
花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業実績一覧 【資料２】

　（円）

1 ①-①-ア 新規 地域イノベーション戦略事業

○産学官金の協力体制を構築し、ハンズオン支援による
新規創業者、二次創業者の新しい取り組みの成功率を
向上させる。
○起業化支援センターのコーディネートによる企業グ
ループの構成、新製品開発への目出しを支援する。
○新たな需要と市場を創出するビジネスアイディアを広く
募集し、創業を支援する。

地域イノベーション戦略事業費
花巻イノベーションスクールの開催
延べ参加人数 35人

842,400 商工労政課

2 ①-①-ア 新規
企業支援情報発信ポータルサイ
ト運営事業

○市内企業に対し、国・県・市の情報が一体的に閲覧で
き、希望者には直接情報が提供されるポータルサイトを
立ち上げる。

未実施 商工労政課

3 ①-①-ア 加速化 起業・新事業展開推進事業
○市内企業の育成と発展のため、新規創業と新事業へ
の展開を支援する。

起業・新事業展開推進事業
・起業化支援センター運営委託 36,990千円
・ビジネスインキュベータ運営委託 2,387千円
・複合デバイス技術開発推進事業委託 19,980千円

59,176,800 商工労政課

4 ①-①-ア 既存 中小企業振興融資事業
○市内の中小企業者に対し、円滑な事業資金の調達を
支援する。

中小企業振興融資事業
中小企業振興融資新規貸付発行件数 168件、貸付額
803,822千円

602,653,967 商工労政課

5 ①-①-イ 既存
地元企業等連携・地域課題解決
事業

○市内企業それぞれの持つ開発力・技術力・ノウハウを
結集し、日用品メーカーとの連携により地方ならではのご
当地の魅力を生かした日用品を創出するとともに、日用
品メーカーのネットワークを活用した販路展開を行う。

地域企業連携・新製品開発事業 ご当地日用品創出事業補助金 1件 2,002,426 商工労政課

6 ①-①-イ 既存
地元企業等連携・地域課題解決
最終製品創出事業

○地域ものづくり企業や地域工芸店の「ご当地」性と大手
企業の「デザイン力・販売力」を融合した全国に売れる日
用品を創出する。

地元企業等連携・最終製品創出
事業

・ご当地日用品販路拡大業務委託 1件、2,916,000円
・地元企業等連携体日用品試作事業補助金 6件、
7,132,209円

10,048,209 商工労政課

7 ①-①-イ 既存 サービス業生産性向上事業
○サービス業の生産性向上のため、製造業で導入され
効果のある「カイゼン」の導入を推進する。

サービス業生産性向上事業 サービス業カイゼン導入促進事業補助金 7件、5,805千円 5,980,463 商工労政課

8 ①-①-イ
先行

（上乗せ）
技術力・経営力向上支援事業

○総合的な企業競争力の強化や経営課題解決のため、
市内企業の技術力や経営力を向上させる支援を行う。

技術力・経営力向上支援事業
・企業競争力強化支援事業補助金 43件 4,826千円
・中小企業総合支援事業 アドバイザー派遣 6件

5,513,834 商工労政課

9 ①-①-イ 既存 成長分野参入事業
○総合的な企業競争力の強化や経営課題解決のため、
市内企業の技術力や経営力を向上させる支援を行う。

成長分野参入促進事業 成長分野進出事業補助金 3件 6,004,936 商工労政課

10 ①-②-ア
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。 平成27年度完了 観光課

11 ①-②-ア
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。 平成27年度完了
石鳥谷地域
振興課

12 ①-②-ア
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。

平成27年度完了
新渡戸記念
館

13 ①-②-ア 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。

市内公共施設多言語表記設置
事業

市内13か所の公共施設内の案内表記の多言語化を実
施。

6,046,920 観光課

14 ①-②-ア 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Ｐ
Ｒなどの施策を展開する。

外国人観光客誘致促進事業
国内外で開催された商談会、旅行博に参加したほか、台湾
向けインターネット情報サイトへ情報を掲載し情報発信を
行った。

4,000,000 観光課

15 ①-②-イ 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。

観光情報発信事業
（映像作品ロケ誘致事業）

ジャパンフィルムコミッションに加入し、映画、CM、テレビ番
組等のロケ誘致を実施

1,653,000 観光課

16 ①-②-イ 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。

未実施 観光課

17 ①-②-イ 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。

スポーツ大会・合宿誘致促進事
業
（スポーツ合宿補助分）

スポーツ合宿誘致件数　6件
大規模スポーツ大会等入込者数　265,275人

185,000 観光課

18 ①-②-イ 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。

団体旅行貸切バスツアー支援事
業

県外を発着地とし、往復ともに貸切バスを利用する20名以
上の団体で、市内に1泊以上宿泊する団体ツアーに対し、
バス1台当たり30,000円を補助（127台）

3,810,000 観光課
スポーツ振興課

目標、方針
方向性

H28決算額
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19 ①-②-イ 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。

