かで元気な農山村と活力ある生活・観光都市』
　　　～人と自然が共生し　水と緑に輝くまちづくり～

1 生涯学習の推進

2 生涯スポーツの推進

3 文化活動への支援

4 社会教育施設・体育施設の整備

5 文化施設の整備

1 学力の向上対策

2 心の教育

3 学校保健・体育の充実

4 学校給食の充実

5 特別支援教育の充実

6 進路指導の充実

7 小・中学校施設の整備

8 放射線教育の充実

1 子育て支援

2 地域における子育て力の向上

3 幼稚園・保育所・児童館等の整備・運営

4 子育て世代の経済的負担の軽減

1 青少年の健全育成

2 青少年団体等の育成

3 人材の育成

1 担い手の育成・確保

2 農地の有効利用の促進

3 農作物生産への支援

4 農林産物の販路拡大

5 環境にやさしい農業の推進

6 農村環境・農業基盤の整備・保全

7 畜産業の振興

8 林道の整備

9 林業の振興

10 グリーン・ツーリズムの推進

1 商業の振興

2 地場産業の振興

3 ものづくりの振興

4 中小企業への支援

5 新しい産業の振興

6 企業誘致の促進

7 就業機会の確保と雇用創出の推進

1 温かい心くばりによる「おもてなし」の推進

2 着地型観光の推進

3 まちづくり団体との連携と推進体制の強化

4 地域特性を活かしたイベント等の開催

5 観光資源のネットワーク化と広域連携の促進

6 情報発信の強化

7 風評被害の払拭

1 地域コミュニティ活動の促進

2 市民活動の促進

2 男女共同参画の推進 1 男女共同参画社会の推進

1 地域間交流の推進

2 国際交流の推進

3 海外協力活動の支援

1 地域に残る自然や歴史文化等の保全と活用

2 伝統文化・歴史の継承と旧市町村史の活用

　本市では、平成24年3月に喜多方市総合計画「基本計画」＜中間年次見直し＞を定め、施策
の体系を次のとおりとしました。

施策の基本方向（大綱） 施策の方針 施策項目

1

大綱１

豊かな心を育むま
ちづくり
～ひとづくり～

1 心を豊かにする生涯学習の推進

2 特色ある学校教育の推進

4
次世代を担う青少年の健全育成
の推進

3
安心して子育てができる環境整
備の推進

1
地域の特色を生かした活力ある
農林業の振興

2
地域の個性を生かした商工業の
振興

2

大綱２

魅力ある産業が有
機的に結びつくまち
づくり
～産業づくり～

3
もてなす心が温かい喜多方流観
光の推進

3

大綱３

みんなの知恵と協
働で創るまちづくり
～地域社会づくり～

1 住民と行政の協働の推進

3 地域間交流の推進

4
自然・歴史・文化に誇りがもてる
地域資源の活用
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施策の基本方向（大綱） 施策の方針 施策項目

1 健康づくりの推進

2 予防対策の推進

3 地域医療体制の充実

4 国民健康保険制度等の適正な運営

1 高齢者への生活支援

2 障がい者への生活支援

3 保健・福祉施設の整備

4 社会保障等の推進

1 消防・防災体制の充実

2 防火性や耐震性等の向上

3 避難体制の確立

4 救急救助体制の充実強化

5 交通安全の推進

6 防犯体制の整備

7 地すべり等危険箇所の対策

1 道路の整備

2 除雪体制の整備

3 河川の整備

4 水路等の整備

5 公園の整備

6 駅周辺の整備

7 水道施設の整備

8 下水道、農業集落排水の整備

9 浄化槽設置の促進

10 公営住宅の整備

11 国土調査事業の推進

12 公共交通機関の充実

13 地域情報化の推進

1 良好な景観の保全と形成

2 清流対策の推進

3 環境の保全

1 廃棄物減量化の促進

2 新エネルギーの導入

1 協働体制の推進

2 市民の意見の反映

3 情報公開の推進

4 庁舎等の整備改修

1 経営的な視点の導入

2 簡素で効率的な行政組織体制

3 民間委託等の推進

4 行政評価の推進

5 ＩＣＴの推進

1 計画的な財政運営

2 経費の節減

3 市有財産の有効活用等

4 広域行政の推進 1 広域行政の推進

5 適正な土地利用の推進 1 適正な土地利用の推進

6 行政データの整備・活用 1 行政データの整備・活用

4

大綱４

健康と思いやりで創
る安全で安心なまち
づくり
～くらしづくり～

1
安心で健康に暮らせる保健・医
療体制の推進

2 地域で育む福祉体制の推進

3
安全・安心の防犯・防災体制・交
通安全対策等の推進

快適な生活環境の形成

2 人と自然に配慮した環境の形成

3
地球環境を意識した循環型社会
の形成

5

大綱５

自然と共生する美し
く快適なまちづくり
～ふるさとづくり～

6
計画の実現に向け
て

1

1

市民が参加しやすい行政体制の
推進

2 効率的・効果的な行政体制づくり

3 健全な財政運営の推進

4 



（１）東日本大震災及び原子力災害からの復興対策 （８）保健・医療・福祉の充実

（２）農林業ビジョンに基づく事業推進 （９）放課後児童対策の推進

（３）喜多方ブランドの確立と産地づくりの推進 （10）生涯学習の充実、スポーツ交流都市宣言による事業推進

（４）雇用対策の充実 （11）安全・安心なまちづくりの推進

（５）地元企業・商工業の活性化 （12）自然環境と調和したまちづくりの推進

（６）企業誘致と条件整備 （13）過疎地域・集落対策の推進

（７）観光の充実

※複数の施策の柱に関わる事業は、関わるすべての施策の柱の欄に事業名称等を記載し、金額はカッコ書きとしています。

◎平成２４年度当初予算 （単位：千円）

柱 番号 市総合計画対応箇所
（大綱－施策の方針）

事　業　名 区分
事業費
総額

事業目的・概要 課　名

（１）東日本大震災及び原子力災害からの復興対策

1 1
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

負けない喜多方風評被
害対策事業（農林業対
策）

新規 7,323

　原子力発電所事故による風評被害の払
拭に向け、本市農産物等をはじめ地域の
安全性をＰＲするため、トップセールス
による首都圏市場関係者等への訪問や米
の放射性物質検査等を行う。

