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■次第 ２８まちづくり
ふれあいトーク

１ 開会
２ 市長あいさつ
３ 昨年のふれあいトークの対応状況に

ついて
４ 平成28年度分かりやすい予算書

及び地区の事業概要について
５ おらっちゃ創生に向けて
６ 意見交換会
7 閉会



2 ２８まちづくり
ふれあいトーク

市長あいさつ



3 ２８まちづくり
ふれあいトーク

昨年度のふれあいトークの
対応状況について



未 定

対応済 28年度内

29年度以降

1601-イノシシ被害

1602-ワイヤメッシュ助成

1604-縁結びおせっかいさん

1606-マイナンバー制度の周知

1603-山林、市道、林道、農道の管理

1605-森寺トンネルの内壁、氷見市広域
農道外灯、森寺橋上流の土砂排除

可能

■これまでの質問や要望の対応 ２８まちづくり
ふれあいトーク

※会場や現地確認で出たご質問やご要望を記載



3.結婚・出産・子育ての希望をかなえる

1.安定した雇用を創出する 2.新しいひとの流れをつくる

4.時代に合った地域をつくる

■これまでの質問や要望を４つの基本目標に分類 ２８まちづくり
ふれあいトーク

※会場で出たご質問やご要望を記載

1601-イノシシ被害
1602-ワイヤメッシュ助成
1603-山林、市道、林道、農道の管理
1605-森寺トンネルの内壁、氷見市広域
農道外灯、森寺橋上流の土砂排除
1606-マイナンバー制度の周知

1604-縁結びおせっかいさん



新しいひとの

流れをつくる

時代に合った

地域をつくる

結婚・出産・子育て

の 希望をかなえる

安定した雇用

を創出する

市民が
できること 市民と行政が

協力・連携して
取り組むこと

新たな政策提案

１ ２

４ ３

地方創生・それぞれが取り組む領域



氷見市総務部財務課

1

平成２８年度分かりやすい予算書

この１冊で
氷見市の予算が

財政が
「見える・分かる」

４



２

１ 発刊のねらい

人口減少時代における地方創生の地域づくりを進める上で、現在

の氷見市の財政状況や、市民の皆様からお預かりした大切な「公

金」の使い道について、積極的な情報公開を進めることにより、氷

見の未来政策への理解を深めていただき、「協働（＝おらっちゃ創

生）のまちづくり」を推進することを目的としています。



３

２ 予算書の内容

平成２８年度分かりやすい予算書の構成は、次のとおりです。

（１） 氷見市の予算と財政状況

（２） 平成２８年度予算の個別事業紹介

（３） 暮らしの情報編



４

（１） 氷見市の予算と財政状況

Q１ 平成２８年度予算の概要はどのようになっていますか？

Q２ 氷見市民“一人当たり”どれだけの予算があるの？

Q３ 氷見市の予算にはどんな《収入》があるの？

Q４ 氷見市の予算にはどんな《支出》があるの？

Q５ 氷見市の財政の現状は？

Q６ 氷見市の貯金と借金はどれぐらい？

Q７ 氷見市の資産の現状と今後の見通しは？

「氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略」について



５

（１） 氷見市の予算と財政状況

氷見市の平成２８年度当初予算の内容や財政状況に
ついて、グラフ等を用いて分かりやすく記載しています。



６

（２） 平成２８年度予算の個別事業紹介

昨年１０月に策定した
「氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の４つの
基本目標ごとに事業を分類し、紹介しています。

１ 安定した雇用を創出する 【予算額 9億910万円】

１）氷見市の海・里・山の幸の魅力や、特性を活かしたビジネス化の実施

２）氷見市内での資金循環の維持・加速

３）子育てと両立する創業・雇用の創出

２ 新しいひとの流れをつくる 【予算額 2億5226万円】

１）様々な世代の氷見出身者の還流（ふるさと氷見での人材の定着）

２）「里海での生活と里山での生活が同時にかなうまち氷見」への移住・

定住の実現

３）氷見ならではの魅力・強みを活かした交流の実現

３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
【予算額 5億6945万円】

１）若者が早期に結婚し、子どもを中心として家族が幸せを実感できる生

活の実現

２）妊娠・出産に関わる負担の軽減

３）仕事と家庭の両立をしながら、子育てを楽しみと感じられる社会の実
現

４ 時代に合った地域をつくる 【予算額 14億683万円】

１）地域に住み続けるための健康的自立（健康寿命の延伸）

２）おらっちゃ創生（各地域・各団体等による各々の地方創生の推進に

よる、自分ごと・みんなごと・世の中ごとの好循環の確立

３）暮らし続けられる地域社会を実現する都市空間設計

４）未来共創型の自治体経営モデルの構築

(P32～P41) (P42～P53)

(P54～P69)(P72～P93)



