
企業版ふるさと納税 鶴岡市寄附対象事業

基本目標１　安心して働いていくためのしごとをつくり、担い手を育てる

１　付加価値の高い地域産業や魅力あるしごとづくりの促進

（１）高度な研究教育による新産業創出と起業家育成

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

先端研究産業支援センター管理運営事業
　ベンチャー企業・研究開発型企業などの事業活動を支援するため、施設の適切な管理と
利便性の確保を図る。また、サイエンスパーク振興に向けた情報発信、交流プログラム実
施、産学官連携強化に資する取組に支援する。

196,623

新産業創出地域基盤事業
　慶應先端研の高度な研究機能・成果を生かした地元企業との共同研究及び新産業の開拓
を進めるほか、慶應先端研と連携した各種事業、バイオ産業の集積に向けた取組を進め
る。

4,961

先端研究産業支援センター拡張事業
　現在満室状態にある先端研究産業支援センターの拡張を図るため、新棟の建設工事を行
う。

606,613

（２）意欲を喚起し市民の暮らしを支えるはたらく場の確保・振興

地域内企業の高度化、企業活性化支援事業
（Ｋ－ＡＲＣ拠点化支援事業補助金）

　研究開発拠点としてさらなる基盤形成を図るため、鶴岡工業高等専門学校が先端研究産
業支援センター内に開設したＫ－ＡＲＣ（高専応用科学研究センター）の活動を支援す
る。

2,200

地域内企業の高度化、企業活性化支援事業
（鶴岡高専技術振興会事業補助金）

　鶴岡工業高等専門学校と地域産業界の連携促進及び研究教育機能の充実を図るため、鶴
岡高専技術振興会が行う産学連携事業等を支援する。

4,800

地域内企業の高度化、企業活性化支援事業
（デジタル化産業展開催補助金）

　地域の経済団体が実施する地域産業や日常生活のデジタル化に資する産業展開催の取組
を支援する。

1,000

企業立地促進事業
　企業の立地誘導や設備投資を促進するため、償却資産に係る固定資産税相当額の一部を
支援するほか、新規立地に伴う一定規模の雇用創出に対し支援する。

592,521

産業強化イノベーションプロジェクト推進事業
　新たな産業用地（工業団地等）の開発に向けて、令和3年度から策定を進めている新産
業用地開発基本計画を踏まえ、開発区域・手法・実施体制を定めたのち、産業導入計画の
県協議や関係者との調整など具体化に着手する。

2,484

ＳＤＧｓ未来都市推進事業
ＳＤＧｓ未来都市として、ＳＤＧｓの普及啓発を行うとともに、企業や団体等のＳＤＧ

ｓの達成に向けた取組を後押しするため、ＳＤＧｓ宣言登録制度「つるおかＳＤＧｓ推進
パートナー」により、官民連携の取組を推進する。

3,344

工業一般振興事業
（企業懇談会の実施）

　首都圏等の企業と懇談会を開催し、企業動向の情報収集を行い、市内工業団地への企業
立地と地元企業との取引拡大を図る。

1,390

地域内企業の高度化、企業活性化支援事業
（中小企業新製品開発支援事業補助金）

　市内の中小企業等が行う新製品開発や販路開拓、食文化の振興に資する新商品・サービ
スの開発などの取組を支援する。

5,000

地域内企業の高度化、企業活性化支援事業
（地域資源活用研究開発支援事業補助金）

　シルク産業及び産地の自立化を図るため、キビソを活用した新製品の開発やブランド化
を促進し、デザイン・品質・販売手法等における競争力を高める取組を支援する。

7,468

地域内企業の高度化、企業活性化支援事業
（鶴岡シルク特別企画展事業）

　酒井家庄内入部400年の機会に、鶴岡シルク特別企画展を開催し、市内外への鶴岡シル
クのブランド定着・認知度向上を図る。

5,000

※総合計画実施計画（R4～6）の総合戦略事業のうち
　原則、R4年度事業費1,000千円以上の事業を掲載。

1



２　農林水産業の成長産業化の推進 

（１）農業を支える人材の育成・確保

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

農業人材育成確保事業
　親元就農や新規参入者等の育成・確保を図るため、就農準備段階における研修や就農初
期段階での経営の安定化に向けた初期投資の軽減などに対する支援を実施する。

119,105

地域定住農業者育成プロジェクト事業
　学卒後の就農希望者やＩターン者の自立に向け、山形大学農学部を中心に地域の関係機
関・企業等で構成する地域定住農業者育成コンソーシアムによる人材育成のための総合的
な取組を支援する。

3,532

農業経営者育成学校管理運営事業
　地元はもとより、域外や農外から新たな人材を呼び込み、鶴岡市立農業経営者育成学校
「ＳＥＡＤＳ（シーズ）」を適切に管理、運営し、研修生の研修開始から就農に向けた準
備、営農開始後の経営安定化までサポートし、農業の未来を担う人材を育成する。

50,835

農地集積推進事業 　農地集積が円滑に進むよう、農地中間管理事業を活用して支援する。 19,075

（２）農産物の付加価値向上と販路拡大

農業６次産業化推進事業
　農産物の付加価値向上と販路拡大を図るため、県事業や市独自の支援策による農産物の
加工や販売、加工設備の導入など農業の６次産業化に向けた取組を支援する。

3,365

農商工観連携推進事業
（農商工観連携推進事業補助金）

　農商工観連携や６次産業化に取り組みやすい環境づくりに向けて、在来作物の消費拡大
や鶴岡産そばの流通体制の強化、民間企業と連携した農産物等の魅力発信事業の実施、６
次産業化実践者のサポートなど鶴岡食文化創造都市推進協議会が行う取組を支援する。

2,555

（３）効率的な木材生産と健全で豊かな森林づくり

森林経営管理事業

　森林経営管理法に定められた「市主体の新たな森林管理システム」を推進するため、森
林環境譲与税を活用し、森林所有者への意向調査を実施するほか、林業事業体が行う間
伐・保育事業への支援や林道災害予防・改良事業などを実施し、森林の適正な管理を図
る。森林資源の調査や森林境界の明確化を図るため、県と共同で航空レーザ測量（リモー
トセンシング調査）を実施する。また、林業従事者の育成を推進するため、人材育成や研
修等を行う事業体の取組に対して支援する。

216,456

作業道整備事業 　森林組合や林家が実施する作業道の開設及び敷砂利事業を支援する。 7,000

林道念珠関線開設関連事業 　林道の開設により、木材生産基盤となる林内路網の整備推進を図る。 3,180

地域住宅活性化事業
（地域住宅リフォーム支援事業補助金のうち
　移住・定住リフォーム支援分）

　移住世帯や新婚・子育て世帯等が行うリフォーム工事において、住宅の性能向上や鶴岡
産木材の活用、新型コロナウイルス感染症対策、空き家活用等を促進するための支援を行
う。

29,770

森林環境教育推進事業　※再掲
　子どもたちに対し、森林の身近さや多様な自然環境を体感させる森林学習事業を行うと
ともに、森林活動に関心のある市民が下刈りなどの森林作業を体験できる実習事業を行
う。

