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区分 事業名 事業の内容 区分 事業名 事業の内容

先行
（上乗せ）

台湾及び東南アジアを対象とし
た動画による観光プロモーション
事業

○海外に対しての効果的なプロモーションを行う。
先行

（上乗せ）

台湾及び東南アジアを対象とし
た動画による観光プロモーション
事業

○海外に対しての効果的なプロモーションを行う。

先行
（上乗せ）

観光情報発信事業（南部杜氏伝
承館）

○記録映画「南部杜氏」の外国語版を作成する。
先行

（上乗せ）
観光情報発信事業（南部杜氏伝
承館）

○記録映画「南部杜氏」の外国語版を作成する。

先行
（上乗せ）

新渡戸記念館環境整備事業
○展示資料を外国語で説明する翻訳サービス環境を整
備する。

先行
（上乗せ）

新渡戸記念館環境整備事業
○展示資料を外国語で説明する翻訳サービス環境を整
備する。

新規
訪日外国人観光客受入環境整
備事業

○訪日外国人観光客受入のための外国語表示や免税
店の拡充、Wi-Fi環境の整備を行うとともに、訪日外国人
受入研修会等を開催する。

新規
訪日外国人観光客受入環境整
備事業

○訪日外国人観光客受入のための外国語表示や免税
店の拡充、Wi-Fi環境の整備を行うとともに、訪日外国人
受入研修会等を開催する。

新規 外国人観光客誘致促進事業
○訪日外国人観光客を増加させるため、海外に向けた
ＰＲなどの施策を展開する。

新規 外国人観光客誘致促進事業
○訪日外国人観光客を増加させるため、海外に向けた
ＰＲなどの施策を展開する。

追加
（２次改訂）

花巻・遠野・平泉広域連携イン
バウンド推進事業

○花巻市、遠野市、平泉町が連携協定を締結し、それ
ぞれの特色ある観光資源を活かし、インバウンド推進の
ためのプロモーションや滞在コンテンツの充実を図る。

新規
映画ロケ誘致による地域観光資
源PR事業

○映画ロケ候補地のデータベース化やロケハン等への
支援を通じた映画ロケの誘致により、観光地としての競
争力向上を図る。

新規
映画ロケ誘致による地域観光資
源PR事業

○映画ロケ候補地のデータベース化やロケハン等への
支援を通じた映画ロケの誘致により、観光地としての競
争力向上を図る。

新規
WEBサイト等による観光プラン作
成システム開発事業

○旅行コースの作成ができるＷＥＢサイトを開発・運用
する。

新規
WEBサイト等による観光プラン作
成システム開発事業

○旅行コースの作成ができるＷＥＢサイトを開発・運用
する。

新規
スポーツ大会・合宿誘致促進事
業（スポーツ合宿支援）

○県外の大学等団体が市内施設を利用する合宿に対
し、交通費、宿泊費の一部を助成し、合宿誘致を促進す
る。

新規
スポーツ大会・合宿誘致促進事
業（スポーツ合宿支援）

○県外の大学等団体が市内施設を利用する合宿に対
し、交通費、宿泊費の一部を助成し、合宿誘致を促進す
る。

新規
団体旅行貸切バスツアー支援事
業

○貸切バス料金が値上がりしている現状を受け、主に
関東方面からの、貸切バスを利用する団体ツアーに対
し、市内宿泊を条件とした助成を行う。

新規
団体旅行貸切バスツアー支援事
業

○国内外からの誘客促進のため、貸切バスを利用する
団体ツアーに対し、市内宿泊を条件とした助成を行う。

追加
（２次改訂）

宿場町おおはさま400年記念事
業

○大迫の街並み形成400年を記念し、各種イベントを開
催して市内外に情報発信する。

加速化
広域観光推進事業（体験型観
光）

○広域で体験型観光を提供できる仕組みを構築すると
ともに、新しい体験型観光事業の開発を行い、集客を図
る。

加速化
広域観光推進事業（体験型観
光）

○広域で体験型観光を提供できる仕組みを構築すると
ともに、新しい体験型観光事業の開発を行い、集客を図
る。

先行 広域観光推進事業（産業観光）
○近隣市町と連携した広域的な産業観光パンフレットを
作成し、誘客活動に活用する。

先行 広域観光推進事業（産業観光）
○近隣市町と連携した広域的な産業観光パンフレットを
作成し、誘客活動に活用する。

新規
広域周遊型観光旅行商品造成
支援事業

○本市と沿岸部等を対象とした旅行商品の造成を支援
する。

新規
広域周遊型観光旅行商品造成
支援事業

○本市と沿岸部等を対象とした旅行商品の造成を支援
する。

拠点
（２次改訂）

田瀬湖ボート場環境整備事業

○近隣市町村と連携し、スポーツツーリズムなどを通じ
た観光ルート設定やイベント開催などによる新たな観光
客の取り込みを推進するため、合宿所等の環境整備を
行う。

拠点
（２次改訂）

宮沢賢治童話村野外ステージ
整備事業

○近隣市町村との連携による郷土芸能等の公演、民間
主催の野外フェス等の多様なイベントに対応するための
施設整備を行う。

推進
（２次改訂）

スモールビジネス等創出事業
（広域観光推進事業）

○市内温泉郷を中心とした宿泊受入れ基盤と広域的な
観光資源の組合せにより、観光誘客の相乗効果を発揮
させる。

追加
（２次改訂）

花巻・遠野・平泉広域観光推進
事業

○各市町の特色ある観光資源の組合せにより広域観光
を推進し、当該地域への観光客誘致を図る。

追加
（２次改訂）

花巻・遠野広域連携事業
○遠野市と連携し、両市の強みを生かした効果的な情
報発信や観光ルート保全等を行う。

既存 先人顕彰推進事業
○市内施設で共同企画展を開催するほか、総合支所等
を巡回する先人ギャラリー展を開催する。

既存 先人顕彰推進事業
○市内施設で共同企画展を開催するほか、総合支所等
を巡回する先人ギャラリー展を開催する。

既存
スポーツ大会・合宿誘致促進事
業

○交流人口の拡大を図るため、大規模スポーツ大会や
合宿の誘致に向けた支援を行う。

既存
スポーツ大会・合宿誘致促進事
業

○交流人口の拡大を図るため、大規模スポーツ大会や
合宿の誘致に向けた支援を行う。

既存 観光イベント開催事業 ○各地域におけるまつりやイベントの開催を支援する。 既存 観光イベント開催事業 ○各地域におけるまつりやイベントの開催を支援する。

既存 観光情報発信事業
○より多くの人に花巻の魅力を知ってもらうため、観光
情報の発信を行う。

既存 観光情報発信事業
○より多くの人に花巻の魅力を知ってもらうため、観光
情報の発信を行う。

既存 観光ルート整備事業
○二次交通の充実と市内回遊性を高める事業に対し支
援を行う。

