
別紙様式2 平成30年5月

区　分 (22頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

（1）基盤整備 （1）基盤整備

農業
県営経営体育成基盤整備事業（滝沢
地区）

岩手県 農業
県営経営体育成基盤整備事業（滝沢
地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(下大桑
地区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(下大桑
地区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(西黒沢
地区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(西黒沢
地区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(小猪岡
地区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(小猪岡
地区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(富沢地
区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(富沢地
区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業（川台
地区）

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業（川台
地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(厳美・
滝原ひがし地区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(厳美・
滝原ひがし地区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(夏川地
区）

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(夏川地
区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(夏川２
期地区）

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(夏川２
期地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(夏川３
期地区）

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(夏川３
期地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(日形地
区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(日形地
区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(川北地
区）

宮城県
県営経営体育成基盤整備事業(川北地
区）

宮城県

県営経営体育成基盤整備事業（山口
地区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業（山口
地区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(清田地
区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(清田地
区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(笹谷地
区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(笹谷地
区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(仏坂地
区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(仏坂地
区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(上奥玉
地区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(上奥玉
地区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(新山南
地区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(小梨地
区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(畑の沢
地区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(赤柴地
区)

岩手県

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

１　産業の振
興

１　産業の振
興

１　産業の振興



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (23頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

県営経営体育成基盤整備事業(北方地
区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(増沢地
区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(上折壁
地区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(上折壁
地区)

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業(曲田地
区)

岩手県
県営経営体育成基盤整備事業(曲田地
区)

岩手県

県営中山間地域総合整備事業(市野々
地区)

岩手県
県営中山間地域総合整備事業(市野々
地区)

岩手県

県営中山間地域総合整備事業(笹谷地
区)

岩手県
県営中山間地域総合整備事業(笹谷地
区)

岩手県

県営中山間地域総合整備事業(霞沢地
区)

岩手県
県営中山間地域総合整備事業(霞沢地
区)

岩手県

県営中山間地域総合整備事業(仏坂地
区)

岩手県
県営中山間地域総合整備事業(仏坂地
区)

岩手県

県営中山間地域総合整備事業(上奥玉
地区)

岩手県
県営中山間地域総合整備事業(上奥玉
地区)

岩手県

県営中山間地域総合整備事業(曲田地
区)

岩手県
県営中山間地域総合整備事業(曲田地
区)

岩手県

県営農村地域防災減災事業　（角屋地
区）

岩手県
県営ため池等整備事業（須川１号支線
地区）

岩手県

県営ため池等整備事業（須川１号支線
地区）

岩手県
県営ため池等整備事業（真打堰用水地
区）

岩手県

県営ため池等整備事業（真打堰用水地
区）

岩手県
県営ため池等整備事業（油井名沢地
区）

岩手県

県営ため池等整備事業（油井名沢地
区）

岩手県
県営農村地域防災減災事業　（角屋地
区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業（北照井
堰地区）

岩手県
県営農村地域防災減災事業（北照井
堰地区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業（石崎地
区）

岩手県
県営農村地域防災減災事業（石崎地
区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業（真打堰
用水地区）

岩手県
県営農村地域防災減災事業（真打堰
用水地区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業（油井名
沢地区）

岩手県
県営農村地域防災減災事業（油井名
沢地区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業（鞍掛沼
地区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業（蒲沢地
区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業（大又地
区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業（内之目
地区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業（猫の沢
地区）

岩手県

事業名（施設名） 事業名（施設名）

１　産業の振
興

１　産業の振
興

１　産業の振興

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (24頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

県営農村地域防災減災事業（二ツ檀上
地区）

岩手県

県営排水対策特別事業（須川排水路
地区）

岩手県

県営基幹水利施設ストックマネジメント
事業（国営藤沢地区）

岩手県

林業 森林病害虫等防除事業 一関市 林業 保全松林緊急保護整備事業 一関市

一関市森林総合整備事業 森林組合等 一関市森林総合整備事業 森林組合等

公有林整備事業 一関市 公有林整備事業 一関市

水源林造成事業 一関市 水源林造成事業 一関市

特用林産施設等体制整備事業
しいたけ生
産組合等

特用林産施設等体制整備事業
しいたけ生
産組合等

（3）経営近代化施設 （3）経営近代化施設

農業 有機肥料センター施設改修事業 一関市 農業 有機肥料センター施設改修事業 一関市

室根高原牧野管理運営事業 一関市

林業 しいたけ生産振興対策事業
しいたけ生
産組合

林業 しいたけ生産振興対策事業
しいたけ生
産組合

（4）地場産業の振興 （4）地場産業の振興

試験研究施設
岩手県南技術研究センター機器整備
事業補助

公益財団法人 試験研究施設
岩手県南技術研究センター機器整備
事業補助

公益財団法人

流通販売施設
農林水産物産地直売・交流促進施設
整備事業

地域農商業者 流通販売施設
農林水産物産地直売・交流促進施設
整備事業

地域農商業者

道の駅屋根改修事業 一関市

地域資源活用総合交流促進施設整備
事業

一関市

（5）企業誘致 （5）企業誘致

新貸し工場整備事業 一関市 新貸し工場整備事業 一関市

（7）商業 （7）商業

その他 商店街低炭素街路灯導入事業 一関市 その他 商店街低炭素街路灯導入事業 一関市

市街地活性化センター整備事業 一関市 市街地活性化センター整備事業 一関市

千厩酒のくら交流施設改修事業 一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

１　産業の振
興

１　産業の振
興

１　産業の振興

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (25頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

（8）観光又はレクリエーション （8）観光又はレクリエーション

歴史の小道整備事業 一関市 歴史の小道整備事業 一関市

桜の小道整備事業 一関市 桜の小道整備事業 一関市

公園施設改修事業 一関市 公園施設改修事業 一関市

真湯温泉センター施設管理事業 一関市 真湯温泉センター施設管理事業 一関市

釣山公園案内表示設置事業 一関市 釣山公園案内表示設置事業 一関市

磐井川かわづくり事業（桜堤等整備分） 一関市 磐井川かわづくり事業（桜堤等整備分） 一関市

赤荻地区公園整備事業 一関市 赤荻地区公園整備事業 一関市

室根高原ふれあい牧場施設改修事業 一関市 室根高原ふれあい牧場施設改修事業 一関市

黄金山キャンプ場管理棟トイレ改修事
業

一関市
黄金山キャンプ場管理棟トイレ改修事
業

一関市

唐梅館総合運動公園遊具更新事業 一関市 唐梅館総合運動公園遊具更新事業 一関市

宿泊交流研修施設改修事業 一関市

宿泊交流研修施設トイレ洋式化改修事
業

一関市

須川国民温泉保養施設野営場炊事棟
建屋改修事業

一関市

観光施設トイレ洋式化改修事業 一関市

農業施設トイレ洋式化改修事業 一関市

公園トイレ洋式化改修事業 一関市

花と泉の公園施設改修事業 一関市

（9）過疎地域自立促進特別事業 （9）過疎地域自立促進特別事業

担い手育成対策事業
（認定農業者等の農業担い手の経営
改善を支援し、効率的かつ安定的な農
業経営体の育成を図る。）

一関市

新規就農者支援資金貸付金
（新規就農者が研修教育施設や先進
農家等で研修するための経費を貸付
する。）

一関市 一関市

新規就農者支援資金貸付金
（新規就農者が研修教育施設や先進
農家等で研修するための経費を貸付
する。）

一関市

担い手育成対策事業
（認定農業者等の農業担い手の経営
改善を支援し、効率的かつ安定的な農
業経営体の育成を図る。）

事業名（施設名） 事業名（施設名）

１　産業の振
興

１　産業の振
興

１　産業の振興

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (27頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

農村地域定住・就農促進対策事業
（農村部への移住・就農に係る相談窓
口を開設し、移住希望者の受入を希望
する集落への移住を促進する。）

一関市

農村地域定住・就農促進対策事業
（農村部への移住・就農に係る相談窓
口を開設し、移住希望者の受入を希望
する集落への移住を促進する。）

一関市

新規学卒者等就農促進支援事業
（新規学卒者を中心とした若年層を対
象に、雇用形態による農業従事経験を
通じて、就農に対する意識啓発を踏ま
えた新規就農を支援する。）

一関市

新規学卒者等就農促進支援事業
（新規学卒者を中心とした若年層を対
象に、雇用形態による農業従事経験を
通じて、就農に対する意識啓発を踏ま
えた新規就農を支援する。）

