
１「恵まれた自然に包まれた　質の高い暮らしのまち」

戦略番号 事　業　名 ページ

多目的機能支払交付金 4億4,369 万円

住宅用太陽光発電設備設置事業補助金 万円

クリーンセンター基幹的設備改良事業 8億6,733
17

万円

住環境リフォーム助成事業 万円

地域交通対策事業 2億6,480 万円

都市計画街路事業 3億7,654 万円

携帯電話基地局整備事業 万円

防災情報伝達手段の確立 万円

消防施設整備事業 万円

消防団装備充実強化事業 万円

災害対策事業 万円

栗駒山火山対策事業 万円

防災指導員フォローアップ事業 万円

２「豊かな感性と生きる力を育むまち」

戦略番号 事　業　名 ページ

幼稚園就園奨励費（再掲） 万円

学校ＩＣＴ環境推進事業（再掲） 1億4,023 万円

教育用コンピュータ整備事業（再掲） 万円

学府くりはら「学力向上推進事業」（再掲） 万円

学府くりはら「教員等配置事業」 万円

学府くりはら「少人数指導事業」 万円

放課後健全育成事業（放課後児童クラブ） 1億9,268 万円

青空大使派遣事業 万円

（仮称）北部学校給食センター建設事業 万円

戦略５

戦略５

戦略５

戦略３

戦略５

戦略５

戦略４

戦略３

戦略３

戦略１

戦略３

事業費

戦略３

一 般 会 計 ・ 事 業 別 予 算 一 覧

区　　　分

戦略３

戦略３

戦略３

主 な 成 長 戦 略 事 業 一 覧

区　　　分 事業費

戦略５

戦略５

事　業　名 ページ

栗駒山麓ジオパーク推進事業 万円

築館多目的競技場整備事業 万円

企業立地投資奨励金 6億2,200 万円

企業立地促進奨励金 万円

地域子育て支援センター運営事業 万円

子育て応援医療費助成事業 2億3,250 万円

幼稚園給食費補助金事業 万円

幼稚園預かり保育事業 1億826 万円

幼稚園就園奨励費 万円

学校ＩＣＴ環境推進事業 1億4,023 万円

教育用コンピュータ整備事業 万円

学府くりはら「学力向上推進事業」 万円

介護予防事業（介護保険特別会計） 万円

介護予防普及啓発事業（介護保険特別会
計）

万円

医学生・看護学生修学資金等貸付事業（病
院事業会計）

万円

３

５

４

 

戦略
番号

区　　　分 事業費

１

２

６

７

企業の誘致を進め、自動車関連産業など４社の誘致、

　　　　　　　　　　　　１千人の雇用を実現させます

幼稚園の３年保育の実現と、

　　　　　　　　保育所入所の待機児童をゼロにします

市立病院の医師を増やし、充実させます

「子育ては栗原で」をスローガンに、

　　　　　　　　　　　若者の人口を１千人増やします

「学府くりはら」を目指して、

　　　　　　　小・中学生の学力をレベルアップします

高齢者の施設入所待機者３００人を半分にします

観観光客数を、７７万人から２００万人まで増やします

（１）豊かな自然環境と共生した

　　　　　　　　　　　　生活を実現します

（２）多様な暮らしを満喫できる

　　　　　　　　　　　生活環境を形成します

（３）安全・安心なまちづくりを推進します

（１）次代を担うたくましい子どもを育成します
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２「豊かな感性と生きる力を育むまち」