７

（２） 平成２８年度予算の個別事業紹介

◆個別事業紹介の見方
②事業費
この事業にかかる費用の合計

⑤財源
この事業を実施するために必要
となるお金がどこから来ているか

③事業の担当課及び電話番号
この事業を行う課名及び電話番号

④事業の内容
この事業の目的や、具体的
に行う取り組み

⑥経費内訳
財源が、主にどのようなこと
に使われているか

①新規・拡充・継続の別
新規事業、拡充事業、継続事業の表示



８

（３） 暮らしの情報編

○氷見市のホームページが新しく・使いやすくなりました

○便利で簡単！マイナンバーとコンビニ交付サービス

○お父さん・お母さんの子育てをお手伝い

○災害・緊急時はこのようにお伝えします

○災害・緊急時の指定避難場所

○市庁舎フロアをご案内

○各課のしごと

○庁内電話番号簿



９

（３） 暮らしの情報編 ホームページの使い方、子育て
情報、各課の仕事など、日頃の
暮らしに活用できる情報を掲載



４ ２８まちづくり
ふれあいトーク

阿尾地区の事業概要



■地区の工事箇所 ２８まちづくり
ふれあいトーク

実施
年度 工 事 名

工事
場所

契約（予定）
日

完成（予定）
日

契約金額ま
たは予算額

H28 東原墓地修繕 北八代 H28.5.20 H28.6.30 747,360

H28 林道氷北線測量委託 北八代 H28.5.26 H28.6.30 172,800

H28 阿尾保育園外２保育園子供用トイレ設置工事 阿尾外２ H28.6.24 H28.8.31 2,181,600

H28 県単治山北八代地区測量設計委託 北八代 H28.6.24 H28.8.10 745,200

H28 ため池耐震性調査業務（その６）委託 阿尾 H28.6.24 H29.1.31 9,342,000

H28 林道氷北線改良（その２）工事【予定】 北八代 H28.9.30 4,968,000

H28 森寺隧道補修設計業務委託【予定】 森寺 H28.11.11 6,077,160

Ｈ28計 24,234,120



■工事場所 ２８まちづくり
ふれあいトーク



■工事以外の事業 ２８まちづくり
ふれあいトーク

実施
年度

実施事業名 具体的な内容及び箇所 補助等金額 担当課 備考

H28

健康ウォーキング 地区一般住民を対象としたウォー
キング教室を実施（7月24日）

5,000 健康課・健康づくりボ
ランティア連絡協議
会・教育委員会

H28

三世代ヘルシークッキング 小学生とその家族を対象に三世
代ヘルシークッキングを開催し、バ
ランスのよい食事の大切さや食習
慣について学んでもらう。（8月）

7,000 健康課・健康づくりボ
ランティア連絡協議会

H28

介護予防事業
高齢者レクリエーション教室

高齢者を対象にレクリエーション
教室を実施することで、閉じこもり
や要介護状態になることを予防す
る。（5月20日（阿尾）、6月11日時

（指崎））

4,200 健康課・健康づくりボ
ランティア連絡協議会

H28

介護予防事業
高齢者元気ハツラツ教室

高齢者がいきいきと自立して生活
できるように、食生活改善に関す
る知識の普及を図る。6月17日（阿

尾）

3,000 健康課・健康づくりボ
ランティア連絡協議会

H28

男性料理教室 男性を対象に教室を開催し、バラ
ンスのとれた食生活について知識、
調理技術の普及を図る。（12月４

日）

10,000 健康課・健康づくりボ
ランティア連絡協議会

H28

健診PR活動（旗立て） 地区内に健診ＰＲの旗をたて、住
民健診の受診勧奨を行なう（７月

～９月）

2,000 健康課・健康づくりボ
ランティア連絡協議会



■工事以外の事業 ２８まちづくり
ふれあいトーク

実施
年度

実施事業名 具体的な内容及び箇所 補助等金額 担当課 備考

H28 道路の原材料支給事業 指崎 砕石20ｔ 4,320 建設課（道の管理） 完

H28 道路整備地域支援事業 指崎 路肩舗装 300,000 建設課（道の管理） 実施予定

H28 中山間地域等直接支払交付金

農業施設の整備（農道、水路等の補
修）

営農活動（農業機械購入等）への支
援

森寺（1,315,356円）北八代、
（1,481,027円）

2,796,383 
農林畜産・いのしし等対

策課

H28 多面的機能支払交付金

農地保全活動（草刈り・泥上げ等）
農村環境保全活動（花壇の造成等）

へ支援
阿尾（2,196,480円）、指崎（1,100,070

円）、北八代（1,129,440円）

4,425,990
農林畜産・いのしし等対

策課

H28 環境保全型農業直接支払

環境保全に効果の高い営農活動へ
の支援

（化学肥料・農薬の5割低減＋冬期湛
水など）

指崎（1,813,880円）、北八代
（1,187,920円）

3,001,800
農林畜産・いのしし等対

策課

H28
氷見市有害鳥獣被害防止対策補

助金
電気柵 ２件 36,000 

農林畜産・いのしし等対
策課

7/5現在

H28
地域コミュニティ活性化事業（阿

尾）
よくばりウオーキング 17,600 中央公民館

H28 〃 （ 〃 ） 子供お茶会（公民館祭り） 20,400 〃

H28 〃 （八代） 健康ウォーキング教室 20,400 〃



５ ２８まちづくり
ふれあいトーク

おらっちゃ創生に
向けて







氷見元気やさいの会



６ ２８まちづくり
ふれあいトーク

意見交換会

進介座進介



Ⅲ 阿尾地区の今後と施
設について

Ⅰ 阿尾城跡、森寺城址
等を活用した魅力づくり、
観光ルートづくり

Ⅱ 空き家対策、人の流
れづくり

Ⅳ 一人暮らし・高齢者
世帯の見守り等福祉対
策について

■テーマ別にグループに分かれて意見交換 ２８まちづくり
ふれあいトーク

※会場で出たご質問やご要望を記載



■閉会あいさつ ７ ２８まちづくり
ふれあいトーク

阿尾地区代表
野手 憲二 様


