
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

080100-001

防火水槽整備事業

消防防災課04-03-03

消防力の充実

07

施設等整備事業

災害に強いまちづくりをすることにより、市民の安全で安心な暮らしを
つくる。40㌧級防火水槽の設置

一般 法令の努力義務（自治事務）

災害対策基本法

防火水槽整備事業

市民 Ｈ24実績なし Ｈ23実績なし Ｈ22実績なし080100-001-01

080100-003

消火栓新設工事負担金

消防防災課04-03-03
消防力の充実

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

災害に強いまちづくりをすることにより、市民の安全で安心な暮らしを
つくる。消火栓の新設

一般 法令の努力義務（自治事務）

災害対策基本法

6,195

消火栓新設工事負担金

市民 消火栓新設７基 消火栓新設６基 消火栓新設８基 消火栓新設８基080100-003-01

080100-004

消火栓維持管理等負担金

消防防災課04-03-03

消防力の充実

04

負担金・補助金（義
務負担金）

災害に強いまちづくりをすることにより、市民の安全で安心な暮らしを
つくる。消火栓の修繕、移設等維持管理経費

一般 法令の努力義務（自治事務）

災害対策基本法

15,665

消火栓維持管理等負担金

市民 点検1,689基、修繕20基、移転0基
塗装0基、取替29基

点検1,682基、修繕32基、移転0基
塗装0基、取替11基

点検1,675基、修繕8基、移転0基
塗装0基、取替19基

点検1,657基、修繕24基、移転2基
塗装0基、取替21基

080100-004-01

080100-007

消防屯所建設事業

消防防災課04-03-03
消防力の充実

07

施設等整備事業

火災等災害に備えることにより、市民の安全安心を確保する。消防屯
所１棟の建築。消防屯所用地の取得

一般 法令の努力義務（自治事務）

災害対策基本法

消防屯所建設事業

消防団 24年度は建設なし 消防屯所１棟建設（北消団4-1） 平成22年度は実施なし 消防屯所１棟の建築
消防屯所用地500㎡の取得

080100-007-01

080100-008

消防車両整備事業

消防防災課04-03-03

消防力の充実

07

施設等整備事業

災害に対応できるように、車両をはじめとした消防資機材の整備を図
る。消防車両・資機材の更新

一般 法令の努力義務（自治事務）

災害対策基本法

8,118

消防車両整備事業

消防団 小型動力ポンプ付積載車１台購入（北
消団3-2）

小型動力ポンプ付積載車２台購入（北
消団5-5、6-3）

ＤＣ型４輪駆動タイプ車両１台を購入 ＤＣ型４輪駆動タイプ車両１台を購入080100-008-01

080100-009

北上地区消防組合負担金

消防防災課04-03-03
消防力の充実

04

負担金・補助金（義
務負担金）

常備消防の整備・充実。北上地区消防組合運営費用負担一般 法令の努力義務（自治事務）

北上地区消防組合規
約 1,009,567

北上地区消防組合負担金

北上地区消防組合 １本部２消防署１分署２出張所、職員数
133人

１本部２消防署１分署２出張所、職員数
133人

１本部２消防署１分署２出張所、職員数
133人

１本部２消防署１分署２出張所、職員数
131人

080100-009-01
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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

080100-010

岩手県消防協会負担金

消防防災課04-03-03

消防力の充実

04

負担金・補助金（義
務負担金）

消防団員研修①初級幹部研修②基礎教育研修③中級幹部研修④
警防機関科研修。岩手県消防協会運営費用負担

一般 法令の努力義務（自治事務）

936

岩手県消防協会負担金

岩手県消防協会 33消防団、12地区消防組合、会員数
25,054人

33消防団、12地区消防組合、会員数
25,054人

34消防団、12地区消防組合、会員数
25,381人

39消防団、12地区消防組合、会員数
25,381人

080100-010-01

080100-011

岩手県消防協会北上地区
支部負担金

消防防災課04-03-03
消防力の充実

04

負担金・補助金（義
務負担金）

非常備消防の整備・充実。岩手県消防協会北上地区支部運営費用
負担

一般 法令の努力義務（自治事務）

災害対策基本法

1,283

岩手県消防協会北上地区
支部負担金

岩手県消防協会北
上地区支部

2消防団、１地区消防組合、会員数
1,347人

2消防団、１地区消防組合、会員数
1,347人

2消防団、１地区消防組合、会員数
1,532人

2消防団、１地区消防組合、会員数
1,600人

080100-011-01

080100-012

消防団員福祉共済保険負
担金

消防防災課04-03-03

消防力の充実

04

負担金・補助金（義
務負担金）

非常備消防の整備・充実。消防団員福祉共済保険掛金一般 法令の努力義務（自治事務）

消防組織法

2,150

消防団員福祉共済保険負
担金

消防団 消防団員999人 消防団員982人 消防団員1,017人 消防団員定数1,134人080100-012-01

080100-014

岩手県市町村総合事務組
合消防補償負担金

消防防災課04-03-03

消防力の充実

04

負担金・補助金（義
務負担金）

非常備消防の整備・充実。消防団員公務災害補償掛金一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

消防団員等公務災害
補償等責任共済等に
関する法律施行令

24,955

岩手県市町村総合事務組
合消防補償負担金

消防団 消防団員定数1,136人 消防団員定数1,136人 消防団員定数1,136人 消防団員定数1,134人080100-014-01

080100-021

消防自動車(分団分)管理業
務

消防防災課04-03-03

消防力の充実

02

施設管理・維持補
修事業

消防機動力の充実を図り、災害に強いまちづくりをする。消防団消防
車両管理

一般 法令の努力義務（自治事務）

道路運送車両法

11,870

消防自動車(分団分)管理
業務

消防団 消防団消防車両64台 消防団消防車両64台 消防団消防車両64台 消防団消防車両64台080100-021-01

080100-022

消防団車両（本部分）管理
業務

消防防災課04-03-03

消防力の充実

02

施設管理・維持補
修事業

消防機動力の充実を図り、災害に強いまちづくりをする。消防団本部
車両管理

一般 法令の努力義務（自治事務）

道路運送車両法

2,307

消防団車両（本部分）管理
業務

消防団 消防団本部車両２台 消防団本部車両２台 消防団本部車両２台 消防団本部車両２台080100-022-01
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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