農林課

2 2 2-2 地域の個性を生
かした商工業の振興

負けない喜多方風評被
害対策事業（商工業対
策）

新規 1,120

　原子力発電所事故による風評被害の払
拭に向け、スローガンである「負けな
い！喜多方　がんばろう！福島」ののぼ
り旗や缶バッジを作成し商工業関係者が
一致団結して風評被害対策に取組むとと
もに、風評被害や損害賠償の状況把握等
のためのアンケート調査を実施する。

商工課

3 3
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

負けない喜多方風評被
害対策事業（観光物産
対策）

新規 2,503

　原子力発電所事故による風評被害によ
りグリーン・ツーリズム交流人口が激減
していることから、小中学校や旅行会社
等への訪問及び首都圏でのＰＲ、大人向
けのグリーン・ツーリズム商品の開発や
モニターツアーの実施等の積極的な事業
展開を図り、風評被害払拭とグリーン・
ツーリズムをはじめとする本市交流人口
の増加を図る。

観光交流課

4 4
2-3 もてなす心が温
かい喜多方流観光の
推進

負けない喜多方風評被
害対策事業（観光物産
対策（観光協会））

新規 939

　東日本大震災以降、本市を訪れる観光
客は激減しており、いまだ原子力発電所
事故に伴う風評被害の影響が強く残って
いる。観光客の入り込み数を震災以前ま
たはそれ以上にするため、喜多方観光協
会が行う風評被害対策経費について支援
（補助）する。

観光交流課

5 5
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

農畜産物等喜多方ブラ
ンド確立推進事業

新規 1,098

　喜多方産農林畜産物の知名度の向上と
風評被害の払拭に向け、喜多方産農林畜
産物の販売や利活用に取り組む首都圏の
民間事業者との連携を図り、本市の魅力
や農林畜産物の安全性等を発信し、喜多
方ブランドの確立及び定着化を推進す
る。

農林課

平成24年度　喜多方市新重点推進事業一覧表

　「新重点推進事業」は、「本市総合計画の目標を達成するために特に重要な事業」であり、これ
らに対して重点的に予算配分を行うことで、メリハリのある施策展開を行うことを狙いとしていま
す。
　具体的には、マニフェストに基づき重点的に行う事業及び重要な課題に対応するための事業で、
平成24年度においては、次の13の施策を柱として55の事業により施策推進を図ります。

施策の柱

◎事業費総額（平成２４年度当初予算＋平成２３年度からの繰越予算）

（千円）

事業費総額　①（②＋⑤）

一般財源　②（③＋④）

新重点推進事業枠　③

一般枠　④

特定財源　⑤

新重点推進事業
（13施策55事業）

内　　訳

平成24年度
当初予算
（54事業）

平成23年度からの
繰越予算
（１事業）

576,010 358,158 217,852

293,179 147,944 145,235

60,264 60,264 0

232,915 87,680 145,235

282,831 210,214 72,617
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柱 番号 市総合計画対応箇所
（大綱－施策の方針）

事　業　名 区分
事業費
総額

事業目的・概要 課　名

6 6

2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

2-2 地域の個性を生
かした商工業の振興

ブランド力強化支援事
業

継続 2,346

　市場や消費者のニーズを重視する視点
に立って「売れるものづくり」、「産地
づくり」を推進し本市の農林産物等のブ
ランド化の確立と販路拡大を図るため、
市、生産者、関係機関・団体と連携して
生産から販売・消費までを包括する喜多
方ブランド確立戦略を展開する。また、
震災復興イベントへの積極的な参加によ
り喜多方ブランドの信頼回復を図る。
（ブランド推進協議会、喜多方ブランド
認証制度、取扱店舗認定制度、直売会や
震災復興イベントへの参加等による販路
拡大、インターネットによる情報発信）

観光交流課

7 7
2-3 もてなす心が温
かい喜多方流観光の
推進

花でもてなす観光喜多
方推進事業

拡充 3,173

　風評被害により観光客等の交流人口が
落ち込む中、本市にある「桜」「ひめさ
ゆり」「花しょうぶ」「福寿草」等の
「花」という地域資源を最大限に活用し
た「花でもてなす観光喜多方」を強力に
推進することにより、風評被害の払拭と
本市のイメージアップを図り、交流人口
の増加、さらには地域経済の活性化等を
図る。
（各地域の花イベント等の情報発信。新
たに夏の三ノ倉スキー場を花で彩る取組
や稲の花の活用等）

観光交流課

8 8
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

新規就農者・東日本大
震災被災地域農業者支
援事業

拡充 7,127

　農業後継者や担い手の確保、新規就農
者の経営基盤を確立するため、新規参入
者、Uターン者、新規学卒者及び東日本
大震災により被災し本市で営農を開始し
ようとする農業者を対象に支援（補助）
することにより、就農時に必要な初期投
資の軽減を図る。
（支援内容：研修費、家賃、農地賃借
料、農業機械・施設リース料の補助）

農林課

9 9 〃
新肉用牛肥育素牛導入
事業

拡充 2,640

　畜産農家による肉用牛肥育素牛の導入
に対する支援（補助）を強化することに
より、原子力発電所事故による出荷制限
や風評被害により大きな損害を被ってい
る畜産農家の経費の負担軽減を図り、福
島会津牛の産地を維持しブランドの確立
を目指す。

