
（１）原子力災害からの復興 （６）地域医療体制の充実 ～健康のちから～

（２）安全・安心なまちづくりの推進 ～地域のちから～ （７）子育て支援 ～育みのちから～

（３）農林業の振興 ～大地・産業のちから～ （８）いきがいづくり ～地域のちから～

（４）商工業の振興と雇用の確保 ～産業のちから～

（９）再生可能エネルギーの利用推進と環境保全

（５）観光交流の充実 ～産業・地域のちから～

                                   ～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２６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）原子力災害からの復興

（１）原子力災害からの復興（１）原子力災害からの復興

（１）原子力災害からの復興

① 

① ① 

① 原発事故による風評被害対策の強化

原発事故による風評被害対策の強化原発事故による風評被害対策の強化

原発事故による風評被害対策の強化

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 6,808

　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により、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 800

　商工業関係者が一丸となり風評被害

対策に取り組むため、風評被害払拭ア

ピールグッズを制作し、首都圏等で開

催される商工フェア、技術展等で配布

することにより、市内企業製造品をは

じめ本市の安全性をＰＲ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（グリー

ン・ツーリズム交流対

策）

拡充 4,484

　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、各種

イベントにおける安全性のＰＲ、家族

向けグリーン・ツーリズム商品の開発

やモニターツアーの実施、リピーター

を増やすためのファン倶楽部の創設な

ど積極的な事業展開を図り、風評被害

の払拭とグリーン・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

10 4

1-2 特色ある学校教

育の推進

学校給食食材検査事業 継続 12,887

　本市の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する。

学校教育課

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

拡充 3,648

　本市産農畜産物等の販売等を行って

いる首都圏の民間事業者と連携し、本

市の魅力や農畜産物等の安全性等を情

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

9 6

〃

新肉用牛肥育素牛導入

事業

継続 908

　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、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、福島会津牛の生産を維持し

てブランドを確立する。

農林課

平成２６年度　喜多方市新重点推進事業一覧表平成２６年度　喜多方市新重点推進事業一覧表平成２６年度　喜多方市新重点推進事業一覧表平成２６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26年度においては、次の９本の柱、17施策として55事業の推進を図ります。

施策の柱

－ 4  －



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

10 7

2-1 地域の特色を生

かした活力ある農林

業の振興

新優良基礎雌牛導入事

業

継続 1,148

　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、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、福島会津牛の生産を維持して

ブランドを確立する。

農林課

27 8

〃

ほだ木等原木林再生事

業

新規 4,000

　原子力発電所事故による放射性物質

の影響を払拭するため、きのこ用ほだ

木として使用する既存の原木林を伐採

し、その根株から新たな萌芽を促進す

ることにより、原木林の再生と将来に

向けたほだ木の安定供給を図る。

農林課

6 9

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

喜多方ブランド国内外

販路開拓等支援事業

継続 3,744

　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（補助）すること

により、国内外で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

12 10

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

拡充 11,510

　東日本大震災により被災し、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

6 11

2-3 もてなす心が温

かい喜多方流観光の

推進

ふくしまデスティネー

ションキャンペーン推

進事業

新規 5,496

　平成27年に福島県全域の復興をア

ピールするとともに風評被害を払拭

し、観光客のリピーターを増やすこと

などを目的に「ふくしまデスティネー

ションキャンペーン」が開催されるこ

とから、これを本市の観光振興の好機

と捉えて積極的に活用し、官民一体と

なり各種事業を実施することにより誘

客を図る。

観光交流課

6 12

〃

蔵のまち喜多方・蔵観

光推進事業

新規 3,692

　風評被害により観光客が減少してい

るなか、本市へ観光客を誘客するうえ

で重要な施設であり、国登録有形文化

財にも登録されている蔵が一般公開さ

れない場合、その影響が大きいことか

ら、一般公開のための支援（補助）を

行うとともに、現況調査を行う。

観光交流課

7 13

〃

三ノ倉高原花畑事業 拡充 20,354

　三ノ倉高原に春は「菜の花」、夏は

「ヒマワリ」、秋には「コスモス」が

開花するよう花畑を整備し、スキー場

として使用する冬期間以外は花で楽し

める新たな観光の名所づくりを行うこ

とにより、風評被害の払拭と本市のイ

メージアップを図るとともに、交流人

口の増加、さらには地域経済の活性化

を図る。

（特にヒマワリは、東北一の作付面積

（約6.5ha）に拡大する。）

観光交流課

16 14

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 4,957

　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

－ 5  －



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

（２）安全・安心なまちづくりの推進 ～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～（２）安全・安心なまちづくりの推進 ～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～

