
資料１-３

花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略
掲載事業一覧



（資料１－３）花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略　掲載事業実績一覧

① ① ア
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。

完了 ―
・花巻イノベーションスクールの開催
延べ参加人数 35人

① ① ア
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 ― ― ― ― ― 未実施
事業の実施に向けて検討したが、民間事業者
で既に実施する同等の事業があったため「未
実施」となったもの。

① ① イ
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。

完了

・ご当地日用品創出事業補助金 4件 12,017千
円
・ご当地日用品販路等支援事業委託費 3,504
千円

・ご当地日用品創出事業補助金 1件

① ① イ
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。

完了 （Ｈ28実施（繰越事業））

・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

① ① イ
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。

完了 （Ｈ28実施（繰越事業））
・サービス業カイゼン導入促進事業補助金 7
件、5,805千円

・サービス業カイゼン導入促進補助金　2件
・企業競争力強化支援事業補助金（カイゼン）　1件　185
千円
　（従業員間の無線連絡体制の環境整備）

① ① イ
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。

実施中

・企業競争力強化支援事業補助金 46件
4,580千円
・中小企業総合支援事業 アドバイザー派遣
13件

・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

・企業競争力強化支援事業補助金　50件
・中小企業総合支援事業 アドバイザー派遣　7件

・企業競争力強化支援事業補助金　67件 10,422千円
・中小企業総合支援事業 アドバイザー派遣　4件

・企業競争力強化支援事業補助金　63件 9,822千円 ・企業競争力強化支援事業補助金　66件 9,221千円
制度を利用した企業数が増加しており、令和3
年度以降も継続実施することとしたため。

① ① ア
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。

実施中

・起業化支援センター運営委託 53,261千円
・ビジネスインキュベータ運営委託 6,321千円
・複合デバイス技術開発推進事業委託 20,000
千円

・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

・起業化支援センター運営委託
・ビジネスインキュベータ運営委託
・複合デバイス技術開発推進事業委託

・起業化支援センター運営委託　40,598千円
・ビジネスインキュベータ運営委託　2,381千円
・複合デバイス技術開発推進事業委託　19,980千円

・新事業創出基盤施設管理運営　37,022千円
・市内事業所への総合的な支援　29,943千円
・生産技術研究開発推進　18,000千円

・市内事業所への総合的な支援　28,467千円
・生産技術研究開発推進　18,000千円

制度を利用した企業数が増加しており、令和3
年度以降も継続実施することとしたため。

① ① ア
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。

実施中
・中小企業振興融資新規貸付発行件数 149
件
・貸付額 551,609千円

・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

・中小企業振興融資新規貸付件数　147件
・貸付額　604,818千円

・中小企業振興融資新規貸付件数　153件
・貸付額　633,622千円

・中小企業振興融資新規貸付件数　140件
・貸付額　754,447千円

・中小企業振興融資新規貸付件数　131件
・貸付額　1,015,933千円

事業者の円滑な資金調達を支援するため、令
和3年度以降も継続実施することとしたため。

① ① イ 成長分野参入事業
○製品開発や技術開発を通じて競争力強化を図るため、
成長分野への新規参入を促す支援を行う。

実施中 ・成長分野進出事業補助金 4件 ・成長分野進出事業補助金 3件 ・成長分野進出事業補助金　1件 ・成長分野進出事業補助金　2件 ・成長分野進出事業補助金　1件 ・成長分野進出事業補助金　1件　3,000千円
市内企業の成長分野のへの参入を促す必要
があることから、令和3年度以降も継続実施す
ることとしたため。

① ② ア

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。 完了
・台湾ケーブルテレビの人気旅番組を招請し、
1時間の花巻を紹介する番組を制作、放映し
た。放送日3月30日。番組名「愛玩客」

① ② ア
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。 完了

・記録映画「南部杜氏」外国語翻訳版作成業
務委託費　（一般社団法人記録映画保存セン
ター） 2,440,152円
・成果品：英語版・中国語版DVD 各5枚

① ② ア
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。

完了

・翻訳サービス提供業務委託費（音声・画像に
よる説明環境整備、QRコードパネル設置）
2,916千円
（内訳）翻訳・ナレーション 1,180千円、画像の
撮影・編集 1,330千円、QRコードパネル設置
ほか 190千円

① ② ア
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。

実施中 ―
・市内13か所の公共施設内の案内表記の多
言語化を実施。

・11言語（韓国、ベトナム、タイ、インドネシア、ロシ
ア、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英語、中
国語（繁体字、簡体字））の観光パンフレットデー
タを作成
・花巻観光協会ＨＰへの掲載、国内外の商談会等
で活用

・公共施設等の外国人観光客受入環境整備
　公共施設及び観光地の公衆トイレ洋式化(4ヶ所、8基)
　ステップインはなまきへの多機能デジタルサイネージ等
の整備
・インバウンドセミナーの開催
　平成31年2月26日開催、参加者数　110人

・観光関連施設等の外国人観光客受入環境整備
　キャッシュレス決済の環境整備（タブレット端末の配備）
8か所
　音声翻訳機（ポケトーク）の配備　11か所

・観光関連施設等の外国人観光客受入環境整備（トイレ洋式
化整備）6施設15基※非常用電源設備の導入は復興交付金
不採択のため断念
・キャッシュレス決済手数料（9施設）
・音声翻訳端末（ポケトーク）の配備　11か所

① ② ア
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。

実施中
・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。

・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。

・花巻観光協会が実施する国内外の商談会への
参加、台湾人観光客の誘致、中国向けの情報発
信、外国語パンフの作製などの支援

・国内外で開催される商談会への参加 9回
・市内公共施設等の屋外トイレ洋式化　4か所
・インバウンドセミナーの開催　1回

・国内外で開催される商談会等への参加　7件
・商談会の実施見送り、県外出張の制限等により参加せず
・多言語版SNSでの情報発信、花巻観光協会HPの多言語改
修

NO.15 花巻・遠野・平泉広域連携インバウンド
推進事業は含んでいない。

① ② ア・イ
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。

実施中 ― ―
・海外AGT招請、現地プロモーション、香港トップ
セールス、広告宣伝事業、体験プログラムの造成
等を実施

・企画提案型旅行商品の造成支援　5本
・海外旅行会社へのセールス、旅行展示会への出展　6
回（香港、台湾、タイ）

・企画提案型旅行商品の造成支援　12本
・海外旅行会社へのセールス、旅行展示会への出展　2
回

・滞在コンテンツを活用したツアー造成等を予定していたが、
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う渡航制限により実施を
断念。
　（当初予算4,250千円）

① ② イ
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。

実施中 ―
・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

・ロケ地ガイドブックや市HP掲載によるロケ地情
報の発信やロケ誘致イベントでの誘致活動を実
施、ロケハン、ロケ実施への情報提供及び協力を
行った。

・ロケ地フェア及びふるさと甲子園でのPR
　制作会社からの問い合わせ　15件
・ロケ実績　2件（サスペンスドラマ、賢治関連ドキュメンタ
リー）

・制作会社からの問い合わせ　16件
・ロケ実績　8件（ドラマや映画、バラエティなど）
・今年度よりロケーション画像の撮影委託実施

・制作会社からの問い合わせ　15件
・ロケ実績　5件（旅番組、バラエティなど）

① ② イ
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 ― ― ― ― ― ―

旅行コースの作成ができるWEBサイトの開発
を実施する予定であったが、東北観光推進機
構が観光プラン作成システム[公式アプリ
「DISCOVER TOHOKU JAPAN APP」]を構築
したことや、別事業者においても様々なアプリ
が提供されていることから中止した。

① ② イ
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。

実施中 ―
・スポーツ合宿誘致件数　4件
・スポーツ合宿支援事業補助金交付件数　1
件

・スポーツ合宿誘致件数　4件
・スポーツ合宿支援事業補助金交付件数　1件

・スポーツ合宿誘致件数　10件
・スポーツ合宿支援事業補助金交付件数　3件

・スポーツ合宿誘致件数　7件
・スポーツ合宿支援事業補助金交付件数　3件

・スポーツ合宿誘致件数　2件(ボート日本代表強化合宿2件）
・スポーツ合宿支援事業補助金交付件数　0件

新型コロナウイルス感染症拡大のため、関東
圏からの合宿受け入れが中止となった。

① ② イ
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。

実施中 ―

・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）

・利用実績
　国内発着ツアー（閑散期指定）　127台
　海外発着ツアー（通年）255台

・利用実績
　国内発着ツアー（閑散期）　100台
　海外発着ツアー（通年）　392台

・利用実績
　国内発着ツアー（閑散期）64台
　海外発着ツアー（通年）433台

・利用実績
　国内発着ツアー　93台
　　※R2年9月から乗車人数、開催時期等の要件緩和
　海外発着ツアー　0台

① ② イ
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。

完了 ― ―

・日本ワインフェスティバル花巻大迫の開催
・大名行列、記念式典、記念講演の開催
・大迫あんどんまつりと弘前ねぷたまつりとの共
演
・宿場町おおはさま400年記念番組の制作

実施状
況

H27総合戦略事業名 事業の内容
基本目
標№

重点方
針№

施策の
方向性

№
H28 R2H29 H30 R1

事業実績

備考
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実施状
況

H27総合戦略事業名 事業の内容
基本目
標№

重点方
針№

施策の
方向性

№
H28 R2H29 H30 R1

事業実績

備考

① ② ウ
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。

完了 （Ｈ28実施（繰越事業））
・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

（H29年度は、「スモールビジネス等創出事業」とし
て実施）
・新しい体験型観光事業の開発
　交付件数 4件 、交付額　1,218,570円

① ② ウ
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。

実施中
・近隣3市町で作製する工場見学パンフレット
を5,000部、県南8市町で作製するパンフレット
を3,000部作製

・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

・北上市と連携し、産業観光（体験型観光）パンフ
レットを作製
　発行部数1,000部

・北上市と連携した産業観光（体験型観光）パンフレットの
更新（1,000部）及び市内観光施設等への配布

・北上市と連携した産業観光（体験型観光）パンフレット
の更新（1,500部）及び市内観光施設等へ配布

北上市と連携し、見学・体験事業者の紹介動画を作成

① ② ウ
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 ― ― ― ― ― ―

本市と沿岸部等を対象とした旅行商品の造成
を支援する事業であったが、大手旅行代理店
等により様々な旅行プランが造成されていたこ
とから、中止した。

① ② ウ
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。

完了 ― ―
・東和艇庫改修（設計業務、改修工事、設計監理
含む）

・倉庫新築工事
　工事　40,544千円
　設計監理　 2,570千円
　消耗品・備品購入　8,967千円

・施設等の環境整備を目的とした備品の購入（審判艇1
艇、スカルラック4台）

― 令和元年度で完了

① ② ウ
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。

完了 ― ―
・多様なイベントに対応できる野外ステージを整備
（鉄骨建、床面積97.5㎡、天井高9.2ｍ）

① ② ウ
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。

実施中 ― ―

・体験型観光の体験メニューを創出、強化する取
り組みと予約システムの展開支援
　体験事業　4件
　体験事業予約システムの展開支援　1件

・体験事業の創出及び拡充にかかる支援　3件 ・体験型の創出及び拡充にかかる支援　2件
・体験型観光事業の創出及び拡充にかかる支援　3件（新規1
件、改良2件）

① ② ウ
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。

実施中 ― ―
・花巻、遠野、平泉を観光又は宿泊する旅行商品
の造成支援や教育旅行誘致など、3市町の魅力
をＰＲした広域観光誘客事業への支援

・花巻、遠野、平泉3市町の連携による広域誘客事業及
びSL銀河の運行等に合わせた釜石線沿線市町等の連
携による誘客活動への支援

・花巻、遠野、平泉3市町の連携による広域誘客事業及
びＳＬ銀河の運行等に合わせた釜石線沿線市町等の連
携による誘客活動への支援

花巻、遠野、平泉3市町の連携による広域誘客事業及びＳＬ
銀河の運行等に合わせた釜石線沿線市町等の連携による
誘客活動への支援

当初予算1,000千円
　・釜石線沿線活性化委員会負担金　400千円
　・花巻・遠野・平泉観光推進協議会事業補助金 600千円

全国的な新型コロナウイルスの感染拡大を受
け、不要不急な外出の自粛・広域的な移動の
自粛に伴い、花巻、遠野、平泉の広域連携事
業による誘客活動は中止した。
　NO.22広域観光推進事業（産業観光）は含ん
でいない。

① ② ウ
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。

実施中 ― ―

・首都圏における観光情報発信
　東京駅に近接する「ＴＩＣ東京」への出展と観光Ｐ
Ｒミニイベントの実施。
・多言語ＰＲ動画の制作
　花巻・遠野のＰＲ動画の作成。
・観光ルートの景観保全
　遠野市境の観光ルート沿いの松くい被害僕の伐
採・駆除（431.03㎡）
・スポーツツーリズムによる地域振興
　スポーツ大会、合宿の誘致のため、大学担当者
を招聘。（2件実施決定）

・旅行業者が実施する花巻・遠野の魅力ある観光資源を
活用した国内観光客向け旅行商品の造成支援と観光情
報発信
・花巻市と遠野市の生活風景等を撮影したPR映像やVR
を作成
・花巻・遠野市境の松くい虫被害木の除去
・市内大学と連携したサイクルツアーモデル事業の実施

・旅行商品造成支援による観光情報発信事業
　花巻市・遠野市の魅力ある観光資源を活用した旅行商
品の造成を支援するとともに、Web広告と紙媒体により
商品情報と併せて２市の観光情報を広く発信
　旅行会社4社により12種の商品造成
・移住定住促進ＶＲ作成事業
　移住定住の促進のため、花巻市と遠野市の実生活を
体験できるVR動画を作成（約2分×10本）
・児童・生徒郷土理解促進事業
　郷土理解促進と広域の交流人口の拡大を目的として、
「まなびキャンパスカード」制度を遠野市まで広域展開
　２市の文化施設（花巻市12施設・遠野市6施設）対象
　遠野市からの利用者数　89人
・観光ルートの景観保全
　花巻市と遠野市を結ぶ主要観光ルート沿いの枯損木
の伐採により景観を回復　155.12㎥
　木質バイオマス施設への搬入　35ｔ
・スポーツツーリズムによる地域振興
　市内大学と連携した「宮沢賢治の世界をめぐるサイク
ルツアー」の企画・実施　8月19-21日　12名参加
　参加者より行程や料金等の意見を聴取し、サイクル
マップ作製

・花巻・遠野観光ブランディング事業
　花巻市・遠野市の魅力ある観光資源を活用した旅行商品
の造成を支援するとともに、Web広告と紙媒体により商品情
報と併せて２市の観光情報を広く発信
　→新型コロナウイルス感染症拡大により事業中止

・観光施設周辺環境整備事業
　「まなびキャンパスカード」対象施設等の周辺の支障木処理
と、再エネルギー材としての2次利用の拡大推進
　枯損木の伐採　209.52㎥　　木質バイオマス施設への搬入
5.43ｔ

・児童・生徒運動能力育成支援事業
　富士大学のスポーツの知見や体育施設を活用して、両市
の児童を対象としてＩＣＴを活用した運動神経系の能力測定等
を実施
　→新型コロナウイルス感染症拡大により事業中止

・イベント・観光施設周遊事業
　花巻市・遠野市における地酒・地ビールなど地域素材を活
用したイベントや公共施設（観光施設）等の周遊を組み合わ
せたスタンプラリーを開催
　→新型コロナウイルス感染症拡大により事業中止

新型コロナウイルス感染症の拡大により４事
業のうち３事業は中止

① ② イ 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。

実施中

・共同企画展開催
　H27.12.5からH28.1.31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
　H28.2.22から3.25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

・共同企画展開催
　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
　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

・共同企画展開催
　H29.12.9からH30.1.28まで5館（萬鉄五郎記念美
術館、花巻新渡戸記念館、博物館、総合文化財
センター、高村光太郎記念館）で開催
・先人ギャラリー展開催
　H30.2.7から3.14まで4か所（まなび学園、大迫図
書館、石鳥谷図書館、東和図書館）で開催