農林課

10 10 〃
新優良基礎雌牛導入補
助事業

拡充 3,312

　畜産農家による優良基礎雌牛の導入に
対する支援（補助）を強化することによ
り、原子力発電所事故による出荷制限や
風評被害により大きな損害を被っている
畜産農家の経費の負担軽減を図り、福島
会津牛の産地を維持しブランドの確立を
目指す。

農林課

11 11
4-3 安全・安心の防
犯・防災体制・交通
安全対策等の推進

被災者ふれあいサポー
ト事業

新規 299

　東日本大震災に関する情報や生活支援
等の情報を提供するため、緊急情報紙等
を被災者に配布するとともに、本市に避
難されている被災者の方々の交流の場の
提供を行う。

生活環境課

12 12
2-2 地域の個性を生
かした商工業の振興

喜多方市東日本大震災
被災等企業立地支援事
業

新規 6,620

　東日本大震災により被災、またはその
後の原子力発電所事故の影響で、操業場
所を移転または分散しようとする製造事
業者（被災等企業）のうち、本市で操業
を開始する企業に対し支援（助成金）す
ることにより、被災等企業の円滑な操業
確保の支援及び企業立地による市内経済
の振興・活性化を図る。

商工課

13 13
1-1 心を豊かにする
生涯学習の推進

喜多方プラザ震災復興
コンサート

新規 1,548

　喜多方地方広域市町村圏から全国に向
け元気を発信し、東日本大震災や原子力
災害からの風評被害を払拭するととも
に、喜多方市民をはじめ喜多方地方広域
市町村圏住民の心を豊かにする生涯学習
の推進を図る（喜多方地方広域市町村圏
組合負担金）。

中央公民館

◎事業費総額（平成２４年度当初予算＋平成２３年度からの繰越予算）

（千円）

事業費総額　①（②＋⑤）

一般財源　②（③＋④）

新重点推進事業枠　③

一般枠　④

特定財源　⑤

新重点推進事業
（13施策55事業）

内　　訳

平成24年度
当初予算
（54事業）

平成23年度からの
繰越予算
（１事業）

576,010 358,158 217,852

293,179 147,944 145,235

60,264 60,264 0

232,915 87,680 145,235

282,831 210,214 72,617

6 



柱 番号 市総合計画対応箇所
（大綱－施策の方針）

事　業　名 区分
事業費
総額

事業目的・概要 課　名

14 14
4-3 安全・安心の防
犯・防災体制・交通
安全対策等の推進

食品等放射性物質分析
検査事業

新規 22,408

　国及び県から貸与された放射能簡易分
析装置を活用し、市民が生産する自家用
野菜等を対象とした放射性物質の分析検
査を実施する。

生活環境課

15 15 5-1 快適な生活環境
の形成

汚泥等放射性物質測定
事業

新規 1,890

　学校や行政区が行う雨水桝や側溝の清
掃作業の安全性を確認し市民生活の安
全・安心を確保するため、清掃作業で生
じる汚泥や土砂に含まれる放射性物質を
測定し、実態を把握する。

生活環境課

16 16
4-1 安心で健康に暮
らせる保健・医療体
制の推進

線量計等緊急整備支援
事業

新規 12,243

　中学生以下の子ども及び妊婦のうち希
望する方に個人線量計を貸し出し、放射
線量を測定することにより、原子力発電
所事故に伴う放射線の影響に対する不安
の解消と安心の確保を図る。

保健課

17 17
1-1 心を豊かにする
生涯学習の推進

市民プール放射性物質
測定事業

新規 500
　市民プールの水の定期的な放射性物質
測定を行うことにより、プール利用者の
安全・安心を確保する。

生涯学習課

18 18 5-1 快適な生活環境
の形成

東日本大震災関連飲料
用水調査事業

新規 3,021

　東日本大震災以降、飲用井戸水や沢水
において濁り等の水質悪化が生じている
ことから、飲用井戸水等の安全性を調査
し実態を把握するとともに、改善が必要
な住民への情報提供を行う。

生活環境課

20 19 4-2 地域で育む福祉
体制の推進

要援護者台帳システム
整備による登録推進事
業

新規 2,483

　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う
ことにより、安心して暮らすことのでき
る地域づくりを進めるため、要援護者台
帳システムを整備するとともに、要援護
者の登録を推進する。

高齢福祉課

21 20
4-3 安全・安心の防
犯・防災体制・交通
安全対策等の推進

ため池等農地災害危機
管理対策事業

新規 3,003

　東日本大震災において農業用ダムが決
壊し甚大な被害が発生しており、ダムや
ため池等の農業用施設が地震や豪雨等に
より決壊した場合には生命や財産等に甚
大な被害を与えるおそれがあるため、そ
の被害の回避と軽減を図るための安全対
策の一つとして、ハザードマップの基に
なる「浸水区域想定図」を作成する。

農林課

22 21
5-3 地球環境を意識
した循環型社会の形
成

再生可能エネルギー等
導入拠点モデル整備事
業（電気自動車用急速
充電器導入事業）

新規 1,000

　多くの市民・観光客が訪れる「道の駅
ふれあいパーク喜多の郷」への再生可能
エネルギー等の導入を推進し、環境に配
慮したまちづくりを内外にＰＲするとと
もに災害時の防災拠点の役割を担うよう
再生可能エネルギー等の拠点としてモデ
ル的に整備する。平成24年度において
は、全体配置等の検討を行うとともに電
気自動車の急速充電器導入のための実施
設計を行う。