2,779

（４）水産物の安定供給と漁村の活性化

漁港管理事業
　漁港施設を支障なく利用できるよう、市管理漁港の修繕や浚渫、県管理漁港の広場やト
イレ（由良、小波渡、米子）の維持管理を行う。また、県が行う漁港の整備事業（由良、
米子）やイワガキ等増殖施設の整備事業に対し、事業費の一部を負担する。

41,296

魚のおいしいまち鶴岡プロジェクト推進事業
　飲食店・旅館等での地魚の消費拡大、一般家庭での魚食文化の普及、学校給食での地産
地消を推進するため、魚のおいしいまち鶴岡キャンペーン、園児・児童・保護者を対象と
したお魚教室やお魚出前教室、学校給食への地場産魚介類の納入補助を実施する。

2,353
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３　いきいきと働くことができる環境づくり

（１）本市の産業を支え発展に導くはたらく人の確保・育成

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

奨学金返済支援事業
　若者の地元回帰や地元就職を促進するため、山形県が実施する奨学金返還支援事業に上
乗せする本市独自の支援「つるおかエール奨学金返済支援事業」の助成候補者を募集す
る。

15,234

地元出身学生等回帰促進事業

　進学・就職のために本市を離れる若者の地元回帰の意向を把握するとともに、地域外学
生の市内中小企業への就職活動に要する経費の補助や、市内事業所向けに採用力の向上に
関するセミナーを開催し、Ｕターン就職の促進を図る。令和4年度はオンラインを活用し
た採用活動の推進と対面型の就職セミナーの実施によりオンラインとリアルの双方を活か
した効果的な採用活動を促進する。

9,372

労働福祉対策事業
（正社員化促進事業奨励金）

　50歳未満の市内に在住・勤務する非正規雇用労働者を正社員に転換し、6か月間継続雇
用した場合に奨励金を支給する。

6,820

新規創業促進補助金
　確かな経営知識を有する新規創業者を育み、地域産業の活性化を図るとともに、創業に
係る初期費用の負担を支援し、地域内の支援環境の強化により安定的な経営を推進する。

15,000

産業人材育成支援事業
（ひとづくり支援事業補助金）

　地域経済を支えるひとづくりを進めるため庄内産業振興センターが実施する各種人材育
成事業を支援する。デジタルやマーケティング、会計処理等に係る経営知識の習得・創
業・職業能力開発・改善活動等を支援。

23,503

（２）仕事と生活の調和の促進

失業者正規雇用奨励金事業
　新型コロナウイルス感染症の影響により、離職を余儀なくされた方の早期再就職を支援
するため、これらの失業者を正規雇用労働者として新たに雇用した市内企業の事業主を支
援する。

19,200

４　ふるさと鶴岡を愛する教育の推進

（１）次代を担う人づくりの推進

特別支援教育充実事業
　特別な支援を要する児童・生徒等への適切な支援のため、教職員の特別支援教育力の向
上に資する教職員研修や、専門家チームによる巡回相談の実施など、特別支援教育推進体
制を充実させる。

1,974

教育相談・適応指導事業
　専門的な知識を有する教育相談員を配置し、発達心理・知能検査などにより子どもの状
態を把握することで、保護者や教師に適切な指導・助言を行う。

29,541

小学校ＧＩＧＡスクール構想推進事業
中学校ＧＩＧＡスクール構想推進事業

　多様な学習形態による児童生徒の情報活用能力を育成を目的として、一人一台端末の活
用促進を図るため、学校における安定した通信環境の確保に向けた整備を行う。

64,310

外国語教育振興事業
　外国語指導の充実を図るため、JETプログラムを活用してALTを招聘し、小中学校へ配置
する。

27,250

「ふるさと鶴岡を愛する子ども」育成推進事業
　地域と連携し、地域の人材を活用しながら、郷土の自然や歴史、文化、産業などについ
て積極的に学ぶとともに、「親子で楽しむ庄内論語」の活用や小学生スキー教室を行い、
「ふるさと鶴岡」を愛する心を育む活動を実施する。

11,605

チーム学校の推進支援事業
（スクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカー配置）

　いじめ、不登校、虐待などによる不安等の課題を抱える児童生徒に対して保護者や教師
が適切な対応を行えるよう、専門的な知識を有するスクールカウンセラーらによる指導・
助言を行う。令和4年度はスクールカウンセラーを1名増員し、体制を強化する。

5,877

チーム学校の推進支援事業
（部活動指導員の配置）

　部活動指導員を配置し、部活動を担当する教員の支援を行うとともに、部活動の質的向
上を図る。

7,036

チーム学校の推進支援事業
（外国語教育充実支援事業）

　新学習指導要領に対応し、小学校における英語教育を実施するため、児童の学習支援等
を行う外国語サポーターを配置する。

13,655

チーム学校の推進支援事業
（学校教育支援充実事業）

　発達障害やいじめ、不登校、虐待などによる不安等の課題を抱える児童生徒に対して学
習支援等を行うため、学校教育支援員を配置する。令和4年度は1名増員し、体制を強化す
る。

103,052

地域とともにある学校づくり推進事業
　学校運営の改善や児童生徒の健全育成をはかるため、学校と地域が連携、協働して学校
運営に取り組む体制として、学校運営協議会制度を導入する学校（コミュニティスクー
ル）の設置を支援する。

1,168

学校系ＩＣＴ機器等整備運用事業
　教員の働き方改革を推進するため、統合型校務支援システムを中学校に続き小学校にも
導入するほか、全小中学校に出退勤管理用タイムレコーダーを導入する。

29,936
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基本目標２　ひとの交わりを加速させ、移住者や関係人口を増やす

１　移住・定住・地元回帰の促進

（１）移住・定住の促進

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

移住・定住促進事業
（相談体制整備、情報発信、
　移住・定住サポート）

　UIターンに伴う不安を解消するために、総合的な相談窓口として移住コーディネーター
を配置するとともに、ホームページやリーフレット等による情報発信、首都圏で行われる
移住相談会等でのプロモーション、移住サポートプログラムや移住者交流会などを実施す
る。令和4年度は新たに移住希望者とのマッチングをするWEBサービスを活用し、情報発信
を強化するため専任の移住プロモーターを配置する。

14,514

移住・定住促進事業
（移住支援事業補助金）

　国・県と協調し、東京圏からのUIターンの促進及び地方の担い手不足対策として、東京
23区等の在住者（直近10年間で通算5年以上）が本市に移住・就職した場合に移住に要す
る経費を支援する。

5,000

地域住宅活性化事業　※再掲
（地域住宅リフォーム支援事業補助金のうち
　移住・定住リフォーム支援分）

　移住世帯や新婚・子育て世帯等が行うリフォーム工事において、住宅の性能向上や鶴岡
産木材の活用、新型コロナウイルス感染症対策、空き家活用等を促進するための支援を行
う。

29,770

（２）人材の流入と定着を図る環境の整備

慶應義塾連携協定推進事業 　慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究教育活動に対し、県と協調し支援する。 350,352

がんメタボローム研究推進事業
　庄内地域産業振興センターが、国立がん研究センター及び慶應義塾大学先端生命科学研
究所と連携して行うがんメタボローム研究活動や、がんや生活習慣病などの評価法の確立
などを目指すがん地域医療モデル構築の取組を県とともに支援する。

