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平成 29 年度重点事業「躍進する喜多方創生事業」について 

平成 29 年度は、新たな総合計画「きたかた活力推進プラン」がスタートする年

です。 

「きたかた活力推進プラン」においては、今後 10 年間にわたる本市の目指すべ

き新たな将来の都市像である「力強い産業 人が輝く 活力満ちる安心・快適な

まち」の実現に向け、 

≪大綱１ 地域の特性を生かした力強い産業づくり≫ 

≪大綱２ 地域を支え未来を拓く人づくり≫ 

≪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≫ 

≪大綱４ 自然との共生と元気なふるさとづくり≫ 

の４つを施策の大綱とし、引き続き最重要課題である人口減少の克服に向け、

産業の振興を今まで以上に力強く推し進め、安定した雇用と市民所得の向上によ

り、若い世代の定住を促すとともに将来のまちづくりの担い手となる人材をあら

ゆる分野で育成し、10 年先、さらにその先も豊かで元気な喜多方を創生してまい

ります。 

この新総合計画「きたかた活力推進プラン」のもと、特に喫緊の課題に対し戦略的・

重点的に実施する事業について、平成 29 年度「躍進する喜多方創生事業」として実

施してまいります。

・大綱１については、産業の振興と魅力的な観光づくりの更なる発展に向けて「力強

い産業の振興と安定した雇用の創出」と「観光振興による新しい人の流れの創出」

に関する重点施策 

・大綱２については、地域を支え未来を拓く人づくりの更なる推進を図るため「将来

を担う人材の育成・確保」に関する重点施策 

・大綱３については、深刻な少子化社会への対応と安全・安心な社会の実現に向け「若

い世代の結婚・出産・子育ての支援」と「あらゆる世代における安全・安心でやさ

しいまち・くらしづくり」に関する重点施策 

・大綱４については、特に若年層の人口確保に向けた「移住・定住の促進」と地域コ

ミュニティの活性化による「地域力の維持・向上」に関する重点施策 

について、「躍進する喜多方創生事業」に位置付け、戦略的・重点的に、力強く実

施してまいります。
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平成 29 年度重点事業「躍進する喜多方創生事業」の概要 

１ 平成 29 年度「躍進する喜多方創生事業」の事業数及び事業費内訳 

事業数 
国県等支出金 その他 

（うち創生基金） 

一般財源 

960,595 45,550 
738,011 

（153,712）
177,034 

218,668 18,830 
169,433 

（153,712） 
30,405 

２ 大綱別事業数及び事業費内訳 

大  綱 事業数 
国県等 

支出金 
その他 一般財源 

１ 
地域の特性を生かした力強い 

産業づくり
３４ 146,798 9,346 76,892 60,560 

２ 地域を支え未来を拓く人づくり ８ 56,189 0 33,014 23,175 

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 
２５ 682,716 36,204 591,269 55,243 

４ 
自然との共生と元気なふるさと

づくり
６ 74,892 0 36,836 38,056 

合計 ７３ 960,595 45,550 738,011 177,034 

事業費

（単位：千円）

事業費

（単位：千円）

うち総合戦略に
基づく事業

37 

７３
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・ 喜多方市農林業ビジョン策定事業＜新規＞
事業費：620 千円 【農業振興課】 

   農林業の再生・活性化に向けた地域及び農林業者の主体的な取組を促進し、その効果

的な展開を図るため、本市の農林業振興の総合的な指針として平成 22 年度に策定され、

その目標年度が平成 28年度となっていることから、新しいビジョンの策定に取り組みま

す。 

・ きたかたの“農”を支える担い手支援事業 ≪総合戦略≫
事業費：10,000 千円 【農業振興課】

   農業の担い手となる若手農業者団体が高収益な農業の実現に向け取り組む、生産技術

や経営力の向上、販路拡大に向けたマーケティング活動等を支援するほか、地域におい

て取り組む経営の低コスト化や機械の共同利用等による共同組織の設立、水稲の直播栽

培等に必要な農業用機械・設備の導入、農作業受託組織等による農業用機械等の導入に

かかる経費を支援します。

・ 園芸作物施設化促進事業                         
  事業費：6,000 千円   【農業振興課】 

   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、きゅうり等）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本市独自に初期投資の

一部を支援することにより、農業者の負担を軽減し、

農家経営の安定化を図ります。

平成 29 年度当初予算 躍進する喜多方創生事業 

大綱１ 地域の特性を生かした力強い産業づくり 
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・ 雄国山麓地区営農確立モデル実証事業＜新規＞  
事業費：2,700 千円  【農業振興課】

