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第６編　実施計画

　　　第１章　健やかで心温まる地域づくり

第１節　生涯健康で暮らせるまちづくりの推進

項目 事業名 事業概要 新規/継続

被災者健康づくりサポート事業
看護師・栄養士等による仮設住宅入居者等の訪
問・相談等（被災者支援総合交付金）

継続

健康子育てプロジェクト推進事業
親子が体を活発に動かす場所を提供するととも
に健康教育・栄養教室等を開催（被災者支援総
合交付金）

継続

被災民間診療所等支援事業
被災した民間診療所の再建のため、１診療所当
たり上限２千万円(歯科1千万円)まで助成

継続

新規開業民間診療所等支援事業
町内で新たに開業して10年以上継続が見込まれ
る病院、診療所等の建設費用に１カ所当たり上
限２千万円(歯科１千万円)まで助成

継続

医師確保対策事業
医師招へい旅費、医療情報連携ネットワーク参
画など

継続

第２節　ともに支えともに生きる地域福祉の実現

項目 事業名 事業概要 新規/継続

第１項
地域福祉体制の充
実・強化

地域支え合い体制づくり事業
仮設住宅住民の生活支援のため、高齢者サポー
ト拠点へ生活支援専門員の配置（被災者支援総
合交付金）

継続

在宅医療・介護連携推進事業
在宅医療・介護に関する相談窓口を設置し、切
れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制を構
築

新規

生活支援体制整備事業
生活支援コーディネーターを配置し高齢者の生
活支援体制を構築

新規

介護予防・日常生活総合事業
訪問型サービス、通所型サービス、介護予防支援
事業などを総合的に展開

新規

高齢者地区組織支えあい事業
地域で主体的に介護予防に取り組む団体へ15万
円を上限に補助金を交付（被災者支援総合交付
金）

継続

認知症施策推進事業
認知症地域支援推進員及び認知症初期集中支援
推進員を配置し、初期からの専門的支援を実施

新規

高齢者及び障害者にやさしい住まいづく
り推進事業

個人住宅の浴室、トイレ等の改善費用に対する
助成、上限40万円

継続

第３項
障害者福祉の充実

障がい相談支援事業
専門性を有する民間団体に対し宮古圏域で相談
業務を委託

継続

第１項
健康づくりの推進

第２項
地域医療体制の強化

第２項
高齢者福祉の充実
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第３節　地域全体で子育てを支援する社会の形成

項目 事業名 事業概要 新規/継続

医療費助成事業拡大事業
助成対象範囲を従来の６歳から18歳まで拡大
（全額助成は３歳から６歳まで拡大）

継続

放課後児童健全育成事業
町内に設置している放課後児童クラブ6カ所の
運営経費

継続

ブックスタート事業 3カ月健診時に絵本セットの贈呈 継続

地域子育て支援拠点事業
織笠保育園が行う地域子育て支援拠点事業への
補助

継続

（仮称）民間保育所特別保育サポート事
業

民間保育所の保育サービス拡充に対する補助
（病児保育・一時預かり保育・延長保育・障が
い児保育）

継続

（仮称）保育所と地域との世代間交流事
業

民間保育所が行う世代間交流事業への補助 継続

子どものインフルエンザ予防接種費用助
成事業

生後６月児から高校生までのインフルエンザ接
種費用の一部助成

新規

特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療に要する費用の県助成を控除した
額を全額助成

新規

第４節　住民主体のまちづくりの推進

項目 事業名 事業概要 新規/継続

コミュニティセンター等集会施設トイレ
改修事業

町内集会施設のトイレの簡易水洗化、洋式化を
実施

継続

住民協働推進支援事業（補助金）
自治会等が自ら創意工夫により実施する事業に
対して一部助成

継続

第１項
住民自治と地区コ
ミュニティの推進

第１項
子育て支援の充実
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　　　第２章　安全で住みやすい生活基盤の整備

