
平成24年度業務棚卸表（政策体系順）

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

010100-231

地域総合整備資金貸付金
事務

政策企画課03-04-01

雇用環境の向上

05

ソフト事業（任意）

新規雇用の創出、地域の振興。地域総合整備資金貸付金貸付・回収
事務委託

一般 法令に特に定めのないもの

地域総合整備資金貸付金
事務

地域総合整備財
団・市内事業者

貸付金回収委託：３社。うち１社償還終
了。

貸付金回収委託５社
うち１社償還終了。
うち１社繰上償還実施により償還終了。
償還状況調査１回
貸付金償還に関する相談１社

貸付金回収委託５社
うち１社償還終了。
うち１社繰上償還実施により償還終了。
償還状況調査１回
貸付金償還に関する相談１社

010100-231-01

060100-232

北上高等職業訓練校管理
事業

工業振興課03-04-01

雇用環境の向上

02

施設管理・維持補
修事業

気持ちよく、安心して訓練に集中できる環境を整え、効率よく技能の
向上が図られること。利用者の安全に関わる部分についての施設管
理、及び職業訓練校運営委員会の開催。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

10,603

北上高等職業訓練校管理
事業

市内中小事業所の
従業員等

・施設管理不備による事故件数0件
・運営委員会開催回数　年１回（3/14）

施設管理不備による事故件数　0件
運営委員会開催回数　年１回（3/15）

施設管理不備による事故件数　0件運営
委員会開催回数　年0回（大地震のため
中止）

施設管理不備による事故件数　0件運営
委員会開催回数　年1回

060100-232-01

060100-267

北上高等職業訓練校施設
整備事業

工業振興課03-04-01

雇用環境の向上

07

施設等整備事業

３次元関連機器等を整備し、人材育成や企業支援等の充実を図るも
の。北上高等職業訓練校の設置機器の充実を図る

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

北上高等職業訓練校施設
整備事業

北上高等職業訓練
校施設

平成24年度該当なし ３次元造型機「Objet30」を購入 １　２階ギャラリーの休憩室への改修
２　CAD室、CATIAルーム等５室への遮
光カーテン設置

１　２階ギャラリーの休憩室への改修
２　CAD室、CATIAルーム等５室への遮
光カーテン設置

060100-267-01

060100-305

雇用対策事務

工業振興課03-04-01
雇用環境の向上

05

ソフト事業（任意）

求職者と求人者とのマッチングが図られ、雇用が結ばれる状況とな
る。雇用が安定する状況が作られる。雇用対策施策の立案業務のほ
か、北上雇用対策協議会事務局員を兼務して、就職ガイダンス等の
事業実施業務を行う。

一般 法令の努力義務（自治事務）

雇用対策法

4,315

雇用対策事務

企業等及び求職者 ○無料職業紹介事業所責任者講習会
受講：１人（１回）
○ジョブカフェさくらの合同庁舎借り上
げ（H24.4.1～H25.3.31）

緊急雇用対策事業の実施
・ふるさと雇用再生特別基金事業
事業数　11事業、雇用者数　32人
・緊急雇用創出事業　
事業数　26事業　317人

緊急雇用対策事業の実施
・ふるさと雇用再生特別基金事業　事業
数　11事業　雇用者数　32人
・緊急雇用創出事業　事業数　23事業
　143人

・新規大学卒業者地元定着事業
就職職ガイダンス等　8回
・参加企業延べ社　121社、参加求職者
　963人

060100-305-01

060100-306

北上雇用対策協議会負担
金

工業振興課03-04-01

雇用環境の向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域の発展を担う人材の確保、育成、定着等雇用の安定が図られる
状況とすること。雇用環境の整備、改善等を促進し地域の発展を担う
人材の確保、育成、定着等雇用の安定を図り産業の健全な発展に寄
与することを目的とした、北上雇用対策協議会の運営に係る負担金。
負担金額　10,710千円

一般 法令に特に定めのないもの

17,577

北上雇用対策協議会負担
金

○北上花巻地域合同就職ガイダンス開
催数：４回、参加企業数：延べ135社、参
加求職者数：延べ451名
○新規高卒者就職面談会参加生徒数：
22校102名、参加事業所数：24社
○理事会・総会１回
○ジョブカフェさくら運営
〇就労支援サイト開設

○北上花巻地域合同就職ガイダンス開
催数　３回　参加企業86社　参加求職者
数567名
○高等学校事業所見学会　参加生徒数
　４校133名　見学事業所数　各校４社　
○総会１回
○理事会　１回
○ジョブカフェさくら運営

○北上花巻地域合同就職ガイダンス開
催数　4回　参加企業78社　参加求職者
数708名
○高校生ジョブフェア　1回　参加企業
　15社　参加者　167名
○総会　１回　理事会　１回
○ジョブカフェさくら運営

○北上花巻地域合同就職ガイダンス開
催数　4回　参加企業121社　参加求職
者数479名
○ジョブパーク　開催数　1回　参加企業
　18社　参加求職者数　70名
○高校生ジョブフェア　1回　参加企業
　21社　参加者　278名
○総会　１回　理事会　１回
○ジョブカフェさくら運営

060100-306-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

060100-322

緊急雇用対策事務

工業振興課03-04-01

雇用環境の向上

05

ソフト事業（任意）

雇用安定が図られるような状況となること。現下の雇用状況の悪化に
よる市民生活の不安が払拭される状況となること。世界同時不況、東
日本大震災の影響による雇用状況の急激な悪化に対応するための
緊急雇用対策事務を行う。市で実施する緊急雇用創出事業のとりま
とめ。