080100-023

消防屯所管理業務

消防防災課04-03-03

消防力の充実

02

施設管理・維持補
修事業

消防防災施設の整備を行うことにより、災害に強いまちづくりをする。
消防団消防屯所管理

一般 法令の努力義務（自治事務）

災害対策基本法

22,373

消防屯所管理業務

消防団 消防屯所64棟 消防屯所64棟 消防屯所64棟 消防屯所64棟080100-023-01

080100-024

消防水利施設管理業務

消防防災課04-03-03
消防力の充実

02

施設管理・維持補
修事業

消防水利施設の整備をすることにより、災害に強いまちづくりをする。
消防水利施設管理

一般 法令の努力義務（自治事務）

災害対策基本法

2,368

消防水利施設管理業務

消防機関 防火水槽306基 防火水槽306基 防火水槽313基 防火水槽313基080100-024-01

080100-025

消防団運営業務

消防防災課04-03-03

消防力の充実

03

内部管理事務

非常備消防の整備・充実。消防団運営、報酬等支払い一般 法令の努力義務（自治事務）

消防組織法

67,891

消防団運営業務

消防団 現有団員数988人
火災出動、水防活動

現有団員数982人
火災出動、水防活動

現有団員数1,021人
火災出動、水防活動

現有団員数1,027人
火災出動、水防活動

080100-025-01

080100-026

消防活動業務

消防防災課04-03-03

消防力の充実

01

ソフト事業（義務）

市民の生命・身体・財産を災害から守るため、火災又は地震等の災
害を防御し、被害を軽減する。予防活動、消防訓練

一般 法令の努力義務（自治事務）

消防組織法

7,027

消防活動業務

消防団 北上市消防演習　 延べ1,219人
北上市消防出初式　 651人

北上市消防演習　 延べ1,144人
北上市消防出初式　705人

北上市消防演習　900人
北上市消防出初式　　850人

北上市消防演習　800人
北上市消防出初式　　800人

080100-026-01

080100-056

防災備蓄倉庫建設事業

消防防災課04-03-03

消防力の充実

07

施設等整備事業

現在、和賀川南地区に大堤備蓄倉庫、北上川東地区に稲瀬水防倉
庫があるが、市内中心部から市北部地区、更には西部地区に物資を
供給するための備蓄倉庫が無い状態である。大堤備蓄倉庫及び稲
瀬備蓄倉庫へ通じる橋が倒壊した場合、市内中心部等の避難場所
へ備蓄品の供給ができなくなる。市内中心部への防災倉庫が整備さ
れると、橋の倒壊に対応した避難所への物資の供給が可能となる。
北上地区消防組合庁舎東側に防災備蓄倉庫を建設する。

一般 法令に特に定めのないもの

防災備蓄倉庫建設事業

市民 平成25年度に繰り越し080100-056-01

400100-009

岩手県安全運転管理者部
会連合会負担金

教委・総務課04-03-04
交通安全対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

交通安全確保の推進、安全意識の啓発。事業所設置義務関係団体
負担金

一般 法令に特に定めのないもの

87

岩手県安全運転管理者部
会連合会負担金

岩手県交通安全管
理者部会連合会

交通安全意識の周知徹底 交通安全意識の周知徹底 交通安全意識の周知徹底 交通安全意識の周知徹底400100-009-01
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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

400100-010

北上地方交通安全協会事
業主部会負担金

教委・総務課04-03-04

交通安全対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

事業所の交通安全。事業所設置義務関係団体負担金一般 法令に特に定めのないもの

84

北上地方交通安全協会事
業主部会負担金

北上地方交通安全
協会事業主部会

交通安全意識の啓蒙 交通安全意識の啓蒙 交通安全意識の啓蒙 交通安全意識の啓蒙400100-010-01

020100-240

岩手県安全運転管理者部
会連合会会費

財政課04-03-04
交通安全対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

安全運転管理者の知識の習得及び職場の交通安全意識の高揚。安
全運転管理者団体会費

一般 法令に特に定めのないもの

106

岩手県安全運転管理者部
会連合会会費

職員 交通安全講習会開催　2回　134名 交通安全講習会開催　2回　134名 交通安全講習会開催　2回　87名 交通安全講習会開催　2回　140名020100-240-01

020100-241

北上地方交通安全協会事
業主部会会費

財政課04-03-04

交通安全対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

安全運転意識普及。安全協会加盟事業主部会費一般 法令に特に定めのないもの

84

北上地方交通安全協会事
業主部会会費

職員 季節安全運動の周知　４回
安全運転情報発行　９回
安全運転コンクール参加　１回
年末年始交通安全運動参加　１回

季節安全運動の周知　４回
安全運転情報発行　９回
安全運転コンクール参加　１回
年末年始交通安全運動参加　１回

季節安全運動の周知　４回
安全運転情報発行　７回
安全運転コンクール参加　１回
年末年始交通安全運動参加　１回

季節安全運動の周知、及び安全運転啓
発

020100-241-01

030200-300

交通指導員設置事業

生活環境課04-03-04

交通安全対策の推進

05

ソフト事業（任意）

交通指導員による街頭指導、広報・啓発活動等の実施による地域交
通安全活動の普及・促進及び子供や高齢者に対する交通ルールの
啓発と交通安全教育の充実・強化を図る。交通安全思想の普及を図
るとともに、正しい交通ルールの励行を指導し、交通事故を防止する
ため指導員、専任指導員を設置　　　　　　　　　　　　　（指導員定数
７０人、任期３年）　　　　　　　　（専任指導員　２人、任期２年）

