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中山間地域の多面的機能を維持するために、１７

集落に対して直接支払いを行います。

■中山間地域等直接支払事業
担当：農政課

事業費：１,５７０万円

連携によって築く、躍進する産業のまちづくり

基本目標Ⅱ

自然環境や広域交通機能を生かし、さまざまな連携・協調の輪を広げることで、

躍動感あふれる産業の振興を進めるほか、人づくり、雇用確保などの観点からも、

産業活性化に向けて取り組んでいきます。

施策（１）
産業の振興

①農業

付加価値の創造を支援する農畜産物の６次産業

化支援事業を継続します。

■農畜産物の６次産業化支援
担当：農政課

事業費：１００万円

ほうれんそうの安定出荷を目的として、生産者、

市、ＪＡで基金を積み立て、価格安定を図ります。

■ほうれんそう価格補填対策事業
担当：農政課

事業費：７５０万円

担い手育成・確保および集落営農組織による農

業生産構造への移行と、コメ依存からの脱却を図

るために実施する営農振興対策に対し、ＪＡ新い

わて営農振興支援対策事業費補助金を交付します。

■営農振興支援対策事業
担当：農政課

事業費：７４３万円

りんどうのヨーロッパ輸出の課題であるユーロ

安対策として、運搬経費補助を行います。

■りんどう海外輸出支援事業
担当：農政課

事業費：１２５万円

新品種開発事業やりんどう親株の増殖事業など

で生産拡大を促すほか、ニュージーランドとの合

同育種事業や、同国とチリでの栽培を継続して推

進し、さらなる発展につながる施策を展開します。

・りんどうの新品種開発４０９万円

・ニュージーランドりんどう共同研究負担金１５０万円

・親株増殖業務４３０万円ほか

■りんどうの生産拡大と品種開発
担当：花き研究開発センター

事業費：２,６８１万円

市全体のりんどう生産規模拡大を図るため、新

規栽培農家に対し経費の一部を補助します。

■りんどう生産規模拡大対策事業
担当：農政課

事業費：１４０万円

13号 外 ◎２０１2．６．７

新規に設立された集落営農組織および既存組織

の育成のため、助成を行います。

■集落営農組織支援事業
担当：農政課

事業費：３９４万円

コメの生産数量目標の達成、農業者戸別所得補

償制度の円滑な運営を図るため、農業再生協議会

に助成を行います。

■戸別所得補償推進事業
担当：農政課

事業費：１,２２０万円

葉たばこの廃作により、新規に野菜を栽培する

費用の一部を助成します。

■葉たばこ廃作対策事業
担当：農政課

事業費：２３２万円

各種農業制度資金の利子補給を行います。

・農業近代化資金１０６万円

・農業経営基盤強化資金２８４万円など

■農業金融対策事業
担当：農政課

事業費：４１５万円

意欲と能力のある農業経営体の育成や経営指導

を支援するために、専門的知識のある担い手指導

員を配置し、担い手の育成や経営改善指導、集落

営農組織育成指導、新規就農者の育成支援、農地

利用集積などの推進を行います。

■農業経営基盤強化促進対策事業
担当：農政課

事業費：６０７万円

ほうれんそうやりんどうの生産拡大を推進する

ため、生産施設や管理用機械の導入に対し、補助

金を交付し支援します。

■いわて未来農業確立総合支援事業
担当：農政課

事業費：６,５５０万円

市内の水田における自己保全など、約５６０㌶ の

遊休農地化を防止する対策として、作付面積の規

模を拡大しようとする集落営農組織に助成します。

■遊休農地活用促進対策事業
担当：農政課

事業費：５５０万円
地域農業マスタープランに位置付けられ、農地

集積に協力する農業者に助成を行います。

経営転換３００万円、分散錯圃解消１００万円
ほ

■農地集積推進事業
担当：農政課

事業費：４００万円

ほうれんそうで２人、りんどうで１人の新規農

業者を確保したほか、今後も新規就農者や就農体

験者に助成を行うなど、積極的に取り組みます。

新規就農者支援金（継続３世帯、新規１世帯）

７７７万円、研修受入農家支援金２２５万円、家賃助成

（２万円×７カ月×３世帯）４２万円、後継者就農

研修支援金（１５万円×１２カ月）１８０万円

■新規就農者等支援事業
担当：農政課

事業費：１,２２４万円

40歳未満の青年の独立自営就農の促進を図るた

めに実施する実践研修や相談会などに補助します。

（同額県補助あり）

■新規就農総合支援事業
担当：農政課

事業費：１,８００万円
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乳用牛の育成、肉用牛や馬の生産振興のため、

