
実施計画
　実施計画は、基本計画で示した部門別振興計画を具体的に
進める事業を定めます。なお、社会情勢の変化などに対応す
るため、毎年度、ローリング方式による見直しを行います。
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

１ Ⅰ�生きがいの花
１��町民が健やかに生活し
ていくことができる健
康・保健・医療の充実

（１）�健康な心身をつくる
保健活動の推進 予防接種事業

２ 感染症予防（結核）事業

３ 健康づくりネットワーク事業

4 健康増進法による保健事業（補助分）

5 健康増進法による保健事業（単独）

6 特定健康診査・特定保健指導事業

7 母子保健法による保健事業

8 後期高齢者健康診査・歯科健康診査事
業

9 保健指導車更新事業

１0 岩泉町保健センター改修工事

１１ （２）�安心できる充実した
医療体制の確立 医師養成奨学資金貸付事業

１２ 地域医療確保対策補助金

１３ ２��多様な町民が共に地域
で支え合う福祉の充実

（１）�安心して子どもを産
み育てられる環境づ
くり

放課後児童クラブ開設事業

１4 出産祝金給付事業

１5 地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センター運営事業）

１6 児童福祉施設運営事業
民営保育所運営費補助（釜津田、有芸）

１7 特別保育事業（延長保育）

１8 保育業務支援システム導入事業
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

１9 Ⅰ�生きがいの花 ２��多様な町民が共に地域
で支え合う福祉の充実

（１）�安心して子どもを産
み育てられる環境づ
くり

ひとり親家庭医療費助成事業

２0 乳幼児・児童・妊産婦医療費助成事業

２１ 結婚記念品支給事業

２２ 結婚活動支援事業

２３ （２）�高齢者の笑顔と生
きがいづくり

地域支援事業
（介護予防・日常生活支援総合事業）

２4 地域の高齢者支え合い事業

２5 生活支援体制整備事業

２6 外出支援サービス事業

２7 配食サービス事業

２8 金婚祝事業

２9 敬老記念品贈呈事業

３0 高齢者生活福祉センター運営事業

３１ 老人保護措置事業

３２ 長寿祝金事業

３３ 老人クラブ活動等社会活動促進事業

３4 高齢者及び障がい者にやさしい住まい
づくり推進事業

３5 緊急通報体制等整備事業

３6 シルバーメイト／
シルバーサポーター事業
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

３7 Ⅰ�生きがいの花 ２��多様な町民が共に地域
で支え合う福祉の充実

（２）�高齢者の笑顔と生
きがいづくり 認知症グループホーム家賃等助成事業

３8 地域支援事業
（包括的支援事業・任意事業）

３9
（３）�障がい者が自立し心

豊かに暮らせる地
域づくり

自立支援医療（更生医療給付費）

40 在宅重度障害者家族慰労手当支給事業

4１ 身体障害者自動車改造費等助成事業

4２ 岩泉町地域活動支援センター実施事業

4３ 相談支援事業

44
自立支援給付事業（介護給付サービス、
訓練等給付サービス、地域相談支援給
付サービス、補装具費給付）

45 障害者日常生活用具給付事業

46 重度心身障がい者医療費助成事業

47
３��生涯を通じて学んでいく
ことができる教育環境
の構築

（１）�地域一体による子ど
もたちの教育の向上 小中学校トイレ洋式化事業

48 小中学校教員住宅改修事業

49 廃校管理委託事業

50 小中学校校務支援システム導入事業

5１ 小中学校屋内運動場照明LED化事業

5２ 小川中学校校舎等大規模改造事業

5３ 新小川小学校屋内運動場改修工事

54 学校給食共同調理場改築整備事業



149

№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

55 Ⅰ�生きがいの花
３��生涯を通じて学んでいく
ことができる教育環境
の構築

（１）�地域一体による子ど
もたちの教育の向上 学校給食運営事業

56 小学校情報教育用コンピュータ等整備

57 中学校情報教育用コンピュータ等整備

58 児童生徒学習支援・交流学習事業

59 岩泉町学校フォローアッププラン推進事
業

60 英語指導助手業務委託事業

6１ 町立小・中学校スクールバス更新事業

6２ 岩泉町学力向上対策事業

6３ へき地教育センター車両更新・管理事
業

64 岩泉高校　振興事業補助金

65 岩泉高校　進学支援補助金

66 岩泉高校　通学費補助金

67 ドリームサポート事業

68 小中学校校務用コンピュータ等整備

69 国内外研修交流事業
（海外短期派遣、国内交流）

70 （２）�生涯を通じた学びの
環境づくり 町民会館運営管理事業（直接管理費）

7１ 生涯学習推進事業
（生涯学習カレンダー作成）

7２ 社会教育施設指定管理事業
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

7３ Ⅰ�生きがいの花
３��生涯を通じて学んでいく
ことができる教育環境
の構築

（２）�生涯を通じた学びの
環境づくり

図書館運営管理事業
　指定管理料ほか以外の直接経費

74 社会教育推進事業（NPO委託事業）

75
4��生活に潤いと生きがい
をつくる文化・スポーツ
の推進

（１）�先人の築いた文化財
の保護・活用

郷土芸能祭開催事業
　出演団体等謝礼ほか

76 歴史民俗資料館運営管理事業
　直接管理費、調査展示

77 埋蔵文化財発掘緊急調査事業

78 文化財保存事業
　郷土芸能団体活動補助

79 （２）�多様な文化活動の推
進と情報発信 町民会館公演事業（演劇・講演会）

80 地域文化交流施設運営管理事業
　消防設備点検、借地料

8１
（３）�余暇を生かした豊か

なスポーツライフの
推進

各種大会誘致運営補助事業

8２ ロードレース大会開催事業
　開催経費、派遣旅費等

8３ スポーツ少年団県大会出場助成事業
　県大会等遠征費補助

84 スポーツレクリエーション備品購入事業

85 学校開放施設運営管理事業

86 龍泉洞リレーマラソン大会開催事業

