
業務区分概要表　【行政の役割検証、受益と負担の分析に係る整理】

企画

・コミュニティバス運行補助 ・総合計画 ・秘書事務

・広域バス路線維持補助 ・地域計画 ・人事

・広聴 公共交通 ・各種統計 ・研修厚生

・広報 ・第三セクター等出資法人 ・法規文書

・協働 ・広域連携 ・政策調整

・地域づくり ・国土利用計画届出事務 ・行政経営

・地区交流センター ・情報公開 ・行財政改革

・国際交流 ・高等教育機関 ・定員管理

・情報化、情報格差是正 ・システム管理

・議案送付

財務

・税証明事務 ・賦課徴収 ・財政

・申告相談事務 ・基金、起債管理

・納税意識啓発、納組、納税協力員 ・公用車購入、維持、運行管理

・公有財産管理、貸付 ・北上地区広域土地開発公社貸付、補助

・入札事務

・契約事務

・工事検査事務

・市税還付事務

・庁舎施設等管理

・公用バス運転管理

・市民総合賠償保険加入事業

生活環境

・窓口（各種受付、交付、証明、総合案内等） ・戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等事務 ・住基ネットワークシステム導入事務

・旅券発給 ・住民実態調査、異動統計、人口動態事務 ・文書管理

・収入証紙売りさばき ・相続税関連事務

・交通安全 ・身上照会、既決犯罪事務

・防犯、更生保護 ・自衛官募集

・男女共同参画 ・鳥獣保護、捕獲許可

・相談（法律、行政、人権、消費生活）

・自然保護、自然公園管理

・青少年健全育成

・環境保全、衛生、美化

・地域衛生処理センター維持管理

・公害防止

・ごみ、公衆衛生

・清掃事業所維持管理

・埋立地管理

・墓園管理

・し尿収集運搬

・狂犬病予防

・し尿取扱い手数料収納事務

・汚水処理施設使用料に関する事務

保健福祉

・民生委員、児童委員

・婦人相談 ・老健拠出金 ・保健総合システム等システム管理

・児童相談 ・介護納付金 ・保育所人事

・保育所 ・共同事業拠出金 ・繰出（繰入）

・児童遊園 ・医師会

・学童保育所 ・献血

・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等

・子育て支援

・介護予防

・高齢者への支援

・障害児者への支援

・福祉タクシー

・シルバー人材センター

・社会福祉協議会

・生活保護

・国保、介護保険、老健

・乳幼児・妊産婦・重度心身障害者医療給付

・母子・寡婦・父子家庭医療費助成

・病気予防、事故防止

・予防接種

・検診

・生活習慣の改善支援

・医療体制（環境整備）

農林

・林業等施設（野活） ・農政審議会 ・和賀庁舎管理

・農業者施設（農村集落会館） ・米政策改革事務

・農業者施設（自治公民館等） ・農業振興計画

・牧野

・中山間地域等直接支払交付金

・農業資金利子補給

・認定農業者、担い手育成

・農地利用集積

・価格安定基金出えん

・農畜産物生産振興

・農業用廃プラスティック処理費補助金

・基盤整備事業等負担金

・農業集落排水施設整備

・農業集落排水運営

・林道、農道

・農林施設等災害復旧

・森林管理、病害虫駆除

商工

・工業振興 ・まちづくり検討事務

・市民交流プラザ管理運営 ･大規模小売店舗立地法に関する事務 ・工業団地事業特別会計繰出金

・雇用対策 ・計量に関する事務 ・繰上充用金

・職業訓練協会事業費補助 ・白鳥の餌確保等事務

・勤労者福祉 ・工業団地管理

・アカデミースポーツ施設管理 ・商業団体振興計画

・商店街振興等補助金

・観光事業、観光施設管理

・特産品等開発

・産学官共同事業

・企業誘致

･中小企業融資預託金

H22.2.23

部
１　行政サービス等

（市民が直接受益する施策を含む）

２　許認可等事務及び行政サービス以外の事務

（市民の直接受益とならない事務）
３　内部事務
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部
１　行政サービス等