・共同企画展開催
　Ｈ30.12.8からＨ31.1.27まで5館（萬鉄五郎記念美術館、
花巻新渡戸記念館、博物館、総合文化財センター、高村
光太郎記念館）で開催
・先人ギャラリー展開催
　Ｈ31.1.19から2.20まで４か所（まなび学園、大迫図書
館、石鳥谷図書館、東和図書館）で開催

・共同企画展開催
　R1.12.7からR2.1.26まで5館（萬鉄五郎記念美術館、花
巻新渡戸記念館、博物館、総合文化財センター、高村光
太郎記念館）で開催
・先人ギャラリー展開催
　R2.1.18からR2.2.19まで4か所（まなび学園、大迫図書
館、石鳥谷図書館、東和図書館）で開催

・共同企画展開催
　R２.12.５からR３.１.24まで5館（萬鉄五郎記念美術館、花巻
新渡戸記念館、博物館、総合文化財センター、高村光太郎
記念館）で開催
・先人ギャラリー展開催
　R３.１.30からR３.２.21まで4か所（花巻市役所、大迫図書館、
石鳥谷図書館、東和図書館）で開催

市内施設が共同企画として花巻ゆかりの先人
を紹介することで、市民には郷土に愛着と誇り
がもてるよう涵養することができ、観光客には
来訪のきっかけづくりとしても重要と考えること
から継続実施することとしたため。

① ② イ
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。

実施中
・全国規模のスポーツ大会誘致数　10件
・スポーツ合宿誘致件数　4件
・大規模スポーツ大会等入込者数　217,806人

・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　4件
・大規模スポーツ大会等入込者数　265,275人

・全国規模のスポーツ大会誘致数　4件
・スポーツ合宿誘致件数　4件
・大規模スポーツ大会等入込者数　116,742人

・全国規模のスポーツ大会誘致数　7件
・スポーツ合宿誘致件数　10件
・大規模スポーツ大会等入込者数　133,911人

・全国規模のスポーツ大会誘致数　5件
・スポーツ合宿誘致件数　7件
・大規模スポーツ大会等入込者数　144,933人

① ② イ
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。 実施中
・市内で開催された14のイベントに対し、イベ
ント運営にかかる費用を補助

・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

・市内で実施された13のイベントに対し、イベント
運営にかかる費用を支援

・市内で開催された13のイベントに対し、イベント運営に
かかる費用を支援

・市内で開催された13のイベントに対し、イベント運営に
かかる費用を支援

市内で開催された13イベントに対し、イベント運営にかかる費
用を支援
（当初予算61,100千円）

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、13の
イベントのうち、開催されたのは、イーハトーブ
音楽祭のみとなった。

① ② イ 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。

実施中
・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

・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

・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作製等

・観光関連団体への事業支援やイーハトーブ大使への活
動支援、観光パンフレットの作製等

・観光関連団体への事業支援やイーハトーブ大使への
活動支援、観光パンフレットの作製等

・観光関連団体への事業支援やイーハトーブ大使への活動
支援、観光パンフレットの作製等

NO.16映画ロケ誘致による地域観光資源PR事
業分は含んでいない。

① ② イ 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。

実施中
・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

・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

・花巻温泉郷共同送迎バス及びどんぐり号、やま
ねこ号等の運行支援

・花巻温泉郷送迎バス利用者数　53,285人
・どんぐり号、やまねこ号利用者数　1,871人

・花巻温泉郷送迎バス利用者数　53,031人
・どんぐり号、やまねこ号利用者数　1,653人

・花巻温泉郷送迎バス利用者数　23,314人（南16,769人、花
台6,545人）
・どんぐり号、やまねこ号利用者数　418人

NO.19団体旅行貸切バスツアー支援事業は含
まれていない

① ② イ
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。

実施中
・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

・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

・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

・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
　同心屋敷での湯茶サービス　1,617人
　観光ガイド　派遣　145件、研修会等　12回
　SL銀河お出迎えでの鹿踊　33回

・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
　同心屋敷での湯茶サービス　1,932名
　観光ガイド派遣　123件、研修会等　8回
　ＳＬ銀河お出迎えでの鹿踊　34回

観光協会他観光関連団体が実施する事業への補助
　同心屋敷での湯茶サービス　コロナ禍により中止
　観光ガイド派遣　53件、研修会等　8回
　ＳＬ銀河お出迎えでの鹿踊　19回
　「宮沢賢治産湯の井戸」公開事業　　コロナ禍により中止

① ② ウ 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。

完了
・いわてクラッシック企画を実施。郷土芸能の
提供、観光ガイド、語り部の派遣を行った。

・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
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実施状
況

H27総合戦略事業名 事業の内容
基本目
標№

重点方
針№

施策の
方向性

№
H28 R2H29 H30 R1

事業実績

備考

① ③ ア 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。

実施中
・生産資材等への補助　1人
・農業研修指導謝礼　1人
・首都圏へのＰＲ　2回

・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

・生産資材等への補助　3人
・農地賃借料への補助　2人
・首都圏等へのPR　2回

・生産資材等への補助　2人
・農地賃借料への補助　3人
・首都圏へのPR　2回

・生産資材等への補助　5人
・農地賃借料への補助　4人
・農業研修受け入れ　2経営体
・研修期間に特化した家賃補助　1人
・首都圏へのPR回数　1回

・生産資材等への補助　5経営体
・農地賃借料への補助　3経営体
・農業研修受け入れ　3経営体

① ③ ア
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。

実施中
・研修会開催１回（H28.3.30)
　「花巻版農業女子プロジェクト農村に関わる
女子の会」参加者20名

・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

・土澤アートクラフトフェアへの出店　2回
・どでびっくり市への出店　1回
・女性限定農機具講習会　2回
・異業種交流会　1回
・花巻でのライフスタイル紹介　1回

・イベント出展（土澤アート他）　6回
・異業種交流会　3店舗
・おにぎり講習会　1回
・先進地視察研修会　八幡平市

・イベント出展（土澤アート他）　9回
・異業種交流会　1店舗
・クリスマス料理講習会　1回
・先進地視察研修会　二戸市

・イベント出展（菜園マルシェ他）　8回
・市民講座の講師　1回
・異業種交流会　1店舗
・こども食堂への食材提供

① ③ ア
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。

実施中 ― ・新規就農者技術指導員1名の配置
・新規就農希望者への支援・指導
・新規就農者へのフォローアップ（新規就農者数1
名）

・新規就農者に対する技術指導等を行う就農技術支援員
1名を配置

新規就農者に対する技術指導等を行う就農技術支援員
1名を配置

新規就農者に対する技術指導等を行う就農技術指導員1名
を配置

① ③ ア
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。

実施中 ―

・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

・交付対象　6件（691a）
・交付単価　20千円/10a

・交付対象　9件（548a）
・交付単価　20千円/10a

・交付対象　7件（611a）
・交付単価　20千円/10a

・交付対象　17件（1,918a）
・交付単価　20千円/10a

① ③ ア
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。

実施中 ― ・GPS基地局3基設置等
・GPS自動操舵システム4経営体導入
・最先端農業技術の実証

・スマート農業技術機器を利用した低コスト・省力生産技
術の実証
・花巻市スマート農業推進シンポジウムの開催（来場者
約300人）
・スマート農業技術機器の導入等に対する支援（自動操
舵システム導入費補助　1経営体、ドローン教習費補助
4経営体7名）

・スマート農業技術機器を利用した低コスト・省力生産技
術の実証
・花巻市スマート農業推進シンポジウムの開催（来場者
約300人）
・スマート農業技術機器の導入等に対する支援（自動操
舵システム導入費補助　2経営体、ドローン本体導入費
補助　4経営体、ドローン教習費補助　13経営体16名）

・スマート農業技術機器を利用した低コスト・省力生産技術の
実証
・スマート農業体験試乗会の開催（来場者　約330人）
・スマート農業技術機器の導入等に対する支援（自動操舵シ
ステム導入費補助　2経営体、ドローン本体導入費補助　12
経営体、ロボット草刈機導入費補助　4経営体、GPSガイダン
スシステム導入費補助　1経営体、ドローン教習費補助　11経
営体18名）

① ③ ア
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。

未実施 ― ― ― ― ― ―
中山間地域を対象とした類似の県単事業が
あったことと、市単独事業の検討を行ったが、
効果的な事業構築に至らなかった。

① ③ ア
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。

未実施 ― ― ― ― ― ―
事業検討したが、実施する畜産農家がなかっ
たため。

① ③ ア
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。

完了 ― ―
・花巻農産物の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の検討（交流イベント
の実施　３回）

・花巻農産物のPR及び首都圏消費者ニーズの把握によ
る販路拡大の検討（商談会の開催　１回）

・事業の再構築についての検討（東京、１回）

H29、H30に交流会や商談会を実施するも、首
都圏の飲食店等とのマッチングが少なく、R1に
は東京在住の岩手県食のプロフェッショナル
アドバイザーと事業検討を行ったが、マッチン
グ数の増加を図る効果的な事業が見込めな
かったため、R1で完了とした。

① ③ ア
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。 実施中 ― ― ―
・ウェブサイト開設による花巻産農畜産物の魅力発信（農
産物紹介、生産者情報、飲食店情報、イベントカレン
ダー、産直マップ、特産品情報など）

・市内温泉施設等での花巻産農畜産物を使ったメニュー
開発や首都圏でのＰＲイベントの開催

・市内飲食店等での花巻産農畜産物を使ったメニュー監修業
務委託

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、イベ
ントは中止とし、メニュー監修のみ実施。

① ③ ア 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。

実施中 ― ― ―
・環境保全型農業直接支払交付金の交付対象者として
農業生産工程管理（GAP）の取組が必要であるため、研
修会を実施した。

―

・環境保全型農業直接支払交付金の交付対象者として農業
生産工程管理（GAP）の取組が必要であるため、研修会を実
施した。
（7月に3回実施　受講者計91人）

環境保全型農業直接支払交付金における
GAP研修会は2年に一度の実施　※次回 R4

① ③ ア 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。

実施中 ― ― ―

・市内農業法人等が抱える課題の整理・解決に向けた個
別カルテの作成
・農業法人等PRパンフレットの作成（1,000部）
・新農業人フェア等への市内法人の出展に対する支援（2
法人）

・農業法人等PR装飾物品の作成
・新農業人フェア等への市内法人の出展に対する支援
（1法人）

市内農業法人が抱える課題の整理、解決に向けたカルテの
作成・更新（85件）

① ③ ア
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。

実施中 ― ―
・園芸品目経営安定対策事業負担金
・青果物等価格安定事業負担金

・対象青果物（きゅうり、トマト等）の価格が下落した場合
に生産者へ補給するための負担金（市・JA・生産者で拠
出）

・対象青果物（きゅうり、トマト等）の価格が下落した場合
に生産者へ補給するための負担金（市・ＪＡ・生産者で拠
出）

・対象青果物（きゅうり、トマト等）の価格が下落した場合に生
産者へ補給するための負担金（市・ＪＡ・生産者で拠出）

① ③ ア
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。

実施中 ― ―
・補助対象面積 2,782ha
・主食用米出荷数　483袋

・水稲（主食用米・加工用米）生産者が、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補
助（3方針作成者）

・水稲（主食用米・加工用米）生産者が、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補
助（313,441a）

・水稲（主食用米・加工用米）生産者が、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補助
（330,512a）

① ③ イ
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。

実施中 ― ― ―

・自伐型林業フォーラムの開催、自伐型林業養成講座、
山仕事入門講座を開催。
※R1より、森林環境譲与税を活用した森林経緯支援事
業内において、林業事業体を対象とした人材育成確保事
業を実施。

・人材の確保育成
・森林施業プランナー育成支援
・技術向上等の研修開催（先進事例研修、ICT技術講
習）

・人材の確保育成
・森林施業プランナー育成支援
・技術向上等の研修開催（先進事例研修、ICT技術講習）

講師報償費　0円
森林施業プランナー育成事業補助金　6,000円
林業労働者技術向上支援等業務委託料
454,300円

① ③ イ 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。

実施中 ―
・[森林保全啓発事業」の中で「山仕事講座」と
して実施。

―
（「森林保全啓発事業」の中で、「スモールフォレストカレッ
ジ」として実施）

（No.62の「森林保全啓発事業」の中で、「スモールフォレ
ストカレッジ」として実施）

（No.62の「森林保全啓発事業」の中で、「スモールフォレスト
カレッジ」として実施）

① ③ イ 「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。

実施中 ― ― ―

・本事業の中の「木質資源活用支援事業」にて、針葉樹
の小口買取制度の支援を実施。
（木材搬入ステーション運営業務委託、木材運搬経費補
助、松くい虫被害材買取価格補助）
※木の駅は制度構築が困難なことから見送り。

（No.61の「森林資源活用事業」の中で、「針葉樹小口買
取制度」として実施）

（No.61の「森林資源活用事業」の中で、「針葉樹小口買取制
度」として実施）

① ③ ウ
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。

実施中
・雌雄性判別精液1本あたり3,000円補助
　ホルスタイン　112頭（延べ数）　336,000円
　ブラウンスイス　9頭（延べ数）　27,000円

・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（延べ数）　273,000円
　ブラウンスイス　4頭（延べ数）　12,000円

・雌雄性判別精液1本あたり3,000円補助
　ホルスタイン　255頭（延べ数）
　ブラウンスイス　7頭（延べ数）

・雌雄性判別精液1本あたり3,000円補助
　ホルスタイン　186頭（延べ数）　558,000円
　ブラウンスイス　6頭（延べ数）　18,000円

・雌雄性判別精液1本あたり3,000円補助
　ホルスタイン　201頭（延べ数）　603,000円
　ブラウンスイス　10頭（延べ数）　30,000円

・雌雄性判別精液1本あたり3,000円補助
　ホルスタイン　178頭（延べ数）　534,000円
　ブラウンスイス　12頭（延べ数）　36,000円

① ③ ウ
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。

実施中
・簡易畜舎及び付帯設備　4棟　172,232円
・低コスト機械　8台　976,903円
・電気牧柵　4件　196,412円

・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

・簡易畜舎及び付帯設備　5棟
・低コスト機械　24台
・電気牧柵　2件

・簡易畜舎及び付帯設備　5棟　796,502円
・低コスト機械整備　18台　2,460,000円
・電気牧柵　3件　210,000円

・簡易畜舎及び付帯設備　2棟　262,000円
・低コスト機械整備　16台　2,056,880円
・電気牧柵　1件　70,000円

・簡易畜舎及び付帯設備　2棟　319,297円
・低コスト機械整備　13台　1,855,690円
・電気牧柵　1件　70,000円
・畜産ICT　12件　290,464円
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実施状
況

H27総合戦略事業名 事業の内容
基本目
標№

重点方
針№

施策の
方向性

№
H28 R2H29 H30 R1

事業実績

備考

① ③ エ
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。

実施中 ・有害鳥獣捕獲　1,977頭
・被害防止計画対象鳥獣捕獲　1,687頭
・電気柵設置補助　43件

・鳥獣被害防止計画に基づく捕獲数　1,534頭
・電気柵設置補助　34件

・鳥獣被害対策実施隊等の活動　108名
・鳥獣被害防止対策（支援員2名　無線機配備等）
・緊急捕獲活動支援補助金　該当なし
・有害獣対策事業補助金　47件

・鳥獣被害対策実施隊等の活動　107名
・鳥獣被害防止対策（支援員2名　ICT活用捕獲等）
・緊急捕獲活動支援補助金　該当なし
・有害獣対策事業補助金　49件

・鳥獣被害対策実施隊等の活動　110名
・鳥獣被害防止対策（支援員2名　ICT活用捕獲等）
・緊急捕獲活動支援補助金
・有害獣対策事業補助金　63件

鳥獣被害対策実施活動　1,278,000円
鳥獣被害防止対策　3,228,200円
緊急捕獲活動支援事業補助金　6,753,000円
有害獣対策事業補助金　5,147,005円
狩猟免許取得支援事業補助金　44,600円