一関市

一関・平泉バルーンフェスティバル事業
（スカイスポーツである熱気球によるバ
ルーンフェスティバルを開催し、着地型
観光の誘客の推進を図る。）

一関市

一関・平泉バルーンフェスティバル事業
（スカイスポーツである熱気球によるバ
ルーンフェスティバルを開催し、着地型
観光の誘客の推進を図る。）

一関市

農商工連携事業
（農商工連携実践団体への経営改善
等の助言指導やこれから農商工連携
を模索している団体等へのアドバイス
を行う。）

一関市

農商工連携事業
（農商工連携実践団体への経営改善
等の助言指導やこれから農商工連携
を模索している団体等へのアドバイス
を行う。）

一関市

室根地域情報発信施設解体事業
（道の駅開業に合わせ、閉鎖する旬菜
館の建物等を解体し、借地を地権者へ
返還する。）

一関市

（10）その他 （10）その他

繁殖牛生産振興対策事業 生産者組織 繁殖牛生産振興対策事業 生産者組織

肥育素牛地域内保留対策事業 生産者組織 肥育素牛地域内保留対策事業 生産者組織

酪農振興総合対策事業 生産者組織 酪農振興総合対策事業 生産者組織

野菜花き生産振興事業 生産者組織 野菜花き生産振興事業 生産者組織

農業担い手チャレンジ事業 生産者組織 農業担い手チャレンジ事業 生産者組織

勤労青少年ホーム改修事業 一関市

勤労青少年ホームトイレ洋式化改修事
業

一関市

女性センタートイレ洋式化改修事業 一関市

職業訓練センタートイレ洋式化改修事
業

一関市

農業施設改修事業 一関市

農業研修施設トイレ洋式化改修事業 一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

１　産業の振
興

１　産業の振
興

１　産業の振興

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (32頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

(1)市町村道 (1)市町村道

道路
栗駒線（改良舗装）
(L=1360m,W=4.0m)

一関市 道路
栗駒線（改良舗装）
(L=1360m,W=4.0m)

一関市

遊水堤２号線（改良舗装）
(L=1,420m,W=6.0（9.5）ｍ)

一関市
遊水堤２号線（改良舗装）
(L=1,420m,W=6.0（9.5）ｍ)

一関市

萩荘中下線（改良舗装）
(L=800m,W=3.0m)

一関市
萩荘中下線（改良舗装）
(L=800m,W=3.0m)

一関市

原沢１号線（改良舗装）
(L=2,200m,W=4.0ｍ)

一関市
原沢１号線（改良舗装）
(L=2,200m,W=4.0ｍ)

一関市

口袋清水線（改良舗装）
(L=200m,W=5.0m)

一関市
口袋清水線（改良舗装）
(L=200m,W=5.0m)

一関市

金成線（改良舗装）
(L=1,000m,W=5.0m)

一関市
金成線（改良舗装）
(L=1,000m,W=5.0m)

一関市

水口南沢線（改良舗装）
(L=900m,W=5.0m)

一関市
水口南沢線（改良舗装）
(L=900m,W=5.0m)

一関市

西風谷地線（改良舗装）
(L=600m,W=6.0m)

一関市
西風谷地線（改良舗装）
(L=600m,W=6.0m)

一関市

丸木舞川線（改良舗装）
(L=3,400m,W=4.0m)

一関市
丸木舞川線（改良舗装）
(L=3,306m,W=6.0m)

一関市

宇南田３号線（改良舗装）
(L=730m,W=5.0m)

一関市
宇南田３号線（改良舗装）
(L=589m,W=5.0m)

一関市

鶴巻内ノ目線（改良舗装）
(L=300m,W=5.0m)

一関市
鶴巻内ノ目線（改良舗装）
(L=300m,W=5.0m)

一関市

番台線（改良舗装）
(L=250m,W=5.0m)

一関市
番台線（改良舗装）
(L=250m,W=5.0m)

一関市

平場結渡線（改良舗装）
(L=300m,W=3.0m)

一関市
平場結渡線（改良舗装）
(L=300m,W=3.0m)

一関市

釣山下線(改良舗装)
(L=700m,W=6.0(11.0)m)

一関市
釣山下線(改良舗装)
(L=700m,W=6.0(11.0)m)

一関市

弥栄北ノ沢６号線(改良舗装)
(L=600m,W=4.0m)

一関市
弥栄北ノ沢６号線(改良舗装)
(L=600m,W=4.0m)

一関市

舞川蓬田１号線(改良舗装)
(L=453m,W=3.0m)

一関市
舞川蓬田１号線(改良舗装)
(L=260m,W=3.0m)

一関市

菅沢線（改良舗装）
（L=242.6m,W=5.5(9.5)m）

一関市
菅沢線（改良舗装）
（L=242.6m,W=5.5(9.5)m）

一関市

芦ノ口線（改良舗装）
（L=130m,W=3.0m）

一関市
芦ノ口線（改良舗装）
（L=122m,W=3.0m）

一関市

栃倉外山線（改良舗装）
（L=300m,W=3.0m）

一関市
栃倉外山線（改良舗装）
（L=300m,W=3.0m）

一関市

坂津辺線（測量設計） 一関市 坂津辺線（測量設計） 一関市

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

事業名（施設名） 事業名（施設名）

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信体
系の整備、情報
化及び地域間
交流の促進

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (33頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

小間木線（改良舗装）
（L=100m,W=3.0m）

一関市
小間木線（改良舗装）
（L=100m,W=3.0m）

一関市

大奈良１号線（改良舗装）
（L=170m,W=3.0m）

一関市
大奈良１号線（改良舗装）
（L=170m,W=3.0m）

一関市

大奈良３号線（改良舗装）
（L=210m,W=3.0m）

一関市
大奈良３号線（改良舗装）
（L=210m,W=3.0m）

一関市

木ノ川線歩道設置事業
（L=1,700m,W=2.2m）

一関市
木ノ川線歩道設置事業
（L=1,700m,W=2.2m）

一関市

大槻１号線（改良舗装）
（L=100m,W=6.0m）

一関市
大槻１号線（改良舗装）
（L=100m,W=6.0m）

一関市

八瀬線（改良舗装）
（L=355m,W=3.0m）

一関市
八瀬線（改良舗装）
（L=180m,W=3.0m）

一関市

寺裏川口線（改良舗装）
（L=150m,W=3.0m）

一関市
寺裏川口線（改良舗装）
（L=150m,W=3.0m）

一関市

九鬼１号線（改良舗装）
（L=600m,W=3.0m）

一関市
九鬼１号線（改良舗装）
（L=280m,W=3.0m）

一関市

曲渕線（改良舗装）
（L=500m,W=3.0m）

一関市
曲渕線（改良舗装）
（L=500m,W=3.0m）

一関市

藤ノ沢藤７号線（改良舗装）
（L=230m,W=3.0m）

一関市
藤ノ沢藤７号線（改良舗装）
（L=240m,W=3.0m）

一関市

立沢１号線（改良舗装）
（L=140m,W=4.0m）

一関市
立沢１号線（改良舗装）
（L=140m,W=4.0m）

一関市

内ノ目13号線（舗装）
（L=170m,W=3.0m）

一関市
内ノ目13号線（舗装）
（L=170m,W=3.0m）

一関市

神明南白幡線（改良舗装）
（L=370m,W=6.0(8.0)m）

一関市
神明南白幡線（改良舗装）
（L=370m,W=6.0(8.0)m）

一関市

居留２号線（改良舗装）
(L=900m,W=5.5m)

一関市
居留２号線（改良舗装）
(L=900m,W=5.5m)

一関市

中条外山線（改良舗装）
（Ｌ＝1,260ｍ、Ｗ＝4.0ｍ）

一関市
中条外山線（改良舗装）
（Ｌ＝1,260ｍ、Ｗ＝4.0ｍ）

一関市

大又南沢線（改良舗装）
（L=170m,W=3.0m）

一関市
大又南沢線（改良舗装）
（L=166m,W=3.0m）

一関市

五串東７号線（改良舗装）
（L=100m,W=3.0m）

一関市
五串東７号線（改良舗装）
（L=160m,W=3.0m）

一関市

ぶなノ木三ツ森線（改良舗装）
（L=160m,W=3.0m）

一関市
ぶなノ木三ツ森線（改良舗装）
（L=177m,W=3.0m）

一関市

舞川河岸５号線（改良舗装）
（L=110m,W=3.0m）

一関市
舞川河岸５号線（改良舗装）
（L=110m,W=3.0m）

一関市

高梨北方２号線（改良舗装）
（L=100m,W=3.0m）

一関市
高梨北方２号線（改良舗装）
（L=100m,W=3.0m）

一関市

南滝ノ上線（改良舗装）
（L=100m,W=3.0m）

一関市
南滝ノ上線（改良舗装）
（L=100m,W=3.0m）

一関市

狐禅寺大平線（改良舗装）
（L=1,000m、W=6.0(11.0)m）

一関市
狐禅寺大平線（改良舗装）
（L=1,000m、W=6.0(11.0)m）

一関市

桜木町２号線（改良舗装）
(L=146m,W=3.0m)