第１節　利便性の高い交通・情報網の整備

項目 事業名 事業概要 新規/継続

北浜・山田地区道路事業（市街地相互の
接続道路）

細浦柳沢線（北浜～長崎間）の道路整備 継続

山田・織笠地区道路事業（市街地相互の
接続道路）

細浦柳沢線（長崎～細浦間）の道路整備 継続

町道環境整備事業（長崎地区側溝等改
修）

長崎地区町道の側溝、蓋等改良 新規

豊間根地区歩道整備事業 豊間根小学校通学路の歩道整備 継続

豊間根地区軌道敷道路改良事業 町道中道線～町道勝山・木戸口線間の路線整備 継続

町道舗装改修事業（町道関口線） 町道関口線の路面舗装補修 継続

橋梁点検事業 15ｍ以上の町道橋梁21カ所の点検事業 新規

路面性状調査事業 町道海蔵寺線の路面性状調査業務委託 新規

町道舗装改修事業（町道海蔵寺線） 町道海蔵寺線の舗装改修 新規

草木地区道路舗装改良事業 織笠草木地区の道路整備 新規

私道等整備事業（補助金） 生活関連道の整備に対して1/2を補助 継続

ＪＲ山田線復旧支援事業 陸中山田駅復旧関連工事地元負担 新規

三陸鉄道支援事業（負担金）
三陸鉄道移管し全線開通することに伴う地元負
担費用

継続

定期路線バス運行事業 定期路線バスへの委託事業 継続

第２節　安全・快適な住環境の整備

項目 事業名 事業概要 新規/継続

大沢地区震災復興土地区画整理事業 大沢地区画整理事業（6.5ha） 継続

大沢地区震災復興土地区画整理調査設計
事業

大沢地区画整理事業（6.5ha）の調査設計 継続

第１項
災害に強い道路網の
整備

第２項
利便性の高い公共交
通の充実

第１項
市街地復興の推進

147



　　　　　　　　　　　　　　　　　山田町総合計画(第9次長期計画）実施計画　　　　　　　　　　　　　　　

項目 事業名 事業概要 新規/継続

山田地区震災復興土地区画整理事業 山田地区土地区画整理事業（20.3ha） 継続

山田地区震災復興土地区画整理調査設計
事業

山田地区土地区画整理事業（20.3ha）の調査設
計

継続

山田国道45号周辺地区震災復興土地区画
整理事業

山田国道45号周辺区画整理事業（20.0ha） 継続

山田国道45号周辺地区震災復興土地区画
整理調査設計事業

山田国道45号周辺区画整理事業（20.0ha）の調
査設計

継続

山田地区津波復興拠点整備事業 津波復興拠点整備事業（山田地区7.0ｈａ） 継続

山田地区防災集団移転促進事業
防災集団移転促進事業（山田第３団地4.0ｈ
ａ）

継続

山田地区防災集団移転促進事業
防災集団移転促進事業（山田第１団地12.4ｈ
ａ）

継続

山田地区防災集団移転促進事業（利子補
給）

高台団地に移転する被災者に対する利子補給及
び移転費用補助

新規

織笠地区防災集団移転促進事業 防災集団移転促進事業（織笠地区17.4ｈａ） 継続

織笠地区防災集団移転促進事業（利子補
給）

高台団地に移転する被災者に対する利子補給及
び移転費用補助

継続

船越・田の浜地区防災集団移転促進事業
防災集団移転促進事業（船越・田の浜地区18.0
ｈａ）

継続

船越・田の浜地区防災集団移転促進事業
（利子補給）

高台団地に移転する被災者に対する利子補給及
び移転費用補助

新規

船越・田の浜地区防災集団移転促進土砂
仮置場管理事業

防災集団移転促進事業により発生する土砂の仮置
き場の借上げ費用

継続

小谷鳥地区防災集団移転促進事業（利子
補給）

高台団地に移転する被災者に対する利子補給及
び移転費用補助

継続

危険住宅移転事業
個別に住宅を再建する被災者への利子補給及び
移転費用補助

継続

柳沢北浜地区土地区画整理事業
都市計画道路、区画道路、宅地造成、公園の整
備等（H32完了予定）

継続

仮設住宅支援事業（災害救助費・仮設住
宅借地料）

仮設住宅用地の借地料、県が全額負担 継続

山田町応急仮設住宅入居者移転補助金事
業

仮設住宅間の引越し助成（県補助） 継続

生活再建住宅支援事業（補助金）
被災者の住宅建設補助（利子補給、バリアフ
リー、県産材等）

継続

被災者住宅再建支援事業（補助金）
被災者が町内で自宅を再建する経費補助。被災
者支援補助金、県2/3、町1/3、最大200万円

継続

第１項
市街地復興の推進
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項目 事業名 事業概要 新規/継続