一般 法令に特に定めのないもの

2,447

緊急雇用対策事務

市民及び企業等 緊急雇用創出事業　23事業 ・就職ガイダンス等　３回
・一般求職者向け就活セミナー等　32回
・相談所　相談４件

・就職ガイダンス等　４回
・一般求職者向け就活セミナー等　19回
・相談所　相談６件

・緊急雇用対策本部会議　３回
・北上地域緊急雇用・生活支援連携本
部会議　２回
・再就職支援ガイダンス等　６回
・相談所　相談件数　30件

060100-322-01

060100-330

労働施設災害復旧事業

工業振興課03-04-01
雇用環境の向上

07

施設等整備事業

東日本大震災で受けた箇所を従前のとおり復旧すること。東日本大
震災で受けた施設被害個所（北上高等職業訓練校内壁等・ハートパ
ルきたかみ本体等）の修繕

一般 法令に特に定めのないもの

労働施設災害復旧事業

労働関連施設 H24実施せず ●北上高等職業訓練校
・内部コンクリート壁等修繕　343,350円
●ハートパルきたかみ
・耐震診断　1,554,000円
・設計　766,500円
・監理　393,750円
・復旧工事　10,395,000円
・漏水工事　157,500円

060100-330-01

060100-332

就労支援窓口強化事業（緊
急雇用対策）

工業振興課03-04-01

雇用環境の向上

05

ソフト事業（任意）

被災者を雇用し、就労支援相談窓口を強化するとともに雇用対策事
務等、業務全般の事務補助を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

2,114

就労支援窓口強化事業
（緊急雇用対策）

求職者 雇用者数　２名 雇用者数　３名060100-332-01

060100-333

ジョブカフェさくら相談機能
強化事業（緊急雇用対策）

工業振興課03-04-01

雇用環境の向上

05

ソフト事業（任意）

雇用したジョブカフェさくらの相談員が専門的な知識を習得して求職
者の支援を行うことができるようになる。また、企業や学校向けの支
援事業においても講師として活躍できるようになる。被災者を４名雇
用し、ジョブカフェさくらの就労相談員として専門知識を習得するた
め、CDA（キャリアカウンセラー）の資格を取得する。求職者のカウン
セリングやセミナーを実施するほか、企業向けの職場定着支援や人
材育成、学校向けの就労支援を実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

21,066

ジョブカフェさくら相談機
能強化事業（緊急雇用対
策）

求職者 ○雇用者数：４名
○キャリアカウンセラー資格取得のため
の講座受講者：３名
○職務経歴書セミナー：開催回数24
回、参加者数215名
○４ステップ就活セミナー：開催回数24
回、参加者数延べ170人
○企業向け人材育成セミナー：開催回
数10回、参加者数26社・111人
○北上コンピュータアカデミー自己分析
セミナー：開催回数１回、参加者数86人

雇用者数　２名060100-333-01

060100-334

労働施設災害復旧事業

工業振興課03-04-01

雇用環境の向上

07

施設等整備事業

一般 法令に特に定めのないもの
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

労働施設災害復旧事業

H24実施せず060100-334-01

060500-003

ものづくり人材育成事業

基盤技術支援
センター

03-04-02

ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

今後工業都市として生き残るためには地域中小製造業の経営や技
術の高度化が必要であるが、そのための人材は不足しており、本事
業により研究開発や組織・製造現場の改善・改革にとりくむ人材を育
成して新技術・新商品を生み出し、地域産業の振興につなげる。セミ
ナー・講習会等の実施。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

1,878

ものづくり人材育成事業

製造業を中心とす
る企業

セミナー等の開催：33回、247人 セミナー等の開催：27回、321人 セミナー等の開催：33回、552人 セミナー等の開催：42回、866人060500-003-01

060100-206

技能功労者表彰事業費

工業振興課03-04-02

ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

技能尊重の機運を高め、高度技能者の育成を図ることにより産業の
発展を図る。優れた技能をもって市の産業の発展に功労のあった技
能者を表彰し技能者の地位の向上を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

1,644

技能功労者表彰事業費

市内技能者 審査会：平成24年10月12日
表彰式：平成24年11月27日
卓越技能者：５名(うち青年３人)

審査会：平成23年10月17日
表彰式：平成23年12月21日
卓越技能者：４名(うち青年２人)

審査会：平成22年10月20日
表彰式：平成22年11月26日
卓越技能者：５名

審査会：平成21年10月21日
表彰式：平成21年11月27日
卓越技能者：５名

060100-206-01

060100-222

北上職業訓練協会事業費
補助金

工業振興課03-04-02

ものづくり人材の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

市内中小事業所の従業員を対象として、職業訓練を実施し企業等の
生産活動を活発化し地域経済を活性化させる。市内中小事業所の従
業員を対象として、認定職業訓練を実施する北上職業訓練協会の事
業費に対する補助。　補助金額：498千円