96,903

高等教育機関連携促進事業

　東北公益文科大学が行う地域課題解決事業、4つの高等教育機関の連携や研究成果の地
域への情報発信を推進する「知の拠点庄内ワークショップ委員会」によるシンポジウムの
開催、高校生等がＡＩ（人工知能）の活用について学ぶやまがたＡＩ部の活動等、市内の
高等教育機関が実施する各事業に支援する。

2,500

若者・子育て世代応援推進事業
（キャリア教育支援）
（若者交流促進）

　地元愛着と多様な職業観を醸成し、早期から地元就職を意識づけるため、実践協力校で
のキャリア教育に関する相談支援や、各校においてキャリア教育を牽引する人材の育成を
支援する。また、地域外に転出した若者の回帰を促すため、市の資源を学習・体験し、若
者同士が交流する機会を創出する。

2,799

奨学金返済支援事業　※再掲
　若者の地元回帰や地元就職を促進するため、山形県が実施する奨学金返還支援事業に上
乗せする本市独自の支援「つるおかエール奨学金返済支援事業」の助成候補者を募集す
る。

15,234

２　関係人口・交流人口の拡大

（１）文化資源の保存・継承・活用

酒井家庄内入部400年記念事業

　酒井家庄内入部400年を迎えることから、実行委員会が行う各種記念事業等の実施を支
援する。記念式典・講演会の開催、庄内一円の博物館等との展示連携、鶴岡公園桜ライト
アップ等の観光誘客、小中学生の歴史発見事業等を実施し、地元愛の醸成や鶴岡の魅力の
発信と交流人口の拡大を図る。

43,110

文化財管理保存事業
（未指定文化財調査事業）

　鶴岡公園周辺にある未指定の建造物や遺構（墓所）などについて、有識者による歴史的
調査や計測などを行い、新たな価値を見出し後世に伝える。

1,311

シルクノチカラ未来創造事業
　日本遺産「サムライゆかりのシルク」事業の自走化に向けた組織づくりとブランド力強
化を図るとともに、日本遺産インフォメーションセンター（新徴屋敷）管理・活用の支援
を行う。

13,933

史跡松ヶ岡開墾場管理運営事業

　国指定史跡松ヶ岡開墾場の施設及び設備を適切に管理し、歴史的・文化的資源の維持と
活用を図る。令和4年度からは、新たに四番蚕室を絹産業の歴史文化体験施設として、五
番蚕室を蚕室建築の見学施設及び開墾場のにぎわい創出のためのイベント会場として活用
していく。

20,152

松ヶ岡開墾場周辺環境整備事業 　松ヶ岡開墾場の周辺環境の整備工事を行う。 102,100
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（２）鶴岡ならではの観光の振興

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

鶴岡ＤＭＯ支援事業
（観光地域づくり推進補助金）

　一般社団法人ＤＥＧＡＭ鶴岡ツーリズムビューローが実施する旅行商品開発や地域と連
携したコンテンツの造成に係る取組を支援し、食文化体験イベントや「詣でる つかる 頂
きます」企画の推進を図る。

3,378

鶴岡ＤＭＯ支援事業
（運営・機能強化補助金のうち観光戦略策定、
　観光地域づくり人材育成）

　一般社団法人ＤＥＧＡＭ鶴岡ツーリズムビューローが実施する観光戦略の推進及び観光
マーケティング活動の育成に支援し、鶴岡の魅力の一層の発信と誘客の拡大を図る。

6,000

鶴岡ＤＭＯ支援事業
（観光誘客推進・体制強化補助金）

　一般社団法人ＤＥＧＡＭ鶴岡ツーリズムビューローが実施する観光ライトアップ事業や
観光二次交通運行事業などの誘客体制強化事業を支援する。

6,600

食文化創造都市推進事業
（食文化研修プログラム受入等体制
　構築促進事業）

　これまで構築してきた食文化研修プログラムを商品化するとともに、旅行会社等との調
整からアテンド実践、ガイド養成等の業務をＤＥＧＡＭに委託する。

2,243

食文化創造都市推進事業
（鶴岡型ＥＳＤ構築検討事業、
　ＳＤＧｓ理解促進事業）

　ユネスコ創造都市として、食・食文化を体系的に学ぶことで人材育成につながる取組や
手法の構築を検討するとともに、ＳＤＧｓ理解促進を図るため、地域の食を活用した料理
教室の開催支援や、小学校における食育体験事業等を行う。

1,330

食文化創造都市推進事業
（食と食文化の魅力プロモーション事業）

　「食と食文化の魅力プロモーション事業」の本番年として、首都圏プロモーション、ふ
うどフェスタや豊かな食の郷土づくりカンファレンス等を実施し、誘客促進や地域内の消
費拡大を図る。

10,160

観光一般事業・国際観光推進事業
（観光案内所等の運営）

　市内にある観光案内所等において、観光案内や、交通機関・宿泊施設の案内など各種情
報の提供、レンタサイクルの貸し出しなど、観光客へサービスを実施する。
　また、駅前の観光案内所では、英語対応スタッフを配置し、インバウンド観光のさらな
る推進を図る。

13,124

観光一般事業
（鶴岡市街地観光活性化補助金）

　鶴岡観光協会が実施する鶴岡桜まつり等の市街地観光事業、鶴岡市観光ガイド協議会が
実施する観光ガイド事業を支援する。

3,400

観光一般事業
（温泉街の魅力向上事業等に対する補助金）

　市内の温泉地が行うイベントや環境整備など温泉地活性化の取組を支援する。 1,297

まつり振興事業
　天神祭、赤川花火大会をはじめ各地域の伝統や地域資源を生かしたまつりや、夏のお祭
りウィーク等の開催を支援し、集客交流を促進する。

36,705

加茂水族館管理運営事業 　加茂水族館を海洋展示学習施設として活用し本市の中核的観光施設として運営する。 8,539

加茂水族館改築事業
　令和6年度のリニューアルオープンに向け、令和4年度は研究棟、エントランス棟の建築
を行う。

621,947

国際観光推進事業
　国際観光都市の実現を目指し、受入環境の充実を図るとともに、旅行造成事業者向けの
視察等を実施しながら、インバウンド向け情報発信の強化を図る。

2,115

（３）市民スポーツの振興

総合型地域スポーツクラブ活動支援事業
　地域住民による主体的なスポーツ環境の整備、スポーツ文化の振興を図るため、総合型
地域スポーツクラブの活動を支援する。

3,627

保健体育総務費
(国際バドミントンＵ16推進協議会負担金)

　「国際バドミントンＵ16推進協議会」が実施する国際的バドミントン競技大会を支援す
る。

4,000

（４）国際化の推進

多文化共生推進事業　※再掲
（国際交流事業支援、在住外国人のサポート体制
や受け入れ体制の充実）

　市民が主体の国際交流事業を支援するとともに、出羽庄内国際村の機能を活用し、多文
化共生の地域づくりを推進するため、在住外国人のサポート体制や受け入れ体制の充実を
図る。

