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令和 2年度 実施計画 (51 事業 )
[ 総合戦略 事業計画 (13 事業 )]

[ うみ ] 自然との調和        11 事業

 

[ ひと ] 人間らしく生きる       22 事業

[ まち ] 快適で住みやすい       18 事業

□実施計画 (51 事業 )

[ まち ] 地域の特性に即した課題の解決     5 事業

5事業

[ しごと ] 雇用の質・量の確保と向上     3 事業

□総合戦略 事業計画 (13 事業 )

重点目標 1 時代に合った地域をつくり、安全な暮らしを守る 
  とともに、地域と地域を連携する

(5 事業 )

重点目標 4 町における安定した雇用を創出する (3 事業 )

重点目標２ 町への新しい人の流れをつくる (1 事業 )

重点目標 3 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる (4 事業 )

[ ひと ] 有用な人材確保、育成、結婚、出産、子育てへの
 切れ目ない支援

基本目標 1　自然と調和したまちづくり     (1 事業 )

基本目標 2　地域資源をいかした活気あふれるまちづくり  (6 事業 )

基本目標 3　地球にやさしいまちづくり     (4 事業 )

基本目標 4　健やかに暮らせるまちづくり    (9 事業 )

基本目標 5　活力のあるひとを育むまちづくり    (6 事業 )

基本目標 6　ひととまちが協働し共に築くまちづくり   (7 事業 )

基本目標 7　安全で快適な生活を営むことのできるまちづくり (10 事業 )

基本目標 8　住民と行政との信頼関係が構築されたまちづくり (3 事業 )

基本目標 9　長期的なビジョンに立ったまちづくり   (5 事業 )
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□基本目標(9項目) □政策目標(20項目)
七ヶ浜町長期総合計画　後期基本計画 [2016-2020] の体系
□基本方針(3項目)

安心して生活できる福祉の充実

美しい景観の形成

生涯学習や芸術文化の振興

世界に通用する次世代を担う子どもたちの育成(重点戦略7)

交流人口の増加によるにぎわいの創出(重点戦略1)

定住化の促進(重点戦略5)

地域力の構築(重点戦略2)

地場産業の新たな挑戦(重点戦略8)

環境に配慮したまちづくりの推進

産業の活性化による地場産業の担い手と就業機会の確保

健康づくりの推進

子どもを産み育てやすい環境の提供(重点戦略6)

公共交通ネットワークの形成(重点戦略4)

安全で安心な防災と減災の推進(重点戦略3)

将来に持続可能なまちづくりの推進

迅速な情報提供や的確な住民ニーズの把握

相談窓口の充実

効率的な行政運営の推進

広域行政の推進
計画的なまちづくりの推進

自然と調和したまちづくり

地域資源をいかした
活気あふれるまちづくり

地球にやさしいまちづくり

活力のあるひとを育む
まちづくり

ひととまちが協働し
共に築くまちづくり

長期的なビジョンに
立ったまちづくり

健やかに暮らせるまちづくり

安全で快適な生活を営む
ことのできるまちづくり

住民と行政との信頼関係が
構築されたまちづくり

[うみ]
自然との
調和

[ひと]
人間らしく
生きる

[まち]
快適で
住みやすい

1

2

3

1 1

1

1

1

2

1

2

3

1

2

3

1

1

2

2

3

1

2
3

2

2

3

1

2

3

1

2

3
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□施策目標(51項目) □実施事業(51事業)
(1)景観の形成と緑化の推進施策目標1

施策目標2
施策目標3
施策目標4
施策目標5
施策目標6
施策目標7
施策目標8
施策目標9
施策目標10
施策目標11

(1)農業の振興
(2)水産業の振興
(3)商工業と観光の振興

(1)自然環境の保全
(2)循環型社会の推進
(3)環境美化の推進
(4)地球温暖化の防止

(4)保健・健康・福祉・医療の連携

(1)健康づくりの推進
(2)食育の推進
(3)生涯スポーツの推進

(1)子育て環境の向上
(2)仕事と子育ての両立

(1)学校教育の充実

(1)定住化の促進

(1)各種相談窓口の充実

(1)広域行政の推進
(1)計画的なまちづくりの推進

(2)次世代の育成
(3)国際的なコミュニケーション力の強化

(1)住民参画の推進
(2)地域福祉の推進

(1)迅速な各種情報の発信
(2)広報広聴の推進

(1)防災と減災の推進
(2)防犯体制の強化

(1)産業誘導と雇用機会の確保

(3)地場産品の販売と販路の拡大
(2)地産地消と高付加価値化の推進

(1)高齢者福祉の充実

(3)社会保障制度の充実
(2)障がい者福祉の充実

(1)地域間交流の促進

(3)地域コミュニティの育成
(2)国際交流の推進

(4)交流人口の増加によるにぎわい創出

(4)生活基盤の維持整備

(1)生涯学習の充実

(3)歴史と文化財の保護・継承
(2)芸術文化の振興

(1)交通安全の推進

(3)道路の維持整備
(2)公共交通ネットワークの形成

(1)行政組織力の強化

(3)行政情報化の推進
(2)効率的な行財政運営の推進

(1)上水道の維持整備

(3)公園及び広場の維持整備

(5)良好な公共施設の維持管理

(2)下水道の維持整備

1111　景観形成及び緑化推進事業
1211　農業振興事業
1212　水産業振興事業
1213　商工業及び観光振興事業

1311　自然環境保全事業
1312　循環型社会推進事業
1313　環境美化推進事業
1314　地球温暖化防止事業

2114　保健・健康・福祉・医療連携事業

2111　健康づくり推進事業
2112　食育推進事業
2113　生涯スポーツ推進事業

2121　子育て環境向上事業
2122　ワークライフバランス支援事業

2221　学校教育充実事業

2321　定住化促進事業

3211　各種相談窓口充実事業

3321　広域行政推進事業
3331　計画的なまちづくり推進事業

2222　次世代育成事業
2223　グローバル人材育成事業

2331　住民参画推進事業
2332　地域福祉推進事業

3221　迅速な各種情報発信事業
3222　広報広聴推進事業

3111　防災減災推進事業
3112　防犯体制強化事業

1221　産業誘導及び雇用機会確保事業

1223　地場産品販売及び販路拡大事業
1222　地産地消及び高付加価値化推進事業

2131　高齢者福祉充実事業

2133　社会保障制度充実事業
2132　障がい者福祉充実事業

2311　地域間交流促進事業

2313　地域コミュニティ育成事業
2312　国際交流推進事業

2314　にぎわい創出事業

3134　生活基盤維持整備事業

2211　生涯学習充実事業

2213　歴史と文化財保護継承事業
2212　芸術文化振興事業

3121　交通安全推進事業

3123　道路維持整備事業
3122　公共交通ネットワーク形成事業

3311　行政組織力強化事業

3313　行政情報化推進事業
3312　効率的な行財政運営推進事業

3131　上水道維持整備事業

3133　公園及び広場維持整備事業

3135　公共施設総合管理事業

3132　下水道維持整備事業

施策目標12
施策目標13
施策目標14
施策目標15
施策目標16
施策目標17
施策目標18
施策目標19
施策目標20
施策目標21
施策目標22
施策目標23
施策目標24
施策目標25
施策目標26
施策目標27
施策目標28
施策目標29
施策目標30
施策目標31
施策目標32
施策目標33

施策目標34
施策目標35
施策目標36
施策目標37
施策目標38
施策目標39
施策目標40
施策目標41
施策目標42
施策目標43
施策目標44
施策目標45
施策目標46
施策目標47
施策目標48
施策目標49
施策目標50
施策目標51
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□重点目標(4項目) □重点戦略(8項目)□重点方針(3項目)

地域力の構築

安全で安心な防災と減災の推進

交流人口の増加によるにぎわいの創出

1 1

1

3

公共交通ネットワークの形成4

2

七ヶ浜町総合戦略 [2019-2020] の体系

[まち]
地域の特性
に即した課題
の解決

時代に合った地域をつく
り、安全な暮らしを守ると
ともに、地域と地域を連
携する

子どもを産み育てやすい環境の提供

世界に通用する次世代を担う子どもたちの育成

定住化の促進

2

1

2

1

3

2

[ひと]
有用な人材
確保、育成、
結婚、出産、
子育てへの
切れ目ない
支援

町への新しい人の流れ
をつくる

若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる

地場産業の新たな挑戦3 1 1
[しごと]
雇用の質・量
の確保と向上

町における安定した雇用
を創出する
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2121　子育て環境向上事業

2122　ワークライフバランス支援事業

2321　定住化促進事業

2222　次世代育成事業

2223　グローバル人材育成事業

2331　住民参画推進事業

2332　地域福祉推進事業

3111　防災減災推進事業

1221　産業誘導及び雇用機会確保事業

1223　地場産品販売及び販路拡大事業

1222　地産地消及び高付加価値化推進事業

□重点施策(13項目) □実施事業(13事業)

重点施策1
(1)交流人口の増加によるにぎわいの創出

重点施策2
(1)住民参画の推進

重点施策5
(1)公共交通ネットワークの形成

重点施策3
(2) 地域福祉の推進

重点施策4
(1)防災と減災の推進

2314　にぎわい創出事業

3122　公共交通ネットワーク形成事業

[実施計画 ( 事業計画 ) に掲載している事務事業について ]

・基盤的事業 ( 窓口や税など )、庶務的業務、内部管理的業務などの事務事業につきましては、対象外としています。
・事業費は、当該事務事業に関し、一般会計予算に計上されている額です。なお、人件費や物件費の一部 ( 事務に要
する経費など ) は、含まれておりません。
・事業費は、人件費や物件費の一部 ( 事務に要する経費など ) のみの場合や、一般会計予算に計上されていない事務
事業は、事業費欄がゼロ表示となっています。
・事務事業所管課は、令和 2年 3月時点のものです。
・所管課の課名横にある括弧内の課名は、令和 2年 4月 1日に予定されている組織改編に伴う新課名になります。

重点施策6
(1)定住化の促進

重点施策7
(1)子育て環境の向上
重点施策8
(2) 仕事と子育ての両立
重点施策9
(1)次世代の育成
重点施策10
(2) 国際的なコミュニケーション力の強化

重点施策11
(1)産業誘導と雇用機会の確保
重点施策12
(2) 地産地消と高付加価値化の推進
重点施策13
(3) 地場産品の販売と販路の拡大
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1111 事業費計 20,646千円

