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将来像Ⅰ 恵まれた自然に包まれた、質の高い暮らしのまちを創るために

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

1 自然と共生した生活環境の創造と資
源循環型地域社会を目指します 111001 環境調和型地域づくり推進事業

住宅用省エネルギー機器導入支援事業
　一般家庭での省エネ機器（エコキュート・エコウィル・エコワン）導入経費に対する助成

環境課 3,200

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

1 自然と共生した生活環境の創造と資
源循環型地域社会を目指します 111002 ごみ分別推進事業

1.資源ごみ収集コンテナ・収集用ネットの整備
2.ごみカレンダー作成等
3.違反シールによる指導

環境課 2,046

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

1 自然と共生した生活環境の創造と資
源循環型地域社会を目指します 111004

ＬＥＤ道路照明灯交換事業
（みやぎ環境交付金）

既存の道路照明灯のＬＥＤ化 （交換20基） 建設課 4,069

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

1 自然と共生した生活環境の創造と資
源循環型地域社会を目指します

111401 一般廃棄物処理施設整備基本構想策定事業

1.ごみ処理及びし尿処理の現状と課題を整理
2.ごみ等の処理量の減量、再使用や再資源化の推進による将来予測
3.ごみ等の安定・安全な処理、地域環境の保全、災害時対応、焼却処理に発生する熱利用等の基本方針
4.最終処分場・クリーンセンター・衛生センターの整備の方向性の検討

環境課 8,831

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112004 高速交通網を構築する道路整備 市道栗原中央西線道路整備事業 建設課 135,600

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112007 地域間交流促進を図る道路整備 市道辻前遠堀線（２期）道路整備事業 建設課 319

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112008 市民生活安定のための道路整備 市道横須賀上畑岡線道路整備事業 建設課 157,476

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112009 都市計画街路事業 都市計画道路一迫南線、都市計画道路駅前大通線整備事業 都市計画課 56,743

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112010 道路交通の安全確保事業 市道及び生活道路の維持修繕工事及び除融雪車の更新 建設課 77,800

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112012 ルート３９８交流促進事業 交流促進事業、各種イベントの実施 建設課 154

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112013 市営住宅建設事業 五輪東・東館住宅（東館住宅：造成工事） 建築住宅課 79,641

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112015 水道施設統廃合整備事業 1.水道施設統廃合に係る施設整備
2.水道施設更新

施設課 213,673

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します 112016 老朽管更新事業

1.石綿セメント管更新事業
　管布設替工事実施設計業務、管布設替工事、舗装本復旧工事
2.老朽管更新事業
　管布設替工事実施設計業務、管布設替工事、舗装本復旧工事

施設課 211,600

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112017 配水管布設及び布設替事業
1.他事業関連配水管布設及び布設替事業
2.低水圧・低水量解消事業

施設課 149,186

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112018 水道経営管理事業 水質検査機器更新事業
　水質検査センター検査機器更新　一式

施設課 11,792

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112019 公共下水道事業

1.未普及解消事業
　設計委託業務、管路整備工事
2.流域下水道切替事業
　実施設計
3.長寿命化対策事業
　マンホールポンプ改築工事等

施設課 432,744

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112020 浄化槽整備推進事業 1.市設置型浄化槽　114基の設置
2.個人設置型浄化槽設置費補助　9基

施設課 127,823

事業費
（千円）

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課
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将来像Ⅰ 恵まれた自然に包まれた、質の高い暮らしのまちを創るために

事業費
（千円）

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112021 水洗化促進向上事業
1.排水設備設置工事費助成事業
2.単独浄化槽切替助成事業
3.合併処理浄化槽切替助成事業

施設課 5,732

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します

112022 地域交通対策事業

　1.市民要望が多い乗合デマンド交通の地区内拠点の追加

　2.実績を踏まえた便数等の見直し

　3.乗合デマンド交通の更新登録料の見直し

　4.栗原市地域公共交通計画の策定

市民協働課 337,551

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

2 地域の生活基盤の向上と、都市機能
が集積された市の中核機能地域を形
成し、魅力ある田園都市を目指します 112302 飲料用水浄化施設等設置助成事業 井戸水を飲料水等に利用している世帯において、安全で安定的な飲料用及び洗濯用水等の生活用水を確保するため、浄化施設

（滅菌・除鉄機器）等を設置する費用に対して助成
環境課 1,800

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

3 豊かに暮らせる田園都市としての魅力
を高め、人口流出抑制と都市等からの
移住・定住を促進します

113003 移住定住支援事業

1.定住促進事業補助金
　若者定住促進助成事業、新婚生活応援家賃助成事業、空き家リフォーム助成事業、マイホーム取得支援事業、
　遠距離通勤支援事業
2.移住定住サポートプロジェクト
　移住定住コンシェルジュとの連携、首都圏等での各種移住フェア・相談会、移住定住支援員の配置、移住・創業支援事業、
　定住促進施策の総合調整

定住戦略室 34,101

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

3 豊かに暮らせる田園都市としての魅力
を高め、人口流出抑制と都市等からの
移住・定住を促進します 113004 交流・移住推進事業

1.情報発信事業
　栗原の暮らし・子育て環境PRプロモーション事業、各種広報媒体による情報発信
2.交流・移住プラットフォーム創出事業
　東京・仙台くりはらオフィスの開設、地域連携型まちクリエイター事業、さざほざ交流会（移住者等交流会）の開催

定住戦略室 12,651

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

3 豊かに暮らせる田園都市としての魅力
を高め、人口流出抑制と都市等からの
移住・定住を促進します

113005 交流・移住体験推進事業 1.農泊連携型お試し移住体験事業
2.交流・移住体験ツアーの開催

定住戦略室 1,121

1 美しい景観を守り、豊かな自然と共生
した多様な暮らしを満喫できる生活環
境を形成します

3 豊かに暮らせる田園都市としての魅力
を高め、人口流出抑制と都市等からの
移住・定住を促進します

113006 空家総合対策事業 空家等対策の推進 都市計画課 118

2 豊かな心と文化を育み、生涯を通じて
学べるまちづくりを目指します

1 市民による多様な文化芸術活動を支
援します 121001 文化振興事業 栗原文化会館、若柳総合文化センター、社会教育課による公演事業等の実施

　「栗原市美術展」「わかやなぎ音楽祭」「河北美術展」等
社会教育課 6,687

2 豊かな心と文化を育み、生涯を通じて
学べるまちづくりを目指します

2 市民が自主的に生涯学習を楽しめる
環境づくりを推進します

122003 公民館整備事業

1.若柳公民館整備事業
　物品等移設
2.志波姫公民館整備事業
　建築確認、解体工事・施工監理

社会教育課 53,296

2 豊かな心と文化を育み、生涯を通じて
学べるまちづくりを目指します

3 栗原の歴史遺産や地域の伝統文化を
守り、次代に継承します 123001 歴史・文化の継承支援伝統芸能活動支援事業 伝統芸能活動団体への補助金交付 文化財保護課 475

2 豊かな心と文化を育み、生涯を通じて
学べるまちづくりを目指します

3 栗原の歴史遺産や地域の伝統文化を
守り、次代に継承します 123002 遺跡発掘調査事業 伊治城跡　築館字城生野地区内約300㎡の発掘調査ほか 文化財保護課 3,005

2 豊かな心と文化を育み、生涯を通じて
学べるまちづくりを目指します

3 栗原の歴史遺産や地域の伝統文化を
守り、次代に継承します 123003 伊治城跡史跡整備事業 伊治城跡調査整備指導委員会の開催 文化財保護課 174

2 豊かな心と文化を育み、生涯を通じて
学べるまちづくりを目指します

3 栗原の歴史遺産や地域の伝統文化を
守り、次代に継承します 123004 入の沢遺跡整備活用事業

1.保存活用計画の策定
2.追加指定範囲及び進入路等の公有化

文化財保護課 66,738

2 豊かな心と文化を育み、生涯を通じて
学べるまちづくりを目指します

3 栗原の歴史遺産や地域の伝統文化を
守り、次代に継承します 123101 文化財標柱等整備事業 標柱等更新及び修繕 文化財保護課 379

3 安全・安心なまちづくりを推進します 1 「自助・共助・公助」に加え、新たに「近
助」による防災・減災の取り組みを推
進し、多発する大規模自然災害に強
い地域づくりを目指します