一関市
桜木町２号線（改良舗装）
(L=146m,W=3.0m)

一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信体
系の整備、情報
化及び地域間
交流の促進

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (34頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

堀切２号線（改良舗装）
(L=799m,W=4.0m)

一関市
堀切２号線（改良舗装）
(L=799m,W=4.0m)

一関市

泥畑西ノ沢線（改良舗装）
(L=711m,W=4.0m)

一関市
泥畑西ノ沢線（改良舗装）
(L=711m,W=4.0m)

一関市

道路維持補修事業（L=11,772m） 一関市 道路維持補修事業（L=11,772m） 一関市

市道排水ポンプ交換事業 一関市 市道排水ポンプ交換事業 一関市

都市計画道路山目駅前釣山線（竹山
工区）道路整備(街路)事業
(L=316m,W=16～17m)

岩手県
都市計画道路山目駅前釣山線（竹山
工区）道路整備(街路)事業
(L=316m,W=16～17m)

岩手県

道路インフラ長寿命化事業（山谷平泉
線（深山トンネル）ほか２箇所（トンネル
修繕３箇所L=1,076m））

一関市
道路インフラ長寿命化事業（山谷平泉
線（深山トンネル）ほか２箇所（トンネル
修繕３箇所L=1,076m））

一関市

道路維持補修事業（交付金事業）
（L=13,715m）

一関市
道路維持補修事業（交付金事業）
（L=13,715m）

一関市

清水原一関線（改良舗装）
(L=3,300m,W=6.5(12.5)m)

一関市
清水原一関線（改良舗装）
(L=3,300m,W=6.5(12.5)m)

一関市

大畑四日市場線（改良舗装）
(L=800m,W=4.0m)

一関市
大畑四日市場線（改良舗装）
(L=464m,W=4.0m)

一関市

仁王原有壁線歩道設置事業
(L=1,130m、W=2.5m)

一関市
仁王原有壁線歩道設置事業
(L=1,130m、W=2.5m)

一関市

三本木高倉線（改良舗装）
(L=1,040m,W=6.0m)

一関市
三本木高倉線（改良舗装）
(L=1,040m,W=6.0m)

一関市

烏ケ沢線（測量設計） 一関市 烏ケ沢線（測量設計） 一関市

穴ノ沢花高線（改良舗装）
（L=650m,W=5.0m）

一関市
穴ノ沢花高線（改良舗装）
（L=380m,W=5.0m）

一関市

刈生沢線（改良舗装）
（L=390ｍ,W=5.0m）

一関市
刈生沢線（改良舗装）
（L=390ｍ,W=5.0m）

一関市

養子沢１号線（改良舗装）
（L=100m,W=3.0m）

一関市
養子沢１号線（改良舗装）
（L=232m,W=3.0m）

一関市

水沢佐野下２号線（改良舗装）
（L=160m,W=3.0m）

一関市
水沢佐野下２号線（改良舗装）
（L=138m,W=3.0m）

一関市

小谷第２支線（改良舗装）
(L=560m,W=5.0m)

一関市
小谷第２支線（改良舗装）
(L=560m,W=5.0m)

一関市

野田線（改良舗装）
(L=1,538m,W=5.0m)

一関市
野田線（改良舗装）
(L=1,068m,W=5.0m)

一関市

細葉大門線（改良舗装）
(L=803m,W=5.0m)

一関市
細葉大門線（改良舗装）
(L=803m,W=5.0m)

一関市

葉ノ木堤線（改良舗装）
（L=560m,W=5.0m)

一関市
葉ノ木堤線（改良舗装）
（L=560m,W=5.0m)

一関市

猿沢大久保線（改良舗装）
(L=370m,W=5.0m)

一関市
猿沢大久保線（改良舗装）
(L=410m,W=5.0m)

一関市

宮敷線（改良舗装）
(L=478m,W=3.0m)

一関市
宮敷線（改良舗装）
(L=478m,W=3.0m)

一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信体
系の整備、情報
化及び地域間
交流の促進

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (35頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

北方北線（改良舗装）
(L=320m,W=6.5m)

一関市
北方北線（改良舗装）
(L=320m,W=6.5m)

一関市

小梨一本松線（改良舗装）
（L=200m,W=4.0m）

一関市
小梨一本松線（改良舗装）
（L=313m,W=5.0m）

一関市

奥玉竹林線（改良舗装）
（L=675m,W=4.0m）

一関市
奥玉竹林線（改良舗装）
（L=680m,W=4.0m）

一関市

刈屋野茶名畑線外１路線（改良舗装）
（L=610m,W=5.0m）

一関市
刈屋野茶名畑線外１路線（改良舗装）
（L=610m,W=5.0m）

一関市

寺崎前１号線（改良舗装）
（L=270m,W=5.0m）

一関市
寺崎前１号線（改良舗装）
（L=270m,W=5.0m）

一関市

松川駅館下線(改良舗装)
(L=1,070m,W=6.0（9.5m）)

一関市
松川駅館下線(改良舗装)
(L=1,134m,W=6.0（9.5m）)

一関市

町裏深堀線（改良舗装）
（L=190m,W=5.0m）

一関市
町裏深堀線（改良舗装）
（L=186m,W=3.0m）

一関市

三室岩ノ下線（改良舗装）
（L=500m,W=5.5m）

一関市
三室岩ノ下線（改良舗装）
（L=500m,W=5.5m）

一関市

本町天王前線（改良舗装）
（L=450m,W=4.0m)

一関市
本町天王前線（改良舗装）
（L=450m,W=4.0m)

一関市

千刈田向山線（改良舗装）
(L=1,888m,W=6.0(9.5m))

一関市
千刈田向山線（改良舗装）
(L=1,780m,W=6.0(9.5m))

一関市

鳥矢森３号線（改良舗装）
(L=400m,W=4.0m)

一関市
鳥矢森３号線（改良舗装）
(L=400m,W=4.0m)

一関市

宝下４号線（改良舗装）
（L=500m,W=6.0m)

一関市
宝下４号線（改良舗装）
（L=500m,W=6.0m)

一関市

折壁八幡４号線・折壁小林線歩道設置
事業（L=590m,W=2.5m）

一関市
折壁八幡４号線・折壁小林線歩道設置
事業（L=590m,W=2.5m）

一関市

薄衣上の台線（改良舗装）
(L=300m,W=5.0m)

一関市
薄衣上の台線（改良舗装）
(L=300m,W=5.0m)

一関市

薄衣折坂線(改良舗装)
（L=200m，W=4.0m)

一関市
薄衣折坂線(改良舗装)
（L=200m，W=4.0m)

一関市

さいかち沢線（改良舗装）
（L=218m,W=3.0m）

一関市
さいかち沢線（改良舗装）
（L=220m,W=3.0m）

一関市

長洞線（改良舗装）
（L=229m,W=3.0m）

一関市
長洞線（改良舗装）
（L=229m,W=3.0m）

一関市

黒木上峯線外１路線（改良舗装）
(L=450m,W=5.0m)

一関市
黒木上峯線外１路線（改良舗装）
(L=450m,W=5.0m)

一関市

平前登戸沢線（改良舗装）
（L=600m,W=5.0m）

一関市
平前登戸沢線（改良舗装）
（L=595m,W=5.0m）

一関市

下曲田古戸沢線（改良舗装）
（L=100m,W=4.0m）

一関市
下曲田古戸沢線（改良舗装）
（L=100m,W=4.0m）

一関市

山田南沢８号線（改良舗装）
（L=370m,W=3.0m）

一関市
山田南沢８号線（改良舗装）
（L=362m,W=3.0m）

一関市

草ケ沢４号線（改良舗装）
（L=475m,W=3.0m）

一関市
草ケ沢４号線（改良舗装）
（L=135m,W=3.0m）

一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信体
系の整備、情報
化及び地域間
交流の促進

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (36頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