② 防災体制の強化による災害に強いまちづくりの推進

② 防災体制の強化による災害に強いまちづくりの推進② 防災体制の強化による災害に強いまちづくりの推進

② 防災体制の強化による災害に強いまちづくりの推進

10 1

2-1 地域の特色を生

かした活力ある農林

業の振興

震災対策農業水利施設

整備事業

新規 45,700

　本市にある「ため池」には築造時期

が古い施設が多いことから、東日本大

震災を教訓に、１７箇所のため池で耐

震性点検を実施してその結果をデータ

ベース化し、震災対策に活用する。

農林課

20 2

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

拡充 3,569

　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

るとともに、制度の充実を図る。

高齢福祉課

71 3

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

拡充 8,013

　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装備品

等の確保やハザードマップの作成、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 4

〃

塩川町上江・別府地区

水害対策事業

継続 4,094

　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

③ 防犯体制の強化

③ 防犯体制の強化③ 防犯体制の強化

③ 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

防災力・減災力強化事

業【再掲】

拡充 (8,013) ＜　参照　（２）－②－３　＞ 生活環境課

（３）農林業の振興 ～大地・産業のちから～

（３）農林業の振興 ～大地・産業のちから～（３）農林業の振興 ～大地・産業のちから～

（３）農林業の振興 ～大地・産業のちから～

④ 担い手の育成等による構造改革の推進

④ 担い手の育成等による構造改革の推進④ 担い手の育成等による構造改革の推進

④ 担い手の育成等による構造改革の推進

8 1

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

継続 1,175

　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、農地賃借料、農業機械・施設リー

ス料等の一部を支援（補助）すること

により、営農再開時の初期投資を軽減

し、地域への定着化と担い手の育成を

図る。

農林課

36 2

〃

先進的モデル経営体育

成支援事業

継続 6,050

　本市農業を支える担い手の育成・確

保に向け、特に構造改革が立ち遅れて

いる土地利用型農業において、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）が農業用機械・施設を導入

する場合に、その融資残に対して補完

的な支援（助成）を行う。

農林課

36 3

〃

多様な担い手育成支援

事業

継続 2,550

　農業従事者の減少・高齢化に伴い、

後継者不足が見込まれることから、地

域の特色に応じた多様な担い手の育

成・確保を図るため、集落営農組織や

農作業受託組織等の設立を目指す団体

に対しては、その設立に必要な経費や

農業用機械等導入への支援を行う。

農林課

－ 6  －



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

⑤ 経営安定化へ向けた収益性の高い作物導入等の推進

⑤ 経営安定化へ向けた収益性の高い作物導入等の推進⑤ 経営安定化へ向けた収益性の高い作物導入等の推進

⑤ 経営安定化へ向けた収益性の高い作物導入等の推進

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

拡充 1,205

　雄国山麓地区において、収益性の高

い葉菜類等（ホウレン草等）の栽培実

証事業を継続するとともに、実証事業

の技術等をもとに収益性の高い作物の

栽培に取り組む農業者等を支援（助

成）することにより、当地区における

畑作営農の推進と農業者の所得向上を

図る。

農林課

29 2

〃

園芸作物施設化促進事

業

拡充 7,500

　天候等に左右されず、安定して高品

質な園芸作物（アスパラガス等）の生