① ④ ア 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。

実施中

・ジョブカフェはなまき　延べ利用者数　1,527
人
・就職決定者数　97人
・UIJターン者就業奨励金交付実績
　UIJターン者本人　6件
　UIJターン者を雇用した事業所　5件

・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
・UIJターン者就業奨励金
　UIJターン者本人　10件
　UIJターン者を雇用した事業所　6件

・ジョブカフェはなまき　延べ利用者数　1,203人
・就職決定者数　94人
・UIJターン者就業奨励金
　UIJターン者本人　10件
　UIJターン者を雇用した事業所　6件

・ジョブカフェはなまき　延べ利用者数　1,069人
・就職決定者数　100人
・UIJターン者就業奨励金
　UIJターン者本人　16件
　UIJターン者を雇用した事業所　13件

・ジョブカフェはなまき　延べ利用者数　1,187人
・就職決定者数　98人
・UIJターン者就業奨励金
　UIJターン者本人　8件
　※事業所への奨励金はR1廃止

・ジョブカフェはなまき　延べ利用者数　1,394人     15,327千
円
・就職決定者数　93人
・UIJターン者就業奨励金
　UIJターン者本人　4件　　　1,000千円

ジョブカフェはなまきの利用者数が増加してお
り、令和3年度以降も継続実施することとした
ため。

① ④ ア
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。

実施中 ―
・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

・事業所見学バスツアー（COC＋）
　参加者　27人
・市内事業所説明会
　参加生徒数　78人
  参加事業所数　27件

・市内事業所説明会
　参加生徒数　252人
  参加事業所数　21件

・市内事業所説明会
　参加生徒数　318人
　参加事業所数　27件

・高校生向けバーチャル見学会
　参加生徒数　121人
　参加事業所数　10社

高校生等の市内事業所への理解を深める必
要があることから、令和3年度以降も継続実施
することとしたため。

① ④ ア
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。

実施中 ―

・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

・実施団体　3団体 ・H30は交付実績なし ・R1は交付実績なし
・高齢者生きがい就労創出支援事業補助金
　交付件数　1件

① ④ ア
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。

実施中 ―

・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)

・障がい者の受け入れ実績なし ・実績（該当事業所）なし ・実績（該当事業所）なし
・障がい者雇用促進支援事業奨励金
　実績（該当事業所）なし

② ① ア
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。

実施中
・首都圏においてプロモーションイベントを開
催し、91名の参加をいただくとともに、ＳＮＳに
おいて5442ＰＶを確保した。

・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。

・首都圏での花巻市のプロモーションイベント開催
１回　29人参加
・まきまき花巻に記事を掲載する市民ライターの
養成　21人
・まきまき花巻での記事公開　23件

・「まきまき花巻」に記事を掲載する市民ライターの養成
15人
・「まきまき花巻」での記事公開　30件

・まきまき花巻に記事を掲載する市民ライターの養成　9
人
・まきまき花巻での記事公開　61件

・まきまき花巻に記事を掲載する市民ライターの追加人数
18人
・まきまき花巻での記事公開　77件

② ① イ
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。 実施中 ・定住促進住宅　9戸改修済。うち5戸入居済。
・定住促進住宅2戸を改修。全11戸改修済。入
居世帯数は4世帯。

・移住予定者からの申込がなかったため、H29に
おいては定住促進住宅の整備実績なし

・定住促進住宅　六本木住宅の改修
　元教員住宅の活用と移住者の住宅確保のため、全6戸
のうち、平成28年度2戸改修。満室となったことから、平成
30年に2戸の改修を実施。

・令和元年度は事業実績なし。次年度以降、実施予定
・教員住宅（東和六本木地区）を2世帯2棟修繕し、１０月から
使用可能とした。

② ① イ
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。

実施中
・市の移住支援策をＰＲし、移住支援策を利用
した46名の方が花巻へ移住した。

・市の移住支援策をＰＲし、移住支援策を利用
した39名の方が花巻へ移住した。

・移住関係相談受付　新規分　127件
・空き家バンク物件登録（累計）　142件　利用者
登録（累計）　198名
・空き家バンク活用奨励金交付　3件

・空き家バンク登録数　185件
・成約数　81件

・移住体験ツアー　不催行
・同窓会開催支援　5団体81名利用
・首都圏イベント参加　7回

・移住体験ツアー　不催行
・同窓会開催支援　0団体0名利用
・首都圏イベント参加　0回

② ① イ 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。

実施中
・交付件数　2件（移住者8名）
・問い合わせ件数　延べ26件

・交付件数　6件（移住者8名）
・問い合わせ件数　延べ39件

・花巻市定住促進住宅取得等補助金交付件数
11件（子育て世帯　6件、空き家バンク利用　3件、
子育て・空き家　1件、新規就農　1件）

・花巻市定住促進住宅取得等補助金交付件数 9件（子
育て世帯　5件、空き家バンク利用　4件）

・花巻市定住促進住宅取得等補助金交付件数 18件
（子育て世帯 12件、空き家バンク利用 3件、新規就農
3件　※交付条件の重複含む）

・花巻市定住促進住宅取得等補助金交付件数 13件（子育
て世帯 10件、空き家バンク利用 2件、新規就農 1件 ※交
付条件の重複含む）

② ① イ 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。

実施中
・7名（内2名はＨ28.4.1着任）の都市部の方が
協力隊として着任し、各地域の活動テーマに
より活動を開始した。

・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。

・現任地域おこし協力隊員10名の活動支援
・地域おこし協力隊起業支援補助金交付　1件

・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。
・H30年度新たに5名任用

・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。
　採用実績　1名

・募集段階から応募者と地元住民の関係性を構築して自らが
やりたいことをプレゼンする採用活動を行った。
　オンラインサロン　7回実施
　応募者数　２名

② ① イ
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。

実施中
・市の移住支援策をＰＲし、移住支援策を利用
した46名の方が花巻へ移住した。

・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

・移住者座談会の開催　1回6名参加
・移住体験ツアーの開催　石鳥谷地区　9名参加
・同窓会開催支援　7団体164名利用
・首都圏イベント参加　9件

・移住者座談会の開催　1回6名参加
・移住体験ツアーの開催　花巻地区11名参加
・同窓会開催支援　5団体79名利用
・首都圏イベント参加　7件

・移住体験ツアー　不催行
・同窓会開催支援　5団体81名利用
・首都圏イベント参加　7回

・移住体験ツアー　不催行
・同窓会開催支援　0団体0名利用
・首都圏イベント参加　0回

② ① イ 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。

実施中 ― ・移住体験ツアーの開催　東和地区　6名参加 ・移住体験ツアーの開催　石鳥谷地区　9名参加

・移住体験ツアーの開催
　花巻地区を中心に伝統芸能体験や雪道運転体験等を
実施
　参加者　１1名

・首都圏の方を花巻市に招き、色々な体験を提供するも
のであったが、新型コロナウィルス感染症が首都圏にお
いて拡大傾向であったことから、拡大防止を図るため中
止した。

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、企画・実施してい
ない。

② ① イ
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。

実施中 ― ― ― ・子育て世帯住宅取得奨励金　29件
（No.76「定住促進事業」として実施）
・子育て世帯住宅取得奨励金　112件

・子育て世帯住宅取得奨励金　121件

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 ― ― ― ― ―
関係機関との検討を経て、実現性に乏しいと
判断したため、未実施。

② ① ア 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。

完了
・花日和年間発行部数24,000部（6,000部×4
回）

・花日和年間発行部数24,000部（6,000部×4
回）

・花日和年間発行部数　24,000部（6,000部×4回）
・本市の魅力を掲載したフリーペーパー「花日和」を四半
期ごとに発行
・春号・夏号・秋号・冬号それぞれ6,000部（合計24,000部）

・他市との差別化を図るため、イメージＰＲ用に花巻市ブ
ランドデザイン情報誌「花日和」を年４回（各6,000部×４
回＝24,000部）を発行し、交流人口・定住人口の増加を
図った。

R元で終了

② ① ア
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。

実施中
・寄付の申し込み方法等の簡略化やネット環
境を利用した申し込みを導入し、200,489千円
の寄付を頂戴した。

・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。

・イーハトーブ花巻応援寄附金寄付受付実績
　10,542件

・イーハトーブ花巻応援寄附金寄付受付実績
　12,681件　191,102,000円

・イーハトーブ花巻応援寄附金寄付受付実績
　30,976件　609,242,479円

・イーハトーブ花巻応援寄附金寄付受付実績
　215,928件　2,960,368,270円

② ② ア 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。

完了 ― ―
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（180坪１棟）を整備した。

② ② ア
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。

実施中 ― ― ・市内企業2社の増設等に対し補助 ・5社の増設等に対し補助 ・4社の設備投資に対し補助 ・企業立地奨励事業補助金　交付件数（増設タイプ）1社
本制度は、本市への企業誘導推進のための
重要な支援策であることから、令和3年度以降
も本制度を継続するもの。

② ② ア
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。

完了 ―
・採択件数　1件
・交付金額　116,356円

・市内企業の自動車産業参入を支援するため、
マッチング事業等を実施したが、人材育成事業を
実施する企業はいなかった。

② ② ア 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。

実施中 ― ―
・「花巻市産業団地（二枚橋地区）基本設計策定
等業務」及び「花巻市産業団地等整備計画策定
業務」を実施

・産業用地（二枚橋地区）の取得及び実施設計策定、新
たな開発候補地の追加調査実施

・二枚橋産業用地の整備、新産業団地の整備手法につ
いて検討

・二枚橋産業用地の整備
・新産業団地の整備手法にかかる検討、諸調査の実施

未分譲地の早期分譲に取り組むほか、新産業
団地の整備に関する実施設計の策定や諸調
査を行う。
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（資料１－３）花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略　掲載事業実績一覧

実施状
況

H27総合戦略事業名 事業の内容
基本目
標№

重点方
針№

施策の
方向性

№
H28 R2H29 H30 R1

事業実績

備考

① ③ エ
「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。

実施中 ― ―

いわてワインヒルズ推進協議会
・構成団体負担金、先進地視察旅費
　醸造志向者に対する支援
・醸造技術習得支援事業補助、先進地視察地バ
ス運行業務委託

・ワイン・シードル醸造志向者に対する支援
①醸造技術習得支援事業補助金　延べ5名研修
②各種セミナー　4回開催　延べ29名参加
③ワイナリー整備等事業補助金
　　新規ワイナリー　1件
　　商品開発・委託醸造　2件
　　醸造設備導入　2件
　　直売所・試飲室整備　2件
　　販路開拓　3件
・花巻ワインプロモーションイベントの開催
　　7/21・22、東京都港区「天現寺カフェ」、参加者延べ47
名
・「ワインツーリズムいわて2018」の実施
　　10/14、参加者数205名

・ワイン・シードル醸造志向者に対する支援
①醸造技術習得支援事業補助金　延べ2名研修
②各種セミナー3回開催　延べ27名参加
③ワイナリー整備等事業補助金
　　新規ワイナリー　0件
　　商品開発・委託醸造　2件
　　醸造設備導入　1件
　　販路開拓　4件
・HANAMAKI　WINE　NIGHTの開催
　　7/23、東京都港区「ｻﾞｺｱｷｯﾁﾝｽﾍﾟｰｽ」、来場者数延
べ62名
・「ワインツーリズムいわて2019」の実施
　　8/31、9/1参加者数延べ360名

・ワイン・シードル醸造志向者に対する支援
①醸造技術習得支援事業補助金　延べ1名研修
②各種セミナー2回開催　延べ17名参加
③ワイナリー整備等事業補助金
　　新規ワイナリー　1件
　　商品開発・委託醸造　1件
　　醸造設備導入　3件
　　販路開拓　3件
・花巻ワイン飲食店活用プロモーション企画
①BtoBプラットフォーム商談の利用、掲載数、花巻４ワイナ
リー。
②Web展示会（2/24～2/26）の実施。開催数延べ８回。
③花巻ワインフェア（3/8～3/31）の実施。都内9店舗で実施。

① ③ ア 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。

実施中

・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。
・青年就農給付金を交付することにより、就農
後の定着が図られた。

・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）

・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：4法人）
・農業次世代人材投資資金を交付することによ
り、就農後の定着が図られた。（交付：19経営体）

・研修会の開催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：2法人）
・農業次世代人材投資資金を交付することにより、就農
後の定着が図られた。（交付：12経営体）

・研修会の開催や担い手支援アドバイザーの支援によ
り、担い手農業者の育成が図られた。
・農業次世代人材投資資金を交付することにより、就農
後の定着が図られた。（交付：12経営体）

・担い手支援アドバイザーが若手の認定農業者を中心に農
業経営改善計画の目標に向け、経営指導や助言を行った結
果、担い手農業者の育成が図られた。
・農業次世代人材投資資金を交付することにより、就農後の
定着が図られた（交付：12経営体）

① ③ ア
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。

実施中
・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。

・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。

・水田農業確立推進事業
・水田農業経営安定事業
・経営所得安定対策推進事業

・水田農業確立推進事業補助（推進協議会事務費）
・水田農業経営安定対策事業補助
（米の需給調整に伴う野菜・果樹等の作付等の導入補
助）
・経営所得安定対策推進事業補助
（推進協議会経営所得安定対策事務費補助）
・りんどう優良品種緊急新植事業補助
（定植初年度管理経費助成）

・水田農業確立推進事業補助（推進協議会事務費）
・水田農業経営安定対策事業補助
（米の需給調整に伴う野菜・果樹等の作付等の導入補
助）
・経営所得安定対策推進事業補助
（推進協議会経営所得安定対策事務費補助）

・水田農業確立推進事業補助（市農業推進協議会事務補助
金）

・水田農業経営安定対策事業補助
（米の需給調整に伴う野菜・果樹等の作付等の導入補助　7
事業）
　　アスパラガス産地確立事業　  　　　　5件
　　園芸生産拡大支援事業　　　   　　　105件
　　果樹産地育成支援事業　　   　　　　117件
　　反収向上対策事業　　　　　　 　　　　 29件
　　環境保全型農業推進対策事業　    878件
　　基礎雌牛増頭推進事業　　　　　　　　 54件
　　花巻産牛銘柄確立対策事業　　　　　 14件

・経営所得安定対策推進事業補助
（市農業推進協議会事務費補助金）

① ③ ア
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。

実施中
・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。

・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。

・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。

・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。

・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。

・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。（第5期対策の開始）

交付金 496,875,088円
事務費 1,002,530円

① ③ ア 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。

実施中
・県営及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。

・県営及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。

・県営及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。

・県営及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。

・県営及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。

・県営及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。

県営土地改良事業負担金 140,462,900円
国営造成施設促進事業負担金 13,481,941円
ほか

① ③ ア 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。

実施中

・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。(119組織)
・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。(15団体)

・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。(121組織)
・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。(16団体)

・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。(121組織)
・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。(20団体)

・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。(121
組織)
・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する。(16団体)

・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。(113
組織)
・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する。(16団体)

・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。(112組織)
・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
産活動を支援する。(10団体)

多面的機能支払交付金 865,537,126円
多面的機能支払事務費 3,367,923円

環境保全型農業直接支払交付金 38,717,900
円

① ③ イ 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。

実施中

・森林整備　32ha、作業道　1,940ｍ
・森林整備活動支援（計画促進　32.38ha、集
約化促進　56.14ha）
・民有林保全対策（嵩上げ補助　31.81ha）

・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）

・森林整備　20.41ha
・間伐　17.52ha
・作業道　2,600m
・森林整備活動支援交付金(計画作成促進
91.12ha)
・民有林保全対策(嵩上げ補助　34.2ha)
・森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金交
付支援

・森林整備　59.93ha　作業道　4,201m
・森林整備活動支援交付金（森林経営計画作成促進
279.66ha施業集約化に向けた条件整備　9.00ha)
・民有林保全対策事業（嵩上補助　27.92ha)
・森林山村多面的機能発揮対策事業交付金（6団体）