131001 災害から市民の生活を守る道路整備
1.市道大林線（（仮称）栗原東大橋）道路整備事業
2.市道小深沢大鰐谷線道路整備事業
3.市道・市道橋長寿命化対策事業

建設課 754,221

3 安全・安心なまちづくりを推進します 1 「自助・共助・公助」に加え、新たに「近
助」による防災・減災の取り組みを推
進し、多発する大規模自然災害に強
い地域づくりを目指します

131002 急傾斜地崩壊対策事業 県で実施する急傾斜対策事業への負担金 建設課 15,100
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将来像Ⅱ　子どもたちの豊かな感性と生きる力を育むまちを創るために

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

1 結婚・妊娠・出産を希望する人への支
援の充実を図ります 211001 出会いサポート事業 4市町（一関市、登米市、栗原市、平泉町）合同婚活事業 定住戦略室 400

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

1 結婚・妊娠・出産を希望する人への支
援の充実を図ります 211002 特定不妊治療費助成事業 医療保険が適用されず、高額の治療費がかかる特定不妊治療費に対して助成 子育て支援課 3,000

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

1 結婚・妊娠・出産を希望する人への支
援の充実を図ります

211003 すこやか子育て支援金支給事業

1.入学祝金
　（第3子以降が小学校入学時：100千円）
2.出生祝い金
　（第1子・第2子：20千円　第3子：50千円　第4子：100千円　第5子以降：200千円）

子育て支援課 16,480

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

1 結婚・妊娠・出産を希望する人への支
援の充実を図ります 211004 小学校入学支援事業 第3子以降の小学校入学の際に購入した学用品費等の補助を実施 子育て支援課 2,820

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

1 結婚・妊娠・出産を希望する人への支
援の充実を図ります 211401 不育症検査費用助成事業 不育症検査のうち保険適用外の検査費用の一部を助成 健康推進課 100

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

2 子どもが心身共に健やかに成長するよ
うに、保健・医療・福祉の充実を図りま
す

212001 母子保健健康診査事業
妊婦一般健康診査（14回。多胎妊娠の場合20回）、妊婦歯科健康診査、乳児一般健康診査（2か月・8～9か月）、3～4か月児健
診、1歳6か月児健診、2歳児・2歳6か月児歯科健診、3歳児健診、10～11か月児育児相談、,健診フォロー事業、のびのび子育て
相談（心理相談）、乳幼児精神発達精密健康診査

健康推進課 54,194

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

2 子どもが心身共に健やかに成長するよ
うに、保健・医療・福祉の充実を図りま
す

212002 任意予防接種費用助成事業 流行性耳下腺炎、インフルエンザ（小児）ワクチンに対する費用助成の実施 健康推進課 37,867

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

2 子どもが心身共に健やかに成長するよ
うに、保健・医療・福祉の充実を図りま
す

212003 児童虐待防止事業
1.家庭相談室の設置、予防講演会及び各種研修会の実施、家庭相談員のスキルアップ
2.要保護児童対策地域協議会の機能及び連携強化
3.子ども家庭総合支援拠点の設置

子育て支援課 8,007

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

2 子どもが心身共に健やかに成長するよ
うに、保健・医療・福祉の充実を図りま
す

212004 保育料２人目以降無料化事業
保育所に2人以上が同時入所した場合、2人目以降を無料化、及び上の子どもが幼稚園に入園している場合、2人目以降の子どもが
保育所に入所している場合の保育料を無料化

子育て支援課 32,182

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

2 子どもが心身共に健やかに成長するよ
うに、保健・医療・福祉の充実を図りま
す

212005 子育て応援医療費助成事業 出生から18歳に達する年度の末日まで、医療機関窓口での医療費自己負担金を無料化 子育て支援課 241,701

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

2 子どもが心身共に健やかに成長するよ
うに、保健・医療・福祉の充実を図りま
す

212006 子ども家庭支援員訪問事業
1.子ども家庭支援員訪問事業の継続実施と事業周知
2.子ども家庭支援員のスキルアップのための研修会参加

子育て支援課 4,554

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

2 子どもが心身共に健やかに成長するよ
うに、保健・医療・福祉の充実を図りま
す

212007 子育て応援アプリ配信事業 子育てアプリ「スマイル栗なび！」の配信とＰＲを実施 子育て支援課 660

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

2 子どもが心身共に健やかに成長するよ
うに、保健・医療・福祉の充実を図りま
す

212008
赤ちゃん用品支給事業
（スマイル子育てサポート券）

1歳未満の乳児を持つ保護者に対して、ミルク・オムツ等の育児用品購入の際に使用できる助成券を交付 子育て支援課 11,970

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

2 子どもが心身共に健やかに成長するよ
うに、保健・医療・福祉の充実を図りま
す

212401
造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事
業

小児がん等の治療で造血幹細胞移植等により免疫が低下又は消失し、定期予防接種の再接種が必要となった方への再接種費用を
助成

健康推進課 300

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

3 地域ぐるみで子育てに取り組む体制を
整え、ゆとりある子育て環境の充実を図
ります

213001 地域子育て支援センター運営事業 地域の子育ての拠点として全地区で実施 子育て支援課 89,265

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

3 地域ぐるみで子育てに取り組む体制を
整え、ゆとりある子育て環境の充実を図
ります

213002 若柳認定こども園整備事業
若柳認定こども園の整備及び開園準備
　1.建設工事、施工監理
　2.備品購入等

子育て支援課 1,768,712

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

3 地域ぐるみで子育てに取り組む体制を
整え、ゆとりある子育て環境の充実を図
ります

213003 特別保育事業
1.保育者のリフレッシュや緊急的に保育が必要となる児童のための一時保育の実施
2.保護者の勤務形態の多様化に対応するため、延長保育を実施
3.小学校就学前の児童で、病気の回復期の児童の病後児保育を実施

子育て支援課 24,802

1 結婚・出産・子育てが安心してできる環
境を目指します

3 地域ぐるみで子育てに取り組む体制を
整え、ゆとりある子育て環境の充実を図
ります

213005 幼稚園預かり保育事業
1.預かり保育の実施
2.土曜保育の実施
3.延長保育の実施

学校教育課 144,110

事業費
（千円）

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課
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将来像Ⅱ　子どもたちの豊かな感性と生きる力を育むまちを創るために

事業費
（千円）

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課

1 結婚・出産・子育てが安心してできる
環境を目指します

3 地域ぐるみで子育てに取り組む体制を
整え、ゆとりある子育て環境の充実を
図ります

213006
放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

小学生を対象に市内10地区12ケ所に設置
　1.開所時間
　　平日：放課後～午後6時30分
　　土曜日、長期休業、祝日：午前7時30分～午後6時30分
　2.利用料
　　月曜日～金曜日：月額3,000円（2人目は1,500円、3人目以降は無料）
　　月曜日～土曜日：月額4,000円（2人目は2,000円、3人目以降は無料）

社会教育課 242,820

1 結婚・出産・子育てが安心してできる
環境を目指します

3 地域ぐるみで子育てに取り組む体制を
整え、ゆとりある子育て環境の充実を
図ります

213008 地域型保育事業の推進
1.既存の小規模保育事業所の事業推進及び新規参入希望事業者等による新たな地域型保育事業の設置促進
2.民間事業者や学校法人等による認定こども園の設置普及についての検討
3.既存の保育施設の改修及び保育士確保による受入児童拡充と待機児童の解消