60,878

（６）関係人口の創出・拡大

移住・定住促進事業　※再掲
（相談体制整備、情報発信、
　移住・定住サポート）

　UIターンに伴う不安を解消するために、総合的な相談窓口として移住コーディネーター
を配置するとともに、ホームページやリーフレット等による情報発信、首都圏で行われる
移住相談会等でのプロモーション、移住サポートプログラムや移住者交流会などを実施す
る。令和4年度は新たに移住希望者とのマッチングをするWEBサービスを活用し、情報発信
を強化するため専任の移住プロモーターを配置する。

14,514
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基本目標３　結婚・出産の希望を持つひと、子育てするひとを全力で応援する

１　結婚支援の推進

（１）結婚を希望するひとを支援する環境づくりの推進

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

婚活支援事業

　国・県と連携し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト（新居の家賃・引越
費用等）への支援を拡充するほか、結婚について個別に世話焼きをする「つるおか婚シェ
ルジュ」の活動を支援するとともに、新たにマッチング機能の強化を図るなど、結婚を希
望する若者を支援する環境づくりを進める。

12,312

２　妊娠・出産・子育ての支援

（１）子どもを産み育てやすい環境の充実

子育て支援センター事業
　子ども家庭支援センターを核として、子育てに関する相談や支援体制を強化し、安心し
て子育てできる環境づくりを促進する。

109,988

発達障害児支援事業
　発達に課題を抱える子どもに対し、それぞれの特性に応じた支援を行うため、保育職員
や家族等療育者のための研修会の開催、保育所等への訪問による支援を行う。

2,013

特定不妊治療費助成事業
　令和４年度から特定不妊治療の保険適用が予定されており、それを踏まえた支援対象の
検討と年度をまたぐ治療への助成を行う。

7,997

要保護児童対策事業
（支援対象児見守り強化事業）

　要支援児童に対する、状況把握や食事の提供等を通じた見守り事業を実施する事業者へ
の支援を行う。

1,000

妊婦健康診査・家庭子育て機能育成事業

　公費負担による妊婦健康診査やＨＴＬＶ－１抗体検査、子宮頸がん検診、超音波検査等
の実施、助産師等による妊婦との面接や母子健康手帳の交付、妊産婦への訪問等による保
健指導を行う。また、虐待リスクが高く、安定的な養育が困難と見込まれる対象者に、心
身のケアと養育指導を行うデイサービス型産後ケア・宿泊型産後ケア・アウトリーチ型産
後ケアを実施する。

74,208

妊婦健康診査・家庭子育て機能育成事業
・新生児聴覚検査助成事業
・養育支援訪問事業　　　　※一部再掲

　先天性難聴の早期発見・支援につながる新生児聴覚検査に係る費用の一部を公費負担す
ることで、受診者の経済的負担の軽減を図る。また、養育支援が必要な家庭に対し、家事
援助等の支援を行い、養育環境の維持や改善を図る。

3,746

乳幼児健康診査・健康教育事業
　乳幼児の心身の健康増進のため、乳幼児健康診査及び健康相談を実施して育児不安の軽
減と子育て支援を行う。また、3歳児健診で弱視を早期発見・対応するための検査機器
（屈折検査機器SVS）を導入する。

10,335

予防接種事業
　感染症の発生や蔓延を防止し、乳幼児、学童、生徒などの健康保持のための定期予防接
種と、先天性風しん症候群の発生を予防するための成人の風しん予防接種を実施する。

264,517

第3子以降の保育料無償化（市独自施策）
　第3子以降の保育料について、国の無償化の対象とならない0歳から2歳の子どもの保育
料を市独自で無償化する。

54,857
（実質額）

第3子以降の副食費無償化（市独自施策）
　国の無償化制度の対象とならない副食費について、3歳から5歳の第3子以降の副食費を
引き続き市独自で無償化する。

17,959

保育料負担軽減事業（県施策）
　山形県が進める段階的保育料無償化（対象：年収260万円～470万円の国基準第3及び第4
階層）について、連携して保育料負担軽減を図る。

118,779
（実質額）

子育て支援医療給付事業
　子育て環境の整備・促進を図るため、中学3年生までの医療費自己負担額の完全無償化
を継続する。

381,652

学校給食センター管理運営事業
（第3子以降給食費無償化・償還払分）

　第3子以降の小中学生の給食費を無償化し、子育て世代の保護者負担を軽減する。 45,774
（実質額）

つるおか森の保育事業
　森の保育推進員を配置し、子どもたちが地域の森林や自然環境での体験を通じて、豊か
な感性や健康な心と身体を養う自然体験プログラムを開発・実践する。

1,654

保育サービス関連事業
・子どものための教育・保育給付事業
・民間保育所等への各種補助事業
・市立保育園管理運営事業
・一時預かり事業
・私立幼稚園振興事業

　子ども・子育て支援新制度に基づき、公立保育所の運営や、民間立認可保育所、公設民
営認可保育所、民間立認定こども園、地域型保育施設及び新制度へ移行した幼稚園への保
育委託又は教育・保育の実施に対する給付を行う。また、届出保育施設等の運営に対し補
助金を交付するほか、多様な保育ニーズに対応するため、一時預かり、延長保育、発達支
援保育などの特別保育事業を行う保育所等に補助金を交付するなどして、保育サービスの
量と質の向上を図る。また、将来の保育資格取得を前提に人員を雇上げする保育所等に支
援をする。

5,318,083
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（１）子どもを産み育てやすい環境の充実

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

保育士・幼稚園教諭・放課後児童支援員等
処遇改善事業
・留守家庭児童保育事業
・子どものための教育・保育給付事業
・市立保育園管理運営事業
・一時預かり事業

　新型コロナウイルス感染症への対応や少子高齢化への対応が重なる最前線で働く、保育
士・幼稚園教諭・放課後児童支援員等の賃金改善を行う場合、必要な費用の補助を行う。

94,991

民間保育園等改修費補助事業 　老朽化した保育施設の改修工事に要する経費を支援する。 10,500

放課後児童対策関連事業
・放課後児童対策事業
・留守家庭児童保育事業

　放課後児童クラブの運営をはじめ、低所得世帯・多子世帯の利用料軽減、放課後児童支
援員の処遇改善などの取組を支援する。

425,660

子ども見守りサポート事業
　小学校の長期休業中に地域団体がコミセン等を活用して地域児童を預かる事業に支援を
行う。

2,800

放課後子ども教室推進事業
　放課後の子どもの安全で安心な居場所づくりと子どもの体験活動の充実を図るため、放
課後子ども教室の実施を推進する。

14,499

第五学区放課後児童クラブ整備事業
　老朽化した第五学区学童保育施設を朝暘第五小学校の改築に合わせ整備し、安全安心に
放課後を過ごすことができる環境を整える。

127,247

鶴岡西部児童館増築事業
　六学区の放課後児童クラブの需要増加に伴い、実施場所を確保するため、クラブ室を増
設する。

65,334

第三学区放課後児童クラブ整備事業 　老朽化し、未耐震である第三学区学童保育施設について建替の検討を行う。 1,000

家庭教育推進事業
　社会全体で子育てを応援し、子どもの健全な育成を図るため、家庭や地域の中で子育て
を担う大人に対し、教育力の向上に資する情報や知識を得る学習機会を提供する。