   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。

・ 肉用牛肥育素牛導入事業補助金
事業費：4,419 千円 【農業振興課】 

   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

ため、畜産農家による肉用牛肥育素牛の導入に対する支援を強化します。

・ 優良基礎雌牛導入事業補助金                     
事業費：4,673 千円 【農業振興課】 

   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

ため、畜産農家による優良基礎雌牛の導入に対する支援を強化します。

・ 植樹祭補助金＜新規＞  
事業費：800 千円 【農山村振興課】

   （公財）日本さくらの会より寄贈されるしだれ桜苗木

５０本を「日中線記念自転車歩行者道」に植樹する植樹祭

を開催するため、植樹祭の主催団体である喜多方市緑化

推進委員会に対し、開催に必要な経費を補助します。

・ 元気な森林（もり）づくり推進事業 ≪総合戦略≫
事業費：648 千円 【農山村振興課】

   林業事業体による森林経営計画の策定を支援し、民有林の森林整備を推進するための

モデル林（境界の明確化を省略でき一体的な森林整備が可能）を設定するにあたり、設

定のために必須の現地調査の効率化や精度向上に大きく貢献するＧＰＳを導入します。

（日中線跡しだれ桜並木） 
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・ きたかた“農の交流”モニターツアー事業 ≪総合戦略≫
事業費：5,000 千円 【農業振興課】

   本市農畜産物の消費拡大と販売促進を図るため、これまでトップセールス等を実施し

てきた首都圏や関西、沖縄県等の卸売・小売業者との連携を図り、消費地の住民を対象

に、本市における農畜産物の生産現場の視察と生産農家との交流機会を設け、安全・安

心と魅力を実感してもらうモニターツアーを実施します。

・ “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≫
事業費：1,076 千円 【農業振興課】

   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。

・ 新工業団地整備事業 ≪総合戦略≫
事業費：4,152 千円 【商工課】

   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綾金地区の市有未利

用地を活用して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。

・ 移転企業等操業支援事業 ≪総合戦略≫
事業費：7,400 千円 【商工課】 

   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。

・ ものづくり企業等経営基盤強化支援事業                                 
事業費：8,773 千円 【商工課】

   ものづくり企業等の技術力・競争力を高め、企業の経営基盤の強化を図るため、市内

企業が行う新製品・新技術の開発、受注拡大、販路開拓、人材育成及び企業連携等の取

組を支援するとともに、経営者や従業員の意識改革を行い、企業の生産性を向上させる

ため、効率的な生産手法に取り組む企業を支援します。

（新工業団地イメージ図） 
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・ 地域ものづくり産業発展支援事業                     
事業費：425 千円 【商工課】

   市民にものづくりに対する理解や関心を深めてもらうことにより、将来のものづくり

産業を担う人材育成と地域産業の発展を図るため、小中学生を対象とし、工場見学会及

び市民と企業との交流の場としてものづくり体験学習会を開催します。

・ あきない後継者育成確保事業 ≪総合戦略≫ 
事業費：1,535 千円 【商工課】

   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。

・ 奨学金償還支援事業 ≪総合戦略≫
事業費：1,800 千円 【商工課】

   若年層の市外流出の抑制とＵ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。

・ 創業スタートアップ支援事業 ≪総合戦略≫
事業費：1,500 千円 【商工課】 

   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。

・ 未来を拓く喜多方人育成プロジェクト事業 ≪総合戦略≫
事業費：2,500 千円 【企画調整課】

   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。

喜
多
方
に

就
職
！
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・ ワーク・ライフ・バランス推進事業 ≪総合戦略≫
事業費：1,270 千円 【商工課】

   男女ともに育児休暇や有給休暇を十分取得できるような職場環境づくりを企業に働き

かけ、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現をめざすため、市内企業

を対象とした意識啓発セミナーの開催や啓発用パンフレットを作成し、市内企業への啓

発訪問を実施します。

・ 三ノ倉高原花畑事業 ≪総合戦略≫
事業費：28,531 千円 【観光交流課】

三ノ倉スキー場の夏場利用等により、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の実施等による

花でもてなす観光を進め、更なる交流人口の増加と地域

経済の活性化を図ります。

・ 観光まちづくり推進事業 ≪総合戦略≫
事業費：16,984 千円 【観光交流課】

   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策定に着手するとともに、

本市観光まちづくりの中核機関である喜多方観光物産協会の自立化に向けた取組と連携

することにより、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

ってまいります。

・ 蔵のまち喜多方・蔵観光推進事業 ≪総合戦略≫
事業費：8,308 千円 【観光交流課】

   旧甲斐家蔵住宅の一般公開の運営を観光物産協会に委託し、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

市内への回遊を高める取り組みを実施します。

（三ノ倉高原のひまわり畑） 
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・ 観光まちづくり人材育成・定着支援事業 ≪総合戦略≫
事業費：3,073 千円 【観光交流課】