・森林整備　57.7ha　作業道　3,944m
・森林整備活動支援交付金（森林経営計画作成促進
203.940ha境界明確化に向けた条件整備　15.00ha)
・民有林保全対策事業（嵩上補助　21.42ha)
・森林山村多面的機能発揮対策事業交付金（7団体）

・森林整備　23.92ha
・森林整備活動支援交付金（森林経営計画作成に必要な森
林情報収取、合意形成活動、森林調査、境界の確認等
110.85ha)
・民有林保全対策事業（嵩上補助　33.36ha)

森林整備　16,603,178円
森林整備活動支援　1,481,640円
民有林保全対策　3,636,602円
市行造林交付金　534,179円

① ③ イ 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。

実施中
・しいたけほだ木購入に対する支援
　導入本数　40,000本

・しいたけほだ木購入に対する支援
　導入本数　33,000本

・しいたけほだ木購入に対する支援
　導入本数　23,000本

・しいたけほだ木購入に対する支援
　導入本数　23,000本
　針葉樹小口買い取り制度
　運搬補助　269.77ｔ
　作業道開設補助　100m

・しいたけほだ木購入に対する支援
　導入本数　13,150本
　針葉樹小口買い取り制度
　運搬補助　519.23ｔ
　作業道開設補助　507m

・しいたけほだ木購入に対する支援　導入本数　10,780本
　安全なしいたけほだ木購入に対するかかりまし経費支援
13,150本
　針葉樹小口買い取り制度
　運搬補助　378.3ｔ
　作業道開設補助　158m

特用林産施設体制整備事業　0円（繰越）
特用林産物生産資材導入支援事業　657,500
円
素材搬入場所運営業務委託　1,089,000円
木質資源活用支援事業　756,600円
森林作業道開設事業　100,000円

① ③ イ 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。

実施中
・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　137人

・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

・山仕事講座、木工教室、自然観察会、植樹祭、
自伐型林業養成講座の開催
　イベント参加総数　325人

・山仕事講座、木工教室、植樹体験、自伐型林業フォーラ
ム開催
　イベント参加人数　224人

・スモールフォレストカレッジ、木工教室、植樹体験、自伐
型林業フォーラム開催
　イベント参加人数　280人

・スモールフォレストカレッジ、木工教室、植樹体験、自伐型
林業フォーラム開催
　イベント参加人数　293人

森林保全意欲啓発　906,151円
森林保全活動啓発　3,343,780円
森林・山村多面的機能発揮対策事業
2,402,250円

① ③ イ 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。

実施中
・赤松枯損木伐倒駆除　約1,772㎥
・樹種転換　10.05ha
・薬剤樹幹注入　ほか

・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

・赤松枯損木伐倒駆除　約1,314m3
・樹種転換　8.19ha
・薬剤樹幹注入　ほか

・松くい虫被害木伐倒駆除　1,297㎥
・樹種転換　1.97ha
・樹幹注入　187本
・樹幹注入補助　3件

・松くい虫被害木伐倒駆除　1,033㎥
・樹種転換　4.78ha
・樹幹注入　103本
・樹幹注入補助　2件

・松くい虫被害木伐倒駆除　1120.52㎥
・樹種転換　5.08ha
・樹幹注入　73本
・樹幹注入補助　4件

松くい虫被害対策　38,794,358円
森林管理維持増進事業　2,013,000円

① ③ ウ 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。

実施中
・牛6種混合ワクチン接種代
　1頭当たり200円補助
　1,886頭×200円＝377,200円

・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

・実績なし
・6種混合ワクチン接種
　2,208頭　441,600円

・6種混合ワクチン接種
　2,079頭　415,800円

・6種混合ワクチン接種
　1,684頭　336,800円

① ③ ウ
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。

実施中

事業費の1/2以内補助
・㈲アグリファイン　30,732,000円
　牛舎　1棟、堆肥舎　1棟、飼料庫　1棟
・㈲うしちゃんファーム　193,923,000円
　牛舎　7棟、飼料庫　4棟、副資材保管庫　1
棟、堆肥舎　2棟ほか

（28→29繰越）
事業費の1/2以内補助
・高源精麦㈱　肥育豚舎　1棟

事業費の1/2以内補助
・乾乳牛舎　1棟
・堆肥舎　1棟
・搾乳設備増設　1棟

・国の補正予算がつかなかったため、実績なし 実績なし

① ③ エ 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。

実施中

・六次産業化・地産地消法に基づく事業計画
認定事業者等を対象とした各種セミナーや研
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。

・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。

・６次産業化に関するセミナー　2回
　延べ参加人数 　62名
・果実酒製造に関するセミナー　2回
　延べ参加人数　13名
・農商工連携事業補助金
　商品開発　2件

・６次産業化セミナー（13名）、事業計画作成セミナー（計6
回、21名））、個別相談会（6名）の開催
・農商工連携事業補助金（商品開発　2件、施設整備　1
件）

・食品加工分野別セミナー（計4回、61名）、個別相談会
（21名）の開催、６次産業化プランニング講座（計4回、52
名）
・農商工連携事業補助金（商品開発　4件）

・令和2年度6次産業化セミナー（3回、35人）、個別相談会1回
（限定5事業者）
・農商工連携事業補助金（商品開発3件、加工施設・機械整
備3件）

① ③ エ 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。

実施中
・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。

・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。

・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。

・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。

・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。

・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。
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実施状
況

H27総合戦略事業名 事業の内容
基本目
標№

重点方
針№

施策の
方向性

№
H28 R2H29 H30 R1

事業実績

備考

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 ― ― ― ― ― ―

実施に向けた協議や検討は行ったものの、国
の地域再生法に基づき岩手県が策定した地
域再生計画（希望郷いわて本社機能移転・拡
充促進プロジェクト）に本事業の趣旨が包含さ
れることから実施しなかったもの。

② ② ア 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。

実施中

・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、花巻市企
業立地促進奨励事業補助金を上乗せして交付す
るための制度改正を行った。

・花巻市への本社機能の移転・拡充を併せて工場等の新
設・増設に要する経費に対して、花巻市企業立地促進奨
励事業補助金を上乗せして交付。

・花巻市への本社機能の移転拡充と併せて工場棟の新
設・増設に要する経費に対して、花巻市企業立地促進奨
励事業補助金を上乗せして交付。

・対象となる企業立地案件はなかった。
対象となる企業立地案件が発生した段階で予
算要求予定であるもの。

② ② イ
就労支援事業
（No.69の再掲）

○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。

実施中

・ジョブカフェはなまき　延べ利用者数　1,527
人
・就職決定者数　97人
・UIJターン者就業奨励金交付実績
　UIJターン者本人　6件
　UIJターン者を雇用した事業所　5件

・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
・UIJターン者就業奨励金
　UIJターン者本人　10件
　UIJターン者を雇用した事業所　6件

・ジョブカフェはなまき　延べ利用者数　1,203人
・就職決定者数　94人
・UIJターン者就業奨励金
　UIJターン者本人　10件
　UIJターン者を雇用した事業所　6件

・ジョブカフェはなまき　延べ利用者数　1,069人
・就職決定者数　100人
・UIJターン者就業奨励金
　UIJターン者本人　16件
　UIJターン者を雇用した事業所　13件

・ジョブカフェはなまき　延べ利用者数　1,187人
・就職決定者数　98人
・UIJターン者就業奨励金
　UIJターン者本人　8件
　※事業所への奨励金はR1廃止

・ジョブカフェはなまき　延べ利用者数　1,394人
・就職決定者数　93人
・UIJターン者就業奨励金
　UIJターン者本人　4件

ジョブカフェはなまきの利用者数が増加してお
り、令和3年度以降も継続実施することとした
ため。

② ② イ
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 ― ― ― ― ― 未実施
事業の実施に向けて検討したが、民間事業者
で既に実施する同等の事業があったため「未
実施」となったもの。

② ② イ
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 ― ― ― ― ― 未実施
事業の実施に向けて検討したが、民間事業者
で既に実施する同等の事業があったため「未
実施」となったもの。

② ② イ 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。
○地域おこし協力隊の起業を支援するため、補助金を交付
する。

実施中 ― ― ・地域おこし協力隊起業支援補助金交付　１件
・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。
・H30年度交付実績　1件

・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。
　採用実績１名

・募集段階から応募者と地元住民の関係性を構築して自らが
やりたいことをプレゼンする採用活動を行った。
　オンラインサロン　7回実施
　応募者数　２名

② ② ア 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。

実施中

・企業誘致活動
・工業用地等環境整備
・企業立地促進奨励事業補助金
・流通業務施設立地奨励補助金

・企業誘致活動
・工業用地等環境整備
・企業立地促進奨励事業補助金
・流通業務施設立地奨励補助金

・企業誘致活動
・立地企業支援
・工業用地等環境整備

・企業誘致活動
・立地企業支援
・工業用地等環境整備

・企業誘致活動
・立地企業支援
・工業用地等環境整備

・企業誘致活動
企業情報の収集、訪問活動及び市企業誘致促進協議会等
への参画による誘致活動の展開
・工業団地緑地保全業務
工業団地の除草、緑地保全等の実施
・花巻市企業立地促進奨励事業補助金
企業が市内の特定地域に工場等を新設又は増設する場合
に要する経費に対する補助金の交付

既立地企業の設備投資の活発化や新産業団
地の整備計画とリンクした新規立地の需要調
査を通じた新規立地の獲得に向けた活動を展
開したいことかた、令和3年度以降も本制度を
継続するもの。

② ③ ア 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。 実施中
・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。

・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。

（学校教育の一環として実施） （学校教育の一環として実施） （学校教育の一環として実施） （学校教育の一環として実施）

② ③ ア
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。

実施中 ―
（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）

・「ふるさと発見！大交流会」出展
・実践型インターンシップ実施（№102の事業）

・「ふるさと発見！大交流会」出展
・実践型インターンシップ実施（№102の事業）

・高校生や大学生を対象に、地元就職への機運を高め
るための場として開催される「ふるさと発見！大交流会」
へ出展（リノベーションまちづくりの取組等のプレゼン
テーション実施）　1回（2020/11/23）

・大学生等を対象に、地元就職への機運を高めるため市内
事業所説明会及び見学会を開催

新型コロナウイルス感染症の拡大により中止

② ③ ア
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。

実施中 ―
・交付対象者として3名を認定し、3名を交付決
定した。（補助金額　124千円）

・ふるさと保育士確保事業（№130の事業）
　対象者4名を交付決定
・ふるさと奨学生定着事業補助金
　対象者3名を交付決定

・ふるさと保育士確保事業（№130の事業）
　対象者5名を交付決定（補助金額　231千円）
・ふるさと奨学生定着事業補助金
　対象者3名を交付決定（補助金額　144千円）

・ふるさと保育士確保事業※№130の事業
　対象者5名を交付決定（補助金額　169千円）
・ふるさと奨学生定着事業補助金
　対象者2名を交付決定（補助金額　96千円）

・ふるさと保育士確保事業※№130の事業
　対象者4名を交付決定（補助金額　153千円）
・ふるさと奨学生定着事業補助金
　対象者3名を交付決定（補助金額　123千円）

本事業のうち「ふるさと保育士確保事業」のR２
予算・決算額は№130「ふるさと保育士確保事
業」にも計上あり。

② ③ ア
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。

実施中 ― ―
・対象者2名に対し、月額20,000円の学資金を貸
与。卒業後、市内に居住した場合に返還を免除す
る。

・対象者4名に対し、月額20,000円の学資金を貸与。卒業
後、市内に居住した場合に返還を免除する。

・対象者2名に対し、月額20,000円の学資金を貸与。卒
業後、市内に居住した場合に返還を免除する。

R2 貸与実績なし（新規・継続貸与者0名）

② ③ ア
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。

実施中 ― ―

・事業所見学バスツアー（COC＋）
　参加者　27人
・市内事業所説明会
　参加生徒数　78人
　参加事業所数　27件

・市内事業所説明会
　参加生徒数　252人
  参加事業所数　21件

・市内事業所説明会
　参加生徒数　318人
　参加事業所数　27件

・高校生向けバーチャル見学会
　参加生徒数　121人
　参加事業所数　10社

高校生等の市内事業所への理解を深める必
要があることから、令和3年度以降も継続実施
することとしたため。

② ③ イ

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

完了 ― ― ―
・市内企業へのインターンシップを行う大学生等への交通
費・宿泊費の助成　25件

② ③ イ
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。

完了 ―
・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。

・実践的インターンシップ受入企業　7社、参加者
10名

・実践型インターンシップ　参加者　9名
 　実践型インターンシップはH30で終了。市内企業が独
自に行うインターンシップに対して交通費等を支援するイ
ンターンシップ促進助成金の利用を促進していく。

③ ① ア
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。 実施中
・花巻市結婚活動支援団体育成事業補助金
の交付
　成婚1組×3万円

・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

・いきいき岩手結婚サポートセンター運営負担金
の支出
・婚活団体育成事業補助金の交付　2件

・婚活支援団体のマッチング事業に対し、婚姻が成立し
た件数に応じて婚活団体育成事業補助金を交付　2件

・いきいき岩手結婚サポートセンター運営負担金の支出
・婚活団体育成事業補助金の交付　3件

・いきいき岩手結婚サポートセンター運営負担金の支出
・婚活団体育成事業補助金の交付　0件

③ ① ア
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。

完了

・平成28年1月30日に文化会館で開催された
ふれあい交流会に、市内高校生6名が参加
し、受付やステージ音響、会場サポートなどを
行った。また、障がい児・障がい者や支援者ら

③ ① ア
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。

完了
・婚シェルジュ育成研修会（1回目）実施
（63,036円）

・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

・婚シェルジュの婚活支援活動　6回
・縁結びを支援する「はなまき婚シェルジュ」 在籍数3組6
人

③ ① ア
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。

完了 ― ― ―
・赤ちゃんふれあい体験教室
中学生と赤ちゃんのふれあい体験　9回、参加者275人

③ ① イ 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。

実施中

・妊娠前相談の周知　パンフレット2,000枚（市
広報誌、理美容組合、市内コンビニエンススト
ア）
・助産師による相談　4件

・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。

・相談者　2名 ・妊娠前相談　延べ7名 ・相談延人数　4名 ・相談延人数　３名

③ ① イ
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。 実施中 ― ―
・産後ケア　デイサービス型　176組、訪問型　27
組
・産前・産後サポート事業　686人

・産後ケア　デイサービス型 　231組、訪問型　8組
・産前・産後サポート事業　733人

・産後ケア　デイサービス型  267組、訪問型　9組
・産前・産後サポート事業　629人

・産後ケア　デイサービス型  386組、訪問型　13組
・産前・産後サポート事業　413人

③ ① イ
子育て世代包括支援
センター事業

○コーディネーターを配置し、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。

実施中 ― ―
・相談実人数　312人
・相談延べ人数　433人

・子育て世代包括支援センターを設置
　相談延べ人数　444人

・相談実人数　383人
・相談延べ人数　556人

・相談対応実人数　374人
・相談対応延人数　537人
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実施状
況

H27総合戦略事業名 事業の内容
基本目
標№

重点方
針№

施策の
方向性

№
H28 R2H29 H30 R1

事業実績

備考

③ ① イ
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。

実施中 ― ―

・対象者：妊娠5か月に達する月の初日から出産
の翌月末までの者　277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　3,009件

・対象者：妊娠5か月に達する月の初日から出産の翌月
末までの者
・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　 2,740件（17,772,922円）

・対象者：妊娠5か月に達する月の初日から出産の翌月
末までの者 208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　2,576件

・対象者：妊娠5か月に達する月の初日から出産の翌月末ま
での者 194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　2,380件

③ ① イ
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。

実施中 ― ―
・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　3,009件

・乳児家庭全戸訪問数　572人
・養育支援訪問数　121人

・乳児家庭全戸訪問数　493人
・養育支援訪問数　173人

・乳児家庭全戸訪問数　469人
・養育支援訪問数　169人

③ ① イ 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。

実施中

・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
て受診勧奨に努めたところ、受診者及び受診
率が増加。