2,365

３　男女共同参画の気運醸成

（１）男女共同参画の気運醸成

中央公民館市民学習促進事業
　中央公民館女性センターにおいて、男性料理教室や親子ふれあい教室、就労支援パソコ
ン講座等を開催し、男女共同参画社会の実現を推進する。

1,339
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基本目標４ 地域の支え合いを通じて、まちの安全を守り、活気を生み出す

１　まちの賑わい創出と支え合うコミュニティの形成

（１）明るく元気な地域の活力の源となるまちの賑わいの創出

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

商店街振興対策事業
（鶴岡ＴＭＯ事業補助金）

　賑わいの創出を図るため、中心商店街や各種団体等が連携する各種イベントやセミ
ナー、商店街の空き店舗の利活用を支援する。

6,000

商店街振興対策事業
（空き店舗解消リフォーム補助金）

　事業者が創業・開業や事業継承に伴って行う空き店舗等のリフォームに対して支援す
る。

3,000

まちなか若者創業・賑わい応援事業
（ＦＯＯＤＥＶＥＲ情報発信業務委託料）

　「鶴岡市食文化市場ＦＯＯＤＥＶＥＲ」において来館者に発信している食文化情報をリ
ニューアルする。

3,000

産業文化遺産活用促進事業
　旧まちなかキネマの映画機能を核とした商店街振興や、福祉・教育分野との連携を図り
ながら交流を創出するため、建物の改修経費や運営のスタートアップ経費について支援を
行う。

32,908

まちなか若者創業・にぎわい応援事業
（つるおか食のイベント支援事業補助金）

　飲食・小売店を中心としたコロナ感染症対策を講じたうえで実施する賑わい創出事業を
支援する。

3,000

（２）快適な都市環境の形成

鶴岡まちづくりブランディング事業
　城下のまち鶴岡将来構想「鶴岡駅前地区将来ビジョン」の方針に基づき、社会実験等の
効果検証を行いながら拠点整備に向けて検討する。あわせて、「中心市街地将来ビジョ
ン」の策定に向けた検討を開始する。

15,067

鶴岡まちづくりブランディング事業　※一部再掲
（優良建築物等整備事業補助金）

　国と協調し、中心市街地のにぎわい創出を図るため、まちなか居住を促進する優良建築
物等の整備を支援する。

9,502

官民連携まちづくり事業
（まちづくりセンター運営支援補助金）

　まちづくりを担う人材を育成するため、まちづくりセンター運営に係る経費を支援す
る。

2,900

（３）公共交通の再編や整備による利便性の向上

交通輸送対策事業

　路線バス、藤島及び櫛引地域の※デマンド交通、温海地域乗合タクシー、西郷地区のボ
ランティア輸送への支援、羽黒及び朝日地域の市営バスの運行、路線バス運行事業者の車
両更新経費への支援等、市民の生活交通の確保を図る。また、バス事業者が導入する新た
な地域連携ＩＣカードの利用促進を図る。

182,143

（４）助け合い、支え合う地域コミュニティづくりの推進

地域コミュニティ推進事業
　単位自治組織、広域コミュニティ組織の組織運営を支援し、基盤強化と地域の維持・活
性化を図る。また、広域コミュニティ組織の強化に向けて、コミュニティ支援員を配置
し、地域ビジョンの策定や地域の課題解決に向けた取組を支援する。

337,907

地域まちづくり未来事業（鶴岡）
（鶴岡市鶴岡地域まちづくり未来事業補助金）

　鶴岡地域の広域コミュニティ組織が、未来に向けて取り組むまちづくり事業を支援し、
住みよい、活力あふれる地域コミュニティの構築を推進する。

30,161

地域まちづくり未来事業（藤島） 1．豊かな田園文化の継承と水田農業革命の実現 23,011

　・藤島地域人と環境にやさしい農業推進事業
　・藤島農産物元気事業
　・藤島地域地産地消推進事業
　・藤島地域田んぼの生き物調査事業
　・庄内農業高等学校地域連携事業
　・藤島地域農の魅力拡大事業

地域まちづくり未来事業（藤島） 2．歴史と文化、交流が彩るふじのまちづくりの推進

地域まちづくり未来事業（藤島） 　・藤島歴史公園「Ｈｉｓｕ 花」魅力発信事業
　・藤島歴史公園「Ｈｉｓｕ 花」から始まる地域づくり事業
　・東田川文化記念館利活用事業
　・ふじ管理エキスパート養成支援事業
　・藤棚の整備事業
　・ふじの里づくり事業
　・鶴岡伝統芸能祭開催事業
　・藤島地域里山整備活性化事業
　・ふじのまちかど整備事業

地域まちづくり未来事業（藤島） 3．くらしやすい“藤島”を実感できる生活基盤の再構築

地域まちづくり未来事業（藤島）

　・長沼・八栄島地区地域公共交通導入事業
　・藤島地域公共交通調査事業
　・長沼温泉ぽっぽの湯活性化事業
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（４）助け合い、支え合う地域コミュニティづくりの推進

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

地域まちづくり未来事業（羽黒） 1．人を惹きつけ魅力あふれる観光の推進 16,678

　・門前町歴史まちづくり推進事業
　・大鳥居周辺花いっぱい事業
　・門前町手向花いっぱい事業
　・出羽三山精進料理魅力発信事業
　・松ヶ岡魅力創出支援事業
　・月山高原エリア活性化事業
　・羽黒地区スキー大会支援事業
　・映画ロケ等支援事業
　・羽黒地域観光案内看板整備事業

2．地域の特色を生かし価値を高める農業の推進

　・羽黒地域「ブルーベリーの里」づくりプロジェクト事業

3．活力ある地域づくりを担う地域コミュニティの推進

　・手向地区地域通貨導入チャレンジ支援事業

地域まちづくり未来事業（櫛引） 1．果樹産地の特色を生かしたフルーツの里づくり 18,125

　・くしびきフルーツ振興プロジェクト事業

2．農業自然体験に着目した都市農村交流の推進

  ・櫛引地域都市農村交流促進事業

3．黒川能など貴重な歴史文化の継承と活用推進

　・黒川能保存伝承支援事業
　・能楽青年交流事業
　・櫛引綴れ織り文化保存事業
　・櫛引地域歴史文化施設ガイダンス整備事業

4．コミュニティの活性化と安全安心な地域づくりの推進

　・櫛引地域デマンド交通導入事業
　・くしびき若者未来創造事業
　・櫛引地域希少淡水魚保存事業
　・櫛引地域花いっぱい運動で環境美化推進事業
　・くしびき夏のイベント推進事業
　・「でわ宝」で地域おこしプロジェクト事業
　・横綱柏戸記念館活性化事業
　・くしびき温泉ゆーTown活性化事業

地域まちづくり未来事業（朝日） 1．中山間地域における定住環境の支援 21,906

　・朝日地域高等学校等生徒通学費支援事業
　・「子どもの村学園」国際交流派遣事業
　・朝日地域若者語らいの場ありのまま未来プロジェクト事業
　・「交流の里おおあみ」づくり支援事業
　・朝日地域助け合い玄関前除雪支援事業
　・朝日地域地域情報広報事業
　・朝日地域健康増進施設支援事業
　・大鳥自然の家環境整備事業