既存 観光ルート整備事業
○二次交通の充実と市内回遊性を高める事業に対し支
援を行う。

既存 まちぐるみ観光推進事業
○観光案内所の充実や観光施設でのサービス、ボラン
ティアガイドの育成等を行う。

既存 まちぐるみ観光推進事業
○観光案内所の充実や観光施設でのサービス、ボラン
ティアガイドの育成等を行う。

既存 広域観光推進事業
○広域周遊型ツアーへの郷土芸能等のコンテンツの提
供を図る。

既存 広域観光推進事業
○広域周遊型ツアーへの郷土芸能等のコンテンツの提
供を図る。

区分 事業名 事業の内容 区分 事業名 事業の内容

先行 新規就農者支援事業
○新規就農フェア等への参加による就農促進、生産資
材費・農地賃借料への補助や研修指導者への謝礼等
新規就農に係る支援を行なう。

先行 新規就農者支援事業

○新規就農フェア等への参加による就農促進、生産資
材費・農地賃借料への補助や研修期間に特化した家賃
の補助、研修指導者への補助等新規就農に係る支援を
行う。

基本目標①-重点方針①　力強いものづくり産業の振興 基本目標①-重点方針①　力強いものづくり産業の振興

変更なしのため省略

基本目標①-重点方針②　インバウンドの推進と観光コンテンツの拡充 基本目標①-重点方針②　インバウンドの推進と観光コンテンツの拡充

基本目標①-重点方針③　地域資源を活用した魅力ある農林業の推進 基本目標①-重点方針③　地域資源を活用した魅力ある農林業の推進

旧 新

旧 新

旧 新
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先行
（上乗せ）

女子就農者発掘支援事業
○首都圏の女子就農希望者に対する情報発信や農業
体験により、新規女子就農者の発掘と支援を行なう。

先行
（上乗せ）

女子就農者発掘支援事業

○首都圏の女子就農希望者に対する情報発信や農業
体験により、新規女子就農者の発掘と支援を行う。ま
た、スキルアップや女性ならではの視点を活かした商品
開発等の活動につなげるため、トラクター講習会等の各
種研修会を開催する。

新規 新規就農者技術指導支援事業
○技術指導員の設置、関係機関の連携により技術指導
体制を整備し、新規就農者のフォローアップ等を図る。

新規 新規就農者技術指導支援事業
○技術指導員の設置、関係機関の連携により技術指導
体制を整備し、新規就農者のフォローアップ等を図る。

新規 特定地域農地流動化事業
○中山間地域等の農地流動化を進めるため、農地中間
管理機構を通じて貸借契約をした者に対し支援する。

新規 特定地域農地流動化事業
○中山間地域等の農地流動化を進めるため、農地中間
管理機構を通じて貸借契約をした者に対し支援する。

新規 スマートアグリ推進事業
○ＧＰＳ基地局を整備し、ＩＣＴを活用した生産管理システ
ム等の導入を支援する。

新規 スマートアグリ推進事業
○ＧＰＳ基地局を整備し、ＩＣＴを活用した生産管理システ
ム等の導入を支援する。

新規
農林業集落ぐるみチャレンジモ
デル事業

○集落ぐるみでの集落機能の維持や担い手の確保等
の地域住民のための取り組みに対し支援する。

新規
農林業集落ぐるみチャレンジモ
デル事業

○集落ぐるみでの集落機能の維持や担い手の確保等
の地域住民のための取り組みに対し支援する。

新規
はなまきアグリパワーアップ事
業

○新規有望作物の導入に係る施設整備に対し支援す
る。
○耕畜連携体制、粗飼料コントラクター体制を整備し、
畜産資源サイクル農業を推進する。

新規
はなまきアグリパワーアップ事
業

○新規有望作物の導入に係る施設整備に対し支援す
る。
○耕畜連携体制、粗飼料コントラクター体制を整備し、
畜産資源サイクル農業を推進する。

追加
（２次改訂）

花巻市生産者交流事業
○花巻産農産物のＰＲ及び首都圏消費者ニーズの把握
による農産物の販路拡大を図る。

追加
（２次改訂）

イーハトーブ花巻「農」の発信事
業

○ウェブサイトを開設し、花巻産農畜産物のＰＲを行う。

追加
（２次改訂）

ＧＡＰ導入支援事業
○農業生産工程管理（ＧＡＰ）の実施、認証取得に関心
がある農業者等を対象に、各団体が開催する研修会や
各種補助事業等について情報提供を行う。

追加
（２次改訂）

農業法人等支援事業
○農業法人等の課題認識のための個別カルテ作成、雇
用確保のための市内法人等紹介パンフレット作成や新・
農業人フェア等への出展に対する支援等を行う。

追加
（２次改訂）

園芸品目経営安定事業
○野菜の平均販売価格が保証基準額を下回った場合
等に、その差額の補てんを行う。

追加
（２次改訂）

花巻米生産確立支援事業
○稲体強化に効果のあるケイ酸を含む土壌改良資材を
投入する場合に支援を行う。

新規 若手林業就業者支援事業
○若手林業者の情報交換の場を設定し、技術などの向
上を推進する。

新規 若手林業就業者支援事業
○若手林業者の情報交換の場を設定し、技術などの向
上を推進する。

新規 自伐型林業支援事業
○「山仕事講座」の中級編や上級編により森林施業の
技術を取得し、自己所有の山林手入れや、市有林を貸
付し林業者の拡大を推進する。

新規 自伐型林業支援事業
○森林・林業への関心を高めるため、森林の手入れや
作業道開設の講座などを実施する。

新規 「木の駅」モデル事業
○間伐材やリンゴ剪定枝などの集積所を設置し、買い
取り等による木材の有効利用を進める。

新規 「木の駅」モデル事業
○間伐材やリンゴ剪定枝などの集積所を設置し、買取り
等による木材の有効利用を進める。

先行 優良乳用牛確保対策事業
○乳用牛の雌雄判別精液利用に対する支援により、優
良な後継牛を効率的に確保する。

先行 優良乳用牛確保対策事業
○乳用牛の雌雄判別精液利用に対する支援により、優
良な後継牛を効率的に確保する。

先行 畜産基盤強化対策事業
○簡易畜舎、畜舎の付帯設備に関連する新築並びに増
築に対する補助、低コスト生産機械の導入及び電機牧
柵設置に対する支援を行なう。

先行 畜産基盤強化対策事業
○簡易畜舎及び畜舎の付帯設備に関連する新築、増築
及び改築、低コスト生産管理用機械の導入、電気牧柵
設置に要する経費に対し補助を行う。

追加
（２次改訂）

「花巻クラフトワイン・シードル」ブ
ランド化推進事業

○市内産果実の高付加価値化による農業者等の所得
向上を図るため、果実酒製造者に対する支援を行う。ま
た、ワイン産地としての認知度を高めるため、ワインツー
リズムや首都圏でのプロモーションイベントを実施する。