産が可能となる施設栽培を促進するた

め、新規でパイプハウスによる施設化

に取り組む農業者に対して市独自に初

期投資の一部を支援（助成）すること

により、農業者の負担を軽減し、農家

経営の安定化を図る。

農林課

30 3

〃

６次産業総合推進事業 新規 1,452

　新商品の開発など６次産業化に取り

組む農業者等を支援するとともに、農

業と観光産業・食品産業・商工業等が

連携したネットワークを構築して関係

機関・団体が情報を交換・共有し、さ

らに販路拡大を中心としたサポート体

制を整備することにより、本市農畜産

物等の高付加価値化と農業者の所得向

上を図る。

農林課

31 4

〃

農作物野生獣被害対策

事業

拡充 660

　野生獣による農作物被害の防止のた

め、行政区等地域が一体となって設置

する電気防護柵の経費の一部を支援

（補助）することにより、農作物被害

を低減するとともに、農山村の維持・

保全を図る。

農林課

38 5

〃

中山間地域花き生産支

援事業

継続 750

　農業従事者の減少、高齢化等が著し

い中山間地域等において、低コスト・

省力化が可能な花きの露地栽培に取組

む農業者等を対象に施設整備等経費の

一部を支援（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

38 6

〃

三ノ倉高原花畑はちみ

つ生産実証事業

新規 750

　三ノ倉高原花畑において養蜂を行

い、菜の花やひまわりから採集された

蜂蜜の生産実証に取組む農業者等を支

援（補助）することにより、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。

農林課

27 7

〃

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

27 8

〃

ほだ木等原木林再生事

業【再掲】

新規 (4,000) ＜　参照　（１）－①－８　＞ 農林課

－ 7  －
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（４）商工業の振興及び雇用の確保 ～産業のちから～

（４）商工業の振興及び雇用の確保 ～産業のちから～（４）商工業の振興及び雇用の確保 ～産業のちから～

（４）商工業の振興及び雇用の確保 ～産業のちから～

⑥ 振興ビジョンに基づく商工業の振興

⑥ 振興ビジョンに基づく商工業の振興⑥ 振興ビジョンに基づく商工業の振興

⑥ 振興ビジョンに基づく商工業の振興

54 1

2-2 地域の個性を生

かした商工業の振興

喜多方市商業振興ビ

ジョン策定事業

継続 681

　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

25年度に実施したアンケート調査の分

析結果を踏まえて市内商工団体、大学

等の有識者等をメンバーとする委員会

等により協議・検討を行い、商業振興

ビジョンを策定する。

商工課

54 2

〃

ものづくり企業等経営

基盤強化支援事業

拡充 7,380

　企業活動のグローバル化により国際

競争が激化しており、市内立地企業が

継続的に活動を行うには企業の競争力

を強化する必要がある。そのために

は、産学官連携の更なる推進、ものづ

くり技術やそれらを活かした製品の高

付加価値化を促進することが重要であ

ることから、市内の中小企業が行う新

製品・新技術の開発、受注拡大、販路

開拓、人材育成等の取組に対し支援

（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

47 3

〃

ものづくり啓発・人材

育成連携事業（産学官

連携推進事業）

新規 1,621

　ものづくり産業の就業人口減少が進

んでいることから、企業、大学、市等

が連携して子どもたちにも分かりやす

く、楽しめる「ものづくり体験講習」

「楽しい科学技術セミナー」「地域企

業との交流会」を開催し、体験しても

らうことにより、ものづくりへの意欲

向上やものづくり産業に関わる人材育

成を図る。

商工課

55 4

〃

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に

よる商業振興及び活性化、さらにＣＯ

２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等への取替を支援（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】