87 岩泉町体育協会育成事業
（補助金）

88 スポーツ推進委員設置活動事業

89 体育施設指定管理事業
（NPO委託事業）

90 スポーツ推進事業（NPO委託事業）
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

9１ Ⅰ�生きがいの花
4��生活に潤いと生きがい
をつくる文化・スポーツ
の推進

（３）�余暇を生かした豊か
なスポーツライフの
推進

岩泉町B&G海洋センター運営管理事
業

9２ 山村広場運営管理事業

9３ 岩泉町屋内多目的運動場運営管理事業

94 体育施設管理事業（小川多目的運動場）

95 体育施設管理事業（大川多目的運動場）
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

96 Ⅱ�暮らしの花 １��便利で心地よい生活が
できる生活基盤の確立

（１）�コンパクトな街づくり
と交流を支える基盤
整備

小本港建設事業負担金

97 庁舎等整備事業

98 小川地区複合施設整備事業

99 岩泉斎場改修整備事業

１00 庁用車更新事業

１0１ 生活道整備事業補助金

１0２ 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道早坂１号線改良舗装事業）

１0３ 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道松ケ沢日向線法面保護事業）

１04 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道尾丸部線舗装補修事業）

１05
農山漁村地域整備交付金
（小本地区地域水産物供給基盤整備事
業　北防波堤）

１06 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道刈屋沢長田線舗装補修事業）

１07 地方創生推進交付金
（町道唐地線橋梁新設事業）

１08 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（橋梁長寿命化整備事業）

１09 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道袰綿裏町線橋梁改修事業）

１１0 町道下岩泉4号線開設事業

１１１ 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道名目入中瀬線舗装補修事業）

１１２ 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道大広線舗装補修事業）

１１３ 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道南沢橋梁改修事業）



153

№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

１１4 Ⅱ�暮らしの花 １��便利で心地よい生活が
できる生活基盤の確立

（１）�コンパクトな街づくり
と交流を支える基盤
整備

社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道岩泉大通線舗装補修事業）

１１5 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道長内中野線側溝補修事業）

１１6 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（道路ストック総点検事業）

１１7 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道上有芸水堀線舗装補修事業）

１１8 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道名目入線舗装補修事業）

１１9 社会資本整備総合交付金（防災・安全）
（町道中林線拡幅事業）

１２0 町道森の越中央線改良舗装事業

１２１ 町道森の越中央支線改良舗装事業

１２２ 町道外山川崎線開設事業

１２３ 社会資本整備総合交付金（通常）
（安家川河川災害復旧等関連緊急事業）

１２4 本銅沢河川改修事業

１２5 辺城子沢川改修事業

１２6
農山漁村地域整備交付金
（林道施設インフラ長寿命化計画策定
事業）

１２7
農山漁村地域整備交付金
（農道施設インフラ長寿命化計画策定
事業）

１２8 地方創生推進交付金
（町道中野線改良舗装事業）

１２9 地方創生推進交付金（町道尼額有芸線
改良舗装事業）

１３0 町道東三本松7号線改良舗装事業

１３１ 農山漁村地域整備交付金
（海岸施設機能保全事業）
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

１３２ Ⅱ�暮らしの花 １��便利で心地よい生活が
できる生活基盤の確立

（１）�コンパクトな街づくり
と交流を支える基盤
整備

道路維持小工事

１３３ 地方創生推進交付金
（町道メンズクメ線改良舗装事業）

１３4 町道等維持補修業務委託（仮称）

１３5 公共土木施設維持小工事

１３6 除雪機械整備事業

１３7 小本漁港水門遠隔監視制御設備地下埋
設事業

１３8
（２）�使いやすくきめ細や

かな公共交通網の
構築

総合交通対策事業（鉄道対策・三陸鉄
道）

１３9 総合交通対策事業（バス対策）

１40 総合交通対策事業（空白地運行対策）

１4１ （３）�誰もが利用できる情
報通信網づくり 無線システム普及支援事業

１4２ CATV 事業

１4３ 携帯電話不感エリア世帯解消事業

１44
２�自然との共生と安全安
心で防災力が強いまちづ
くりの実現

（１）�自然災害から命を守
り安心できる地域社
会の実現

交通指導員設置事業

１45 防犯灯設置事業

１46 避難行動要支援者個別避難プラン作成
事業

１47 防災備蓄品及び防災備品整備事業

１48 防災士育成研修事業

１49
消防緊急通信指令装置（情報系）改修
事業（常備消防）宮古地区広域行政組
合負担金
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