大石沢若柳線（改良舗装）
（L=800m,W=4.0m）

一関市
大石沢若柳線（改良舗装）
（L=800m,W=4.0m）

一関市

町北裏線（舗装）
(L=130m,W=3.0m)

一関市
町北裏線（舗装）
(L=136m,W=3.0m)

一関市

観音堂２号線（改良舗装）
(L=100m,W=5.5m（12.0ｍ）)

一関市
観音堂２号線（改良舗装）
(L=330m,W=5.5m（12.0ｍ）)

一関市

倉坂線（舗装）
（L＝300m,W=4.0m）

一関市
倉坂線（舗装）
（L＝300m,W=4.0m）

一関市

草ケ沢２号線（測量設計） 一関市 草ケ沢２号線（測量設計） 一関市

若井原線（改良舗装）
（L=750m,W=3.0m)

一関市
若井原線（改良舗装）
（L=750m,W=3.0m)

一関市

真柴鴻ノ巣線（改良舗装）
（L=270m,W=3.0m)

一関市
真柴鴻ノ巣線（改良舗装）
（L=280m,W=3.0m)

一関市

川戸線（改良舗装）
(L=100m,W=5.0m)

一関市
川戸線（改良舗装）
(L=100m,W=5.0m)

一関市

野中２号線（改良舗装）
（L=100m,W=3.0m)

一関市
野中２号線（改良舗装）
（L=105m,W=3.0m)

一関市

中里後沢田線（改良舗装）
（L=560m,W=4.0m)

一関市
中里後沢田線（改良舗装）
（L=560m,W=4.0m)

一関市

白山田線（改良舗装）
（L=135m,W=3.0m)

一関市
白山田線（改良舗装）
（L=135m,W=3.0m)

一関市

赤子中島線（改良舗装）
（L=220m,W=3.0m)

一関市
赤子中島線（改良舗装）
（L=180m,W=3.0m)

一関市

下釜金ケ崎線（改良舗装）
（L=440m,W=4.5m)

一関市
下釜金ケ崎線（改良舗装）
（L=435m,W=4.5m)

一関市

鶴ケ沢４号線（改良舗装）
（L=120m,W=3.0m)

一関市
鶴ケ沢４号線（改良舗装）
（L=116m,W=3.0m)

一関市

中里水上線（改良舗装）
（L=165m,W=3.0m)

一関市
中里水上線（改良舗装）
（L=170m,W=3.0m)

一関市

峠３号線（改良舗装）
（L=165m,W=3.0m)

一関市
峠３号線（改良舗装）
（L=239m,W=3.0m)

一関市

弥栄北ノ沢７号線（改良舗装）
（L=105m,W=3.0m)

一関市
弥栄北ノ沢７号線（改良舗装）
（L=105m,W=3.0m)

一関市

払田線、払田和興線（改良舗装）
(L=750m,W=3.0m)

一関市
払田線、払田和興線（改良舗装）
(L=750m,W=3.0m)

一関市

熊ノ倉１号線（改良舗装）
（L=160m,W=3.0m)

一関市
熊ノ倉１号線（改良舗装）
（L=188m,W=3.0m)

一関市

老松宮沢２号線（改良舗装）
（L=100m,W=3.0m)

一関市
老松宮沢２号線（改良舗装）
（L=236m,W=3.0m)

一関市

機場線（改良舗装）
（L=100m,W=3.0m)

一関市
機場線（改良舗装）
（L=214m,W=3.0m)

一関市

下舘台見２号線（改良舗装）
（L=160m,W=3.0m)

一関市
下舘台見２号線（改良舗装）
（L=346m,W=3.0m)

一関市

本宮七切線（測量設計）
（L=860m,W=3.0m)

一関市
本宮七切線（改良舗装）
（L=120m,W=4.0m)

一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信体
系の整備、情報
化及び地域間
交流の促進

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (37頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

松川小学校線（改良舗装）
（L=90m,W=4.0m)

一関市
松川小学校線（改良舗装）
（L=102m,W=4.0m)

一関市

鴨地泉台線（改良舗装）
（L=792m,W=3.0m)

一関市
鴨地泉台線（改良舗装）
（L=792m,W=3.0m)

一関市

牛窪西光線（改良舗装）
（L=794m,W=3.0m)

一関市
牛窪西光線（改良舗装）
（L=794m,W=3.0m)

一関市

袖の沢平線（改良舗装）
（L=608m,W=3.0m)

一関市
袖の沢平線（改良舗装）
（L=260m,W=3.0m)

一関市

兎屋場線（改良舗装）
（L=881m,W=3.0m)

一関市
兎屋場線（改良舗装）
（L=881m,W=3.0m)

一関市

桜ノ沢線（改良舗装）
（L=926m,W=3.0m)

一関市
桜ノ沢線（改良舗装）
（L=926m,W=3.0m)

一関市

中下双子線（改良舗装）
（L＝130m,W=3.0m）

一関市
中下双子線（改良舗装）
（L＝130m,W=3.0m）

一関市

最明寺線（改良舗装）
（L＝180m,W=3.0m）

一関市
最明寺線（改良舗装）
（L＝180m,W=3.0m）

一関市

外浦線（改良舗装）
（L＝300m,W=3.0m）

一関市
外浦線（改良舗装）
（L＝220m,W=3.0m）

一関市

上新道高成線（改良舗装）
（L＝200m,W=3.0m）

一関市
上新道高成線（改良舗装）
（L＝200m,W=3.0m）

一関市

大原世田米線歩道設置事業
（L=1,340m,W=2.5m）

一関市

吉野沢線（改良舗装）
(L=250m,W=5.0m)

一関市

唐ノ子１号線（改良舗装）
(L=132m,W=5.0m)

一関市

竜ヶ沢２号線（改良舗装）
(L=400m,W=5.0m)

一関市

砂子田山ノ沢線（改良舗装）
(L=450m,W=4.0m)

一関市

猿沢金山線（改良舗装）
(L=150m,W=3.5m)

一関市

但馬崎線（改良舗装）
(L=100m,W=4.0m)

一関市

大東千厩線（改良舗装）
(L=1,100m,W=9.5m)

一関市

北ノ沢4号線（改良舗装）
(L=95m,W=4.0m)

一関市

島越茶名畑線（改良舗装）
(L=450m,W=5.0m)

一関市

石宇川線（改良舗装）
(L=250m,W=5.0m)

一関市

二本木18号線（改良舗装）
(L=248m,W=9.5m)

一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信体
系の整備、情報
化及び地域間
交流の促進

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (38頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

居の森線（改良舗装）
(L=200m,W=3.0m)

一関市

門崎竹林線（改良舗装）
(L=130m,W=3.0m)

一関市

藤沢馬場線（改良舗装）
(L=400m,W=5.0m)

一関市

下釜白山田線（改良舗装）
(L=110m,W=4.0m)

一関市

打ノ目江川南方線（改良舗装）
(L=120m,W=3.0m)

一関市

三枚屋敷２号線（改良舗装）
(L=730m,W=3.0m)

一関市

弥栄北ノ沢13号線（改良舗装）
(L=240m,W=3.0m)

一関市

烏喰丑子畑線（改良舗装）
(L=120m,W=3.0m)

一関市

南谷起藤線（改良舗装）
(L=800m,W=3.0m)

一関市

雁田南沢線（改良舗装）
(L=550m,W=3.0m)

一関市

宮敷10号線（改良舗装）
(L=220m,W=5.0m)

一関市

蟹子沢線（舗装）
(L=320m,W=4.0m)

一関市

大原峰岸前線（測量設計）
(L=350m,W=4.0m)

一関市

渋民伊勢堂3号線（改良舗装）
(L=140m,W=3.0m)