企画政策課

23 22 〃
小水力発電導入調査事
業

新規 599

　本市における再生可能エネルギーの導
入を推進するため、市内における小水力
発電の適地調査、基礎調査及び詳細調査
を実施し、小水力発電導入の可能性を探
る。

企画政策課

24 23 〃
喜多方市住宅用新エネ
ルギー設備等設置費補
助事業

拡充 7,890

　自立・分散型エネルギーの導入拡大及
び市内民間事業者の受注機会の確保につ
なげるため、市民が住宅に新エネルギー
設備等を設置する場合に支援（補助）す
るとともに、太陽光発電システムを市内
業者が施工した場合には更に補助単価を
上乗せして支援（補助）する。

企画政策課

◎事業費総額（平成２４年度当初予算＋平成２３年度からの繰越予算）

（千円）

事業費総額　①（②＋⑤）

一般財源　②（③＋④）

新重点推進事業枠　③

一般枠　④

特定財源　⑤

新重点推進事業
（13施策55事業）

内　　訳

平成24年度
当初予算
（54事業）

平成23年度からの
繰越予算
（１事業）

576,010 358,158 217,852

293,179 147,944 145,235

60,264 60,264 0

232,915 87,680 145,235

282,831 210,214 72,617

7 



柱 番号 市総合計画対応箇所
（大綱－施策の方針）

事　業　名 区分
事業費
総額

事業目的・概要 課　名

25 24
5-3 地球環境を意識
した循環型社会の形
成

環境対応車普及促進事
業

新規 14,245

　市の公用車について、電気自動車や燃
費の良いハイブリッド自動車を率先して
導入することにより、地球温暖化の原因
となる二酸化炭素排出量の削減による環
境負荷の低減を図るとともに、市民等へ
の普及促進に資する。

財政課

26 25
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

木材生産システム確立
支援事業

新規 4,740

　新たな木材生産システムを確立するこ
とにより、林業・木材産業の活性化と事
業量の増大による雇用の拡大を図るた
め、森林経営計画を策定した林業事業体
が森林施業を効率的に実施するために取
り組む林業機械導入に対し支援（補助）
する。
　また、「森林整備・木材利用促進対策
事業」及び「木質バイオマス生産拡大支
援事業」とあいまって、木質バイオマス
と発電に係る新たな需要を契機として、
燃料用チップの生産・供給基盤を強化す
ることにより、需要と供給のマッチング
を図り、木質バイオマスに係る再生可能
エネルギー関連産業の振興による復興を
目指す。

農林課

27 26 〃
森林整備・木材利用促
進対策事業

拡充 3,200

　森林整備については、国・県の補助に
より間伐事業が取り組まれているが、間
伐材等については、搬出コスト等の問題
から、そのほとんどが森林内に放置され
ている現状にある。
　これら間伐材を搬出し有効活用するこ
とにより、その収益を森林所有者に還元
し森林整備への意識の高揚を図るととも
に、林業分野での雇用創出、さらには循
環型社会の形成を推進するため、間伐材
の搬出・運搬にかかる費用の一部を支援
（補助）する。
　また、「木材生産システム確立支援事
業」及び「木質バイオマス生産拡大支援
事業」とあいまって、木質バイオマスと
発電に係る新たな需要を契機として、燃
料用チップの生産・供給基盤を強化する
ことにより、需要と供給のマッチングを
図り、木質バイオマスに係る再生可能エ
ネルギー関連産業の振興による復興を目
指す。

農林課

28 27 〃
木質バイオマス生産拡
大支援事業

新規 4,708

　会津地域に木質バイオマス発電施設が
整備予定であり、木質バイオマスの大口
需要が見込まれることから、「木材生産
システム確立支援事業」及び「森林整
備・木材利用促進対策事業」とあいまっ
て、燃料用チップの生産・供給基盤を強
化することにより、需要と供給のマッチ
ングを図り、木質バイオマスに係る再生
可能エネルギー関連産業の育成による産
業振興と雇用確保、発電に係る燃料用
チップの安定供給、更には、未利用間伐
材等の利活用による森林所有者の収入増
加や森林整備の促進によるＣＯ２削減と
循環型社会の形成に資するため、市内事
業体が県の補助事業により燃料用チップ
増産のためのチップ選別機械を整備する
取組に対し市が県の支援に上乗せして支
援（補助）する。

農林課

◎事業費総額（平成２４年度当初予算＋平成２３年度からの繰越予算）

（千円）

事業費総額　①（②＋⑤）

一般財源　②（③＋④）

新重点推進事業枠　③

一般枠　④

特定財源　⑤

新重点推進事業
（13施策55事業）

内　　訳

平成24年度
当初予算
（54事業）

平成23年度からの
繰越予算
（１事業）

576,010 358,158 217,852

293,179 147,944 145,235

60,264 60,264 0

232,915 87,680 145,235

282,831 210,214 72,617

8 



柱 番号 市総合計画対応箇所
（大綱－施策の方針）

事　業　名 区分
事業費
総額

事業目的・概要 課　名

（２）農林業ビジョンに基づく事業推進

29 1
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

園芸作物施設化促進事
業

継続 6,000

　園芸作物の施設化をさらに促進するた
め、県補助事業に該当しない施設化の取
組について、市独自の支援（補助）を強
化することにより県の制度を補完し、園
芸作物の生産性・収益性の向上を図る。

農林課

30 2 〃
集落営農組織化等緊急
促進事業

継続 1,950

　零細な経営規模と後継者不足という課
題を抱えている本市の農業と農村の維
持・発展のための緊急対策として、集落
営農の組織化・法人化、更には経営の多
角化の取組に対し支援（補助）を行うこ
とにより、担い手が中心となる農業構造
の確立を図る。