2．森林資源、自然環境などを活用し、中山間地に特化した農林業の振興

　・朝日地域若者農業者支援事業
　・朝日地域山ぶどうワイン賑わい支援事業
　・朝日地域山の恵み産地化事業
　・朝日産そば振興事業

3．自然、文化、風土など、地域資源を活用した観光の振興

　・大鳥地域淡水魚活性化事業
　・朝日地域夏季観光バス運行事業
　・六十里越街道魅力発信事業
　・桧原二ノ俣峠越山道復元事業
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（４）助け合い、支え合う地域コミュニティづくりの推進

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

地域まちづくり未来事業（温海） 1．あつみ温泉の魅力の向上と賑わいの創出 31,537

　・あつみ温泉集客イベント実施事業
　・あつみ温泉魅力向上事業

2．日沿道延伸を生かした鼠ヶ関周辺地域の活性化

　・はなさき路の賑わいづくり事業

3．自然・歴史・文化を生かした交流人口、関係人口の拡大

　・あつみ体験旅行推進事業
　・温海地域支援ネットワーク推進事業
　・温海地域魅力発信事業
　・温海地域教育環境充実事業

4．農林水産資源のブランド化

　・温海地域在来作物振興事業
　・温海地域中山間集落モデル農林業実践事業
　・温海地域小ロット農産物生産振興事業
　・温海地域伝統的工芸品振興事業

5．海・山・自然豊かに暮らし続けられる環境整備

　・温海地域養蚕環境整備事業
　・温海地域高等学校等生徒通学費支援事業
　・温海地域自然資源を生かした教育環境整備による定住促進事業

（５）過疎地域の活性化

過疎対策推進事業
（集落支援員配置、集落対策事業）

　朝日・温海地域に集落支援員を配置し、住民との協働により地域の実情に応じた実効性
のある集落対策を推進する。また、地域運営組織の基盤強化を図るため、地域づくりを担
う人材の育成を目的とした研修事業を行う。

5,358

２　安全・安心な暮らしを守る

（１）医療提供体制の充実

臨床研修医受入事業
　臨床研修医の募集を行い、臨床研修医秘書を配置するなど受入体制を整備することによ
り、研修環境の充実を図る。

7,618

高度医療機器等整備事業
　地域の基幹病院として医療機能の充実を図るため、高度医療機器等の計画的な整備を行
う。

1,043,346

医師修学資金貸与制度
　荘内病院に勤務する医師の確保に向けて、大学卒業後、病院に勤務する意志を有する医
学生に対して修学に必要な資金を貸与する。

20,093

医師確保対策事業
　診療体制の充実を図るため、出張医の派遣を受けるとともに、医療人材紹介会社を活用
した医師確保に取り組むなど、医療提供体制の充実を図る。

245,317

医療デジタル化推進事業
　荘内病院において、医療費の後払いサービスを導入し、患者の会計待ち時間の短縮を図
るとともに、ホームページ上に診察番号を表示することにより、診察待ち時間を有効に活
用できる環境を整える。

22,295

（２）高齢者が健康で生き活きとした地域の実現

生活支援体制整備事業

　各地域包括支援センターに生活支援コーディネーターを配置し、それぞれの地域の社会
資源を掘り起こし、生活課題の解決を図る。また、他の地域づくり関係者と連携し、不足
するサービスの創出に向け働きかけを行い、住民同士の支え合いによる地域づくりの取組
に結び付ける。

47,451

地域ケア会議推進事業
　高齢者の身体機能の維持と生活の質の向上のためのケアマネジメントの普及を図るとと
もに、地域課題の発見やニーズの集積を行い、これらの解決に必要な地域づくり、資源開
発、政策形成につなげるために地域ケア会議を開催する。

1,170

在宅医療・介護連携推進事業
　高齢社会に対応した切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築するため、多職種研
修会の開催やＩＣＴを活用した連携ツ－ルの利用促進等、鶴岡地区医師会や荘内病院と連
携を図りながら一体的な地域包括ケアに取り組む。

10,811

家族介護者支援事業
　介護サービスを利用しないで中重度の要介護者を介護している家族へ慰労金を支給し、
在宅介護の維持を支援するとともに、家族介護者の交流、介護相談及び学び合いを目的と
した交流会を開催し、介護者自身の負担の軽減を図る。

2,640
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（３）こころと体の健康づくりの推進

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

長沼温泉ぽっぽの湯管理運営事業
　長沼温泉ぽっぽの湯を地元密着型組織による運営に移行し、フレイル予防をはじめとし
た各種取り組みを実施し、地域住民の健康増進にかかる利活用を図る。

75,674

くしびき温泉ゆ～Town管理運営事業
　くしびき温泉ゆ～Townを地元密着型組織による運営に移行し、フレイル予防をはじめと
した各種取り組みを実施し、地域住民の健康増進にかかる利活用を図る。

85,954

予防接種事業
（高齢者インフルエンザ・
　高齢者肺炎球菌予防接種）

　高齢者インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌予防接種の費用の一部を助成し、接種を促進
することで、発症や重症化を未然に防止する。

50,237

予防接種事業　※一部再掲
（子宮頸がんワクチン接種）

　子宮頸がんワクチン接種の費用の一部を助成し、接種を促進することで、発症や重症化
を未然に防止する。令和4年度は、積極的接種勧奨の再開に合わせて、接種者の大幅な増
加を見込む。

75,791

いきいき市民の健康づくり推進事業
　地域住民や関連団体との健康づくり事業を推進するとともに、健康づくり活動のリー
ダー育成を図る。

2,125

健康教育・相談事業
　生活習慣病の予防のため、働きざかりの年代に対して健康づくりセミナーや個別健康支
援プログラムを活用したヘルスアップセミナーを実施するとともに、「健康づくりサポー
ター」を育成して健康増進と健康寿命延伸に取り組む。

1,786

健康診査事業
後期高齢者医療保険健康診査事業

　がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病予防や早期発見のための健康診査をそれぞれの
年代に応じて適切に実施し、市民の健康の保持増進を図る。

278,009

成年期の健康診査事業
  40歳未満の若年層を対象とした健康づくりへの意識啓発、健診の実施により生活習慣病
の予防を図る。

3,675

がん検診受診率向上対策事業
　がん検診の受診率向上を図るため、日曜日がん検診、被扶養者の未受診者検診、障害者
検診等を実施し、受診機会の確保を図る。がん予防重点健康教育を令和5年度までに各地
区で実施する。

6,948

がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業
　治療と就労の両立療養生活の質の向上に向け、医療用ウィッグ購入や乳房補正具購入経
費の一部を助成する。

1,350

中学生胃がん予防事業
　中学2年生を対象にしたピロリ菌検査と除菌治療の実施により、胃がん発症を予防し、
胃がんの撲滅を目指す。検査や治療に関する正しい情報発信と、家族の相談支援も併せて
行い胃がん予防を推進する。

2,019

特定健康診査事業
　鶴岡市国民健康保険「特定健康診査等実施計画」に基づき、生活習慣病の予防に着目し
た効果的・効率的な健康診査の実施により、被保険者の適切な健康管理を図る。