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

656

北上職業訓練協会事業費
補助金

北上職業訓練協
会・会員企業

北上職業訓練協会事業費に対しての補
助金。
年１回　　498千円

北上職業訓練協会事業費に対しての補
助金。
年１回　　498千円

北上職業訓練協会事業費に対しての補
助金。
年１回　　622千円

北上職業訓練協会事業費に対しての補
助金。
年１回　　654千円

060100-222-01

060100-255

子ども創造塾事業

工業振興課03-04-02

ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

今後も工業振興によるまちづくりを展開する上で、子どものうちから、
ものづくりや科学、起業に興味を覚えてもらうことが大変大事なことで
あり、その人材育成を行う。主な内容：起業教育＝「トレーディング
ゲーム」、ものづくり教育＝「ものづくり探検隊、こども科学教室」（発
明・工作教室、工場見学、科学教室、ロボットコンテスト等。）

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

3,972

子ども創造塾事業

小学生・中学生 ①「トレーディングゲーム」小中学校：12
校817人　②「ものづくり探検隊」　２回66
人　③「子ども科学教室」３回63人　合計
＝17日　946人

①「トレーディングゲーム」小中学校：14
校926人　②「ものづくり探検隊」　３回54
人　③「子ども科学教室」２回67人　合計
＝18日　1,047人

①「トレーディングゲーム」実施小中学
校：９校　参加者：802人　②「ものづくり
探検隊」　４日開催　参加者：93人　ロボ
コン２日間　延べ48人　合計＝15日
　943人

①「トレーディングゲーム」実施小中学
校：５校　参加者：542人　②「ものづくり
探検隊」４日開催　参加者：102人　合計
＝9日開催　644人

060100-255-01

060100-259

高度金型技術者育成事業

工業振興課03-04-02

ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

北上市において、岩手大学大学院工学研究科 金型･鋳造工学専攻
が持つ金型技術分野の研究・教育機能を活用した当該事業の実施
により、地域の金型関連産業の技術高度化の促進と地域産業の振
興を図るため。北上市において、岩手大学大学院工学研究科金型･
鋳造工学専攻が持つ金型技術分野の研究・教育機能を活用した人
材育成事業「高度金型技術者育成事業」を委託するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

8,874

高度金型技術者育成事業

地域企業 「高度金型人材育成塾・７講座(52人42
社)」「高度人材育成特別講座・７講座
(125人82社)」「高度人材育成金型技術
講習・３講座(9人7社)」

「高度金型人材育成塾・６講座(78人59
社)」「高度人材育成特別講座・５講座
(152人62社)」「高度人材育成金型技術
講習・４講座(14人13社)」

060100-259-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

060100-261

組込み系ソフト技術者育成
事業

工業振興課03-04-02

ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

全国的に不足している組込み系ソフトウェア開発技術者の育成・輩出
について、関係団体と方向性や手法の研究を行うことにより、それに
基づき人材育成を実施するとともに、当地域への組込み系ソフトウェ
ア開発企業の誘致や地元企業の関連技術の高度化を図る。検討委
員会を設置し、方向性や手法を研究する。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

1,047

組込み系ソフト技術者育
成事業

組込み系人材育成
関係団体

・県内企業5社のヒアリング
・組込み技術研究会への参加　2回
・セミナー参加　1回
・北上コンピュータアカデミーへの企業
紹介　1社

・事前調査として関係4団体・企業3社の
ヒアリング
・市内企業276社に対してアンケート実
施。回答90社

060100-261-01

060100-263

３次元ものづくり革新事業費
補助金

工業振興課03-04-02
ものづくり人材の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域基盤技術産業等の高度化のために、３次元ＣＡＤ（コンピュータ
システムを使った製図）を自在に扱い、生産革新を実行できる高度技
術者の育成を図る。高レベルの人材育成を図ることで、創業者・ベン
チャー企業支援、新事業に参入する中小企業の支援を行うものであ
る。「３次元ものづくり革新事業」を北上高等職業訓練校において実
施する。訓練終了時には、製品づくりまで理解し設計する「高レベル
な設計者」に育成する。最終レベルでは、自動車業界を中心にシェア
が拡大されている、ハイエンド３次元ＣＡＤ「CATIA」を自由自在に扱え
る技術者

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

8,184

３次元ものづくり革新事業
費補助金

創業を目指す者、
ベンチャー企業の
従業員等

北上職業訓練協会が実施する「３次元も
のづくり革新事業」に対する補助金交付
　700万円

北上職業訓練協会への補助金の支出
　810万円

北上職業訓練協会への補助金の支出
　950万円

北上職業訓練協会への補助金の支出
　1000万円

060100-263-01

060100-271

射出成形金型製作等技術
者育成事業（緊急雇用対
策）

工業振興課03-04-02

ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

地域では、震災後も自動車産業の国内における第３の拠点とされ、こ
のようなニーズに対応する技術者を育成することは、震災復興への
貢献になる。本事業では射出成形金型製作等技術者の育成を実施
するものである。求職者を雇用し、射出成形の基本知識の講習、射
出成形機・金型加工機械・各種測定機の基本操作実習、射出成形金
型の加工、さらに、金型設計の基本技術を習得する。その後OJTとし
て成形部品の精密測定および検査を行いながら経験を積む。

一般 法令に特に定めのないもの

28,466

射出成形金型製作等技術
者育成事業（緊急雇用対
策）

求職者 委託料　28,308,569円
新規雇用者　8名

060100-271-01

060100-272

大規模システムサポート人
材育成事業（緊急雇用対
策）

工業振興課03-04-02

ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

従業員３００人以上の工場等大規模な企業システム（複数セキュリ
ティ階層）から、中小企業の簡易ネットワークまで幅広く対応できるIT
要員の人材育成を図る。求職者を雇用し、企業システムの保守・運
用・サポートを行うための知識・技能・技術を、座学とOJTによる研修
を通じてスキルとして習得させる。