先人顕彰推進事業

○共同企画展開催　2,688千円
　H28.12.3からH29.1.29まで4館（花巻新渡戸記念館、萬鉄
五郎記念美術館、花巻市博物館、総合文化財センター）で
開催

○先人顕彰ギャラリー展開催　16千円
　H29.2.27から3.24まで4か所（まなび学園、大迫総合支
所、石鳥谷総合支所、東和総合支所）で開催

2,704,000 生涯学習課

20 ①-②-イ 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。

スポーツ大会・合宿誘致促進事
業
（上記、スポーツ合宿補助を除く）

全国規模のスポーツ大会誘致数　15件
スポーツ合宿誘致件数　6件
大規模スポーツ大会等入込者数　265,275人

5,683,000
スポーツ振興
課

21 ①-②-イ 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。 観光イベント開催事業
市内で開催された13のイベントに対し、イベント運営にかか
る費用を補助

60,700,000
観光課
大迫地域振興課
石鳥谷地域振興課
東和地域振興課

22 ①-②-イ 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。

観光情報発信事業
観光関連団体への事業支援やイーハトーブ大使の活動支
援、観光パンフレットの製作等

44,670,000 観光課

23 ①-②-イ 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。

観光ルート整備事業
花巻温泉郷共同送迎バスやあったかいなはん花巻号等の
運行支援

15,320,000 観光課

24 ①-②-イ 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。

まちぐるみ観光推進事業
観光客への湯茶サービスの提供や観光協会他観光関連
団体が実施する事業への補助

11,623,000 観光課
賢治まちづくり課

25 ①-②-ウ 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。

広域観光推進事業
体験型観光事業の改良や新規開発、利用者が予約するシ
ステムの開発、外国人対応のためのモニター事業への支
援

18,754,572 観光課

26 ①-②-ウ 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。

広域観光推進事業
北上市と共同で工場見学ができる企業を紹介するパンフ
レットを作製

389,000 観光課

27 ①-②-ウ 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。

未実施 観光課

28 ①-②-ウ 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。

広域観光推進事業
イーハトーブ周遊企画を実施。郷土芸能の提供、観光ガイ
ド、語り部の派遣を行った

5,000,000 観光課

29 ①-③-ア 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。

新規就農者支援事業
生産資材等への補助：1人
農業研修指導謝礼：2人
首都圏へのPR：4回

1,699,549 農政課

30 ①-③-ア
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。

農業女子プロジェクト事業

若手女性農業者意見・情報交換会：1回
トラクター講習会：2回
加工品開発等研修会：3回
花巻でのﾗｲﾌｽﾀｲﾙ紹介：1回
料理教室の開催と花巻産農産物のPR：1回

473,000 農政課

31 ①-③-ア 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。

担い手育成支援事業費 新規就農者技術指導員１名の配置 3,491,344 農政課

32 ①-③-ア 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。

特定地域農地流動化交付金交
付事業

農地中間管理機構等を通じて、中山間地域等の農用地を
借り受けた者に交付した。
（対象件数：15件　交付対象面積：4,063a）

8,126,000
農政課（地域
農業推進室）

33 ①-③-ア 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。

スマートアグリ推進事業 GPS基地局3基設置等 11,138,040 農政課

34 ①-③-ア 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組に対し支援する。

未実施 農政課

35 ①-③-ア 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。

未実施 農政課

36 ①-③-ア 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。

担い手育成支援事業

・研修会やトータルアドバイザーの支援により、担い手農業
者の育成や法人化が図られ農地集積が促進された。（法
人化：8法人）
・青年就農給付金を給付することにより、就農後の定着が
図られた。（給付：15経営体）

38,006,000 農政課
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37 ①-③-ア 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。