113,129

人間ドック等健診助成事業 　市内の4検査機関で実施する人間ドックへの国保上乗せ助成を行う。 53,200

こころの健康づくり推進事業
　市民の自殺予防に対する意識向上と相互理解を深めるためのネットワークを構築し、普
及啓発活動やこころの健康相談を実施するとともに、ハイリスク者や引きこもりの若者に
対して個別ケアを実施する。

1,812

新産業創出地域基盤事業
（鶴岡みらい健康調査）

　慶應先端研や医師会、関係機関で構成する鶴岡みらい健康調査に係る推進会議を開催
し、コホート研究の推進を図る。また、市民周知用のパンフレット等を作成し、コホート
研究に対する理解を深める。

1,019

（５）安全・安心な生活基盤の整備

地域住宅活性化事業
（地域住宅活性化事業補助金）

　地域住宅建設を活性化することを目的とし、つるおか住宅活性化ネットワークが行う若
者世帯、子育て世帯、移住世帯等を対象とした新築事業を支援する。

6,400

地域住宅活性化事業　※再掲
（地域住宅リフォーム支援事業補助金のうち
　移住・定住リフォーム支援分）

　移住世帯や新婚・子育て世帯等が行うリフォーム工事において、住宅の性能向上や鶴岡
産木材の活用、新型コロナウイルス感染症対策、空き家活用等を促進するための支援を行
う。

29,770

市営住宅維持管理費
　住宅に困窮する低所得者の居住安定と社会情勢の変化に対応した居住環境向上のため、
市営住宅の適切な維持管理を行う。また、移住希望者へ空いている公営住宅を提供し、移
住・定住の促進を図るための改修整備を行う。

78,950

空き家有効活用支援事業
（空き家利活用コーディネート推進事業）

　空き家利活用の更なる促進を図るため、空き家バンクを運営し、空き家対策に積極的に
取り組んでいるＮＰＯつるおかランドバンクの空き家利活用コーディネート事業に対する
支援を拡充する。

5,200

空き家有効活用支援事業
（中心市街地居住促進事業）

　寄附を受けた空き家を更地化した後、居住促進基金に基金化する。若者世帯や市外から
の移住を促進するため、一定要件を満たす居住者に住宅用地として供給する。

19,367

市営住宅新営改良事業 　鶴岡市営住宅長寿命化計画に基づき、効率的かつ円滑な施設・設備の更新を行う。 21,780
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横断的な目標１　多様な人材の活躍を推進する

１　全世代全対象型地域包括ケアの推進

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

地域包括ケア推進事業
（重層的支援体制整備事業）

　地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する、多機関協働による包括的な支援体
制の整備に向けた準備（意識醸成のための講演会、支援体制の検討等）を行う。

9,922

生活困窮者自立支援事業
　生活困窮者自立支援法に基づき、被保護世帯も含む自立支援策強化を図る。生活困窮者
に対し自立相談支援事業、就労準備支援事業及び住居確保給付金の支給を行うとともに、
子どもの学習支援事業を実施する。

42,615

地域介護予防活動支援事業
　専門職等の効果的な指導を取り入れ、地域における住民主体の介護予防活動の場（通い
の場）づくりを支援する。

16,574

生活支援体制整備事業　※再掲

　各地域包括支援センターに生活支援コーディネーターを配置し、それぞれの地域の社会
資源を掘り起こし、生活課題の解決を図る。また、他の地域づくり関係者と連携し、不足
するサービスの創出に向け働きかけを行い、住民同士の支え合いによる地域づくりの取組
に結び付ける。

47,451

地域ケア会議推進事業　※再掲
　高齢者の身体機能の維持と生活の質の向上のためのケアマネジメントの普及を図るとと
もに、地域課題の発見やニーズの集積を行い、これらの解決に必要な地域づくり、資源開
発、政策形成につなげるために地域ケア会議を開催する。

1,170

障害者施策推進事業

　障害者の様々なニーズに対応するため、関係する各種の機関・団体、相談支援事業者、
福祉サービス事業者等のネットワーク（自立支援協議会）の活性化を図り、障害者の自立
を支援する。また、障害者差別解消、障害者理解の促進、啓発活動を行うほか、医療的ケ
ア児を介護する家族交流会を実施する。

1,338

地域医療推進事業
　地域医療に関するアンケート調査、市民勉強会を通じて、地域医療のあるべき姿を市民
とともに考え、市民の理解を深める取組に繋げていく。また、本市の地域医療のあり方に
ついて検討する場を設置し、地域医療体制の検討を進める。

3,733

在宅医療・介護連携推進事業　※再掲
　高齢社会に対応した切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築するため、多職種研
修会の開催やＩＣＴを活用した連携ツ－ルの利用促進等、鶴岡地区医師会や荘内病院と連
携を図りながら一体的な地域包括ケアに取り組む。

10,811

２　輝く女性活躍の推進

中央公民館市民学習促進事業　※再掲
　中央公民館女性センターにおいて、男性料理教室や親子ふれあい教室、就労支援パソコ
ン講座等を開催し、男女共同参画社会の実現を推進する。

1,339

家庭教育推進事業　※再掲
　社会全体で子育てを応援し、子どもの健全な育成を図るため、家庭や地域の中で子育て
を担う大人に対し、教育力の向上に資する情報や知識を得る学習機会を提供する。

2,365
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横断的な目標２　新しい時代の流れを力にする

１　食文化・食産業創造の推進

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

食文化創造都市推進事業　※再掲
（食文化研修プログラム受入等体制
　構築促進事業）

　これまで構築してきた食文化研修プログラムを商品化するとともに、旅行会社等との調
整からアテンド実践、ガイド養成等の業務をＤＥＧＡＭに委託する。

2,243

食文化創造都市推進事業　※再掲
（食と食文化の魅力プロモーション事業）

　「食と食文化の魅力プロモーション事業」の本番年として、首都圏プロモーション、ふ
うどフェスタや豊かな食の郷土づくりカンファレンス等を実施し、誘客促進や地域内の消
費拡大を図る。

10,160

鶴岡ＤＭＯ支援事業　※再掲
（観光地域づくり推進補助金）

　一般社団法人ＤＥＧＡＭ鶴岡ツーリズムビューローが実施する旅行商品開発や地域と連
携したコンテンツの造成に係る取組を支援し、食文化体験イベントや「詣でる つかる 頂
きます」企画の推進を図る。

3,378

農業人材育成確保事業　※再掲
　親元就農や新規参入者等の育成・確保を図るため、就農準備段階における研修や就農初
期段階での経営の安定化に向けた初期投資の軽減などに対する支援を実施する。

119,105

食文化創造都市推進事業　※再掲
（鶴岡型ＥＳＤ構築検討事業、
　ＳＤＧｓ理解促進事業）

　ユネスコ創造都市として、食・食文化を体系的に学ぶことで人材育成につながる取組や
手法の構築を検討するとともに、ＳＤＧｓ理解促進を図るため、地域の食を活用した料理
教室の開催支援や、小学校における食育体験事業等を行う。