戦略番号 事　業　名 ページ

築館多目的競技場整備事業（再掲） 万円

クロスカントリーコース整備事業 万円

ホッケー競技推進事業 万円

栗原ハーフマラソン大会の開催 万円

３「健康や生活に不安がなく　優しさと思いやりに満ちたまち」

戦略番号 事　業　名 ページ

地域子育て支援センター運営費事業（再掲） 万円

子育て応援医療費助成事業（再掲） 2億3,250 万円

幼稚園給食費補助金事業（再掲） 万円

幼稚園預かり保育事業（再掲） 1億826 万円

病後児保育事業 万円

一時保育事業 万円

子育て情報アプリ配信事業 万円

子ども家庭支援員訪問事業 万円

すこやか子育て支援金支給事業 万円

母子保健健康診査事業 万円

親子ふれあい促進事業 万円

瀬峰地区幼保一体施設整備事業 1億5,470 万円

子ども・子育て支援事業 1億4,602 万円

児童虐待防止対策事業 万円

特定不妊治療費助成 万円

障がい者地域生活支援事業 1億865 万円

いのちを守る総合対策事業 1億287 万円

健康診査事業 1億9,444 万円

任意予防接種事業 万円

高齢者生きがい健康づくり等事業 万円

あったかトイレ整備事業 1億55 万円

４「地域の特性を活かした　産業や交流が盛んなまち」

戦略番号 事　業　名 ページ

くりはら和牛の郷づくり支援強化事業 万円

野生鳥獣対策事業 万円

県営ほ場整備事業負担金 1億2,226 万円

６次産業推進事業 万円

栗原ブランドの確立・支援 万円

企業立地投資奨励金（再掲） 6億2,200 万円

企業立地促進奨励金（再掲） 万円

中小企業振興資金 3億4,000 万円

企業誘致ＰＲ事業 万円

雇用拡大奨励金 万円

新製品創出支援事業費補助金 万円

戦略３

戦略３

戦略１

戦略３

戦略４

戦略１

戦略３

区　　　分

事業費

戦略３

戦略４

区　　　分

戦略２

戦略２

戦略３

戦略３

戦略２

戦略２

戦略３

区　　　分 事業費

事業費

戦略１

万円

戦略１・３

市内民俗資料集約事業

戦略１・３

戦略２

戦略６

戦略３

戦略３

戦略３

戦略３

戦略４

（３）地域に根ざした文化の振興と
　　　　　　　　　　　　　歴史の継承を図ります

（１）子どもを安心して出産でき

　　　　　　　健やかに育てられる支援を行います

（２）誰もが健康で安心して

　　　　　　　　　　　暮らせる環境をつくります

（３）高齢者が生きがいを持ち

　　　　　　　　互いに支え合うまちを目指します

（１）栗原ブランドの形成と高付加価値の

　　　　　　　　　地場産品づくりに取り組みます

（２）産業育成と企業誘致による

　　　　　　　　　　　産業拠点を形成します

（２）人生を楽しむための実践機会を充実します
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４「地域の特性を活かした　産業や交流が盛んなまち」