1111-1 14,662千円

1111-2 4,552千円

1111-3 1,432千円

1211 事業費計 28,342千円

1211-1 8,072千円

1211-2 19,060千円

1211-3 1,210千円

1212 事業費計 5,319千円

1212-1 5,319千円

1213 事業費計 58,720千円

1213-1 17,584千円

1213-2 32,501千円

1213-3 7,000千円

1213-4 1,635千円

1221 事業費計 48,910千円

1221-1 15,000千円

1221-2 33,010千円

1221-3 900千円

重点施策12

1222 事業費計 516千円

1222-1 500千円

1222-2 16千円

重点施策13

1223 事業費計 647千円

1223-1 537千円

1223-2 110千円

1311 事業費計 3,080千円

1311-1 3,080千円

施策目標1 景観の形成と緑化の推進

施策目標2 農業の振興

施策目標3 水産業の振興

施策目標4 商工業と観光の振興

施策目標8 自然環境の保全

施策目標5 産業誘導と雇用機会の確保 重点施策11

施策目標6 地産地消と高付加価値化の推進

施策目標7 地場産品の販売と販路の拡大

産業課自然環境保全事業

実施事業名 地産地消及び高付加価値化推進事業

産業の6次化推進事業

新規就労者支援事業 産業課

産業課雇用促進事業

政策課・産業課産業誘導及び雇用機会確保対策事業

観光交流施設管理運営事業 産業課

産業課

産業課

中小企業資金融資及び創業支援事業

商工業及び観光振興事業

実施事業名 産業誘導及び雇用機会確保事業

地場産品販売及び販路拡大事業

政策課・産業課

産業課・政策課

実施事業名 自然環境保全事業

地域間連携販路拡大事業 産業課・政策課

地域ブランド推進事業

土地改良事業

農業振興事業

産業課

実施事業名 水産業振興事業

産業課

産業課

水産業振興事業

産業課

実施事業名 農業振興事業

実施事業名 景観形成及び緑化推進事業

建設課・財政課

生涯学習課

産業課

景観形成及び緑化推進事業

花と緑のまちづくり推進事業

景観保全事業

実施事業名

産業課・政策課地場産品販売促進事業

産業課

菖蒲田海水浴場海びらき事業

実施事業名 商工業及び観光振興事業

水田活用推進事業
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1312 事業費計 217,762千円

1312-1 217,354千円

1312-2 100千円

1312-3 308千円

1313 事業費計 9,630千円

1313-1 9,590千円

1313-2 40千円

1313-3 0千円

1314 事業費計 5,009千円

1314-1 5,009千円

1314-2 0千円

2111 事業費計 230,001千円

2111-1 700千円

2111-2 3,218千円

2111-3 13,514千円

2111-4 2,031千円

2111-5 6,419千円

2111-6 592千円

2111-7 40,900千円

2111-8 550千円

2111-9 160,162千円

2111-10 915千円

2111-11 0千円

2111-12 0千円

2111-13 1,000千円

2112 事業費計 617千円

2112-1 617千円

2113 事業費計 194,711千円

2113-1 4,108千円

2113-2 181,807千円

2113-3 7,012千円

2113-4 1,784千円

施策目標9 循環型社会の推進

施策目標10 環境美化の推進

施策目標14 生涯スポーツの推進

施策目標13 食育の推進

施策目標12 健康づくりの推進

施策目標11 地球温暖化の防止

地場産品等を活用した健康増進事業 産業課

糖尿病性腎症重症化予防事業 町民課(健康福祉課・町民生活課)

「健康のため水を飲もう」推進事業 水道事業所

妊婦及び産後育児支援事業

妊婦健康診査事業

乳幼児健康診査等事業

健康づくり推進事業

国民健康保険・保健事業

精神保健事業

地球温暖化防止事業

実施事業名 循環型社会推進事業

がん検診事業

肝炎ウイルス・歯周疾患検診事業

生活習慣病予防各種検診事業

健康増進課(子ども未来課)

町民課(健康福祉課・町民生活課)

健康増進課(健康福祉課)

健康増進課(健康福祉課)

健康増進課(健康福祉課)

七ヶ浜町地球温暖化対策実行計画推進事業 環境生活課(町民生活課)

健康増進課(健康福祉課)

健康増進課(子ども未来課)

健康増進課(子ども未来課)

健康増進課(子ども未来課)

健康増進課(健康福祉課)

母子健康センター管理運営事業

監視カメラ設置事業 環境生活課(町民生活課)

ごみ分別パンフレット(増補版)作成事業 環境生活課(町民生活課)

食育推進事業

東京2020オリンピック聖火リレー事業 生涯学習課

食育推進事業

生涯学習課

実施事業名 生涯スポーツ推進事業

生涯学習課

生涯学習課

体育施設改修事業

体育施設管理運営事業

生涯スポーツ推進事業

健康増進課(健康福祉課)

実施事業名 環境美化推進事業

実施事業名

実施事業名 健康づくり推進事業

環境生活課(町民生活課)・防災対策室

実施事業名 地球温暖化防止事業

環境生活課(町民生活課)

環境生活課(町民生活課)

しちがはまクリーンサポートプログラム事業

環境美化推進事業

環境生活課(町民生活課)

環境生活課(町民生活課)

リサイクル活動推進事業

ごみ収集減量事業
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2114 事業費計 40,252千円

2114-1 2,193千円

2114-2 120千円

2114-3 37,849千円

2114-4 90千円

重点施策7

2121 事業費計 615,792千円

2121-1 16,977千円

2121-2 7千円

2121-3 3,308千円

2121-4 39,000千円

2121-5 300千円

2121-6 200千円

2121-7 262,740千円

2121-8 900千円

2121-9 848千円

2121-10 245,137千円

2121-11 46,375千円

重点施策8

2122 事業費計 0千円

2122-1 0千円

2131 事業費計 282,218千円

2131-1 14,898千円

2131-2 256,162千円

2131-3 1,852千円

2131-4 486千円

2131-5 8,820千円

2132 事業費計 382,950千円

2132-1 14,281千円

2132-2 16,345千円

2132-3 315,180千円

2132-4 9,719千円

2132-5 23千円

2132-6 27,402千円

施策目標18 高齢者福祉の充実

施策目標15 保健・健康・福祉・医療の連携

施策目標19 障がい者福祉の充実

施策目標16 子育て環境の向上

施策目標17 仕事と子育ての両立

教育・保育施設等利用給付事業 教育総務課・子育て支援センター(子ども未来課)

遠山保育所・子育て支援センター(子ども未来課)

高齢者福祉充実事業

実施事業名 ワークライフバランス支援事業

子育て支援センター(子ども未来課)ワークライフバランス支援事業

障害者地域活動支援センター管理運営事業

障害者自立支援医療給付事業

在宅障害者・障害者等相談支援事業

地域福祉課(健康福祉課)

地域福祉課(健康福祉課)

地域福祉課(健康福祉課)

地域福祉課(健康福祉課)

地域福祉課(健康福祉課)

地域福祉課(健康福祉課)

障害者計画実施事業

障害者地域生活支援事業

障害者自立支援給付事業

子育て支援センター(子ども未来課)

子育て支援センター(子ども未来課)

定期予防接種事業

献血推進事業

休日診療事業

健康増進課(健康福祉課・子ども未来課)

健康増進課(健康福祉課)

健康増進課(健康福祉課)

実施事業名 子育て環境向上事業

実施事業名 保健・健康・福祉・医療連携事業

一時保育事業

保育所管理運営事業

実施事業名

実施事業名 障がい者福祉充実事業

健康増進課(長寿社会課)

老人福祉センター

健康増進課(長寿社会課)

健康増進課(長寿社会課)

健康増進課(長寿社会課)

シルバー人材センター助成事業

老人福祉センター管理運営事業

老人クラブ助成事業

介護保険事業

高齢者福祉充実事業

健康増進課(健康福祉課)

認定こども園・幼稚園推進事業 子育て支援センター(子ども未来課)

心身障害児通園事業

多子世帯支援事業

児童手当支給事業

幼稚園設備整備助成事業

ファミリー・サポート・センター事業

放課後児童クラブ管理運営事業

子育て支援センター事業

子育て支援センター(子ども未来課)

子育て支援センター(子ども未来課)

地域福祉課(子ども未来課)

教育総務課

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

子育て支援センター

子育て支援センター(遠山保育所・子ども未来課)
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2133 事業費計 303,533千円

2133-1 550千円

2133-2 43,591千円

2133-3 63,703千円

2133-4 2,184千円

2133-5 500千円

2133-6 193,005千円

2211 事業費計 36,937千円

2211-1 33,300千円

2211-2 1,625千円

2211-3 287千円

2211-4 1,195千円

2211-5 530千円

2212 事業費計 148,146千円

2212-1 20,000千円

2212-2 128,146千円

2213 事業費計 17,185千円

2213-1 11,271千円

2213-2 394千円

2213-3 5,520千円

施策目標23 歴史と文化財の保護・継承

施策目標22 芸術文化の振興

施策目標21 生涯学習の充実

施策目標20 社会保障制度の充実

実施事業名 歴史と文化財保護継承事業

歴史資料館

歴史資料館

歴史資料館

歴史資料館管理運営事業

文化財の教育及び普及活用事業

文化財保護事業

生涯学習課

生涯学習課

成人式事業

社会教育事業

生涯学習事業

図書センター管理運営事業

生涯学習センター管理運営事業

実施事業名 生涯学習充実事業

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

高額医療費貸付金事業 地域福祉課(健康福祉課)

後期高齢者医療事業 町民課(町民生活課)

地域福祉課(健康福祉課)

健康増進課(長寿社会課)

心身障害者医療費助成事業

低所得者介護利用負担軽減措置事業

実施事業名 社会保障制度充実事業

地域福祉課(子ども未来課)

地域福祉課(子ども未来課)

母子父子家庭医療費助成事業

子ども医療費助成事業

実施事業名 芸術文化振興事業

七ヶ浜国際村七ヶ浜国際村管理運営事業

芸術文化創造事業 七ヶ浜国際村
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2221 事業費計 315,590千円

2221-1 12,229千円

2221-2 2,329千円

2221-3 69,319千円

2221-4 48,563千円

2221-5 149,171千円

2221-6 1,989千円

2221-7 1,412千円

2221-8 198千円

2221-9 6,638千円

2221-10 5,928千円

2221-11 5,397千円

2221-12 4,510千円

2221-13 842千円

2221-14 7,065千円

重点施策9

2222 事業費計 1,101千円

2222-1 196千円

2222-2 365千円

2222-3 540千円

重点施策10

2223 事業費計 21,399千円

2223-1 856千円

2223-2 771千円

2223-3 19,772千円

2311 事業費計 178千円

2311-1 178千円

2312 事業費計 33,971千円

2312-1 24,149千円

2312-2 9,822千円

2313 事業費計 44,337千円

2313-1 251千円

2313-2 15,382千円

2313-3 24,204千円

2313-4 4,500千円

施策目標24 学校教育の充実

施策目標29 地域コミュニティの育成

施策目標25 次世代の育成

施策目標26 国際的なコミュニケーション力の強化

施策目標28 国際交流の推進

施策目標27 地域間交流の促進

安心・元気な地域社会づくり補助金事業

被災者生活支援等事業

学校教育支援センター事業

特別支援教育支援員配置事業

教育総務課

学校施設開放管理運営業務委託事業

理科教育設備整備事業

教育総務費

教育総務費

教育総務課

学校給食センター

教育総務課中学校管理運営事業

教育総務課

教育総務課

東日本大震災被災児童生徒就学援助事業

学校給食センター管理運営事業

実施事業名

コミュニティセンター維持管理事業

国際交流員招致事業

国際交流推進事業

政策課

地域福祉課(長寿社会課)・復興推進課

総務課

生涯学習課

自治振興(区長会)事業

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

地域学校協働活動推進事業

青少年教育事業

家庭教育事業

実施事業名 グローバル人材育成事業

実施事業名 地域コミュニティ育成事業

実施事業名 国際交流推進事業

七ヶ浜国際村

七ヶ浜国際村

政策課・生涯学習課地域間交流促進事業

実施事業名 地域間交流促進事業

教育総務課

教育総務課

教育総務課

教育総務費

実施事業名 学校教育充実事業

小学校管理運営事業

特別支援教育奨励援助事業

要保護・準要保護児童生徒就学援助事業

教育総務課

七ヶ浜国際村

外国語指導助手派遣事業

グローバル人材育成事業(教育委員会)