喜多方観光物産協会において地域の若者等を雇用しＯＪＴ（日常業務を通じた従業員

教育）を行いながら、観光まちづくりの中核的人材に必要な資格取得のための養成講座

受講を支援するなど、観光に関するプロフェッショナル人材の育成・確保を図ります。

・ 日本遺産認定「会津の三十三観音めぐり」継承事業＜新規＞ 
事業費：1,802 千円 【観光交流課】

   日本遺産認定「会津の三十三観音めぐり」について、極上の会津プロジェクト協議会

事業との連携・補完を行いつつ、認定ストーリーの活用や後世への継承、並びに構成文

化財等の保全、さらには文化財所在地域の活性化を図ります。

・ 訪日外国人誘客推進事業＜新規＞ 
事業費：9,183 千円 【観光交流課】

   外国人の嗜好性や外国人に対し訴求力のある観光素材に

関する調査事業や福島県や新潟市と連携した現地プロモー

ション、市内の民間事業者を対象とした外国人観光客の受入

に関する講演会・研修会を行い、近年、増加している訪日

外国人の本市への誘客を図ります。

・ 喜多方泊訪日旅行誘客促進事業＜新規＞ 
事業費：1,023 千円 【観光交流課】

本市への滞在を含めた訪日旅行商品の造成促進を図るため、国内移動用の貸切バスの

利用に対する支援を図り、インバウンド観光による地域経済の活性化を図ります。

・ 外国人受入体制整備事業＜新規＞         
事業費：1,200 千円 【観光交流課】

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や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への支援を行うことで外国人受入体制の整備を図りま

す。
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・ 外国人誘客促進環境整備事業 ≪総合戦略≫
事業費：1,297 千円 【観光交流課】

   近年、訪日外国人観光客が増加しており、本市においても受け入れ体制の整備を進め、

外国人旅行者の消費需要を呼び込むため、先行して実施しているグリーン・ツーリズム

外国人旅行者受入体制整備事業を拡充し、市内全域に Wi-Fi スポットを整備するととも

に、外国人等と連携したＳＮＳ等による本市観光情報の発信等訪日意欲の高い外国人へ

の誘客活動を行います。

・ 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≫ 

事業費：4,000 千円 【観光交流課】

   会津地方の市町村と連携しながら、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ます。また、インターネット上の「デ

ジタルＤＭＯ」を構築し、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

情報といった会津地方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。

・ グリーン・ツーリズム企業連携推進事業＜新規＞
事業費：2,858 千円 【観光交流課】

   本市グリーン・ツーリズムの交流人口の増加と

安定的かつ継続的な集客が図られ、地域の活性化

を図るため、円滑に企業と連携した活動ができる

よう、誘致活動、モニターツアー等を行う団体に

対し支援を行います。

・ 喜多方おはようマルシェ（朝市）支援事業 ≪総合戦略≫
事業費：500 千円 【商工課】

   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。

（グリーン・ツーリズムの活動風景） 
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・ 塩川三大お肉グルメフェア                         
事業費：984 千円 【観光交流課】

交流人口の拡大と地域の活性化を図るため、約２００本のソメイヨシノが見頃な御殿場公

園において、塩川町が誇る「会津牛」、「エゴマ豚」、「鳥モツ」をメインとした塩川三大お肉

グルメフェアを開催します。

・ 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≫
事業費：956 千円 【観光交流課】 

   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、首都圏などにおいてプロモーション活動を実施します。

・ 「棚田といえば高郷」まちおこし事業 ≪総合戦略≫
事業費：808 千円 【観光交流課】

   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するとともに、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を図ります。
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・ 喜多方っ子の「夢」実現事業＜新規＞ ≪総合戦略≫
事業費：2,900 千円 【学校教育課】

   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。

・ 学びの力パワーアップ事業                         
事業費：6,288 千円 【学校教育課】

   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・協力して取り組む環境を整備します。

・ 喜多方市学校司書配置事業                         
事業費：32,089 千円 【学校教育課】

   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、各小中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。

・ 学校課題対応事業＜新規＞  
事業費：2,787 千円 【学校教育課】

   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。

・ 若者の若者による若者のための自分磨き事業 ≪総合戦略≫
事業費：515 千円 【生涯学習課】 

   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。

大綱２ 地域を支え未来を拓く人づくり 
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・ 人づくりの指針推進事業                          
事業費：3,236 千円 【生涯学習課】

   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。

・ 喜多方市文化芸術創造都市推進事業＜新規＞  
事業費：4,082 千円 【文化課】

   「喜多方市文化芸術によるまちづくり座談会」と

「蔵とアートを活用した地域の賑わい創出事業」を

行い、文化芸術が持つ創造性を地域振興や観光・

産業振興などに活用することにより、市民の暮らし

の質や豊かさを高めていく文化芸術創造都市として

の活動を推進します。

・ 喜多方将棋普及事業                            
事業費：4,292 千円 【文化課】

   平成 26 年に開催された「第 72 期将棋名人戦」を契機に、市民が娯楽としてだけでな

く、伝統文化として将棋への興味・関心を高めるとともに、子どもたちへの将棋文化の

継承を図るため、将棋大会等を開催しています。平成 29 年度は、「第３回きたかた喜楽

里杯将棋大会」のほか、日本将棋連盟による特選女流棋士による蔵のまち杯（仮称）の

新設等、事業を拡大し実施します。

児童生徒がめざす姿「なかよく たくましく 生きる」 5 つの努力目標「未来を拓(ひら)く喜多方人」 

（喜多方市美術館） 
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・ 私立保育施設保育士等処遇改善事業＜新規＞ ≪総合戦略≫
事業費：13,470 千円 【こども課】