一関市

橋りょう
橋梁長寿命化事業：清水原一関線（清
水原橋）（L=34.9m,W=6.7m）

一関市 橋りょう
橋梁長寿命化事業：清水原一関線（清
水原橋）（L=34.9m,W=6.7m）

一関市

橋梁長寿命化事業：曽慶熊ﾉ平１号線
（熊の平２号橋）（L=6.1m,W=3.7m）

一関市
橋梁長寿命化事業：曽慶熊ﾉ平１号線
（熊の平２号橋）（L=6.1m,W=3.7m）

一関市

橋梁長寿命化事業：寺ノ沢三十刈線
（深芦前橋）（L=18.0m,W=9.3m）

一関市
橋梁長寿命化事業：寺ノ沢三十刈線
（深芦前橋）（L=18.0m,W=9.3m）

一関市

橋梁長寿命化事業：町浦前田線（白山
橋）（L=28.8m,W=7.6m）

一関市
橋梁長寿命化事業：町浦前田線（白山
橋）（L=28.8m,W=7.6m）

一関市

橋梁長寿命化事業：下駒場４号線（下駒場
陸橋）（L=18.5m,W=5.8m）

一関市
橋梁長寿命化事業：下駒場４号線（下駒場
陸橋）（L=18.5m,W=5.8m）

一関市

橋梁長寿命化事業：月山下二本木線
（本町橋）（L=18.4m,W=6.8m）

一関市
橋梁長寿命化事業：月山下二本木線
（本町橋）（L=18.4m,W=6.8m）

一関市

橋梁長寿命化事業：清水横沢川線（清
水橋）（L=14.5m,W=4.8m）

一関市
橋梁長寿命化事業：清水横沢川線（清
水橋）（L=14.5m,W=4.8m）

一関市

橋梁長寿命化事業：大白線（高城橋）
（L=16.4m,W=4.0m）

一関市
橋梁長寿命化事業：大白線（高城橋）
（L=16.4m,W=4.0m）

一関市

橋梁長寿命化事業：豊町１号線（豊橋１
号橋）（L=26.1m,W=4.8m）

一関市
橋梁長寿命化事業：豊町１号線（豊橋１
号橋）（L=26.1m,W=4.8m）

一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信体
系の整備、情報
化及び地域間
交流の促進

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (39頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

橋梁長寿命化事業：雄明橋線（雄明
橋）（L=105.0m,W=4.4m）

一関市
橋梁長寿命化事業：雄明橋線（雄明
橋）（L=105.0m,W=4.4m）

一関市

橋梁長寿命化事業：日向久子沢線（中
屋敷橋）（L=26.1m,W=5.9m）

一関市
橋梁長寿命化事業：日向久子沢線（中
屋敷橋）（L=26.1m,W=5.9m）

一関市

橋梁長寿命化事業：金田川原町線（昭
和橋）（L=16.3m,W=8.2m）

一関市
橋梁長寿命化事業：金田川原町線（昭
和橋）（L=16.3m,W=8.2m）

一関市

橋梁長寿命化事業：沖要害線（沖要害
橋）（L=12.2m,W=4.5m）

一関市
橋梁長寿命化事業：沖要害線（沖要害
橋）（L=12.2m,W=4.5m）

一関市

橋梁補修設計等業務委託（金田２号線
小中井橋、日蔭線日蔭橋、小黒滝線小
黒滝１号橋、上関代４号線下向橋、曽
慶山神西線山の神橋、金取流矢線流
矢橋、停車場線滝ノ沢橋、愛宕橋ほ
か）

一関市

橋梁補修設計等業務委託（金田２号線
小中井橋、日蔭線日蔭橋、小黒滝線小
黒滝１号橋、上関代４号線下向橋、曽
慶山神西線山の神橋、金取流矢線流
矢橋、停車場線滝ノ沢橋、愛宕橋ほ
か）

一関市

橋梁長寿命化事業：炯目木線（愛宕
橋）（L=5.2m,W=3.8m）

一関市
橋梁長寿命化事業：炯目木線（愛宕
橋）（L=5.2m,W=3.8m）

一関市

橋梁長寿命化事業：赤荻黒沢線（大久
保橋）（L=100.0m,W=5.1m）

一関市
橋梁長寿命化事業：赤荻黒沢線（大久
保橋）（L=100.0m,W=5.1m）

一関市

橋梁長寿命化事業：千代ヶ原線（松雲
橋）（L=17.4m,W=4.7m）

一関市
橋梁長寿命化事業：千代ヶ原線（松雲
橋）（L=17.4m,W=4.7m）

一関市

橋梁長寿命化事業：割山中島線（三本
町橋）（L=50.0m,W=3.1m）

一関市
橋梁長寿命化事業：割山中島線（三本
町橋）（L=50.0m,W=3.1m）

一関市

橋梁長寿命化事業：葉山長田森線（葉
山橋）（L=5.0m,W=2.0m）

一関市
橋梁長寿命化事業：葉山長田森線（葉
山橋）（L=5.0m,W=2.0m）

一関市

橋梁長寿命化事業：二日町曲田線（館
山橋）（L=61.2m,W=4.3m）

一関市
橋梁長寿命化事業：二日町曲田線（館
山橋）（L=61.2m,W=4.3m）

一関市

橋梁長寿命化事業：八反線（大木下
橋）（L=27.4m,W=2.7m）

一関市
橋梁長寿命化事業：八反線（大木下
橋）（L=27.4m,W=2.7m）

一関市

橋梁長寿命化事業：明賀山柳沢線（明
賀山橋）（L=6.0m,W=4.0m）

一関市
橋梁長寿命化事業：明賀山柳沢線（明
賀山橋）（L=6.0m,W=4.1m）

一関市

橋梁長寿命化事業：松沢１号線（四日
市場沖３号橋）（L=3.6m,W=3.7m）

一関市
橋梁長寿命化事業：松沢１号線（四日
市場沖３号橋）（L=3.6m,W=3.7m）

一関市

橋梁長寿命化事業：千厩中央線（西中
沢橋）（L=12.7m,W=3.7m）

一関市
橋梁長寿命化事業：千厩中沢線（西中
沢橋）（L=12.7m,W=3.7m）

一関市

橋梁長寿命化事業：一関沖18号線（沢
２号橋）（L=4.8m,W=28.8m）

一関市

橋梁長寿命化事業：高崎町北線（高崎
町橋）（L=4.0m,W=8.0m）

一関市

橋梁長寿命化事業：五十人町北豊隆線（豊
隆橋１号橋）（L=3.7m,W=2.7m）

一関市

橋梁長寿命化事業：長者滝線（長者滝
橋）（L=61.2m,W=3.8m）

一関市

橋梁長寿命化事業：平場結渡線（駒形
根橋）（L=20.9m,W=3.6m）

一関市

橋梁長寿命化事業：平場結渡線（三本
木橋）（L=25.2m,W=4.6m）

一関市

橋梁長寿命化事業：伊沢田線（伊沢田
小橋）（L=6.6m,W=5.3m）

一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信体
系の整備、情報
化及び地域間
交流の促進

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (40頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

橋梁長寿命化事業：山滝西２号線（山
滝２号橋）（L=3.9m,W=3.8m）

一関市

橋梁長寿命化事業：松川駅停車場線
（滝ノ沢橋）（L=3.6m,W=7.4m）

一関市

橋梁長寿命化事業：平場結渡線（宇津
野橋）（L=15.1m,W=3.5m）

一関市

橋梁長寿命化事業：厳美横森線（中井
戸沢橋）（L=18.0m,W=2.5m）

一関市

橋梁長寿命化事業：旭町千代田町線
（作神前２号橋）（L=18.6m,W=3.3m）

一関市

橋梁長寿命化事業：興田猿沢線（大塚
橋）（L=41.4m,W=4.0m）

一関市

その他 除雪作業車更新事業 一関市 その他 除雪作業車更新事業 一関市

（3）林道 （3）林道

森林管理道　岩倉沢線 一関市 森林管理道　岩倉沢線 一関市

（6）電気通信施設等情報化のための施設 （6）電気通信施設等情報化のための施設

防災行政用無線
施設

一関防災ラジオ受信環境整備事業 一関市
防災行政用無線
施設

一関防災ラジオ受信環境整備事業 一関市

光伝送ケーブル改修事業 一関市 光伝送ケーブル改修事業 一関市

民放ラジオ難聴解消事業 一関市 民放ラジオ難聴解消事業 一関市

コミュニティＦＭ伝送路強靭化事業 一関市

地域イントラネット移転事業 一関市

自動車 市営バス車両更新事業 一関市 自動車 市営バス車両更新事業 一関市

市営バス運行事業 一関市

（11）過疎地域自立促進特別事業 （11）過疎地域自立促進特別事業

ニューツーリズム推進体制整備事業費
補助金（農家民泊や農業体験、着地型
観光等、都市農村交流の取り組みを行
ういちのせきニューツーリズム協議会
に対し補助する。）