水田農業経営安定対策事業
米の需給調整に対応した野菜や果樹、花き、雑穀の作付
や牛の導入を支援した。

16,088,034 農政課

38 ①-③-ア 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。

中山間地域農業支援事業
農業生産条件が不利な中山間地域における農業生産活
動の継続を支援した。

495,284,793 農村林務課

39 ①-③-ア 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。

土地改良事業
県営および国営土地改良事業により、圃場の大型化等の
農業施設の整備を推進した。

419,121,954
農村林務課
石鳥谷地域振興課
東和地域振興課

40 ①-③-ア 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。

農村環境保全事業

・多面的機能支払交付金
　農村環境の保全を図るため、地域ぐるみでの共同活動の
実施により農業生産基盤の機能維持を支援した。
・環境保全型農業直接支払交付金
化学肥料、化学合成農薬の５割低減の取組と合わせて行
う、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い農業
生産活動を支援した。

1,040,589,374 農村林務課
農政課

41 ①-③-イ 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。

未実施 農村林務課

42 ①-③-イ 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。

森林保全啓発事業 山仕事講座 873,683 農村林務課

43 ①-③-イ 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。

未実施 農村林務課

44 ①-③-イ 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。

森林整備事業
森林整備37ha、作業道2,370ｍ
森林整備活動支援（集約化促進6.47ha）
民有林保全対策（嵩上げ補助22.57ha）

22,451,000 農村林務課

45 ①-③-イ 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。

森林資源活用事業
しいたけほだ木購入に対する支援
導入本数33,000本

5,808,000 農村林務課

46 ①-③-イ 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。

森林保全啓発事業
山仕事講座、木工教室、自然観察会の開催
イベント参加総数　98人

1,015,000 農村林務課

47 ①-③-イ 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。

森林環境保全事業
赤松枯損木伐倒駆除約1,071㎥
樹種転換7.24ha
薬剤樹幹注入　ほか

50,585,000 農村林務課

48 ①-③-ウ 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。

優良乳用牛確保対策事業
雌雄性判別精液1本あたり3,000円補助
ホルスタイン91頭（述べ）　273,000円
ブラウンスイス4頭（述べ）　12,000円

285,000 農政課

49 ①-③-ウ 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。

畜産基盤強化対策事業
簡易畜舎及び付帯設備4棟　699,716円
低コスト機械13台　1,869,265円
電気牧柵1件　67,237円

2,636,218 農政課

50 ①-③-ウ 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。

家畜防疫対策事業
牛6種混合ワクチン接種代
1頭当たり200円補助
2,139頭×200円＝427,800円

427,800 農政課

51 ①-③-ウ 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。

畜産競争力強化整備事業 （28→29繰越） 0 農政課

52 ①-③-エ 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。

６次産業化推進事業

６次産業化に取り組む農業者や流通業者、金融機関等、
多様な事業者が参加する交流会を開催したほか、６次産
業化に取り組む農業者等へ各種セミナーや研修会等の開
催について情報提供を行い、６次産業化の取組を支援し
た。

0 農政課
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53 ①-③-エ 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。

生産施設等整備事業
生産施設等の導入により、作業の効率化や経営面積の拡
大が図られ、販売量が増加した。

115,511,000 農政課

54 ①-③-エ 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。

有害鳥獣被害対策事業
被害防止計画対象鳥獣捕獲1,687頭
電気柵設置補助43件

4,571,000 農村林務課

55 ①-④-ア 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。 就労支援事業
・ジョブカフェはなまき　延べ利用者数1,430人
・就職決定者数　110人

13,775,400 商工労政課

56 ①-④-ア 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。

職業人材育成事業
・合同研修開催回数1回、参加者25人
・市内事業所説明会1回、参加者321人

481,903 商工労政課

57 ①-④-ア 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。

高齢者社会参加活動支援事業

高齢者の「生きがいと」となる「就労の場」を新規事業として
立ち上げる団体に対し、初期経費の一部を補助。
・補助額：対象経費の2分の1以内（上限50万円）
・採択事業　1件
・事業内容：コミュニティカフェ等

500,000 長寿福祉課

58 ①-④-ア 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。

障がい者雇用促進支援事業
労働者の職場実習促進事業を終了したうえで、障がい者
の継続実習を受け入れた民間企業に対し、奨励金を交付
した。(利用者数２名)

18,000
障がい福祉
課

59 ②-①-ア 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。

シティプロモーション推進事業
首都圏においてプロモーションイベントを開催したほか、市
民ライターによるwebサイト「まきまき花巻」を開設した。

8,997,535 秘書政策課

60 ②-①-ア 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。

花日和発行事業 花日和年間発行部数24,000部（6,000部×4回） 8,444,000 秘書政策課

61 ②-①-ア 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。
イーハトーブ花巻応援寄附金推
進事業