１50 Ⅱ�暮らしの花
２��自然との共生と安全安
心で防災力が強いまち
づくりの実現

（１）�自然災害から命を守
り安心できる地域社
会の実現

防火水槽建設事業（非常備消防）
（上有芸、岩泉横道、川代）

１5１ 消防団員被服整備事業（非常備消防）

１5２ 消防屯所建設事業（非常備消防）
（尼額、見内川、茂師）

１5３
消防屯所建設用地整備事業
（非常備消防）
尼額消防屯所建設用地整備

１54
消防車両整備事業（非常備消防）
（消防ポンプ自動車 ２台、小型動力ポン
プ付き積載車 ２台）

１55
消防車両整備事業（常備消防）
（高規格救急自動車１台、小型動力ポンプ
付き水槽車１台（新規）、消防指導車１台）

１56 （２）�支えあう地域ぐるみ
協働体制の確立 町社会福祉協議会事業費助成事業

１57 地域共生社会の実現に向けた包括的支
援体制構築事業

１58 地域福祉活動事業費補助金

１59 協働のまちづくり交付金事業

１60 地域づくり支援事業

１6１ 地区集会施設整備事業

１6２ 町民アイデア実践支援事業

１6３ 男女共同参画推進事業
（研修助成、出前講座等）

１64
３��いつまでも快適な暮ら
しができる住環境の実
現

（１）�魅力ある移住・定住
環境の整備 UIターン対策事業

１65 空き家・空き地バンク運営事業

１66 定住促進空き家活用事業

１67 町営住宅管理
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

１68 Ⅱ�暮らしの花
３��いつまでも快適な暮ら
しができる住環境の実
現

（１）�魅力ある移住・定住
環境の整備 木造住宅耐震改修事業

１69 定住促進宅地造成事業

１70
（２）�安定した水の供給と

環境に配慮した汚
水処理の推進

浄化槽設置事業

１7１ 公共下水道事業公営企業会計移行事業

１7２ 清水川河川災害復旧等関連緊急事業
（水道）

１7３ 公共下水道管路施設調査等業務

１74 飲料水共同施設整備事業

１75 公共下水道施設維持管理事業

１76 公共下水道施設災害復旧事業

１77 汚水処理設備等運転管理委託事業

１78 公共下水道施設改築・更新・長寿命化
対策事業

１79 飲料水個人施設整備事業補助金

１80 安家川河川災害復旧等関連緊急事業

１8１ 小本川河川災害復旧等関連緊急事業

１8２ 清水川河川災害復旧等関連緊急事業
（下水道）

１8３ 二升石水道取水施設移設事業

１84 二升石水道配水管施設整備事業

１85 大川水道配水管移設事業
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

１86 Ⅱ�暮らしの花 ３�いつまでも快適な暮ら
しができる住環境の実現

（２）�安定した水の供給と
環境に配慮した汚
水処理の推進

国境水道配水管移設事業

１87 浄水場等運転管理委託事業

１88 水道施設維持修繕事業

１89 水道メーター器交換

１90 岩泉水道予備水源更新事業

１9１
（３）�自然と人間が共生す

る景観と環境の保
全

ごみの減量化及びリサイクル推進事業

１9２ 河川清流化対策事業

１9３ 環境の日関連事業

１94 環境巡視員・リサイクル推進員設置事業

１95 生活環境整備事業
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

１96 Ⅲ�なりわいの花
１��町内の豊かな地域資源
を活用した魅力ある農
林水産業の振興

（１）�次の世代につながる