1,330

学校給食センター管理運営事業
（廃棄物運搬処理委託料のうち、
　給食残渣運搬処理費分）

　全給食センターの給食残渣を堆肥原料に再利用し、食育の推進と循環型社会の構築に寄
与する。

3,640

ビストロ下水道調査検討事業
　下水道の処理水や消化ガスの余剰熱などを有効利用し、飼料用米や農産物、水産物等の
生産について実証実験を進め、給食等への利用可能性について調査・検討を行い、持続可
能な食糧生産と資源の地域内循環を図る。

16,000

農業６次産業化推進事業　 ※再掲
　農産物の付加価値向上と販路拡大を図るため、県事業や市独自の支援策による農産物の
加工や販売、加工設備の導入など農業の６次産業化に向けた取組を支援する。

3,365

農商工観連携推進事業　※再掲
（農商工観連携推進事業補助金）

　農商工観連携や６次産業化に取組みやすい環境づくりに向けて、在来作物の消費拡大や
鶴岡産そばの流通体制の強化、民間企業と連携した農産物等の魅力発信事業の実施、６次
産業化実践者のサポートなど鶴岡食文化創造都市推進協議会が行う取組みを支援する。

2,555

園芸産地つるおかプロジェクト事業

　園芸産出額200億円の達成に向け、ハウス団地の整備や周年農業の普及に必要な施設・
設備等の導入への支援を行うとともに、雇用労働力を確保するため、農業アルバイトマッ
チングアプリの利用促進を図る。
　また、主力園芸品目の市場拡大や大都市圏での知名度向上を図るため、トップセールス
を行うとともに、ＪＡと生産者団体が一体となって実施する首都圏駅構内での駅中広告展
開を支援する。

66,347

鶴岡産農産物消費拡大事業
（鶴岡産農産物等販路拡大チャレンジ
　支援事業補助金）

　農産物等の販路及び消費拡大を図るため、国内外での商談会の参加やインターネット販
売など販路拡大に向けて、新たな取組を行う事業者等に対して、その活動経費や販促資材
製作経費を支援する。

1,200

魚のおいしいまち鶴岡プロジェクト推進事業
　　　　　　　　　　　　　　　※再掲

　飲食店・旅館等での地魚の消費拡大、一般家庭での魚食文化の普及、学校給食での地産
地消を推進するため、魚のおいしいまち鶴岡キャンペーン、園児・児童・保護者を対象と
したお魚教室やお魚出前教室、学校給食への地場産魚介類の納入補助を実施する。

2,353

２　地域の国際化とSDGｓの推進

多文化共生推進事業　※再掲
（国際交流事業支援、在住外国人のサポート体制
や受け入れ態勢の充実）

　市民が主体の国際交流事業を支援するとともに、出羽庄内国際村の機能を活用し、多文
化共生の地域づくりを推進するため、在住外国人のサポート体制や受け入れ体制の充実を
図る。

60,878

観光一般事業・国際観光推進事業　※再掲
（観光案内所等の運営）

　市内にある観光案内所等において、観光案内や、交通機関・宿泊施設の案内など各種情
報の提供、レンタサイクルの貸し出しなど、観光客へサービスを実施する。
　また、駅前の観光案内所では、英語対応スタッフを配置し、インバウンド観光のさらな
る推進を図る。

13,124

国際観光推進事業　※再掲
　国際観光都市の実現を目指し、受入環境の充実を図るとともに、旅行造成事業者向けの
視察等を実施しながら、インバウンド向け情報発信の強化を図る。

2,115

食文化創造都市推進事業　※再掲
（鶴岡型ＥＳＤ構築検討事業、
　ＳＤＧｓ理解促進事業）

　ユネスコ創造都市として、食・食文化を体系的に学ぶことで人材育成につながる取組や
手法の構築を検討するとともに、ＳＤＧｓ理解促進を図るため、地域の食を活用した料理
教室の開催支援や、小学校における食育体験事業等を行う。

1,330

庄内自然博物園構想推進事業
　高館山、大山上池・下池及び都沢湿地一帯をフィールドに、自然学習交流館を拠点とし
て、自然学習プログラム等の実施や湿地の保全活動を推進する。

33,228

森林環境教育推進事業　※再掲
　子どもたちに対し、森林の身近さや多様な自然環境を体感させる森林学習事業を行うと
ともに、森林活動に関心のある市民が下刈りなどの森林作業を体験できる実習事業を行
う。

2,779
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２　地域の国際化とSDGｓの推進

具体的な事業 事業内容
R4事業費
（千円）

再生可能エネルギー等導入推進事業
（太陽光発電設備等工事）

　地域の防災・減災と低炭素化を同時実現するため、防災拠点施設に太陽光発電設備等の
配備を行う。

3,800

地域エネルギービジョン推進事業
　本市地域エネルギービジョンに基づき、家庭等における再生可能エネルギー設備の導入
等を支援する。

2,620

小水力等再生可能エネルギー導入推進事業
　農業用水利施設の維持管理費の低減、低炭素社会の創出、農村地域における生活環境の
向上のため、県が行う小水力発電施設整備事業に対し、事業費の一部を負担する。

20,000

ＳＤＧｓ未来都市推進事業　※再掲
ＳＤＧｓ未来都市として、ＳＤＧｓの普及啓発を行うとともに、企業や団体等のＳＤＧ

ｓの達成に向けた取組を後押しするため、ＳＤＧｓ宣言登録制度「つるおかＳＤＧｓ推進
パートナー」により、官民連携の取組を推進する。

3,344

３　デジタル化の推進

戸籍住民基本台帳事務
（住民基本台帳システムの標準化）

　現在各市町村で異なる仕様と業務フローで運用している基幹業務システムについて、国
の標準化基準に適合するシステムへ移行する。

94,000

医療デジタル化推進事業　※再掲
　荘内病院において、医療費の後払いサービスを導入し、患者の会計待ち時間の短縮を図
るとともに、ホームページ上に診察番号を表示することにより、診察待ち時間を有効に活
用できる環境を整える。

22,295

小学校ＧＩＧＡスクール構想推進事業
中学校ＧＩＧＡスクール構想推進事業　※再掲

　多様な学習形態による児童生徒の情報活用能力を育成を目的として、一人一台端末の活
用促進を図るため、学校における安定した通信環境の確保に向けた整備を行う。

64,310

学校系ＩＣＴ機器等整備運用事業　※再掲
　教員の働き方改革を推進するため、統合型校務支援システムを中学校に続き小学校にも
導入するほか、全小中学校に出退勤管理用タイムレコーダーを導入する。

29,936

地域内企業の高度化、企業活性化支援事業
（デジタル化産業展開催補助金）　※再掲

　地域の経済団体が実施する地域産業や日常生活のデジタル化に資する産業展開催の取組
を支援する。

1,000

ＲＰＡ導入事業　※再掲
　定型業務の効率化を図るため、ＲＰＡ導入による効果検証を行い、効果が認められた業
務について導入を進める。

7,732

デジタル化戦略推進事業

　今後のデジタル化施策の方針を定めるため、デジタル化の進展度と生活の満足度に関す
る市民アンケートを実施する。また、ＡＩによる文字起こしソフトを導入し庁内の事務軽
減を図るほか、鶴岡高専の学生にデジタル人材育成として、市の様々な地域課題解決に向
けたデジタル技術をテーマに研究に取り組んでもらうことを条件に支援する。

5,906
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