寄付しやすい環境整備に努めたが、全国的なふるさと納税
ﾌﾞｰﾑにより、自治体間の競争が激化し、本市への寄付が
減少した。

102,505,000 秘書政策課

62 ②-①-イ 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。

市営住宅環境改善事業
定住促進住宅２戸を改修。全11戸改修済。入居世帯数、４
世帯。

4,235,760 都市政策課

63 ②-①-イ 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。

移住・定住促進対策事業
市の移住支援策をＰＲし、移住支援策を利用した39名の方
が移住した。

5,049,914 秘書政策課

64 ②-①-イ 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。

定住促進事業 交付件数6件（移住者8名）、問い合わせ件数延べ39件 9,916,000 都市政策課

65 ②-①-イ 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。

地域おこし促進事業
5名の都市部の方が協力隊として着任。H27年度着任した7
人とともに各地域の活動テーマにより積極的に活動してい
る。

35,804,590

秘書政策課
大迫・石鳥谷・東
和地域振興課・
農政課

66 ②-①-イ 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

移住・定住促進対策事業

・市の移住支援策をＰＲし、移住支援策を利用した39名の
方が移住した。
・移住体験ツアーを東和地域で実施し、6名の方が参加し
た。
・同窓会開催支援補助金を創設し、6団体に交付

5,049,914 秘書政策課

67 ②-①-イ 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。

未実施 商工労政課

68 ②-①-イ 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。

移住・定住促進対策事業
移住体験ツアーを東和地域で実施し、6名の方が参加し
た。

5,049,914 秘書政策課

69 ②-①-イ
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。

未実施 秘書政策課

70 ②-②-ア 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。

未実施 商工労政課
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71 ②-②-ア 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。

企業誘致推進事業（自動車人材
育成支援事業費補助金）

採択件数：１件
交付金額：116,356円

116,356
企業立地推
進室

72 ②-②-ア 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。

企業誘致推進事業（企業立地推
進室分）

企業誘致活動　9,856千円
工業用地等環境整備　2,416千円
企業立地促進奨励事業補助金　　361,295千円
流通業務施設立地奨励補助金    4,000千円

378,067,000
企業立地推
進室

73 ②-②-ア
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。

未実施
商工労政課
（企業立地推
進室）

74 ②-②-イ 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。

就労支援事業
UIJターン者就業奨励金交付実績
・UIJターン者本人 10件
・UIJターン者を雇用した事業所 9件

7,500,000 商工労政課

75 ②-②-イ 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。

未実施 商工労政課

76 ②-②-イ 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。

未実施 商工労政課

77 ②-③-ア 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。

（学校教育の一環として実施）
30回/年　市内全小中学校で、キャリア教育授業が実施さ
れた。

商工労政課

78 ②-③-ア 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。

（実践型インターンシップ事業《イ
ンターンシップ導入調査》として
実施）

秘書政策課

79 ②-③-ア 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。

奨学金活用人材確保支援事業
交付対象者として3名を認定し、平成28年度3名を交付決
定した。（補助金額124千円）

124,000 小中学校課

80 ②-③-イ 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。

地域再生スモールビジネス創出
事業

インターシップ受入れ企業の掘り起こし調査を行い、3社の
内諾を得た。

5,972,400 商工労政課
秘書政策課

81 ③-①-ア 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なう。 婚活支援団体育成事業
花巻市結婚活動支援団体育成事業補助金の交付（成婚4
組×3万円=12万円）

370,000 地域づくり課

82 ③-①-ア
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。

平成27年度完了
障がい福祉
課

83 ③-①-ア 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育成事業
婚シェルジュ育成研修会（10回）、婚シェルジュ研修終了3
組

957,896 地域づくり課

84 ③-①-ア 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。

未実施

秘書政策課
健康づくり課
生涯学習課
こども課

85 ③-①-イ
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。

母子保健事業
助産師による相談１２件
相談１２件の内、１件が妊娠につながっている。

79,979,771 健康づくり課

86 ③-①-イ 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。

未実施（平成29年度実施予定）
４款１項２目144070事業　母子保健事業で実施予定
平成29年4月より市内の助産院に産前産後ケア事業を委
託し、新規事業として実施することになった。