持続的な農業の振興

畜産振興総合整備事業
（家畜導入資金供給事業）

１97 岩泉町日本短角種肥育経営安定特別対
策事業

１98 肉豚経営安定対策事業

１99 岩泉農業振興公社運営費補助金

２00 岩泉農業振興公社施設等更新事業

２0１ 町有牛管理委託事業

２0２ 町有牛採卵事業

２0３ 牧道修繕事業

２04 旧家畜診療所解体工事

２05 大牛内育成牧場預託支援事業

２06 日本短角種放牧頭数維持支援事業

２07 短角牛肉学校給食提供事業

２08 利用自粛牧草等処理円滑化事業委託料

２09 日本短角種肥育素牛導入資金貸付金

２１0 畜産労働力負担軽減事業

２１１ 畜産就業者確保事業
（地域おこし協力隊）

２１２ 乳用牛群総合改良推進事業補助金
（町単事業）

２１３ 畜産競争力強化整備事業
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

２１4 Ⅲ�なりわいの花
１��町内の豊かな地域資源
を活用した魅力ある農
林水産業の振興

（１）�次の世代につながる
持続的な農業の振興

担い手支援事業
（農業次世代人材投資資金）

２１5 農業青年クラブ育成事業

２１6 農業体験交流施設整備事業

２１7 中山間地域等直接支払交付金事業

２１8 多面的機能支払交付金事業

２１9
いわて地域農業マスタープラン実践支援
事業
（経営再開マスタープラン実践支援事業）

２２0 野菜等出荷輸送補助事業

２２１ 農作物被害防止対策事業

２２２ 小本川土地改良区施設維持管理適正
化事業

２２３ 安家産直施設整備事業

２２4 農業共済掛金助成事業

２２5 果樹経営支援対策事業

２２6 下閉伊北区域農用地総合整備事業負担
金

２２7 希望郷いわての農業基盤整備事業

２２8 農業振興地域整備計画委託事業

２２9 農業者等研修受講料補助事業

２３0 中山間地域いきいき暮らし活動支援事
業

２３１ ふるさと起業化支援事業
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

２３２ Ⅲ�なりわいの花
１��町内の豊かな地域資源
を活用した魅力ある農
林水産業の振興

（１）�次の世代につながる
持続的な農業の振興 担い手対策事業（農業後継者支援事業）

２３３ 新規担い手経営支援事業

２３4 地域おこし協力隊事業（農業）

２３5 農地中間管理事業

２３6 やまぶどうワイン原料生産拡大事業

２３7 畑わさび生産拡大支援事業

２３8 担い手対策事業（新規農業者支援事業）

２３9 畜産振興総合整備事業
（乳用牛群検定普及定着化推進事業）

２40 肉用牛肥育経営安定特別対策事業
（新マルキン）

２4１
（２）�森林資源の価値向

上による持続ある
林業の振興

持続ある豊かな森林創造事業
（担い手確保事業）

２4２ 林業従事者育成事業
（地域おこし協力隊事業）

２4３ 持続ある豊かな森林創造事業
（意向調査事業）

２44 持続ある豊かな森林創造事業
（高性能林業機械化促進事業）

２45 持続ある豊かな森林創造事業
（ナラ枯れ対策事業）

２46 持続ある豊かな森林創造事業
（安定雇用対策支援事業）

２47 持続ある豊かな森林創造事業
（森林組合経営改善支援事業）

２48 森林・山林多面的機能発揮対策補助金

２49 森林基幹道開設改良事業（新規）
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

２50 Ⅲ�なりわいの花
１��町内の豊かな地域資源