既存 担い手育成支援事業
○地域農業の担い手となる農業者や新規就農者、集落
営農組織の育成を図る。

既存 担い手育成支援事業
○地域農業の担い手となる農業者や新規就農者、集落
営農組織の育成を図る。

既存 水田農業経営安定事業
○水田農業を中心として野菜や果樹、花き、雑穀、畜産
等の生産拡大を図る。

既存 水田農業経営安定事業
○水田農業を中心として野菜や果樹、花き、雑穀、畜産
等の生産拡大を図る。

既存 中山間地域農業支援事業
○中山間地域等における農業生産活動の継続に対する
積極的な取り組みを促進する。

既存 中山間地域農業支援事業
○中山間地域等における農業生産活動の継続に対する
積極的な取り組みを促進する。

既存 土地改良事業
○生産性の高い農地を確保するため、ほ場整備やかん
がい排水施設等の生産基盤の整備を行う。

既存 土地改良事業
○生産性の高い農地を確保するため、ほ場整備やかん
がい排水施設等の生産基盤の整備を行う。

既存 農村環境保全事業
○農地・農業用施設等の保全管理活動や長寿命化対
策、地球温暖化防止等への取り組みを支援する。

既存 農村環境保全事業
○農地・農業用施設等の保全管理活動や長寿命化対
策、地球温暖化防止等への取り組みを支援する。

既存 森林整備事業
○下刈・間伐等の森林整備を進めるほか、森林施業の
効率化を図る森林経営計画の作成を支援する。

既存 森林整備事業
○下刈・間伐等の森林整備を進めるほか、森林施業の
効率化を図る森林経営計画の作成を支援する。

既存 森林資源活用事業
○木材の利用や特用林産物の生産を拡大する事業者
に対して支援する。

既存 森林資源活用事業
○木材の利用や特用林産物の生産を拡大する事業者
に対して支援する。

既存 森林保全啓発事業
○森林に触れる活動を展開し、森林の持つさまざまな役
割を啓発する。

既存 森林保全啓発事業
○森林に触れる活動を展開し、森林の持つさまざまな役
割を啓発する。

既存 森林環境保全事業
○松くい虫から民有林を守るため、駆除・樹幹注入等に
より、被害拡大の防止を図る。

既存 森林環境保全事業
○松くい虫から民有林を守るため、駆除・樹幹注入等に
より、被害拡大の防止を図る。

既存 家畜防疫対策事業
○花巻市内の肉用繁殖牛及び乳用牛にワクチンを接種
した経費の一部を補助する。

既存 家畜防疫対策事業
○花巻市内の肉用繁殖牛及び乳用牛にワクチンを接種
した経費の一部を補助する。

既存 畜産競争力強化緊急整備事業
○地域の中心的な畜産経営体に対する家畜飼養管理
施設等の整備を支援する。

既存 畜産競争力強化整備事業
○地域の中心的な畜産経営体に対し、家畜飼養管理施
設等の整備を支援する。

既存 ６次産業化推進事業
○農業者による生産・加工・販売の一体化や、農業と第
2次、第3次産業の融合など、農業・農村の6次産業化を
推進する。

既存 ６次産業化推進事業
○付加価値の高い新商品の開発と流通のため、農業と
第2次、第3次産業の融合など、農業・農村の6次産業化
を推進する。

既存 生産施設等整備事業
○認定農業者や集落営農組織等の経営の複合化・多
角化、基盤強化、産地拡大、6次産業化を推進する生産
施設等の整備を支援する。

既存 生産施設等整備事業
○認定農業者や集落営農組織等の経営の複合化・多
角化、基盤強化、産地拡大、6次産業化を推進する生産
施設等の整備を支援する。

既存 有害鳥獣被害対策事業
○農林水産物や人身に対する被害を防止するため、鳥
獣被害対策を実施する。

既存 有害鳥獣被害対策事業
○農林水産物や人身に対する被害を防止するため、鳥
獣被害対策を実施する。

基本目標①-重点方針③　地域資源を活用した魅力ある農林業の推進 基本目標①-重点方針③　地域資源を活用した魅力ある農林業の推進

旧 新
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区分 事業名 事業の内容 区分 事業名 事業の内容

先行 就労支援事業 ○ジョブカフェはなまきの運営の充実を図る。 先行 就労支援事業
○ジョブカフェはなまきの運営やＵＩＪターン者への奨励
金の交付等の制度の充実を図る。

新規 職業人材育成事業
○県内トップの地元就職希望率に対応するため地元高
校生の就業率・就業定着率の向上を図る。

新規 技能・職業人材育成事業
○県内トップの地元就職希望率に対応するため地元高
校生の就業率・就業定着率の向上を図る。

新規
高齢者生きがい就労創出支援
事業

○定年退職者等の高齢者の生きがいに資する雇用環
境づくりを図る。

新規
高齢者生きがい就労創出支援
事業

○定年退職者等の高齢者の生きがいづくりや社会参加
を促進するため、就労の場を新規に立ち上げる団体に
対し、初期経費の一部を補助する。

新規 障がい者雇用促進支援事業
○障がい者の短期職場実習受け入れに対する奨励金
を交付する。

新規 障がい者雇用促進支援事業
○障がい者の短期職場実習受け入れに対する奨励金
を民間企業へ交付する。

区分 事業名 事業の内容 区分 事業名 事業の内容

新規 シティプロモーション推進事業
○首都圏でのイベント開催や、HP・SNS等により花巻の
魅力を全国に情報発信する。

新規 シティプロモーション推進事業

○首都圏において花巻市の魅力を発信するイベントを
開催する。
○花巻市の魅力を共有、発掘するワークショップを開催
し、HP・SNS等により市民とともに花巻市の魅力を全国
に発信する。

先行 市営住宅環境改善事業
○定住促進住宅を整備し、移住定住者の受け入れを行
う。

先行 市営住宅環境改善事業
○定住促進住宅を整備し、移住定住者の受け入れを行
う。

先行 移住・定住促進等対策事業

○花巻市内に所在する空き家を登録し、市内外に空き
家情報を発信し利用の促進を図る。また空き家バンク利
用者の県外利用者に対して支援を行う。
○市内の移住情報を発信する移住定住支援員を配置
する。

先行 移住・定住促進等対策事業

○花巻市内に所在する空き家を登録し、市内外に空き
家情報を発信し利用の促進を図る。また、空き家バンク
利用者の県外利用者に対して支援を行う。
○市内の移住情報を発信する移住定住支援員を配置
する。

先行 定住促進事業
○県外から移住してきた子育て世帯の住宅購入等を支
援する。

先行 定住促進事業
○県外から移住してきた子育て世帯や市外から移住し
てきた農業に従事する予定の方の住宅購入等を支援す
る。

先行 地域おこし促進事業
○都市部からの意欲ある人材を地域おこし協力隊として
任用し、地域課題解決に向け活動してもらう。

先行 地域おこし促進事業
○都市部からの意欲ある人材を地域おこし協力隊として
任用し、地域課題解決に向け活動してもらう。

新規 移住・定住促進等対策事業

○移住体験ツアーを実施する。
○地元出身者を呼び戻す取り組みとして同窓会等を活
用した移住施策の情報提供を行う。
○金融機関と連携した、空き家バンクの登録物件改修
等の金利優遇を行う。
○金融機関と連携し、首都圏と花巻市内におけるライフ
プランの見える化（セミナー、講習等）の実施

新規 移住・定住促進等対策事業

○移住相談の窓口を設置する。
○移住体験ツアーを実施する。
○地元出身者を呼び戻す取り組みとして、同窓会等を
活用した移住施策の情報提供を行う。
○金融機関と連携して、空き家バンクの登録物件改修
等の金利優遇を行う。

