
（１）東日本大震災及び原子力災害からの復興対策 （６）観光交流の充実 ～産業・地域のちから～

（２）安全・安心なまちづくりの推進 ～地域のちから～ （７）地域医療体制の充実 ～健康のちから～

（３）喜多方ブランド確立等の推進 ～産業・地域のちから～ （８）子育て支援 ～育みのちから～

（４）農林業の振興 ～大地・産業のちから～ （９）いきがいづくり ～地域のちから～

（５）商工業の振興と雇用の確保 ～産業のちから～ （10）再生可能エネルギーの利用推進と環境保全 ～大地・産業のちから～

※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２５年度当初予算 （単位：千円）

柱
施
策

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

① 安全・安心の情報発信

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）

拡充 5,955

　原子力発電所事故による風評被害払拭
のため、市独自での米の放射性物質検査
等を行い安全性を確認したうえで、首都
圏を中心としたトップセールスやイベン
トへの参加し、農畜産物等をはじめ本市
の安全性をＰＲする。

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）

継続 888

　商工業関係者が一致団結して風評被害
対策に取り組むため、のぼり旗「負けな
い！喜多方　がんばろう！福島」を更新
するとともに、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

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（観光物産
対策）

拡充 5,702

　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。
※また、国内の見本市、商談会等へ出展
して販路開拓・拡大に取り組む企業等に
対し支援（補助）することにより、喜多
方産品の知名度向上を図る。

観光交流課

14 4
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

食品等放射性物質分析
検査事業

継続 21,378

　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

12 5
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

継続 7,790

　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、分散しようとする企業のう
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、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

16 6
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

継続 8,812

　希望する市民に個人線量計（バッジ
式）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

平成２５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25年度においては、次の10本の柱、20施策として51事業の推進を図ります。

施策の柱
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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 7 1-1 心を豊かにする
生涯学習の推進

新生喜多方プラザオー
プン記念公演事業

拡充 14,500

　大規模改修・増設工事が終了し、最新
の音響・照明を備え生まれ変わった喜多
方プラザで震災復興応援コンサートを開
催し、全国に向け元気を発信することに
より、風評被害を払拭するとともに、市
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

5 8
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

拡充 3,648

　喜多方産農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連携し、本
市の魅力や農畜産物の安全性等を情報発
信することにより、風評被害を払拭する
とともに喜多方ブランドの確立及び定着
化を図る。

農林課

② 負けない喜多方風評被害対策

13 1
1-1 心を豊かにする
生涯学習の推進

新生喜多方プラザオー
プン記念公演事業

拡充 (14,500) ＜　参照　（１）－①－７　＞ 中央公民館

1 2
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）【再掲】

拡充 (5,955) ＜　参照　（１）－①－１　＞ 農林課

2 3
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)【再掲】

継続 (888) ＜　参照　（１）－①－２　＞ 商工課

3 4

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

負けない喜多方風評被
害対策事業(観光物産
対策)【再掲】

拡充 (5,702) ＜　参照　（１）－①－３　＞ 観光交流課

9 5
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

継続 2,724

　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 6 〃
新優良基礎雌牛導入事
業

継続 3,443

　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

6 7

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

喜多方ブランド海外販
路開拓支援事業

新規 2,927

　海外でのイベント、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・拡大に取り組む企業等に対し支
援（補助）することにより、海外での喜
多方産品の知名度向上と風評被害の払拭
を図る。

観光交流課

6 8
2-3 もてなす心が温
かい喜多方流観光の
推進

外国人観光客受入体制
整備推進事業

新規 232

　原子力発電所事故による風評被害は、
特に外国人に強い影響を及ぼし、観光に
訪れる外国人が大幅に減少していること
から、市内観光関連業者等と協働し、外
国人観光客に対する理解を深めるための
研修会を実施するなど、受入体制の環境
整備を図る。

観光交流課

7 9
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 8,493

　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。
（三ノ倉高原を花で彩る取組や各地域の
花イベント等の情報発信等）

観光交流課
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事業費
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（２）安全・安心なまちづくりの推進 ～地域のちから～