子育て支援課 179,822

2 次代を担うたくましい子どもを育成しま
す

1 夢や志の実現に向けて、自ら学び自ら
考え行動でき、国際的視野を持った子
どもを育てる教育を推進します

221001 学力向上のための緊急プロジェクト事業 1.学力向上推進事業（市内統一学力調査の実施）
2.学級づくり応援事業（小中学校及び義務教育学校Ｑ-Ｕ調査の実施）

学校教育課 8,683

2 次代を担うたくましい子どもを育成しま
す

1 夢や志の実現に向けて、自ら学び自ら
考え行動でき、国際的視野を持った子
どもを育てる教育を推進します

221003 教育研究センター運営事業
1.施設の管理運営
2.教職員の資質向上及び児童生徒の学力向上に向けた研修の実施
3.教職員の元気と意欲を喚起する「研究センターだより」の発行

学校教育課 17,341

2 次代を担うたくましい子どもを育成しま
す

1 夢や志の実現に向けて、自ら学び自ら
考え行動でき、国際的視野を持った子
どもを育てる教育を推進します 221004 学校ＩＣＴ環境推進事業

1.小中学校及び義務教育学校のリース機器の更新等
2.小中学校及び義務教育学校ＩＣＴ環境の保守業務委託
3.校務用パソコンの保守業務委託
4.小中学校及び義務教育学校ＩＣＴ環境職員用研修会等の実施

学校教育課 212,167

2 次代を担うたくましい子どもを育成しま
す

1 夢や志の実現に向けて、自ら学び自ら
考え行動でき、国際的視野を持った子
どもを育てる教育を推進します 221005 小学校英語活動推進事業

1.小学校及び義務教育学校前期課程への外国語指導助手配置(委託)
2.小学校及び義務教育学校前期課程外国語（英語）活動に関する研修会の開催
3.宮城教育大学留学生との交流事業の実施

学校教育課 19,246

2 次代を担うたくましい子どもを育成しま
す

1 夢や志の実現に向けて、自ら学び自ら
考え行動でき、国際的視野を持った子
どもを育てる教育を推進します

221006
語学指導を行う外国青年招致事業
ＡＬＴ（外国語指導助手）の配置

1.市内6中学校及び義務教育学校後期課程へのＡＬＴ（外国語指導助手）の配置
2.ＡＬＴを活用した英語検定受験支援

学校教育課 35,724

2 次代を担うたくましい子どもを育成しま
す

1 夢や志の実現に向けて、自ら学び自ら
考え行動でき、国際的視野を持った子
どもを育てる教育を推進します 221009

幼稚園施設型給付事業
（幼児教育無償化）

1.一時預かり事業委託
2.公立幼稚園施設型給付費
3.私立幼稚園施設型給付費
4.子育てのための施設等利用給付費

学校教育課 35,074

2 次代を担うたくましい子どもを育成しま
す

1 夢や志の実現に向けて、自ら学び自ら
考え行動でき、国際的視野を持った子
どもを育てる教育を推進します 221101

全国学力トップクラスの秋田県に学ぶ教員派遣
事業

1.学力向上検討委員会：栗原版の目指す授業像、家庭学習像の設定と共有
2.家庭学習指導の視点：ノートの作り方、学習内容等の指導と家庭への依頼
3.授業外の視点：回復指導週間の設定、漢字コンテスト、朝学習、放課後学習等
4.「研究校」の指定による学力強化：小学校4校、中学校2校

学校教育課 1,057

2 次代を担うたくましい子どもを育成しま
す

1 夢や志の実現に向けて、自ら学び自ら
考え行動でき、国際的視野を持った子
どもを育てる教育を推進します

221301 幼稚園給食費無償化事業
1.市内に居住し、栗原市立幼稚園に通園するすべての幼児の給食費を無償化
2.他市町村立幼稚園や私立幼稚園、私立認定こども園等に通園する市内居住幼児に係る給食費相当分を施設に
　対して補助を実施

学校教育課 15,273

2 次代を担うたくましい子どもを育成しま
す

2 ふるさとに誇りを持ち、命を大切にし、
高い志と思いやりを持つ子どもを育てる
教育を推進します

222001
学府くりはら教員等配置事業
（少人数学級推進事業）

少人数学級を行うための任期付市費負担教員の採用 学校教育課 52,702

2 次代を担うたくましい子どもを育成しま
す

2 ふるさとに誇りを持ち、命を大切にし、
高い志と思いやりを持つ子どもを育てる
教育を推進します

222002 あきる野市友好親善交流事業 両市の中学生が隔年で行き来し、生徒会活動と部活動における交流を実施 社会教育課 740

2 次代を担うたくましい子どもを育成しま
す

3 子どもの心と体の健康づくりと、体力の
向上を図ります 223001 陸上競技振興事業 「くりこま高原高等学校陸上競技選手権大会」等への助成 社会教育課 980

2 次代を担うたくましい子どもを育成しま
す

3 子どもの心と体の健康づくりと、体力の
向上を図ります 223401 全日本中学生ホッケー選手権大会運営事業 第51回全日本中学校ホッケー選手権大会（開催地：埼玉県飯能市）の運営等に関する視察等を実施（令和4年度に栗原市で開催

予定）
社会教育課 517

3 人とつながり、支え合い、互いに高め合
う子どもを育てる環境を目指します

1 学校・家庭・地域の教育力の向上を図
り、地域全体で子どもを育てる環境づく
りを推進します

231001
家庭・地域・学校の連携による青少年育成のた
めの協働教育推進事業

1.学校支援活動
2.地域活動
3.家庭教育支援活動（家庭教育学級事業、家庭教育サポーター学習会）
4.放課後子ども教室
5.くりはら未来塾

社会教育課 3,696

3 人とつながり、支え合い、互いに高め合
う子どもを育てる環境を目指します

2 配慮が必要な子どもへの支援と、教育
相談体制の充実を図ります

232001 豊かな心を育む教育環境創造事業

1.児童・生徒指導の充実
2.相談体制の整備
3.教職員対象の研修会の実施（スクールソーシャルワーカー、在学青少年指導員等の配置）
4.けやき教室の運営

学校教育課 7,244
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将来像Ⅱ　子どもたちの豊かな感性と生きる力を育むまちを創るために

事業費
（千円）

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課

3 人とつながり、支え合い、互いに高め合
う子どもを育てる環境を目指します

2 配慮が必要な子どもへの支援と、教育
相談体制の充実を図ります 232002

学府くりはら教員等配置事業
（補助教員の配置事業）

補助教員・補助員の配置 学校教育課 106,440

3 人とつながり、支え合い、互いに高め合
う子どもを育てる環境を目指します

2 配慮が必要な子どもへの支援と、教育
相談体制の充実を図ります 232201 子どもの心のケアハウス事業

心のケアスーパーバイザー、学習サポーター、訪問指導員による不登校・不登校傾向児童生徒への支援、立ち直り支援、保護者への
助言・支援を行い、適応指導教室（けやき教室）と連携して学校復帰に向けた支援を実施

学校教育課 10,399

3 人とつながり、支え合い、互いに高め合
う子どもを育てる環境を目指します

3 安全で安心して学べる教育環境の充
実を図ります

233007 中学校校舎等大規模改造事業

1.栗原西中学校校舎等改築事業
　体育館外壁・床改修工事、施工監理
2.栗原南中学校校舎等大規模改修事業
　大規模改修工事、施工監理

教育総務課 69,845

3 人とつながり、支え合い、互いに高め合
う子どもを育てる環境を目指します

3 安全で安心して学べる教育環境の充
実を図ります 233008 スクールバス運行事業 園児、児童、生徒の通園・通学支援の確保 学校教育課 667,662

3 人とつながり、支え合い、互いに高め合
う子どもを育てる環境を目指します

3 安全で安心して学べる教育環境の充
実を図ります

233401 鶯沢小学校体育館屋根改修工事 体育館屋根改修工事、施工監理 教育総務課 22,744

3 人とつながり、支え合い、互いに高め合
う子どもを育てる環境を目指します

3 安全で安心して学べる教育環境の充
実を図ります

233402 栗駒中学校屋根改修工事 実施設計、校舎屋根改修工事、施工監理 教育総務課 43,213

4,194,513将来像Ⅱ 計画事業費
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将来像Ⅰ 恵まれた自然に包まれた、質の高い暮らしのまちを創るために