新規
地域課題解決型移住定住促進
事業

○移住希望者が、地域や企業の課題解決の担い手とし
て活動する。

削除

新規 移住体験事業
○「お試し」、「短期間」の居住体験を移住希望者に提供
する。

新規 移住体験事業
○「お試し」、「短期間」の居住体験を移住希望者に提供
する。

追加
（２次改訂）

子育て世帯住宅取得支援事業

○子育て世帯の花巻市立地適正化計画居住誘導区域
や都市機能誘導区域などへの住宅取得を支援する。
○親と同居または近居するために住宅取得した子育て
世帯を支援する。

高齢者等の移住の検証
【調査事業】

○首都圏からの高齢者の移住（CCRC※）や、外国人の
移住による影響等を検証する。

高齢者等の移住の検証
【調査事業】

○首都圏からの高齢者の移住（CCRC※）や、外国人の
移住による影響等を検証する。

既存 花日和発行事業
○首都圏向けに刊行している花巻フリーペーパーへの
移住者向け情報を充実する。

既存 花日和発行事業
○首都圏向けに刊行している花巻フリーペーパーへの
移住者向け情報を充実する。

既存
イーハトーブ花巻応援寄附金推
進事業

○ふるさと納税により花巻の地場産品をPRする。 既存
イーハトーブ花巻応援寄附金推
進事業

○ふるさと納税により花巻市の地場産品をPRする。
○寄附金の使途が具体的なガバメントクラウドファンディ
ングなど、より共感・応援してもらえるような制度を検討
する。

区分 事業名 事業の内容 区分 事業名 事業の内容

拠点
（２次改訂）

賃貸工場整備事業
○企業の誘致や既立地企業・地場企業の追加投資を支
援し、雇用と経済活動を推進するため、賃貸工場を整備
する。

新規 工場等新規設備投資支援事業
○市内企業による新たな正規雇用が伴う工場等の増築
等に係る経費に対し補助する。

新規 工場等新規設備投資支援事業
○市内企業による新たな正規雇用が伴う工場等の増築
等に係る経費に対し補助する。

新規
企業誘致推進事業（自動車人材
育成補助金）

○市内企業が自動車産業へ参入するために行う人材育
成を支援する。

新規
企業誘致推進事業（自動車人材
育成補助金）

○市内企業が自動車産業へ参入するために行う人材育
成を支援する。

追加
（２次改訂）

産業団地整備事業
○企業誘致用地の今後の不足感を解消し立地環境を整
備するため、産業団地の拡充を図る。

企業の拠点強化事業
【調査事業】

○企業の本社機能、研究部門の移転に対する支援策
や、人材の集約促進等を検討する。

企業の拠点強化事業
【調査事業】

○企業の本社機能、研究部門の移転に対する支援策
や、人材の集約促進等を検討する。

追加
（２次改訂）

企業の拠点強化事業
○花巻市への本社機能の移転・拡充と併せて工場等の
新設・増設に要する経費に対して補助金を交付する。

先行 就労支援事業
○市内事業所に就業したUIJターン本人と、雇用した事
業主にUIJターン者就業奨励金を交付する。

先行 就労支援事業
○市内事業所に就業したUIJターン本人と、雇用した事
業主にUIJターン者就業奨励金を交付する。

新規 UIJターンマッチング事業
○首都圏での定期的なイベント開催によるUIJターン者
の希望意向を把握し、地元企業を紹介する。

新規 UIJターンマッチング事業
○首都圏での定期的なイベント開催によるUIJターン者
の希望意向を把握し、地元企業を紹介する。

基本目標①-重点方針④　産業を支える労働力の確保

基本目標②-重点方針①　移住・定住の推進

基本目標②-重点方針②　企業の拠点強化とUIJターン者の就労支援

基本目標①-重点方針④　産業を支える労働力の確保

基本目標②-重点方針①　移住・定住の推進

基本目標②-重点方針②　企業の拠点強化とUIJターン者の就労支援

旧 新

旧 新

旧 新

3/7



花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略　掲載事業　新旧対照表 【資料２】

新規 UIJターン者起業支援事業
○UIJターン者による市内での起業を支援するため、事
業開発や販路拡大等の支援を行う。

新規 UIJターン者起業支援事業
○UIJターン者による市内での起業を支援するため、事
業開発や販路拡大等の支援を行う。

追加
（２次改訂）

地域おこし促進事業（再掲）

○都市部からの意欲ある人材を地域おこし協力隊として
任用し、地域課題解決に向け活動してもらう。
○地域おこし協力隊の起業を支援するため、補助金を
交付する。

既存 企業誘致推進事業
○工業団地等への企業誘致を進めるとともに、既立地
企業の快適な企業活動、事業拡大を誘導する。

既存 企業誘致推進事業
○工業団地等への企業誘致を進めるとともに、既立地
企業の快適な企業活動、事業拡大を誘導する。

区分 事業名 事業の内容 区分 事業名 事業の内容

新規 職業観育成事業
○職業人講師人材バンクの設置、郷土愛に重きを置い
たキャリア教育授業等を実施する。

新規 職業観育成事業
○郷土愛に重きを置いたキャリア教育授業等を実施す
る。

新規
大学連携による雇用創出・若者
定着支援事業

○COC＋事業による雇用創出と地元学生の定着促進を
図るための取り組みを行う。

新規
大学連携による雇用創出・若者
定着支援事業

○COC+事業や地元の大学である富士大学との連携事
業による雇用創出と地元学生の定着促進を図るための
取り組みを行う。

新規 奨学金活用人材確保支援事業
○若者の地元定着促進のため、市奨学金利用者への
返還金の支援を行う。

新規 奨学金活用人材確保支援事業
○若者の地元定着促進のため、市奨学金利用者への
返還金の支援を行う。

追加
（２次改訂）

はなまき夢応援奨学金事業
○就学に向けた支援が必要な人に対し、卒業後の花巻
市への居住を条件に市奨学金の返還を免除する。

追加
（２次改訂）

技能・職業人材育成事業（再掲）
○県内トップの地元就職希望率に対応するため地元高
校生の就業率・就業定着率の向上を図る。

推進
（２次改訂）

スモールビジネス等創出事業
（地域再生スモールビジネス創
出事業）

○移住意向者の移住に対する考え方や価値観を把握
するための調査を実施する。
○県内外の大学生などに花巻市での仕事の実体験の
場を提供するため、市内企業においてインターンシップ
を実施する。

新規 実践型インターンシップ事業
○学生が長期間企業と関係を持つ実践型のインターン
シップを行う。

新規 実践型インターンシップ事業
○学生が長期間企業と関係を持つ実践型のインターン
シップを行う。

区分 事業名 事業の内容 区分 事業名 事業の内容

先行 婚活支援団体育成事業 ○結婚活動支援団体の活動に対する支援を行う。 先行 婚活支援団体育成事業 ○結婚活動支援団体の活動に対する支援を行う。

先行
(上乗せ)

心の輪が広がる体験創出事業
○高校生のボランティア活動体験により豊かな感性を育
み、将来の人生観、結婚観を醸成する。

先行
(上乗せ)