農林課

31 3 〃
農作物野生獣被害対策
事業

継続 360

　行政区等地域が一体となった野生獣に
よる農作物被害防止の取組に対し支援
（補助）することにより、農作物被害の
軽減を図るとともに、生産意欲の減退と
耕作放棄地拡大の防止を図り、農山村の
維持・保全を図る。（出荷を目的とした
作物については県が、出荷を目的としな
い作物については市が独自の支援を行う
ことで連携・補完）

農林課

32 4 〃
新規就農者・東日本大
震災被災地域農業者支
援事業　【再掲】

拡充 (7,127) ＜　参照　（１）－８　＞ 農林課

33 5 〃
木材生産システム確立
支援事業　【再掲】

新規 (4,740) ＜　参照　（１）－25　＞ 農林課

34 6 〃
森林整備・木材利用促
進対策事業　【再掲】

拡充 (3,200) ＜　参照　（１）－26　＞ 農林課

35 7 〃
木質バイオマス生産拡
大支援事業　【再掲】

新規 (4,708) ＜　参照　（１）－27　＞ 農林課

36 8 〃
先進的モデル経営体育
成支援事業

新規 4,800

　本市農業を支える担い手の育成・確保
の課題解決に向けて、土地利用型農業に
おける先進的な経営体の育成を図るた
め、大規模で収益性の高い農業を目指す
経営体（モデル経営体）が融資を主体と
して農業用機械・施設を導入する場合に
支援（補助）を行うとともに、モデル経
営体への農地の面的集積につながる農地
の貸し手に交付金を交付することにより
農地集積の加速化を図る。

農林課

37 9 〃
農畜産物等喜多方ブラ
ンド確立推進事業
【再掲】

新規 (1,098) 　＜　参照　（１）－５　＞ 農林課

38 10 〃
中山間地域花き生産拡
大実証モデル事業

新規 1,306

　中山間地域等における花き（りんどう
等）の低コスト・省力化栽培を推進し、
高齢化の著しい中山間地域等の農業・農
村の活性化を図るため、花きの生産拡大
方法の実証モデル事業として中山間地域
等において５ａ以上の花き生産拡大に取
組む農業者を対象に支援（補助）する。

農林課

39 11 〃
負けない喜多方風評被
害対策事業（農林業対
策）　【再掲】

新規 (7,323) ＜　参照　（１）－１　＞ 農林課

◎事業費総額（平成２４年度当初予算＋平成２３年度からの繰越予算）

（千円）

事業費総額　①（②＋⑤）

一般財源　②（③＋④）

新重点推進事業枠　③

一般枠　④

特定財源　⑤

新重点推進事業
（13施策55事業）

内　　訳

平成24年度
当初予算
（54事業）

平成23年度からの
繰越予算
（１事業）

576,010 358,158 217,852

293,179 147,944 145,235

60,264 60,264 0

232,915 87,680 145,235

282,831 210,214 72,617

9 



柱 番号 市総合計画対応箇所
（大綱－施策の方針）

事　業　名 区分
事業費
総額

事業目的・概要 課　名

40 12
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

新肉用牛肥育素牛導入
事業　【再掲】

拡充 (2,640) ＜　参照　（１）－９　＞ 農林課

41 13 〃
新優良基礎雌牛導入補
助事業　【再掲】

拡充 (3,312) ＜　参照　（１）－10　＞ 農林課

42 14 〃
負けない喜多方風評被
害対策事業(観光物産
対策) 　【再掲】

新規 (2,503) ＜　参照　（１）－３　＞ 観光交流課

（３）喜多方ブランドの確立と産地づくりの推進

43 1
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

農畜産物等喜多方ブラ
ンド確立推進事業
【再掲】

新規 (1,098) ＜　参照　（１）－５　＞ 農林課

44 2

2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興
2-2 地域の個性を生
かした商工業の振興

ブランド力強化支援事
業　【再掲】

継続 (2,346) ＜　参照　（１）－６　＞ 観光交流課

45 3
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

新肉用牛肥育素牛導入
事業　【再掲】

拡充 (2,640) ＜　参照　（１）－９　＞ 農林課

46 4 〃
新優良基礎雌牛導入補
助事業　【再掲】

拡充 (3,312) ＜　参照　（１）－10　＞ 農林課

（４）雇用対策の充実

47 1
2-2 地域の個性を生
かした商工業の振興

雇用相談センター就職
支援事業

継続 9,595

　雇用対策の充実・就業機会の創出は喫
緊の課題であり、本市独自の取組として
設置している「雇用相談センター」にお
いて専門家（キャリアコーディネー
ター）による一般求職者及び障がい者を
対象とした就職相談や支援活動を行うと
ともに、合同企業説明会や就職支援セミ
ナー等を開催する。

商工課

48 2 〃
新規高卒者雇用促進支
援事業

新規 6,500

　地元就職希望者の市内における雇用を
促進するため、公共職業安定所に求人の
申込みをした市内の事業所が市内に住所
を有する新規高卒者を雇用した場合、事
業所に対し雇用助成金を交付する。