③ 防災体制の強化

20 1 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

継続 1,112

　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
帳システムへの登録を推進する。

高齢福祉課

71 2
4-3 安全・安心の防
犯・防災体制・交通
安全対策等の推進

防災力・減災力強化事
業

新規 10,161

　東日本大震災及び原子力発電所事故を
教訓に、災害時に必要となる備蓄品等を
確保し、自主防災組織を拡充して消防団
との連携を強化するとともに、自治体や
関係団体との災害協定締結を推進するこ
とにより、災害に強いまちづくりを目指
す。

生活環境課

71 3 〃
塩川町上江・別府地区
水害対策事業

継続 2,663

　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操作、別府排水
路末端の排水作業等を行う。

生活環境課

21 4 〃
ため池等農地災害危機
管理対策事業

拡充 6,500

　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。
平成25年度：大平沼及び大深沢調整池

農林課

④ 防犯体制の強化

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

暴力団排除条例啓発事
業

新規 767

　喜多方市暴力団排除条例制定を記念し
て広告塔を設置し、講演会等を実施する
ことにより、条例制定を広く周知して暴
力団排除の機運を高め、安全で安心な地
域社会の構築を図る。

生活環境課

（３）喜多方ブランド確立等の推進 ～産業・地域のちから～

⑤ 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】

拡充 (3,648) ＜　参照　（１）－①－８　＞ 農林課

45 2 〃
新肉用牛肥育素牛導入
事業【再掲】

継続 (2,724) ＜　参照　（１）－②－５　＞ 農林課

46 3 〃
新優良基礎雌牛導入事
業【再掲】

継続 (3,443) ＜　参照　（１）－②－６　＞ 農林課

44 4

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

喜多方ブランド海外販
路開拓支援事業
【再掲】

新規 (2,927) ＜　参照　（１）－②－７　＞ 観光交流課
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（４）農林業の振興 ～大地・産業のちから～

⑥ 喜多方市農林業ビジョンに基づく農林業の振興

38 1
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

雄国山麓地区営農確立
園芸モデル実証事業

新規 1,353

　雄国山麓地区においては、高齢化の進
行や農業情勢の変化により振興作物の定
着が進まず、経営の安定化が進展しない
現状にあることから、収益性の高い新た
な導入作物として葉菜類等（ホウレン草
等）の栽培実証事業を行うことにより、
当地区における畑作営農の安定化を図
る。

農林課

8 2 〃
新規就農者・東日本大
震災被災地域農業者支
援事業

継続 4,314

　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

27 3 〃
森林整備・木材利用促
進対策事業

継続 330

　森林整備については、国・県の補助に
より間伐事業と近隣道路までの搬出事業
の取組がなされている。
　これら間伐材を製材所等へ運搬する費
用の一部を支援（補助）することによ
り、木材の有効活用を促進するととも
に、森林整備への意識の高揚を図る。

農林課

29 4 〃
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、新規で施設化に取り組む農業者に対
し、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 5 〃
集落営農組織化等緊急
促進事業

拡充 3,545

　農業従事者の減少・高齢化、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、集落営農の組
織化・法人化を目指す団体等に対し支援
（補助）を行うことにより、地域の特色
を生かした農林業の振興を図る。

農林課

31 6 〃
農作物野生獣被害対策
事業

継続 443

　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

36 7 〃
先進的モデル経営体育
成支援事業

拡充 8,545

　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、構造改革が立ち遅
れている土地利用型農業における次世代
の農業モデルとな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
業を目指す意欲ある経営体（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（助成）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出し手を支援（交
付金）することにより農地集積の加速化
を図る。

農林課
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38 8
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

中山間地域花き生産拡
大実証モデル事業

拡充 836

　中山間地域等においては農業従事者の
減少、高齢化等が著しく、低コスト・省
力化が可能な花き（りんどう等）の露地
栽培を推進する必要があることから、花
きの生産拡大方法の実証モデル事業とし
て５ａ以上の路地栽培に取組む農業者を
対象に支援（補助）することにより、中
山間地域等の農業・農村の活性化を図
る。