協議会

ニューツーリズム推進体制整備事業費
補助金（農家民泊や農業体験、着地型
観光等、都市農村交流の取り組みを行
ういちのせきニューツーリズム協議会
に対し補助する。）

協議会

都市計画道路見直し調査事業（都市計
画道路が持つべき役割などを総合的に
判断し、実行性・実現性のある計画とな
るよう計画の見直しを行う。）

一関市

都市計画道路見直し調査事業（都市計
画道路が持つべき役割などを総合的に
判断し、実行性・実現性のある計画とな
るよう計画の見直しを行う。）

一関市

２　交通通信体
系の整備、情報
化及び地域間
交流の促進

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

事業名（施設名） 事業名（施設名）

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

２　交通通信
体系の整備、
情報化及び
地域間交流
の促進

（7）自動車等 （7）自動車等

テレビジョン放送
等難視聴解消の
ための施設

テレビジョン放送
等難視聴解消の
ための施設



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (47頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

３　生活環境の
整備

（1）水道施設
３　生活環境の
整備

（1）水道施設

簡易水道 大原簡易水道事業 一関市 簡易水道 大原簡易水道事業 一関市

摺沢簡易水道事業 一関市 摺沢簡易水道事業 一関市

摺沢第２簡易水道事業 一関市 摺沢第２簡易水道事業 一関市

興田・猿沢簡易水道事業 一関市 興田・猿沢簡易水道事業 一関市

磐清水・奥玉・小梨簡易水道事業 一関市 磐清水・奥玉・小梨簡易水道事業 一関市

田河津簡易水道事業 一関市 田河津簡易水道事業 一関市

束稲簡易水道事業 一関市 束稲簡易水道事業 一関市

折壁簡易水道事業 一関市 折壁簡易水道事業 一関市

川崎簡易水道事業 一関市 川崎簡易水道事業 一関市

深萱簡易水道事業 一関市 深萱簡易水道事業 一関市

大籠簡易水道事業 一関市 大籠簡易水道事業 一関市

黄南簡易水道事業 一関市 黄南簡易水道事業 一関市

簡易水道事業負担金 一関市 簡易水道事業負担金 一関市

（2）下水処理施設 （2）下水処理施設

公共下水道 磐井川流域関連一関公共下水道事業 一関市 公共下水道 磐井川流域関連一関公共下水道事業 一関市

流域下水道建設事業負担金 一関市 流域下水道建設事業負担金 一関市

特定環境保全公共下水道事業（花泉
処理区）

一関市
特定環境保全公共下水道事業（花泉
処理区）

一関市

特定環境保全公共下水道事業（大原・
摺沢処理区）

一関市
特定環境保全公共下水道事業（大原・
摺沢処理区）

一関市

公共下水道事業（千厩処理区） 一関市 公共下水道事業（千厩処理区） 一関市

事業完了地区の公共桝設置・下水道
施設更新

一関市
事業完了地区の公共桝設置・下水道
施設更新

一関市

公共ます設置事業 一関市

公共下水道更新改修（交付金）事業 一関市

３　生活環境の
整備 事業名（施設名） 事業名（施設名）

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (48頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

３　生活環境の
整備

農村集落排水施
設

農業集落排水処理施設更新改修事業 一関市
３　生活環境の
整備

農村集落排水施
設

農業集落排水処理施設更新改修事業 一関市

農業集落排水処理施設遠方監視装置
更新事業

一関市
農業集落排水処理施設遠方監視装置
更新事業

一関市

農業集落排水施設移設事業 一関市 農業集落排水施設移設事業 一関市

その他 浄化槽設置整備事業 一関市 その他 浄化槽設置整備事業 一関市

（5）消防施設 （5）消防施設

消防防災拠点施設整備事業(消防団屯
所等)

一関市
消防防災拠点施設整備事業(消防団屯
所等)

一関市

常備消防車両更新整備事業 一関市 常備消防車両更新整備事業 一関市

消防団車両等更新整備事業（ポンプ自
動車）

一関市
消防団車両等更新整備事業（ポンプ自
動車）

一関市

消防団車両更新整備事業 一関市 消防団車両更新整備事業 一関市

消防施設整備事業（防火水槽） 一関市 消防施設整備事業（防火水槽） 一関市

小型動力消防ポンプ積載車等更新整
備事業

一関市
小型動力消防ポンプ積載車等更新整
備事業

一関市

消火栓整備事業 一関市 消火栓整備事業 一関市

消防防災拠点施設等改修事業 一関市

（7）過疎地域自立促進特別事業 （7）過疎地域自立促進特別事業

防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金
（消費電力とCO2排出量の削減を図る
ため、自治会等が管理する防犯灯を
LED灯具に交換する経費に対し補助す
る。）

自治会等

防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金
（消費電力とCO2排出量の削減を図る
ため、自治会等が管理する防犯灯を
LED灯具に交換する経費に対し補助す
る。）

自治会等

土砂災害ハザードマップ作成事業
（土砂災害警戒区域等の情報伝達や
警戒避難体制について、住民への周知
を図るため、土砂災害ハザードマップ
等を作成する。）

一関市

土砂災害ハザードマップ作成事業
（土砂災害警戒区域等の情報伝達や
警戒避難体制について、住民への周知
を図るため、土砂災害ハザードマップ
等を作成する。）

一関市

磐井川かわづくり事業（桜再生事業分）
（磐井川堤防改修事業に併せて、桜苗
の育成管理を行う。）

一関市
磐井川かわづくり事業（桜再生事業分）
（磐井川堤防改修事業に併せて、桜苗
の育成管理を行う。）

一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

３　生活環境の
整備

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (49頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

３　生活環境の
整備

学校施設等解体事業
（閉校した小中学校の校舎やプールを
解体する。）

一関市
３　生活環境の
整備

学校施設等解体事業
（閉校した小中学校の校舎やプールを
解体する。）

一関市

児童館解体事業
（閉園となった児童館を解体する。）

一関市
児童館解体事業
（閉園となった児童館を解体する。）

一関市

保育施設解体事業
（閉園となった保育施設を解体する。）

一関市
保育施設解体事業
（閉園となった保育施設を解体する。）

一関市

ふれあい農園解体事業
（平成11年に整備したふれあい農園に
ついて、平成27年度で廃止するため、
温室の解体撤去及び土地の原状回復
のため造成工事を行う。）

一関市

ふれあい農園解体事業
（平成11年に整備したふれあい農園に
ついて、平成27年度で廃止するため、
温室の解体撤去及び土地の原状回復
のため造成工事を行う。）

一関市

山谷分館及び市野々分館遊具解体事
業（市民センター分館の遊具撤去を実
施する。）

一関市
山谷分館及び市野々分館遊具解体事
業（市民センター分館の遊具撤去を実
施する。）

一関市

老朽住宅解体事業
（老朽化した市営住宅の解体を実施す
る。）

一関市
老朽住宅解体事業
（老朽化した市営住宅の解体を実施す
る。）

一関市

消防屯所等解体事業
（消防団をはじめ、行政が消防防災活
動を行うために必要な施設・設備の整
備を実施する。）

一関市

消防屯所等解体事業
（消防団をはじめ、行政が消防防災活
動を行うために必要な施設・設備の整
備を実施する。）

一関市

消防屯所ホース乾燥塔解体事業
（消防団をはじめ、行政が消防防災活
動を行うために必要な施設・設備の整
備を実施する。）

一関市

消防屯所ホース乾燥塔解体事業
（消防団をはじめ、行政が消防防災活
動を行うために必要な施設・設備の整
備を実施する。）

一関市

（8）その他 （8）その他

防犯灯設置事業補助 自治会等 防犯灯設置事業補助 自治会等

防犯灯ＬＥＤ灯具交換事業 一関市 防犯灯ＬＥＤ灯具交換事業 一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

３　生活環境の
整備

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (54頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