戦略番号 事　業　名 ページ

栗駒山麓ジオパーク推進事業（再掲） 万円

観光施設整備事業 2億5,188 万円

くりはら田園鉄道公園整備・イベント事業 3億136 万円

台湾との国際交流事業 万円

市政情報発信事業 万円

チャレンジショップキーパー支援事業補助金 万円

定住促進事業 万円

５「市民がまちづくりを楽しめるまち」

戦略番号 事　業　名 ページ

自治会活動事例発表会事業
輝け！おらいのまちづくり大賞発表会

万円

まつり・イベント支援 万円

消費生活相談事業 万円

総合支所建設事業 4億3,153 万円

６「震災からの復興を成し遂げ　発展していくまち」

戦略番号 事　業　名 ページ

観光情報総合発信事業 万円

農林水産物放射能風評被害対策事業 万円

自主防災組織備品の拡充 万円

自主防災組織活動支援事業 万円

放射性物質吸収抑制対策事業 1億9,240 万円

放射能除染対策事業 1億5,012 万円

保管牧草等対策事業 万円

７　栗原市まち・ひと・しごと創生総合戦略の主な事業

戦略番号 事　業　名 ページ

アジア圏からのインバウンド推進企画 万円

市外親子等対象アグリスク－ル事業 万円

来てみらいん栗原IJUTJU情報発信事業 万円

空き家活用移住体験事業 万円

区　　　分

事業費

戦略１

区　　　分

事業費

戦略１

戦略１

戦略３ ブロック塀等除却及び生垣化助成事業

万円

戦略２

万円

事業費

戦略３ 地域おこし協力隊事業

事業費

戦略１

戦略１

戦略３

戦略２

戦略３

区　　　分

区　　　分

戦略１

（３）地域資源を活かした交流人口の

　　　　　　　　　増加を図り栗原市を発信します

（１）小さなコミュニティを大切にした

　　　　　　　　　　　　地域づくりを推進します

（２）市民が自ら行うまちづくり活動を支援します

（３）市民満足度を重視した効率的な

　　　　　　　　　　　　行政サービスを行います

（１）社会生活基盤の早期復旧を図り
　　　　　　　　　　市民生活の再建を支援します

（４）福島第一原子力発電所からの

　　　　　放射性物質拡散への備えを進め

　　　　　　　　　　安全・安心な暮らしを守ります

（３）市民協働による災害に強いまちづくりを推進します

（２）産業基盤の復旧を進め
　　　震災をバネにした新たな産業の創出などによる
　　　　　　　　　　地域経済の活性化を図ります
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８　特別会計・事業別予算一覧

戦略番号 事　業　名 ページ

介護予防事業（再掲） 万円

介護予防普及啓発事業（再掲） 万円

介護用品支給事業 万円

石綿セメント管更新事業 万円

浄水器設置費等助成事業 万円

簡易水道再編推進事業 4億7,023 万円

合併処理浄化槽事業（市設置型・個人設置型） 2億5,946 万円

合併処理浄化槽切替助成事業 万円

排水設備設置工事助成事業 万円

単独浄化槽切替助成事業 万円

花山診療所改築事業 万円

医学生・看護学生修学資金等貸付事業（再掲） 万円

メディカル・スタッフ・トレーニング 万円戦略７

戦略３

戦略３

戦略３

区　　　分

戦略３

戦略３

事業費

戦略６

戦略６

戦略７

水道事業会計・簡易水道事業特別会計

合併処理浄化槽事業特別会計

下水道事業特別会計・農業集落排水事業特別会計
合併処理浄化槽事業特別会計

診療所特別会計

簡易水道事業特別会計

介護保険特別会計

下水道事業特別会計・農業集落排水事業特別会計

病院事業会計
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戦略番号 事　業　名 ページ

（１）豊かな自然環境と共生した 多目的機能支払交付金 4億4,369 万円

          　　　　　　　　　　生活を実現します 住宅用太陽光発電設備設置事業補助金 万円

クリーンセンター基幹的設備改良事業 8億6,733 万円

区　　　分 事業費

戦略３

資料の見方 

平成２８年度予算の 
事業費です。 

事業が『新たな７つの成長戦略』の 
どれに該当するかを表しています。 

１ 一般会計・事業別予算一覧（６～９ページ） 

住宅用太陽光発電設備設置事業補助金 １ ， ２ ０ ０ 万円

（担当：環境課環境政策係）

地球温暖化対策と低炭素社会の実現を目的として、一般家庭に

おける太陽光発電システムの設置に助成します。

戦略３ 

「市民が創る くらしたい栗原」の実現に向け 

もっと前進させるための 『新たな７つの成長戦略』

観光客数を、７７万人から２００万人まで
増やします

企業の誘致を進め、自動車関連産業など
４社の誘致、１千人の雇用を実現させます

「子育ては栗原で」をスローガンに、
若者の人口を １千人増やします

幼稚園の３年保育の実現と、
保育所入所の待機児童を ゼロにします

「学府くりはら」を目指して、
小・中学生の学力を レベルアップします

高齢者の施設入所待機者３００人を
半分にします

市立病院の医師を増やし、充実させます

戦略１

戦略２

戦略３

戦略４

戦略５

戦略６

戦略７
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