一般 法令に特に定めのないもの

北上市交通安全計画

17,640

交通指導員設置事業

交通指導員 交通安全教室・広報、街頭指導
・交通安全教室165回　延べ14,658人　
うち高齢者教室14回　延べ633人
・研修会1回、幹部会議14回

交通安全教室・広報、街頭指導
・交通安全教室162回　延べ14,000人　
うち高齢者教室27回　延べ560人
・研修会1回、幹部会議10回

交通安全教室・広報、街頭指導
・交通安全教室176回　延べ15,994人　
うち高齢者教室22回　延べ888人
・交通指導317回　延べ5,911人
・研修会２回、幹部会議10回

交通安全教室・広報、街頭指導
・交通安全教室166回　延べ14,322人　
うち高齢者教室29回　延べ1,112人
・交通指導341回　延べ5,387人
・研修会２回、幹部会議５回

030200-300-01

030200-301

交通安全関係負担金

生活環境課04-03-04

交通安全対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

交通安全教育者である交通指導員の資質の向上を目的とする事業
等を充実させ,交通事故防止を図る。県内市町村の交通指導隊をもっ
て構成し、交通指導員活動の一層の充実を期し、交通事故のない社
会実現のために実施する協議会事業、研修、運営に対する負担金

一般 法令に特に定めのないもの

1,854

岩手県交通指導隊連絡協
議会負担金

交通指導員連絡協
議会

交通指導員研修等の開催、表彰
・新任指導員研修（年1回）
・女性指導員研修（年1回）
・理事会年２回、総会１回

交通指導員研修等の開催、表彰
・新任指導員研修（年1回）
・女性指導員研修（年1回）
・理事会年２回、総会１回

交通指導員研修等の開催、表彰
・新任指導員研修（年1回）
・女性指導員研修（年1回）
・理事会年２回、総会１回

交通指導員研修等の開催、表彰
・新任指導員研修（年1回）
・女性指導員研修（年1回）
・理事会年２回、総会１回

030200-301-01
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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

北上地区交通安全対策連
絡協議会補助金

市民 交通安全思想の普及・啓発活動、連携
強化
・交通安全だるまリレー（9/28開　催）北
上～西和賀町
・北上地区自治体合同交通安全　対策
連絡会議（年間6回）
・交通安全のつどい2012　　　　　（12/4
開催、300名参加）

交通安全思想の普及・啓発活動、連携
強化
・交通安全だるまリレー（6/28開催）北上
～西和賀町
・北上地区自治体合同交通安全対策連
絡会議（年間4回）北上市

交通安全思想の普及・啓発活動、連携
強化
・高齢者グラウンドゴルフ大会（10/6開
催）北上市　176人参加
・交通安全だるまリレー（9/22開催）北上
～西和賀町
・北上地区自治体合同交通安全対策連
絡会議（年間6回）北上市
・北上地区自治体合同指導員研修会
（6/28開催）会場～ふるさと体験館

交通安全思想の普及・啓発活動、連携
強化
・高齢者グラウンドゴルフ大会（9/30開
催）北上市　168人参加
・交通安全だるまリレー（9/29開催）北上
～西和賀町
・北上地区自治体合同交通安全対策連
絡会議（年間6回）北上市
・北上地区自治体合同指導員研修会
（6/29開催）会場～西和賀町

030200-301-02

030200-302

交通安全推進事業

生活環境課04-03-04
交通安全対策の推進

05

ソフト事業（任意）

交通事故のない明るい社会実現のため、交通安全知識の普及や運
動、啓発活動を実施。北上市交通安全計画に基づき、国,県等の各季
節交通安全運動を警察署や交通関係機関・団体等と一体となって事
業を実施、各地域の市民総参加による交通安全運動の展開、交通
弱者保護のための交通安全知識の普及と交通安全意識の高揚を図
る

一般 法令の実施義務（自治事務）

交通安全対策基本法 北上市交通安全計画

5,273

交通安全推進事業

市民 各季節交通安全運動の実施、啓発
・各行政区等での各季節交通安全運動
　の実施（年間５期　50日）
・交通安全教室の開催、広報、街頭指
導（登下校時の街頭指導）
・啓発看板、のぼり旗の掲出
 （季節運動
期間、年６回）
・交通安全施設等改善要望、点検　要
望件数　152件　施設点検　7/5　実施
　4箇所

各季節交通安全運動の実施、啓発
・各行政区等での各季節交通安全運動
　の実施（年間５期　50日）
・交通安全教室の開催、広報、街頭指
導（登下校時の街頭指導）
・啓発看板、のぼり旗の掲出 （季節運動
期間、年６回）

各季節交通安全運動の実施、啓発
・各行政区等での各季節交通安全運動
　の実施（年間５期　50日）
・交通安全教室の開催、広報、街頭指
導（登下校時の街頭指導）
・啓発看板、のぼり旗の掲出 （季節運動
期間、年６回）

各季節交通安全運動の実施、啓発
・各行政区等での各季節交通安全運動
　の実施（年間５期　50日）
・交通安全教室の開催、広報、街頭指
導（登下校時の街頭指導）
・啓発看板、のぼり旗の掲出 （季節運動
期間、年６回）
・高齢者参加体験型交通安全教室  （29
回）延べ1,112人

030200-302-01

交通安全運動啓発推進事
業

市民 交通安全啓発ビデオ等により交通安全
意識を高める
・各交通安全教室でのリーフレット配　
布、ビデオ、フイルムによる啓発
・交通安全家庭新聞やチラシ等の全戸
配布（各交通安全季節運動毎年６回）

