遠野スタイルの創造・発展による“永遠の日本のふるさと遠野”の実現へ向けて

資料№6

第２次遠野市総合計画

◎過疎債借入予定額
H29～31 年度合計 21 億 9,170 万円

実施計画(H29～31)
前期基本計画

総額

107 億 5,700 万円

149 事業中 139 事業を実施（着手率 93.3%）

【産業振興・雇用確保】

【少子化対策・子育て支援】

◇【新規】道の駅魅力アップ事業 9 億 5,700 万円
◇【新規】若者雇用オールラウンド住宅整備事業
1,800 万円
◇ アスト加速化事業
6,900 万円
◇ 肉用牛増産対策推進事業
1 億円
◇ 遠野東工業団地整備事業
2,200 万円
◇ ふるさと就業奨励事業
4,000 万円
◇ 遠野ローカルベンチャー事業 1 億 4,700 万円

◇【新規】女性の健康サポート事業
1,900 万円
◇【新規】とおのスタイル結婚応援事業 700 万円
◇ 保育所施設整備事業
１億 8,600 万円
◇ 子育て応援宣言のまち推進事業
2,400 万円
◇ 妊娠・出産・子育て包括支援事業
3,700 万円
◇ わらすっこ任意予防接種事業
2,400 万円
◇ 学力向上対策事業
5,900 万円
◇ 特定教科集中対策事業
1,200 万円

優先
課題

平成 29 年度 11 事業
平成 30 年度 10 事業
平成 31 年度 11 事業

5 億 1,270 万円
8 億 2,640 万円
8 億 5,260 万円

◎辺地債借入予定額
H29～31 年度合計

7,370 万円

平成 29 年度 1 事業
平成 30 年度 4 事業
平成 31 年度 3 事業

500 万円
4,950 万円
1,920 万円

◎遠野の元気創造基金充当額
H29～31 年度合計
7 億 660 万円
平成 29 年度 20 事業
平成 30 年度 20 事業
平成 31 年度 20 事業

2 億 1,020 万円
2 億 3,030 万円
2 億 6,610 万円

◎永遠の日本のふるさと遠野基金充当額
H29～31 年度合計 4 億 3,980 万円
平成 29 年度 ８事業
平成 30 年度 ７事業
平成 31 年度 ７事業

◎わらすっこ基金充当額
H29～31 年度合計
平成 29 年度 4 事業
平成 30 年度 5 事業
平成 31 年度 5 事業

1 億 6,250 万円
1 億 3,320 万円
1 億 4,410 万円

1,840 万円
270 万円
760 万円
810 万円

※総額及び各大綱別事業費は百万円単位で四捨五入。起債借入額及び基金充当額は十万円単位で表示。

◆総合計画大綱別事業費
大綱

１

自然を愛し
共生するまちづくり

[重点的施策] ①地域経済の振興策 ②子育て支援と教育環境の充実 ③市長公約「10・とおの約束」

大綱

2

健やかに人が
輝くまちづくり

大綱

３

活力を
創意で築くまちづくり

大綱

４

ふるさとの文化を
育むまちづくり

大綱

５

みんなで考え
支えあうまちづくり

34 事業 / 53 億 2,000 万円

29 事業 / 11 億 3,900 万円

44 事業 / 22 億 400 万円

21 事業 / 14 億 7,800 万円

11 事業 / 6 億 1,600 万円

◇[新規]道の駅魅力アップ事業
9 億 5,700 万円
◇[新規]観光･防災 Wi-Fi 整備事業
2,800 万円
◇[新規]若者雇用オールラウンド住宅整備
事業
1,800 万円
◇安心安全な道づくり事業
4 億 2,500 万円
◇消防防災施設等整備事業１億 100 万円
◇携帯電話不感地域解消事業
２億円

◇[新規]女性の健康サポート事業
1,900 万円
◇[新規]とおのスタイル結婚応援事業
700 万円
◇健康スポーツ施設整備事業
1 億 4,700 万円
◇保育所施設整備事業
1 億 8,600 万円
◇ＩＣＴ健康づくり事業 1 億 8,600 万円
◇わらすっこ任意予防接種事業
2,400 万円

◇県営ほ場整備事業
2,700 万円
◇アスト加速化事業
6,900 万円
◇肉用牛増産対策推進事業
1 億円
◇原木しいたけ生産振興事業 1,900 万円
◇遠野東工業団地整備事業
2,200 万円
◇若者定住促進事業
2,600 万円
◇ふるさと就業奨励事業
4,000 万円
◇遠野ローカルベンチャー事業
１億 4,700 万円
◇六次産業チャレンジ応援事業 600万円

◇学力向上対策事業
5,900 万円
◇特定教科集中対策事業
1,200 万円
◇小学校大規模改造整備事業
2 億 900 万円
◇小学校体育館大規模改造整備事業
7,800 万円
◇中学校屋外施設等整備事業 3,500 万円
◇重要文化財千葉家住宅整備事業
7 億 6,400 万円
◇「遠野市史」編さん事業
2,500 万円

◇みんなで築くふるさと遠野推進事業
8,800 万円
◇地区センター改修整備事業 2,100 万円
◇遠野ふれあい交流センター改修事業
1 億 8,100 万円
◇地域の元気応援事業
9,200 万円
◇広域連携推進事業
2,900 万円
◇遠野みらい創りカレッジ推進事業
2,500 万円
◇魅力ある高校づくり応援事業 800 万円