グローバル人材育成事業(七ヶ浜国際村)

次世代育成事業

教育総務課

教育総務課

スクールソーシャルワーカー活用事業

小学校・地区民合同大運動会事業

小・中学校校務情報化推進事業

学校施設保全計画実施事業

教育総務課
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重点施策1

2314 事業費計 4,098千円

2314-1 4,098千円

重点施策6

2321 事業費計 533,788千円

2321-1 81,700千円

2321-2 278,824千円

2321-3 172,264千円

2321-4 1,000千円

重点施策2

2331 事業費計 189千円

2331-1 189千円

重点施策3

2332 事業費計 2,511千円

2332-1 400千円

2332-2 2,111千円

重点施策4

3111 事業費計 366,175千円

3111-1 292,043千円

3111-2 52,695千円

3111-3 12,535千円

3111-4 8,902千円

3112 事業費計 19,024千円

3112-1 19,024千円

3121 事業費計 11,898千円

3121-1 5,898千円

3121-2 0千円

3121-3 6,000千円

重点施策5

3122 事業費計 73,776千円

3122-1 73,776千円

施策目標33 地域福祉の推進

防災減災推進事業

施策目標30 交流人口の増加によるにぎわいの創出

施策目標31 定住化の促進

施策目標32 住民参画の推進

施策目標34 防災と減災の推進

地域福祉課(長寿社会課)

地域福祉課(長寿社会課)

地域の見守り事業

地域福祉推進事業

実施事業名 地域福祉推進事業

実施事業名 にぎわい創出事業

災害公営住宅事業

住宅復興支援事業

生涯学習課男女共同参画推進事業

実施事業名

政策課公共交通ネットワーク形成事業

防災施設管理事業

防災対策事業

危険ブロック塀等除却推進事業 防災対策室・教育総務課

防災対策室

消防施設管理事業

消防事業

防災対策室防犯体制強化事業

実施事業名 公共交通ネットワーク形成事業

実施事業名 交通安全推進事業

実施事業名 防犯体制強化事業

防災対策室・建設課・教育総務課

防災対策室

防災対策室

防災対策室

防災対策室

通学路交通安全プログラム事業

交通安全推進事業

施策目標37 公共交通ネットワークの形成

施策目標36 交通安全の推進

施策目標35 防犯体制の強化

実施事業名

政策課町内連携推進事業

復興推進課

建設課

復興推進課

被災市街地復興土地区画整理事業

定住化促進事業

定住化促進事業 政策課

実施事業名 住民参画推進事業
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3123 事業費計 148,498千円

3123-1 92,409千円

3123-2 48,289千円

3123-3 4,800千円

3123-4 3,000千円

3131 事業費計 0千円

3131-1 0千円

3132 事業費計 247,331千円

3132-1 247,331千円

3133 事業費計 487,795千円

3133-1 1,061千円

3133-2 61,384千円

3133-3 425,350千円

3134 事業費計 18,576千円

3134-1 18,237千円

3134-2 64千円

3134-3 275千円

3135 事業費計 43,896千円

3135-1 1,000千円

3135-2 7,896千円

3135-3 35,000千円

3211 事業費計 4,097千円

3211-1 4,021千円

3211-2 2千円

3211-3 74千円

3211-4 0千円

3221 事業費計 1,179千円

3221-1 1,179千円

施策目標38 道路の維持整備

施策目標45 迅速な各種情報の発信

施策目標44 各種相談窓口の充実

施策目標43 良好な公共施設の維持管理

施策目標42 生活基盤の維持整備

政策課町ウェブサイト事業

実施事業名

地区広場・多目的広場整備事業 建設課

上水道維持整備事業

実施事業名 道路維持整備事業

建設課

建設課

建設課

建設課

狭あい道路拡幅整備事業

除融雪対策事業

道路維持整備事業

道路新設改良事業

実施事業名

水道事業所上水道維持整備事業

水道事業所下水道長寿命化対策事業

施策目標39 上水道の維持整備

迅速な各種情報発信事業

実施事業名 各種相談窓口充実事業

復興推進課

地域福祉課(長寿社会課)

産業課

総務課

住宅復興相談事業

人権相談事業

消費生活相談員事業

役場受付及び各種相談受付事業

実施事業名 生活基盤維持整備事業

実施事業名 公園及び広場維持整備事業

財政課

建設課

役場庁舎等照明器具改修事業

財産管理事業

公共・公用施設調査事業

環境生活課(町民生活課)

公園墓地管理運営事業

飼い犬登録及び狂犬病予防事業

し尿処理場及び斎場共同運営事業

環境生活課(町民生活課)

環境生活課(町民生活課)

実施事業名 公共施設総合管理事業

財政課

実施事業名 下水道維持整備事業

建設課

子育て支援センター(子ども未来課)・建設課

都市公園維持管理事業

児童遊園維持管理事業

施策目標41 公園および広場の維持整備

施策目標40 下水道の維持整備
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3222 事業費計 7,951千円

3222-1 3,919千円

3222-2 0千円

3222-3 4,032千円

3311 事業費計 1,691千円

3311-1 1,691千円

3312 事業費計 2,643千円

3312-1 2,509千円

3312-2 134千円

3313 事業費計 55,855千円

3313-1 55,855千円

3321 事業費計 98千円

3321-1 26千円

3321-2 72千円

3331 事業費計 8,385千円

3331-1 0千円

3331-2 146千円

3331-3 8,239千円

施策目標50 広域行政の推進

施策目標49 行政情報化の推進

施策目標48 効率的な行財政運営の推進

施策目標47 行政組織力の強化

施策目標46 広報広聴の推進

復興推進課

政策課

政策課

震災復興記録事業

広聴事業

広報事業

長期総合計画・総合戦略策定事業 政策課

建設課

政策課

都市計画運営事業

計画的なまちづくり推進事業

政策課情報システム事業

政策課

政策課

仙台都市圏広域行政推進協議会事業

塩釜地区広域行政連絡協議会事業

実施事業名 計画的なまちづくり推進事業

実施事業名 広域行政推進事業

施策目標51 計画的なまちづくりの推進

実施事業名 行政情報化推進事業

実施事業名 行政組織力強化事業

実施事業名 広報広聴推進事業

総務課職員研修事業

政策課

政策課

実施計画及び主要な施策の成果等作成事業

ふるさと納税推進事業

実施事業名 効率的な行財政運営推進事業
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実施事業名 1111

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 14,662千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 4,552千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 1,432千円

所管課

事業概要
(手段)

関連予算科目
8款　土木費　4項　都市計画費　3目　花と緑のまちづくり推進事業費

松くい虫被害状況の把握、被害木の伐倒処理、伐倒処理木の撤去、防除薬剤の散布を行いま
す。

20,646千円

産業課

6款　農林水産業費　2項　林業費　1目　林業総務費

東日本大震災の津波被害により沿岸部が壊滅的な被害を受ける中、町名が由来する七つの浜
とその間に広がる多様な海岸線の景観が、周辺の既存緑地と一体化した特徴的な景観形成を
誘導することにより、海と自然が織りなすふるさとの風景を再生します。

関連予算科目

景観形成及び緑化推進事業

1111-1 事業費景観保全事業

2款　総務費　6項　企画費　7目　震災復興推進事業費

1111-2 花と緑のまちづくり推進事業 事業費

生涯学習課

都市公園(津波防災緑地)の整備を推進します。

施策目標1 景観の形成と緑化の推進

事業費計

町内の花壇に、花と緑のまちづくり推進団体や地区住民の協力により花の苗を植栽します。

1111-3 景観形成及び緑化推進事業 事業費

建設課・財政課

関連予算科目
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実施事業名 1211

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 8,072千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 19,060千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 1,210千円

所管課

事業概要
(手段)

農地などの復興事業の実施や、中間管理事業を活用した中心担い手への農地集積を図り、農
業経営の安定化を目指します。

施策目標2　農業の振興

農業振興事業 事業費計 28,342千円

1211-1 農業振興事業 事業費

産業課

関連予算科目
6款　農林水産業費　1項　農業費　1目　農業委員会費　～　4目　農地費

関連予算科目
6款　農林水産業費　1項　農業費　3目　農業振興費

農業排水路の清掃、農業委員会による農地パトロールなどの実施、農業経営基盤の強化に関
する情報提供、農業団体との事業推進に関する協力・連携、多面的機能支払制度による補助
を行います。

1211-2 土地改良事業 事業費

産業課

関連予算科目
6款　農林水産業費　1項　農業費　4目　農地費

土地改良施設である各所揚排水機場・用排水路などの維持管理、農地の中・大区画化や暗渠
排水の整備を行います。

1211-3 水田活用推進事業 事業費

産業課

水田を活用した戦略的作物等の生産に対し、その一部を補助します。
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実施事業名 1212

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 5,319千円

所管課

事業概要
(手段)

東日本大震災から復旧した水産業基盤の強化を図るため、地場産業の担い手を確保します。

施策目標3　水産業の振興

水産業振興事業 事業費計 5,319千円

1212-1 水産業振興事業 事業費

産業課

関連予算科目
6款　農林水産業費　3項　水産業費　1目　水産業総務費　～　3目　漁港管理費

各種水産関係団体の運営の安定化を図るほか、アワビ稚貝放流事業に対し補助を行います。
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実施事業名 1213

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 17,584千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 32,501千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 7,000千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 1,635千円

所管課

事業概要
(手段)

多賀城・七ヶ浜商工会を中心とした町内商工団体への支援に加え、各種産業イベントの実施
などにより、商工業や観光の振興を図ります。

施策目標4　商業と観光の振興

商工業及び観光振興事業 事業費計 58,720千円

1213-1 商工業及び観光振興事業 事業費

産業課

関連予算科目
7款　商工費　1項　商工費　1目　商工振興費　～　2目　観光費

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　8目　震災復興基金事業費

産業活性化イベントの開催を支援するほか、町観光協会へ補助金交付などの支援を行いま
す。

1213-2 中小企業資金融資及び創業支援事業 事業費

産業課

関連予算科目
7款　商工費　1項　商工費　1目　商工振興費

中小企業者への事業資金融資のあっ旋を行うほか、商工会に加盟する地元商工事業者の運転
資金などの融資を受けられるよう、金融機関に預託します。また、創業支援に関する窓口を
設置します。

1213-3 菖蒲田海水浴場海びらき事業 事業費

産業課

関連予算科目
7款　商工費　1項　商工費　2目　観光費

菖蒲田海水浴場の運営に補助金の交付を行います。

交流人口の増加による賑わい創出のため、花渕浜舘下地区の多目的広場兼駐車場や、観光交
流施設の管理運営を行います。

1213-4 観光交流施設管理運営事業 事業費

産業課
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実施事業名 1221

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 15,000千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 33,010千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 900千円

所管課

事業概要
(手段)