心の輪が広がる体験創出事業
○高校生のボランティア活動体験により豊かな感性を育
み、将来の人生観、結婚観を醸成する。

新規 はなまき婚シェルジュ育成事業
○縁結びを支援する市内の夫婦を対象とした結婚相談
等の研修を開催し、「はなまき婚シェルジュ」に認定す
る。

新規 はなまき婚シェルジュ育成事業

○縁結びを支援する市内の夫婦を対象とした結婚相談
等の研修を開催し、「はなまき婚シェルジュ」に認定す
る。
○「はなまき婚シェルジュ」の活動に対する支援を行う。

新規 次の親世代育成支援事業
○高校の授業に活用するための副読本を作成し、結婚
や家庭を持つことの意義、妊娠・出産に関する正しい知
識等について学び考える機会を提供する。

新規 次の親世代育成支援事業
○高校生等に結婚や家庭を持つことの意義、妊娠・出産
に関する正しい知識等について学び考える機会を提供
する。

先行
(上乗せ)

妊娠前相談事業
○妊娠や女性のライフスタイルなど多様な悩みに対応
するため、妊娠前相談を実施する。

先行
(上乗せ)

妊娠前相談事業
○妊娠や女性のライフスタイルなど多様な悩みに対応
するため、妊娠前相談を実施する。

新規 産前産後サポート事業
○市内子育て支援団体を活用した産前産後の家事、育
児援助サービスを提供する。

新規
産後ケア・産前産後サポート事
業

○産後ケアや産前産後相談支援等を実施する。

追加
（２次改訂）

子育て世代包括支援センター事
業

○相談支援員を配置し、妊娠期から子育て期にわたる
までの総合的相談支援を行う。

追加
（２次改訂）

妊産婦医療費助成事業
○妊娠５か月に達する月の初日から出産の翌月末まで
の医療費を助成して経済的負担を軽減する。

追加
（２次改訂）

子育て支援家庭訪問事業
○生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、
見守りが必要な家庭には養育支援訪問を継続する。

既存 母子保健事業
○母子及び妊産婦の健康保持増進のため、月齢に応じ
た健康診査や家庭訪問相談等を行う。

既存 母子保健事業
○妊産婦や乳幼児の健康保持増進のため、月齢に応じ
た健康診査や家庭訪問相談等を行う。

既存 特定不妊治療費助成事業
○特定不妊治療を受けやすい環境づくりのため、治療
費を助成して経済的負担を軽減する。

既存 特定不妊治療費助成事業
○特定不妊治療を受けやすい環境づくりのため、治療
費を助成して経済的負担を軽減する。

既存 特定妊婦支援事業
○一人孤立して育児に悩まないために、妊娠中から特
定妊婦を把握し、必要な支援を行う。

既存 特定妊婦支援事業
○一人孤立して育児に悩まないために、妊娠中から特
定妊婦を把握し、必要な支援を行う。

区分 事業名 事業の内容 区分 事業名 事業の内容

推進
（２次改訂）

スモールビジネス等創出事業
（地域創業実践推進事業）

○生産年齢人口の減少による地域活力の低下に対応
するため、新事業創出による女性の活躍を推進し、また
地域住民ニーズに沿ったビジネスによる地域課題解決
を推進する。

新規 イクメン養成講座（イクボス編）
○若い世代のワーク・ライフ・バランス推進に対する職場
の理解増進を図るため、管理職向け講座等を開催す
る。

新規 イクメン養成講座（イクボス編）
○若い世代のワーク・ライフ・バランス推進に対する職場
の理解増進を図るため、管理職向け講座等を開催す
る。

新規 イクメン養成講座（カジメン編）
○出産期や産後の母親の負担軽減を図るため、父親の
家事支援講座等を開催する。

新規 イクメン養成講座（カジメン編）
○出産期や産後の母親の負担軽減を図るため、父親の
家事支援講座等を開催する。

新規
ワーク・ライフ・バランス啓発推
進事業

○市民や事業所を対象としたワーク・ライフ・バランスに
関する意識啓発イベントを実施する。

新規
ワーク・ライフ・バランス啓発推
進事業

○市民や事業所を対象としたワーク・ライフ・バランスに
関する意識啓発のための講座等を開催する。

旧 新

基本目標②-重点方針②　企業の拠点強化とUIJターン者の就労支援

旧 新

旧 新

旧 新

基本目標②-重点方針②　企業の拠点強化とUIJターン者の就労支援

基本目標②-重点方針③　地元学生等の定着推進

基本目標③-重点方針①　結婚から出産のライフステージへの支援

基本目標③-重点方針②　結婚・子育てしやすい、ワーク・ライフ・バランスの実現

基本目標②-重点方針③　地元学生等の定着推進

基本目標③-重点方針①　結婚から出産のライフステージへの支援

基本目標③-重点方針②　結婚・子育てしやすい、ワーク・ライフ・バランスの実現
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花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略　掲載事業　新旧対照表 【資料２】

区分 事業名 事業の内容 区分 事業名 事業の内容

先行 子育て推進事業
○子育て支援に関する総合的なガイドブックを作成し、
配布する。

先行 子育て推進事業
○子育て支援に関する総合的なガイドブックを作成し、
配布する。

先行 第3子以降保育料負担軽減事業 ○第3子以降の保育料の負担軽減を図る。 先行 第3子以降保育料負担軽減事業 ○第3子以降の保育料の負担軽減を図る。

先行 感染症予防対策事業 ○インフルエンザ予防接種費用の一部を助成する。 先行
こどものためのインフルエンザ予
防接種費用軽減事業

○生後６か月から小学生までを対象に、インフルエンザ
予防接種費用の一部を助成する。

先行 乳幼児医療費助成事業 ○未就学児の医療費の全部を助成する。 先行 乳幼児医療費助成事業
○安心して健康な子どもを産み育てる環境づくりのた
め、未就学児の医療費を助成して、保護者の経済的負
担を軽減する。

新規 心身障がい児医療費助成事業
○心身障がい児の保護者が安心して子育てができるよ
う、医療費を助成して経済的負担を軽減する。

新規 心身障がい児医療費助成事業
○心身に障がいのある児童を持つ保護者が安心して子
育てができるよう、医療費を助成して経済的負担を軽減
する。

新規 学校地域連携事業
○地域住民や豊富な社会経験を持つ外部人材等の協
力を得て、学校・家庭・地域の連携協力により教育活動
の充実を図る。

新規 学校地域連携事業
○地域住民や豊富な社会経験を持つ外部人材等の協
力を得て、学校・家庭・地域の連携協力により教育活動
の充実を図る。

新規 孫育て教室開催事業
○高齢者を対象とした育児教室や地域での乳幼児交流
会、子育て相談会を開催する。

新規 孫育て教室開催事業
○高齢者を対象とした育児教室や地域での乳幼児交流
会、子育て相談会を開催する。

追加
（２次改訂）

中学生医療費助成事業
○中学生の保護者が安心して子育てができるよう、医療
費を助成して経済的負担を軽減する。

追加
（２次改訂）

高校生等医療費助成事業
○高校生等の保護者が安心して子育てができるよう、医
療費を助成して経済的負担を軽減する。

先行 保育サービス向上支援事業 ○認可外保育施設入所児童の健康診断費を補助する。 先行 保育サービス向上支援事業
○認可外保育施設入所児童の健康診断費用を補助す
る。