を活用した魅力ある農
林水産業の振興

（２）�森林資源の価値向上
による持続ある林業
の振興

森林管理道三田貝線開設工事

２5１ 森林管理道砂子線開設工事

２5２ 森林基幹道開設改良事業（松橋線）

２5３ 森林基幹道開設改良事業（大沢線）

２54 森林基幹道開設改良事業（惣畑向線）

２55 森林基幹道開設改良事業
（ナイヨウ沢線）

２56 林構林道改良事業

２57 森林づくり事業

２58 森林認証事業（外部委託）

２59 地域木材流通拠点事業

２60 森林整備地域活動支援交付金事業

２6１ 町産材利用拡大事業

２6２ 地域木質バイオマス資源利活用可能性
調査事業

２6３ 町有林造成事業

２64 しいたけ主産地形成促進事業

２65 原木しいたけ生産拡大支援事業

２66 木炭の里づくり事業

２67 特用林産施設体制整備復興事業
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

２68 Ⅲ�なりわいの花
１��町内の豊かな地域資源
を活用した魅力ある農
林水産業の振興

（２）�森林資源の価値向上
による持続ある林業
の振興

鳥獣被害対策実施隊員報酬

２69 有害鳥獣捕獲等報償費

２70 有害鳥獣対策事業

２7１ 有害鳥獣捕獲個体処理対策事業

２7２
（３）�安定・安心な水産物

を供給する水産業
の振興

漁業就業者育成支援事業

２7３ 水産多面的機能発揮対策事業

２74 淡水魚増殖事業

２75 小本地区地域資源利活用施設整備事業

２76 小本地域資源利活用施設運営支援員設
置事業

２77 小本地域資源利活用施設運営事業
（指定管理）

２78 磯焼け対策事業

２79 愛土館担い手確保事業
（地域おこし協力隊）

２80
２��やりがいを感じられる
雇用の場の確保と活気
ある商工業の振興

（１）�生活に豊かさをもた
らす鉱工業の振興 企業立地補助金・奨励事業

２8１ 中小企業振興資金融資原資貸付事業

２8２ 被災事業者対策資金等利子補助

２8３ 中小企業設備機械類貸与利子補給補助
事業

２84 中小企業退職金共済事業補助

２85 中小企業振興資金信用保証料補給補助
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№ 基本目標 基本方針 部門別区分 事業名

２86 Ⅲ�なりわいの花
２��やりがいを感じられる
雇用の場の確保と活気
ある商工業の振興

（１）�生活に豊かさをもた
らす鉱工業の振興 中小企業振興資金融資利子補給補助

２87 被災中小企業対策資金等利子補給補助

２88
（２）�まちのにぎわいを創

る商業・サービス業
の振興と雇用の確保

まるごと営業本部補助金

２89 特産品販路拡大推進事業
（地場産品販路開拓推進事業）

２90 町内消費購買拡大事業

２9１ 離職者資格取得支援事業

２9２ 小規模事業者経営改善資金利子補給
補助事業

２9３ 商工会育成強化・運営事業費補助

２94
３��雄大な自然環境を活用し、
国内外からの観光客を呼
び込む観光業の振興

（１）�地域資源を生かした
観光業の振興 ふれあいらんど岩泉再整備事業

２95 ジオガイド推進事業

２96 早坂高原トイレ改修事業

２97 ジオパーク推進事業

２98 龍泉洞温泉ホテル設備改修事業

２99 岩泉町観光協会運営補助事業

３00 廃校等施設利活用事業

３0１ 森林セラピー推進事業

３0２ 龍泉洞園地再整備事業

３0３ 龍泉洞清水川渓流釣りまつり事業補助