   待機児童の解消を図るため、保育士の人材確保対策

を推進し、保育士等の処遇改善に取り組む市内の認可

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。

・ 少子化対策結婚支援事業 ≪総合戦略≫                       
事業費：2,610 千円 【こども課】

   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、喜多方市少子化対

策（結婚支援）交流懇話会を開催し、若い世代の結婚・妊娠・出産・子育てがしやすい

環境の整備等について様々な業種間で意見を交わし、市全体としての課題を認識・共有

するとともに、婚活イベントなど男女の出会いの場の創出や、結婚希望者に対する支援

を行う「世話やき人」制度を推進します。

・ 子ども総合相談事業 ≪総合戦略≫
事業費：2,867 千円 【こども課】

親となる方々に寄り添い、安心して子育てのできる環境づくりを推進するため、妊娠

時期から出産、子育て期間における様々な相談に対応する「子ども・子育て総合相談窓

口」を設置し、関係機関等と連携した継続的な支援や必要なコーディネートを行うとと

もに、父親の積極的な育児参加を促すため、育児手帳の配付を行います。

・ 出産・育児のための離職者への支援事業 ≪総合戦略≫
事業費：2,340 千円 【こども課】

   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。

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 
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・ 多子世帯保育料軽減事業 ≪総合戦略≫
事業費：4,245 千円 【こども課】

   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。

・ ファミリーサポートセンター利用者助成事業 ≪総合戦略≫
事業費：432 千円 【こども課】

   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。

・ 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＜新規＞       
事業費：670 千円 【保健課】

   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。

・ 特定不妊治療費助成事業                           
事業費：1,575 千円 【保健課】

   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。

・ 妊娠期からはじめる歯と口腔の健康づくり事業                
事業費：746 千円 【保健課】

   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。
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・ 看護職就学・就労支援事業 ≪総合戦略≫
事業費：1,000 千円 【保健課】

   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。

・ 健康づくり推進対策強化事業                        
事業費：19,961 千円 【保健課】

   今までの取組に加え、平成 29 年度の新たな取組として、市民が楽しみながら主体的、

継続的に健康づくりに取り組めるよう、運動習慣や健（検）診受診などにポイントを付

与する制度の導入により、市民の自主的な健康づくりの取組を支援します。また、特定

健診二次検査として腎機能低下や血管疾患のリスクを早期に発見できるよう微量アルブ

ミン尿検査を導入し生活習慣病の重症化予防対策を強化します。

・ 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≫
事業費：135 千円 【保健課】 

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。

・ 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≫
事業費：642 千円 【保健課】

   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。

・ 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≫ 
事業費：9,154 千円 【高齢福祉課】

   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。
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・ 運転免許証自主返納者支援事業＜新規＞        
事業費：2,250 千円 【生活防災課】

   身体的な理由等で公安委員会に運転免許証を自主返納した高齢者に対し、喜多方市予

約型乗合交通の乗車券等を交付することにより、免許証を返納したことによる不便を軽

減します。

・ もの忘れ検診事業＜新規＞        
事業費：1,352 千円 【高齢福祉課】

   高齢者等が医療機関でもの忘れ検診を受けることで、

認知症を早期発見し、医療や介護サービスにつなげ、

早期治療の促進と重症化の予防を推進します。

・ 要援護者台帳システム（救急キット）整備による登録推進事業         
事業費：4,532 千円 【高齢福祉課】 

   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への登

録を推進します。さらに、要援護者宅に救急キットを配置し、救急や災害時に必要な情

報を収集できる体制を整備します。

・ 認知症と寄り添うまちづくり事業                      
事業費：489 千円 【高齢福祉課】

   認知症は、早期発見により予防や改善ができる可能性があることから、認知症に対す

る理解を深める講演会を開催し、市民一人一人が安心して暮らせるまちを目指します。

・ いきいき高齢者介護予防推進事業                      
事業費：3,913 千円 【高齢福祉課】

   介護予防への関心を高め、元気な高齢者を増やすため、「複合型予防事業」として市民

ニーズが高い「認知症予防」や「脳トレ」のプログラムを中心に教室を開催します。
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・ 医療・介護連携による課題解決に向けた推進体制の検討・構築＜新規＞       
  ≪総合戦略≫  