新たに整備する業務系ゾーンへの産業を誘導し、企業誘致や雇用機会の確保に加え、交流人
口の増加によるにぎわいを創出します。

施策目標5　産業誘導と雇用機会の確保 重点施策11

産業誘導及び雇用機会確保事業 事業費計 48,910千円

1221-1 産業誘導及び雇用機会確保対策事業 事業費

政策課・産業課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　8目　震災復興基金事業費

関連予算科目
6款　農林水産業費　3項　水産業費　2目　水産業振興費

新たに整備された業務系ゾーンへの産業誘導を行います。また、被災市街地復興土地区画整
理事業区域内の業務系用地への産業誘導独自支援として、事業所建築費用の借入金に係る利
子補給を行います。

1221-2 雇用促進事業 事業費

産業課

関連予算科目
5款　労働費　1項　労働諸費　1目　労働諸費

雇用促進機関や各種労働団体への負担金支出、労働金庫への預託金を支出します。

1221-3 新規就労者支援事業 事業費

産業課

第一次産業従事者の後継者育成策として、新規就労者に対する支援事業補助金を交付しま
す。
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実施事業名 1222

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 500千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 16千円

所管課

事業概要
(手段)

七ヶ浜産品の海産物などを本町の地域ブランドとして認定することによる町内外へのアピー
ルや、産業の6次化により高付加価値化や地産地消を推進します。

施策目標6　地産地消と高付加価値化の推進 重点施策12

地産地消及び高付加価値化推進事業 事業費計 516千円

1222-1 産業の6次化推進事業 事業費

産業課・政策課

関連予算科目
6款　農林水産業費　3項　水産業費　2目　水産業振興費

地域ブランドになりうる、新たな水産資源となる種苗及び育成の調査研究を行います。

1222-2 地域ブランド推進事業 事業費

政策課・産業課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　1目　企画総務費

ブランド七ヶ浜認定制度を活用し、地場産品の販売流通の拡大を図ります。また、本町ゆか
りの西洋野菜「ルバーブ」の普及促進を行います。
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実施事業名 1223

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 537千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 110千円

所管課

事業概要
(手段)

観光交流促進のためのにぎわいゾーンへの施設誘致などにより、地場産品の販売と販路の拡
大を促進します。

施策目標7　地場産品の販売と販路の拡大

地場産品販売及び販路拡大事業 事業費計 647千円

関連予算科目
7款　商工費　1項　商工費　1目　商工振興費

1223-1 地場産品販売促進事業 事業費

産業課・政策課

関連予算科目
7款　商工費　1項　商工費　2目　観光費

地場産品の販売拡大に向け、町内外におけるイベント等のPR機会を利用し、商品のPRを行い
ます。

1223-2 地域間連携販路拡大事業 事業費

産業課・政策課

各種産業イベントなどを活用し、地域間連携による地場産品の販売や販路拡大を行います。
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実施事業名 1311

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 3,080千円

所管課

事業概要
(手段)

水質浄化に加え、農業を通した自然とのふれあいの場の提供により、自然環境を保全しま
す。

施策目標8　自然環境の保全

自然環境保全事業 事業費計 3,080千円

1311-1 自然環境保全事業 事業費

産業課

関連予算科目
6款　農林水産業費　1項　農業費　3目　農業振興費

水質浄化に加え、町民農園により農業を通した自然とのふれあいの場を提供します。
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実施事業名 1312

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 217,354千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 100千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 308千円

所管課

事業概要
(手段)

廃棄物の排出抑制及びごみの減量化、資源の再生利用(3R)を推進することで、循環型社会が
促進し快適な生活環境が保全されます。

施策目標9　循環型社会の推進

循環型社会推進事業 事業費計 217,762千円

1312-1 ごみ収集減量事業 事業費

環境生活課(町民生活課)

関連予算科目
4款　衛生費　2項　清掃費　1目　塵芥処理費

家庭から排出されたごみの収取、処理を行うとともに、リサイクル等の知識習得の研修や生
ごみ処理機器購入者に対し補助金を交付します。

1312-2 リサイクル活動推進事業 事業費

環境生活課(町民生活課)

関連予算科目
4款　衛生費　2項　清掃費　1目　塵芥処理費

ごみ減量に向けた再生可能な資源の回収を行う団体に対し、補助金を交付します。

1312-3 ごみ分別パンフレット(増補版)作成事業 事業費

環境生活課(町民生活課)

関連予算科目
4款　衛生費　2項　清掃費　1目　塵芥処理費

既存のごみ分別パンフレットの増補版として、ごみ分別品目の追加、リサイクル啓発記事な
どを掲載し、ごみ問題への意識啓発、住民サービス向上、経費削減を図り、ごみ減量と再資
源化を推進します。
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実施事業名 1313

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 9,590千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 40千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 0千円

所管課

事業概要
(手段)

ごみの散乱防止の巡回や環境美化事業の実施、清掃活動を行う団体へ支援することで、町内
の自然環境や地域環境が保全されます。

施策目標10　環境美化の推進

環境美化推進事業 事業費計 9,630千円

1313-1 環境美化推進事業 事業費

環境生活課(町民生活課)

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　8目　震災復興基金事業費

4款　衛生費　1項　保健衛生費　6目環境衛生費

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　6目　環境衛生費

各地区の環境美化推進員の協力をいただき、町内環境美化の推進を図るとともに、ごみ減量
やリサイクル等の実践方法の普及や環境美化の啓発のため、環境フェスタやしちがはま環境
大賞を開催します。

1313-2 しちがはまクリーンサポートプログラム事業 事業費

環境生活課(町民生活課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　6目　環境衛生費

クリーンサポーターとして登録されたグループ企業、学校等が組織する団体による清掃活動
に対し、ごみ袋等を支援します。

1313-3 監視カメラ設置事業 事業費

環境生活課(町民生活課)

監視カメラを不法投棄の多発箇所や、違反ごみの発生が多い集積所へ設置し、町内環境美化
の推進を図ります。
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実施事業名 1314

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 5,009千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 0千円

所管課

事業概要
(手段)

省エネルギー施設や設備等の導入及び、計画を推進することで、地球温暖化の原因となる二
酸化炭素の排出削減が図られ地球温暖化防止に寄与します。

施策目標11　地球温暖化の防止

地球温暖化防止事業 事業費計 5,009千円

1314-1 地球温暖化防止事業 事業費

環境生活課(町民生活課)・防災対策室

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　8目　みやぎ環境交付金事業費　

～　9目　再生可能エネルギー等導入事業費

家庭や地区に省エネルギー活動の普及・啓発を行うとともに、街路灯をLED化する他、住宅用
太陽光発電システム設置者に補助金を交付することにより、二酸化炭素の排出削減を図りま
す。

1314-2 七ヶ浜町地球温暖化対策実行計画推進事業 事業費

環境生活課(町民生活課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　6目　環境衛生費

二酸化炭素排出量の2013(平成25)年度比較約40％減を掲げた「七ヶ浜町地球温暖化対策実行
計画(事務事業編)」の目標達成に向けて、職員一丸となって推進します。
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実施事業名 2111

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 700千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 3,218千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 13,514千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 2,031千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 6,419千円

所管課

事業概要
(手段)

施策目標12　健康づくりの推進

健康づくり推進事業 事業費計 230,001千円

生活習慣病の予防や妊婦、乳幼児健診の推進など、生涯にわたり心とからだの健康に取り組
むことのできるまちを実現します。

地域における町民の健康づくりの担い手として、健康づくり推進員を養成・育成する他、健
康づくりに関する普及事業を行います。

2111-2 乳幼児健康診査等事業 事業費

健康増進課(子ども未来課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　2目　予防費　～　4目　保健栄養対策指導費

2111-1 健康づくり推進事業 事業費

健康増進課(健康福祉課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　7目　保健衛生普及費

妊婦健康相談、妊婦一般健康診査を行うほか、特定不妊治療費助成事業を行います。

2111-4 妊婦及び産後育児支援事業 事業費

健康増進課(子ども未来課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　2目　予防費

乳幼児を対象とした各種健康診査及び健康相談を行います。また、幼児口腔保健の充実のた
め、幼児歯科健康診査時にフッ化物塗布事業を実施します。

2111-3 妊婦健康診査事業 事業費

健康増進課(子ども未来課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　2目　予防費

健康診査事業、特定健康診査事業を行うとともに、健康講習等、健康診査に係る啓発事業を
実施します。

養育支援家庭訪問事業、新生児訪問事業、養育医療給付事業を行います。

2111-5 生活習慣病予防各種検診事業 事業費

健康増進課(健康福祉課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　2目　予防費　～　4目　保健栄養対策指導費
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事務事業名 592千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 40,900千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 550千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 160,162千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 915千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 0千円

所管課

事業概要
(手段)

健康増進課(健康福祉課)

4款　衛生費　1項　保健衛生費　2目　予防費

健康増進課(健康福祉課)

4款　衛生費　1項　保健衛生費　7目　保健衛生普及費

大腸がん検診や胃がん検診等、各種がん検診を行うとともに、精密検査該当者への受診勧奨
を実施します。また、がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業を継続するほか、新たに若年
がん患者在宅ターミナルケア支援事業を実施します。

2111-8

健康増進課(健康福祉課)

4款　衛生費　1項　保健衛生費　2目　予防費

精神保健事業 事業費

関連予算科目

こころの相談事業、普及啓発事業、東日本大震災被災者こころの支援事業のほか、自殺対策
事業を行います。

2111-9 国民健康保険・保健事業 事業費

2111-6 肝炎ウイルス・歯周疾患検診事業 事業費

関連予算科目

肝炎ウイルス検診、歯周疾患検診を行います。

2111-7 がん検診事業 事業費

関連予算科目

健康増進課(子ども未来課)

4款　衛生費　1項　保健衛生費　3目　母子健康センター運営事業費

関連予算科目

特定健康診査結果に基づく特定保健指導や、がん検診の自己負担分を補助します。

町民課(健康福祉課・町民生活課)

3款　民生費　1項　社会福祉費　1目　社会福祉総務費

町民課(健康福祉課・町民生活課)

関連予算科目

糖尿病性腎症等で合併症のリスクが高い方のうち、医療機関の未受診者・治療中断者へ適切
な受診勧奨を行います。

2111-10 母子健康センター管理運営事業 事業費

関連予算科目

母子健康センターの適切な維持・管理を行います。

2111-11 糖尿病性腎症重症化予防事業 事業費
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事務事業名 0千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 1,000千円

所管課

事業概要
(手段)

2111-12 「健康のため水を飲もう」推進事業 事業費

2111-13 地場産品等を活用した健康増進事業 事業費

水道事業所

関連予算科目

体内の水分バランスを適正に保つため「健康のため水を飲もう」推進事業を行います。

産業課

関連予算科目
7款　商工費　1項　商工費　1目　商工振興費

町の地場産品等及び健康増進レシピを活用した健康増進事業の普及啓発を行います。
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実施事業名 2112

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 617千円

所管課

事業概要
(手段)

健康づくりを推進するため、年代に応じ、栄養バランスに配慮した健全な食生活を送るため
の食育を推進します。

施策目標13　食育の推進

食育推進事業 事業費計 617千円

2112-1 食育推進事業 事業費

健康増進課(健康福祉課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保家衛生費　4目　保健栄養対策指導費

食育推進会議や年代に応じた食育教室の開催、食育に関する啓発・普及事業を行います。
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実施事業名 2113

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 4,108千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 181,807千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 7,012千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 1,784千円

所管課

事業概要
(手段)