新規 ことばの教室巡回指導事業
○ことばの教室設置校以外の学校の児童が、自校でこ
とばの指導をうけることができる体制を整備するため、こ
とばの巡回指導員を配置し、ことばの指導を行う。

新規 ことばの教室巡回指導事業
○ことばの教室設置校以外の学校の児童が、自校でこ
とばの指導をうけることができる体制を整備するため、こ
とばの巡回指導員を配置し、ことばの指導を行う。

新規 ふるさと保育士確保事業
○奨学金を利用・修学し市内保育所の保育士となった
場合に、返還金の一部を免除する。

新規 ふるさと保育士確保事業
○奨学金を利用・修学し市内保育所の保育士となった
場合に、返還金の一部を免除する。

追加
（２次改訂）

保育力充実事業
○待機児童解消を目的とし、潜在保育士等の復職支援
と、子育てしながら働く保育士を支援する。

追加
（２次改訂）

幼稚園教育指導充実事業
○新幼稚園教育要領について理解を深め、幼稚園の教
育目標・教育課程・教育評価の見直しを行う。

追加
（２次改訂）

保育サービス向上支援事業
○病気の回復期にある児童をあずかるため、病後児保
育室を開設する。

5歳児検診事業【調査事業】
○子どもの健全な発育を支援すると同時に、発達障害
の早期発見と対応を図る。

５歳児健診事業【調査事業】 ○５歳児健診にかかる調査事業を実施する。

既存 地域子育て支援センター事業

○子育て家庭を支援するため、子育て中の親子の交流
促進、子育て相談、講習会、情報提供を行う。
○地域の子育て支援情報ネットワークを構築し、地域で
子育て家庭を支援する地域づくりに努める。

既存 地域子育て支援センター事業

○子育て家庭を支援するため、子育て中の親子の交流
促進、子育て相談、講習会、情報提供を行う。
○地域の子育て支援情報ネットワークを構築し、地域で
子育て家庭を支援する地域づくりに努める。

既存
はなまきファミリーサポートセン
ター事業

○有償ボランティアによる児童のあずかり・送迎等を行
う。

既存
はなまきファミリーサポートセン
ター事業

○有償ボランティアによる児童のあずかり・送迎等を行
う。

既存 放課後児童支援事業
○児童の健全育成を図るため、放課後や長期休暇など
の安全安心な居場所づくりと地域の交流を促進する。

既存 放課後児童支援事業
○児童の健全育成を図るため、放課後や長期休暇など
の安全安心な居場所づくりと地域の交流を促進する。

既存 小学生医療費助成事業
○小学生の保護者が安心して子育てができるよう、医療
費を助成して経済的負担を軽減する。

既存 小学生医療費助成事業
○小学生の保護者が安心して子育てができるよう、医療
費を助成して経済的負担を軽減する。

既存 保育サービス向上支援事業
○私立保育園での多様な保育サービスを提供するた
め、地域での子育て活動などに支援する。

既存 保育サービス向上支援事業
○私立保育園での多様な保育サービスを提供するた
め、地域での子育て活動などに支援する。

既存 保育施設環境整備支援事業
○市内私立保育園の適正な保育環境整備を支援する
ため、施設整備に係る償還金に対して補助する。

既存 保育施設環境整備支援事業
○市内私立保育園などの適正な保育環境整備を支援
するため、施設整備及び施設整備に係る償還金に対し
て補助する。

既存 保育所保育環境充実事業
○公立保育園の安心安全な保育環境を保つため、保育
環境整備及び計画的な維持管理を行う。

既存 保育所保育環境充実事業
○公立保育園の安心安全な保育環境を保つため、保育
環境整備及び計画的な維持管理を行う。

既存 幼稚園教育環境充実事業
○幼稚園教育の充実を図るため、幼稚園における教育
環境の整備を行う。

既存 幼稚園教育環境充実事業
○幼稚園教育の充実を図るため、幼稚園における教育
環境の整備を行う。

既存 家庭教育力向上事業
○家庭、保育園、幼稚園、小学校及び地域が連携して、
心身ともに健全な子どもを育成できるよう支援、情報提
供を行う。

既存 家庭教育力向上事業
○家庭、保育園、幼稚園、認定こども園、小学校及び地
域が連携して、心身ともに健全な子どもを育成できるよう
支援、情報提供を行う。

既存 はなまき保幼一体研修事業
○市内保育園、幼稚園の職員の資質を向上するため、
外部講師を導入した研修を行う。

既存 はなまき保幼一体研修事業
○市内保育園、幼稚園、認定こども園等の職員の資質
を向上するため、外部講師を導入した研修を行う。

既存 ニコニコ元気っ子事業
○市内保育園、幼稚園児の運動意欲を引き出し、健全
な心身の発達を促すための研修会、教室を実施する。

既存 ニコニコ元気っ子事業
○市内保育園、幼稚園児の運動意欲を引き出し、健全
な心身の発達を促すための研修会、教室を実施する。

既存 児童養育事業
○家庭において一時的に養育が困難になった児童の養
育・保護を行う。

既存 児童養育事業
○家庭において一時的に養育が困難になった児童の養
育・保護を行う。

既存 幼児ことばの教室事業
○ことばに課題のある就学前の子どもが表現能力を十
分発揮できるようにするため、一人ひとりの発達を考慮
した指導を行う。

既存 幼児ことばの教室事業
○ことばに課題のある就学前の子どもが表現能力を十
分発揮できるようにするため、一人ひとりの発達を考慮
した指導を行う。

既存 こども発達相談センター事業
○こども発達相談センターの老朽化に伴い、施設整備を
行う。

既存 こども発達相談センター事業
○こども発達相談センターの老朽化に伴い、施設整備を
行う。

既存 ふれあい共育推進員配置事業
○通常学級に在籍する発達障がいのある児童生徒を支
援するため、ふれあい共育推進員を配置する

既存 ふれあい共育推進員配置事業
○通常学級に在籍する発達障がいのある児童生徒を支
援するため、ふれあい共育推進員を配置する。

基本目標③-重点方針③　次代を担う子どもたちが、健やかに育つための保育・教育環境の充実 基本目標③-重点方針③　次代を担う子どもたちが、健やかに育つための保育・教育環境の充実

旧 新
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花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略　掲載事業　新旧対照表 【資料２】