事業費：1,324 千円 【高齢福祉課】

   地域の実情を把握し、高齢者の課題を解決するため、医療・介護連携の課題抽出と対

応策の検討、医療・介護関係者の研修を行うことにより、多職種が連携した体制構築や

それを支える機関の強化、生活支援サービスの充実を図ります。

・ 家計相談支援事業業務委託＜新規＞  
事業費：7,001 千円 【社会福祉課】

   生活困窮者に対し、家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を

行う家計相談支援事業に取り組むことで、生活保護に至る前の自立を支援します。

・ V-Low災害情報連携システム構築事業                    
事業費：549,148 千円 【情報政策課】

   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、V-Low はじめホームページなどに災害情報を発信するシステムを構築し、戸別受信

機 4,000 台を整備します。また、放送電波の強度を確保し、情報を確実に届けるため、

中継局として喜多方送信所を建設します。 

・  立地適正化計画策定事業＜新規＞  
事業費：14,000 千円 【建設課】

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。

・ きたかた喜楽里パークプラン事業 ≪総合戦略≫
事業費：31,500 千円 【建設課】

   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、地域住民の意見を尊重

しながら維持管理や遊具の更新について年次計画に基づき、

計画的な施設整備を図ります。
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・ 空き家対策事業 ≪総合戦略≫
事業費：7,360 千円 【建築住宅課】

   空き家の所有者等に対する適正管理の啓発及び特定空家等の所有者等に対する助言・

指導等を行うほか、空家等対策協議会において空家等対策の実施に係る協議を行います。

また、安全・安心の確保や景観の維持、まちの活性化を図るため、老朽化が著しい空き

家の解体撤去及び利活用などについて引き続き支援します。

19



・ 過疎地域・集落対策事業                            
事業費：3,145 千円 【農山村振興課】

   過疎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。 

・ 地域おこし協力隊による地域活性化事業
事業費：33,782 千円 【農山村振興課】

   「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。 

・ 「住むなら喜多方！」若者定住促進事業 ≪総合戦略≫
事業費：32,015 千円 【企画調整課】

   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、新たに市内で住宅等を取得する市内外

の若者に対し、住宅取得補助金等を支給します。

・ 喜多方田舎暮らし支援事業 ≪総合戦略≫
事業費：4,821 千円 【農山村振興課】

   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

での住環境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、市外から移住してきた方が空き家を取得する際の経費等を支援します。 

・ 再生可能エネルギービジョン策定事業＜新規＞  
事業費：751 千円 【企画調整課】

   現在の地域新エネルギービジョンが平成 28 年度で終了するため、平成 29 年度を初年

度とするビジョンを策定します。 

大綱４ 自然との共生と元気なふるさとづくり
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・ 小型家電リサイクル導入実証実験事業＜新規＞  
事業費：378 千円 【環境課】

   小型家電リサイクル導入実証実験のため、市役所本庁舎及び各総合支所の５か所に回

収ボックスを設置します。
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大綱１ 地域の特性を生かした力強い産業づくり

事業名
事業費
（千円）

事業内容 主管課

がんばる喜多方復興加速化
支援事業 8,577

　風評被害を払拭するため、市独自に米の放射性物
質検査等を行い安全性を確認するとともに、首都圏等
を中心にトップセールスやイベントを通じて農畜産物を
はじめ本市の安全性のＰＲを強化するほか、パート
ナーショップと連携しながら情報発信を強化します。

農業振興課

農作物野生獣被害対策事業 1,005

　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
部を支援することにより、農作物被害の低減及び農山
村の維持・保全を図ります。

農業振興課

6次産業総合推進事業 389

　本市農畜産物等の高付加価値化と農業者の所得向
上を図るため、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します。

農業振興課

中山間地域花き生産支援事
業 279

　中山間地域等の農業・農村活性化のため、低コスト・
省力化が可能な花きの露地栽培に取り組む農業者等
を対象に施設整備等経費の一部を支援します。

農業振興課

平成26年産米価格下落対応
資金利子助成事業 167

　平成26年産米の価格下落に伴い、稲作農家の再生
産を支援するため、ＪＡ会津いいでの再生産対応融資
制度を利用した農家に対し、融資額の利子相当分を
支援します。

農業振興課

担い手農地集約化支援事業 9,000

　農地中間管理機構又は農業委員会を通し、担い手
に農地を集約する場合、農地の受け手及び出し手（農
地中間管理機構を通さない場合は対象外）に対し面
積に応じた交付金を交付します。

農業振興課

水稲直播栽培促進事業 4,265
　本市農業の生産構造改革のため、非主食用米等の
直播栽培により低コスト化を図る農業者等に対し、導
入面積に応じて経費の一部を支援します。