一般 法令に特に定めのないもの

11,568

大規模システムサポート人
材育成事業（緊急雇用対
策）

求職者 委託料　11,410,432円
新規雇用者　2名

060100-272-01

060100-273

自動車メーカー設計開発者
育成事業(緊急雇用対策)

工業振興課03-04-02
ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

自動車産業分野が求めている、設計・開発部門等の技術者として活
躍できる人材を輩出する。当地域において集積を促進している自動
車産業分野が求めている、設計・開発部門等の技術者として活躍で
きる人材を輩出するため、現在求職中の方を対象に、4月から3月の1
年間にわたる工場現場での実習体験等により必要とされる知識、技
能を習得させようとするもの。

一般 法令に特に定めのないもの

23,846
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

自動車メーカー設計開発
者育成事業(緊急雇用対
策)

求職者 委託費　23,688,403円
新規採用者　4名

委託費　17,362,794円
新規採用者　3名

委託費　19,971,417円
新規採用者　5名

060100-273-01

060100-274

自動車用プレス金型設計製
造技術者育成事業(緊急雇
用対策)

工業振興課03-04-02

ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

自動車用プレス金型を設計開発する技術者を輩出する。当地域にお
いて集積を促進している自動車産業分野が求めている、自動車用プ
レス金型を設計開発する企業及び技術者は当地域にはまだ少ない。
このため、当該金型の設計・開発に係る技術者として活躍できる人材
の輩出を目的として、現在求職中の方を対象に、7月から３月の9カ月
間にわたる工場現場での実習体験等により、必要とされる知識、技
能を習得させようとするもの。

一般 法令に特に定めのないもの

49,508

自動車用プレス金型設計
製造技術者育成事業(緊
急雇用対策)

求職者 委託料　49,350,000円
新規雇用者　8名

平成23年度該当なし 委託費　29,636,094円
新規採用者　５名

060100-274-01

060100-275

自動車用金型メンテナンス
技術者育成事業（緊急雇用
対策）

工業振興課03-04-02

ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

地域では、震災後も自動車産業の国内における第３の拠点とされ、こ
のようなニーズに対応する技術者を育成することは、震災復興への
貢献になる。本事業では自動車用インジェクション金型メンテナンス
基盤技術者の育成を実施するものである。求職者を雇用し、金型メン
テナンス技術として①溶接加工技術②機械加工操作③仕上げ技術
の研修を通じてスキルとして習得させる。

一般 法令に特に定めのないもの

13,738

自動車用金型メンテナン
ス技術者育成事業（緊急
雇用対策）

求職者 委託料　13,580,272円
新規雇用者　3名

060100-275-01

060100-276

ＮＣ旋盤技能者育成事業
（緊急雇用対策）

工業振興課03-04-02
ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

市内には、金属加工事業者が数多く集積している。この事業では、金
属加工等経験の無い求職者を雇用し、知識を習得させ、実際、工場
で働きながらその技能を磨き、最終的には、経験者として同業者の中
で正規雇用されるよう人材育成を行うものである。金属加工等経験の
無い求職者を雇用し、ＮＣプログラミングの知識を習得させ、実際、工
場で働きながらその技能を磨く。

一般 法令に特に定めのないもの

4,080

ＮＣ旋盤技能者育成事業
（緊急雇用対策）

求職者 委託料　3,922,155円
新規雇用者　1名

060100-276-01

060100-314

職業訓練法人北上情報処
理学園会費

工業振興課03-04-02

ものづくり人材の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

ＩＴ技術者の養成により、市内企業の業務の高度化と雇用の安定を図
る。情報処理学園の会員企業として会費１口５万円×１０口で加入

一般 法令に特に定めのないもの

579

職業訓練法人北上情報処
理学園会費

情報処理学園 学生数 183人（定員200人）
会員企業数　119口・74社
就職内定率  93.7％（３月末時点）

学生数 200人（定員200人）
会員企業数　117口　71社
就職内定率  94.8％（３月時点）

学生数 216人（定員200人）
会員企業数　120口　73社
就職内定率  90.4％（３月時点）

学生数 143人（定員200人)
会員企業数　131口　75社
就職内定率  84.1％（３月時点）

060100-314-01

060100-315

職業訓練法人北上情報処
理学園運営費補助金

工業振興課03-04-02
ものづくり人材の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

ＩＴ技術者の養成により、市内企業の業務の高度化と雇用の安定を図
る。情報処理学園に対し、事務職員人件費を補助

一般 法令に特に定めのないもの

11,947
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

職業訓練法人北上情報処
理学園運営費補助金

情報処理学園 学生数183名（１年　86名、２年　97名）
就職内定率93.7％（３月末時点）

・学生数　200名　
１年　103名（23年入学者）
２年　 97名（22年入学者）
・就職内定率94.8％（３月時点）

・学生数　216名　
１年　127名（22年入学者）
２年　 89名（21年入学者）
・就職内定率90.4％（３月時点）

・学生数　143名　
　１年　 96名（21年入学者）
　２年　 47名（20年入学者）
　　　　　44名（21年３月卒）
・就職内定率84.1％（３月時点）

060100-315-01

060100-335

職業訓練法人北上情報処
理学園施設整備費補助金

工業振興課03-04-02

ものづくり人材の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

IT技術者の養成により、企業への人材供給と雇用の安定を図る。H22
年度に国が情報処理技能者養成施設を廃止したことに伴い、激変緩
和措置として、建物修繕料及びコンピュータ機器リース料を補助す
る。機器リースを契約している北上情報処理学園に対し、補助金を交
付するもの。（H25年度まで：国10/10　H26年度から：国1/3、県1/3の
予定）建物修繕は市で直接行い、コンピュータ機器リース料は北上情
報処理学園に補助金を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