市営牧野３カ所で受託放牧を行います。

・上坊牧野（乳用種）

・七時雨牧野（日本短角種、黒毛和種、馬）

・長久保牧野（黒毛和種）

■放牧事業
担当：農政課

事業費：３,３３３万円

牛、豚、ブロイラーなどの価格補填事業や、地
てん

域ブランドである「八幡平牛」の浸透を図るため

に、八幡平市牛肉推進協議会が行う消費拡大事業

などについて支援します。

・養豚経営安定対策事業費補助金４１７万円

・種雄牛管理事業費補助金２９９万円

・県畜産振興総合対策推進指導事業費補助金２６８万円

・県ブロイラー価格安定対策事業費補助金１９６万円

・肉用牛肥育経営安定特別対策事業費補助金１８０万円

・優良牛保留対策事業費補助金１６０万円

・ブランド牛推進事業費補助金７５万円 ほか

■畜産振興対策事業
担当：農政課

事業費：１,６７４万円

県事業である「基幹水利施設ストックマネジメ

ント事業」に対して助成し、土地改良施設の長寿

命化を図るための維持補修工事を推進します。

・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金４５０万円

・国営造成施設管理体制整備促進事業費負担金２３２万円

・県営事業等工事費償還負担金３，２８８万円 ほか

■県営土地改良事業等促進対策事業
担当：農政課

事業費：４,５９２万円

共同活動支援や向上活動支援に加え、新たに復

旧活動支援により、農業基盤の低下を生じた水路

補修などに取り組む集落組織の活動を支援します。

■農地・水保全管理支払事業
担当：農政課

事業費：６,２６５万円

稚魚などの放流に要する事業の経費を助成し、

淡水漁業の振興を支援します。

■淡水漁業の振興
担当：農政課

事業費：２６万円

乳用牛や肉用牛の改良を促進しながら、市内の

牛群のレベルアップを図るため、優良牛の導入を

図る農業者に対して支援します。

■優良牛導入資金貸付基金積立金
担当：農政課

事業費：２,０００万円

集落・地域が抱える人と農地の問題を解決する

ための「未来の設計図」作成を、市農業再生協議

会に委託します。（同額県補助あり）

■人・農地プラン作成事業
担当：農政課

事業費：８９万円

上坊牧野に新たに用水施設を整備するため、上

坊地区用水施設整備工事設計業務を行います。

■上坊地区用水施設整備
担当：農政課

事業費：２９８万円

15号 外 ◎２０１2．６．７

緑化思想の高揚を図るため、社団法人県緑化推

進委員会などと連携し、募金活動や森林愛護少年

団の活動を支援します。

また、農作物に被害を及ぼす有害鳥獣の駆除を

行います。

■緑化推進・有害鳥獣駆除
担当：土木林業課

事業費：１９４万円

②林業

国が策定した「森林・林業再生プラン」の基本

理念である、森林の有する多面的機能の確保、人

工林資源の積極的な活用および木材の安定供給体

制の確立や低炭素社会の構築などを図るため、搬

出間伐と作業路網整備を進めるとともに、伐期を

迎えた人工林の主伐や再生可能エネルギーとして

の木質バイオマスエネルギーの活用を進めます。

・林道維持補修事業１，５８８万円

・林業振興事業１，１４６万円

・木質バイオマスエネルギー利用設備普及促進事

業補助金１５０万円

■林業振興事業

担当：土木林業課

事業費：２,９１０万円

貸工場の維持管理を行い、入居促進を図るとと

もに､貸工場入居企業や地元企業に対し工場適地､

空き工場などの物件紹介や支援事業などの情報提

供などを行い、入居企業の二次展開支援などに努

めます。

■起業家の支援
担当：商工観光課

事業費：３２８万円

③工業

市内企業が持つ新技術などの販路拡大を支援す

るため、市内企業が新製品や新技術を首都圏の展

示会や商談会に出展する際の経費として、１社25

万円を上限として補助します。

■ものづくり販路拡大支援事業

担当：商工観光課

事業費：１００万円

民間貸工場に入居している企業に対し、家賃の

半額を３年間補助します。

■空き工場等賃借料補助

担当：商工観光課

事業費：１,２００万円
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東日本大震災の影響などにより、中小企業の経