事業費
（千円）

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課

3 安全・安心なまちづくりを推進します 1 「自助・共助・公助」に加え、新たに「近
助」による防災・減災の取り組みを推
進し、多発する大規模自然災害に強
い地域づくりを目指します 131003 建築物震災対策事業

1.建築物・宅地応急危険度判定実施体制整備
2.木造住宅耐震診断助成事業
3.木造住宅耐震改修工事促進助成事業
4.ブロック塀等除却及び生垣化事業
5.家具転倒防止器具取付事業

建築住宅課 26,867

3 安全・安心なまちづくりを推進します 1 「自助・共助・公助」に加え、新たに「近
助」による防災・減災の取り組みを推
進し、多発する大規模自然災害に強
い地域づくりを目指します

131005 自主防災組織活動支援事業 自主防災組織が自主的に行う訓練や講習会、備蓄品、防災備品等整備への支援 危機対策課 3,900

3 安全・安心なまちづくりを推進します 1 「自助・共助・公助」に加え、新たに「近
助」による防災・減災の取り組みを推
進し、多発する大規模自然災害に強
い地域づくりを目指します

131006
栗原市防災の日
栗原市総合防災訓練

1.宮城県との共催による「宮城県総合防災訓練」の実施
2.市内自主防災組織の強化・育成のための講演会等の開催

危機対策課 6,000

3 安全・安心なまちづくりを推進します 1 「自助・共助・公助」に加え、新たに「近
助」による防災・減災の取り組みを推
進し、多発する大規模自然災害に強
い地域づくりを目指します

131008 災害時の燃料備蓄 医療機関及び避難所等で使用する油類1週間分の備蓄燃料の保管（特Ａ重油 20k　軽油 40k　灯油 40k） 危機対策課 1,716

3 安全・安心なまちづくりを推進します 1 「自助・共助・公助」に加え、新たに「近
助」による防災・減災の取り組みを推
進し、多発する大規模自然災害に強
い地域づくりを目指します

131009 防災マップ作成支援事業 自主防災組織における防災マップ作成等経費への支援（助成額　基本データ作成50千円＋印刷経費50千円） 危機対策課 1,000

3 安全・安心なまちづくりを推進します 1 「自助・共助・公助」に加え、新たに「近
助」による防災・減災の取り組みを推
進し、多発する大規模自然災害に強
い地域づくりを目指します

131012 防災行政無線機器更新事業 防災行政無線親局設備及び遠隔制御設備の更新 危機対策課 111,928

3 安全・安心なまちづくりを推進します 1 「自助・共助・公助」に加え、新たに「近
助」による防災・減災の取り組みを推
進し、多発する大規模自然災害に強
い地域づくりを目指します

131013 災害用備蓄食料等の整備 非常時災害用食料品の購入（レトルト食品、飲料水） 社会福祉課 6,999

3 安全・安心なまちづくりを推進します 2 防犯及び交通事故防止の視点に立っ
た安全な地域づくりと、市民生活を脅
かす多様化する問題に取り組みます

132001 交通安全施設整備事業 市内全域への交通安全施設（カーブミラー、ガードレール等）の設置 危機対策課 6,900

3 安全・安心なまちづくりを推進します 2 防犯及び交通事故防止の視点に立っ
た安全な地域づくりと、市民生活を脅
かす多様化する問題に取り組みます

132002 防犯灯整備事業 市内全域への防犯灯の設置 危機対策課 1,000

3 安全・安心なまちづくりを推進します 2 防犯及び交通事故防止の視点に立っ
た安全な地域づくりと、市民生活を脅
かす多様化する問題に取り組みます

132004 消費生活相談窓口設置事業 1.消費生活相談窓口の設置
2.移動セミナーの実施、消費生活ニュースの発行

産業戦略課 6,744

3 安全・安心なまちづくりを推進します 3 市民の生命と財産を守るため、消防・
救急体制の充実を図ります 133001 消防車両整備事業 消防ポンプ車　1台（西出張所） 警防課 55,001

3 安全・安心なまちづくりを推進します 3 市民の生命と財産を守るため、消防・
救急体制の充実を図ります 133002 消防設備等整備事業 消火栓　2基新設、防火水槽　１基撤去 警防課 8,177

3 安全・安心なまちづくりを推進します 3 市民の生命と財産を守るため、消防・
救急体制の充実を図ります 133003 消防団施設・設備等整備事業 小型動力ポンプ付積載車　2台、小型動力ポンプ　4台

消防本部
総務課 21,364

3 安全・安心なまちづくりを推進します 3 市民の生命と財産を守るため、消防・
救急体制の充実を図ります 133007 救急救命士養成事業 救急救命士 2名の養成

消防本部
総務課 4,718

3 安全・安心なまちづくりを推進します 3 市民の生命と財産を守るため、消防・
救急体制の充実を図ります 133008 高規格救急自動車整備事業 高規格救急自動車　1台（栗原消防署） 警防課 36,390

3,264,550将来像Ⅰ 計画事業費
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将来像Ⅲ　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を創るために

1 誰もが健康で安心して暮らせる環境を
つくります

1 すべての市民が元気に活動できるよう
に、健康増進の施策を推進します 311001 健康診査事業 胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、前立腺がん検診、骨粗鬆症検診、

肝炎ウイルス検診、人間ドック
健康推進課 213,061

1 誰もが健康で安心して暮らせる環境を
つくります

1 すべての市民が元気に活動できるよう
に、健康増進の施策を推進します 311002 医療用ウィッグ・補正具購入費用助成事業 がん治療を受けているがん患者に対し、補正具の購入に要する費用の一部を助成 健康推進課 950

1 誰もが健康で安心して暮らせる環境を
つくります

1 すべての市民が元気に活動できるよう
に、健康増進の施策を推進します 311003 特定健康診査・特定保健指導

1.40歳から74歳までの国民健康保険被保険者を対象に特定健診を実施
2.健診の結果に基づき、該当者に対し特定保健指導（動機付け支援・積極的支援）を実施

健康推進課 52,543

1 誰もが健康で安心して暮らせる環境を
つくります

1 すべての市民が元気に活動できるよう
に、健康増進の施策を推進します 311004 歯周疾患検診 歯周疾患検診の実施 健康推進課 2,409

1 誰もが健康で安心して暮らせる環境を
つくります

1 すべての市民が元気に活動できるよう
に、健康増進の施策を推進します

311005
健康づくりで目指せ　健康寿命の延伸
＝くりはら市民２１健康プラン＝

1.健康づくりリーダーが各行政区に適正に配置されるよう、活動の普及啓発及び養成育成事業の実施
2.地域での健康づくり教室等の実施
3.糖尿病予防講演会の実施
4.希望する75歳以上の小集団に講師を派遣し、実技指導を実施

健康推進課 17,721

1 誰もが健康で安心して暮らせる環境を
つくります

1 すべての市民が元気に活動できるよう
に、健康増進の施策を推進します

311006 いのちを守る総合対策事業

1.相談窓口の周知・啓発
2.ゲートキーパー研修（相談支援研修会、こころの健康サポーター養成研修・支援）の継続実施
3.自殺防止対策連絡協議会・自殺防止対策連絡協議会検討委員会の開催
4.多重債務相談窓口の設置
5.のぞみローン事業の実施
6.小中学生のための金融教育（啓発）事業の実施

