■補助金・負担金等の象限分布図
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公益性・共同消費性
5

公
5 益
的

第３象限

グループ内補助件数
２６件

グループ内補助金額
決算額：120,234千円
うち国・県補助：なし
うち一般財源：120,234千円
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地域づくり交付金

第１象限

グループ内補助金額
決算額：139,267千円
うち国・県補助：84,895千円
うち一般財源：54,372千円
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北上雇用対策協議会負担金

消火栓新設工事負担金
行政連絡事務費交付金
行政区長協議会運営費補助金

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ運行補助金

花いっぱい運動推進協議会補助
県アーク溶接技術競技会負担金
産業のまちネットワーク協議会負担金

工業匠祭事業費補助
高度研究開発等寄付金
高度技術者育成補助
３次元ものづくり革新事業補助

５

観光関係各種協議会等負担金
夏油温泉開発連絡協議会補助

食生活改善推進員協議会補助 ★広域生活路線運行費補助

★社会福祉法人利用者負担軽減補助

保健推進員協議会補助

★地域介護福祉空間整備補助

観光路線バス運行費補助
北上観光協会運営費補助

地区健康づくり推進協議会交付金

北上川に鯉のぼりを泳がせる会補助
鯉 ぼ を が
会補

★中山間地域直接支払交付金

総合福祉ｾﾝﾀｰ運営費補助
総合福祉ｾﾝﾀｰ建設費補助

岩手県交通指導隊連絡協議会負担金 婦人消防協力隊連絡協議会補助
北上地区交通安全対策連絡協議会補助

北上市交通安全対策協議会補助

北上市防犯協会運営費補助

★済生会病院医療機器整備補助

北上市地域安全推進市民会議補助
安全推進
議補

グループ内補助件数
１１件

みちのく芸能まつり事業費補助
展勝地さくらまつり事業費補助

岩手中部地域病院群輪番制負担金

夏油高原まつり事業費補助
創作太鼓フェスティバル開催補助

北上市文化創造運営費補助

農業用廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理補助
北上市廃プラ適正処理協議会負担金

和賀川の清流を守る会負担金 学童保育所運営費補助
シルバー人材センター補助
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人間ドッグ等補助（国保）

生ゴミコンポスト処理推進費補助

地場産品学校給食導入補助

家庭用電動生ゴミ処理機購入費補助

北上市物産開発推進協議会補助 ★農業用資金利子補給補助

北上市民生児童委員協議会補助

集団資源回収事業費補助金
生ごみ処理容器購入費補助
岩手中部広域行政組合負担金

南部杜氏協会北上支部補助 いわて農林水産協議会負担金
自治公民館活動交付金
農業祭事業費補助
交流センター生涯学習事業補助 畜産物価格安定基金積立補助
家畜防疫事業費補助
花北酪農ヘルパー事業補助

北上市公衆衛生組合連合会補助

ごみ集積所整備費補助金

いわて牛普及推進協議会負担金

北上市畜産イベント事業補助
きたかみ牛ＰＲ活動補助
淡水漁業振興事業補助
優良素牛導入保留事業補助
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★強い農業づくり事業補助
農産物ブランドアップ対策事業補助

和賀川遊魚振興事業補助
流山市民まつり物産展出店補助

グループ内補助金額
決算額：133,007千円
うち国・県補助：15,225千円
うち一般財源：117,782千円

きたかみ小菊産地強化事業補助
北上地方農林業振興協議会負担金

北上市地域循環型土づくり補助
オフィスアルカディア企業誘致協議会負担金

北上市企業設備投資奨励補助
岩手県企業誘致推進委員会負担金
日本貿易振興機構盛岡センター分担金

北上情報処理学園運営費補助 ふれあいのまちづくり事業費補助 交通安全母の会連合会補助金
北上職業訓練協会事業費補助 ふれあい福祉相談センター設置補助 北上警察署柔剣道大会負担金