交通安全啓発ビデオ等により交通安全
意識を高める
・各交通安全教室でのリーフレット配　
布、ビデオ、フイルムによる啓発
・交通安全家庭新聞やチラシ等の全戸
配布（各交通安全季節運動毎年６回）

交通安全啓発ビデオ等により交通安全
意識を高める
・各交通安全教室でのリーフレット配　
布、ビデオ、フイルムによる啓発
・交通安全家庭新聞やチラシ等の全戸
配布（各交通安全季節運動毎年６回）

交通安全啓発ビデオ等により交通安全
意識を高める
・各交通安全教室でのリーフレット配　
布、ビデオ、フイルムによる啓発
・交通安全家庭新聞やチラシ等の全戸
配布（各交通安全季節運動毎年６回）

030200-302-02

交通安全施設等総点検事
業

市民 交通安全施設等改善要望、点検　要望
件数　152件
　施設点検7/5　実施　4箇所

交通安全施設等改善要望、点検
　要望件数　138件
　施設点検　7/8　実施　6箇所

交通安全施設等改善要望、点検
　要望件数　201件
　施設点検　6/21実施　5箇所

交通安全施設等改善要望、点検
　要望件数　147件
　施設点検　6/16実施　10箇所

030200-302-03

030200-303

交通安全推進団体育成事
業

生活環境課04-03-04

交通安全対策の推進

05

ソフト事業（任意）

関係機関・団体等と密接な連携を図り交通安全対策を計画的、効果
的かつ総合的に推進し、交通安全活動を活性化する。交通安全団体
等への交通安全運動推進依頼、各種団体等の連携調整、各種情報
提供、主体性を持った活動の推進

一般 法令に特に定めのないもの

870

交通安全推進団体育成事
業

交通安全団体 各種交通安全団体等への情報提供、活
動の促進

各種交通安全団体等への情報提供、活
動の促進

各種交通安全団体等への情報提供、活
動の促進

各種交通安全団体等への情報提供、活
動の促進

030200-303-01

030200-304

交通安全関係補助金

生活環境課04-03-04
交通安全対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

交通安全事業を行う団体に対して補助を行うことにより、団体で行う
活動を充実させ、市民の交通安全意識の高揚、事故防止を図る。市
内各種団体で構成している北上市交通安全対策協議会と各地区母
の会で構成している母の会連合会の活動を促進させ、地域、家庭で
の交通安全思想の高揚をはかるため、北上市交通安全対策協議会
と母の会の事業等に対する補助

一般 法令に特に定めのないもの

北上市交通安全計画

3,173
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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

交通安全母の会連合会活
動費補助金

母の会連合会、市
民

・各季節運動での児童生徒の街頭指導
（年間65日間）
・地域、家庭での交通安全意識の高揚
・夏季運動期間中冷茶サービス（4地区
で実施）
・小学校での交通安全人形つくり（市内
小学校17校で実施1000）

・各季節運動での児童生徒の街頭指導
（年間65日間）
・地域、家庭での交通安全意識の高揚
・夏季運動期間中冷茶サービス（4地区
で実施）
・小学校での交通安全人形つくり　（市
内小学校18校で実施1000）

・各季節運動での児童生徒の街頭指導
（年間65日間）
・地域、家庭での交通安全意識の高揚
・夏季運動期間中冷茶サービス（4地区
で実施）
・小学校での交通安全人形つくり　（市
内小学校18校で実施1000）

・各季節運動での児童生徒の街頭指導
（年間65日間）
・地域、家庭での交通安全意識の高揚
・夏季運動期間中冷茶サービス　（4地
区で実施）
・小学校での交通安全人形つくり　（市
内小学校20校で実施）

030200-304-01

北上市交通安全対策協議
会補助金

市民 交通安全対策の総合的計画的な推進
・交通安全季節運動の実施（年６回）
・無事故無違反コンクール　
　208チーム（1,049人）
・交通安全ポスターコンクール
　17小中学校（360人）
・交通安全の集い（参加300人）

交通安全対策の総合的計画的な推進
・交通安全季節運動の実施（年６回）
・無事故無違反コンクール
　183チーム（918人）
・交通安全ポスターコンクール
　13小中学校（406人）
・交通安全の集い（参加350人）

交通安全対策の総合的計画的な推進
・交通安全季節運動の実施（年６回）
・無事故無違反コンクール
　192チーム（967人）
・交通安全ポスターコンクール
　14小中学校（266人）
・交通安全の集い（参加350人）

交通安全対策の総合的計画的な推進
・交通安全季節運動の実施（年６回）
・無事故無違反コンクール
　202チーム（1,011人）
・交通安全ポスターコンクール
　15小中学校（246人）
・交通安全の集い（参加250人）新型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞのため参加者が減少

030200-304-02

030200-305

交通災害共済事業関連事
務

生活環境課04-03-04

交通安全対策の推進

01

ソフト事業（義務）

より多くの市民に共済制度を周知し、自治会等から加入促進を図り、
住民の生活の安定と福祉の増進を図る。交通事故で被害者を被った
市民を救済するため岩手県市町村総合事務組合が行う交通災害共
済事業の加入受付、請求、支払事務取扱い（保険期間1年間、掛金1
人400円）

一般 法令の実施義務（自治事務）

岩手県市町村総合事
務組合規約 1,278

交通災害共済事業関連事
務

市民 交通災害共済加入促進、支払事務
・加入者数　14,675人
・加入率　　16％
・請求、支払件数　48件
・見舞金額　2,638,000円
・地区加入説明会　1回

交通災害共済加入促進、支払事務
・加入者数　16,398人
・加入率17％
・請求、支払件数　63件
・見舞金額　3,028,000円
・地区加入説明会　1回

交通災害共済加入促進、支払事務
・加入者数　16,403人
・加入率　　17.63％
・請求、支払件数　78
・見舞金額　7,163,000円
・地区加入説明会　2回

