
単位：千円

42事業 258,784

29 160,263 担当課   

りんご即売会事業 200 産業振興課 

りんご腐らん病防除対策事業 508 産業振興課 

果樹共済加入推進事業 7,324 産業振興課 

交信攪乱剤購入助成事業 2,229 産業振興課 

農業研究支援事業 618 産業振興課 

機構集積協力金等交付事業 2,800 産業振興課 

強い農業・担い手づくり総合支援補助金事業 1,575 産業振興課 

水田営農活性化事業 25,436 産業振興課 

多面的機能支払交付金事業 34,223 産業振興課 

鳥獣被害対策事業 354 産業振興課 

農業後継者育成事業 4,617 産業振興課 

野鼠駆除事業 423 産業振興課 

農業省力化対策事業 1,278 産業振興課 

農業振興対策事業 100 産業振興課 

りんごまるかじり条例推進事業 856 産業振興課 

農地流動化支援資金利子補給事業 904 産業振興課 

りんご主要病害虫防除事業 500 産業振興課 

新規就農者支援事業 706 産業振興課 

農業経営基盤強化資金利子助成事業 28 産業振興課 

農業次世代人材投資事業 238 産業振興課 

りんご園等施設整備事業 1,000 産業振興課 

りんご園水源造成事業 165 産業振興課 

農道整備事業 16,700 地域整備課

基幹水利施設管理事業 2,514 地域整備課

基幹施設管理体制整備事業 1,146 地域整備課

ほ場整備事業 50,108 地域整備課

基幹水利施設ストックマネジメント事業 408 地域整備課

通作条件整備事業 2,860 地域整備課

地産地消事業 445 学務課

8 28,048 担当課   

まちづくり人材育成事業 300 産業振興課 

観光振興事業 2,428 産業振興課 

創生支援事業 620 産業振興課 

プレミアム付商品券発行事業 3,300 産業振興課 

りんごの里いたやなぎまつり事業 7,700 産業振興課 

割増金付き商品券発行事業 3,000 産業振興課 

空き店舗利活用推進事業 2,000 産業振興課 

中小企業信用保証事業 8,700 産業振興課 

5 70,473 担当課   

りんごの里板柳創生事業 695 企画財政課

町特産農産物推進事業 1,157 産業振興課

農村振興事業 35 産業振興課

ふるさとセンターイメージアップ事業 59,086 ふるさとセンター

ふるさとセンターりんご加工振興事業 9,500 ふるさとセンター

令和３年度　政策パッケージ　事業一覧

（１）希望の持てる持続可能な農業づくり

政策分野１　未来につなげる産業づくり

（２）商店街のにぎわいづくり

（３）地域資源を活用した産業づくり



21事業 340,721

6 106,753 担当課   

企画財政課

生涯学習課 

結婚新生活支援事業 900 介護福祉課

すこやか出生祝金事業 3,500 介護福祉課 

介護福祉課

健康推進課

妊娠・出産支援事業 9,869 健康推進課

放課後児童健全育成事業 26,101 介護福祉課

11 215,010 担当課   

総務課

介護福祉課

健康推進課

学務課

生涯学習課

福祉力向上対策事業 194 介護福祉課 

シルバー人材センター支援事業 1,852 介護福祉課 

高齢者生きがい活動促進事業 10,355 介護福祉課 

敬老会事業 5,832 介護福祉課 

長寿祝金事業 1,500 介護福祉課 

健康増進事業 33,943 健康推進課

自殺対策緊急強化事業 612 健康推進課

婦人の健康づくり事業 180 健康推進課

町民の健康管理事業 7,736 健康推進課

疾病予防事業 41,949 健康推進課

4 18,958 担当課   

学校体育施設整備事業 6,208 学務課

スポーツ大会出場支援事業 900 生涯学習課

町民スポーツ振興事業 10,056 生涯学習課 

りんごの里まるかじりウオーク支援事業 1,794 生涯学習課 

結婚活動支援事業 3,043

子育て支援事業 63,340

110,857新型コロナウイルス対策事業

政策分野２　健康で子どもを育むまちづくり

（１）安心して子育てができる環境づくり

（２）健康長寿をめざしたまちづくり

（３）スポーツを通じた健康づくり



60事業 723,255

7 60,605 担当課   

空き家・空き地バンク事業 219 企画財政課

移住定住支援事業 6,434 企画財政課

子育て世帯定住サポート事業 7,622 企画財政課

子育て住宅取得事業 1,350 企画財政課

空き家利活用定住事業 1,000 企画財政課

総務課

企画財政課

税務会計課

地域おこし協力隊事業 15,367 産業振興課

23 504,674 担当課   

地域防災拠点整備事業 284,588 総務課 

非常備消防事業 2,978 総務課

消防施設事業 6,897 総務課

総務課

地域整備課

交通安全対策事業 2,951 総務課 

公共交通確保維持事業 4,862 企画財政課 

斎場管理事業 2,536 町民生活課

合併処理浄化槽設置整備事業 1,470 上下水道課

防犯対策事業 105 介護福祉課 

老人交通災害共済事業 878 介護福祉課 

橋梁整備事業 8,500 地域整備課 

除雪機械購入事業 19,000 地域整備課 

生活環境整備事業 141,880 地域整備課

公園管理事業 8,663 地域整備課

地域の安全確保事業 6,490 地域整備課

生活道路消雪施設設置事業 100 地域整備課

排雪活動事業 300 地域整備課

除雪サポート活動モデル事業 600 地域整備課

駐輪場整備事業 1,199 地域整備課

都市計画事業 7,092 地域整備課

街路灯整備事業 3,161 地域整備課

危険防止立札設置事業 50 生涯学習課 

環境美化事業 40 生涯学習課

4 17,659 担当課   

ほのぼのコミュニティ２１推進事業 4,636 介護福祉課 

ねたきり老人等支援給付事業 7,220 介護福祉課 

在宅福祉サービス事業 74 介護福祉課 

重層的支援体制整備事業 5,729 介護福祉課 

防災対策事業 334

町の魅力発信事業 28,613

（３）住み慣れた地域で暮らせるまちづくり

政策分野３　住みたいと思えるまちづくり

（１）若者が定住するまちづくり

（２）安心で快適なまちづくり



26 140,317 担当課   

国際交流推進事業 3,258 総務課 

町民祭事業 703 総務課 

町史編さん事業 11,827 企画財政課

外国人教員招致事業 4,972 学務課 

奨学金貸付事業 6,360 学務課

学校保健会支援事業 54 学務課

小学校通学路交通安全事業 4,116 学務課

学務課

生涯学習課

小学校管理事業 3,084 学務課

小学校英語指導助手配置事業 1,299 学務課

小学校活動支援員配置事業 23,361 学務課

小学校投資工事事業 5,000 学務課

中学校管理事業 890 学務課

中学校改築事業 2,426 学務課

中学校活動支援員配置事業 4,481 学務課

中学校部活動指導員配置事業 2,480 学務課

中学生国際交流派遣事業 6,411 学務課

東北・全国大会出場補助事業 2,481 学務課

特別支援就学奨励費事業 2,379 学務課

要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業 22,611 学務課

地域活動団体支援事業 467 学務課

読書のまちづくり事業 4,506 生涯学習課 

公民館管理事業 12,550 生涯学習課

多目的ホール整備事業 2,092 生涯学習課

文化振興事業 388 生涯学習課

文化大会出場支援事業 50 生涯学習課

施設修繕事業 12,071

（４）未来を切り拓く人づくり