（市民が直接受益する施策を含む）

２　許認可等事務及び行政サービス以外の事務

（市民の直接受益とならない事務）
３　内部事務

・中小企業融資保証料利子補給金

・その他産業振興

建設

・道路橋りょう等整備 ・公共用地取得 ・道路台帳等管理

・道路橋りょう等維持補修、除雪等管理 ・専用許可 ・公用車維持管理

・土地区画整理 ・住居表示 ・江釣子庁舎管理

・市営住宅維持管理 ・開発行為 ・文書管理

・耐震診断 ・建築確認、指導 ・公共用建築物の設計、監理営繕計画等事務

・住宅団地造成、分譲 ・統計調査事務

・公園緑地整備、維持管理 ・住宅政策基本計画

・除雪業務 ・道路維持車両管理

・市営駐車場管理 ・都市計画

・自転車駐車場管理、放置自転車対策

・景観形成

消防防災

・北上地区消防組合負担金 ・地域防災計画 ・防災行政無線管理

・消防施設整備（防火水槽、消防屯所、消防車両） ・国民保護計画

・消防施設整備（消火栓）

・消防施設管理（屯所等）

・消防団運営

・消防活動（予防、訓練）

・水防活動

・防災普及啓発

上下水道

・上水道給水（停止） ・水道工事業者等の登録、指導 ・管路、給水台帳管理

・上水道整備 ・開発行為に伴う給水施設の審査 ・予算、決算、出納事務

・上水道維持管理 ・岩手中部広域水道企業団に関する事務 ・資金運用、有価証券管理

・下水道整備 ・北上中部工業用水道事業に関する事務 ・受託事業

・下水道維持管理 ・契約事務 ・国庫補助申請

・工業用水道施設整備 ・普通財産の貸付、売買 ・企業債に関する事務

・工業用水道施設維持管理 ・水道料、受益者負担金の徴収等 ・一般会計からの出資金、補助金事務

・雨水路整備（せせらぎ緑道等） ・汚水施設使用料に関する事務 ・電算

・合併処理浄化槽設置費補助金 ・量水器管理

・排水設備に関する事務

・地域衛生処理センター維持管理

教育委員会

・幼稚園 ・教育財産管理 ・人事

・学校教育 ・幼稚園保育料等賦課収納及び減免業務 ・職員給与、福利厚生

・生涯学習 ・埋蔵文化財センター管理 ・職員研修

・社会教育 ・各種教育調査研究等に係る委託、負担金 ・県費負担職員関連業務

・成人式 ・指導用教科書等購入 ・臨時、非常勤職員の任用

・芸術文化振興 ・結核対策委員会負担金 ・文書配送

・生涯スポーツ振興 ・自治公民館施設解体 ・公用車管理

・体育施設整備 ・基金管理

・体育施設管理 ・財産台帳整理

・総合運動公園管理

・図書館管理運営

・博物館、みちのく民俗村管理運営

・鬼の館管理運営

・給食

・各種大会出場費補助金

・体育大会開催地補助金

・北上陸上競技場公認更新

選挙管理

委員会 ・選挙啓発

・選挙事務

・選挙管理委員会事務

監査委員

事務局 ・定例監査、行政監査

・決算審査等監査事務(公営企業含む）

農業委員会

・農地に係る諸証明 ・農地法に関する届出 ・農家台帳管理

・農業者の相談 ・標準小作料改訂

・農業委員会だより ・農業委員活動交付金、農業委員会運営

・きたかみ農業フォーラム ・農作業労賃標準額の設定

・農業者年金事務

会計課

・出納事務 ・会計審査

・出納事務（消防、広域行政、岩手中部） ・決算調整（歳入歳出）

・岩手県収入証紙に関する事務 ・指定金融機関に関する事務

・資金及び基金の計画運用等

議会事務局

・きたかみ市議会だより ・議会運営 ・正副議長秘書用務

・議会交付金（政務調査費） ・議事堂管理

・議員報酬

・市議会議員共済会

・議員の福利厚生、服務等事務

・議長車運転管理

・行政視察への対応

決算額 決算額 決算額

事業費等 職員人件費 職員人件費 職員人件費

（一般会計） フルコスト（減価償却費含まず） フルコスト（減価償却費含まず） フルコスト（減価償却費含まず）

単位：千円 　　うち一般財源 　　うち一般財源 　　うち一般財源

　　うち使用料手数料 　　うち使用料手数料 　　うち使用料手数料

決算額

　　うち一般財源

17,669,696

14,304,178

3,222,345

11,785,851

605,275

１　行政サービス等

5,244,514

493,191

5,783,538

5,250,298

30,192

２　許認可等事務及び行政サービス以外の事務 ３　内部事務

1,053,178

1,177,052

４　公債費基金積立金等

5,153,724

4,648,512

2,392,729

2,256,616

35,458