被災者住宅再建支援事業補助金（補助
金・追加分）

被災者が町内で自宅を再建する経費補助（町追
加分）。被災者支援補助金、最大100万円

継続

山田町住宅自力再建者支援事業（補助
金）

被災者が町の復興事業以外の土地で自宅を再建
する経費補助。被災者支援補助金、最大100万
円

継続

被災関連定住支援事業（補助金）
被災対象外の世帯の町内での自宅取得補助。Ｕ
ターン促進、1件100万円補助

継続

山田町復興住宅融資利子補給補助金
被災者の住宅購入の際の融資利子補助（防集対
象者以外）

継続

山田町被災者再建住居移転事業補助金
被災者が再建した住宅に引っ越しする費用を助
成（防集対象者以外）

継続

山田型復興住宅普及推進事業
山田型モデル住宅普及のため山田型復興住宅協
議会へ業務委託

継続

山田町木造住宅耐震診断助成事業 木造住宅の耐震診断費用を助成 継続

山田町木造住宅耐震改修助成事業 木造住宅の耐震改修費用の助成 継続

災害復興公営住宅整備事業（大沢小脇） 災害公営住宅の整備（戸建　20戸） 継続

災害復興公営住宅整備事業（下条） 災害公営住宅の整備（戸建　20戸） 継続

災害復興公営住宅整備事業（山田中央） 災害公営住宅の整備（集合　146戸） 継続

災害復興公営住宅整備事業（長崎第1） 災害公営住宅の整備（47戸） 継続

災害復興公営住宅整備事業（長崎第2） 災害公営住宅の整備（32戸） 継続

災害復興公営住宅整備事業（飯岡） 災害公営住宅の整備（58戸） 継続

災害復興公営住宅整備事業（山田南）
災害公営住宅の整備（48戸）。岩手県建設後に
町へ譲渡、起債分を継承

継続

災害復興公営住宅整備事業（長林） 災害公営住宅の整備（戸建　22戸） 継続

災害復興公営住宅整備事業（船越第1） 災害公営住宅の整備（集合　21戸） 継続

災害復興公営住宅整備事業（船越第8） 災害公営住宅の整備（戸建　15戸） 継続

災害復興公営住宅整備事業（田の浜） 災害公営住宅の整備（集合　21戸） 継続

災害復興公営住宅整備事業（大浦第２） 災害公営住宅の整備（長屋　16戸） 継続

第２項
公営住宅等の環境整
備

第１項
市街地復興の推進
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項目 事業名 事業概要 新規/継続