商工課

49 3 〃
喜多方市東日本大震災
被災等企業立地支援事
業　【再掲】

新規 (6,620) ＜　参照　（１）－12　＞ 商工課

50 4
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

木材生産システム確立
支援事業　【再掲】

新規 (4,740) ＜　参照　（１）－25　＞ 農林課

51 5 〃
森林整備・木材利用促
進対策事業　【再掲】

拡充 (3,200) ＜　参照　（１）－26　＞ 農林課

52 6 〃
木質バイオマス生産拡
大支援事業 【再掲】

新規 (4,708) ＜　参照　（１）－27　＞ 農林課

（５）地元企業・商工業の活性化

53 1
2-2 地域の個性を生
かした商工業の振興

喜多方市住宅用新エネ
ルギー設備等設置費補
助事業　【再掲】

拡充 (7,890) ＜　参照　（１）－23　＞ 企画政策課

◎事業費総額（平成２４年度当初予算＋平成２３年度からの繰越予算）

（千円）

事業費総額　①（②＋⑤）

一般財源　②（③＋④）

新重点推進事業枠　③

一般枠　④

特定財源　⑤

新重点推進事業
（13施策55事業）

内　　訳

平成24年度
当初予算
（54事業）

平成23年度からの
繰越予算
（１事業）

576,010 358,158 217,852

293,179 147,944 145,235

60,264 60,264 0

232,915 87,680 145,235

282,831 210,214 72,617

10 



柱 番号 市総合計画対応箇所
（大綱－施策の方針）

事　業　名 区分
事業費
総額

事業目的・概要 課　名

54 2
2-2 地域の個性を生
かした商工業の振興

ものづくり企業等経営
基盤強化支援事業

拡充 4,150

　市内企業のものづくり技術の向上やそ
れを活かした製品の高付加価値化の促進
を図るため、市内の中小企業が行う試作
品開発や開発に伴う市場調査等に関する
経費に対し支援（補助）を行う。
　また、市内企業の振興による地域経
済・産業の活性化を図るため、個々の企
業の技術力強化や企業間連携による独自
技術の確立とものづくり技術等の情報発
信を支援するとともに、これら本市独自
の企業振興支援策をＰＲすることによっ
て他地域との差別化を図り、企業誘致の
促進を図る。

商工課

55 3 〃
商店街低炭素街路灯導
入促進事業

継続 1,600

　商店街や商工業者の経営基盤強化と活
性化、並びに省エネルギー・ＣＯ２排出
量の削減を図るため、商店街振興組合等
が行う街路灯の省エネ型電球ＬＥＤ等へ
の取替に対し支援（補助）する。

商工課

56 4 〃
負けない喜多方風評被
害対策事業(商工業対
策)　【再掲】

新規 (1,120) ＜　参照　（１）－２　＞ 商工課

（６）企業誘致と条件整備

57 1 2-2 地域の個性を生
かした商工業の振興

ものづくり企業等経営
基盤強化支援事業
【再掲】

拡充 (4,150) ＜　参照　（５）－２　＞ 商工課

58 2 〃
喜多方市東日本大震災
被災等企業立地支援事
業　【再掲】

新規 (6,620) ＜　参照　（１）－12　＞ 商工課

（７）観光の充実

59 1
2-3 もてなす心が温
かい喜多方流観光の
推進

花でもてなす観光喜多
方推進事業　【再掲】

拡充 (3,173) ＜　参照　（１）－７　＞ 観光交流課

60 2 〃

負けない喜多方風評被
害対策事業（観光物産
対策（観光協会））
【再掲】

新規 (939) ＜　参照　（１）－４　＞ 観光交流課

（８）保健・医療・福祉の充実

61 1
4-2 地域で育む福祉
体制の推進 地域生活支援事業 拡充 3,298

　障がい者及びその家族が安心して日常
生活が送れるよう、各種障がい者サービ
スについて相談支援体制の強化を図る
（福島県指定相談支援事業所への相談支
援事業委託）。
　また、平成24年度の新たな取組とし
て、市が開催する講演会等の際に手話通
訳者を配置し、聴覚障がい者が参加しや
すい環境を整える。

社会福祉課

62 2
1-3 安心して子育て
ができる環境整備の
推進

保育所０歳児待機児童
解消事業

継続 8,024
　子育てと仕事の両立を支援するため、
平成23年度に拡大した０歳児保育の受入
を継続する。

社会福祉課

63 3
4-2 地域で育む福祉
体制の推進

要援護者台帳システム
整備による登録推進事
業　【再掲】

新規 (2,483) ＜　参照　（１）－19　＞ 高齢福祉課

64 4 〃
いきいき高齢者介護予
防推進事業

新規 3,067

　介護予防への関心を高め、参加を促
し、元気な高齢者を増やすため、新たに
「複合型一次予防プログラム」を編成・
実施することにより「口腔、栄養、運
動、閉じこもり、認知症、うつ」などの
予防を実践的に推進する。

高齢福祉課

◎事業費総額（平成２４年度当初予算＋平成２３年度からの繰越予算）

（千円）

事業費総額　①（②＋⑤）

一般財源　②（③＋④）

新重点推進事業枠　③

一般枠　④

特定財源　⑤

新重点推進事業
（13施策55事業）

内　　訳

平成24年度
当初予算
（54事業）

平成23年度からの
繰越予算
（１事業）

576,010 358,158 217,852

293,179 147,944 145,235

60,264 60,264 0

232,915 87,680 145,235

282,831 210,214 72,617

11 



柱 番号 市総合計画対応箇所
（大綱－施策の方針）

事　業　名 区分
事業費
総額

事業目的・概要 課　名

65 5
1-3 安心して子育て
ができる環境整備の
推進

喜多方市子ども（中学
生）医療費助成事業

拡充 650

　子育て世代の経済的負担の軽減を図
り、安心して子どもを生み育てる環境を
整備するため、中学生の入院医療費に対
する助成額をこれまでの２分の１助成か
ら全額助成に拡大する。

保健課

66 6
4-1 安心で健康に暮
らせる保健・医療体
制の推進

インフルエンザワクチ
ン接種助成事業

拡充 15,375

　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、
インフルエンザワクチン接種費用の助成
対象者を拡大し、これまでの乳幼児から
小学６年生、妊婦に加え、中学生につい
ても助成対象とする。