交通災害共済加入促進、支払事務
・加入者数　24,510人　26.3％
・請求、支払件数　113件
・見舞金額　5,239,000円
・地区加入説明会　５回

030200-305-01

030200-306

岩手県市町村総合事務組
合交通災害共済負担金

生活環境課04-03-04
交通安全対策の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

交通災害を受けた者又はその遺族等を救済するため共済制度を設
け、住民の生活の安定と福祉の増進を図る。岩手県市町村総合事務
組合が行う交通災害共済事業への負担金

一般 法令に特に定めのないもの

市町村交通災害共済
加入推進事務費交付
金交付要綱

771

岩手県市町村総合事務組
合交通災害共済負担金

市民 加入者数　14,675人
交通災害共済加入率　16％
申請件数　48件
見舞金額　2,638,000円

加入者数　15,933人
交通災害共済加入率　17％
申請件数　63件
見舞金額　3,028,000円

加入者数　16,403人
交通災害共済加入率　17.63％
申請件数　78件
見舞金額　7,163,000円

交通災害共済加入率　26.3％
申請件数　113件
見舞金額　5,239,000円

030200-306-01

070600-427

交通安全施設整備事業

道路環境課04-03-04

交通安全対策の推進

07

施設等整備事業

交通安全補助施設を整備し道路交通の安全性向上に寄与する。カー
ブミラー・ガードレール・区画線設置

一般 法定受託事務

交通安全対策基本法

19,850

交通安全施設整備事業

道路通行者 決算額　　　　　17,834千円 決算事業費　19百万円 カーブミラー設置他47件070600-427-01

070600-103

街路灯台帳の管理事務

道路環境課04-03-05

防犯対策の推進

01

ソフト事業（義務）

街路灯の維持管理及び電気料負担金算定の適正を図るため。街路
灯維持管理規則に基づく台帳管理事務

一般 （未入力）

北上市街路灯維持管
理規則 3,141

街路灯台帳の管理事務

道路を利用する市
民

市設置4,142灯、地区設置2,859灯　計
7,001灯

市設置4,141灯、地区設置2,851灯計
6,992灯

市設置4,125灯、地区設置2,829灯計
6,954灯

市設置4,086灯、地区設置2,788灯計
6,874灯

070600-103-01
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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

070600-112

街路灯電気料負担金

道路環境課04-03-05

防犯対策の推進

02

施設管理・維持補
修事業

交通安全及び犯罪防止を図ること、及び地域住民の費用負担の軽
減を図るため。市内157地区の街路灯電気料金の10割負担

一般 （未入力）

北上市街路灯維持管
理条例、北上市街路灯
維持管理規則

11,690

街路灯電気料負担金

街路灯を設置して
いる地区民

市内160地区　2,809灯 市内155地区　2,781灯 市内157地区　2,775灯 市内157地区　2,745灯070600-112-01

070600-116

道路維持補修事業（街路灯
設置・修繕）

道路環境課04-03-05
防犯対策の推進

07

施設等整備事業

交通安全及び犯罪防止の向上のため。地区から要望のあった街路
灯の新設及び市管理街路灯修繕

一般 （未入力）

北上市街路灯維持管
理条例・北上市街路灯
維持管理規則

3,219

道路維持補修事業（街路
灯設置・修繕）

道路を利用する市
民

新設18灯　修繕105灯 新設25灯　修繕137灯 新設33灯　修繕104灯 新設45灯　修繕77灯070600-116-01

060200-122

北上たばこ販売協同組合補
助金

商業観光課04-03-05

防犯対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

たばこ小売販売業者の販売促進と、未成年者の喫煙防止、喫煙マ
ナーの向上普及。ｽﾓｰｷﾝｸﾘｰﾝ事業、未成年者喫煙防止活動に対す
る運営費補助。

一般 法令に特に定めのないもの

278

北上たばこ販売協同組合
補助金

北上たばこ販売協
同組合

未成年者喫煙防止研修会：３回、スモー
キークリーン活動（投げ捨てたばこ拾
い）：６回

未成年者喫煙防止活動（販売店巡回指
導、自販機巡回チェック）：３回、スモー
キークリーン活動（投げ捨てたばこ拾
い）：４回

未成年者喫煙防止活動（販売店巡回指
導、自販機巡回チェック）：３回、スモー
キークリーン活動（投げ捨てたばこ拾
い）：４回

未成年者喫煙防止活動（販売店巡回指
導、自販機巡回チェック）：３回、スモー
キークリーン活動（投げ捨てたばこ拾
い）：４回

060200-122-01

030200-307

地域安全活動等推進事業

生活環境課04-03-05

防犯対策の推進

05

ソフト事業（任意）

犯罪や非行のない明るく安全な地域社会の構築。防犯関係機関関
連事務、啓発事務

一般 法令に特に定めのないもの

2,015

地域安全活動等推進事業

市民 ・防犯啓発資料の区長配布（年12回）
・防犯パトロールの実施
・地域安全運動の実施、啓発活動（年３
回の地域運動　40日間）

・防犯啓発資料の区長配布（年12回）
・防犯パトロールの実施
・地域安全運動の実施、啓発活動
（年３回の地域運動　40日間）

・防犯啓発資料の区長配布（年12回）
・防犯パトロールの実施（防犯車7台）
・地域安全運動の実施、啓発活動（年３
回の地域運動　40日間）

・防犯啓発資料の区長配布（年12回）
・防犯パトロールの実施（防犯車7台）
・地域安全運動の実施、啓発活動（年３
回の地域運動　40日間）

030200-307-01

030200-308

防犯運動関係補助金

生活環境課04-03-05

防犯対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

市民の防犯意識の高揚と自主防犯活動を推進し、暴力団の追放と青
少年の健全な育成、社会を明るくする運動の活動を通じて安全で住
みよい地域社会の実現を図る。運営費補助・事務局担当（防犯隊員
の任命、管理。防犯連絡所、委員の活動支援、地域安全推進市民会
議の運営）