拡充 (11,510) ＜　参照　（１）－①－10　＞ 商工課

⑦ 雇用対策の充実・就業機会の創出

⑦ 雇用対策の充実・就業機会の創出⑦ 雇用対策の充実・就業機会の創出

⑦ 雇用対策の充実・就業機会の創出

49 1

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【再掲】

拡充 (11,510) ＜　参照　（１）－①－10　＞ 商工課

47 2

〃

ものづくり啓発・人材

育成連携事業（産学官

連携推進事業）

【再掲】

新規 (1,621) ＜　参照　（４）－⑥－３　＞ 商工課

（５）観光交流の充実 ～産業・地域のちから～

（５）観光交流の充実 ～産業・地域のちから～（５）観光交流の充実 ～産業・地域のちから～

（５）観光交流の充実 ～産業・地域のちから～

⑧ 「花でもてなす観光喜多方」の推進

⑧ 「花でもてなす観光喜多方」の推進⑧ 「花でもてなす観光喜多方」の推進

⑧ 「花でもてなす観光喜多方」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

ふくしまデスティネー

ションキャンペーン推

進事業【再掲】

新規 (5,496) ＜　参照　（１）－①－11　＞ 観光交流課

59 2

〃

蔵のまち喜多方・蔵観

光推進事業【再掲】

新規 (3,692) ＜　参照　（１）－①－12　＞ 観光交流課

－ 8  －
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59 3

2-3 もてなす心が温

かい喜多方流観光の

推進

三ノ倉高原花畑事業

【再掲】

拡充 (20,354) ＜　参照　（１）－①－13　＞ 観光交流課

77 4

5-2 人と自然に配慮

した環境の形成

蓮による憩いの広場づ

くり事業

新規 3,341

　押切川公園の池に蓮を植栽すること

により、公園の環境整備を図るととも

に、市民と観光客を「花でもてなす」

憩いの広場づくりを進める。

まちづくり課

⑨ 外国人観光客数の拡大に向けた取組の推進

⑨ 外国人観光客数の拡大に向けた取組の推進⑨ 外国人観光客数の拡大に向けた取組の推進

⑨ 外国人観光客数の拡大に向けた取組の推進

6 1

2-3 もてなす心が温

かい喜多方流観光の

推進

ふくしまデスティネー

ションキャンペーン推

進事業【再掲】

新規 (5,496) ＜　参照　（１）－①－11　＞ 観光交流課

59 2

〃

三ノ倉高原花畑事業

【再掲】

拡充 (20,354) ＜　参照　（１）－①－13　＞ 観光交流課

（６）地域医療の充実 ～健康のちから～

（６）地域医療の充実 ～健康のちから～（６）地域医療の充実 ～健康のちから～

（６）地域医療の充実 ～健康のちから～

⑩ 地域医療の充実

⑩ 地域医療の充実⑩ 地域医療の充実

⑩ 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

拡充 7,451

　本市は、男性の平均寿命が県平均を

下回っており、また、全国的にみて男

女ともに塩分を多く摂取していると推

定されることから、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

的に実施して減塩対策に繋げることに

より、市民の健康寿命の延伸を図る。

保健課

⑪ 健康づくりの推進

⑪ 健康づくりの推進⑪ 健康づくりの推進

⑪ 健康づくりの推進

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

任意インフルエンザ予

防接種事業

継続 2,440

　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対

しインフルエンザワクチン接種費用を

助成する。

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】

拡充 (7,451) ＜　参照　（６）－⑩－１　＞ 保健課

16 3

〃

線量計等緊急整備支援

事業【再掲】

継続 (4,957) ＜　参照　（１）－①－14　＞ 保健課

64 4

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 2,968

 「複合型一次予防事業」として「口

腔、運動、脳トレ」などを継続して実

施するとともに、認知症予防をさらに

強化したプログラムを加えることで、

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。

高齢福祉課

63 5

〃

要援護者台帳システム

整備による登録推進事

業【再掲】

拡充 (3,569) ＜　参照　（２）－②－２　＞ 高齢福祉課

（７）子育て支援 ～育みのちから～

（７）子育て支援 ～育みのちから～（７）子育て支援 ～育みのちから～

（７）子育て支援 ～育みのちから～

⑫ 子育て支援体制の充実

⑫ 子育て支援体制の充実⑫ 子育て支援体制の充実

⑫ 子育て支援体制の充実

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 9,151

　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

－ 9  －
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67 2

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 14,179

 「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継続するとと

もに、受入拡充が未実施となっている

第一、松山及び慶徳の３小学校区につ

いて、利用可能な施設の検討などを行

う。

社会福祉課

67 3

〃

保育所緊急整備事業 新規 127,789

　国の「待機児童解消加速化プラン」

に基づき、新たに認可保育所を整備す

る民間事業者に対し、施設整備費の一

部を支援（補助）することにより、入

所しやすい環境を整備し、待機児童の

解消を図る。

社会福祉課

67 4

〃

認可外保育施設運営支

援事業

新規 112,549

　国の「待機児童解消加速化プラン」

に基づき、認可取得を目指す認可外保

育所に対し、認可移行のための経費や

運営費の一部を支援（補助）すること

により、認可保育所への移行を促進し

て入所しやすい環境を整備し、待機児

童の解消を図る。

社会福祉課

66 5

〃

喜多方市特定不妊治療

費助成事業

新規 1,913

　本市においては少子化が進行してい

ることから、不妊治療を行う夫婦に対

し、不妊治療費の一部を助成して経済

的負担を軽減することにより、子ども

を産み育てる環境の充実を図る。

保健課

66 6

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

任意インフルエンザ予

防接種事業【再掲】

継続 (2,440) ＜　参照　（６）－⑪－１　＞ 保健課

⑬ 特色ある学校教育の推進

⑬ 特色ある学校教育の推進⑬ 特色ある学校教育の推進

⑬ 特色ある学校教育の推進

67 1

1-2 特色ある学校教

育の推進