26,762

職業訓練法人北上情報処
理学園施設整備費補助金

北上情報処理学園 機器リース料24,709,692円060100-335-01

060100-507

北上コンピュータ・アカデ
ミー施設整備事業

工業振興課03-04-02

ものづくり人材の育成

07

施設等整備事業

IT技術者の養成により、市内企業の業務の高度化と雇用の安定を図
る。H22年度に国が情報処理技能者養成施設を廃止したことに伴い、
激変緩和措置として、建物修繕料及びコンピュータ機器リース料を補
助する。（H25年度まで：国10/10　H26年度から：国1/3、県1/3）
建物
修繕は市で直接行い、コンピュータ機器リース料は北上情報処理学
園に補助金を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

120,618

北上コンピュータ・アカデ
ミー施設整備事業

北上情報処理学園 ○吸収例温水機修理他工事
（吸収例温水機他修理・会議室、校長室
冷暖房設備改修・水抜き装置改修・パッ
ケージエアコン電源配線・既存撤去）
○外壁修繕工事
（外壁タイル補修、シール打替え）

060100-507-01

060100-310

中小企業退職金共済事業
補助金

工業振興課03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

中小企業の従業員の退職金共済の加入をすすめ、勤労者の労働環
境の充実を図る。中小企業退職金共済事業補助金交付要綱に基づ
き、企業に対し中小企業退職金共済の掛け金に対する補助金の交
付。新規は月掛け金の10％（限度額500円）を１年間、増額は増額分
の10％（限度額500円）を１年間助成する。※H22年度要綱廃止（一部
対象者が残っていたため、H24年度で事業終了）

一般 法令に特に定めのないもの

85

中小企業退職金共済事業
補助金

事業主 ・補助対象事業者数：２社・３人
　新規１社　　5,000円・２人
　増額１社　　 1,000円・１人
　補助金総額　 6,000円

・補助対象事業者数：46社　197人
　新規11社　　 186,000円　 50人
　増額35社　　 243,300円　147人
　補助金総額　 429,300円

補助対象事業者数：59社　344人
新規17社　　 360,000円　110人
増額42社　　 423,500円　234人
補助金総額　 783,500円

補助対象事業者数：71社　579人
新規20社　　 853,200円　337人
増額36社　　 359,700円　217人
補助金総額　1,212,900円

060100-310-01

060100-311

勤労者住宅資金預託金

工業振興課03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

05

ソフト事業（任意）

勤労者の生活安定と福祉の向上を図る。勤労者住宅資金貸付要綱
に基づき東北労働金庫に預託。決済用普通預金　預託金：70千円　
残高償還分のみ　（※参考　新規の場合　限度額1人500万円、貸付
期間　20年以内、貸付利率2.77％以内）

一般 法令に特に定めのないもの

149

勤労者住宅資金預託金

勤労者 貸付残高（３月末現在）
１件　69,599円

貸付残高（３月末現在）
１件　276,323円

貸付残高（３月末現在）
１件　472,805円

貸付残高（３月末現在）
２件　659,560円

060100-311-01

060100-312

勤労者生活安定資金預託
金

工業振興課03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

05

ソフト事業（任意）

勤労者の生活安定と福祉の向上を図る。勤労者生活安定資金貸付
要綱に基づき東北労働金庫に預託。預託金：19,000千円、限度額1人
100万円、貸付期間5年以内、貸付利率3.33％以内

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

19,079
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

勤労者生活安定資金預託
金

勤労者 貸付実績（３月末現在）
①新規      １件　　150,000円
②貸付残高  10件　2,213,362円

貸付実績（３月末現在）
①新規      ４件　1,700,000円
②貸付残高  21件　4,779,705円

貸付実績（３月末現在）
①新規      ２件　1,260,000円
②貸付残高  28件　6,824,503円

貸付実績（３月末現在）
①新規      ８件　 4,130,000円
②貸付残高  37件　10,928,725円

060100-312-01

060100-313

勤労者教育資金預託金

工業振興課03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

05

ソフト事業（任意）

勤労者の生活安定と福祉の向上を図る。勤労者教育資金貸付要綱
に基づき東北労働金庫に預託。残高償還分のみ。預託金：200千円、
限度額1人200万円、貸付期間　10年以内、貸付利率2.57％以内

一般 法令に特に定めのないもの

279

勤労者教育資金預託金

勤労者 貸付残高（３月末現在）
１件　573,956円

貸付実績（３月末現在）
貸付残高  １件　785,565円

貸付実績（３月末現在）
貸付残高  １件　992,203円

貸付実績（３月末現在）
貸付残高  ２件　1,340,079円

060100-313-01

060100-316

北上地区勤労者福祉サービ
スセンター管理運営費補助
金

工業振興課03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

中小企業労働者の福利厚生を図ることにより労働環境の改善を図
る。北上市と西和賀町の中小企業の勤労者を対象とし福利厚生事業
を行うサービスセンターの管理運営費を西和賀町とともに補助。