健康づくり課
こども課

87 ③-①-イ 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。

母子保健事業
安心して健康な子どもを生み育てるため、妊婦・乳幼児健
診を行うとともに、未受診者に対して受診勧奨をを行い、受
診率が増加。

79,979,771 健康づくり課

88 ③-①-イ 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。

特定不妊治療費助成事業

○対象者：法律上の婚姻をしている夫婦で岩手県特定治
療支援事業費助成金の交付決定を受けた者 54人
○助成額：1回10万円を限度（治療費から県助成金を控除
した額の2分の1）とし、助成期間の限度なし 74件
（5,702,442円）

5,722,436 国保医療課

89 ③-①-イ 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。

特定妊婦支援事業

・出産後の子どもの養育について、出産前において支援を
行うことが特に必要と認められる妊婦　４５人
・妊娠期から出産前までの様々な支援
　延べ１０９件

2,974,980 健康づくり課
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90 ③-②-ア 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。

未実施
商工労政課
こども課【こどもセ
ンター）

91 ③-②-ア 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。

未実施 商工労政課
地域福祉課

92 ③-②-ア 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。

男女共同参画推進事業費

・推進員報酬等(376,000円)
・講師謝礼等(45,584円)
・講師等旅費(245,840円)
・消耗品等(620,002円)
・花巻市地域婦人団体協議会事業補助金(700,000円)
※ワーク・ライフ・バランス啓発推進事業は、男女共同参画
推進事業の一部。
H28→学習講座全3回、講演会等を実施

1,987,426 地域づくり課

93 ③-③-ア 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。

子育て推進事業
（花巻市子育てガイドブック改訂
版印刷製本）

花巻市子育てガイドブックを1,400部作成し関係機関等へ
配布した。

552,000 こども課

94 ③-③-ア 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。
第3子以降保育料等負担軽減事
業
（花巻市第3子以降保育料等負

幼稚園：38人1,744千円
保育所：188人26,457千円
認可外保育施設：17人2,587千円

30,787,500 こども課

95 ③-③-ア 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。
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カ月から小学生までを対象に、予防接種費用の一部
を補助。（1人2回まで）
対象者数8,956人　接種率59.3％

24,248,900 健康づくり課

96 ③-③-ア 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。 乳幼児医療費助成事業
○対象者：出生の日から就学前までの児童 4,161人
○給付額：一部負担金相当額（自己負担なし）62,119件
（98,028,484円）

98,028,484 国保医療課

97 ③-③-ア 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。

心身障がい児医療費助成事業

○対象者：身体障害者手帳が３～６級等で、18歳までの児
童　80人
○給付額：1医療機関1月につき、入院2,500円、入院外750
円を控除した額 58件（204,290円）

903,860 国保医療課

98 ③-③-ア 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。

学校地域連携事業

○地域人材が参画して行った事業の実施回数
　湯口小学校⇒54回　湯口中学校⇒28回　矢沢小学校⇒
285回
○運営委員会の開催回数　3回
○アンケートにより「学校の生活が楽しい（充実している）」

2,216,910 小中学校課

99 ③-③-ア 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。

未実施（平成29年度実施予定）
３款２項３目134610事業
地域子育て支援センター事業で実施予定

こども課（こど
もセンター）
健康づくり課

100 ③-③-ア 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。

地域子育て支援センター事業
直営3施設利用者延べ数18,953人　相談4,894件 子育て支
援情報ネットワーク交流会参加人数109名

19,291,377 こども課

101 ③-③-ア 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。

はなまきファミリーサポートセン
ター事業

会員数911人 利用した子どもの延べ人数1,863人
預かり会員等の24時間講習会(参加延べ人数127人）会員
相互の交流会（参加人数16人）

5,394,697 こども課

102 ③-③-ア 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。

放課後児童支援事業
学童クラブ：18施設、992人
放課後子供教室：2箇所、述べ866人

181,333,083 こども課

103 ③-③-ア 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。

小学生医療費助成事業
○対象者：小学校1年生から6年生の児童 2,860人
○給付額：1医療機関1月につき、入院2,500円、入院外750
円を控除した額 19,120件（28,916,977円）

28,916,977 国保医療課

104 ③-③-イ 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。
保育サービス向上支援事業
（認可外保育施設健康管理事業
補助金）