学校生活支援員配置事

業

拡充 5,242

　幼稚園や学校で特別な支援が必要な

幼児や児童・生徒の状況を把握し、介

助員や学校生活支援員を配置すること

により、幼児や児童・生徒一人ひとり

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。

学校教育課

67 2

〃

喜多方市学力向上プロ

ジェクト事業

新規 4,652

　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」を身につけられるよう

にするため、各教師のさらなる指導力

向上を図り、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

組む環境を整備する。

学校教育課

（８）いきがいづくり ～地域のちから～

（８）いきがいづくり ～地域のちから～（８）いきがいづくり ～地域のちから～

（８）いきがいづくり ～地域のちから～

⑭ ライフステージにあわせた生涯学習の充実

⑭ ライフステージにあわせた生涯学習の充実⑭ ライフステージにあわせた生涯学習の充実

⑭ 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 3,615

　瓜生岩子刀自、蓮沼門三氏ら先人の

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に指針内容

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研修会等の

開催、ＰＲ用ＤＶＤ作成等の事業を実

施する。

生涯学習課

－ 10  －
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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

継続 1,425

　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、喜

多方こども駅伝大会、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、美作市とのサッカー交流事

業の実施により、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

⑮ 芸術・文化・歴史に触れる機会の拡大

⑮ 芸術・文化・歴史に触れる機会の拡大⑮ 芸術・文化・歴史に触れる機会の拡大

⑮ 芸術・文化・歴史に触れる機会の拡大

69 1

3-4 自然・歴史・文

化に誇りがもてる地

域資源の活用

第72期将棋名人戦 新規 2,600

　将棋界で最も格式のある「名人」の

称号を懸けて戦われる「第72期将棋名

人戦」を招致し、開催することによ

り、日本の伝統的文化に親しみ、将棋

を通して文化振興を図るとともに、本

市の魅力を発信する。

文化課

69 2

〃

大原美術館収蔵作品展

芸術家による文化交流

事業

拡充 8,200

　倉敷市「大原美術館」からの、風評

被害の払拭に取り組む本市への支援に

より「せぴろまの夢　ぴはピカソのピ

展」を開催する。また、芸術家が本市

に滞在し、市民と交流しながら本市が

有する自然・歴史・文化財など様々な

資源を活用して創作活動を行う文化交

流事業とともに、森林文化を活用した

アート創出事業により、美術に対する

知識の向上や観光等の産業の振興、地

域活性化を図る。

文化課

82 3

〃

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 4

〃

「喜多方市の歴史」再

発見事業

拡充 1,120

　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、平安

末期の築造であることが解明されたこ

とから、長床をはじめ重要な文化財等

が集中して存在する慶徳地区などの会

津盆地西北部の歴史、文化的背景に焦

点を当てたシンポジウムを開催するこ

とにより、市民が郷土の歴史を再発見

し、理解を深めるとともに、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

⑯ 過疎地域・集落対策の推進

⑯ 過疎地域・集落対策の推進⑯ 過疎地域・集落対策の推進

⑯ 過疎地域・集落対策の推進

1

3-1 住民と行政の協

働の推進

過疎地域・集落対策事

業

継続 3,341

　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 7,680

　有害鳥獣による被害が深刻化してい

ることから、集落環境診断、接近警報

装置の整備、サルの行動調査等を行う

ことで被害の軽減を図るとともに、新

規狩猟者を育成して捕獲体制を充実さ

せ、市民生活の安全を確保する。

生活環境課

－ 11  －



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

（９）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～

（９）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～（９）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～

（９）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～

⑰ 環境に優しい再生可能エネルギーの導入、利用推進と環境の保全

⑰ 環境に優しい再生可能エネルギーの導入、利用推進と環境の保全⑰ 環境に優しい再生可能エネルギーの導入、利用推進と環境の保全

⑰ 環境に優しい再生可能エネルギーの導入、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

環境基本計画策定推進

事業

継続 1,259

　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制定した

「環境基本条例」に基づき、実施計画

を策定するともに環境講演会を開催す

るなど、市民等との協働による環境に

配慮した取組を推進する。

生活環境課

81 2

2-2 地域の個性を生

かした商工業の振興

商店街低炭素街路灯導

入促進事業【再掲】

継続 (1,600) ＜　参照　（４）－⑥－４　＞ 商工課

（10）その他

（10）その他（10）その他

（10）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 647

　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

継続 1,275

　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、その機能を強化してモデ

ル事業を実施する。

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 継続 1,778

　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活動を支援

する。

企画政策課

－ 12  －