農業振興課

三ノ倉高原花畑はちみつ生
産実証事業 664

　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

国営会津北部農業水利事業 43,764

　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分を基金へ積立します。

農山村振興課

「躍進する喜多方創生事業」以外の主要事業
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事業名
事業費
（千円）

事業内容 主管課

県営駒形地区経営体育成基
盤整備事業（駒形第三地
区）＜新規＞

18,528

　駒形地区において、県が事業実施主体となる県営経
営体育成基盤整備事業により、整備区域を３工区に分
けてほ場の大区画化や農道・用排水路等の整備を
行っており、平成29年度新規採択となる駒形第三地区
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

あきない力向上支援事業 3,800

　販売力・集客力を強化し、店舗の魅力を高める「あき
ない力」の向上を図るため、広告宣伝、店舗の改装、
新商品・サービスの開発等に取り組む小規模事業者を
支援します。

商工課

中心市街地商業活性化事業 2,014
　本市の商業振興を図るため、空き店舗を活用した起
業・創業に取り組む者に対し、「県の活力ある商店街
支援事業」と併せた支援を行います。

商工課

創業支援事業 1,845

　本市における開業率を高め、地域活性化を図るた
め、国の認定を受けた「喜多方市創業支援事業計画」
に基づき、官民協働により創業希望者に対する総合的
なサポートを行います。

商工課

喜多方ブランド国内外販路
開拓等支援事業 3,081

　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、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

がんばる喜多方 観光・物
産情報発信事業＜新規＞ 432

　風評被害を払拭し、『元気な喜多方』を発信していく
ことが重要であり、東北管内や首都圏等のコミュニティ
放送を活用し、最新の観光・物産情報を発信し、観光
の誘客、物産の振興を図ります。

観光交流課

山都新そばまつり事業 812

　地域資源のＰＲにより誘客増加と地域活性化を図る
ため、平成29年度には出店数を増やし、更なる誘客増
を図ります。また、新規に案内看板等を作成し、駐車
場及び会場までのスムーズな誘導を図ります。

観光交流課

「花・絶景・湯」をつなぐ
整備事業 130

　地域資源のＰＲにより誘客増加と地域活性化を図る
ため、高郷町の「雷神山花の森」と「ふれあいランド高
郷」との間を結び、「花・絶景・湯」を堪能できる遊歩道
等を整備し、観光誘客を強化します。

観光交流課

飯豊山山小屋等施設整備事
業＜新規＞ 4,732

　飯豊山登山の玄関口である御沢キャンプ場の支障
木除去及び切合避難小屋の照明設備等の整備等に
より、利用者の利便性の向上を図ります。

観光交流課

グリーン・ツーリズム復興
ＰＲ事業 7,698

　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、来訪者の回復を目指すため、
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強化を図り
ます。

観光交流課
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事業名
事業費
（千円）

事業内容 主管課

グリーン・ツーリズム推進
事業 7,416

　風評被害を払拭し、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

風評被害払しょく観光・物
産ＰＲ事業 9,035

　風評被害を払拭するための観光物産ＰＲ等の取組を
行うとともに、観光素材の収集やそれらを組み合わせ
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

地酒のまち喜多方推進事業 1,672

　本市の地域資源であり、国内外の評価が高い「日本
酒」にスポットをあて、地酒の新たな魅力づくりと発信、
酒蔵による誘客の仕組みづくり等、本市産日本酒や酒
蔵を活用したツーリズムを推進しながら「地酒のまち喜
多方」のブランド構築を図ります。

観光交流課

自転車による市内周遊促進
基盤整備事業 1,496

　余暇の多様化やエコツーリズム等により自転車での
観光が盛んになるなか、自転車愛好家をターゲットと
し、訴求力のある観光地として本市の観光・物産等の
発信や受入環境整備、市内周遊を促す取組等を行う
ことで新たな観光客の増加を図ります。

観光交流課

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 2,066

　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

小学校防犯カメラ設置事業
＜新規＞ 702

　防犯カメラの効果的な設置と運用方法を確立するた
め、モデル校として小学校１校に防犯カメラを設置し、
学校での運用や活用の方法、その効果を検証し、そ
の後の設置について検討します。

教育総務課

中学校防犯カメラ設置事業
＜新規＞ 702

　防犯カメラの効果的な設置と運用方法を確立するた
め、モデル校として中学校１校に防犯カメラを設置し、
学校での運用や活用の方法、その効果を検証し、そ
の後の設置について検討します。