適度な運動による生活習慣病を予防するため、生涯スポーツを推進し、スポーツコミュニ
ティを通じた心とからだの健康に取り組みます。

施策目標14　生涯スポーツの推進

生涯スポーツ推進事業 事業費計 194,711千円

2113-1 生涯スポーツ推進事業 事業費

生涯学習課

関連予算科目
10款　教育費　5項　保健体育費　1目　保健体育総務費

関連予算科目
10款　教育費　5項　保健体育費　2目　体育施設費　～　3目　健康スポーツセンター費

各種スポーツイベントの開催、スポーツ推進委員によるスポーツ指導などの実施、スポーツ
イベントやスポーツ団体への補助金交付を行います。

2113-2 体育施設管理運営事業 事業費

生涯学習課

関連予算科目
10款　教育費　5項　保健体育費　2目　体育施設費　～　3目　健康スポーツセンター費

指定管理者方式によるスポーツ施設の管理運営、スポーツに関する各種教室、講座、イベン
トを行います。また、健康増進のために、30歳～60歳の町民を対象にしたアクアリーナ無料
体験日を設けます。

2113-3 体育施設改修事業 事業費

生涯学習課

未実施だった武道館の耐震化診断業務や、健康スポーツセンターの電気・機械設備改修設計
業務を行います。

2113-4 東京2020オリンピック聖火リレー事業 事業費

生涯学習課

関連予算科目
10款　教育費　5項　保健体育費　5目　東京2020聖火リレー事業費

聖火リレーを町全体で盛り上げるために、事前周知及び沿道での応援用物品購入や開催日当
日の運営事業を行います。
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実施事業名 2114

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 2,193千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 120千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 37,849千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 90千円

所管課

事業概要
(手段)

休日診療や定期予防接種、献血の推進などによる、保健・健康・福祉・医療の連携により、
健康づくりを推進します。

施策目標15　保健・健康・福祉・医療の連携

保健・健康・福祉・医療連携事業 事業費計 40,252千円

2114-1 休日診療事業 事業費

健康増進課(健康福祉課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　1目　保健衛生総務費

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　2目　予防費

休日診療機関として広域的に設置している塩釜地区休日急患診療センター運営に関する経費
を負担します。

2114-2 献血推進事業 事業費

健康増進課(健康福祉課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　1目　保健衛生総務費

献血推進協議会に対し採血事業者による献血の受け入れが円滑に実施されるための補助金を
交付します。

2114-3 定期予防接種事業 事業費

健康増進課(健康福祉課・子ども未来課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　7目　保健衛生普及費

乳幼児や高齢者を対象とした各種予防接種を行うほか、予防接種費の助成事業を実施しま
す。

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業を行います。

2114-4 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 事業費

健康増進課(健康福祉課)
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実施事業名 2121

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 16,977千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 7千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 3,308千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 39,000千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 300千円

所管課

事業概要
(手段)

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　5目　保育所費

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　7目　子育て支援センター運営費

保育を必要とする子どもの保育について、遠山保育所で行います。

2121-2 一時保育事業 事業費

子育て支援センター(遠山保育所・子ども未来課)

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　6目　子育て支援推進事業費

保育が必要になった乳幼児を遠山保育所内かきのみ組で一時的に預かります。

安心して子供を産み、育てることによろこびを感じ、親子がすこやかに成長できるまちを実
現し、仕事と子育ての両立の推進により、子育て環境を向上します。

施策目標16　子育て環境の向上 重点施策7

子育て環境向上事業 事業費計 615,792千円

2121-1 保育所管理運営事業 事業費

遠山保育所・子育て支援センター(子ども未来課)

2121-3 子育て支援センター事業 事業費

子育て支援センター

子育ての援助を受けたい方と子育ての援助を行いたい方が会員登録し、相互が同意の上で児
童の迎えや預かりを行います。

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　6目　子育て支援推進事業費

町子育て支援センターを拠点として、子育てに関する相談や情報提供等を行います。

2121-4 放課後児童クラブ管理運営事業 事業費

子育て支援センター(子ども未来課)

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　8目　放課後児童健全育成事業費

小学校の授業終了後や長期休業時に、家庭に保護者等がいない児童を対象に遊びの場や生活
の場を与え、健全な育成を図ります。

2121-5 ファミリー・サポート・センター事業 事業費

子育て支援センター(子ども未来課)
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事務事業名 200千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 262,740千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 900千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 848千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 245,137千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 46,375千円

所管課

事業概要
(手段)

2121-6 幼稚園設備整備助成事業 事業費

教育総務課

関連予算科目
10款　教育費　6項　幼稚園費　1目　幼稚園費

幼稚園設備の整備費用の補助を行います。

中学生以下の子どもを養育する父母等に対し、児童手当を支給します。

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　2目　児童措置費

2121-7 児童手当支給事業 事業費

地域福祉課(子ども未来課)

2121-8 多子世帯支援事業 事業費

子育て支援センター(子ども未来課)

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　10目　心身障害児通園施設運営費

小学校入学祝金支給事業として、第3子以降の児童について助成を行います。

2121-9 心身障害児通園事業 事業費

子育て支援センター(子ども未来課)

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　6目　子育て支援推進事業費

施設型給付の適用を受けていない私立幼稚園や認可外保育施設、就労による一時保育、ファ
ミリー・サポート・センターにおける利用料を支給します。

2121-11 教育・保育施設等利用給付事業 事業費

教育総務課・子育て支援センター(子ども未来課)

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　12目　子ども・子育て支援等給付事業費

心身障害児通園施設のまつぼっくり広場において、日々の保育を通じて養育の知識や技術を
身につける指導・助言を行います。

認定こども園・幼稚園に対し、施設型給付費を交付します。

2121-10 認定こども園・幼稚園推進事業 事業費

子育て支援センター(子ども未来課)

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　11目　認定こども園・幼稚園推進事業費
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実施事業名 2122

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 0千円

所管課

事業概要
(手段)

町民一人ひとりがいきがいや充実感を感じながら働くことのできるワークライフバランス(仕
事と子育ての両立)を推進するため、子育てに関する情報発信などにより、子どもを産み育て
やすい環境を提供します。

施策目標17　仕事と子育ての両立 重点施策8

ワークライフバランス支援事業 事業費計 0千円

2122-1 ワークライフバランス支援事業 事業費

子育て支援センター(子ども未来課)

関連予算科目

子育て支援センター、保育所・認定こども園・幼稚園において、子育てサポート体制の構築
や子育て支援情報の発信を行います。
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実施事業名 2131

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 14,898千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 256,162千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 1,852千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 486千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 8,820千円

所管課

事業概要
(手段)

地域での介護予防教室の実施や住民同士の支えあい活動の推進、老人福祉センター「浜風」
によるふれあいの場の提供により、生涯共に元気な人づくりを目指します。

施策目標18　高齢者福祉の充実

高齢者福祉充実事業 事業費計 282,218千円

2131-1 高齢者福祉充実事業 事業費

健康増進課(長寿社会課)

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　3目　老人福祉費

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　3目　老人福祉費

敬老会事業、緊急通報システム事業、災害公営住宅入居被災者見守り・相談ネットワーク構
築事業、はいかい高齢者SOSネットワークシステム事業を行います。

2131-2 介護保険事業 事業費

健康増進課(長寿社会課)

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　3目　老人福祉費

介護保険給付事業、地域支援事業、介護認定審査会事業を行います。また、令和3年度から令
和5年度を計画期間とする、第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定します。

2131-3 老人クラブ助成事業 事業費

健康増進課(長寿社会課)

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　3目　老人福祉費

老人クラブに対し補助金を交付します。

2131-4 老人福祉センター管理運営事業 事業費

老人福祉センター

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　4目　老人福祉センター費

シルバー人材センターに対し補助金を交付します。

老人福祉センター「浜風」の管理運営、利用者交流事業を行います。

2131-5 シルバー人材センター助成事業 事業費

健康増進課(長寿社会課)
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実施事業名 2132

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 14,281千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 16,345千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 315,180千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 9,719千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 23千円

所管課

事業概要
(手段)

障がいの有無にかかわらず、地域で安心して生活できる環境を提供します。

施策目標19　障がい者福祉の充実

障がい者福祉充実事業 事業費計 382,950千円

2132-1 在宅障害者・障害者等相談支援事業 事業費

地域福祉課(健康福祉課)

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　5目　障害者福祉費

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　5目　障害者福祉費

タクシー利用・自動車等燃料費助成、在宅酸素濃縮器利用助成などの在宅支援や障害者等相
談支援を行います。

2132-2 障害者自立支援医療給付事業 事業費

地域福祉課(健康福祉課)

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　5目　障害者福祉費

障害をを除去・軽減する手術及び通院治療によって、確実に効果や負担軽減が期待できる自
立支援医療の給付を行います。

2132-3 障害者自立支援給付事業 事業費

地域福祉課(健康福祉課)

関連予算科目
2款　民生費　1項　社会福祉費　5目　障害者福祉費

障害者(児)に対し、介護給付、訓練等給付、補装具の給付や修理等の支援を行います。

2132-4 障害者地域生活支援事業 事業費

地域福祉課(健康福祉課)

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　5目　障害者福祉費

障害者(児)に対し、地域生活支援の給付を行います。

2132-5 障害者計画実施事業 事業費

地域福祉課(健康福祉課)

「第3期障害者計画」、「第5期障害者福祉計画(第1期障害児福祉計画)」に基づく事業を実施
します。
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事務事業名 27,402千円

所管課

事業概要
(手段)

2132-6 障害者地域活動支援センター管理運営事業 事業費

地域福祉課(健康福祉課)

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　6目　障害者地域活動支援センター運営費

障害者通所訓練施設のあさひ園において、指定管理者方式により、利用者の生活訓練や作業
訓練を行います。
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実施事業名 2133

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 550千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 43,591千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 63,703千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 2,184千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 500千円

所管課

事業概要
(手段)

各種社会保障制度による医療費の負担軽減及び医療機会の確保により、健康の維持増進や疾
病の早期治療への取り組みを支援します。

施策目標20　社会保障制度の充実

社会保障制度充実事業 事業費計 303,533千円

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　5目　障害者福祉費

2133-1 低所得者介護利用負担軽減措置事業 事業費

健康増進課(長寿社会課)

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　3目　老人福祉費

低所得者に対し介護利用負担の一部を軽減します。

2133-2 心身障害者医療費助成事業 事業費

地域福祉課(健康福祉課)

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　9目　母子父子福祉費

心身障害者の医療費の一部負担金を助成します。

2133-3 子ども医療費助成事業 事業費

地域福祉課(子ども未来課)

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　3目　子ども医療費対策費

子ども医療費について、18歳到達の年度末まで医療費の一部を助成します。

2133-4 母子父子家庭医療費助成事業 事業費

地域福祉課(子ども未来課)

母子父子家庭の医療費の一部負担金を助成します。

2133-5 高額医療費貸付金事業 事業費

地域福祉課(健康福祉課)

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　7目　高額療養対策費

高額医療費の支払のための資金を無利子で貸し付けします。
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事務事業名 193,005千円

所管課

事業概要
(手段)

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　3目　老人福祉費

後期高齢者医療制度により、医療費の一部負担金を負担します。

2133-6 後期高齢者医療事業 事業費

町民課(町民生活課)
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実施事業名 2211

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 33,300千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 1,625千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 287千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 1,195千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 530千円