災害復興公営住宅駐車場整備事業（町整
備分）

災害公営住宅の建設に伴う駐車場の整備（11団
地　467台分）

継続

災害復興公営住宅駐車場整備事業（山田
南）

災害公営住宅の建設に伴う駐車場の整備（48
戸）。岩手県建設後に町へ譲渡、起債分を継承

継続

町営住宅指定管理事業 町営住宅の管理運営に指定管理制度を活用 新規

空き家再生等推進事業
町内の空き家利活用の検討を目的に調査、計画
策定を実施

新規

国土調査事業 地籍測量を実施し地籍簿、地籍図を作成 継続

第３節　生活に密着した基盤施設の整備

項目 事業名 事業概要 新規/継続

老朽管更新事業 老朽化した水道管を漏水、耐震対応のため更新 継続

水道施設災害復旧事業
東日本大震災で被災した水道施設の復旧（特
例）

継続

豊間根水源紫外線滅菌処理施設事業
安全な水を供給するための紫外線滅菌処理施設
の設置

継続

柳沢・北浜地区配水管布設事業 区画整理事業に合わせた配水管の新設 継続

公共下水道整備事業
下水管渠及び終末処理場建設工事（社会資本総
合整備交付金事業）

継続

山田処理区公共下水道事業（管路及び補
完施設）

終末処理場（山田地区）の管理棟などの建設
（復興交付金事業）

継続

山田処理区公共下水道事業（終末処理場
設置）

終末処理場（山田地区）の建設（復興交付金事
業）

継続

低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業
（個人設置型）

被災者の浄化槽設置補助（復興交付金事業） 継続

低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業
（単独上乗分）

被災者の浄化槽設置補助の町単独かさ上げ 継続

山田町浄化槽設置整備事業
個人設置型浄化槽に対する設置補助及び町単独
かさ上げ

継続

第３項
適正な廃棄物処理の
推進

ごみ処理施設等基幹的改良事業（負担
金）

ごみ・し尿処理施設の基幹的改良事業 継続

第２項
公営住宅等の環境整
備

第３項
適正な土地利用の推
進

第１項
上水道施設の整備

第２項
下水道施設の整備
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項目 事業名 事業概要 新規/継続

現斎場解体事業 新斎場建設に伴う用地返還のための解体工事 継続

山田町新斎場建設整備事業 新たな用地を取得しての火葬場建設 継続

第４節　人と自然が共生する環境の保全

項目 事業名 事業概要 新規/継続

第１項
豊かな自然環境の保
全

三陸ジオパーク推進事業 山田町ジオパーク推進協議会への補助 継続

山田町環境基本計画策定事業 山田町環境基本条例に基づく計画策定 新規

山田町住宅用太陽光発電設備導入促進事
業（補助金）

住宅屋根に太陽光パネルを設置する費用の一部
補助（H32まで）

継続

第４項
生活に必要なその他
施設の整備

第２項
地球環境問題への取
組
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　　　第３章　地域特性を生かした産業の振興

第１節　地域資源を生かした農林水産業の振興

項目 事業名 事業概要 新規/継続

施設共済掛金助成事業 養殖施設の災害被害共済掛け金の10％を補助 継続

特定養殖共済掛金助成事業
かき、ほたて、わかめ、こんぶの漁獲共済掛け
金の10％を補助

継続

県営漁港整備事業負担金 県営漁港整備事業の10％を負担 継続

漁港施設機能強化事業（織笠）
織笠漁港用地嵩上げ、臨港道路舗装、照明灯の
整備

継続

漁港施設機能強化事業（小谷鳥）
小谷鳥漁港用地嵩上げ、臨港道路改良舗装、照明
灯等の整備

継続

つくり育てる漁業の再生事業 アワビ稚貝放流事業への支援（100％） 継続

小谷鳥漁港施設災害復旧 小谷漁港災害復旧（23災及び25災） 継続

東日本大震災漁業経営復興特別資金利子
補給事業

被災した漁業経営者への融資に対し利子補給 継続

漁具等倉庫復旧整備支援事業 漁業用倉庫の再建へ1/2補助（最大600千円） 継続

漁場漁港環境再生(産みの港づくり)事業 海中ガレキ撤去・処分、打上げゴミの回収処分など 継続

水産加工品販売促進支援事業 水産加工品の販路拡大のための商談会の開催 継続

大浦地区漁業集落防災機能強化事業
集落道、水産飲雑用水、集落排水、緑地広場等の
整備

継続

大沢地区漁業集落防災機能強化事業
集落道、水産飲雑用水、集落排水、緑地広場、高
台住宅団地等の整備

継続

（仮称）町漁業就業者育成対策事業 漁業就業者育成協議会への活動補助金 新規

農村地域復興再生基盤総合整備事業（負
担金）

豊間根・荒川地区のほ場、用水路整備 継続

（仮称）いわて地域農業マスタープラン
実践支援事業

農業経営の効率化を進めるプランに基づく実践
活動に対する補助

継続

山田町土地改良区育成支援補助金 土地改良区への組織強化補助金 継続

多面的機能支払交付金事業 農地・用水路等の保全活動に対する補助 継続

山田農業まつり開催支援事業 農林業生産品の販売・宣伝等のイベント 継続

第１項
水産業の振興

第２項
農林業の振興
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項目 事業名 事業概要 新規/継続