教育総務課

学校生活支援員配置事業 23,958

　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

遠距離通学費扶助事業 6,560
　集団で遠距離通学する児童の安全を確保するため、
デマンドバスを利用して通学する際の経費を支援しま
す。

学校教育課
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事業名
事業費
（千円）

事業内容 主管課

小学校農業科活動推進員設
置事業 1,858

　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 16,811

　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

生涯学習推進計画策定事業
＜新規＞ 1,733

　市民の生涯を通じた自発的な意思による学習活動、
生涯学習や生涯スポーツなどの推進方策について、
具体的な計画を策定し、心を豊かにする生涯学習の
推進を図ります。

生涯学習課

公益財団法人喜多方市体育
協会支援事業 7,021

　本市のスポーツ振興の大きな役割を担う（公財）喜多
方市体育協会の事業運営が円滑に進められるよう、職
員の増員など事務局の体制づくりを支援します。

生涯学習課

スポーツ交流都市宣言推進
事業 510

　平成23年３月、「スポーツ交流都市」を宣言し、市民
の健康づくり、スポーツを通した市内外交流による地
域活性化等、生涯スポーツの振興、豊かな心を育むま
ちづくりを目指すため、各種施策を実施します。

生涯学習課

市民プール修繕事業 688
　市民プールの適正管理を図るため、老朽化等による
破損箇所の修繕を行います。

生涯学習課

野球場修繕事業 2,700
　熱塩加納野球場の適正管理を図るため、老朽化等
による破損箇所の修繕を行います。

生涯学習課

体育館修繕等整備事業 18,737

　押切川公園体育館、熱塩加納体育館、塩川体育
館、山都体育館、高郷体育館の適正管理を図るため、
老朽化等による破損箇所の修繕及び駐車場の舗装工
事を行います。

生涯学習課

スポーツ広場修繕事業 2,048
　熱塩加納多目的運動広場の適正管理を図るため、
老朽化等による破損箇所の修繕を行います。

生涯学習課

「会津の御田植祭」記録作
成事業 1,724

　伊佐須美神社の田植神事とともに文化庁の「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
れた慶徳稲荷神社の田植神事について、国指定重要
無形民俗文化財指定に向けて報告書及び保存用映
像記録等を作成します。

文化課

伝統的建造物群保存地区選
定及び保存事業 1,350

　小田付地区の伝統的建造物群保存地区選定を推進
するため、保存条例に基づき保存審議会を設置し、保
存地区の決定や保存計画を策定します。

文化課
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事業名
事業費
（千円）

事業内容 主管課

「喜多方の歴史」再発見事
業 735

　平成25～28年度に実施した文化財シンポジウム及
び文化財講演会の成果を基に、新宮熊野神社長床の
国宝並びに熊野神社本殿、本殿に安置されている御
神像の国重要文化財指定に向けて取り組んでいま
す。平成29年度は、新宮熊野神社関連宝物の年代測
定調査を行います。

文化課

蔵等国登録有形文化財保存
支援事業 600

　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・保全にかかる
経費の一部を支援します。

文化課

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

地域公共交通会議支援事業 94,471
　市民の日常生活を支える公共交通の確保を図るた
め、喜多方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 22,716
　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

消費者行政経費 6,042
　消費者の消費生活における被害を防止し、安全の確
保を図ります。（消費生活センター設置による消費生
活相談体制の充実強化）

生活防災課

常備消防経費 739,262 　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 22,832

　複雑多様化する各種災害から市民の生命と財産を
守るため、消防施設の効率的、重点的な整備、充実を
図ります。（消防施設の充実を図るため、小型動力ポ
ンプ付普通積載車、小型動力ポンプ軽積載車、消火
栓施設等を整備します。）

生活防災課

水害対策事業 2,652
　阿賀川の氾濫による水害から市民を守るため、洪水
ハザードマップを作成し市民に周知することで、万が
一の水害の際に円滑な避難を図ります。

生活防災課

防災力・減災力強化事業 5,433

　東日本大震災及び原発事故を教訓に災害に強いま
ちづくりを進めるため、災害時に必要となる消防団員
の装備品等の確保や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します。また、磐梯山防災マップ
を作成し磐梯山噴火時の円滑な避難を図ります。

生活防災課
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事業名
事業費
（千円）

事業内容 主管課

有害鳥獣被害防止対策事業 10,259

　クマ、サル、イノシシ、ニホンジカ等の有害鳥獣による
農作物の被害及び人的被害を防除するため、被害防
止計画に基づき「加害獣の捕獲駆除」、「生息環境整
備」及び「被害防除」の三本柱による総合的な対策に
より、人と野生動物のす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

第3次喜多方市障がい者計
画・第5期喜多方市障がい
福祉計画策定業務＜新規＞

7,452

　障害者基本法による障がい者計画等が平成29年度
で期間満了となることから、新たに平成30年度からの6
年間の第3次障がい者計画並びに3年間の第5期障が
い福祉計画及び（第1期）障がい児福祉計画を策定し
ます。

社会福祉課

駒形こども園改修事業＜新
規＞ 16,423

　保育需要が高まるなか、低年齢児の待機児童が発
生しているため、喜多方市子ども・子育て会議等の意
見を踏まえ、待機児童解消に向けた取り組みとして、０
歳児を受け入れる保育室がない駒形こども園の施設
整備を行い受け入れ体制を整えます。