実施施設：5施設
受診児童：述べ298人受診
補助額：402千円

401,400 こども課

105 ③-③-イ 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。

特別支援事業
ことばの教室設置校以外の小学校１４校を４人の巡回指導
員により巡回指導を行った。

9,907,629 こども課

106 ③-③-イ 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。

ふるさと保育士確保事業
交付対象者として4名を認定し、平成28年度4名を交付決
定した。（補助金額171千円）

171,000 小中学校課
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107 ③-③-イ 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。

未実施
健康づくり課
こども課
小中学校課

108 ③-③-イ 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。

保育サービス向上支援事業
地域子育て拠点事業、保育所地域活動事業、障がい児保
育事業、一時預かり事業、延長保育事業、病児・病後児保
育事業、実費徴収にかかる補足給付費事業

86,198,618 こども課

109 ③-③-イ 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。

保育施設環境整備支援事業 ２園に補助 3,194,949 こども課

110 ③-③-イ 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。

保育所保育環境充実事業 保育園維持修繕、備品購入 12,622,000 こども課

111 ③-③-イ 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。

幼稚園教育環境充実事業
私立幼稚園就園奨励事業、私学運営補助、幼稚園維持修
繕

104,686,000 こども課

112 ③-③-イ 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。

家庭教育力向上事業
就学前教育振興会議開催、子育て講演会開催、ニコニコガ
イド発行、家族でニコニコチャレンジ実施

578,000 こども課

113 ③-③-イ 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。

はなまき保幼一体研修事業
公開保育研修、園内研究発表会、市内保育園幼稚園職員
研修、専門研修、保幼小連携研修

134,000 こども課

114 ③-③-イ 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。

ニコニコ元気っ子事業
運動能力調査、コオーディネーショントレーニング教室の実
施

420,000 こども課

115 ③-③-イ 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。

児童養育事業
子育て短期支援事業（１世帯２名×１４日間利用）
母子生活支援施設入所措置事業（１世帯５名×６月利用）

1,937,450 地域福祉課

116 ③-③-イ 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。

幼児ことばの教室事業 幼児ことばの教室の運営 7,160,000 こども課

117 ③-③-イ 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。

こども発達相談センター改築事
業

H29改築に向け、実施設計を行った（現地立替による改築） 14,192,000 こども課

118 ③-③-イ 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

特別支援事業
配置を希望した小学校１９校中１９校に３５名、配置を希望
した中学校９校中８校に１１名配置。配置率９６．４％。

31,748,690 小中学校課

119 ④-①-ア 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。

定住促進事業 交付件数6件（移住者8名）、問い合わせ件数延べ39件 9,916,000 都市政策課

120 ④-①-ア 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。 公民連携推進事業
公民連携プロフェッショナルスクールへの参加（１名）及び
オガール暖簾分けプロジェクトに参加（１名）

2,693,030 都市再生室

121 ④-①-ア 先行 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。

リノベーションまちづくり推進事業
①ビルオーナー等勧誘は、随時行っているところ。
②資産運用セミナー１回開催
③H27完了

300,000 都市再生室

122 ④-①-ア 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。

都市再生推進事業
都市再生整備計画に基づく広場整備（調査測量）及び関連
事業として総合病院移転にかかる補助金

165,575,141 都市再生室

123 ④-①-ア
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.

未実施 都市政策課

124 ④-①-ア 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。

平成27年度完了 都市再生室

125 ④-①-ア 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。

商店街賑わい再生戦略事業
・セミナー・ワークショップの開催 2日
・商店街賑わい再生戦略事業費補助金　1件（875千円）

1,207,920 商工労政課
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126 ④-①-ア 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。

まちなか創業支援事業 ・補助金交付　3件 1,368,000 商工労政課

127 ④-①-ア 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。

市有財産適正管理事業

①測量・分筆登記5件、公売地看板設置ほか 　3,458,600
円
　公売件数14件　売却件数8件
②公共施設等総合管理計画 策定ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ謝礼、市民
ワークショップ、 策定支援業務委託ほか　4,340,627円
　公共施設マネジメント計画【基本方針編】を策定