・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。

・1歳6か月児健康診査受診率　99.3％
・3歳児健康診査受診率　99.6％

・1歳6か月児健康診査受診率　98.9%
・3歳児健康診査受診率　99.0％
※入院等の事情で受診できない方を除いて全て受診

・1歳6か月児健康診査受診率　99.8%
・3歳児健康診査受診率　100.7％

・1歳6か月児健康診査受診率　99.1%
・3歳児健康診査受診率　98.1％

③ ① イ
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。

実施中

・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　56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　90件（7,963,719円）

・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）

・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　49組
・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　70件（5,097,267円）

・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　43組
・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　61件
（4,526,046円）

・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　42組
・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　60件
（4,989,406円）

・対象者：法律上の婚姻にある夫婦または事実婚にある夫婦
で（男性不妊治療も含む）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　53組
・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）とし、助成期間の限度なし　66件

・令和3年1月1日以降に治療が終了した特定
不妊治療から、事実婚の夫婦並びに男性不妊
治療も対象とした。
・助成額は、「治療費から県助成金を控除した
額の2分の1」→「治療費から県助成金を控除
した額」とした（上限10万円は変更なし）。

③ ① イ 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。

実施中

・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　138人
・妊娠期から出産前までの様々な支援　延べ
201件

・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

・特定妊婦認定者数　58人
・特定妊婦支援延べ人数　67人

・特定妊婦認定者数　39人
・特定妊婦支援延べ人数　76人

・特定妊婦認定者数　37人
・特定妊婦支援延べ人数　69人

・特定妊婦認定者数　38人
・特定妊婦支援延人数　79人

③ ② ア
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。

完了 ― ― ―
・新事業創出ワークショップ・講座（通称：3ビズ）の開催
　5回の連続ワークショップに13人参加

③ ② ア
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。

実施中 ― ― ―
・企業力アップを目指すワーク・ライフ・バランスセミナー
　参加企業　26社
　参加者　42人

・企業力アップを目指すワーク・ライフ・バランスセミナー
　参加企業　26社
　参加者　42人

新型コロナウイルス感染症拡大のため、セミナ-開催なし。

③ ② ア
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。

実施中 ― ―

・男女共同参画学習講座
　「シェア（共有）したくなる！イクメン・カジメン講
座」
　計3回　参加者延べ40名

・男女共同参画学習講座
　「家族が喜ぶ休日オトコメシ講座」　参加者10人
　「食べて花まる」健康講座
　計4回　参加者延べ64人

・男女共同参画学習講座
　「家族が喜ぶ！休日オトコメシ講座」　参加者10人
・「食べて花まる」健康講座
　計2回　参加者延べ31人

新型コロナウイルス感染症拡大のため、講座開催なし。

③ ② ア
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。

実施中 ―

・「仕事」と子育て等の「仕事以外の生活」との
両輪がとれたワーク・ライフ・バランスの実現
を目的とした学習講座の開催　3回
・ワーク・ライフ・バランスをテーマとした講演
会(事業者向け）開催　1回

・「仕事」と子育て等の「仕事以外の生活」との両
輪がとれたワーク・ライフ・バランスの実現を目的
とした学習講座の開催　3回
・チラシ作成・配布（事業者向け）

・「仕事」と子育て等の「仕事以外の生活」との両輪がとれ
たワーク・ライフ・バランスの実現を目的とした学習講座
の開催　2回
・ワーク・ライフ・バランス・セミナー(事業者向け）の開催
1回
・チラシ作成・配布（事業者向け）

・「仕事」と子育て等の「仕事以外の生活」との両輪がと
れたワーク・ライフ・バランスの実現を目的とした学習講
座の開催　2回
・ワーク・ライフ・バランス・セミナー(事業者向け）の開催
1回
・チラシ作成・配布（事業者向け）

・チラシ作成・配布（事業者向け）
・新型コロナウイルス感染症拡大のため、セミナ-等の開催な
し。

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

③ ③ ア 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。

実施中
・花巻市子育てガイドブックを5,000部作成し、
関係機関等へ配布

・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

・花巻市子育てガイドブック改訂版印刷製本
　ガイドブック（H29改訂版）　1,400部作製

・子育てガイドブック（H30改訂版）の作成・配布
・子ども・子育て支援に関する事業を掲載した相互的な
ガイドブックの改訂版を作成し配布
　作成部数　2,300部

・子ども・子育て支援に関する事業を掲載した相互的なガイド
ブックの改訂版を作成し配布
　作成部数　2,300部

③ ③ ア
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。 実施中
・幼稚園　42人（1,650千円）
・保育所　276人（26,991千円）
・認可外保育施設　14人（2,188千円）

・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）

・小学生以下を第1子として数えた場合の第3子以
降の保育料を補助　338人

・18歳以下を第１子として数えた場合の第3子以降の保育
料を補助
　第1期(4月～9月)補助対象児童数　335人
　第2期(10月～3月)補助対象児童数　377人

・市内に住所を有し、幼稚園・保育園等の保育施設を利
用する児童の第3子（当該年度に18歳に達する者以下の
最年長者を第１子として数える）以降の児童の利用者負
担額の一部又は全部を補助
　補助対象児童数　411人

・市内に住所を有し、幼稚園・保育園等の保育施設を利用す
る児童の第3子（当該年度に18歳に達する者以下の最年長
者を第１子として数える）以降の児童の利用者負担額の一部
又は全部を補助
　補助対象児童数　429人

③ ③ ア
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。

実施中

・生後6か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　9,185人
　接種率　57.4％

・生後6か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％

・対象者数（A）　8,697人（1人2回まで助成）
・申請者数（B）　6,108人（申請率70.2％）
・接種延べ人数（C）　10,281人
　接種率　C/（A×2）＝59.1％

・こどものインフルエンザ予防接種費用の助成
　対象者：生後6か月から小学生まで
　助成額：未就学児3,000円を上限に2回、同世帯の小学
生1人目1,000円、2人目以降3,000円を上限　（いずれも1
人2回まで）
　接種延べ人数：
　小学生1人目　3,777人
　小学生2人目　1,175人
　未就学児　5,677人
　合計　10,629人

・こどものインフルエンザ予防接種費用の助成
　対象者：生後6か月から小学生まで
　助成額：未就学児3,000円を上限に2回、同世帯の小学
生1人目1,000円、2人目以降3,000円を上限　（いずれも1
人2回まで）
　接種延べ人数：
　小学生1人目　3,740人
　小学生2人目　1,208人
　未就学児 　5,578人
　合計　10,526人

・こどものインフルエンザ予防接種費用の助成
　対象者：生後6か月から中学生及び妊婦
　助成額：未就学児～小学生　3,000円を上限に一人2回まで
　　　　　　中学生　　　　　　　　3,000円を上限に一人1回
　　　　　　妊　 婦　　　　　　　　3,000円を上限に一人1回
接種延べ人数：
　小学生　　　5,857人
　未就学児 　5,669人
　中学生　　  1,332人
　妊　 婦　　    162人
合計　　　　　13,020人

新型コロナウイルス感染症との二重感染を防
ぐため、助成対象者として、中学生、妊婦を追
加

③ ③ ア
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。

実施中

・対象者：出生の日から就学前までの児童
4,079人
・給付額：3歳未満は全額。3歳以上は平成27
年7月診療分まで、1医療機関1月につき、入
院、入院外とも500円を控除した額（平成27年
8月診療分より3歳以上も全額） 53,773件

・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）

・対象者：出生の日から就学前までの児童　4,150
人
・給付額：一部負担金相当額（自己負担なし）
68,584件（111,391,901円）

・対象者：出生の日から就学前までの児童　4,082人
・給付額：一部負担金相当額（自己負担なし）　68,635件
（106,297,332円）

・対象者：出生の日から就学前までの児童　3,951人
・給付額：一部負担金相当額（自己負担なし）　66,200件
（102,244,016円）

・対象者：出生の日から就学前までの児童　3,814人
・給付額：一部負担金相当額（自己負担なし）　54,260件

③ ③ ア
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。

実施中 ―

・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）

・対象者：身体障害者手帳が3～6級等で、18歳に
達する日以降最初の3月31日までの児童　81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　756件（2,275,823円）

・対象者：身体障害者手帳が3～6級等で、18歳に達する
日以降最初の3月31日までの児童　79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　812件（2,022,279円）

・対象者：身体障害者手帳が3～6級等で、18歳に達する
日以降最初の3月31日までの児童　71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　723件（1,697,060円）

・対象者：身体障害者手帳が3～6級等で、18歳に達する日以
降最初の3月31日までの児童　61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　663件

③ ③ ア 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。

実施中 ―

・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）」と答えた児童生徒の割合　95.79％

・運営委員会の開催　3回
・地域人材が参画して行った事業の実施回数
573回

・運営委員会の開催　3回
・地域人材が参画して行った事業の実施回数　392回

・運営委員会の開催　3回
・地域人材が参画して行った事業の実施回数　479回

・運営委員会の開催　3回
・事業に参画した地域住民の延べ人数　142人

③ ③ ア 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。

実施中 ― ―

・花巻市地域子育て支援情報ネットワーク交流会
年3回
　参加延人数　77人（経費は一般行政経費（報償
費）で対応）

・花巻市地域子育て支援情報ネットワーク交流会　年3回
　参加延べ人数　92人

・花巻市地域子育て支援情報ネットワーク交流会　年3回
　参加延べ人数　72人

・花巻市地域子育て支援情報ネットワーク交流会　年２回
　参加のべ人数　36人

③ ③ ア
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。

実施中 ― ― ―

※平成30年10月事業開始
・対象者：中学生
・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　1,928件（3,093,652円）

・対象者：中学生 1,189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　6,117件

・対象者：中学生 1,164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　6,214件
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事業実績

備考

③ ③ ア
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。

実施中 ― ― ―

※平成30年10月事業開始
・対象者：高校生等(18歳に達する日以降最初の3月31日
まで)
・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　1,392件（2,746,322円）

・対象者：高校生等（18歳に達する日以降最初の3月31
日までの児童）　1,117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　4,903件

・対象者：高校生等（18歳に達する日以降最初の3月31日ま
での児童）　1,110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　5,238件

③ ③ イ
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。 実施中
・実施施設　5施設
・受診児童　延べ298人
・補助額　436千円

・実施施設　5施設
・受診児童　延べ298人
・補助額　402千円

・認可外施設が実施する入所児童の検診費用を
補助
　受診児童　延べ278人

・実施個所数　4か所
・受診延べ人数　253人

・認可外保育施設が実施する入所児童の健診費用を補
助
　実施個所数　3か所
　受診延べ人数　174人

・認可外保育施設が実施する入所児童の健診費用を補助
　実施個所数　1か所
　受診延べ人数　114人

③ ③ イ
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。

実施中 ―
・ことばの巡回指導員　4人配置
・巡回校　14校

・ことばの巡回指導員　4人配置
・巡回校　13校

・ことばの巡回指導員　4人配置
・巡回校　11校

・ことばの巡回指導員　4人配置
・巡回校　11校

・ことばの巡回指導員　4人配置
・巡回校　11校

③ ③ イ
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。

実施中 ― ・対象者4名を交付決定（補助金額171千円）
（№98「奨学金活用人材確保支援事業」の一部）
・対象者4名を交付決定

（№98「奨学金活用人材確保支援事業」の一部）
・対象者3名を交付決定（補助金額144千円）

（№98「奨学金活用人材確保支援事業」の一部）
・対象者5名を交付決定（補助金額169千円）

（№98「奨学金活用人材確保支援事業」の一部）
・対象者4名を交付決定（補助金額　153千円）

R２予算・決算額は№98「奨学金活用人材確保
支援事業」にも計上あり。

③ ③ イ 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。

実施中 ― ―
・潜在保育士の復職支援と子育てしながら働く保
育士の支援

・保育士等保育料補助　対象保育士数　14人
・保育士等家賃補助　対象保育士数　6人
・保育士等奨学金返済支援補助　対象保育士数　49人
・保育士等再就職支援貸付　対象保育士数　12人

・保育士確保のため、私立認可保育所等へ勤務する保
育士へ経済的支援を行い、保育所入所可能児童数の増
加を図る。
　保育士等保育料補助　対象保育士数　12人
　保育士等家賃補助　対象保育士数　9人
　保育士等返済支援補助　対象保育士数　59人
　保育士等再就職支援貸付　対象保育士数　19人

・保育士確保のため、私立認可保育所等へ勤務する保育士
へ経済的支援を行い、保育所入所可能児童数の増加を図
る。
　保育士等保育料補助　対象保育士数
　保育士等家賃補助　対象保育士数 9人
　保育士等奨学金返済支援補助　対象保育士数　62人
　保育士等再就職支援貸付　対象保育士数　35人

③ ③ イ
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。

完了 ― ― ・園内研究、研究協議会
・教育課程研究指定校事業
　研修主題「育ちと学びをつなぐ保育を目指して」～ティー
ムでの評価を生かした教育課程の編成～

③ ③ イ
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。

実施中 ― ―
・傷病の回復期にある児童を専用施設で一時的
に預かる

・病後児保育利用児童数　152人
・傷病の回復期にある児童を専用施設で一時的に預か
る
　利用児童数　100人

・傷病の回復期にある児童を専用施設で一時的に預かる
　利用児童数　55人

③ ③ イ
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。 完了 ― ― ・関係機関との情報共有と協議を実施

③ ③ ア
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。

実施中

・直営3施設利用者延べ人数　18,445人、相談
件数　4,586件
・子育て支援情報ネットワーク交流会参加延
べ人数　177人

・直営3施設利用者延べ人数　18,953人、相談
件数　4,894件
・子育て支援情報ネットワーク交流会参加延
べ人数　109名

・直営3施設利用者延べ人数　15、213人、相談件
数2,675件
・ネットワーク交流会参加延べ人数　77人

・利用者数延べ人数　17,823人、子育て相談件数　延べ
2,737件
・地域子育て支援情報ネットワーク交流会の開催　3回
92人参加

・直営3か所利用者延べ人数　15,373人、子育て相談件
数　2,242件
・地域子育て支援情報ネットワーク交流会の開催　3回
参加延べ人数　72人

・直営３か所利用者延べ人数　4,624人、子育て相談件数
747件
・地域子育て支援ネットワーク交流会の開催　２回
　参加延べ人数　36人

③ ③ ア
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。 実施中

・会員数　945人
・利用した子どもの延べ人数　1,659人
・あずかり会員等の研修会の実施
・会員相互の交流会の実施

・会員数　911人
・利用した子どもの延べ人数　1,863人
・あずかり会員等の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

・会員数　881人
・利用した子どもの延べ人数　1,830人
・あずかり会員等の講習会参加延べ人数　129名
・会員相互の交流会参加人数　23人

・会員数　867人（おねがい会員643人、あずかり会員203
人、両方会員21人）
・利用した子どもの延べ人数　2,025 人

・会員数　833人（おねがい会員611人、あずかり会員203
人、両方会員19人）
・利用した子どもの延べ人数　1,984人
・24時間講習参加延べ人数　147人
・あずかり会員交流会参加人数　18人

・会員数　872人（おねがい会員642人、あずかり会員211人、
両方会員
　19人）
・利用した子どもの延べ人数　1,947人
・24時間講習参加延べ人数　95人

③ ③ ア 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。

実施中
・学童クラブ　21施設、960人
・放課後子供教室　2か所、延べ869人

・学童クラブ　18施設、992人
・放課後子供教室　2か所、延べ866人

・学童クラブ　19施設、1,043人
・放課後子供教室　2か所、延べ699人

・学童クラブ事業委託　19クラブ
・年間平均登録児童数　1,068人
・放課後子供教室（学童クラブのない学区での開設）　2
か所

・学童クラブ　19学童（31の支援の単位）
・年間平均登録児童数　1,106人
・放課後子供教室　2か所

・学童クラブ　19学童（31の支援の単位）
・年間平均登録児童数　1,129人
・放課後子供教室　2か所
・宮野目学童クラブ増築整備
・若葉学童クラブ整備
・早池峰学童クラブ施設改修