所管課

事業概要
(手段)

定期的な学習機会や仲間づくりを支援するため、利用者のニーズに応じた生涯学習の場を提
供します。

施策目標21　生涯学習の充実

生涯学習充実事業 事業費計 36,937千円

2211-1 生涯学習センター管理運営事業 事業費

生涯学習課

関連予算科目
10款　教育費　4項　社会教育費　1目　社会教育総務費　～　2目　公民館費

関連予算科目
10款　教育費　4項　社会教育費　1目　社会教育総務費　～　2目　公民館費

生涯学習センターの管理運営、地区公民分館長謝金の支給、地区公民分館事業の経費の一部
を補助します。

2211-2 図書センター管理運営事業 事業費

生涯学習課

関連予算科目
10款　教育費　4項　社会教育費　3目　図書センター費

生涯学習センター内に設置した図書センターの管理運営、本の読み聞かせ事業、読書感想文
コンクール、視聴覚教育事業を行います。

2211-3 生涯学習事業 事業費

生涯学習課

関連予算科目
10款　教育費　4項　社会教育費　2目　公民館費

楽習のススメ発行、生涯学習推進のつどい、生涯学習フェスティバル、生涯学習まちづくり
出前セミナー、生涯学習グループ活動支援事業を行います。

2211-4 社会教育事業 事業費

生涯学習課

関連予算科目
10款　教育費　4項　社会教育費　2目　公民館費

成人の日の前日に成人式を開催します。

英会話講座のほか、生涯学習の各種教室や講座を開催します。また、野外活動センター内施
設を利用したウォーキング等の健康教室を行います。

2211-5 成人式事業 事業費

生涯学習課
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実施事業名 2212

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 20,000千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 128,146千円

所管課

事業概要
(手段)

芸術文化の創造・国際交流の推進により、創造性豊かな人間の育成を目指した事業を行いま
す。また、芸術文化活動の場の提供により、豊かな感性を育み、世代を超えた交流を促進し
ます。

施策目標22　芸術文化の振興

芸術文化振興事業 事業費計 148,146千円

2212-1 芸術文化創造事業 事業費

七ヶ浜国際村

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　4目　七ヶ浜国際村運営費

七ヶ浜国際村において、芸術文化の創造・国際交流の推進に関する事業を行います。

2212-2 七ヶ浜国際村管理運営事業 事業費

七ヶ浜国際村

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　4目　七ヶ浜国際村運営費

七ヶ浜国際村の管理運営および施設改修を行います。

90



実施事業名 2213

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 11,271千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 394千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 5,520千円

所管課

事業概要
(手段)

東北地方を代表する縄文土器の一つである大木式土器の名前の由来となった大木囲貝塚など
のいにしえの歴史を後世に継承し、本町の郷土文化を再認識します。

施策目標23　歴史と文化財の保護・継承

歴史と文化財保護継承事業 事業費計 17,185千円

2213-1 文化財保護事業 事業費

歴史資料館

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　7目　震災復興推進事業費

10款　教育費　4項　社会教育費　4目　文化財保護費

関連予算科目
10款　教育費　4項　社会教育費　5目　歴史資料館運営費

文化財の整理、大木囲貝塚保存活用、埋蔵文化財確認調査などを行います。

2213-2 文化財の教育及び普及活用事業 事業費

歴史資料館

関連予算科目
10款　教育費　4項　社会教育費　5目　歴史資料館運営費

大木囲貝塚桜紀行、だいぎ歴史体験、資料館歴史講座、歴史探訪バスツアー、近隣自治体と
の共同事業などを開催します。

2213-3 歴史資料館管理運営事業 事業費

歴史資料館

町内の遺跡・貝塚などから出土した資料や民俗資料などの収蔵・展示・保存施設である歴史
資料館の管理運営を行います。
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実施事業名 2221

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 12,229千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 2,329千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 69,319千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 48,563千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 149,171千円

所管課

事業概要
(手段)

学校教育の充実により、学力強化はもちろん、知育・徳育・体育に基づいた人材育成によ
る、世界に通用する、生きる力を身につけます。

関連予算科目
10款　教育費　2項　小学校費　2目　教育振興費

10款　教育費　3項　中学校費　2目　教育振興費

関連予算科目
10款　教育費　2項　小学校費　1目　学校管理費　～　2目　教育振興費

生活保護や生活保護に準じた保護が必要な世帯の児童生徒に対し、学用品や修学旅行費など
の一定の援助費を支給します。

2221-2 特別支援教育奨励援助事業 事業費

教育総務課

関連予算科目

施策目標24　学校教育の充実

学校教育充実事業 事業費計 315,590千円

2221-1 要保護・準要保護児童生徒就学援助事業 事業費

教育総務課

関連予算科目
10款　教育費　5項　保健体育費　4目　学校給食費

町内に3つ設置された小学校の管理運営を行います。

2221-4 中学校管理運営事業 事業費

教育総務課

関連予算科目
10款　教育費　3項　中学校費　1目　学校管理費　～　2目　教育振興費

町内5校の給食について、センター方式により提供します。また、給食費徴収方法の変更によ
り、町が徴収管理業務を行い、学校業務の改善を図ります。

町内に2つ設置された中学校の管理運営を行います。

2221-5 学校給食センター管理運営事業 事業費

学校給食センター

10款　教育費　2項　小学校費　2目　教育振興費

10款　教育費　3項　中学校費　2目　教育振興費

特別支援学級に在籍する児童生徒に対し、教育経費を支給します。

2221-3 小学校管理運営事業 事業費

教育総務費
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事務事業名 1,989千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 1,412千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 198千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 6,638千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 5,928千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 5,397千円

所管課

事業概要
(手段)

「学校施設インフラ長寿命化計画」に基づき、学校施設の維持管理のための施設整備に関
し、年次計画により行います。

2221-11 学校施設保全計画実施事業 事業費

教育総務課

関連予算科目
10款　教育費　2項　小学校費　1目　学校管理費

10款　教育費　3校　中学校費　1目　学校管理費

教育総務課

関連予算科目
10款　教育費　1項　教育総務費　5目　学校教育支援事業費

生涯学習センターに学校教育支援センターを設置し、指導員を配置します。

関連予算科目
10款　教育費　2項　小学校費　2目　教育振興費

生活上の介助や学習支援を行うため、小学校3校に特別支援教育支援員を配置します。

2221-10 学校教育支援センター事業 事業費

町内小中学校の施設を開放するため、管理運営業務を委託します。

2221-9 特別支援教育支援員配置事業 事業費

教育総務課

2221-8 学校施設開放管理運営業務委託事業 事業費

教育総務費

関連予算科目
10款　教育費　1項　教育総務費　2目　事務局費

教育総務費

関連予算科目
10款　教育費　2項　小学校費　2目　教育振興費

10款　教育費　3校　中学校費　2目　教育振興費

理科実験器具や教材などの理科教育設備を整備します。

関連予算科目
10款　教育費　1項　教育総務費　4目　被災児童生徒就学援助費

被災した世帯の児童・生徒に対し、学用品や修学旅行費など、一定の援助費を支給します。

2221-7 理科教育設備整備事業 事業費

2221-6 東日本大震災被災児童生徒就学援助事業 事業費

教育総務課
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事務事業名 4,510千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 842千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 7,065千円

所管課

事業概要
(手段)

不登校、ネグレクト、虐待など様々な問題を抱える児童生徒及び保護者に対し、スクール
ソーシャルワーカー事業を導入します。

2221-14 スクールソーシャルワーカー活用事業 事業費

教育総務課

関連予算科目
10款　教育費　1項　教育総務費　5目　学校教育支援事業費

教育総務課

関連予算科目
10款　教育費　2項　小学校費　2目　教育振興費

三つの小学校を会場とした、小学校と地区民合同の大運動会を行います。

関連予算科目
10款　教育費　2項　小学校費　1目　学校管理費

10款　教育費　3項　中学校費　1目　学校管理費

小・中学校の校務用コンピュータの管理運営を行います。

2221-13 小学校・地区民合同大運動会事業 事業費

2221-12 小・中学校校務情報化推進事業 事業費

教育総務課
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実施事業名 2222

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 196千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 365千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 540千円

所管課

事業概要
(手段)

年代に応じ、生涯学習や芸術文化、スポーツに取り組む環境の提供により、豊かな感性や教
養を身につけ、次世代を担う能力を伸ばし育みます。

施策目標25　次世代の育成

次世代育成事業 事業費計 1,101千円

2222-1 家庭教育事業 事業費

生涯学習課

関連予算科目
10款　教育費　4項　社会教育費　2目　公民館費

関連予算科目
10款　教育費　4項　社会教育費　2目　公民館費

育児ゆうゆう広場、家庭教育セミナーを開催します。

2222-2 青少年教育事業 事業費

生涯学習課

関連予算科目
10款　教育費　4項　社会教育費　2目　公民館費

インリーダー及びジュニア・リーダー研修、親子ふれあい塾、アドベンチャースクール、生
活体験宿泊推進事業を行います。

2222-3 地域学校協働活動推進事業 事業費

生涯学習課

協働教育に関するコーディネーターの育成、学校支援活動、家庭教育支援活動、地域活動を
行います。
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実施事業名 2223

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 856千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 771千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 19,772千円

所管課

事業概要
(手段)

国際的なコミュニケーション力を強化するため、グローバル人材育成プログラムとして、乳
幼児や園児、小中学生などを対象として、英語力の向上や異文化の体験学習などに取り組み
ます。

施策目標26　国際的なコミュニケーション力の強化 重点施策10

グローバル人材育成事業 事業費計 21,399千円

2223-1 グローバル人材育成事業(七ヶ浜国際村) 事業費

七ヶ浜国際村

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　2目　国際交流費

関連予算科目
10款　教育費　1項　教育総務費　3目　外国語指導助手招致費

グローバル人材育成プログラムとして、英語コミュニケーション能力の向上と異文化理解を
テーマに小学生を対象としたイングリッシュキャンプや、中学生を対象としたイングリッ
シュデイキャンプの実施、国際交流員(CIR)による幼稚園訪問などを行います。

2223-2 グローバル人材育成事業(教育委員会) 事業費

教育総務課

関連予算科目
10款　教育費　2項　小学校費　2目　教育振興費

10款　教育費　3項　中学校費　2目　教育振興費

グローバル人材育成プログラムとして、英語検定受験費用の補助などを行います。

2223-3 外国語指導助手派遣事業 事業費

教育総務課

外国語指導助手(ALT)により、英語コミュニケーションの授業における指導など、小中学校で
の英語コミュニケーション力の育成につながるプログラムを行います。
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実施事業名 2311

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 178千円

所管課

事業概要
(手段)

他市町との地域間交流により、お互いの歴史や郷土文化を尊重しながら、交流によるにぎわ
いを創出します。

施策目標27　地域間交流の促進

地域間交流促進事業 事業費計 178千円

2311-1 地域間交流促進事業 事業費

政策課・生涯学習課

関連予算科目
10款　教育費　4項　社会教育費　2目　公民館費

友好のまちである山形県朝日町との子どもたちの交流や、文化、教育、産業、経済、観光な
どの幅広い分野における交流を行います。
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実施事業名 2312

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 24,149千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 9,822千円

所管課

事業概要
(手段)