（1）高齢者福祉施設 （1）高齢者福祉施設

老人ホーム

介護施設等整備事業費補助金
（第６期介護保険事業計画に基づく、複
合型サービス事業所等の施設整備に
要する経費に対し補助する。）

社会福祉法人 老人ホーム

介護施設等整備事業費補助金
（第６期介護保険事業計画に基づく、複
合型サービス事業所等の施設整備に
要する経費に対し補助する。）

社会福祉法人

（3）児童福祉施設 （3）児童福祉施設

保育所
賃貸保育所改修費等支援事業費補助
金

一関市 保育所
賃貸保育所改修費等支援事業費補助
金

一関市

松川保育園改修事業 一関市 松川保育園改修事業 一関市

保育所改修事業 一関市

保育所トイレ洋式化改修事業 一関市

（4）認定こども園 （4）認定こども園

東山こども園整備事業 一関市 東山こども園整備事業 一関市

室根こども園改修事業 一関市 室根こども園改修事業 一関市

私立認定こども園施設整備事業 一関市 私立認定こども園施設整備事業 一関市

黄海こども園改修事業 一関市

こども園トイレ洋式化改修事業 一関市

（7）市町村保健センター （7）市町村保健センター

千厩保健センター等トイレ改修事業 一関市 千厩保健センター等トイレ改修事業 一関市

千厩保健センター改修事業 一関市

室根保健センター消火栓配管取替整
備事業

一関市

保健センタートイレ洋式化改修事業 一関市

（8）過疎地域自立促進特別事業 （8）過疎地域自立促進特別事業

自殺予防対策事業
（自殺者数を減らすため、相談専門員
の配置や傾聴ボランティア等の人材育
成など積極的な自殺予防対策を行う。）

一関市

自殺予防対策事業
（自殺者数を減らすため、相談専門員
の配置や傾聴ボランティア等の人材育
成など積極的な自殺予防対策を行う。）

一関市

４　高齢者等の
保健及び福祉
の向上及び増
進

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

事業名（施設名） 事業名（施設名）

４　高齢者等の
保健及び福祉
の向上及び増
進

４　高齢者等の
保健及び福祉
の向上及び増
進



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (55頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

通園費補助金
（閉園等により遠距離の保育施設に通
園する児童の通園に要する費用負担
を軽減するため補助する。）

一関市

通園費補助金
（閉園等により遠距離の保育施設に通
園する児童の通園に要する費用負担
を軽減するため補助する。）

一関市

訪問指導事業
（保健師等が在宅難病患者や障がい
者等の訪問実態調査を行い、支援の
必要性の有無、相談支援方法を検討
し、総合的な支援を行う。）

一関市

訪問指導事業
（保健師等が在宅難病患者や障がい
者等の訪問実態調査を行い、支援の
必要性の有無、相談支援方法を検討
し、総合的な支援を行う。）

一関市

第３子以降保育料補助金
（認可外保育施設に入所している第３
子以降の児童の保護者が支払う保育
料について補助する。）

一関市

第３子以降保育料補助金
（認可外保育施設に入所している第３
子以降の児童の保護者が支払う保育
料について補助する。）

一関市

高齢者福祉乗車券交付事業
（高齢者などの交通弱者の社会参加の
促進を図るため、バス・タクシーの共通
乗車券を交付する。）

一関市

高齢者福祉乗車券交付事業
（高齢者などの交通弱者の社会参加の
促進を図るため、バス・タクシーの共通
乗車券を交付する。）

一関市

障害者福祉乗車券交付事業
（障がい者などの交通弱者の社会参加
の促進を図るため、バス・タクシーの共
通乗車券を交付する。）

一関市

障害者福祉乗車券交付事業
（障がい者などの交通弱者の社会参加
の促進を図るため、バス・タクシーの共
通乗車券を交付する。）

一関市

医療介護人材育成事業
（医療と介護人材の確保、育成、定着
のため、介護職員研修奨励金や看護・
介護従事者向け研修、介護担い手育
成講座、奨学金返還補助等を行う。）

一関市

医療介護人材育成事業
（医療と介護人材の確保、育成、定着
のため、介護職員研修奨励金や看護・
介護従事者向け研修、介護担い手育
成講座、奨学金返還補助等を行う。）

一関市

介護保険施設等人材育成支援事業
（医療と介護人材の確保、育成、定着
のため、介護保険施設等が、介護職を
希望する無資格者を雇用し、働きなが
ら介護職員初任者研修を受講、修了と
なるよう支援する。）

一関市

介護保険施設等人材育成支援事業
（医療と介護人材の確保、育成、定着
のため、介護保険施設等が、介護職を
希望する無資格者を雇用し、働きなが
ら介護職員初任者研修を受講、修了と
なるよう支援する。）

一関市

障がい児保育事業（従来の障がい児保
育事業の対象とはならないが特別な支
援が必要である児童の増加に伴い、市
内の保育施設における負担が増加して
いることから手厚い保育を実施する。）

一関市

（9）その他 （9）その他

高齢者及び障がい者にやさしい住まい
づくり推進事業

一関市
高齢者及び障がい者にやさしい住まい
づくり推進事業

一関市

介護予防センタートイレ洋式化改修事
業

一関市

サン・アビリティーズ一関トイレ洋式化
改修事業

一関市

４　高齢者等の
保健及び福祉
の向上及び増
進

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

事業名（施設名） 事業名（施設名）

４　高齢者等の
保健及び福祉
の向上及び増
進

４　高齢者等の
保健及び福祉
の向上及び増
進



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (61頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

６　教育の振興 （1）学校教育関連施設 ６　教育の振興 （1）学校教育関連施設

校舎 桜町中学校特別教室棟改築事業 一関市 校舎 桜町中学校特別教室棟改築事業 一関市

桜町中学校校舎等整備事業 一関市 桜町中学校校舎等整備事業 一関市

厳美小学校校舎改修事業 一関市 厳美小学校校舎改修事業 一関市

花泉地域小学校統合整備事業 一関市 花泉地域小学校統合整備事業 一関市

千厩地域統合小学校整備事業 一関市 千厩地域統合小学校整備事業 一関市

東山小学校建設整備事業 一関市 東山小学校建設整備事業 一関市

黄海小学校校舎改修事業 一関市 黄海小学校校舎改修事業 一関市

萩荘小学校暖房機器更新事業 一関市 萩荘小学校暖房機器更新事業 一関市

厳美中学校校舎屋根塗装事業 一関市 厳美中学校校舎屋根塗装事業 一関市

藤沢中学校技術棟廊下設置事業 一関市 藤沢中学校技術棟廊下設置事業 一関市

舞川中学校校舎耐震改修事業 一関市

藤沢中学校校舎等改修事業 一関市

屋内運動場 磐井中学校屋内運動場屋根改修事業 一関市 屋内運動場 磐井中学校屋内運動場屋根改修事業 一関市

川崎中学校武道館屋根塗装事業 一関市 川崎中学校武道館屋根塗装事業 一関市

藤沢小学校屋内運動場防水等改修事
業

一関市
藤沢小学校屋内運動場防水等改修事
業

一関市

屋外運動場 大原小学校グラウンド改修事業 一関市 屋外運動場 大原小学校グラウンド改修事業 一関市

水泳プール 小学校プール改築事業 一関市 水泳プール 小学校プール改築事業 一関市

厳美小学校プール附属棟改修事業 一関市 厳美小学校プール附属棟改修事業 一関市

スクールバス・
ボート

スクールバス整備・更新事業 一関市
スクールバス・
ボート

スクールバス整備・更新事業 一関市

給食施設 真滝学校給食センター空調整備事業 一関市 給食施設 真滝学校給食センター空調整備事業 一関市

学校給食センター設備更新事業 一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

６　教育の振興

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (62頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

６　教育の振興 その他 厳美中学校屋外トイレ改築事業 一関市 ６　教育の振興 その他 厳美中学校屋外トイレ改築事業 一関市

赤荻小学校屋外トイレ改築事業 一関市 赤荻小学校屋外トイレ改築事業 一関市

川崎小学校高圧気中開閉器交換事業 一関市 川崎小学校高圧気中開閉器交換事業 一関市

厳美小学校駐車場整備事業 一関市 厳美小学校駐車場整備事業 一関市

黄海小学校敷地法面補強事業 一関市 黄海小学校敷地法面補強事業 一関市

小学校校舎等トイレ洋式化改修事業 一関市

小学校屋外遊具改修事業 一関市

中学校校舎等トイレ洋式化改修事業 一関市

(2)幼稚園 (2)幼稚園

幼稚園遊具更新事業 一関市 幼稚園遊具更新事業 一関市

幼稚園トイレ洋式化改修事業 一関市

（3）集会施設・体育施設等 （3）集会施設・体育施設等

市民センター 中里市民センター駐車場整備事業 一関市 市民センター 中里市民センター駐車場整備事業 一関市

渋民市民センター整備事業 一関市 渋民市民センター整備事業 一関市

田河津市民センター整備事業 一関市 田河津市民センター整備事業 一関市

藤沢市民センター整備事業 一関市 藤沢市民センター整備事業 一関市

藤沢市民センター黄海分館施設改修
事業

一関市
藤沢市民センター黄海分館施設改修
事業

一関市

関が丘コミュニティセンタートイレ改修
事業

一関市
関が丘コミュニティセンタートイレ改修
事業

一関市

関が丘コミュニティセンター体育室天井
改修事業

一関市
関が丘コミュニティセンター体育室天井
改修事業

一関市

真柴コミュニティセンター事務室等改修
事業

一関市
真柴コミュニティセンター事務室等改修
事業

一関市

狐禅寺市民センター駐車場照明灯設
置事業

一関市
狐禅寺市民センター駐車場照明灯設
置事業

一関市

厳美市民センター達古袋分館階段手
摺設置事業

一関市
厳美市民センター達古袋分館階段手
摺設置事業

一関市

金沢市民センター改修事業 一関市 金沢市民センター改修事業 一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