健康推進課
社会福祉課

102,147

1 誰もが健康で安心して暮らせる環境を
つくります

1 すべての市民が元気に活動できるよう
に、健康増進の施策を推進します 311201 風しん予防対策事業 昭和37年（1962年）4月2日から昭和54年（1979年）4月1日までに生まれた男性に対する風しん抗体検査及び予防接種の実施 健康推進課 10,625

1 誰もが健康で安心して暮らせる環境を
つくります

2 障がい者の社会参加の促進と自立し
た生活を支援します 312001 障害者地域生活支援事業

1.相談支援事業の実施
2.各種地域生活支援事業の実施
3.成年後見制度セミナーの開催（当事者家族、障害福祉サービス事業所職員対象）

社会福祉課 116,678

1 誰もが健康で安心して暮らせる環境を
つくります

2 障がい者の社会参加の促進と自立し
た生活を支援します

312002
障害者福祉自立支援給付事業
（就労支援サービス）

1.就労セミナーの開催
2.就労支援連絡会の継続開催への支援
  就労支援関係者研修会（基礎編・応用編）
3.就労支援サービスの提供

社会福祉課 271,834

1 誰もが健康で安心して暮らせる環境を
つくります

3 市民の健康保持と体力向上を図るた
め、市民が自主的に行うスポーツやレ
クリエーションを楽しめる環境づくりを推
進します

313002 「目指せ！日本一」スポーツ振興事業
全国大会等へ出場する選手及び監督またはコーチ等に対して、補助対象経費総額の2分の1以内を助成
（監督またはコーチ等は、1大会につき2名を限度）

社会教育課 3,200

1 誰もが健康で安心して暮らせる環境を
つくります

3 市民の健康保持と体力向上を図るた
め、市民が自主的に行うスポーツやレ
クリエーションを楽しめる環境づくりを推
進します

313003 「やったね！日本一」スポーツ振興事業
全国大会等で第1位から第3位までに入賞した団体及び個人に対して助成
　1.団体　選手強化に係る遠征、備品購入等活動・環境整備に対する助成
　2.個人　競技に係る用具購入経費に対する助成

社会教育課 500

2 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 高齢者の社会参加と生きがいづくりを
支援します 321001 高齢者生きがい健康づくり事業

外出支援サービス事業、「食」の自立支援事業（配食）、日常生活支援業務利用助成事業、緊急通報体制等整備事業、生きがい活
動支援通所事業（ミニデイ）、生活管理指導短期宿泊事業、寝具洗濯等サービス事業

社会福祉課 66,180

2 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 高齢者の社会参加と生きがいづくりを
支援します 321002 シルバー人材センター支援事業 シルバー人材センター運営・事業費に対する助成 産業戦略課 10,771

2 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

2 健康づくりと介護予防を推進し、健康
寿命の延伸を目指します

322001 介護予防・日常生活支援総合事業

1.介護予防・生活支援サービス事業（訪問型サービス・通所型サービス）
2.一般介護予防事業（地域づくり介護予防活動支援事業等）
3.一般介護予防評価事業
4.地域リハビリテーション活動支援事業

介護福祉課 228,054

2 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

3 地域包括ケアシステムを構築し、住み
慣れた地域で安心して暮らせるまちを
目指します 323001 地域包括ケアシステム構築事業

1.地域包括支援センターの運営
2.在宅医療・介護連携推進事業（在宅医療・介護連携支援センターの運営）
3.生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置、地域支え合い推進会議の運営）
4.地域ケア会議の充実（介護予防のための地域ケア会議の開催）

介護福祉課 199,082

事業費
（千円）

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課
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将来像Ⅲ　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を創るために

事業費
（千円）

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課

2 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

3 地域包括ケアシステムを構築し、住み
慣れた地域で安心して暮らせるまちを
目指します

323002 認知症地域支援施策推進事業

1.認知症ケア向上研修会の開催
2.認知症ケアパスを活用した普及啓発
3.認知症地域支援推進員の配置
4.認知症初期集中支援チームの運営
5.認知症カフェ運営費補助金の交付

介護福祉課 1,344

2 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

3 地域包括ケアシステムを構築し、住み
慣れた地域で安心して暮らせるまちを
目指します

323003 認知症サポーター養成事業
1.認知症サポーター養成講座の実施（行政区、企業、学校等）
2.認知症キャラバン・メイト連絡会の開催
3.認知症サポーターフォローアップ研修の実施

介護福祉課 348

2 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

3 地域包括ケアシステムを構築し、住み
慣れた地域で安心して暮らせるまちを
目指します

323101 介護福祉士就職支援金助成事業 市内介護施設等で介護福祉士として新規に就職し、2年以上継続して勤務する方に、1回に限り就職支援助成金を交付 介護福祉課 800

2 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

3 地域包括ケアシステムを構築し、住み
慣れた地域で安心して暮らせるまちを
目指します

323102 介護人材確保・定着事業
介護職員研修費用助成金交付事業
　介護職員として勤務している方に、研修受講料（テキスト代を含む）相当額を助成金として交付
　（上限額　初任者研修：100千円　　実務者研修：200千円）

介護福祉課 3,200

3 市民が安心して暮らせるための地域医
療を守ります

2 地域医療を支える人材の確保と育成
に努めます 332001 医学生修学一時金貸付事業 医学部入学時に必要な一時金の貸付（毎年度：1人7,600千円×3名） 医療管理課 22,800

3 市民が安心して暮らせるための地域医
療を守ります

2 地域医療を支える人材の確保と育成
に努めます 332002 インターネットによる医療スタッフ募集 民間事業者の運営するインターネットサイトへ栗原市立病院医療スタッフ募集概要の掲載 医療管理課 1,925

3 市民が安心して暮らせるための地域医
療を守ります

2 地域医療を支える人材の確保と育成
に努めます 332003 看護学生修学資金貸付事業 看護学生修学資金の貸付（毎年度：1人月額50千円、新規貸付5名） 医療管理課 6,000

3 市民が安心して暮らせるための地域医
療を守ります

2 地域医療を支える人材の確保と育成
に努めます 332004 医師招へい事業 宮城県枠（30人）の修学資金を利用した東北医科薬科大学卒業生の医師配置を受けるために必要となる負担金 医療管理課 120

3 市民が安心して暮らせるための地域医
療を守ります

2 地域医療を支える人材の確保と育成
に努めます 332005

病院職員長期研修
（メディカル・スタッフ・トレーニング）

病院事業に正規職員として5年以上勤務している職員を対象に、先進医療並びに専門医療に関する海外・国内長期研修への派遣 医療管理課 2,657

3 市民が安心して暮らせるための地域医
療を守ります

2 地域医療を支える人材の確保と育成
に努めます 332007 栗原中央病院院内保育所運営事業 院内保育所の運営（定員：38人、終夜休日保育） 医療管理課 49,729

3 市民が安心して暮らせるための地域医
療を守ります

3 地域の医療機関との連携を密にし、地
域医療を守ります 333001 救急医療体制（第３次医療）確保事業 大崎市民病院救命救急センター負担金 健康推進課 61,762

3 市民が安心して暮らせるための地域医
療を守ります

3 地域の医療機関との連携を密にし、地
域医療を守ります 333002 休日急患業務事業 休日における急病患者に対する診療業務を実施 健康推進課 11,691

1,458,131将来像Ⅲ 計画事業費
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将来像Ⅳ　地域の特性を生かした、産業や交流が盛んなまちを創るために