山田町たい肥センター機械設備改修事業
老朽化した牛ふん攪拌機等の改修（牛ふん攪拌
機３台）

継続

森林整備地域活動支援交付金事業 森林集約化のための取り組みに対する経費補助 継続

特用林産物生産促進支援事業
震災により落ち込んだしいたけ生産量の回復の
ための種駒補助

継続

（仮称）道の駅リニューアル事業 老朽化した道の駅トイレの内装リフォーム 新規

農地地力回復支援事業
水稲等の収穫量を向上させるための有機肥料購
入費に対する助成

新規

第２節　町の活力を担う商工観光業の振興

項目 事業名 事業概要 新規/継続

駅前拠点施設商業復興支援事業
株式会社共同店舗棟建設運営会社山田の借入金
への利子補給

新規

地元企業経営再建指導事業
被災から本格的な再建を目指す商工業者に対
し、再建相談、経営指導、セミナー等を開催

新規

中小企業被災資産復旧費補助事業
被災した中小企業者の資産復旧支援（県1/4、町
1/4）

継続

中小商工業災害復旧融資利子補給事業
被災した中小商工業者の事業再開のための融資に
対し利子補給（融資上限3千万円）

継続

商工会支援事業
商工会が行う組織強化、地域振興事業に対する補
助

継続

中小商工業金融対策融資事業 中小商工業者への融資事業（原資） 継続

中小商工業融資利子等補給事業 中小商工業金融対策融資に対し利子補給 継続

新規出店者経営支援事業費補助
商工会が行う新規出店者支援事業に対する補助
（1/2補助、１月5万円限度）

継続

新ＹＡＭＡＤＡブランド推進事業
総合ブランド戦略策定（新特産品開発、新たな
観光資源発掘・活用、山田湾再発見・再発進、ご当
地グルメ開発、地域動画制作等）

新規

ふるさと特産品推進事業
ふるさと納税者に対するふるさと特産品返礼事
業

新規

山田町企業立地補助金交付事業
新たに工場等を新設又は増設する事業者に対する
補助（国補助に嵩上げ）（県負担1/2）

継続

水産業共同利用施設復興整備事業（水産
加工流通施設）

水産加工流通業者が町の水産業の復興に資する
ため整備する施設への支援（7/8補助）

継続

第１項
商業の振興

第２項
農林業の振興

第２項
工業の振興
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項目 事業名 事業概要 新規/継続

水産業共同利用施設復興整備事業（設備
等支援）

被災した水産加工流通業者が町の水産業の復興に
資するため導入する設備への支援（1/2補助）

継続

漁業近代化資金利子補給事業（被災施設
復旧）

被災した漁業者、水産加工業者等が借入れした漁
業近代化資金への利子補給

継続

イベント開催事業（桜まつり、鮭まつ
り、山田の幸味わいまつり）

さくらまつり、幸味わい、鮭まつり等のイベント
開催経費

継続

山田の魅力発信事業（カキまつり、山田
の秋まつり等）

やまだの魅力を発信する、山田の秋まつり、三陸山
田カキまつりのイベント開催経費補助

継続

復興さくらの丘整備事業 オートキャンプ場背後地を復興桜の丘に整備 継続

観光協会支援事業
観光協会の組織強化、イベント開催等支援のため
の補助

新規

新しい観光創出事業 エコツーリズム推進、情報発信 新規

海洋性体験型観光拠点施設整備事業
浦の浜シーカヤック体験観光拠点施設の整備事
業

新規

海洋性体験型観光普及事業
施設管理経費、指導者養成、体験イベント等開催
事業

新規

第３節　雇用の創出と就労機会の支援

項目 事業名 事業概要 新規/継続

第１項
就労機会の支援

豊かな浜の担い手育成事業 漁業後継者の育成支援事業 継続

第３項
観光の振興

第２項
工業の振興
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　　　第４章　安全で安心な暮らしの確保