一般 法令に特に定めのないもの

11,712

北上市防犯協会運営費補
助金

北上市防犯協会 ・防犯隊員による地域パトロール実施
（隊員　154人）
・防犯連絡所、委員の設置（326人）
・防犯球技大会の実施（野球18チーム、
ミニバス13チーム）
・季節地域安全運動の実施
（年間３期の地域安全運動）
・各種行事における雑踏整理等の協力
（さくらまつり、夏祭り等）
・新入学児童への防犯ブザーの配布等

・防犯隊員による地域パトロール実施
（隊員　154人）
・防犯連絡所、委員の設置（326人）
・防犯球技大会の実施（野球17チーム、
ミニバス10チーム）
・季節地域安全運動の実施（年間３期の
地域安全運動）
・各種行事における雑踏整理等の協力
（さくらまつり、夏祭り等）
・新入学児童への防犯ブザーの配布等

・防犯隊員による地域パトロール実施
（隊員　157人）
・防犯連絡所、委員の設置（322人）
・防犯球技大会の実施（野球23チーム、
ミニバス11チーム）
・季節地域安全運動の実施（年間３期の
地域安全運動）
・各種行事における雑踏整理等の協力
（さくらまつり、夏祭り等）
・新入学児童への防犯ブザーの配布等

・防犯隊員による地域パトロール実施
（隊員　157人）
・防犯連絡所、委員の設置（322人）
・防犯球技大会の実施（野球23チーム、
ミニバス11チーム）
・季節地域安全運動の実施（年間３期の
地域安全運動）
・各種行事における雑踏整理等の協力
（さくらまつり、夏祭り等）
・新入学児童への防犯ブザーの配布等

030200-308-01
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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

北上市地域安全推進市民
会議運営費補助金

市民会議 総会、研修会等の開催
・暴力団追放県民大会兼北上市安全
・安心まちづくり大会（10/30開催、800
人参加）
・広報誌「暴追いわて」の配布
・青少年有害環境実態調査
・部会、理事会開催

総会、研修会等の開催
・北上市安全・安心まちづくり大会10/16
開催、416人参加
・広報誌「暴追いわて」の配布
・青少年有害環境実態調査
・防犯まちづくり基本計画市民会議、理
事会開催

総会、研修会等の開催
・地域安全・暴力団追放市民総決起大
会　10/12開催、400人参加
・広報誌「暴追いわて」の配布
・社会を明るくする運動北上集会（小学
生の体験発表）7/3開催、200人参加
・有害環境実態調査

総会、研修会等の開催
・地域安全暴力団追放市民総決起大会
（10/23開催、400人）
・広報誌「暴追いわて」の配布
・小学生の体験発表会（7/１開催：18人
発表）
・環境実態調査 8/26実施（30件）
・社会を明るくする運動北上集会
（７月４日実施）120人

030200-308-02

030200-309

更生保護関係補助金

生活環境課04-03-05
防犯対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

県内の更生保護に関する事業が健全に発展すること
保護司会の運
営を円滑にし、保護観察及び犯罪予防活動の充実を図るため。岩手
県更生保護協会運営費補助
・機関紙「更生保護いわて」発行（年４
回）
・岩手県ブロック別更生保護研究大会開催
保護司運営費補助

一般 法令に特に定めのないもの

1,134

岩手県更生保護協会運営
費補助金

保護協会 ・「更生保護いわて」発行（年４回）（犯罪
の予防を図るための啓発）
・各団体に対する助成
・要保護者に対する更生の援助

・「更生保護いわて」発行（年２回）
（犯罪の予防を図るための啓発）
・各団体に対する助成
・要保護者に対する更生の援助

・「更生保護いわて」発行（年２回）（犯罪
の予防を図るための啓発）
・各団体に対する助成
・要保護者に対する更生の援助

・「更生保護いわて」発行（年２回）（犯罪
の予防を図るための啓発）
・各団体に対する助成
・要保護者に対する更生の援助

030200-309-01

北上地区保護司会補助金

保護司会 ・保護司会研修会：６回
・犯罪予防活動の推進（社会を明るくす
る運動関係
・補導活動への協力等）
・保護観察所が行う研修会
参加：３回（延６人参加）

保護司会研修会：６回
・犯罪予防活動の推進（社会を明るくす
る運動関係
・補導活動への協力等）
・保護観察所が行う研修会
参加：３回（延６人参加）

保護司会研修会：６回
・犯罪予防活動の推進（社会を明るくす
る運動関係
・補導活動への協力等）
・保護観察所が行う研修会
参加：３回（延６人参加）

保護司会研修会：６回
・犯罪予防活動の推進（社会を明るくす
る運動関係
・補導活動への協力等）
・保護観察所が行う研修会
参加：３回（延６人参加）

030200-309-02

030200-310

いわて被害者支援センター
賛助会費

生活環境課04-03-05

防犯対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

犯罪被害者支援活動をバックアップし、支援体制の充実を図る。犯罪
及び不慮の災害の被害者又はその遺族の身体的、経済的、精神的
な被害者の早期軽減、社会全体が被害者等を支援できる環境づく
り。犯罪や交通事故、不慮の災害などの被害を受けた方々の心を支
える支援活動を行うボランティア団体、「犯罪被害者等基本法」により
設立した団体運営費負担（賛助会員会費）