こども課

第三こども園・山都こども
園耐震診断事業＜新規＞ 2,952

　第三こども園は昭和55年築、山都こども園は昭和54
年築で、昭和56年の耐震基準改正前の建物であるこ
とから、耐震診断を実施します。

こども課

放課後児童クラブ移転施設
改修事業 100,257

　閉園になった幼稚園及び保育所を放課後児童クラ
ブに改修し、児童の健全な育成を図ります。

こども課

日常生活用具給付事業 574

　住宅火災による犠牲者の多くが高齢者であることか
ら、火災警報器が未設置の一人暮らし高齢者世帯等
に対し警報器の設置を支援します。また、地震におけ
る家具等の転倒による被害から高齢者等の命を守る
一助とするため、住宅の家具等の転倒防止器具の取
付を支援します。

高齢福祉課

任意インフルエンザ予防接
種事業 18,667

　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、本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

線量計等緊急整備支援事業 2,172
　原発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ため、希望する市民にバッジ式線
量計を貸し出し、放射線量を測定します。

保健課

喜多方・塩川線道路整備事
業 51,800

　喜多方市街地と塩川町を結ぶ幹線道路を整備しま
す。

建設課

豊川・慶徳線道路整備事業
〈新規〉 90,000

　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
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事業名
事業費
（千円）

事業内容 主管課

上ノ山線道路改良工事 33,100
　集落内を通行せず、国道121号から斎場へアクセス
する道路として、斎場建設と連携して整備を図ります。

建設課

鷲田・山田線舗装橋梁事業 25,500
　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

阿賀川旧河道魅力創造事業 4,500

　水質の悪化により釣り客が減少した慶徳町川前地区
の阿賀川旧河道の魅力を再度創出するため、周辺調
査を実施し地域の特性を活かした新たな可能性を探
る。今年度は周辺の地形測量を実施します。

建設課

塩川駅東西自由通路整備事
業 27,000

　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 116,080

　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 80,300

　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

御殿場公園整備事業 41,400

　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

浄化槽設置整備経費 24,152

　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

川入給水施設配水管布設工
事＜新規＞ 3,024

　林道一の木線の横断箇所で配水管の不具合と思わ
れる断水が発生したことから、露出配管により仮復旧と
していたが、適切に管理するため新たに配水管を布設
し本復旧を行います。

水道課

大綱４ 自然との共生と元気なふるさとづくり

ふるさと創生事業 17,250
　市民が自ら考え、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

雷神山花の森管理棟修繕工
事＜新規＞ 1,275

　地域資源である「雷神山花の森」をPRし、交流人口
の増加と地域の活性化を図るため、その受け皿として
の管理棟施設の屋根、外壁等を修繕し誘客に対する
休憩空間を提供することにより、さらなるリピーターの
増加を図ります。

財政課
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事業名
事業費
（千円）

事業内容 主管課

市民活動推進事業（市民活
動支援センター運営事業） 4,044

　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の実践・定着化を図ります。

生活防災課

喜多方地方広域市町村圏組
合斎場負担金（斎場建設
費）

368,990
　斎場の老朽化に伴い、新たに新斎場の建設を平成
28年度から平成30年度の3年間で行います。

環境課

清流保全事業 5,786

　水源地の取水量の確保と市内小水路への導水と分
流を促し、水利調整等の維持管理を図るとともに側溝
の清掃並びに流水汚濁の防止に努め、市民生活環境
の向上を図ります。

建設課

まちなみ景観形成事業 2,220

　住民が主体となり良好な景観の形成を図り、本市の
イメージアップと市民生活の快適性及び利便性の向上
に資するとともに、地域住民の活力を増進させるため、
喜多方市景観計画で規定する景観計画区域の良好
な景観を形成する建築物等の整備を推進します。

建設課

その他

コンビニ交付サービス事業
＜新規＞ 51,743

　コンビニ交付システムの構築を図り、コンビニエンス
ストアの多目的複写機（キオスク）で住民票の写し、住
民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍証明書
（全部事項証明書・個人事項証明書）、戸籍の附票の
写し、所得証明書を交付することで、市民サービスの
向上と個人番号カード（マイナンバーカード）の普及促
進を図ります。

税務課
市民課

オリジナル婚姻届製作業務
＜新規＞ 100

　人生の節目となる結婚を祝福するとともに、「喜多方
市に住みたい」「喜多方市（ふるさと）は素晴らしい」と
思っていただくため、喜多方市の文化、名物、自然を
イメージしたオリジナルの婚姻届を製作します。

市民課

新総合支所庁舎建設事業費 622,293

　平成28年度からの継続事業により、塩川及び山都総
合支所の新庁舎建設を行います。また、塩川福祉セン
ター耐震等改修工事、塩川総合支所庁舎外構工事、
山都総合支所庁舎外構工事を行います。

建築住宅課
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