第１節　生命と財産を守る防災対策の強化

項目 事業名 事業概要 新規/継続

津波避難看板設置事業 避難所看板61カ所、誘導看板183カ所設置 新規

非常食備蓄事業
災害備蓄倉庫、各支部、町内学校等への食糧備
蓄

継続

織笠漁港海岸保全施設災害復旧 織笠漁港防潮堤の復旧事業 継続

豊間根地区排水路整備事業
豊間根地区の浸水被害防止に向けた排水路（側
溝）整備

継続

急傾斜地崩壊対策事業（負担金） 田の浜は町10％負担、織笠は県単20％負担 継続

がけ地近接等危険住宅移転事業
危険住宅を移転しようとする者に対し融資利子
及び移転費用を補助

継続

広域消防無線アナログ設備解体撤去事業
(負担金）

使用期限が終了するアナログ無線設備撤去負担 継続

消防ポンプ自動車整備事業
CD-Ⅰ型消防ポンプ自動車更新（第5分団、第12
分団,第7分団）

継続

広域消防車両整備事業（負担金）
小型動力ポンプ付水槽車、普通消防ポンプ車、
救助工作車、水槽付消防ポンプ自動車、高規格救
急車更新

継続

小型動力ポンプ整備事業
小型動力ポンプ更新（第12分団,第11分団,第4
分団,第13分団）

継続

広域消防119番（集中化システム）改修
事業(負担金）

119番の集中化に向けたシステム改修 継続

消防水利整備事業（地下式消火栓・耐震
性貯水槽）

地下式消火栓（被災２カ所、新規分２カ所）
耐震性貯水槽（被災２カ所、新規分２カ所）

継続

津波避難対策事業
津波避難計画策定、津波ハザードマップ策定、
地域防災計画改訂

新規

第１項
防災施設・設備等の
充実

第２項
防災体制の強化
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　　　第５章　個性豊かな力強い人材の育成

第１節　心豊かでたくましく生きるひとづくりの推進

項目 事業名 事業概要 新規/継続

第１項
人生を豊かにする生
涯学習の推進

生涯学習推進事業 講演会開催など 継続

学校図書館図書整備事業
図書整備5か年計画(H27～H32)に基づく計画的
整備

継続

屋内運動器具等落下防止対策事業
屋体のバスケットゴール、照明器具等の落下防
止

新規

プールろ過装置取替事業 老朽化した小中学校フールのろ過装置の改修 継続

校務用パソコン入替事業
小中学校の教員が使用するパソコンの入替えを
行う

新規

学校給食センター建設事業
山田中学校脇に共同調理方式による学校給食セ
ンターを建設

継続

児童生徒送迎事業
学区外の仮設住宅入居者の児童送迎（被災者支
援総合交付金）

継続

希望郷いわて国体開催事業 町国体実行委員会への補助 継続

町民総合運動公園ラグビーサッカー場改
修事業

日本サッカー協会による補助金及びスポーツ振
興くじ助成金を活用し、町民総合運動公園ラグ
ビー・サッカー場を人工芝に改修

新規

中央公民館運営支援業務委託事業 中央公民館音響、照明等運営委託 継続

中央公民館舞台・照明・音響設備保守事
業

経年劣化した設備の段階的補修事業 継続

やまだの文化芸術支援事業 講演会の実施、関係者の研修費など 新規

郷土芸能復興支援事業
被災した郷土芸能団体の活動再開に向け、用
具・保管庫等の整備費用を補助

新規

埋蔵文化財収蔵庫建設事業 復興事業での埋文記録や出土品の収蔵庫 新規

町内遺跡発掘調査事業 民間事業者等の試掘調査、国1/2 継続

埋蔵文化財発掘調査事業
復興事業で発掘調査をした諸記録、報告書の整
理

継続

房の沢古墳群出土品保管環境整備事業
埋蔵文化財を保管する備品の購入及びその指導
に係る人件費

新規

第２項
学校教育環境の充実

第４項
芸術文化等の振興

第３項
スポーツ・レクリ
エーション環境の充
実
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第２節　一人ひとりが社会に参画する交流機会の創出

項目 事業名 事業概要 新規/継続

第２項
ジュニア海外使節団
の派遣

ジュニア海外使節団派遣事業 町内中高生のオランダ派遣 継続
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　　　第６章　将来を見据えた健全な行財政の推進

第１節　健全かつ効率的な行財政の推進

項目 事業名 事業概要 新規/継続

第２項
健全で持続可能な財
政運営

公共施設等総合管理計画策定事業
町の公共施設の管理計画を策定（H29～H38の10
年間）

新規
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