ボランティア活動事業補助
在宅老人生活費補助
高齢者バス運賃補助
敬老会主催団体交付金

グループ内補助件数
２４件

★合併処理浄化槽設置補助

1

交通安全母の会補助金

★母親クラブ活動補助
★木造住宅耐震診断補助
★木造住宅耐震改修工事補助

★老人クラブ補助
特別養護老人ホーム等整備補助

★農地・水・環境保全事業負担金
岩手県土地改良事業団体負担金

３

★基盤整備（ほ場）等負担金
青果物価格安定資金造成負担金

商店街振興事業補助金
商店街照明灯電気料交付金
商店街施設改修事業費補助

２

選
択
性

1

グループ内補助金額
決算額：805,656千円
うち国・県補助：95,613千円
うち一般財源：710,043千円

商店街空き店舗活用起業家補助

グループ内補助金額
決算額：102,283千円
うち国・県補助：なし
うち一般財源：102,283千円

中小企業団体中央会補助
北上たばこ販売組合補助
北上商工会議所事業費補助

グループ内補助件数
９９件

商・農交流と市民協働事業補助

私立幼稚園運営費補助
★私立幼稚園就園奨励費補助

グループ内補助件数
１０件

必
需
性

地域婦人団体協議会補助
ユネスコ協会活動費補助
ボーイ・ガールスカウト活動費補助

ＰＴＡ連合会活動費補助
少年少女発明クラブ活動費補助
北上平和記念展示館運営費補助

自治公民館整備費補助

私学振興補助
特定不妊治療費補助
北上地方生活研究グループ協議会補助
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北上市認定農業者協議会補助

-1

0

1

2

3

4

5

★いわて希望農業担い手応援補助

造林事業費補助
北上市産学共同研究補助
中小企業退職金共済事業補助
北上市芸術文化協会補助
岩手県川柳大会開催費補助
奥羽横断駅伝競走大会負担金 北上市民芸術祭開催費補助

探鳥会運営費補助金

私立保育園運営費補助金

★北上地区勤労者福祉サービスセンター補助

★延長保育事業費補助金

北上横手都市対抗卓球大会負担金 おかあさんの詩全国コンクール補助

小規模保育施設健康管理費補助

障がい児保育事業費補助金

７

北上市体育協会事業費補助 トリエンナーレきたかみ補助

-1

岩手県民体育大会選手派遣補助 青少年鑑賞事業補助

私立保育園産休代替職員費補助

★一時的保育事業費補助金

９

★北上市民劇場開催補助
各種大会開催事業費補助
詩歌文学館振興会運営費補助
各種大会参加事業費補助
北上フルマラソン大会開催補助 民俗芸能保存育成補助
４市親善バレーボール大会負担金

中小企業融資保証料補給金
中小企業融資利子補給金
下水道受益者負担一括納付報奨金

-2

１

-1
小災害見舞金等補助 東北都市消費者協議会負担金 岩手県更生保護協会運営費補助 ★更生訓練費補助
岩手県都市消費者連絡協議会負担金 北上地区保護司会補助金
★障がい者施設入所者就職支度金補助

北上市福祉タクシー補助

グループ内補助金額
決算額：135,045千円
うち国・県補助：10,661千円
うち一般財源：124,384千円

消費生活展実行委員会補助

★在宅重度障がい者家族介護慰労補助

北上市手をつなぐ育成会補助

北上市社会福祉協議会運営費補助

北上市身体障がい者福祉協会補助

あすなろ療育園協力会負担金

グループ内補助金額
決算額：113,553千円
うち国・県補助：11,649千円
うち一般財源：101,904千円

グループ内補助件数
３０件

★身体障がい者運転免許取得補助
★在宅酸素療法患者機器使用補助

わかば病棟いこいの家運営負担金

★日中一時支援事業補助
★通所サービス利用促進補助
知的障がい児通園施設事業補助
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体育大会文化コンクール参加補助（小中）

母子家庭高等技能訓練促進補助

県中総体大会開催地補助

★母子家庭自立支援教育訓練補助

北和会運営費補助

★母子家庭医療費補助
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６

-4

グループ内補助件数
１４件

★身体障がい者訪問入浴サービス補助

グループ内補助件数
２１件

-3

グループ内補助金額
決算額：32,208千円
うち国・県補助：22,067千円
うち一般財源：10,141千円

★乳幼児妊産婦重度障がい者医療補助

グループ内補助金額
決算額：53,386千円
うち国・県補助：16,957千円
うち一般財源：36,429千円

８

グループ内補助金額
決算額：233,739千円
うち国・県補助：111,397千円
うち一般財源：122,342千円
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グループ内補助件数
１件

私
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第４象限

グループ内補助件数
１件

第２象限
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私益性・個人消費性
表内補助金額

表内補助件数
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