一般 法令に特に定めのないもの

499

いわて被害者支援セン
ター賛助会費

犯罪被害者 相談活動：
電話相談162件
面接相談　19件
直接的支援　29件
メール相談　3件
講演会等：
広報啓発活動：パンフレット、会報

相談活動：
電話相談　98件
面接相談　24件
直接的支援　22件
メール相談　2件
講演会等：
広報啓発活動：パンフレット、会報

相談活動：
電話相談　　99件
面接相談　　27件
直接的支援　12件
メール相談　11件
講演会等：
広報啓発活動：パンフレット、会報

相談活動：
電話相談　87件
面接相談　10件
直接的支援　０件（裁判所等への付添
い）
メール相談　５件
講演会等：
広報啓発活動：パンフレット、会報

030200-310-01

030200-311

モーテル類似施設建築審査
会関係事務

生活環境課04-03-05

防犯対策の推進

05

ソフト事業（任意）

モーテル類似施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、市民
の健全な生活環境の保持及び青少年の健全な育成を図ること。モー
テル類似施設建築審査会・連絡会議に関する事務

一般 法令に特に定めのないもの

北上市モーテル類似
施設建設規制条例

モーテル類似施設建築審
査会関係事務

市民 モーテル類似施設建築規制連絡会議
開催なし

モーテル類似施設建築規制連絡会議
開催なし

モーテル類似施設建築規制連絡会議
開催なし

モーテル類似施設建築規制連絡会議
開催なし

030200-311-01

030200-313

青少年健全育成啓発事業

生活環境課04-03-05
防犯対策の推進

05

ソフト事業（任意）

犯罪や非行のない明るい社会を築こうとするもの。社会を明るくする
運動月間（7月）・青少年の非行問題に取り組む全国強調月間（７
月）・青少年の非行問題に取り組む県民運動（7・8月）期間の啓発活
動

一般 法令に特に定めのないもの

2,136
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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

青少年健全育成啓発事業

市民 小学生の体験発表
有害環境実態調査

小学生の体験発表
有害環境実態調査

社会を明るくする運動北上集会
有害環境実態調査

030200-313-01

030200-314

少年センター運営事業

生活環境課04-03-05

防犯対策の推進

05

ソフト事業（任意）

少年の非行防止活動を行い、健全育成を図る。運営委員会等、少年
センターの運営に関する事務、少年補導員の委嘱及び研修、街頭補
導の計画立案・実施。少年センター報の発行、青少年問題協議会・青
少年育成委員関連事務

一般 法令に特に定めのないもの

9,953

少年センター運営事業

20歳未満の少年 少年センター報：12回発行
教育福祉連絡会議：12回
少年センター運営委員会：１回

少年センター報：12回発行
教育福祉連絡会議：12回
少年センター運営委員会

少年センター報：12回発行
教育福祉連絡会議：12回
少年センター運営委員会

少年センター報：12回発行
教育福祉連絡会議：12回
少年センター運営委員会（2/23開催）

030200-314-01

街頭補導実施事業

20歳未満の少年 補導員数：155人、専任補導員２人
補導員研修会：1回
補導員会議（11回）
補導回数：354回
補導活動延人員：814人
補導人員：56人
補導員報の発行（月1回）

補導員数：158人、専任補導員2人
補導員研修会：1回
補導員会議（11回）
補導回数：380回
補導活動延人員：946人
補導人員：14人
補導員報の発行（月1回）

補導員数：243人、専任補導員2人
補導員研修会：１回
補導員会議（中学校区９回）
補導回数：463回
補導活動延人員：1,200人
補導人員：40人
補導員報の発行（月１回）

補導員数：242人
補導員研修会：１回
補導員会議（中学校区ブロック9回）
補導回数：424回
補導活動延人員：1192人
補導人員：46人
補導員報の発行

030200-314-02

青少年問題総合協議会事
務

青少年 青少年問題協議会委員　18人
市青少年育成委員　５人
青少年問題協議会の開催

青少年問題協議会委員　18人
市青少年育成委員　５人
青少年問題協議会の開催

青少年問題協議会委員　18人
市青少年育成委員　５人
青少年問題協議会の開催

青少年問題協議会委員　18人
青少年育成委員　５人
青少年問題協議会1回開催

030200-314-03

030200-315

少年相談等実施事業

生活環境課04-03-05

防犯対策の推進

05

ソフト事業（任意）

少年の非行防止活動を行い、青少年の健全育成を図る。・少年相
談・青少年の健全育成に関する講座への講師派遣

一般 法令に特に定めのないもの

少年相談等実施事業

20歳未満の少年 相談件数：８件
研修会等講師派遣：７回
センター報を活用した相談の啓発

相談件数：２件
研修会等講師派遣：４回
センター報を活用した相談の啓発

相談件数：１件
研修会等講師派遣：４回
センター報を活用した相談の啓発

相談件数：4件
研修会等講師派遣：5回
センター報を活用した相談の啓発

030200-315-01

030200-316

岩手県少年センター連絡協
議会会費

生活環境課04-03-05

防犯対策の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

県下の少年センター間の交流を図り、相互の協力関係を深める。協
議会会費

一般 （未入力）

87

岩手県少年センター連絡
協議会会費

連絡協議会 連絡会議・職員研修の開催（1回） 連絡会議・職員研修の開催（1回） 連絡会議・職員研修の開催（1回） 連絡会議・職員研修の開催（1回）030200-316-01

030200-032

法律相談事業

生活環境課04-03-06

市民相談の充実

05

ソフト事業（任意）

市民の誰もが一人の人間として尊重され、生き甲斐を持って心豊か
な暮らしが送れるよう互いに支え合う地域社会の構築に寄与する。専
門的法律知識を必要とする相談に対応するため、岩手弁護士会に業
務を委託

一般 法令に特に定めのないもの

2,427

法律相談事業

市民 毎月２回（年間24回）　相談件数：170件 毎月３回（年間36回）240件 毎月３回（年間36回）248件 毎月３回（年間36回）240件030200-032-01