農林課

43 9 〃
農畜産物等喜多方ブラ
ンド確立推進事業
【再掲】

拡充 (3,648) ＜　参照　（１）－①－８　＞ 農林課

40 10 〃
新肉用牛肥育素牛導入
事業【再掲】

継続 (2,724) ＜　参照　（１）－②－５　＞ 農林課

41 11 〃
新優良基礎雌牛導入事
業【再掲】

継続 (3,443) ＜　参照　（１）－②－６　＞ 農林課

⑦ 担い手等育成による新たな農業モデルの展開

38 1
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

雄国山麓地区営農確立
園芸モデル実証事業
【再掲】

新規 (1,353) ＜　参照　（４）－⑥－１　＞ 農林課

29 2 〃
園芸作物施設化促進事
業【再掲】

継続 (6,000) ＜　参照　（４）－⑥－４　＞ 農林課

30 3 〃
集落営農組織化等緊急
促進事業【再掲】

拡充 (3,545) ＜　参照　（４）－⑥－５　＞ 農林課

36 4 〃
先進的モデル経営体育
成支援事業【再掲】

拡充 (8,545) ＜　参照　（４）－⑥－７　＞ 農林課

38 5 〃
中山間地域花き生産拡
大実証モデル事業
【再掲】

拡充 (836) ＜　参照　（４）－⑥－８　＞ 農林課

⑧ 森林の整備及び木材利用の推進

27 1
2-1 地域の特色を生
かした活力ある農林
業の振興

森林整備・木材利用促
進対策事業【再掲】

継続 (330) ＜　参照　（４）－⑥－３　＞ 農林課

（５）商工業の振興と雇用の確保 ～産業のちから～

⑨ 地元企業の競争力強化等への支援及び商業の振興

54 1
2-2 地域の個性を生
かした商工業の振興

喜多方市工業振興ビ
ジョン策定事業

新規 1,288

　本市工業の振興を図るためには、より
中長期的な観点から目指すべき方向性を
示す制度設計が必要であり、市内商工団
体、大学等の有識者等をメンバーとする
委員会による検討、市内工業者への基礎
調査による課題、ニーズ等の分析を踏ま
え、工業振興ビジョンを策定する。

商工課

54 2 〃
喜多方市商業振興ビ
ジョン策定調査事業

新規 528

　本市商業の振興を図るためには、より
中長期的な観点から目指すべき方向性を
示す制度設計が必要であり、平成26年度
の策定に向け、本市商業の現状と課題を
把握するためアンケート等調査を実施す
る。

商工課
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54 3
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 4,551

　企業活動のグローバル化による国際競
争の激化や景気悪化により企業における
新たな製品や技術開発のための研究開発
予算の確保が困難な状況の中、市内立地
企業が継続的に活動を行うためには企業
の競争力強化が必要である。そのために
は、産学官連携の更なる推進、ものづく
り技術やそれを活かした製品の高付加価
値化の促進を図ることが重要であること
から、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、市内立地企業が設備や研究開発
等への投資、従業員への利益還元を促進
するためには利益率の改善を図る必要が
あることから、ムダの無い経営、生産を
行うための手法（リーン生産方式等）を
導入する企業を支援する。

商工課

55 4 〃
商店街低炭素街路灯導
入促進事業

継続 3,200

　商店街や商工業者の経営基盤強化によ
る商業振興及び活性化、さらにＣＯ２排
出量の削減等を図るため、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

49 5 〃
喜多方市東日本大震災
被災等企業立地支援事
業【再掲】

継続 (7,790) ＜　参照　（１）－①－５　＞ 商工課

⑩ 雇用対策の充実

47 1 〃
雇用相談センター就職
支援事業

拡充 18,180

　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
対象とした個別相談や就職支援を行うと
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

49 2 〃
喜多方市東日本大震災
被災等企業立地支援事
業【再掲】

継続 (7,790) ＜　参照　（１）－①－５　＞ 商工課

（６）観光交流の充実 ～産業・地域のちから～

⑪ 着地型観光の推進

6 1
2-3 もてなす心が温
かい喜多方流観光の
推進

外国人観光客受入体制
整備推進事業【再掲】

新規 (232) ＜　参照　（１）－②－８　＞ 観光交流課

59 2 〃
花でもてなす観光喜多
方推進事業【再掲】

拡充 (8,493) ＜　参照　（１）－②－９　＞ 観光交流課

⑫ 「花でもてなす喜多方」の推進

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 (8,493) ＜　参照　（１）－②－９　＞ 観光交流課