一般 法令に特に定めのないもの

9,877

北上地区勤労者福祉サー
ビスセンター管理運営費
補助金

北上地区勤労者福
祉サービスセン
ター

○会員数2,229名（前年度2,256名）
○会員事業所296社（前年度306社）※
25年３月末現在

○会員数2,273名（前年度2,299名）
○会員事業所333社（前年度336社）　　
※24年３月末現在

会員数　　　2,299名
会員事業所　　337社　
※23年３月末現在

会員数　　　2,233名
会員事業所　　319社　
※22年３月末現在

060100-316-01

060100-318

サンレック北上管理運営事
業

工業振興課03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

02

施設管理・維持補
修事業

サンレック北上を利用する勤労者の福祉の増進。勤労者福祉施設で
あるサンレックの管理と運営を指定管理制度をＨ16年度から導入し、
業務委託をしている。21年度から特定非営利活動法人フォルダが指
定管理者となっている。

一般 法令に特に定めのないもの

9,465

サンレック北上管理運営
事業

勤労者 利用件数2,447件
利用者数76,477人（３月末）

利用件数2,475件
利用者数70,234人（３月末）

利用件数2,505件
利用者数54,925人（３月末）

利用件数2622件
利用者数53,614人（３月末）

060100-318-01

060100-319

共同福祉施設管理運営事
業

工業振興課03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

02

施設管理・維持補
修事業

江釣子共同施設を利用する勤労者の福祉の増進を図る。勤労者福
祉施設である「江釣子共同福祉施設」を地域密着型指定管理者とし
て地元の鳩岡崎自治会に委託する。（隣接する北上市民やまつみ広
場も含む。（スポーツ振興課担当））

一般 法令に特に定めのないもの

6,548

共同福祉施設管理運営事
業

勤労者 利用件数　585件
利用者数　11,145人（３月末）

利用件数　564件
利用者数　11,068人

利用件数　608件
利用者数　11,560人

利用件数　637件
利用者数　13,407人

060100-319-01

060100-320

ハートパルきたかみ管理運
営事業

工業振興課03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

02

施設管理・維持補
修事業

ハートパルを利用する勤労者の福祉の増進を図る。勤労者福祉施設
である「ハートパルきたかみ」の管理と運営を北上機械鉄工業協同組
合への委託。16年度から指定管理者導入し、Ｈ21～25年度も継続し
て管理運営を委託している。

一般 法令に特に定めのないもの

4,830

ハートパルきたかみ管理
運営事業

市民 利用件数　944件
利用者数　14,225人（３月末）

利用件数　0件
利用者数　0人
（震災に伴う修繕により、開館できなかっ
たため）

利用件数　940件
利用者数　15,968人

利用件数　1,095件
利用者数　17,510人

060100-320-01

050100-005

北上地方生活研究グループ
連絡協議会補助金

農政課03-04-04
農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

農家所得の向上､農村生活の改善に向けた積極的な活動を行う。農
家所得の向上と農家らしいゆとりある暮らしの実現に向けた農産物
加工、生活改善等の活動費補助金

一般 法令に特に定めのないもの

641
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

北上地方生活研究グルー
プ連絡協議会補助金

生活研究グループ
員

○農産物の販売を通した消費者との交
流
○産地直売所「しらゆり館１・２号館」開
館　６月～11月
○母ちゃん市の開催
　　毎週日曜日とスペシャル２回
○農産物加工にかかる研究活動　年２
回

農産物の販売を通した消費者との交流
○産地直売所「しらゆり館１・２号館」開
館　６月～11月
○母ちゃん市の開催
　　毎週日曜日とスペシャル２回
○農産物加工にかかる研究活動　　年２
回

農産物の販売を通した消費者との交流
○産地直売所「しらゆり館１・２号館」開
館　６月～12月
○母ちゃん市の開催
　毎週日曜日とスペシャル２回
○農産物加工にかかる研究活動　　年２
回

農産物の販売を通した消費者との交流
○産地直売所「しらゆり館１・２号館」開
館　６月～12月
○母ちゃん市の開催
　毎週日曜日とスペシャル２回
○農産物加工にかかる研究活動　　年２
回

050100-005-01

050100-013

水産振興事業事務

農政課03-04-04
農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

県内の河水水系の保全と種苗放流による増殖事業を支援し、豊かな
漁場を創出する。刺し網採捕・小型定置網採捕の許可申請及び操業
状況報告書の進達、内水面漁業監視員の活動報告

一般 法定受託事務

岩手県内水面漁業調
整規則、岩手県の事務
を市町村が処理するこ
ととする事務処理の特
例に関する条例

555

水産振興事業事務

県、淡水漁連、採
捕者

刺し網採捕許可申請10件、小型定置網
採捕許可申請１件

刺し網採捕許可申請11件、小型定置網
採捕許可申請２件

刺し網採捕許可申請11件、小型定置網
採捕許可申請２件

刺し網採捕許可申請11件、小型定置網
採捕許可申請９件

050100-013-01

050100-014

淡水漁業振興事業費補助
金

農政課03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

北上川水系の適正な漁場利用を進めるため、稚魚の放流による増
殖事業を支援し、水系の保全と豊かな漁場を創出する。和賀川淡水
漁業協同組合が行う、稚魚放流事業に対し補助金を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