営環境の悪化が心配されることから、引き続き、

中小企業振興資金の新規融資分の利息を全額補助

し、中小企業の振興育成を図ります。

■商工業金融対策事業

担当：商工観光課

事業費：１億８,４４２万円

大更コミュニティー公園（フーガの広場）の適

正な維持管理と利用促進を図ります。

■フーガの広場維持管理と利用促進

担当：商工観光課

事業費：１４７万円

④商業

荒屋新町商店街が実施する体験型観光商店街推

進事業に助成を行います。

■体験型観光商店街推進事業
担当：商工観光課

事業費：３０万円

八幡平市商工会の運営組織強化に努めるととも

に、市商工会が実施する振興対策事業や商工会員

などが実施する商店街活性化事業に助成します。

■商工振興対策事業

担当：商工観光課

事業費：２,２２５万円

市内の購買向上や商店街の活性化に寄与してい

る「プレミアム付き八幡平市共通商品券」を引き

続き実施するため、商品券１億２,０００万円分の特

典５㌫ に相当する６００万円と、事業に要する事務

費を補助します。

■プレミアム付き商品券
担当：商工観光課

事業費：７００万円

⑤観光

市内全宿泊施設で、宿泊者に山ぶどう原液コッ

プ１杯分を提供します。

■いわてＤＣウエルカムキャンペー

ン事業
担当：商工観光課

事業費：３８０万円

東北観光博、東北六魂祭などを通じ、全国に情

報を発信し誘客を図るなど、次の事業の支援を行

います。

・岩手山焼走りマラソン全国大会

・八幡平市夏まつり

・はちまんたい大集合フェスタ

・八幡平山賊まつり

・焼走り熔岩流まつり

・八幡平市雪まつり

・イーハトーブトライアル大会

■観光客誘致対策事業

担当：商工観光課

事業費：４,８１９万円

世界遺産の平泉などから八幡平へのガイド付き

バスルートのパッケージ商品開発を委託します。

■いわてＤＣ（デスティネーション

キャンペーン）２次交通整備事業
担当：商工観光課

事業費：２８０万円

■小規模宿泊施設誘客対策

民宿やペンションなど市内小規模宿泊施設の誘

客促進のため、宿泊者１人につき１,０００円の商品

券を当該宿泊施設に交付します。

担当：商工観光課

事業費：２,０００万円

17号 外 ◎２０１2．６．７

■全日本自転車競技選手権・ロードレース２０１２

４月２８、２９の両日、ロンドン五輪予選を兼ね岩

手山パノラマラインで開催した大会に補助します。

担当：商工観光課

事業費：１５０万円

観光施設の維持管理や環境整備を行います。

・八幡平山頂レストハウス

・七時雨地区体験観光施設

・さくら公園

・桜松公園

・分水嶺公園

・明治百年記念造園地

・長者屋敷公園

・野駄舘公園

・柏台公共園地

・七時雨山公衆トイレ

・見返り峠さわやかトイレ

・安比高原さわやかトイレ

・安代地区登山道

・観光地美化事業

・七時雨地区体験観光施設周辺整備事業

・不動の滝遊歩道整備事業

■観光施設の維持管理
担当：商工観光課

事業費：２,５４６万円

９月７日から９日まで、岩手山パノラマライン

や安比高原で開催する大会への補助を行います。

■全日本ステージ・レースinいわて

担当：商工観光課

事業費：５０万円

観光客や施設利用者が快適に施設を利用できる

よう、温泉・産直施設の維持管理を行います。

・岩手山焼走り国際交流村

・なかやま荘

・森乃湯

・安代林業センター

・綿帽子温泉館あずみの湯

・道の駅にしね

・物産館あすぴーて

■温泉・産直施設の管理
担当：商工観光課

事業費：２,７３３万円

国・県指定の自然公園区域の保護･保全により､

自然を観光資源として活用するため、自然公園

（焼走り熔岩流、安比高原、松川・藤七温泉）や

公園施設の保護管理を行うほか、登山道や遊歩道

の刈り払いなど、環境整備に努めます。

・松尾八幡平ビジターセンター

・御在所地区公衆トイレ

・松川登山口公衆トイレ

・自然保護監理員８人

・自然保護指導員１人

・松川キャンプ場

・一般県道雫石東八幡平線道路パトロール業務

・安比高原遊々の森活性化事業

・ぶなの駅身障者用トイレ整備事業

■自然公園の保護管理
担当：商工観光課

事業費：１,９９６万円

焼走りを訪れる観光客や岩手山登山客の利用が

多い焼走りキャンプ場トイレの水洗化工事を行い

ます。

■焼走り駐車場トイレ整備
担当：商工観光課

事業費：２,９６０万円
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⑥雇用対策

雇用情勢の悪化に伴う雇用確保のため、全額県

補助金により、次の事業を行います。

・広域向け情報発信番組制作事業

・ふるさと元気隊八幡平市ＰＲラジオ番組制作事業

・観光復興対策事業

・伝統・創作工芸品展示・制作推進事業

・水土里情報利活用業務支援対策事業