６　教育の振興

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (63頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

６　教育の振興 ６　教育の振興 狐禅寺市民センター屋根改修事業 一関市

滝沢市民センター合併浄化槽整備事
業

一関市

市民センター照明LED化改修事業 一関市

大原市民センター地下タンク改修事業 一関市

摺沢市民センター整備事業 一関市

千厩市民センター下水道接続事業 一関市

磐清水市民センター駐車場整備事業 一関市

室根市民センター整備事業 一関市

弥栄市民センター屋外トイレ整備事業 一関市

市民センター等トイレ洋式化改修事業 一関市

農業施設トイレ洋式化改修事業 一関市

体育施設 一関市総合体育館西駐車場整備事業 一関市 体育施設 一関市総合体育館西駐車場整備事業 一関市

東山B&G海洋センター改修事業 一関市 東山B&G海洋センター改修事業 一関市

東山総合体育館外階段改修事業 一関市 東山総合体育館外階段改修事業 一関市

一関市総合体育館トイレ改修事業 一関市 一関市総合体育館トイレ改修事業 一関市

一関運動公園陸上競技場多目的トイレ扉改修事業 一関市 一関運動公園陸上競技場多目的トイレ扉改修事業 一関市

一関運動公園野球場３塁側トイレ扉改修事業 一関市 一関運動公園野球場３塁側トイレ扉改修事業 一関市

藤沢B&G海洋センター防水等改修事業 一関市 藤沢B&G海洋センター防水等改修事業 一関市

清田テニスコート人工芝改修事業 一関市 清田テニスコート人工芝改修事業 一関市

一関武道館事務室冷暖房設備整備事
業

一関市

一関運動公園野球場事務室冷暖房設
備整備事業

一関市

一関運動公園陸上競技場芝地改修事
業

一関市

一関運動公園テニスコートクラブハウ
ス冷暖房設備整備事業

一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

６　教育の振興

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (64頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

６　教育の振興 ６　教育の振興
一関市産業教養文化体育施設冷暖房
設備整備事業

一関市

一関市産業教養文化体育施設トイレ洋
式化改修事業

一関市

花泉運動公園野球場外野フェンス更新
事業

一関市

千厩体育館バスケットゴール改修事業 一関市

唐梅館総合公園クラブハウスえぽっく
事務室冷暖房設備整備事業

一関市

東山農村勤労福祉センター事務室冷
暖房設備整備事業

一関市

東山球場排水施設改修事業 一関市

室根体育館非常用発電装置他改修工
事

一関市

藤沢スポーツランドコース改修事業 一関市

体育施設トイレ洋式化改修事業 一関市

（4）過疎地域自立促進特別事業 （4）過疎地域自立促進特別事業

教育立市プラン推進事業
（教育立市を目指し、教育相談員、特
別支援コーディネーター、学校サポー
ター、学習指導専門員、適応支援相談
員、読書普及員の配置や中学生の社
会体験学習事業等を行う。）

一関市

教育立市プラン推進事業
（教育立市を目指し、教育相談員、特
別支援コーディネーター、学校サポー
ター、学習指導専門員、適応支援相談
員、読書普及員の配置や中学生の社
会体験学習事業等を行う。）

一関市

ことばの力を育てる教育推進事業
（幼保・こども園、小学校において、「こ
とばの時間」を設定し、ことばの力の向
上を図る。）

一関市

ことばの力を育てる教育推進事業
（幼保・こども園、小学校において、「こ
とばの時間」を設定し、ことばの力の向
上を図る。）

一関市

私立幼稚園第３子以降保育料等補助
金（子育てに係る経済的負担を軽減す
るとともに、安心して子どもを育てること
ができる環境づくりを推進するため、私
立幼稚園設置者が第３子以降の園児
に係る入園料及び保育料を免除した場
合に補助金を交付する。）

一関市

私立幼稚園第３子以降保育料等補助
金（子育てに係る経済的負担を軽減す
るとともに、安心して子どもを育てること
ができる環境づくりを推進するため、私
立幼稚園設置者が第３子以降の園児
に係る入園料及び保育料を免除した場
合に補助金を交付する。）

一関市

学びの活性化事業
（市内小中学校で課題となっている各
教科に対応する学習支援員を配置し、
学力向上を図る。）

一関市

学びの活性化事業
（市内小中学校で課題となっている各
教科に対応する学習支援員を配置し、
学力向上を図る。）

一関市

スポーツ合宿招聘事業
（高等教育機関のスポーツ部の合宿を
招聘するため、交通費や地元学校との
交流に要する経費に対し補助する。）

一関市

スポーツ合宿招聘事業
（高等教育機関のスポーツ部の合宿を
招聘するため、交通費や地元学校との
交流に要する経費に対し補助する。）

一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

６　教育の振興

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (65頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

６　教育の振興

学校・市立図書館図書共有化事業
（市内各小学校の学校図書館の蔵書
にはない本で、市立図書館にある本を
各学校へ配送する。）

一関市 ６　教育の振興

学校・市立図書館図書共有化事業
（市内各小学校の学校図書館の蔵書
にはない本で、市立図書館にある本を
各学校へ配送する。）

一関市

（5）その他 （5）その他

いちのせき健康の森受水槽等屋根塗
装事業

一関市
いちのせき健康の森受水槽等屋根塗
装事業

一関市

いちのせき健康の森施設改修事業 一関市

まつるべスノーランド整備事業 一関市 まつるべスノーランド整備事業 一関市

地域振興施設トイレ洋式化改修事業 一関市

事業名（施設名） 事業名（施設名）

６　教育の振興

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後



別紙様式2 平成30年5月

区　分 (67頁) 備　考

自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考
自立促進
施策区分

事業内容 事業主体 備考

（1）地域文化振興施設等 （1）地域文化振興施設等

地域文化振興施
設

博物館照明設備改修事業 一関市
地域文化振興施
設

博物館照明設備改修事業 一関市

（2）過疎地域自立促進特別事業 （2）過疎地域自立促進特別事業

郷土芸能活動事業補助金
（郷土芸能団体等の活動や発表会等
の経費に対して補助する。）

一関市
郷土芸能活動事業補助金
（郷土芸能団体等の活動や発表会等
の経費に対して補助する。）

一関市

（3）その他 （3）その他

骨寺村荘園遺跡保全活用事業 一関市 骨寺村荘園遺跡保全活用事業 一関市

登録有形文化財旧東北砕石工場保
存・公開活用事業

一関市
登録有形文化財旧東北砕石工場保
存・公開活用事業

一関市

骨寺村荘園交流館展示棟テラス段差
改修事業

一関市
骨寺村荘園交流館展示棟テラス段差
改修事業

一関市

石と賢治のミュージアム施設等改修事
業

一関市
石と賢治のミュージアム施設等改修事
業

一関市

一関文化センター施設改修事業 一関市 一関文化センター施設改修事業 一関市

歴史民俗資料等活用整備事業 一関市 歴史民俗資料等活用整備事業 一関市

一関文化伝承館遊具更新事業 一関市 一関文化伝承館遊具更新事業 一関市

芸術文化施設トイレ洋式化改修事業 一関市

７　地域文化の
振興等

　　　　　　　過疎地域自立促進市町村計画（変更） 都道府県 岩手県
市町村名 一関市

　　　　　　　　　　　変　　更　　前 変　　更　　後

事業名（施設名） 事業名（施設名）

７　地域文化の
振興等

７　地域文化の
振興等