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

1 将来にわたり持続可能な農林業を目
指し、多様な経営感覚を備えた農業
者等の育成を図ります

411001 農業振興事業
1.各種研修会・講習会等の開催
2.稲作等安定生産技術の普及
3.共進会の開催

農林畜産課 5,000

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

1 将来にわたり持続可能な農林業を目
指し、多様な経営感覚を備えた農業
者等の育成を図ります 411003 くりはらの担い手育成事業

1.農業基盤強化の促進事業
　農業経営改善計画の認定に向けた指導、講演会・各種研修会の開催等
2.経営継承・発展等支援事業
　家族農業経営をはじめとする担い手の経営を継承し、発展させるための取組みに対する費用に助成

農林畜産課 3,885

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412001 県営ほ場整備事業 県営ほ場整備に係る市負担金　13地区

　（稲屋敷・袋、大目、沼田・八木、迫第四、津久毛、伊豆沼2工区、東田、上沼、藤田、瀬峰、上畑岡、藤沢、有壁）
農村整備課 102,267

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります

412002 農産物生産流通対策事業

重金属汚染米の流通防止対策
　1.基準超過米買入
　2.基準超過米価格補填（前年度分）
　3.基準超過米焼却処分

農林畜産課 7,690

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412004 園芸振興品目導入事業 市の振興作物の生産に係る種子・苗木等の購入経費に対して助成 農林畜産課 300

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります

412005 園芸用ハウス整備支援事業

園芸用ハウスの新設・中古ハウスの再生に要する経費に対して助成
　1.ハウスの新設及びハウス本体工事と一体的に整備を行う附帯設備の整備
　2.利用されていない園芸用中古ハウスを長期活用するためのハウス本体の改良及び附帯設備の整備
　3.現在利用している園芸用ハウスを長期活用するための修繕

農林畜産課 1,500

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412006 くりはら和牛の郷づくり支援強化事業 くりはら和牛の郷づくり支援強化事業補助金の交付

　一定基準を満たす優良繁殖素牛・肥育素牛を導入・自家保留した畜産農家に対する助成
農林畜産課 20,000

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412010 栗原の森林づくり推進事業

1.適正な森林整備の促進
2.低コスト間伐の推進
3.栗原産材の流通拡大

農林畜産課 7,740

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります

412011 森林病害虫防除事業

1.松くい虫防除事業
　伐倒駆除、地上散布
2.ナラ枯れ防除事業
　被害調査

農林畜産課 14,899

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412012 公有林整備事業

森林育成事業
　栗原市森林経営計画に基づいた森林整備の実施
　皆伐、間伐、作業道開設、巡視

農林畜産課 57,210

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412013 林道維持補修事業 1.林道維持管理（草刈、支障木伐採、路面整正等）

2.林道改良工事
農村整備課 14,645

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります

412016 農業経営効率化のための用排水路整備

1.豊かなふる里保全整備事業（用排水路整備）
　【築館】加倉前地区、【築館】太田新中太田地区、【若柳】大林新堰合地区、【一迫】鹿込地区
2.農業基盤整備促進事業（用排水路整備）
　【栗駒】栗駒岩淵用水路（2工区）、【一迫】旧鹿島堰用水路（3工区）

農村整備課 88,850

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります

412017 土地改良関連等負担金・補助金

1.土地改良事業補助金の交付
2.農業揚水機場維持管理補助金の交付
3.土地改良区等への運営費等の補助金
4.土地改良区等へのほ場整備事業の負担金

農村整備課 60,139

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412018 多面的機能支払交付金事業 1.農地維持支払交付金：地域ぐるみで農地・農業用施設等の保全管理活動を実践する組織に対する支援

2.資源向上支払交付金：水路等の長寿命化や農村環境保全等の取り組みに対する支援
農業政策課 382,944

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412019 中山間地域等直接支払交付金事業 平地と比べて農業生産活動の不利な中山間地域の多面的機能の維持及び農業生産活動に対する交付金の交付 農業政策課 109,206

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります

412020 環境保全型農業直接支払交付金事業

化学肥料、化学合成農薬を原則5割以上低減する取り組み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営農
活動を支援
　1.カバークロップ（緑肥）の作付け
　2.堆肥の施用
　3.有機農業
　4.冬期湛水

農業政策課 20,450

事業費
（千円）

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課
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事業費
（千円）

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります

412021 野生鳥獣対策事業

1.鳥獣被害防止計画に基づく、被害防止施策の実施（鳥獣被害対策実施隊による対象鳥獣の捕獲等）
2.農作物有害獣被害防護設備設置事業の実施（防護柵等の設置経費に対して助成）
3.狩猟免許取得及び銃砲所持許可取得事業の実施
4.鳥獣被害対策実施隊の隊員用ベスト・帽子等購入

農林畜産課 20,100

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412022 農業用施設管理事業 市管理の農業用施設の維持管理 農村整備課 129,123

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412202 地域農業を担う営農支援事業 水田農業用機械の取得経費への補助 農業政策課 1,500

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412203 栗原の美しい森林（もり）再生事業 意向調査、施業計画作成、施業（下刈り、間伐、主伐、植林等）、基金積立、地域林政アドバイザーの配置 農林畜産課 42,085

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412204 全国和牛能力共進会鹿児島大会対策事業 共進会協力者（調教師・補助員候補者）育成研修の支援を実施 農林畜産課 1,238

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412206 用排水施設等整備事業 敷味排水機場湛水防除事業の負担金 農村整備課 35

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

2 効率的で安定的な農林業の実現に向
け、生産基盤等の強化を図ります 412401 水利施設等保全高度化支援事業（一般型）

基幹水利施設保全型
　仮屋排水機場整備補修・機能保全計画 農村整備課 529

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

3 意欲のある生産者に対し、生産から加
工、流通・販売まで対応できる体制づ
くりを支援するとともに、広く認められる
栗原ブランドの確立を目指します

413001 ６次産業推進事業
1.６次産業化推進に関する研修会の開催
2.商品開発や販路拡大、広告宣伝等を支援
3.加工施設の整備、製造に係る機械等の購入を支援

農業政策課 6,598

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

3 意欲のある生産者に対し、生産から加
工、流通・販売まで対応できる体制づ
くりを支援するとともに、広く認められる
栗原ブランドの確立を目指します 413002 栗原ブランド確立・支援事業

1.ブランド推進計画の再構築と実施
2.栗原産農産物のPR・販促イベントの開催
3.仙台圏の大型店舗への販路開拓
4.栗原産食材飲食フェアによる知名度向上と販路拡大

農業政策課 296

1 持続可能な農林業の育成と栗原ブラ
ンドの確立に取り組みます

3 意欲のある生産者に対し、生産から加
工、流通・販売まで対応できる体制づ
くりを支援するとともに、広く認められる
栗原ブランドの確立を目指します

413101 アンテナショップ等での物産販売事業
1.東京都池袋「宮城ふるさとプラザ」への出店
2.東京都巣鴨「座・ガモール」への出品

田園観光課 500

2 産業育成と企業誘致による産業拠点
を形成します

1 優れた高速交通体系など地の利を生
かした企業誘致を進めるとともに、既存
企業との取引拡大や企業間の連携を
促進し、産業拠点の形成を目指します

421002 企業立地の促進
1.企業立地促進奨励金の交付
2.企業立地投資奨励金の交付
3.雇用促進奨励金の交付

産業戦略課 589,326

2 産業育成と企業誘致による産業拠点
を形成します

2 市内での創業・起業を支援するととも
に、既存企業の経営安定化と雇用機
会の創出に取り組みます 422001 ビジネスチャレンジサポート事業

1.市内において小売店、飲食店、事務所などを開業しようとする者に対する支援事業補助金の交付
　（改修及び設備費補助金、賃借料補助金、研修参加補助金）
2.創業支援セミナーの開催（特定創業支援等事業）