区分 事業名 事業の内容 区分 事業名 事業の内容

先行 定住促進事業（再掲）
○県外から移住してきた子育て世帯の住宅購入等を支
援する。

先行 定住促進事業（再掲）
○県外から移住してきた子育て世帯や市外から移住し
てきた農業に従事する予定の方の住宅購入等を支援す
る。

先行 公民連携推進事業 ○公民連携基本計画及び家守構想を策定する。 先行 公民連携推進事業 ○公民連携基本計画及び家守構想を策定する。

先行
（上乗せ）

リノベーションまちづくり事業
○新たな街づくり手法として、リノベーションまちづくり、
家守事業等を推進する。

先行
（上乗せ）

リノベーションまちづくり事業
○新たな街づくり手法として、リノベーションまちづくり、
家守事業等を推進する。

新規 都市再生推進事業
○まちなか再生に必要な施設の整備や都市機能再編
の調査・検討を行う。

新規 都市再生推進事業
○まちなか再生に必要な施設の整備や都市機能再編
の調査・検討を行う。

推進
（２次改訂）

スモールビジネス等創出事業（リ
ノベーションまちづくり推進事業）

○民間自立型まちづくり会社による中心市街地における
遊休不動産を活用した事業開発、事業投資を促進し、
主に都市機能誘導区域を中心にまち再生を推進する。

追加
（２次改訂）

宿場町おおはさま400年記念事
業（再掲）

○大迫の街並み形成400年を記念し、各種イベントを開
催して市内外に情報発信する。

追加
（２次改訂）

子育て世帯住宅取得支援事業
（再掲）

○子育て世帯の花巻市立地適正化計画居住誘導区域
や都市機能誘導区域などへの住宅取得を支援する。
○親と同居または近居するために住宅取得した子育て
世帯を支援する。

追加
（２次改訂）

総合花巻病院移転整備支援事
業

○まちなかで安心して医療を受けられるよう地域医療の
中核となる民間病院の移転新築に対して支援する。

追加
（２次改訂）

新花巻図書館整備事業

○生涯学習の拠点施設として、知識の向上や心の豊か
さを求める市民のニーズに的確に対応できる機能を備
えた新しい図書館の整備が求められていること、また、
市街地再生を図るための核としても新しい図書館の整
備が必要となっていることから、新花巻図書館を整備す
る。

追加
（２次改訂）

商店街利便性向上事業
○商店街の賑わいを創出し、来街者の利便性、安全
性、快適性を向上させるため、駐車場確保や商店街共
同施設の補修を支援する。

追加
（２次改訂）

都市施設機能改善事業
○交通広場等都市施設の適正な維持管理を行うととも
に、新花巻駅無料駐車場を舗装整備し、施設利用者に
快適で利便性の高い施設とする。

追加
（２次改訂）

JR花巻駅橋上化検討事業
【調査事業】

○JR花巻駅の橋上化の可能性について、関係機関と連
携し調査を行う。

追加
（２次改訂）

花巻スマートインターチェンジ整
備事業【調査事業】

○花巻PAへのスマートインターチェンジの整備につい
て、関係機関と連携し概略、整備効果及び必要性の検
討を行う。

追加
（２次改訂）

情報通信基盤導入支援事業
○インターネット接続環境の向上を図るため、光サービ
ス未提供地域を対象にモバイルルータの導入支援を行
う。

世代間交流集合住宅整備事業
【調査事業】

○地域のコミュニティの再構築と世代間交流を盛んに行
える場を創出するため、世代間交流集合住宅の建築等
について、調査・検討を行う。

世代間交流集合住宅整備事業
【調査事業】

○地域のコミュニティを再構築し、世代間交流を盛んに
行える場を創出するため、世代間交流集合住宅の建築
等について、調査・検討を行う。

追加
（２次改訂）

世代間交流集合住宅整備事業

○東日本大震災により被災され、内陸部のみなし仮設
住宅等にお住いの方に対し、災害公営住宅を整備す
る。
○子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の整備に向けて、
民間業者へ整備助成を行い、まちなかの活性化を図
る。

新規 道の駅整備調査事業
○道の駅を核とした地域の連携強化を図るため、設置
に向けた検討を行う。

新規 道の駅整備調査事業
○道の駅を核とした地域の連携強化を図るため、設置
に向けた検討を行う。

追加
（２次改訂）

道の駅整備事業
○道の駅を核とした地域の連携強化を図るため、道の
駅の整備を行う。

道の駅「石鳥谷」関連整備事業
【調査事業】

○施設利便性の向上のため内装改修や機能・駐車場等
の再整備を行う。

道の駅「石鳥谷」関連整備事業
【調査事業】

○施設利便性の向上のため、内装改修や機能・駐車場
等の再整備を行う。

追加
（２次改訂）

道の駅「石鳥谷」施設再編事業
○施設の魅力向上・利便性の向上を図るため、道の駅
「石鳥谷」施設再編に向け、基本構想・基本計画を策定
する。

先行 公共交通網形成計画策定事業
○交通網形成計画を策定し、花巻市地域公共交通会議
の運営、公共交通の利用実態調査を行う。

新規 公共交通確保対策事業

○当日予約が可能なシステムを導入した予約応答型乗
合交通（予約乗合バス）を、路線バスの維持が困難と
なった地域から導入する。
○ICT等の新たな技術による多様なサービスを可能とす
る予約応答乗合交通を検討する。

既存 立地適正化計画策定事業
○居住密度の維持向上を図るための施策や、市民生活
に必要な施策の適正な配置と整備の計画等を内容とす
る立地適正化計画を策定する。

既存 立地適正化計画策定事業
○居住密度の維持向上を図るための施策や、市民生活
に必要な施策の適正な配置と整備の計画等を内容とす
る立地適正化計画を策定する。

既存 商店街賑わい再生戦略事業
○魅力ある商店街を形成し、中心市街地のにぎわいづく
りを促進するため、商店街団体が自ら行う商業活性化事
業を支援する。

既存 商店街賑わい再生戦略事業
○魅力ある商店街を形成し、中心市街地のにぎわいづく
りを促進するため、商店街団体が自ら行う商業活性化事
業を支援する。

既存 まちなか創業支援事業
○中心市街地のにぎわいづくりを促進するため、中小企
業者が未利用店舗等を賃借し、活用して行う事業を支
援する。

既存 まちなか創業支援事業
○中心市街地のにぎわいづくりを促進するため、中小企
業者が未利用店舗等を賃借し、活用して行う事業を支
援する。

既存 市有財産適正管理事業
○公共施設等の最適な保有量・配置及び財政負担の軽
減・平準化の実現を図るため、公共施設等総合管理計
画を策定する。

既存 市有財産適正管理事業

○公共施設等の最適な保有量・配置と財政負担の軽
減・平準化を実現するため、個別施設計画と整合性を図
り、公共施設マネジメント計画【実施計画編】を策定す
る。

既存 生活道路整備事業
○安全で快適な道路網を構築するため、市道の新設改
良や現道舗装、都市計画道路の整備等を行う。

既存 生活道路整備事業
○安全で快適な道路網を構築するため、市道の新設改
良や現道舗装、都市計画道路の整備等を行う。

既存 橋梁維持事業
○交通の安全を確保するとともに橋梁の長寿命化を図
るため、予防保全型維持修繕を行う。

既存 橋梁維持事業
○交通の安全を確保するとともに橋梁の長寿命化を図
るため、予防保全型維持修繕を行う。

既存 橋梁整備事業
○安全で快適な道路網を構築するため、市道橋梁の架
け替えを行う。

既存 橋梁整備事業
○安全で快適な道路網を構築するため、市道橋梁の架
け替えを行う。

既存
下水道、農業集落排水、浄化槽
設置事業

○快適な市民生活の向上のため汚水処理施設の整備
と機能維持を目的に公共下水道の整備、維持管理、農
業集落排水施設などの改修更新、維持管理等を行う。

既存
下水道、農業集落排水、浄化槽
設置事業

○快適な市民生活の向上のため、汚水処理施設の整備
と機能維持を目的に、公共下水道の整備、維持管理、
農業集落排水施設などの改修更新、維持管理等を行
う。

基本目標④-重点方針①　まちなか再生と、利便性の高い快適な暮らしを実現する生活基盤の整備 基本目標④-重点方針①　まちなか再生と、利便性の高い快適な暮らしを実現する生活基盤の整備