国際交流を通じ、互いに異文化に対する理解と認識を深め、国際社会に貢献する人間の育成
を目指します。

施策目標28　国際交流の推進

国際交流推進事業 事業費計 33,971千円

2312-1 国際交流推進事業 事業費

七ヶ浜国際村

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　2目　国際交流費

姉妹都市プリマス町との表敬訪問団・青少年訪問団事業、町内国際交流関係団体連携事業、
高山外国人避暑地などの外国人住民との交流事業を行います。

2312-2 国際交流員招致事業 事業費

七ヶ浜国際村

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　3目　国際交流員招致費

外国青年招致事業(JETプログラム)により、国際交流員(CIR)を2名招致し、異文化交流や語学
指導などを行います。
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実施事業名 2313

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 251千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 15,382千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 24,204千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 4,500千円

所管課

事業概要
(手段)

地域コミュニティの推進により、地区内の連携強化に加え、東日本大震災により被災された
町民の心の復興を支援します。

施策目標29　地域コミュニティの育成

地域コミュニティ育成事業 事業費計 44,337千円

2313-1 コミュニティセンター維持管理事業 事業費

生涯学習課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　6目　コミュニティ対策費

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　7目　震災復興推進事業費

3款　民生費　1項　社会福祉費　8目　東日本大震災関連事業費

遠山・境山地区にあるコミュニティセンター(西部地区公民館)の維持管理を行います。

2313-2 自治振興(区長会)事業 事業費

総務課

関連予算科目
2款　総務費　1項　総務管理費　8目　諸費

住民と行政との協調を図るため、各地区区長で組織する区長会を設置します。

2313-3 被災者生活支援等事業 事業費

地域福祉課(長寿社会課)・復興推進課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　1目　企画総務費

各地区が主体となる地域コミュニティの醸成、地域活性化につながる事業に対し、補助金を
交付します。

被災者支援訪問活動事業、災害援護資金貸付事業を行います。

2313-4 安心・元気な地域社会づくり補助金事業 事業費

政策課
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実施事業名 2314

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 4,098千円

所管課

事業概要
(手段)

新たに設置する町内連携推進組織により、町内地域間の連携を強化し、生涯学習やスポーツ
を通じた交流に加え、産業誘導による経済活動や地域防災活動などを通じ、地域のにぎわい
を創出します。

施策目標30　交流人口の増加によるにぎわいの創出 重点施策1

にぎわい創出事業 事業費計 4,098千円

2314-1 町内連携推進事業 事業費

政策課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　9目　被災者支援総合交付金事業費

町内地域間連携の推進により、本町の魅力発見や地域力の構築につながる心の復興事業を行
います。
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実施事業名 2321

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 81,700千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 278,824千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 172,264千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 1,000千円

所管課

事業概要
(手段)

災害公営住宅整備事業や防災集団移転促進事業、被災市街地復興土地区画整理事業などの住
宅復興事業により、被災された町民が確実に町内に定住できる環境を整えます。また、ヨッ
トやサーフィンなどのマリンスポーツなど、趣味やレジャーをライフスタイルとして取り入
れることのできる住環境や施設環境を整え、本町への定住を促進します。

施策目標31　定住化の促進 重点施策6

定住化促進事業 事業費計 533,788千円

2321-1 住宅復興支援事業 事業費

復興推進課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　8目　震災復興基金事業費

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　7目　震災復興推進事業費

東日本大震災の被災住宅に対する移転費用補助などの住宅復興支援を行います。

2321-2 災害公営住宅事業 事業費

建設課

関連予算科目
8款　土木費　3項　住宅費　1目　住宅管理費　～　2目　災害公営住宅維持管理基金費

災害公営住宅の入居管理、施設管理、空き住戸を活用した一般公営住宅としての利用を行い
ます。

2321-3 被災市街地復興土地区画整理事業 事業費

復興推進課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　1目　企画総務費

被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分、清算事務を行います。

町ウェブサイトを活用し、町内定住を促進するための子育て情報や公共施設、公共交通、
七ヶ浜町空家バンクなどの情報発信を行います。また、移住支援事業補助金を創設し、東京
圏からのUIJターンの受け入れ及び事業者の担い手不足解消を図ります。

2321-4 定住化促進事業 事業費

政策課
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実施事業名 2331

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 189千円

所管課

事業概要
(手段)

男女共同参画推進委員会を設置し、「男女共同参画プラン」に関する点検を行います。

2331-1 男女共同参画推進事業 事業費

生涯学習課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　5目　男女参画費

性別や年代の区別や偏りがなく、まちづくりの課題解決に向けた検討に取り組むことのでき
る住民との協働の仕組みを構築します。

施策目標32　住民参画の推進 重点施策2

住民参画推進事業 事業費計 189千円
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実施事業名 2332

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 400千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 2,111千円

所管課

事業概要
(手段)

地域福祉分野に携わる関係者との情報共有や情報の提供、ネットワークを構築するため、地
域福祉推進会議を開催します。

2332-2 地域の見守り事業 事業費

地域福祉課(長寿社会課)

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　1目　社会福祉総務費

地域福祉推進会議に避難行動要支援者部会を設け、関係者との情報の共有による地域の見守
り体制の構築を図ります。

2332-1 地域福祉推進事業 事業費

地域福祉課(長寿社会課)

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　1目　社会福祉総務費

災害発生時における要支援者対策や地域における見守り、買い物弱者対策など、高齢者や障
がいを持つ方に対する、地域における支えあいの体制を強化します。

施策目標33　地域福祉の推進

地域福祉推進事業 事業費計 2,511千円

103



実施事業名 3111

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 292,043千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 52,695千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 12,535千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 8,902千円

所管課

事業概要
(手段)

防災関連の機器や施設の管理を行います。

防災指導員の設置や防災教室の開催、家具転倒防止器具取付補助、木造住宅耐震診断、耐震
改修工事助成などを行います。

3111-4 防災施設管理事業 事業費

防災対策室

関連予算科目
9款　消防費　1項　消防費　4目　防災費

関連予算科目
9款　消防費　1項　消防費　4目　防災費

関連予算科目
9款　消防費　1項　消防費　3目　消防施設費

消防施設管理、消防ポンプ自動車置場等修繕、消防水利施設標識設置、消火栓設置及び維持
管理、防火水槽設置、小型動力ポンプ付軽四輪駆動消防車購入、消防団活動用品備品整備を
行います。

3111-3 防災対策事業 事業費

防災対策室

3111-1 消防事業 事業費

防災対策室

2市3町で構成する広域消防救急組織として塩釜地区消防事務組合を組織化し、経費の一部を
負担します。また、消防団を組織化し、消防活動にあたります。

3111-2 消防施設管理事業 事業費

防災対策室

関連予算科目
9款　消防費　1項　消防費　1目　常備消防費　～　2目　非常備消防費

人命を守ることを最優先とした避難行動を促進するため、ハザードマップ等の更新に取り組
みます。

施策目標34　防災と減災の推進 重点施策4

防災減災推進事業 事業費計 366,175千円
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実施事業名 3112

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 19,024千円

所管課

事業概要
(手段)

防犯灯の設置や維持管理のほか、各地区で管理している防犯灯のＬＥＤ化に対する助成を行
い、町内のＬＥＤ化を推進します。
また、防犯協会に対し補助金の交付、防犯協会による防犯パトロールを実施します。

3112-1 防犯体制強化事業 事業費

防災対策室

関連予算科目
2款　総務費　1項　総務管理費　8目　諸費

町民の安全と安心を確保するため、地域と警察の連携による防犯体制を強化します。

施策目標35　防犯体制の強化

防犯体制強化事業 事業費計 19,024千円
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実施事業名 3121

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 5,898千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 0千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 6,000千円

所管課

事業概要
(手段)

通学路内の危険なブロック塀について除却等の費用の一部を補助することで、危険ブロック
塀の除却等を推進します。

関連予算科目
9款　消防費　1項　消防費　4目　防災費

各種交通安全活動、交通安全関係団体による啓発活動、安全運転者講習会の開催、飲酒運転
根絶活動、高齢者を対象としたドライビングシミュレーターの活用による交通安全対策の強
化及び新入学児童に対する交通安全啓発用帽子の配布を行います。

3121-2 通学路交通安全プログラム事業 事業費

防災対策室・建設課・教育総務課

関連予算科目
2款　総務費　1項　総務管理費　6目　交通安全対策費

10款　教育費　1項　教育総務費　2目　事務局費

児童・生徒が通行する通学路の安全（防犯含む）を確保するため、関係機関による通学路交
通安全合同点検を行います。

3121-3 危険ブロック塀等除却推進事業 事業費

防災対策室・教育総務課

3121-1 交通安全推進事業 事業費

防災対策室

関連予算科目
2款　総務費　1項　総務管理費　6目　交通安全対策費

交通ルールや交通マナーの順守により、交通事故から尊い人命を守ります。

施策目標36　交通安全の推進

交通安全推進事業 事業費計 11,898千円

106



実施事業名 3122

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 73,776千円

所管課

事業概要
(手段)

町民の足として、七ヶ浜町民バス「ぐるりんこ」と「多賀城東部線」を運行します。また、
高齢運転者による事故防止に向けた取り組みとして65歳以上の方を対象に運転経歴証明書提
示で1年間運賃を無料とするほか、七ヶ浜町民バス「ぐるりんこ」の利用促進のため、中学校
卒業時にお試し乗車券を配布します。

3122-1 公共交通ネットワーク形成事業 事業費

政策課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　1目　企画総務費

通勤や通学に加え、医療機関への通院や買い物などの利用に対応できる公共交通ネットワー
クを形成し、「町民の足」として、生活の利便性を向上します。

施策目標37　公共交通ネットワーク形成事業 重点施策5

公共交通ネットワーク形成事業 事業費計 73,776千円
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実施事業名 3123

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 92,409千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 48,289千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 4,800千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 3,000千円

所管課

事業概要
(手段)

狭あい道路解消のための土地の寄付に関する分筆測量、後退用地内工作物の撤去費用の一部
負担及び後退部整備を行います。

幹線道路の除融雪、各地区の急勾配な坂道などへの凍結防止剤の補充を行います。

3123-4 狭あい道路拡幅整備事業 事業費

建設課

関連予算科目
8款　土木費　2項　道路橋りょう費　3目　道路新設改良費

～　1目　都市計画総務費

関連予算科目
8款　土木費　2項　道路橋りょう費　2目　道路維持費

道路の新設・改良事業を行います。

3123-2 道路維持整備事業 事業費

建設課

関連予算科目
8款　土木費　2項　道路橋りょう費　1目　道路橋りょう費

～　4目　交通安全施設費

舗装補修、構造物修繕、除草、樹木剪定、路面・側溝清掃、認定路線道路台帳整備を行いま
す。

3123-3 除融雪対策事業 事業費

建設課

3123-1 道路新設改良事業 事業費

建設課

関連予算科目
8款　土木費　2項　道路橋りょう費　3目　道路新設改良費

町民の日常生活を支える重要なライフラインである道路を適切に管理し、安全で円滑な交通
機能を確保します。

施策目標38　道路の維持整備

道路維持事業 事業費計 148,498千円

108



実施事業名 3131

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 0千円

所管課

事業概要
(手段)