（７）地域医療体制の充実 ～健康のちから～

⑬ 地域医療の充実

66 1
4-1 安心で健康に暮
らせる保健・医療体
制の推進

健康きたかた生活習慣
病対策強化事業

新規 12,434

　本市の平均寿命は男女ともに県平均を
下回っていることから、健診時に塩分測
定を行い、高血圧と大きな関わりがある
とされている塩分摂取の実態を明らかに
することにより、市民が自身の健康状態
を把握できるようにするとともに、適正
な血圧と体重を維持しながら健康に暮ら
せるよう保健指導等を効果的に実施する
ことにより、市民の健康寿命の延伸を図
る。

保健課
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⑭ 保健・医療・福祉などの連携・充実

66 1

1-3 安心して子育て
ができる環境整備の
推進
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

継続 15,506

　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、
本市独自事業として乳幼児から中学３年
生までの子ども及び妊婦にインフルエン
ザワクチン接種費用を助成する。
（平成24年度から中学生まで助成を拡
大）

保健課

66 2
4-1 安心で健康に暮
らせる保健・医療体
制の推進

健康きたかた生活習慣
病対策強化事業
【再掲】

新規 (12,434) ＜　参照　（７）－⑬－１　＞ 保健課

64 3 4-2 地域で育む福祉
体制の推進

いきいき高齢者介護予
防推進事業

継続 2,668

　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、「複合
型一次予防事業」として「口腔、栄養、
運動、脳トレ」などのプログラムを継続
して実施する。

高齢福祉課

63 4 〃
要援護者台帳システム
整備による登録推進事
業【再掲】

継続 (1,112) ＜　参照　（２）－③－１　＞ 高齢福祉課

⑮ 健康づくりの推進

66 1
4-1 安心で健康に暮
らせる保健・医療体
制の推進

健康きたかた生活習慣
病対策強化事業
【再掲】

新規 (12,434) ＜　参照　（７）－⑬－１　＞ 保健課

16 2 〃
線量計等緊急整備支援
事業【再掲】

継続 (8,812) ＜　参照　（１）－①－６　＞ 保健課

64 3
4-2 地域で育む福祉
体制の推進

認知症サポーター養成
推進事業

新規 353

　本市においては、少子高齢化が進行し
認知症高齢者等も増加傾向にあることか
ら、市民が認知症に対する理解を深め、
皆が最後まで本市で生活できる社会を構
築するため、認知症患者の行動に対する
理解と支援する気持ちを持てる「認知症
サポーター」を養成する。

高齢福祉課

64 4 〃
いきいき高齢者介護予
防推進事業【再掲】

継続 (2,668) ＜　参照　（７）－⑭－３　＞ 高齢福祉課

（８）子育て支援 ～育みのちから～

⑯ 子育て支援体制の構築

62 1
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 9,219
　子育てと仕事の両立を支援するため、
平成23年度から拡大している０歳児保育
の受入を継続する。

社会福祉課

66 2

1-3 安心して子育て
ができる環境整備の
推進
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
【再掲】

継続 (15,506) ＜　参照　（７）－⑭－１　＞ 保健課

⑰ 放課後児童対策の充実

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 継続 153,685

　「放課後児童クラブ」において、小学
校１～３年生を対象とした実施と併せ、
児童の健全育成と子育て支援対策を強化
し、安心して子育てができる環境を整備
するため、小学校４年生から６年生まで
の受入拡充を進める。
（平成25年度は、児童の安全確保と設備
の充実を図るとともに、第一、松山及び
慶徳の３小学校区について、幼保一体化
等を踏まえながら拡充について検討す
る。）

社会福祉課
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（９）いきがいづくり ～地域のちから～

⑱ ライフステージにあわせた生涯学習の充実

68 1 1-1 心を豊かにする
生涯学習の推進

喜多方市人づくりの指
針推進事業

拡充 1,573

　藤樹学の精神を生かし、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に、より
一層の指針内容の浸透を図るため、市内
小中学校や公民館講座等への講師派遣
や、「喜多方の偉人」副読本の作成、指
針パネルの掲示等を実施する。

生涯学習課

69 2 〃
スポーツ交流都市宣言
推進事業

拡充 1,024

　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、ウォーキングイベントス
タンプラリー等を実施することにより、
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