保健課

（９）放課後児童対策の推進

67 1
1-3 安心して子育て
ができる環境整備の
推進

放課後児童クラブ事業 拡充 145,030

昼間保護者のいない児童を預かり、児童
の健全な育成に寄与するとともに、保護
者の就労などや子育て支援を図る。
【拡充内容】⇒12,035千円
放課後児童クラブの小学４年生から６年
生までの受入れ拡大を段階的に進めるこ
ととし、平成23年度から取り組んでいた
上三宮、第三、熊倉及び関柴の４小学校
区に合わせ、平成24年度当初から新た
に、第二、豊川、熱塩、加納、塩川、姥
堂、駒形、山都及び高郷の９小学校区で
拡大を実施し、さらに４月上旬に堂島小
学校区の拡大を図り、合計14小学校区に
おいて実施している。

社会福祉課

（10）生涯学習の充実、スポーツ交流都市宣言による事業推進

68 1
1-4 次世代を担う青
少年の健全育成の推
進

喜多方市人づくりの指
針推進事業

新規 549

　瓜生岩子刀自、蓮沼門三氏ら先人の教
えをもとに風土や文化、歴史等を踏まえ
て策定された「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
ひとりが指針に対する理解を深め、親し
んでいただくため、市内小中学校や公民
館の講座等への講師派遣や、指針パネル
の掲示等により市民への「人づくりの指
針」の浸透を図る。

生涯学習課

69 2 1-1 心を豊かにする
生涯学習の推進

スポーツ交流都市宣言
推進事業

拡充 1,225

　生涯スポーツ振興による豊かな心を育
むまちづくりの指針となる「スポーツ交
流都市宣言」の理念を踏まえ、魅力ある
スポーツ教室等の開催や新たにウォーキ
ングイベントマップを作成し市内外に情
報を発信することにより、市民の健康維
持増進やスポーツを通した交流人口の拡
大を図る。

生涯学習課

（11）安全・安心なまちづくりの推進

71 1
4-3 安全・安心の防
犯・防災体制・交通
安全対策等の推進

塩川町上江・別府地区
水害対策事業

拡充 4,637

　塩川町上江・別府地区では過去にも
度々豪雨による床上（下）浸水や道路冠
水等の被害が発生していることから、大
雨による浸水被害を防止するため、三吉
排水路吐き出しゲートの修繕や大雨時の
別府排水路末端の排水作業等を行う。

生活環境課

63 2 〃
要援護者台帳システム
整備による登録推進事
業　【再掲】

新規 (2,483) ＜　参照　（１）－19　＞ 高齢福祉課

72 3 〃
ため池等農地災害危機
管理対策事業　【再
掲】

新規 (3,003) ＜　参照　（１）－20　＞ 農林課

◎事業費総額（平成２４年度当初予算＋平成２３年度からの繰越予算）

（千円）

事業費総額　①（②＋⑤）

一般財源　②（③＋④）

新重点推進事業枠　③

一般枠　④

特定財源　⑤

新重点推進事業
（13施策55事業）

内　　訳

平成24年度
当初予算
（54事業）

平成23年度からの
繰越予算
（１事業）

576,010 358,158 217,852

293,179 147,944 145,235

60,264 60,264 0

232,915 87,680 145,235

282,831 210,214 72,617

12 



柱 番号 市総合計画対応箇所
（大綱－施策の方針）

事　業　名 区分
事業費
総額

事業目的・概要 課　名

（12）自然環境と調和したまちづくりの推進（自然環境・歴史・文化の活用と循環型社会の形成）　　

73 1
5-3 地球環境を意識
した循環型社会の形
成

再生可能エネルギー等
導入拠点モデル整備事
業（電気自動車用急速
充電器導入事業）
【再掲】

新規 (1,000) ＜　参照　（１）－21　＞ 企画政策課

74 2 〃
小水力発電導入調査事
業　【再掲】

新規 (599) ＜　参照　（１）－22　＞ 企画政策課

75 3 〃
喜多方市住宅用新エネ
ルギー設備等設置費補
助事業　【再掲】

拡充 (7,890) ＜　参照　（１）－23　＞ 企画政策課

76 4 〃
環境対応車普及促進事
業　【再掲】

新規 (14,245) ＜　参照　（１）－24　＞ 財政課

77 5
5-2 人と自然に配慮
した環境の形成

環境基本条例等推進事
業

拡充 301

　本市の自然や文化、地域資源を保全し
ていくための指針として、環境の保全や
創造に関する基本的な考え方を「環境基
本条例」として制定し今後の施策展開の
柱とするため、条例制定に向けた手続き
を進めるとともに、市民懇談会や環境に
関する講演会を開催する。

生活環境課

78 6
5-3 地球環境を意識
した循環型社会の形
成

木材生産システム確立
支援事業　【再掲】

新規 (4,740) ＜　参照　（１）－25　＞ 農林課

79 7 〃
森林整備・木材利用促
進対策事業　【再掲】

拡充 (3,200) ＜　参照　（１）－26　＞ 農林課

80 8 〃
木質バイオマス生産拡
大支援事業　【再掲】

新規 (4,708) ＜　参照　（１）－27　＞ 農林課

81 9 〃
商店街低炭素街路灯導
入促進事業　【再掲】

継続 (1,600) ＜　参照　（５）－３　＞ 商工課

82 10
3-4 自然・歴史・文
化に誇りがもてる地
域資源の活用

蔵等国登録有形文化財
保存支援事業

新規 2,065

　蔵等の国登録有形文化財を良好に保
全、保護して文化財本来の価値を保つこ
とにより、歴史遺産、文化資源として地
域間交流や観光、地域づくり等へ活用す
るため、所有者が行う建造物の保護、保
全に係る経費について支援（補助）す
る。

文化課

83 11 〃

次世代につなぐ自由民
権運動
～自由民権運動喜多方
事件130周年記念事業
～

新規 1,000

　近代民主主義運動の先駆けである自由
民権運動喜多方事件について、歴史的意
義を再認識することにより事件の風化を
防ぎ、若い世代への継承と市民への啓発
を図るため、シンポジウムやセミナーを
開催する（記念事業実行委員会への補
助）。