③ ③ ア
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。

実施中

・対象者：小学生　2,921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　17,988件
（25,372,960円）

・対象者：小学生　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）

・対象者：小学生　2,787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　19,477件（29,511,682
円）

・対象者：小学生　2,681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　19,930件（28,023,334円）

・対象者：小学生　2,606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　20,178件（30,483,160円）

・対象者：小学生　2,599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　19,714件

③ ③ イ
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。

実施中

・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

・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

・地域の子育て支援センター（若葉、石鳥谷、土
沢）利用者数　13,510人、相談件数　322件
・障害児保育事業：実施保育園　6園、重度6人、
軽度3人
・一時預かり事業：実施保育園　16園、年間利用
児童300人未満　15園、300人超　1園
・延長保育事業：実施保育園　21園、1日平均1時
間以上の延長　6園、1時間未満の延長　15園
・病児保育事業（体調不良型）：実施保育園　6
園、延べ利用児童数　2,083人

・地域子育て支援センター　3園
・障がい児保育事業　5園
・一時預かり事業　15園
・延長保育事業　22園
・病児保育事業　6園

・地域子育て支援センター（若葉・石鳥谷・土沢）利用者
数　3,910人
・障がい児保育事業：実施保育所等　7園、重度　6人、軽
度　4人
・一時預かり事業：実施保育所等　16園
・延長保育事業：実施保育所等　26園
・病児保育事業：実施保育所等　9園

・私立保育所等の冷暖房施設整備（更新）への補助
　二枚橋保育園（保育室）
　めぐみ保育園（職員室）
　八重畑保育園（保育室・職員室）
　ぎんどろ保育園（保育室）

③ ③ イ
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。

実施中 ・3園に補助 ・2園に補助

・社会福祉法人土沢保育園施設整備に係る借入
償還金補給を実施
・ひよこ保育園施設整備に対する補助金交付を実
施

・社会福祉法人土沢保育園施設整備に係る借入償還金
補給
・ぎんどろ保育園施設施設整備補助（新設・改修）
・日居城野保育園施設整備補助（増改築）
・花巻太陽の子保育園分園施設整備補助（新設）
・にじいろこども園施設整備補助（新設）

・私立保育所等の創設、改築、改修への補助
　島保育園（2か年事業） 改築
　みどりの保育園創設
　わこのいえ保育園創設
　つくし保育園（小規模） 改修
・私立保育所等の大規模修繕等への補助
　花巻太陽の子保育園冷暖房設備更新（遊戯室）
　ぴっころ保育園冷暖房設備設置（遊戯室）
　南城保育園冷暖房設備設置（遊戯室）
　花巻みなみ幼稚園（こども園） 冷暖房設備設置（遊戯
室・保育室）

・公立保育園環境整備
・公立保育園安全整備
・公立保育園備品購入
・旧内川目保育園整備引渡業務
・公立保育園耐震補強工事

・公立保育園耐震補強工事（R3繰越）

③ ③ イ
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。

実施中 ・保育園維持修繕、備品購入 ・保育園維持修繕、備品購入 ・公立保育園の保育環境の整備
・.公立保育園環境整備（エアコン設計等）
・.公立保育園屋外遊具補修、備品購入
・.西公園保育園増設　定員90名→110名

・公立保育園環境整備
・公立保育園安全整備
・公立保育園備品購入
・公立保育園エアコン設置工事
・旧内川目保育園更地化工事
・公立保育園耐震診断

・公立幼稚園環境整備事業
・無償化給付事業
・私学運営補助
・私立幼稚園等預かり利用料補助
・私立幼稚園冷暖房設備整備補助
・幼稚園等２歳児登園自粛保育料返還補助

③ ③ イ
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。

実施中
・私立幼稚園就園奨励事業
・私学運営補助
・幼稚園維持修繕

・私立幼稚園就園奨励事業
・私学運営補助
・幼稚園維持修繕

・私立幼稚園就園奨励事業
・私学運営補助
・公立幼稚園環境整備（花巻幼稚園内装改修）

・.公立幼稚園維持修繕
・.私立幼稚園運営補助
・.私立幼稚園就園奨励補助

・公立幼稚園維持修繕
・私立幼稚園運営補助
・私立幼稚園就園奨励補助
・私立幼稚園無償化給付事業
・私立幼稚園預かり保育利用料補助

・就学前教育振興会議開催
・保護者代表者交流
・保護者、家庭の教育力を高めるための情報提供
・ニコニコガイドの発行
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実施状
況

H27総合戦略事業名 事業の内容
基本目
標№

重点方
針№

施策の
方向性

№
H28 R2H29 H30 R1

事業実績

備考

③ ③ イ 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。

実施中

・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

・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

・就学前教育振興会議開催
・保護者対象講演会開催
・ニコニコガイドの発行
・ニコニコ先生体験の実施

・就学前教育振興会議開催
・保護者向け講演会開催
・子育て支援研修会開催
・ニコニコガイドの発行

・就学前教育振興会議開催
・保護者向け講演会開催
・子育て支援研修会開催
・ニコニコガイドの発行

・公開保育研修
・市内保育園・幼稚園等保育技術研修
・市内保育園・幼稚園等職員研修
・専門研修

③ ③ イ
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。

実施中

・公開保育研修
・合同園内研究報告会
・市内保育園幼稚園職員研修
・専門研修

・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

・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会を開催

・公開保育研修、
・市内保育園・幼稚園等保育技術研修会
・市内保育園・幼稚園等職員研修
・専門研修
・保幼小連携研修

・公開保育研修
・市内保育園・幼稚園等保育技術研修会
・市内保育園・幼稚園等職員研修
・専門研修
・保幼小連携研修

③ ③ イ
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。

完了
・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

・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

（H29より「はなまき保幼一体研修事業」として実
施）
・ニコニコ元気っ子研修　2回、参加者　延べ69人

（H29より「はなまき保幼一体研修事業」として実施）
・ニコニコ元気っ子研修　1回、参加者　23人

③ ③ イ 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。

実施中 ・延べ15人（3世帯）の利用。

・子育て短期支援事業
　利用者：1世帯（2名）
　利用日数：14日間
・母子生活支援施設入所措置事業
　入所者：1世帯（5名）
　入所日数：6月利用

・短期入所生活援助（ショートステイ）
　利用者：3世帯（3名）
　利用日数：延べ9日間
・夜間養護等（トワイライトステイ）
　実績なし
・母子生活入所措置状況
　入所者：1世帯（5名）
　入所日数：12か月

・短期入所生活援助（ショートステイ）
　利用者：3世帯（児童4名）
　利用日数：延べ7日間
・母子生活支援施設入所措置
　入所状況：1世帯（5名）
　入所期間：12か月

・短期入所生活援助（ショートステイ）
　利用者：2世帯（児童2名）
　利用日数：延べ9日間
・夜間養護等（トワイライトステイ）
　実績なし
・母子生活支援施設入所措置
　入所状況：1世帯（5名）
　入所期間：12ヶ月

・短期入所生活援助（ショートステイ）
　実績なし
・夜間養護等（トワイライトステイ）
　実績なし
・母子生活支援施設入所措置
　入所状況：1世帯（5名）
　入所期間：9ヶ月

保護者の疾病や仕事の都合等により、児童の
養育に困難が生じた際に乳児院及び児童養
護施設に預けることができるよう、短期入所生
活援助事業（ショートステイ）や夜間養護等（ト
ワイライトステイ）を利用できるよう、令和3年度
も継続実施する。

③ ③ イ
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。

実施中 ・幼児ことばの教室の運営 ・幼児ことばの教室の運営 ・幼児ことばの教室の運営 ・幼児ことばの教室の運営
　ことばの検査、ことばの相談、ことばの指導

・幼児ことばの教室の運営
　ことばの検査、ことばの相談、ことばの指導

・幼児ことばの教室の運営
　ことばの検査、ことばの相談、ことばの指導

③ ③ イ
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。

完了 ―
・H29改築に向け、実施設計を行った（現地立
替による改築）

・老朽化したこども発達相談センターを改築する
・こども発達相談センター駐車場整備
　599㎡、区画16台分

③ ③ イ
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。

実施中
・配置を希望した小学校18校に32名、中学校9
校に13名配置
　配置率　100％

・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％

・ふれあい共育推進員　45人配置
・配置校　29校

・ふれあい共育推進員　44人配置
・配置校　30校

・ふれあい共育推進員　47人配置
・配置校　28校

・ふれあい共育推進員　47人配置
・配置校　27校

④ ① ア
定住促進事業
（No.76の再掲）

○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。

実施中
・交付件数　2件（移住者8名）
・問い合わせ件数　延べ26件

・交付件数　6件（移住者8名）
・問い合わせ件数　延べ39件

・花巻市定住促進住宅取得等補助金交付件数
11件（子育て世帯　6件、空き家バンク利用　3件、
子育て・空き家　1件、新規就農　1件）

・花巻市定住促進住宅取得等補助金交付件数 9件（子
育て世帯　5件、空き家バンク利用　4件）

・花巻市定住促進住宅取得等補助金交付件数 18件
（子育て世帯 12件、空き家バンク利用 3件、新規就農
3件　※交付条件の重複含む）

・花巻市定住促進住宅取得等補助金交付件数 13件（子育
て世帯　10件、空き家バンク利用　3件、新規就農　0件）

④ ① ア 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。 実施中
・公民連携プロフェッショナルスクールへの参
加　2名

・公民連携プロフェッショナルスクールへの参
加　1名
・オガール暖簾分けプロジェクトに参加　1名

・公民連携プロフェッショナルスクールへの職員派
遣　1名

・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の職員派遣は人事
課研修費で対応。H30-31は予算措置なし。
・リノベーションまちづくり推進事業
　リノベーションスクールの開催
　エリアリノベーション検討会議の開催
 　※R1-R2リノベーションまちづくり構想の策定

・都市経営プロフェッショナルスクールの職員派遣は人
事課研修費で対応(2年目）

・都市経営プロフェッショナルスクールの職員派遣は人事課
研修費で対応(3年目）

・公民連携計画の策定予定なし
・家守構想は、リノベーションまちづくり事業に
おいて策定。

④ ① ア
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。

実施中

・ビルオーナー等勧誘事業
・資産運用セミナー
・花巻市内におけるリノベーション可能性調査
(H27完了)

・ビルオーナー等勧誘は、随時実施
・資産運用セミナー1回開催

・第1回リノベーションスクールの開催
　3案件、受講者24人、参加者延べ206人、年度内
法人化1件

・遊休不動産と公共空間の効果的な活用を促進するエリ
アリノベーション事業

・リノベーション構想の策定
　構想委員会によるビジョンづくり、事業化の検討

・リノベーションまちづくりの指針（取組の方向性など）を示し
た「花巻リノベーションまちづくり構想（はなまきリノベーション
ビジョンブック）」の策定

・冊子300部印刷。構想策定委員ほか関係者
などに配布。また市ＨＰ上に掲載し、広く周知。

④ ① ア 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。

実施中 ―
・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係
る補助金

・都市再生整備計画搭載事業（広場：基幹事業、
花巻病院移転：関連事業）、ＵＲによる図書館複
合施設整備検討

・総合花巻病院移転事業に対する補助
・広場整備事業、住宅整備事業、総合花巻病院現況測
量、花巻駅周辺整備基本計画調査事業ほか

・総合花巻病院移転事業に関する補助、職員旅費 他
・花巻市立地適正化計画の変更（誘導区域から災害レッド
ゾーンを除外し、区域の一部変更）を実施。
・花巻市都市計画審議会に諮問し、同意を得て公表。

④ ① ア

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。

完了 ― ―
・第1回リノベーションスクールの開催
　3案件、受講者24人、参加者延べ206人、年度内
法人化1件

・第2回リノベーションスクールの開催
3案件、受講者19人、参加者延べ296人、年度内法人化

2件

・第3回リノベーションスクールの開催
3案件、受講者19人、参加者延べ309人、年度内法人

化1件

④ ① ア
宿場町おおはさま400
年記念事業（No.20の
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。

完了 ― ―

・日本ワインフェスティバル花巻大迫の開催
・大名行列、記念式典、記念講演の開催
・大迫あんどんまつりと弘前ねぷたまつりとの共
演
・宿場町おおはさま400年記念番組の制作

④ ① ア
子育て世帯住宅取得
支援事業（№81の再
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。

実施中 ― ― ― ・子育て世帯住宅取得奨励金　29件
（No.76「定住促進事業」として実施）
・子育て世帯住宅取得奨励金　112件

・子育て世帯住宅取得奨励金　121件

④ ① ア
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。

完了 ― ―
・総合花巻病院移転整備支援事業補助金
15,000千円

・総合花巻病院移転整備支援事業補助金　600,000千円 ・総合花巻病院移転整備支援事業補助金　585,000千円

④ ① ア
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。

実施中 ― ―
新花巻図書館整備基本構想策定
　平成29年8月に策定

・新花巻図書館整備基本計画策定に向けた取り組み
　庁内プロジェクトチームを立ち上げ検討

・新花巻図書館整備基本計画策定に向けた取り組み
　花巻市図書館複合施設整備アドバイザー業務　4,931
千円
　専門企業などからアドバイスを得て、事業手法案の一
つとして「新花巻図書館複合施設整備事業構想」を作成

・新花巻図書館整備基本計画策定に向けた取り組み
　花巻市図書館複合施設整備アドバイザー謝礼　124千円
　富士大学教授からアドバイスを得て、としょかんワークショッ
プや市民意見交換会を開催

新花巻図書館整備に向け、基本計画の策定
が必要であることから継続実施することとした
ため。

④ ① ア
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。

実施中 ― ―
・商店街共同施設補修事業補助金　0件
・公共駐車場確保　1件
・市民ふれあい広場運営　3件

・市民ふれあい広場運営 4か所（一日市、大迫、石鳥
谷、東和）
・商店街共同施設補修事業　1件
・公共駐車場確保対策　大迫地区内　3か所

・市民ふれあい広場運営 4か所（一日市、大迫、石鳥
谷、東和）
・商店街共同施設補修事業　1件
・公共駐車場確保対策　大迫地区内　3か所

・市民ふれあい広場運営 5か所（一日市、上町、大迫、石鳥
谷、東和）
・商店街共同施設補修事業　2件（大町、吹張町）
・公共駐車場確保対策　大迫地区内　3か所

中心商店街の活性化を図るため、商店街駐車
場等の利便施設の運営や、商店街が実施す
る共同施設の改修を補助し、利便性向上を図
るため

④ ① ア
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。

実施中 ― ―
・新花巻駅駐車場整備（舗装整備→有料化）
・石鳥谷駅前駐車場整備（新設）

・駅周辺施設（駐車場）の機能向上
　照明改修（LED）　　案内板更新（1基）
　防犯カメラ設置（4基）
　臨時駐車場整備（77台）

・駅周辺施設（駐車場）の機能向上
　照明施設増設（新花巻駅西1・西2駐車場）

キャッシュレス決済システム導入（新花巻駅東・西1・西
2）
　拡張整備に係る測量設計（新花巻駅駐車場）

なし
花巻駅南駐車場(第1、第2)電子マネー・クレ
ジットカード決済機能システム導入経費3,938
千円をR3へ繰越

④ ① ア
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。

完了 ― ― ・花巻駅周辺整備基本計画調査
・花巻駅周辺整備基本計画調査（H29-H30業務委託）
・公共交通拠点等計画検討（H30業務委託）
・地下道交通量調査（H30業務委託）

④ ① イ
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。

実施中 ― ―
・幹線道路資料作成
・スマートインターチェンジ資料作成
・検討会開催　3回

・コンサルタントへの業務委託
・高速道路の利便性を向上して産業振興等の発展を図
る。
　地区協議会の開催　1回

・高速道路の利便性を向上して産業振興等の発展を図る。
　地区協議会の開催　0回
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実施状
況