1,051

淡水漁業振興事業費補助
金

和賀川淡水漁業協
同組合

放流実績　あ　ゆ　１,２００㎏　　　　　　　
やまめ他　 ２８０㎏

放流実績　あ　ゆ　１,２００㎏、やまめ他
　 ４００ｋｇ

放流実績　あ　ゆ　１,２００㎏、やまめ他
　 ４１０㎏

放流実績　あ　ゆ　１,５００㎏
やまめ他　 ６１０㎏

050100-014-01

050100-015

海外移住及び海外農業研
修に関する事務

農政課03-04-04
農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

先進技術、経営方法の取得。海外先進地の研修希望者への支援事
務

一般 法令に特に定めのないもの

海外移住及び海外農業研
修に関する事務

農業後継者 相談件数０件 相談件数０件 相談件数０件050100-015-01

050100-017

和賀川遊魚振興事業費補
助金

農政課03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

高齢化による組合員の減少により、水産資源の増殖及び漁場管理の
費用である組合員賦課金収入が減少傾向にある。和賀川の水産資
源の適正な利用及び保全のために、遊漁人口の拡大及び組合への
加入促進を図る事業に対し支援を行い、将来に渡って豊かな自然及
び豊かな漁場を維持し淡水漁業の振興を図る。和賀川淡水漁業協
同組合が実施する遊漁人口の拡大及び組合への加入促進を図る事
業に対し、補助金を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

701

和賀川遊魚振興事業費補
助金

和賀川淡水漁業協
同組合、遊漁者

各種釣り大会の開催　２回
市民参加型イベントの開催　１回

各種釣り大会の開催　２回
市民参加型イベントの開催　１回

各種釣り大会の開催　２回
市民参加型イベントの開催　１回

各種釣り大会の開催　１回
市民参加型イベントの開催　１回

050100-017-01

050100-024

農業後継者育成対策事務

農政課03-04-04
農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

意欲ある農業後継者の育成。農業後継者の各種活動支援事務一般 法令に特に定めのないもの

北上地方新規就農者
確保・育成対策プラン
（北上地方農林業振興
協議会）

944
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

農業後継者育成対策事務

農業後継者 ・青年農業者との意見交換会１回
・青年就農給付金等の新規就農者相談
24件
・「新農業人フェアinきたかみ」の事務従
事１回
・青年農業者等対象の研修会等に参加
３回

研修、交流、相談等の場提供 研修、交流、相談等の場提供 研修、交流、相談等の場提供050100-024-01

050100-033

北上市認定農業者連絡協
議会補助金

農政課03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

認定農業者、担い手の育成・確保。団体の育成、活動に対する補助一般 法令に特に定めのないもの

3,703

北上市認定農業者連絡協
議会補助金

認定農業者 市長と語る会の実施、全国農業担い手
サミットへの参加、経営者レベルアップ
研修の実施、パソコン簿記講習会の実
施、北上地区懇談会の実施、支援
ニュースの発行（４回）、被災地支援活

市長と語る会の実施、全国農業担い手
サミットへの参加、経営者レベルアップ
研修の実施、パソコン簿記講習会の実
施、支援ニュースの発行（４回）、被災地
支援活動

認定者513名（441経営体） 認定者536名（454経営体）050100-033-01

520100-052

農業委員活動交付金

農業委員会事
務局

03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

認定農業者、担い手等の農業者に農業経営手法などの情報提供し、
農業経営が安定的にできる育成ができた。地方自治の本旨に則り、
北上市農政についての調査、研究等を行い、市農政の運営に寄与
し、その発展を図る。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

農業委員会等に関す
る法律 2,888

農業委員活動交付金

委員会 農業委員活動交付金1,000,000円
①総会　5回
②農地部会　12回
③農政部会　12回
<農政調査会事務>
①先進地視察研修等の研修活動　９回
②自主活動事務　 11回
③関連会議事務　　10回
④農業委員会だより編集委員会　4回
⑤農作業労賃標準額設定検討委員会
　1回他

農業委員活動交付金　1,261,000円
①総会　5回
②農地部会　12回
③農政部会　12回
<農政調査会事務>
①先進地視察研修等の研修活動 12回
②自主活動事務　9回
③関連会議事務　12回
④農業委員会だより編集委員会4回
⑤農作業労賃標準額設定検討委員会1
回他

農業委員活動交付金　1,313,000円
①総会　5回
②農地部会　13回
③農政部会　13回
<農政調査会事務>
①東北管内先進地視察研修等の研修
活動 14回
②自主活動事務　9回
③関連会議事務　11回
④農業委員会委員定数検討委員会　4
回
⑤農業者年金加入推進委員会　1回
⑥農業委員会だより編集委員会　4回
⑦農作業労賃標準額設定検討委員会
　1回他

農業委員活動交付金　1,313,000円
①総会　6回
②農地部会　12回
③農政部会　12回
<農政調査会事務>
①国内先進地視察研修等　5回
②自主活動事務　9回
③関連会議事務　12回
④農業者年金加入推進委員会　1回
⑤農業委員会だより編集委員会　4回
⑥農作業労賃標準額設定検討委員会1
回他