「七ヶ浜町水道事業施設更新計画」と「七ヶ浜町水道ビジョン」に基づき、配水池設備機器
などの更新や配水管敷設工事、老朽管更新工事を行います。

3131-1 上水道維持整備事業 事業費

水道事業所

関連予算科目

施設の効率的な維持管理と長寿命化を図り、住民に対してより安全で安心な水の安定供給を
行うことにより、町民の福祉向上に努めることを目的とします。

施策目標39　上水道の維持整備

上水道維持整備事業 事業費計 0千円
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実施事業名 3132

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 247,331千円

所管課

事業概要
(手段)

「七ヶ浜町下水道施設ストックマネジメント」に基づく、施設の更生工事や設備機器の更新
を行います。

3132-1 下水道長寿命化対策事業 事業費

水道事業所

関連予算科目
8款　土木費　4項　都市計画費　4目　都市下水路費　～　5目　公共下水道費

衛生的で快適なくらしを保つために、施設の長寿命化対策を計画的に実施し、下水道事業の
安定的な運営と維持管理に努めます。

施策目標40　下水道の維持整備

下水道維持整備事業 事業費計 247,331千円
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実施事業名 3133

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 1,061千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 61,384千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 425,350千円

所管課

事業概要
(手段)

代ヶ崎浜地区広場及び長須賀多目的広場の整備を推進します。

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　7目　震災復興推進事業費

児童遊園の施設修繕、遊具の保守点検及び修繕を行います。

3133-2 都市公園維持管理事業 事業費

建設課

関連予算科目
8款　土木費　4項　都市計画費　2目　公園管理費

都市公園施設の定期点検や遊具の保守点検及び修繕、除草、樹木剪定、植栽などを行いま
す。

3133-3 地区広場・多目的広場整備事業 事業費

建設課

3133-1 児童遊園維持管理事業 事業費

子育て支援センター(子ども未来課)・建設課

関連予算科目
3款　民生費　2項　児童福祉費　4目　児童遊園費

景観に配慮した緑地や広場の整備に加え、施設の適切な維持管理により、暮らしにやすらぎ
やうるおいを与えます。

施策目標41　公園及び広場の維持整備

公園及び広場維持管理整備事業 事業費計 487,795千円
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実施事業名 3134

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 18,237千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 64千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 275千円

所管課

事業概要
(手段)

公園墓地蓮沼苑の管理運営を行います。

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　6目　環境衛生費

し尿及び浄化槽汚泥処理施設や斎場の建設・管理運営を広域の共同で行います。

3134-2 飼い犬登録及び狂犬病予防事業 事業費

環境生活課(町民生活課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　6目　環境衛生費

狂犬病予防法に基づき飼い犬の登録、狂犬病予防注射を1次(各地区)集合注射及び2次(全地
区)集合注射を行います。

3134-3 公園墓地管理運営事業 事業費

環境生活課(町民生活課)

3134-1 し尿処理場及び斎場共同運営事業 事業費

環境生活課(町民生活課)

関連予算科目
4款　衛生費　1項　保健衛生費　6目　環境衛生費

4款　衛生費　2項　清掃費　2目　し尿処理費

暮らしに欠くことのできない生活基盤施設を適正に維持管理・整備することで、快適な生活
環境が保全されます。

施策目標42　生活基盤の維持整備

生活基盤維持整備事業 事業費計 18,576千円
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実施事業名 3135

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 1,000千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 7,896千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 35,000千円

所管課

事業概要
(手段)

役場庁舎等の照明をLED化し、CO2排出削減を推進します。

3135-3 役場庁舎等照明器具改修事業 事業費

財政課

関連予算科目
2款　総務費　1項　総務管理費　5目　財産管理費

関連予算科目
2款　総務費　1項　総務管理費　5目　財産管理費

普通財産の貸し付け・交換・譲与、固定資産台帳の管理、役場庁舎の維持管理、移転元地の
除草などの維持管理を行います。

3135-1 公共・公用施設調査事業 事業費

建設課

関連予算科目
8款　土木費　1項　土木管理費　1目　土木総務費

次年度整備計画概算算出業務を行います。

3135-2 財産管理事業 事業費

財政課

公共施設の適切な維持管理により長寿命化を推進し、良好な公共施設の維持に加え、施設管
理コストの削減を図ります。

施策目標43　良好な公共施設の維持整備

公共施設総合管理事業 事業費計 43,896千円
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実施事業名 3211

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 4,021千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 2千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 74千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 0千円

所管課

事業概要
(手段)

住宅復興に関する相談窓口を開設します。

様々な人権に関するトラブルに関し、人権擁護委員が相談に応じます。

3211-4 住宅復興相談事業 事業費

復興推進課

関連予算科目

関連予算科目
3款　民生費　1項　社会福祉費　1目　社会福祉費

役場庁舎案内及び総合窓口、行政相談、無料法律相談を行います。

3211-2 消費生活相談員事業 事業費

産業課

関連予算科目
7款　商工費　1項　商工費　1目　商工振興費

消費生活に関するトラブルなどの相談に対応するため、役場に消費生活相談員を配置しま
す。

3211-3 人権相談事業 事業費

地域福祉課(長寿社会課)

3211-1 役場受付及び各種相談受付事業 事業費

総務課

関連予算科目
2款　総務費　1項　総務管理費　1目　一般管理費

行政に関する各種手続きに加え、子育てや福祉、消費生活や法律、人権、住宅復興など、
様々な相談に対応できる窓口を開設し、住民からの信頼に応えることのできる行政サービス
を推進します。

施策目標44　各種相談窓口の充実

各種相談窓口充実事業 事業費計 4,097千円
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実施事業名 3221

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 1,179千円

所管課

事業概要
(手段)

町ウェブサイトにより、スマートフォンやパソコンなどのインターネット端末の画面表示に
最適化された、迅速かつ分かりやすい情報発信を行います。また、SNSの中でもインスタグラ
ムを活用し、観光やイベントの情報発信を行います。

3221-1 町ウェブサイト事業 事業費

政策課

関連予算科目
2款　総務費　1項　総務管理費　7目　電算関連費

スマートフォンやパソコンなどのインターネット端末の画面表示に最適化された情報発信に
より、インターネットを活用した、よりきめ細かい情報提供を行います。

施策目標45　迅速な各種情報の発信

迅速な各種情報発信事業 事業費計 1,179千円
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実施事業名 3222

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 3,919千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 0千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 4,032千円

所管課

事業概要
(手段)

震災記録映像化・震災復興記録誌の作成を行います。

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　7目　震災復興推進事業費

紙媒体による広報しちがはまの発行、朗読サークル「きずな」の協力による声の広報(ＣＤ)
の配布、ライフカレンダーの発行を行います。

3222-2 広聴事業 事業費

政策課

関連予算科目

地区や年代に応じたまちづくりの課題把握について、町内連携推進組織により行います。

3222-3 震災復興記録事業 事業費

復興推進課

3222-1 広報事業 事業費

政策課

関連予算科目
2款　総務費　1項　総務管理費　2目　広報広聴費

幅広い年代層に対応した広報による情報発信に加え、地区の状況に応じたまちづくりの課題
抽出について、広聴活動を継続的に実施することにより、よりきめの細かい住民ニーズの把
握に努めます。

施策目標46　広報広聴の推進

広報広聴推進事業 事業費計 7,951千円
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実施事業名 3311

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 1,691千円

所管課

事業概要
(手段)

職場研修、研修所研修、自己啓発研修による人材育成を行います。

3311-1 職員研修事業 事業費

総務課

関連予算科目
2款　総務費　1項　総務管理費　1目　一般管理費

行政組織力を高めるため、従来の階層別職員研修に加え、各種の行政課題に即した研修な
ど、より実践的な職員研修を行います。

施策目標47　行政組織力の強化

行政組織力強化事業 事業費計 1,691千円

117



実施事業名 3312

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 2,509千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 134千円

所管課

事業概要
(手段)

施策ヒアリングや予算査定結果に基づく実施計画の作成、事業決算・事業の実績・主な活動
指標などを盛り込んだ主要な施策の成果等の作成を行います。

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　1目　企画総務費

3312-1 ふるさと納税推進事業 事業費

政策課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　1目　企画総務費

ふるさと納税制度を活用し、地場産品のＰＲを行います。

3312-2 実施計画及び主要な施策の成果等作成事業 事業費

政策課

ＰＤＣＡサイクルに基づき、費用便益分析による事業の事前評価と、施策の成果に関する事
後評価を行い、効率的な行政運営を推進します。

施策目標48　効率的な行財政運営の推進

効率的な行財政運営推進事業 事業費計 2,643千円
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実施事業名 3313

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 55,855千円

所管課

事業概要
(手段)

基幹業務及び文書系システム運用、情報システムに関する費用対効果の検証、情報セキュリ
ティ対策を行います。

3313-1 情報システム事業 事業費

政策課

関連予算科目
2款　総務費　1項　総務管理費　7目　電算関連費

2款　総務費　6項　企画費　7目　震災復興推進事業費

情報システムに関する費用対効果の検証や、マイナンバー制度など新たな個人情報に的確に
対応できる情報セキュリティ体制を構築し、住民との信頼関係の構築に努めます。

施策目標49　行政情報化の推進

行政情報化推進事業 事業費計 55,855千円
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実施事業名 3321

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 26千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 72千円

所管課

事業概要
(手段)

2市3町による広域行政連絡協議会を組織化し、行政上の共通課題を協議し、解決に向けた調
整を行います。

3321-2 仙台都市圏広域行政推進協議会事業 事業費

政策課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　1目　企画総務費

仙台都市圏6市7町1村により広域行政推進協議会を組織化し、どこでもパスポートの発行や
「仙台都市圏広域行政実施計画」の策定などを行います。

3321-1 塩釜地区広域行政連絡協議会事業 事業費

政策課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　1目　企画総務費

仙台都市圏や2市3町との地域間連携による広域行政を推進し、共通するまちづくりの課題解
決に向けた連携体制の強化や、スケールメリットをいかした広域型施策の検討などにより、
都市機能の補完や相互の市町村の価値を高めます。

施策目標50　広域行政の推進

広域行政推進事業 事業費計 98千円
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実施事業名 3331

事業計画
(目標と効果)

事務事業名 0千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 146千円

所管課

事業概要
(手段)

事務事業名 8,239千円

所管課

事業概要
(手段)

2021年度から2030年度を計画期間とする「七ヶ浜町長期総合計画」及び2021年度から2025年
度を計画期間とする「七ヶ浜町総合戦略」の策定を行います。

3331-3 長期総合計画・総合戦略策定事業 事業費

政策課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　1目　企画総務費

関連予算科目
8款　土木費　4項　都市計画費　1目　都市計画総務費

都市計画審議会の設置による都市計画に関する調査審議を行います。

3331-1 計画的なまちづくり推進事業 事業費

政策課

関連予算科目
2款　総務費　6項　企画費　1目　企画総務費

「七ヶ浜町長期総合計画」で掲げた目標の達成度について、客観的な指標により分析を行
い、定期的に施策や事務事業の検証を行います。

3331-2 都市計画運営事業 事業費

建設課

七ヶ浜町長期総合計画や七ヶ浜町総合戦略などのまちづくり計画や個別計画に基づき、計画
的なまちづくりを推進します。

施策目標51　計画的なまちづくりの推進

計画的なまちづくり推進事業 事業費計 8,385千円
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