H27総合戦略事業名 事業の内容
基本目
標№

重点方
針№

施策の
方向性

№
H28 R2H29 H30 R1

事業実績

備考

④ ① イ
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。

実施中 ― ― ―

・光通信環境が整備されていない地域に居住する世帯に
対し無線通信機器の導入を補助
　申請件数　8件、交付件数　5件（申請後に申請の取下
げあったため減少）

・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Ｗｉ-Ｆｉルーターの導入経
費の補助を行う。

・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Ｗｉ-Ｆｉルーターの導入経費の補助
を行う。

R2で事業終了予定

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。

完了 ― ― ―

・災害公営住宅の整備と隣接地に民間事業者が整備した
子育て世帯向け地域優良賃貸住宅に補助を行うことによ
り、まちなか居住の推進と、入居者と地域との交流が図ら
れるよう集会所を整備した。
　【災害公営住宅】2棟30戸（コンビニ含）
　【集会所】1棟
　【子育て世帯向け地域優良賃貸住宅】2棟10戸

④ ① ア
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。

完了 ― ―
・用地買収、工事実施設計の完了、工事契約の
締結
（工事はＨ30年度繰越）

・災害公営住宅の整備と隣接地に民間事業者が整備した
子育て世帯向け地域優良賃貸住宅に補助を行うことによ
り、まちなか居住の推進と、入居者と地域との交流が図ら
れるよう集会所を整備した。
　【災害公営住宅】2棟30戸（コンビニ含）
　【集会所】1棟
　【子育て世帯向け地域優良賃貸住宅】2棟10戸

④ ① イ 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。

完了 ―
・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

④ ① イ 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。

実施中 ― ―
・整備検討委員会開催（4回）
・土木基本設計策定、建築基本設計策定
・不動産鑑定評価

・土木実施設計、建築実施設計、登記測量、用地取得、
造成工事（盛土）、パイプライン移設工事　等

・道の駅を核とした地域連携を図り、道路利用者に安全
で快適な交通環境を提供する。

・道の駅を核とした地域連携を図り、道路利用者に安全で快
適な交通環境を提供する。

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。

完了 ―

・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

・駐車場の再整備について実施済
※7款1項3目一般行政経費（観光施設）にて、「道
の駅『石鳥谷』駐車場構内支障物件撤去業務委
託」として実施

④ ① イ
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。

完了 ― ―

・道の駅「石鳥谷」内の南部杜氏伝承館のリ
ニューアル整備に向けた市民ワークショップを開
催（1回）
　参加者　15人（経費は一般行政経費（観光施
設）で対応）

・道の駅「石鳥谷」施設再編基本構想・基本計画検討委
員会の開催
・基本構想・基本計画策定業務委託（繰越）
・測量調査等業務委託等

・基本構想・基本計画策定（令和元年5月策定）
・設計業務、測量調査、地質調査、樹木伐採、用地取
得、支障物等撤去等

基本構想・基本計画の策定は令和元年度に
終了したが、施設再編事業は継続中

④ ① イ
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。

完了

・地域公共交通網形成計画作成支援業務委
託により、市民の移動実態や公共交通に対す
るニーズ等を把握した上で、基本方針及び実
施事業の検討を行い、計画素案を策定した。

・平成29年2月24日　花巻市地域公共交通会
議を開催し、花巻市地域公共交通網形成計
画（素案）について協議
・平成29年3月2日～3月31日　花巻市地域公
共交通網形成計画（素案）に係るパブリックコ
メントを実施

・平成29年6月1日　花巻市地域公共交通会議開
催し、花巻市地域地域交通網形成計画（案）につ
いて協議
・平成29年6月15日　花巻市地域公共交通網形成
計画策定

④ ① イ
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。

実施中
・当日予約が可能な利便性の高い新たなデマ
ンドシステムの導入について検討を行った。

・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）

・石鳥谷地域予約乗合バスを継続運行した。
・平成29年10月から市営バスの廃止に合わせ、
当日予約に対応した東和地域予約乗合バスの運
行を開始した。
　システム管理費
　東和地域一時導入経費
　石鳥谷地域運行補助金(H29.4～H30.3)
　東和地域運行補助金(H29.10～H30.3)
　停留所標識設置

・石鳥谷地域及び東和地域の予約乗合バスを継続運行
・大迫地域の民間路線バスの廃止に合わせ、平成30年
10月から当日予約に対応した大迫地域予約乗合バスの
運行開始

・大迫地域、石鳥谷地域、東和地域、湯口地域の予約乗
合バスを継続運行した。西南地域の民間バス路線の廃
止に合わせ、令和元年10月から当日予約に対応した西
南地域予約乗合バスの運行を開始した。
　予約応答型乗合交通の利用者数　15,924人

・大迫地域、石鳥谷地域、東和地域、西南地域、湯口地域の
予約乗合バスを継続運行した。
（R2予約応答型乗合交通の利用者数　15,838人）
・交通不便地域を解消するための方策を検討するための調
査業務を行った。

④ ① ア
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。

完了 ・花巻市立地適正化計画の策定 ・花巻市立地適正化計画の策定（H28年6月）
・H28年度策定。見直しは随時。
　H30は予算措置なし
※R1計画変更実施

・H28年度策定。
・都市計画運用指針の改定に伴い、花巻市立地適正化
計画の見直しを実施。

令和３年度に「防災指針」の作成を含む計画
の変更を実施。

④ ① ア
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。

完了
・セミナー・ワークショップの開催　3日
・商店街賑わい再生戦略事業費補助金　1件

・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）

・商店街賑わい再生戦略事業費補助金　1件

④ ① ア
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。

実施中 ・実績なし（相談のみ） ・補助金交付　3件 補助金交付　１件

・各種団体補助金・負担金　3件
・商店街活性化イベント事業補助金　13件
・まちなか創業支援事業補助金　5件
・日本ワインフェスティバル花巻大迫の開催

・各種団体補助金・負担金　3件
・商店街活性化イベント事業補助金　13件
・まちなか創業支援事業補助金　5件
・日本ワインフェスティバル花巻大迫の開催

・各種団体補助金・負担金　3件
・商店街活性化イベント事業補助金　2団体3件
・まちなか創業支援事業補助金　4件
・日本ワインフェスティバル花巻大迫（中止）
・まちの駅いしどりや酒蔵交流館の再整備（解体設計・物置
移設）

コロナ感染症によりイベント中止が相次いだも
のの、新規創業に取り組む事業者があるな
ど、商店街の事業集積に向けた動きがあり、こ
れらを切れ目なく支援していく必要があるため

④ ① ア
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
準化の実現のため、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。

実施中

・測量登記、不動産鑑定、公売地看板ほか
3,102,605円
　公売件数　14件、売却件数　4件
・公共施設等総合管理計画策定アドバイザー
謝礼、市民アンケート、策定委託ほか
5,444,058円
・公共施設白書2015とりまとめ公表

・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
・公共施設等総合管理計画策定アドバイザー
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

・「建物施設の保全アンケート」の実施　1回
・公共施設白書2017【簡易版】公表
・花巻市建物施設保全方針の策定

・公共施設マネジメント研修会の開催　2回
　参加職員 延べ88人
・花巻市公共施設マネジメント計画【実施計画編】(素案）
策定

・公共施設マネジメント計画の推進に関する担当者説明
会(H31.4.25)
　参加職員　39人
・花巻市公共施設マネジメント計画【実施計画編】(素案）
策定

・【実施見合わせ】外部講師を招いた職員研修、先進地視察・
実務研修
・公共施設マネジメント計画「実施計画編」策定(R2.10)
　R1:素案作成作業→R2:市民参画(パブコメ、説明会)を経て
成案化

④ ① イ 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。

実施中

・新設改良　41路線
・現道舗装　12路線
・側溝整備　8路線
・雪寒対策　3路線の整備

・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

・新設改良　54路線
・現道舗装　28路線
・側溝整備　10路線
・雪寒対策　3路線の整備

・新設改良　34路線
・現道舗装　2路線
・側溝整備　15路線
・雪寒対策　2路線の整備

・安全で快適に通行できる道路網を構築する。
　道路改良事業実施路線　41路線
　現道舗装事業実施路線　2路線
　側溝整備事業実施路線　15路線

・安全で快適に通行できる道路網を構築する。
　道路改良事業実施路線　37路線
　現道舗装事業実施路線　4路線
　側溝整備事業実施路線　14路線
　防雪柵整備事業実施路線数　1路線

188590(繰越)　346,373千円

④ ① イ 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。

実施中
・朝日橋橋梁補修
・中央橋（JR）橋梁点検
・長寿命化修繕計画

・川原橋橋梁補修
・長寿命化修繕計画

・橋梁維持設計委託・工事　9橋 ・橋梁維持設計委託・工事　23橋
・交通の安全を確保するとともに橋梁の長寿命化図る。
　修繕橋梁数　3橋

・交通の安全を確保するとともに橋梁の長寿命化図る。
　修繕橋梁数　12橋

1886500(繰越)　27,502千円

④ ① イ 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。

完了 ・豊沢橋、太田橋の橋梁整備 ・豊沢橋、太田橋の橋梁整備 橋梁新設　豊沢橋 ・橋梁新設　豊沢橋
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実施状
況

H27総合戦略事業名 事業の内容
基本目
標№

重点方
針№

施策の
方向性

№
H28 R2H29 H30 R1

事業実績

備考

④ ① イ
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。

実施中

○汚水処理施設の維持管理
・公共下水道施設維持管理（管路、ポンプ場、
浄化センター）
・農業集落排水施設維持管理（管路、クリーン
センター）
・市設置浄化槽
○汚水処理施設の整備
・公共下水道管路施設整備　16.8km
・市設置浄化槽の整備　67基
○汚水処理施設の長寿命化
・農業集落排水（機能強化事業）
○水洗化率の向上（水洗化率84.9％）
水洗化促進補助金交付実績
・公共下水道　　 106件 1,322千円
・農業集落排水　  52件　 165千円
・浄化槽　　　　     18件　 345千円

○汚水処理施設の維持管理
・公共下水道施設維持管理（管路、ポンプ場、
浄化センター）
・農業集落排水施設維持管理（管路、クリーン
センター）
・市設置浄化槽
○汚水処理施設の整備
・公共下水道管路施設整備　5.0km
・市設置浄化槽の整備　72基
○汚水処理施設の長寿命化
・農業集落排水（機能強化事業）
○水洗化率の向上(水洗化率85.7％）
水洗化促進補助金交付実績
・公共下水道　　　180件　2,577千円
・農業集落排水　　 28件　  280千円
・浄化槽　　　　　　　23件　 847千円

○汚水処理施設の維持管理
・公共下水道施設維持管理（管路、ポンプ場、浄
化センター）
・農業集落排水施設維持管理（管路、クリーンセ
ンター）
・市設置浄化槽
○汚水処理施設の整備
・公共下水道管路施設整備　4.8km
・市設置浄化槽の整備　56基
・個人設置浄化槽の整備　8基
○汚水処理施設の長寿命化
・大迫、東和浄化センター
・農業集落排水（機能強化事業）
○水洗化率の向上(水洗化率89.8％）
水洗化促進補助金交付実績
・公共下水道　　　146件　1,819千円
・農業集落排水　　 15件　  483千円
・浄化槽　　　　　　　31件　1,174千円

○汚水処理施設の維持管理
・公共下水道施設維持管理（管路、ポンプ場、浄化セン
ター）
・農業集落排水施設維持管理（管路、クリーンセンター）
・市設置浄化槽
○汚水処理施設の整備
・公共下水道管路施設整備　2.8km
・市設置浄化槽の整備　51基
・個人設置浄化槽の整備　2基
○汚水処理施設の長寿命化
・大迫、東和浄化センター
・農業集落排水（機能強化事業）
○水洗化率の向上(水洗化率89.8％）
水洗化促進補助金交付実績
・公共下水道　　　118件　1,941千円
・農業集落排水　　 17件　  557千円
・浄化槽　　　　　　　27件　 958千円

○汚水処理施設の維持管理
・公共下水道施設維持管理（管路、ポンプ場、浄化セン
ター）
・農業集落排水施設維持管理（管路、クリーンセンター）
・市設置浄化槽
○汚水処理施設の整備
・公共下水道管路施設整備　3.0km
・個人設置浄化槽整備（補助金）　80基
○汚水処理施設の長寿命化
・大迫、東和浄化センター
・農業集落排水クリーンセンター
○水洗化率の向上(水洗化率90.5％）
水洗化促進補助金交付実績
・公共下水道　　　130件　6,363千円
・農業集落排水　　 22件　909千円
・浄化槽　　　　　　　43件　847千円

○汚水処理施設の維持管理
　・公共下水道施設維持管理（管路、ポンプ場、浄化セン
ター）
　・農業集落排水施設維持管理（管路、クリーンセンター）
　・市設置浄化槽
○汚水処理施設の整備
　・公共下水道管路施設整備　3.40km
　・個人設置浄化槽整備（補助金）　58基
○汚水処理施設の長寿命化
　・大迫、東和浄化センター
　・農業集落排水クリーンセンター
○水洗化率の向上(水洗化率90.7％）
水洗化促進補助金交付実績
　・公共下水道　　　108件　5,230千円
　・農業集落排水　   21件　1,462千円
　・浄化槽　　　　　　 59件　3,832千円

④ ② ア 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。

実施中

・青少年体験活動　193千円（うち明許繰越費
178千円）
　こどもの集い開催　参加者　27人
　はなまき！おもしろ探検隊開催　参加者　75
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：ガールスカウト岩手県第5団、花巻
少年少女発明クラブ、花巻市青少年育成市民
会議
・成人式開催　1,560千円
　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　832人

・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：ガールスカウト岩手県第5団、花巻
少年少女発明クラブ、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

・青少年体験活動
　はなまき！おもしろ探検隊開催　参加者　161人
　家庭教育支援講座開催　参加者　45人
・青少年関係団体への補助
　青少年育成に取り組む団体への活動費補助
　交付先：ガールスカウト岩手県第5団、花巻少年
少女発明クラブ、花巻市青少年育成市民会議
・成人式開催
　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　779人

・青少年体験活動　269千円
　はなまき！おもしろ探検隊開催　参加者　130人
　家庭教育支援講座開催　参加者　41人
・青少年関係団体への補助　350千円
　青少年育成に取り組む団体への活動費補助
　交付先：ガールスカウト岩手県第5団、花巻少年少女発
明クラブ、花巻市青少年育成市民会議
・成人式開催　1,242千円
　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　835名

・青少年体験活動　287千円
　はなまき！おもしろ探検隊開催　参加者　103人
　家庭教育支援講座開催　参加者　73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：ガールスカウト岩手県第5団、花巻少年少女発
明クラブ、花巻市青少年育成市民会議
・成人式開催　1,550千円
　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　706名

・青少年体験活動　179千円
　はなまき！おもしろ探検隊開催　参加者　103人
・青少年関係団体への補助　209千円
　青少年育成に取り組む団体への活動費補助
　交付先：ガールスカウト岩手県第5団、花巻少年少女発明ク
ラブ、花巻市青少年育成市民会議
・成人式開催　1,501千円
　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
　※新成人が一堂に会する開催は取りやめ、ウェブ配信によ
る開催とした
　　他、実行委員会主催によるフォトスポットを２か所設置
　　　フォトスポットに来場した新成人　392人

青少年が健やかに育つ環境づくりや、定住を
見据えた市の将来を担う人材としての育成支
援に市がかかわることは重要であることから
継続実施することとしたため。

④ ② ア 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 ― ― ― ― ―
本事業については、民間の団体により、子どもの職業体験や
社会体験などが定期的に実施されているため、行政が改め
て実施する必要はないと判断により、未実施。

④ ② ア
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。

実施中 ― ―
・大迫高等学校生徒確保対策協議会事業補助　1
団体
・生徒確保通学費補助、生徒学習支援等

・岩手県立大迫高等学校の生徒確保対策のため、生徒
確保対策協議会への事業補助を実施

・大迫高等学校生徒確保のため、全国から高校生おお
はさま留学生を受け入れるとともに、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。