旧 新
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花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略　掲載事業　新旧対照表 【資料２】

区分 事業名 事業の内容 区分 事業名 事業の内容

先行 青少年活動推進事業
○子どものふるさとを愛する心を涵養するため、児童を
対象とした体験活動プログラムを実施する。

先行 青少年活動推進事業
○子どものふるさとを愛する心を涵養するため、児童を
対象とした体験活動プログラムを実施する。

新規 こども商店街事業
○「まちなか」の魅力を知ってもらうため、子どもと商店
街の大人との共同によるこども商店街を実施する。

新規 こども商店街事業
○「まちなか」の魅力を知ってもらうため、子どもと商店
街の大人との共同によるこども商店街を実施する。

追加
（２次改訂）

大迫高等学校生徒確保対策事
業

○大迫高等学校存続支援のため、同校に通う生徒への
通学費用助成等を実施している生徒確保対策協議会事
業への補助を行う。

先行 公共交通確保対策事業
○交通網形成計画を策定及び花巻市地域公共交通会
議の運営、公共交通の利用実態調査を行なう。

④-①へ移動

先行
(上乗せ)

ファシリテーター養成事業
○地域住民の意見を引出し、調整する役割を担うファシ
リテーター的人材を養成していく。

先行
(上乗せ)

ファシリテーター養成事業
○幅広い地域住民の声を引き出し、調整するために重
要な役割を担うファシリテーターを養成し、「対話」を地域
に定着させる。

追加
（２次改訂）

東和コミュニティセンター整備事
業

○生涯学習及び地域づくりの拠点施設として、東和コ
ミュニティセンターの整備を行う。

追加
（２次改訂）

石鳥谷生涯学習会館整備事業
○石鳥谷生涯学習会館の補修等により、生涯学習の拠
点施設の整備を行う。

新規
地域を豊かにするデマンドシス
テムの検討

○ICT等の新たな技術による多様なサービスを可能とす
る予約応答乗合交通を検討する。

④-①へ移動
（公共交通確保対策事業）

既存
小学校、中学校地域体験型学
習事業

○児童生徒の生きる力を育成するため、地域社会の資
源を活用した体験学習を推進する。

既存
小学校、中学校地域体験型学
習事業

○児童生徒の生きる力を育成するため、地域社会の資
源を活用した体験学習を推進する。

既存 復興教育学校支援事業
○東日本大震災からの復興・発展を支える児童生徒を
育成するため、県が指定する推進校等が実施する復興
教育を支援する。

既存 復興教育学校支援事業
○東日本大震災からの復興・発展を支える児童生徒を
育成するため、県が指定する推進校等が実施する復興
教育を支援する。

既存 生涯学習講座開催事業
○市民の生涯学習のきっかけづくりや学習機会の増加
を図るため、生涯学習講座を開催する。

既存 生涯学習講座開催事業
○市民の生涯学習のきっかけづくりや学習機会の増加
を図るため、生涯学習講座を開催する。

既存 民俗芸能伝承支援事業
○市内各地域に古くから伝承されてきた郷土芸能を保
存するため、伝承活動や後継者の育成を支援する。

既存 民俗芸能伝承支援事業
○市内各地域に古くから伝承されてきた郷土芸能を保
存するため、伝承活動や後継者の育成を支援する。

既存 振興センター整備事業
○振興センターの利便性及び安全性確保のための新築
整備、耐震補強工事等を行う

既存 振興センター整備事業
○振興センターの利便性及び安全性確保のための新築
整備、耐震補強工事等を行う。

既存 地域づくり活動推進事業
○コミュニティ地区の課題解決を支援するため、コミュニ
ティ会議代表者との意見交換会を実施するとともに、地
域づくり交付金を交付する。

既存 地域づくり活動推進事業
○コミュニティ地区の課題解決を支援するため、コミュニ
ティ会議代表者との意見交換会を実施するとともに、地
域づくり交付金を交付する。

既存 市民参画・協働推進事業
○市民が積極的に市政にかかわることができるよう市政
への参画・協働機会を拡充する。

既存 市民参画・協働推進事業
○市民が積極的に市政にかかわることができるよう市政
への参画・協働機会を拡充する。

既存 市民団体等活動支援事業
○市民参画と協働のまちづくりを推進するため、市民団
体等が行う公益的活動を支援する。

既存 市民団体等活動支援事業
○市民参画と協働のまちづくりを推進するため、市民団
体等が行う公益的活動を支援する。

区分 事業名 事業の内容 区分 事業名 事業の内容

先行
(上乗せ)

消防団応援事業
○消防団員への優遇措置により、新入団員の入団促進
を図る。

先行
(上乗せ)

消防団応援事業
○消防団員とその家族への優遇措置により、新入団員
の入団促進を図る。

新規 学生消防団活動認証制度
○大学生等に一定期間消防団活動を行ってもらうこと
で、団の活性化を図る。

新規 学生消防団活動認証制度
○大学生等に一定期間消防団活動を行ってもらうこと
で、団の活性化を図る。

既存 自主防災組織支援事業
○地域住民による自主的な防災活動を促進するため、
自主防災組織の活動と未組織地域における設立を支援
する。

既存 自主防災組織支援事業
○地域住民による自主的な防災活動を促進するため、
自主防災組織の活動と未組織地域における設立を支援
する。

既存 避難対策事業
○災害時における迅速な避難及び避難所の円滑な運営
を行うため、環境整備を行う。

既存 避難対策事業
○災害時における迅速な避難及び避難所の円滑な運営
を行うため、環境整備を行う。

既存 消防団育成強化事業
○FMラジオ・広報誌・市ホームページへ掲載し、消防防
災広報活動と合わせて、団員募集をPRする。

既存 消防団育成強化事業
○FMラジオ・広報誌・市ホームページへ掲載し、消防防
災広報活動と合わせて、団員募集をPRする。

既存 火災予防充実強化事業
○将来の地域防災の担い手育成を目的として、幼年消
防クラブ・少年消防クラブを育成強化する。

既存 火災予防充実強化事業
○将来の地域防災の担い手育成を目的として、幼年消
防クラブ・少年消防クラブを育成強化する。

旧 新

基本目標④-重点方針②　地域で学び、育ち、自主的に進めるまちづくり

旧 新

基本目標④-重点方針③　防災危機管理体制の充実

基本目標④-重点方針②　地域で学び、育ち、自主的に進めるまちづくり

基本目標④-重点方針③　防災危機管理体制の充実
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