・ウインターリゾート八幡平市の魅力発信事業

・世代間連携子育て推進事業

・食文化継承・地域づくり推進事業

■緊急雇用の創出

担当：商工観光課

事業費：１億８７９万円

出会い支援イベントを年３回実施するほか、任

意の団体が企画する出会い支援イベントに補助し

ます。また、出会い支援事業を通じて結婚した夫

婦が市内に居住した場合には商品券２０万円分、１

年経過後にさらに商品券３０万円分を贈呈する八幡

平市出会い成婚祝金制度などを実施します。

⑦後継者育成

■独身男女の出会い支援

担当：地域福祉課

事業費：２００万円

漆器産業の定着と地場産業振興のため、漆器の

生産、販売業務を八幡平市産業振興株式会社に委

託します。また、修学旅行生や一般客などに対す

る絵付け体験などの受け入れを行います。

■安比塗漆器工房の業務委託
担当：商工観光課

事業費：４９９万円

スポーツを通じた誘客などを図るため、グラウ

ンドや公園などの維持管理を行います。

・自然休養村施設指定管理委託（上寄木グラウン

ド、鬼清水グラウンド、陸上競技場、野球場）

・上寄木グラウンド水道工事

・鬼清水グラウンドジュニア用サッカーゴール購入

■自然休養村の管理
担当：商工観光課

事業費：１,１４６万円

地場産業振興のため、漆工技術後継者の育成や

漆器などの試作研究を行います。

・技術指導（研修生１年生２人、２年生２人）

・安比塗漆器工房で販売する商品の開発と研究

■漆工技術研究センター
担当：商工観光課

事業費：３７２万円

全額県補助金により、広域（県内全域および青

森県八戸市、関東圏）における八幡平市情報発信

番組「はちまんたいむっ」を制作します。

■ふるさと雇用再生特別基金事業
担当：商工観光課

事業費：１,７９５万円
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健やかな、創造性あふれる人材のまちづくり

基本目標Ⅲ

生きがいや喜びにあふれ、健やかに暮らすことのできるまちをつくるため、保

健や福祉・医療、教育、地域連携などの充実に取り組んでいきます。

施策（１）
保健・福祉の充実

■成人・高齢者保健事業
担当：健康福祉課

事業費：８,６０７万円

①保健

■予防接種事業
担当：健康福祉課

事業費：８,３２５万円

■健康づくり推進事業
担当：健康福祉課

事業費：２８６万円

生涯を通じた健康づくりを推進するため、知識

の普及啓発や保健推進員・食生活改善推進員など

地区組織の育成を図ります。

また、保健福祉連携協議会では、第２次市健康

づくり２１プランを策定します。

■予防接種事業

次のとおり各種検診事業を行います。

・胃がん検診（４０歳以上の人、無料）

・大腸がん検診（３５歳以上の人、無料）

・子宮がん検診（２０歳以上偶数年齢の女性、無料）

・乳がん検診（４０歳以上偶数年齢の女性、無料）

・肺がん検診（４０歳以上の人、無料）

・骨粗しょう症予防検診（２０・２５・３０・３５・４０・

４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の人、無料）

・長寿健診（血液検査、尿検査など、７５歳以上の

人、無料）

・前立腺がん検診（５０歳以上の男性、無料）

・Ｃ型肝炎ウイルス検診（４０歳の人・４１歳以上で

検査を受けたことがない人、無料）

・成人歯科健診(２０・３０・４０・５０・６０・７０歳の人、

無料）

・１日人間ドック（３５・３８・４１・４４・４７・５０・53

・５６・５９・６２・６５・６８・７１・７４歳の人、市助成

金1０,０００円。自己負担あり）

・脳ドック（３５・４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０・

75歳の人、市助成金1０,０００円。自己負担あり）

・特定健診（４０歳から７４歳までの国保加入者。自

己負担額は､課税世帯が１人あたり１,０００円、非

課税世帯や７０～74歳の人は無料）

感染予防、発病防止、症状の軽減や病気のまん

延防止などのため、対象者に予防接種法に基づく

予防接種（三種混合、ＭＲ「麻疹・風疹混合」ワ

クチン、二種混合、ポリオ、ＢＣＧ､日本脳炎､イ

ンフルエンザ（65歳以上）)を実施します。

また、引き続き子宮頸がん等ワクチン接種緊急

促進事業を推進します｡子宮頸がん予防ワクチン､

ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種を保

護者が希望する場合は、費用を全額助成します。

なお、インフルエンザ予防接種助成事業は、抵

抗力の低い就学前幼児について、希望者を対象に

実施し、感染拡大および重度化防止に努めます。


	p12_13
	p14_15
	p16_17
	p18.pdf