産業戦略課 14,790

2 産業育成と企業誘致による産業拠点
を形成します

2 市内での創業・起業を支援するととも
に、既存企業の経営安定化と雇用機
会の創出に取り組みます

422002 ものづくり企業活性化事業
栗原市企業連絡協議会事業に対する助成
　首都圏等での展示会出展などの情報発信・販路拡大、先進地視察・研修会の開催、アドバイザーの派遣、職業訓練・研修受講
等、人材育成活動支援

産業戦略課 2,000

2 産業育成と企業誘致による産業拠点
を形成します

2 市内での創業・起業を支援するととも
に、既存企業の経営安定化と雇用機
会の創出に取り組みます

422003 産学官連携事業 1.企業ビジネス交流会
2.ものづくり技術情報交換会の開催

産業戦略課 308

2 産業育成と企業誘致による産業拠点
を形成します

2 市内での創業・起業を支援するととも
に、既存企業の経営安定化と雇用機
会の創出に取り組みます

422004 中小企業経営安定化支援事業 中小企業振興資金原資預託及び信用保証協会保証料の補助
　運転資金や設備資金の融資原資として、市内金融機関へ資金を預託

産業戦略課 330,000

2 産業育成と企業誘致による産業拠点
を形成します

2 市内での創業・起業を支援するととも
に、既存企業の経営安定化と雇用機
会の創出に取り組みます

422005 中小企業振興資金事業利子補給補助事業 中小企業振興資金利子補給
　初年度、2年度目に限り、利子額に係る2分の1を助成

産業戦略課 11,000

2 産業育成と企業誘致による産業拠点
を形成します

2 市内での創業・起業を支援するととも
に、既存企業の経営安定化と雇用機
会の創出に取り組みます

422008
勤労者支援
（勤労者ライフローン貸付金）

教育資金や生活資金の融資原資として、東北労働金庫へ資金を預託 産業戦略課 50,000
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事業費
（千円）

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課

2 産業育成と企業誘致による産業拠点
を形成します

2 市内での創業・起業を支援するととも
に、既存企業の経営安定化と雇用機
会の創出に取り組みます

422201
小規模事業者経営改善資金融資制度
（マル経融資）利子補給補助事業

小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）利子補給
　初年度、2年度目に限り、利子額の0.36％を助成

産業戦略課 674

2 産業育成と企業誘致による産業拠点
を形成します

2 市内での創業・起業を支援するととも
に、既存企業の経営安定化と雇用機
会の創出に取り組みます

422202 移住・就業対策支援事業 　東京23区在住者、または東京23区への通勤者の方で、栗原市内に移住し、かつ県が対象として選定した中小企業等に就業した
方に、移住支援金として1世帯に上限1,000千円の支援を実施

産業戦略課 6,000

2 産業育成と企業誘致による産業拠点
を形成します

3 空き店舗の活用促進など、新たな事
業展開や新規参入を目指す商業者等
による、賑わいのある商店街づくりを支
援します

423002 商工会支援事業 市内4商工会に対する運営経費助成 産業戦略課 42,980

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

1 観光地域づくりの推進主体を設立し、
効果的なマーケティングの実施により、
新たな観光戦略を構築します

431001 観光地域づくり推進事業 1.観光戦略会議の立ち上げ
2.観光ビジョン・アクションプランの検討・策定

田園観光課 176

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

2

432003 観光関連施設整備事業 ハイルザーム栗駒、金成延年閣、栗駒コテージ、温湯山荘施設・機械設備等の改修・整備、及び栗駒山登山道整備等 田園観光課 32,011

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

2

432005 栗駒山交通渋滞対策事業
1.シャトルバス運行による観光客の送客
2.交通整理員による交通整理
3.協力金の徴収

田園観光課 18,001

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

2 多様な地域資源を生かした「田園観
光都市」づくりを発展させ、栗駒山麓ジ
オパークなどを活用し、県境を越えた
広域連携による交流の拡大を目指し

432006 観光周遊支援事業 観光客等に対し、市内での宿泊、食事、買物等の一定額以上の利用金額に応じて、レンタカー料金のキャッシュバックを実施 田園観光課 1,778

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

2 多様な地域資源を生かした「田園観
光都市」づくりを発展させ、栗駒山麓ジ
オパークなどを活用し、県境を越えた
広域連携による交流の拡大を目指し

432007 観光情報総合発信事業
1.旅雑誌・新聞等への広告掲載、WebサイトやＳＮＳによる観光情報発信
2.大規模イベント等へのブース参加、ＪＲ東日本駅構内での看板掲示などによる観光情報発信
3.インバウンド推進に向けた観光情報発信

田園観光課 819

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

2 多様な地域資源を生かした「田園観
光都市」づくりを発展させ、栗駒山麓ジ
オパークなどを活用し、県境を越えた
広域連携による交流の拡大を目指し
ます

432008 市政情報発信事業

1.栗原市PR事業

　栗原ドリームアンバサダーによる広報活動、市ＰＲ看板による誘客、ＷｅｂサイトやＳＮＳによる情報発信

2.市プロモーション映像発信事業

　市プロモーション映像募集、KHBふるさとCM大賞応募、YouTube栗原市公式チャンネルでの市プロモーション映像公開

市政情報課 347

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

2 多様な地域資源を生かした「田園観
光都市」づくりを発展させ、栗駒山麓ジ
オパークなどを活用し、県境を越えた
広域連携による交流の拡大を目指し

432009
観光案内所運営業務
（観光ＰＲ推進事業）

ＪＲくりこま高原駅観光案内窓口（インフォメーションセンター）運営業務 田園観光課 5,000

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

2 多様な地域資源を生かした「田園観
光都市」づくりを発展させ、栗駒山麓ジ
オパークなどを活用し、県境を越えた
広域連携による交流の拡大を目指し

432011 まつり・イベント支援 1.市民まつり事業実施に対する負担金
2.市内各地で実施されるイベント・まつりに対する助成

産業戦略課
田園観光課 36,160

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

2 多様な地域資源を生かした「田園観
光都市」づくりを発展させ、栗駒山麓ジ
オパークなどを活用し、県境を越えた
広域連携による交流の拡大を目指し
ます

432012 栗駒山麓ジオパーク推進事業

1.栗駒山麓ジオパーク整備事業
　ジオサイト説明看板・道標等の整備、ビジターセンター展示・映像ソフトの整備に向けた検討
2.栗駒山麓ジオパーク推進事業
　ジオガイドの養成・団体の設立、ジオツアーの構築、ジオパーク学習の推進、ジオパークの情報発信

ジオパーク推進室 55,649

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

2 多様な地域資源を生かした「田園観
光都市」づくりを発展させ、栗駒山麓ジ
オパークなどを活用し、県境を越えた
広域連携による交流の拡大を目指し

432013 林道花山～文字線整備事業 法面保護　L=　264ｍ　（3箇所） 農村整備課 9,800

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

2 多様な地域資源を生かした「田園観
光都市」づくりを発展させ、栗駒山麓ジ
オパークなどを活用し、県境を越えた
広域連携による交流の拡大を目指し

432014 広域観光戦略推進事業
1.ゆっくりひとめぐり栗駒山麓観光写真コンクール
2.スタンプラリー事業、観光パンフレット作成
3.国道冬季閉鎖・開通イベント、物産市共同開催

田園観光課 2,881

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

3 市民の「おもてなし意識」を高めなが
ら、自然環境の豊かさや歴史・文化を
共有できる国内・国際交流の推進と、
インバウンドの誘客促進に取り組みま
す

433001 くりはらアグリビジネス支援事業 都市住民等を迎えて農業・農村体験等を行なう農業者等への支援とグリーン・ツーリズム事業についての研修及び講習会等の開催
事業への支援