69 3 〃

「文化を活かした喜多
方市地域振興プロジェ
クト」芸術家による文
化交流事業

新規 12,000

　平成22年度から24年度まで開催された
「会津・漆の芸術祭」での創作活動によ
る交流を通して培われた絆を活かし、さ
らに風評被害の払拭に取組む本市の応援
を込めた倉敷市「大原美術館」の協力・
支援を受け、学生や芸術家が本市に滞在
しながら創作活動をするうえで、本市が
有する自然・歴史・文化財など様々な資
源を活用し、市民と交流することによ
り、地域の文化水準の向上や観光等の産
業の振興、地域活性化を図る。

文化課

⑲ 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 4,119

　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、集落支援員制度を充実・強化
し、空き家等の利活用や新たな人的支援
等の検討を行う。

企画政策課

82 2
5-2 人と自然に配慮
した環境の形成 有害鳥獣対策事業 拡充 7,677

　有害鳥獣による被害が深刻化している
ことから、人家付近に寄せ付けないよう
に集落環境診断や出没箇所の巡回等を実
施し、身を守り作物を守れるように電気
柵や捕獲用ワナ等を整備するとともに、
効果的な捕獲体制を構築することによ
り、有害鳥獣による人的被害や農作物被
害を防ぎ、市民生活の安全を確保する。

生活環境課

（10）環境に優しいエネルギーの利用推進及び環境保全 ～大地・産業のちから～

⑳ 環境に優しい新エネルギーの導入、利用推進と環境の保全

77 1
5-2 人と自然に配慮
した環境の形成

環境基本条例等制定推
進事業

拡充 252

　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、市民懇談会等を開催する
とともに、条例制定に向けた手続きを進
める。

生活環境課

22 2
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）

継続 10,031

　多くの市民・観光客が訪れる観光・交
流の拠点である「ふれあいパーク喜多の
郷」に急速充電器を設置し、電気自動車
等を利用する市民・観光客の利便性の向
上を図るとともに、環境に配慮したまち
づくりを進める本市のＰＲの場とする。
将来的には、災害時に防災拠点の役割を
担えるような再生可能エネルギー等のモ
デル拠点としたい。

企画政策課
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23 3
5-3 地球環境を意識
した循環型社会の形
成

小水力発電導入調査事
業

継続 577

　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
発電の詳細調査を継続して行い、小水力
発電導入の可能性を探る。

企画政策課

81 4 〃
商店街低炭素街路灯導
入促進事業【再掲】

継続 (3,200) ＜　参照　（５）－⑨－４　＞ 商工課

（11）その他

89 1
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 継続 646

　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、喜多方を舞台に
地元飲食店を利用した街コンを開催し、
男女の出会いの場を創出するとともに地
域振興を図る。

社会福祉課

85 2
3-1 住民と行政の協
働の推進

市民と行政の協働モデ
ル推進事業

新規 3,875

　市民と行政との協働による取組みの定
着化を図るため、ボランティア活動支援
センターの事業を支援（補助）するとと
もに機能を強化する。

企画政策課

85 3
3-3 地域間交流の推
進 友好都市交流促進事業 新規 1,827

　平成24年度に友好都市協定を締結した
東京都東大和市及び千葉県香取市との交
流を全市的なものとするため、トップ
セールスやイベント等への参加、香取市
民レガッタへクルーを派遣するととも
に、市民や民間団体等同士による交流の
契機づくりや交流活動を支援する。

企画政策課

82 4
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

継続 2,000

　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、歴史遺産及び文化資源として
地域間交流や観光、地域づくり等に活用
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

69 5 〃
「喜多方市の歴史」再
発見事業

新規 645

　吹き抜け総柱建造物として全国的にも
貴重な新宮「熊野神社長床」の建材を科
学的に分析、測定した結果、正確な建造
時期が解明されたことから、この貴重な
事例を広く発信するためシンポジウム等
を開催し、市民が郷土の歴史を再発見す
るとともに理解を深めることにより、文
化財保護意識の高揚及び次世代への継承
を図る。

文化課

88 6 6-3 健全な財政運営
の推進

森林等財産維持管理・
利活用推進事業

拡充 1,110

　市有林等の本市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
により森林境界等を明確にしてデータ化
し、また未利用地の不動産鑑定評価を行
う。

財政課
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