7,799,227 契約管財課

128 ④-①-イ 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。

道の駅整備調査事業
花巻市「（仮称）西南道の駅」整備検討委員会開催（４回）
花巻市「（仮称）西南道の駅」基本構想策定

5,514,400 道路課

129 ④-①-イ 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。

道路新設改良費
新設改良　47路線、現道舗装　16路線、側溝整備　7路線、
雪寒対策　1路線の整備

1,150,098 道路課

130 ④-①-イ 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。

橋梁維持事業費 川原橋橋梁補修、長寿命化修繕計画 24,648,988 道路課

131 ④-①-イ 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。

橋梁新設改良費 豊沢橋、太田橋の橋梁整備 361,706,560 道路課

132 ④-①-イ
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。

一般行政経費（観光施設）

○道の駅石鳥谷施設再編計画ワークショップの開催（ゼロ
予算）：　ワークショップによる道の駅「石鳥谷」関係団体か
らの意見聴取（3回）

○岩手県立産業技術短期大学校生徒等による南部杜氏
伝承館リニューアル案ジオラマ模型作成（48千円）
　同校生徒等が、市の依頼に基づき、卒業研究の一環とし
てリニューアル案を提案

48,000
石鳥谷地域
振興課

133-1 ④-①-イ 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。

流域下水道維持管理
H27事業の下水道施設管理～
は、管渠維持管理、ポンプ場維
持管理、処理場維持管理へ振り
分け

　流域下水道維持管理負担金　　365,485千円 364,485,460 下水道課

133-2 ④-①-イ 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。

№133-6　公共下水道　管路整
備事業で実施

№133-6　公共下水道　管路整備事業で実施 下水道課

133-3 ④-①-イ 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。

公共下水道　管渠維持管理 　下水道管渠維持管理業務委託料　11,940千円 51,032,393 下水道課

133-4 ④-①-イ 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。

公共下水道　ポンプ場維持管理
　汚水ポンプ場維持管理　　　　2,236千円
　雨水排水ポンプ場維持管理　4,839千円

7,074,685 下水道課

133-5 ④-①-イ 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。

公共下水道　処理場維持管理 　処理場維持管理業務委託料　33,698千円 59,054,269 下水道課

133-6 ④-①-イ 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。

公共下水道　管路整備事業 　下水道管路整備費　658,658千円 797,700,409 下水道課
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133-7 ④-①-イ 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。

農業集落排水　施設維持管理費

　修繕費　　　　　　  17,356千円
　維持管理業務委託　  92,930千円
　人件費　　　　　　  15,761千円
　その他施設管理費　  56,067千円
　流域維持管理負担金  16,482千円

198,596,394 下水道課

133-8 ④-①-イ 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。

特定地域生活排水処理　施設維
持管理費（市設置型浄化槽）

　修繕費　　　　　　   1,925千円
　維持管理業務委託　  51,309千円
　その他施設管理費　   7,931千円

61,164,600 下水道課

133-9 ④-①-イ 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。

農業集落排水事業　整備事業費
　農業集落排水施設　機能強化対策
　　委託費　　　　　 3,524千円
　　工事請負費　　48,976千円

53,106,706 下水道課

133-10 ④-①-イ 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。

特定地域生活排水処理　整備事
業
（市設置型浄化槽）

　浄化槽設置　72基
　　工事請負費　　122,434千円

143,803,043 下水道課

133-11 ④-①-イ 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。

浄化槽設置整備事業
　浄化槽設置補助金交付件数　6件
　　補助金　3,021千円

11,821,802 下水道課

134 ④-②-ア 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。

青少年活動推進事業

○青少年体験活動　564千円
　こどもの集い開催　参加者 17人
　はなまき！おもしろ探検隊開催
　参加者 96人

○青少年関係団体への補助　390千円
　青少年育成に取り組む団体への活動費補助
　交付先：ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ岩手県第5団、花巻少年少女発明ｸﾗ
ﾌﾞ、花巻市青少年育成市民会議

○成人式開催　1,630千円
　成人の意義を改めて考え、新成人を祝うとともに、郷土の
素晴らしさを認識する機会として開催　参加者 847人

2,194,000 生涯学習課

135 ④-②-ア 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。

未実施 商工労政課

136 ④-②-ア 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。

小学校、中学校地域体験型学習
事業

農業体験や伝承芸能体験、自然観察、郷土史研究等地域
資源を活かした体験学習を実施。のべ参加者10,100名（中
学校は10.3.2 CD10426、のべ参加者5,600名）

5,749,080 小中学校課

137 ④-②-ア 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。

復興教育学校支援事業
現地講師による被災地学習　3校
被災地訪問により復興の状況を知る体験学習　12校

641,000 小中学校課

138 ④-②-ア 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。

生涯学習講座開催事業

○まなび学園・総合支所・振興センターでの学習講座
23,547千円
　富士大学花巻市民セミナー、振興センター生涯学習、高
齢者学級、女性学級、市民講座他 316講座開催