520100-052-01

520100-076

きたかみ農業フォーラム開
催事業

農業委員会事
務局

03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

近年、経済の国際社会化や少子高齢化が急速に進展する中で、農
業の担い手の減少や農業従事者の高齢化、食料自給率の低下な
ど、農業を取り巻く環境変化により多くの課題を抱えている。このこと
から、農地の有効利用や担い手の確保・育成により、将来に希望の
持てる快適な農村生活・農業経営の確立を築くことを目的に開催する
ものである。平成24年度開催趣旨：農産物の６次産業化は所得の向
上や雇用の創出など農業・農村に元気を取り戻す可能性があること
から、６次産業の推進を考える。

一般 法令に特に定めのないもの

3,263

きたかみ農業フォーラム開
催事業

農業者 ①期日　Ｈ24.11.25(日）
②場所　日本現代詩歌文学館「講堂」
③参加者　219人
④事業費　195,157円（市一般会計のみ
記載）

①期日　Ｈ23.11.26(土）
②場所　日本現代詩歌文学館「講堂」
③参加者　205人
④事業費　334,280円（市一般会計のみ
記載）

①期日　Ｈ22.11.27(土）
②場所　日本現代詩歌文学館「講堂」
③参加者　222人
④事業費　306,170円（市一般会計のみ
記載）

①期日　Ｈ21.12.5(土）
②場所　北上市文化交流センター「さく
らホール（中ホール）」
③参加者　347人
④事業費　321,029円（市一般会計のみ
記載）

520100-076-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

050200-122

林業関係団体に関する事務

農地林務課03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

森林組合等林業関係団体との連携を図る。森林組合等林業関係団
体に関する事務を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市森林整備計画

1,271

林業関係団体に関する事
務

森林所有者等 森林組合総会　1回
森林組合総代会　1回
上門岡生産森林組合総会　1回
きたかみ巨木の会主催のイベントの後
援　1回
姥杉保全協議会の事務局として活動

森林組合総会　1回
森林組合総代会　1回
上門岡生産森林組合総会　1回
口内第16団地総会　1回
きたかみ巨木の会主催のイベントの後
援　1回
姥杉保全協議会の事務局として活動

森林組合総会　1回
森林組合総代会　1回
上門岡生産森林組合総会　1回
口内第16団地総会　1回
きたかみ巨木の会主催のイベントの後
援　2回
姥杉保全協議会の事務局として活動

森林組合総会　1回
森林組合総代会　1回
上門岡生産森林組合研修会　1回
きたかみ巨木の会等姥杉保全協議会の
事務局として活動

050200-122-01

050200-131

森林整備地域活動支援事
業

農地林務課03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

森林経営計画の作成や集約化に必要な経費の支援事務を行う。森
林所有者が作成する森林経営計画作成に必要な、森林情報の収集・
整理、説明会や戸別訪問を通じた計画参画への合意取り付け等の
活動を支援する。

一般 法令の努力義務（自治事務）

森林整備地域活動支
援交付金制度

北上市森林整備計画

238

森林整備地域活動支援事
業

森林所有者等 交付対象面積　0ha
施業計画変更協定　 0件
交付金対象団体　 0団体
24年度は実績なし

交付対象面積　91.19ha
対象行為確認事務等　一式
施業計画変更協定　　 2件
交付金対象団体 2団体

交付対象面積　473.85ha
対象行為確認事務等　一式
施業計画変更協定　　 6件
交付金対象団体　6団体

交付対象面積　497.93ha
対象行為確認事務等　一式
施業計画変更協定 6件
交付金対象団体　6団体

050200-131-01

050100-175

北上市農業再生協議会負
担金

農政課03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

担い手を中心とした農業経営者の経営安定を推進。認定農業者育成
活動、集落営農育成活動等、新規就農育成確保活動、農地の確保と
有効利用、担い手アドバイザーの設置

一般 法令の実施義務（自治事務）

農業経営基盤強化法

6,392

北上市農業再生協議会負
担金

農業経営者 ・農地利用集積円滑化事業
　契約件数　82件
・契約面積　64.8ha
・認定農業者審査委員会
開催 ３回

050100-175-01

050100-177

新規就農総合支援事業

農政課03-04-04
農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

青年就農給付金制度の適正な事業推進。青年就農者の定着支援の
ため、就農直後の所得を確保する給付金を交付する。また、新規就
農者への取り組みに対しても支援する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

新規就農総合支援事
業実施要綱

きたかみ地域農業マス
タープラン 1,218

新規就農総合支援事業

新規就農者等 就農に関する相談24件
Ｈ24青年就農給付金対象者５名

050100-177-01

050100-183

青年就農給付金

農政課03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

適正に給付金を交付する。給付要件を満たす青年就農者に対して年
間150万円を最長５年間給付する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

新規就農総合支援事
業実施要綱

きたかみ地域農業マス
タープラン 8,911

青年就農給付金

（原則45歳未満の）
独立・自営青年就
農者

Ｈ24年度給付対象者
上期・下期給付された者３名、下期のみ
給付された者２名

050100-183-01

050100-804

新規就農者育成支援事業

農政課03-04-04
農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

新規就農者への技術指導を行う者に対して指導料を支払うことで、
新規就農者の育成、確保を図る。新規就農者が農業指導士や認定
農業者などから技術指導を受けた場合、その指導料を補助（１回当た
り４千円）

一般 法令に特に定めのないもの

411

新規就農者育成支援事業

新規就農者 申請者（新規就農者）３名
指導者　４名、指導回数24回

申請者（新規就農者）４名
指導者のべ９名、指導回数25回

050100-804-01
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