農林畜産課 1,100

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

3 市民の「おもてなし意識」を高めなが
ら、自然環境の豊かさや歴史・文化を
共有できる国内・国際交流の推進と、
インバウンドの誘客促進に取り組みま
す

433003 国内・国際交流事業

1.在京団体との交流・支援
2.友好姉妹都市交流と職員交流の継続の検討
3.ＣＩＲ（国際交流員）の活用
4.市国際交流協会の活動推進

市民協働課 7,668

多様な地域資源を生かした「田園観
光都市」づくりを発展させ、栗駒山麓ジ
オパークなどを活用し、県境を越えた
広域連携による交流の拡大を目指し
ます
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将来像Ⅳ　地域の特性を生かした、産業や交流が盛んなまちを創るために

事業費
（千円）

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課

3 地域資源を生かした広域観光戦略を
構築し、栗原市を発信します

3 市民の「おもてなし意識」を高めなが
ら、自然環境の豊かさや歴史・文化を
共有できる国内・国際交流の推進と、
インバウンドの誘客促進に取り組みま
す

433004 スポーツ・文化合宿支援事業 市内の社会体育施設・社会教育施設を利用し、かつ、市内の宿泊施設に連続して2泊以上宿泊した市外の大学生以下の団体に、
宿泊費及び施設使用料の補助を実施

社会教育課 1,400

2,318,597将来像Ⅳ 計画事業費

- 12-
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将来像Ⅴ　市民がまちづくりを楽しめるまちを創るために

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 地域の課題解決に市民が主体的に取
り組むことを推進します

512002 「小さな拠点」づくり事業

花山地区「小さな拠点」づくりに向けた取組み
　1.デマンド対応型地域交通サービスの運行
　2.「道の駅」販売部門の機能拡充（食料品・日用品）・移動販売サービス等の実施
　3.移住体験ツアー及び空き家利活用対策の実施

定住戦略室 2,200

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 地域の課題解決に市民が主体的に取
り組むことを推進します 512003 地域おこし協力隊事業

1.地域おこし協力隊活動事業（地域おこし協力隊による地域おこし活動）
2.総合支援事業（定住計画の作成・管理、起業に向けたつながり創り支援、関連組織合同研修会の開催等）
3.起業支援事業（起業に要する経費として、1,000千円を上限として補助金を交付）

市民協働課 85,685

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

3 地域の個性ある魅力的な取り組みを
支援し、地域間の連携を促進します

513002 住民自治活動推進・活動助成事業 1.コミュニティ組織一括交付金の交付
2.交付メニューの検討

市民協働課 93,653

2 市民が自ら行うまちづくり活動を支援し
ます

1 自治会などによる自主的な市民活動
を支援し、市民が生きがいを感じ、楽し
みながらまちづくりに参加できる社会を
目指します

521001 地域集会施設新築改築修繕事業

1.集会施設新築改築修繕事業
　集会施設の新築・改築・修繕に対する助成
2.バリアフリー対策事業
　集会施設のバリアフリー対策に対する助成

市民協働課 94,613

2 市民が自ら行うまちづくり活動を支援し
ます

2 公益活動を行う団体などの育成に努
め、協働のまちづくりを進めます

522001 市民協働活動推進事業

1.「栗原市市民協働を進めるための行動計画」に基づき、コミュニティ推進協議会の組織化や、自治会・コミュニティ推進協議会にお
　ける地域活動の活性化等のための取組事業を実施（自治会等を対象とした研修会等の開催、コミュニティ活動に関する情報の効
　果的な発信方法の検討）
2.市民活動支援センターの有効活用の検討

市民協働課 8,310

2 市民が自ら行うまちづくり活動を支援し
ます

2 公益活動を行う団体などの育成に努
め、協働のまちづくりを進めます

522301 除草機械等貸出事業 市道等の除草を行う愛護会や自治会等に対して除草機械等の貸出しを実施 建設課 198

2 市民が自ら行うまちづくり活動を支援し
ます

3 男女が互いに尊重し、対等な立場でま
ちづくりに取り組むことを推進します 523001

男女（とも）につくる栗原推進プロジェクト
（男女共同参画推進社会の実現）

1.サポーター養成講座、市民講演会等の開催
2.第２次くりはら男女共同参画推進プランの見直し

市民協働課 855

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 多様な市民ニーズを把握して、満足
度が高まる行政サービスを提供します 531001 各種証明書等コンビニ交付サービス事業 各種証明書等のコンビニ交付サービスの実施 市民課 7,723

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 多様な市民ニーズを把握して、満足
度が高まる行政サービスを提供します 531002 各種料金等コンビニ収納サービス事業 税・各種料金のコンビニ収納サービスの実施（新たなスマートフォン決済アプリの追加） 会計課 11,384

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 多様な市民ニーズを把握して、満足
度が高まる行政サービスを提供します 531003 公共料金明細事前通知サービス事業 公共料金明細事前通知サービスによる公共料金の口座振替の実施（電話・水道・電気料） 会計課 682

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 多様な市民ニーズを把握して、満足
度が高まる行政サービスを提供します 531004 郵便局窓口証明書交付サービス事業 市内4地区（沼倉・文字・金田・秋法）郵便局での住民票等（住民票・戸籍・印鑑証明・税証明）の交付 市民課 1,067

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 多様な市民ニーズを把握して、満足
度が高まる行政サービスを提供します 531301 志波姫総合支所車庫倉庫改築事業 建設工事、工事監理業務 管財課 115,519

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

2 市民との情報共有を高め、市民の声を
市政に反映させる仕組みを充実させま
す

532001 人・魅力・話題広報事業
1.広報くりはら発行
2.市公式ウェブサイトでの情報発信
3.市公式Facebook、市公式LINE及び市公式Instagramでの情報発信

市政情報課 27,630

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

2 市民との情報共有を高め、市民の声を
市政に反映させる仕組みを充実させま
す

532003 まちづくり広聴事業 1.市政懇談会等の開催
2.市政に対する意見等受付（なんでも窓口、市長へのメール）

市政情報課 10

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

3 徹底したコスト削減を行い、効率的で
安定した行財政運営に取り組みます 533401 デジタル推進事業 ＲＰＡ・ＡＩ‐ＯＣＲ等の導入

スマート行政
推進室 3,148

452,677

事業費
（千円）

将来像Ⅴ 計画事業費

基 本 方 針 施　　策 事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課
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放射能対策プロジェクト　　放射性物資による不安を解消し、安心して暮らせるまち

600001
放射能除染事業
（栗原市環境放射線等対策）

1.除染後における除去土壌保管施設や公共施設等の監視
2.市民の要望に応じる、空間放射線量及び食品の放射性物質の測定
3.給食センター等の給食食材の放射能測定

放射性廃棄
物等対策室 9,801

600002 原子力災害健康不安対策事業 ホールボディカウンタによる放射性物質内部被ばく線量測定の実施 健康推進課 3,277

600003 農林水産物放射能検査 農林水産物放射能検査（堆肥：36検体） 農林畜産課 396

600005 放射性物質吸収抑制対策事業 塩化カリウム配布事業
　放射能吸収抑制対策としての塩化カリウムの配布（そば）

農林畜産課 720

600006 保管牧草堆肥化処理対策事業 処理方法や施設整備に係る協議
放射性廃棄
物等対策室 230

14,424

11,702,892

福島第一原子力発電所からの放射性物質拡散による汚染
被害への対策に努め、安全・安心な暮らしを守ります

放射能対策プロジェクト 計画事業費

第２次栗原市総合計画　実施計画（令和３年度）事業費合計

福島第一原子力発電所からの放射性物質拡散による汚染被害への対策に努め、
安全・安心な暮らしを守ります

福島第一原子力発電所からの放射性物質拡散による汚染
被害への対策に努め、安全・安心な暮らしを守ります

福島第一原子力発電所からの放射性物質拡散による汚染
被害への対策に努め、安全・安心な暮らしを守ります

事業番号 事　業　名 実　施　内　容 担当課
事業費
（千円）

福島第一原子力発電所からの放射性物質拡散による汚染
被害への対策に努め、安全・安心な暮らしを守ります

目　　　標
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