23,547,000

生涯学習課
大迫地域振興課
石鳥谷地域振興課
東和地域振興課
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139 ④-②-ア 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。

民俗芸能伝承支援事業

市郷土芸能鑑賞会
市青少年郷土芸能フェスティバル
古民家活用郷土芸能鑑賞会
早池峰岳神楽公演
みちのく神楽大会

郷土芸能公演回数　　5回
入場者数　　1,600人

2,310,844 文化財課

140 ④-②-イ 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。

平成27年度完了 都市政策課

141 ④-②-イ
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。

地域づくり活動推進事業

○ファシリテーター養成講座等の開催　268,220円
※地域づくり活動推進事業は、上記のファシリテーター養
成講座等の開催のほか、コミュニティ会議別ワークショップ
の開催等に346,998円、地域づくり交付金198,709,572円を
含む。

199,324,790 地域づくり課

142 ④-②-イ 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。

公共交通確保対策事業

当日予約が可能な新たなデマンドシステムをH29.2.1から
石鳥谷地域に導入した。
一時導入経費（1,896,884円）
運行補助金（H29.2月～3月）（1,693,914円）

3,590,798 都市政策課

143 ④-②-イ 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

振興センター等整備事業

○宮野目・笹間振興センター屋根修繕（4,719,600円）
・宮野目振興センター屋根修繕　3,996,000円
・笹間振興センター屋根修繕　723,600円

○東和地区振興センター整備（55,595,922円）
・成島振興センター（感知器増設）　415,800円
・谷内振興センター（外構工事、水タンク・機械室解体業務
委託、備品購入）　19,826,322円
・浮田振興センター（避難器具購入）　128,520円
・田瀬振興センター（屋根・給水管漏水修繕）　6,048,000円
・東和保健センター（屋根修繕、空調設備改修設計及び改
修工事）　29,177,280円

60,315,522 地域づくり課
東和地域振興課

144 ④-②-イ 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。

地域づくり活動推進事業
・コミュニティ会議を中心とした地域づくり活動に関するワー
クショップ等の開催　615,218円
・地域づくり交付金　198,709,572円

199,324,790 地域支援室

145 ④-②-イ 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。

市民参画・協働推進事業
・市民参画・協働推進委員会委員報酬(176,000円)
・消耗品費等(68,408円)
・通信運搬費(2,546円)

246,954 地域づくり課

146 ④-②-イ 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。

市民団体等活動支援事業
・職員旅費(14,560円)
・市民団体等活動支援事業補助金(2,043,000円)

2,057,560 地域づくり課

147 ④-③-ア
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。

消防団応援事業

○Ｈ２８年度予算なし
Ｈ２７年度予算で事業開始、必要なポスター、のぼりを整備
したもの。
（消防団応援事業登録施設：平成２８年度末、公共施設１
６、一般事業所１２２）

0 消防本部

148 ④-③-ア 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。

花巻市学生消防団活動認証制
度

○平成２８年度予算なし
地元大学（富士大学）へ消防団活動認証制度の説明と消
防団募集のＰＲを実施

0 消防本部

149 ④-③-ア 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。

消防団育成強化事業
・自主防災組織結成　1行政区
・講師派遣　22回
・コミュニティ助成事業　採択1件

1,582,874
防災危機管
理課
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150 ④-③-ア 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。

避難対策事業

・ハザードマップの作成・配布
・防災倉庫設置（1か所）
・災害対策本部室機器設置
・避難行動要支援者名簿の整備
・防災協定締結団体と防災訓練を実施

17,246,229
防災危機管
理課

151 ④-③-ア 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。

消防団育成強化事業

○平成２８年度予算なし
火災予防週間行事に合わせた街頭ＰＲや市ホームペー
ジ、コミュニティＦＭラジでの呼びかけ、市運行バスや消防
本部車両に団員募集ポスターやマグネットシートを掲示しＰ
Ｒを行った。

0 消防本部

152 ④-③-ア 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。

幼年・少年消防クラブの活動推
進

活動事業
・幼年消防クラブ員防火パレード　3団体71名
・幼年消防クラブ員防火絵画展　37団体624名
・幼年消防クラブ員入会式等　2団体321名
・少年消防クラブ員リーダー研修会　13名
・少年消防クラブ員入会式等　4団体209名
・少年消防クラブ員防火広報  9団体308名

448,000 消防本部
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