・大迫高等学校生徒確保のため、全国から高校生おおはさま
留学生を受け入れるとともに、同校に通う生徒への通学費用
助成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。

④ ② イ
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。

完了

・先進地視察「住みよいまちを私が創る～対
話で創る地方創生フォーラム（静岡市）」　5名
参加（コミュニティ会議関係者等）
・コミュニティ会議研修会「牧之原市における
対話による協働のまちづくり」　76名参加（コ
ミュニティ会議、市議会議員）

・コミュニティ会議研修会「『対話』で創る『地方
創生』」　55名参加（24コミュニティ会議）

・協働のまちづくりファシリテーション研修会（4回）
参加者：市民1名、コミュニティ会議20名、市職員
18名）

・ファシリテーション研修会　0回
（より効果のある研修にするため、研修方法について検
討したが、研修会の開催には至らなかった。）

・対話によるまちづくりを推進するため、ファシリテータ的
人材育成を目的としたをWS研修会の開催　0回（より効
果のある研修にするため研修方法について検討したが、
開催に至らなかった。）

※地域づくり活動推進事業には、ファシリテー
ション研修会、地域づくり交付金、コミュニティ
会議サポート事業、地域づくり講演会等があ
る。

④ ② イ
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。

完了 ― ―
・解体工事設計業務
・基本設計業務委託
・地質調査業務

・実施設計業務
・旧東和コミセン解体工事
・新築（建築・電気設備・機械設備）工事（20％分）
・新築工事監理業務
・外構工事設計業務
・その他（旧コミセン外壁アスベスト検査、建築確認手数
料、境界復元業務）

・新築（建築・電気設備・機械設備）工事（80％分）
・新築工事監理業務
・外構工事
・その他（備品整備、Wi-Fi設置、防犯カメラ移設、物品運
搬、仮設トイレ移設建築確認完了検査手数料、水道加
入金、こけら落とし関係経費）

④ ② イ
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。

完了 ― ―
・石鳥谷生涯学習会館講堂棟外壁等修繕
・石鳥谷生涯学習会館エレベーター設備新設設
計業務委託

・石鳥谷生涯学習会館本館雨漏り等修繕
・生涯学習施設建物劣化度調査業務委託
・石鳥谷生涯学習会館エレベーター設備設置工事及び工
事監理業務委託

④ ② ア
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。

実施中

・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
　延べ参加者　12,662名（中学校は10.3.2
CD401、延べ参加者　5,773名）

・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
　延べ参加者　10,100名（中学校は10.3.2
CD10426、延べ参加者　5,600名）

・小学校地域体験型学習
　19校実施、11,066人参加
・中学校地域体験型学習
　11校実施、5,408人参加

・小学校地域体験型学習
　19校実施、9,532人参加
・中学校地域体験型学習
　11校実施、5,089人参加

・小学校地域体験型学習
　19校実施、延べ9,975人参加
・中学校地域体験型学習
　11校実施、延べ5,291人参加

・小学校地域体験型学習
　18校実施、延べ7,435人参加
・中学校地域体験型学習
　11校実施、延べ3,477人参加

④ ② ア
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。

実施中
・現地講師による被災地学習　6校
・被災地訪問により復興の状況を知る体験学
習　10校

・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

・復興教育学校支援
　小学校　1校、23人参加
　中学校　6校、551人参加

・復興教育学校支援
　小学校　4校、417人参加
　中学校　9校、1,294人参加

・復興教育学校支援
　小学校 3校、407人参加
　中学校 9校、1,726人参加
※決算、予算は地域体験型学習に含まれる。

・復興教育学校支援
　小学校　4校、231人参加
　中学校　9校、856人参加

事業№188の予算に含む

④ ② ア
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。

実施中

・まなび学園・総合支所・振興センターでの学
習講座　24,082千円
　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　329講座開催

・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

・まなび学園・総合支所での学習講座　21,520千
円
　富士大学花巻市民セミナー、高齢者学級、女性
学級、市民講座ほか　319講座開催

・まなび学園・総合支所での学習講座　20,915千円
・富士大学花巻市民セミナー、高齢者学級、女性学級、
市民講座ほか　313講座開催

・まなび学園・総合支所での学習講座　21,439千円
・富士大学花巻市民セミナー、高齢者学級、女性学級、
市民講座ほか　307講座開催

・まなび学園・総合支所での学習講座　21,068千円
・富士大学花巻市民セミナー、高齢者学級、女性学級、市民
講座、家庭教育支援ほか　215講座開催

市民の生涯学習への取り組みを支えること
は、人づくりにもつながり重要であることから継
続実施することとしたため。

④ ② ア
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。

実施中

・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
　郷土芸能公演回数　4回、入場者数　1,860
人

・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

・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　2,380人

・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　2,580人

・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　2,340人

・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
　　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、全5公演を中
止
　　郷土芸能公演回数　0回、入場者数　0人
・小中学校での民俗芸能鑑賞会の開催　小学校2校、中学校
2校

民俗芸能の保存伝承・普及のためには、公演
の機会を設けることが重要であり、令和3年度
以降も継続実施する。
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実施状
況

H27総合戦略事業名 事業の内容
基本目
標№

重点方
針№

施策の
方向性

№
H28 R2H29 H30 R1

事業実績

備考

④ ② イ
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。

実施中

・湯本振興センター耐震補強工事（14,634,000
円）
・谷内振興センター整備（223,582,052円）
・東和地区振興センター用途変更（43,701,120
円）
・東和地区社会体育館用途変更（1,215,000
円）
・東和コミュニティセンター休止に伴う移転
（6,592,644円）
・旧外川目小学校用途変更（1,516,800円）

・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

・花巻地区分
　湯本振興センター（東側建物）外壁修繕
　湯本振興センター2階和室天井・床修繕業務
　太田振興センター外壁修繕
　太田振興センター排気フード等修繕
　太田振興センター玄関上部幕板修繕
・大迫地区分
　下中居公民館木造耐震補強等実施設計業務委
託
　下中居公民館改修工事
・東和地区分
　浮田振興センター内装修繕
　小山田振興センター駐車場整備業務委託（舗
装）

・湯口振興センター屋根修繕　等
・笹間振興センター屋内消火栓設置
・花西振興センター耐震診断調査　等
・花巻中央振興センター耐震診断調査　等
・宮野目振興センター大広間照明修繕
・湯本振興センター体育室天井灯具落下防止　等
・花南振興センター体育室上部梁コンクリート調査　等
・好地振興センタートイレ洋式化交換
・成島振興センター出入口舗装
・浮田振興センター屋根修繕

振興センターの長寿命化を図るため、改修工事等を行
う。
・老朽化が進んでいる花巻中央振興センターの耐震補
強工事等を行う。
・矢沢振興センターの建物調査行い保全計画を作成す
る。
・老朽化が進んでいる花西振興センターは耐震補強の
通常工法ができないことから建物のの使用を令和元年
度限りとし、解体工事設計等を行う。

振興センターの長寿命化を図るため、所要の整備等を実施。
・矢沢振興センターの改修工事実施設計を実施。
・宮野目振興センターの建物調査行い保全計画を作成
・宮野目振興センターにルームエアコンを移設
・耐震性に問題があった花西振興センターは解体工事を実
施
・花西振興センター解体後の跡地を駐車場に整備

④ ② イ
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。

実施中
・先進地視察及び外部講師による研修の実施
（607,790円）
・地域づくり交付金（196,534,292円）

・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）

・地域づくり交付金
・コミュニティ会議別ワークショップ
・ファシリテーション研修会
・地域づくり講演会・研修会等
・先進地視察

・地域づくり交付金による地域課題解決等の取組支援
・中間支援組織等によるコミュニティ会議へのサポート
・ファシリテーション研修会、地域づくり講演会、地域自治
に関する総合的な懇談会の開催

・生活環境の向上、文化振興、地域安全対策等の地域
づくり活動を推進するため、地域づくり交付金を27コミュ
ニティ会議へ交付（198,037,083円）

・生活環境の向上、文化振興、地域安全対策等の地域づくり
活動を推進するため、地域づくり交付金を27コミュニティ会議
へ交付

④ ② イ
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。

実施中

・市民参画・協働推進委員会委員報酬
(144,000円)
・消耗品費等(73,489円)
・通信運搬費(2,643円)
・谷内地区市政懇談会会場借上料(3,000円)

・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)

・市民参画協働・推進委員会委員報酬
・消耗品費等
・通信運搬費

・市政への市民参画ガイドラインの運用・検証（市民参
画・協働推進委員会の開催等）
・広聴事業の実施（市政懇談会。まちづくり懇談会、市長
との対話、要望・陳情、市長へのはがき・メール）

・市民が積極的に市政に関わることができるようガイドラ
インの運用、担当部署による市民参画の計画・実施
・市民参画・協働推進委員会の開催　3回、職員チーム
会議の開催　3回

・市民が積極的に市政に関わることができるようガイドライン
の運用、担当部署による市民参画の計画・実施
・市民参画・協働推進委員会の開催　4回、職員チーム会議
の開催　2回

④ ② イ
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。

実施中
・職員旅費(44,270円)
・市民団体等活動支援事業補助金(1,466,000
円)

・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)

・職員旅費
・委託料
・市民団体等活動支援事業補助金

・市民団体等活動支援事業補助金　7団体1,679千円

・市民団体等が新たに取り組む公益的な活動に対し補
助金の交付8団体
・市民団体等の活動を周知するため電子ブックの作成更
新と市HPへの掲載等

・市民団体等が新たに取り組む公益的な活動に対し補助金
の交付2団体
・市民団体等の活動を周知するため電子ブックの作成更新と
市HPへの掲載等

④ ③ ア 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。

実施中
・消防団応援事業を開始
　公共施設　16施設、一般事業所　19施設登
録

（H28予算措置なし)
・H27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(H28年度末)
　公共施設　16施設、一般事業所　122施設

（Ｈ29予算措置なし）
・一般行政経費から団員家族カードを作成、全団
員家族に配布
・消防団応援事業登録施設(Ｈ30当初)
　公共施設16施設、一般事業所127施設

（H30予算措置なし）
・秋季・春季火災予防週間行事で募集
・ぷらっと花巻常設コーナー展示
・消防演習、出初式の実施

（R1予算措置なし）
・秋季・春季火災予防週間行事で募集
・ぷらっと花巻常設コーナー展示
・消防演習、出初式の実施

(R2予算措置なし）
・広報はなまきに掲載し募集

令和3年度以降も継続実施

④ ③ ア
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。

実施中
・花巻市学生消防団活動認証制度をスタート
させ、地元大学（富士大学）へ制度の説明を
行った。

（H28予算措置なし)
・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

（Ｈ29予算措置なし）
・地元大学（富士大）へ制度説明と、消防団員募
集ＰＲを行った。（大学生1名の入団）

（H30予算措置なし）
・公務員合同ガイダンスで制度説明の実施

（R1予算措置なし）
・公務員合同ガイダンスで制度説明の実施

（R2予算措置なし）
・実績なし

新型コロナウイルス感染症の影響により未実
施

④ ③ ア
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。

実施中

・自主防災組織未結成地区への働きかけ（15
行政区）
・訓練支援・講師派遣　50回（うち防災危機管
理課　25回）

・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

・自主防災組織結成　１行政区
・講師派遣　22回

・自主防災組織新規結成数　2団体（累計216団体・結成
割合94.1％）
・自主防災アドバイザーの新設　委嘱者数　6名
・防災士資格取得支援事業補助金　5名

・自主防災組織結成
・講師派遣
・自主防災アドバイザーの新設
・防災士資格取得支援事業の新設

・自主防災組織結成
・講師派遣
・自主防災アドバイザーの派遣
・防災士資格取得支援事業の推進

組織率の向上及び組織活動の活性化のた
め、引き続き近畿結成の呼びかけ、出前講
座、防災（避難）訓練支援、コミュニティ助成事
業等を実施していく必要があるため、継続実
施。

④ ③ ア 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。

実施中

・ハザードマップ全世帯配布、防災ラジオ購
入・貸与
・防火倉庫設置（3か所）、避難所看板設置
・ＭＣＡ無線の整備

・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

・ハザードマップの作製と配布
・防災倉庫設置（1か所）
・災害体躯本部室機器設置
・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
・指定緊急避難場所及び指定避難所追加におけ
る公衆無線ＬＡＮの整備

・ハザードマップの作製・配布　12,000枚
・避難行動要支援者名簿の整備（新規名簿対象者への
案内ほか）
・防災協定締結団体と防災訓練を実施 花巻地区1回開
催
・指定緊急避難場所及び指定避難所追加における公衆
無線ＬＡＮの整備　35か所設置

・ハザードマップの作製と配布
・防災倉庫設置（1か所）
・避難所据え置きスロープ購入
・避難場所誘導看板設置（6か所）
・避難行動要支援者名簿の整備
・災害FM放送設備更新

・ハザードマップの作製と配布
・避難場所誘導看板設置（６カ所）
・避難行動要支援者名簿の整備
・災害FM放送設備更新

引き続き、避難場所の周知や災害関連情報、
避難情報の確実な伝達のため、避難対策事
業を推進するとともに、住民が避難しやすい避
難場所についての検討や、感染症対策につい
ての検討・周知を行う必要があるため、継続実
施。

④ ③ ア 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。

実施中
・予防週間行事に合わせた街頭広報のほか、
市ホームページ、ポスター等を掲示し団員募
集のＰＲを行った。

（H28予算措置なし)
・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ＰＲを行っ
た。

（H29PRに伴う予算措置なし)
・火災予防週間行事にあわせて街頭や市ホーム
ページ、ポスター掲示、のぼり旗、マグネットシー
トを活用し団員募集のＰＲを行った。

（H30宣伝予算措置なし)
・火災予防週間行事期間中、街頭、市ホームページ、コ
ミュニティＦＭラジオでの宣伝

（R1宣伝予算措置なし)
・火災予防週間行事期間中、街頭、市ホームページ、コ
ミュニティＦＭラジオでの宣伝

（R2宣伝予算措置なし）
・10月から3月までの期間、コミュニティFMにより消防団員を
募集

令和3年度以降も継続実施

④ ③ ア
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。

実施中

・活動事業
　幼年消防クラブ員防火パレード　4団体136
名、火絵画展　37団体649名
　幼年消防クラブ員入会式等　3団体376名、
リーダー研修会　17名
　少年消防クラブ員入会式等　4団体233名、
防火広報　9団体531名

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

・活動実績
　幼年消防クラブ防火パレード　3団体67名
　幼年消防クラブ絵画展　31団体508作品
　幼年消防クラブ入会等　3団体129名
　少年消防クラブリーダー研修会　13名参加
　少年消防クラブ入会等　1団体16名
　幼年消防クラブ員防火広報　9団体308名

・幼年・少年消防クラブ員の育成を目的とした活動
　幼年消防クラブ防火パレード　3園97名参加
　消防作品展（小学生対象）　5校34作品出展
　幼年消防クラブ絵画展　33園582作品出展
　幼年消防クラブ入会式　3園126名
　少年消防クラブ入会式　2団体24名
　少年消防クラブリーダー研修会　13名参加

・幼年・少年消防クラブ員の育成を目的とした活動
　幼年消防クラブ防火パレード　2園69名参加
　消防作品展（小学生対象）　2校41作品出展
　幼年消防クラブ絵画展　35園588作品出展
　幼年消防クラブ入会式　3園124名
　少年消防クラブ入会式等　4団体23名
　少年消防クラブリーダー研修会　7名参加

・幼年・少年消防クラブ員の育成を目的とした活動
　幼年消防クラブ防火パレード　2園74名参加
　消防作品展（小学生対象）　1校12作品出展
　幼年消防クラブ絵画展　32園562作品出展
　幼年消防クラブ入会式　1園17名
　　(感染症拡大防止のため、2園85名に会員証交付のみ実
施)
　少年消防クラブ入会式等
　　(感染症拡大防止のため、2団体23名に任命状交付のみ
実施)
　少年消防クラブリーダー研修会　(中止)

　将来の地域防災の担い手育成のため、必要
と判断し継続することとした。
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