文化課

◎事業費総額（平成２４年度当初予算＋平成２３年度からの繰越予算）

（千円）

事業費総額　①（②＋⑤）

一般財源　②（③＋④）

新重点推進事業枠　③

一般枠　④

特定財源　⑤

新重点推進事業
（13施策55事業）

内　　訳

平成24年度
当初予算
（54事業）

平成23年度からの
繰越予算
（１事業）

576,010 358,158 217,852

293,179 147,944 145,235

60,264 60,264 0

232,915 87,680 145,235

282,831 210,214 72,617

13 



柱 番号 市総合計画対応箇所
（大綱－施策の方針）

事　業　名 区分
事業費
総額

事業目的・概要 課　名

（13）過疎地域・集落対策の推進

84 1
3-1 住民と行政の協
働の推進

過疎地域・集落対策事
業

拡充 4,931

　過疎地域・集落の更なる維持・活性化
を図るため、アドバイザー等の受入経費
の支援、取組の立ち上がり期に対する財
政的支援による対策等のこれまでの取組
に加え、集落支援員制度について常勤体
制のモデル的導入や、空き家等の除却や
活用のニーズ調査及び制度の検討を行
う。

企画政策課

（14）その他

85 1 3-3 地域間交流の推
進

友好都市締結・交流促
進事業

新規 2,807

　合併前の旧町村から交流が続いている
東京都東大和市と千葉県香取市との地域
間交流について、両市と友好都市を締結
するとともに広報紙等により広く情報を
発信することにより、市民の両市に対す
る理解を深め、今後の全市的な交流促進
の契機とする。

企画政策課

86 2 6-1 市民が参加しや
すい行政体制の推進

きたかた大使事業 拡充 1,979

　本市では、喜多方市出身者または本市
に縁があり、県内外の各界で活躍されて
いる方を「きたかた大使」として委嘱し
ており、日常的に本市の観光・物産等の
ＰＲ、イメージアップのためのアドバイ
スをしていただいている。
　平成24年度は、「きたかた大使」を招
いてのシンポジウム形式による意見交換
会等を開催するとともに、新たに「きた
かた大使」を講師とする各分野における
講演会を開催して、今後の本市のさらな
る発展に資する。

総務課

87 3 〃 市勢広報映像作成 継続 964
　市勢情報について広く県内外に発信
し、本市のイメージアップと活性化につ
なげるため、広報映像を作成する。

総務課

88 4
6-3 健全な財政運営
の推進

市有財産維持管理・利
活用推進事業

新規 2,772

　市有財産を明確化し未利用地の利活用
を推進するため、現地確認等により区域
を明確化し、また未利用地の不動産鑑定
評価を行う。

財政課

89 5
1-3 安心して子育て
ができる環境整備の
推進

出会い創出支援事業 拡充 1,245

　本市においては、結婚適齢者の晩婚化
や未婚者の増加により、少子化が著しく
進行していることから、男女の出会いの
場の創出を図るため、ホームページの活
用による情報提供や、喜多方を舞台に食
べ歩く合同コンパイベント等を行い、出
会いの場の創出と地域の活性化を図る。

社会福祉課

◎事業費総額（平成２４年度当初予算＋平成２３年度からの繰越予算）

（千円）

事業費総額　①（②＋⑤）

一般財源　②（③＋④）

新重点推進事業枠　③

一般枠　④

特定財源　⑤

新重点推進事業
（13施策55事業）

内　　訳

平成24年度
当初予算
（54事業）

平成23年度からの
繰越予算
（１事業）

576,010 358,158 217,852

293,179 147,944 145,235

60,264 60,264 0

232,915 87,680 145,235

282,831 210,214 72,617

14 



◎平成２３年度からの繰越予算 （単位：千円）

柱 番号 市総合計画対応箇所
（大綱－施策の方針）

事　業　名 区分
事業費
総額

事業目的・概要 課　名

（１）東日本大震災及び原子力災害からの復興対策

19 1
4-3 安全・安心の防
犯・防災体制・交通
安全対策等の推進

Ｖ-Low災害情報連携シ
ステム構築事業

新規 217,852

　東日本大震災を教訓に、防災行政無線
の未整備地区の解消を図り、さらには、
災害に強い情報連携システムを構築する
ため、Ｖ-Lowマルチメディア放送等を活
用した防災情報ネットワークの整備を推
進する。

※Ｖ-Lowマルチメディア放送とは
　アナログテレビ放送終了以降に、空い
たVHF-Low帯（VHF 1～3ch）を使うマル
チメディア放送サービスのこと
※マルチメディア放送とは
　放送波や通信回線を使用し音声・映像
（簡易動画）・データなどの配信を行
い、それらを組み合わせて実現する新し
い放送形態のこと

生活環境課

（11）安全・安心なまちづくりの推進

70 1
4-3 安全・安心の防
犯・防災体制・交通
安全対策等の推進

Ｖ-Low災害情報連携シ
ステム構築事業　【再
掲】

新規 (217,852) ＜　参照　繰越予算（１）－１　＞ 生活環境課

◎事業費総額（平成２４年度当初予算＋平成２３年度からの繰越予算）

（千円）

事業費総額　①（②＋⑤）

一般財源　②（③＋④）

新重点推進事業枠　③

一般枠　④

特定財源　⑤

新重点推進事業
（13施策55事業）

内　　訳

平成24年度
当初予算
（54事業）

平成23年度からの
繰越予算
（１事業）

576,010 358,158 217,852

293,179 147,944 145,235

60,264 60,264 0

232,915 87,680 145,235

282,831 210,214 72,617

15 