030200-033

行政相談・人権相談事業

生活環境課04-03-06

市民相談の充実

01

ソフト事業（義務）

市民の疑問、意見に応えることにより、市民満足が向上する。市民の
誰もが一人の人間として尊重され、生き甲斐を持って心豊かな暮らし
が送れるよう互いに支え合う地域社会の構築に寄与する。国が行う
人権相談、行政相談の運営に協力する。

一般 法令の実施義務（自治事務）

行政相談委員法、人権
擁護委員法 2,579
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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

行政相談事業

市民 毎月第１・３月曜日（年間21回）開催　相
談件数：9件

原則毎月第１・３月曜日（年間20回）開
催　相談件数13件

原則毎月第１・３月曜日（年間19回）開
催　相談件数10件

原則毎月第１・３月曜日（年間19回）開
催　相談件数15件

030200-033-01

人権相談事業

市民 毎週月曜日開催（年間42回）　相談件
数：39件

毎週月曜日（年間45回）開催　相談件数
51件

毎週月曜日（年間42回）開催　相談件数
57件

毎週月曜日（年間42回）開催　相談件数
77件

030200-033-02

030200-035

花巻人権擁護委員協議会
補助金

生活環境課04-03-06
市民相談の充実

04

負担金・補助金（義
務負担金）

市民の誰もが一人の人間として尊重され、生き甲斐を持って心豊か
な暮らしが送れるよう互いに支え合う地域社会の構築に寄与する。盛
岡地方法務局花巻支局管内における各人権擁護委員相互の連絡調
整を図り、職務に関する資料及び情報の収集並びに研修等を行う

一般 法令に特に定めのないもの

975

花巻人権擁護委員協議会
補助金

協議会→市民 定時総会：１回
研修会：１回
人権週間特設相談所開設：2回（6月・12
月）

定時総会１回　研修会１回
人権週間特設相談所開設１回　
人権作文コンテスト表彰式(北上
市)　258人参加

定時総会１回　研修会１回　
人権擁護委員の日及び人権週間特設
相談所開設各１回　
人権作文コンテスト表彰式(北上
市)　350人参加

定時総会１回　研修会１回　
人権擁護委員の日及び人権週間特設
相談所開設各１回　
人権作文コンテスト表彰式(北上
市)　350人参加

030200-035-01

030200-036

消費生活センター運営事業

生活環境課04-03-06

市民相談の充実

05

ソフト事業（任意）

相談内容に応じた適切な情報提供。相談機関の紹介、クーリングオ
フの指導

一般 法令に特に定めのないもの

9,458

消費生活センター運営事
業

消費者 相談受付：444件 相談受付190件 相談受付273件 相談受付298件030200-036-01

030200-037

消費者救済資金貸付事業

生活環境課04-03-06

市民相談の充実

05

ソフト事業（任意）

多重債務からの生活再建。消費者債務の整理等のための貸付事業
に対する預託として、岩手県消費者信用生活協同組合及び北上信用
金庫と預託契約

一般 法令に特に定めのないもの

90,870

消費者救済資金貸付事業

信用生協→消費者 貸し付け：178件
＊市から北上信用金庫に貸付原資とし
て預託90,000千円（定期預金）

貸し付け184件（3月末）
*市から北上信用金庫に貸付原資として
預託99,500,000円（定期預金）

貸し付け223件（3月末）
*市から北上信用金庫に貸付原資として
預託99,500,000円（定期預金）

貸し付け278件（1月末）
*市から北上信用金庫に貸付原資として
預託147,000,000円（定期預金）

030200-037-01

030200-039

岩手県都市消費者行政連
絡協議会負担金

生活環境課04-03-06

市民相談の充実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

情報を共有し、施策及び相談対応へ反映する。県内都市消費者行政
担当課による研修及び情報交換

一般 法令に特に定めのないもの

878

岩手県都市消費者行政連
絡協議会負担金

協議会→消費者 研修会：３回 研修会３回 研修会４回 研修会４回030200-039-01

030200-053

相談及び苦情の受付事務

生活環境課04-03-06

市民相談の充実

05

ソフト事業（任意）

適切な情報を提供し、問題解決ができる。市民からの各種相談及び
苦情並びに行政に対する意見、要望の窓口として、関係機関との連
携を図り、必要に応じて担当課や専門の相談窓口を紹介し、解決の
一助とする。

一般 法令に特に定めのないもの

3,639

相談及び苦情の受付事務

一般 相談員研修会：１回
相談・苦情受付：655件

相談員の研修会１回開催
相談・苦情受付649件

相談員の研修会１回開催
相談・苦情受付553件

相談員の研修会１回開催
相談・苦情受付469件

030200-053-01
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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

030200-055

家庭用品品質表示法事務

生活環境課04-03-06

市民相談の充実

01

ソフト事業（義務）

消費者が商品の購入に際し、品質を確認して購入できるよう、安全で
安心な消費生活を図る。一般消費者が日常使用する繊維製品、合成
樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品のうち、特定の品目につい
て品質の表示事項や表示方法が法令に従っているか否か、販売事
業者への立入検査等を行う。

一般 法定受託事務

家庭用品品質表示法

1,266

家庭用品品質表示法事務

市民 実績なし 立入検査3店舗13点(テレビジョン受信
機)

立入検査2店舗5点(湯たんぽ) 立入検査3店舗19点(子供用オーバー
オール及びロンパース)

030200-055-01

030200-056

消費生活用製品安全法事
務

生活環境課04-03-06
市民相談の充実

01

ソフト事業（義務）

消費者が消費生活用の製品による生命、身体に対する危害の防止
を図り、家庭生活の安全を確保する。消費者が使用する消費生活用
の特定製品と特別特定製品が技術基準に適合する旨の表示をして
いるか否かについて、販売事業者に対し立入検査等を行う。

一般 法定受託事務

消費生活用製品安全
法 1,266

消費生活用製品安全法事
務

市民 実績なし 立入検査5店舗(特定保守製品９品目)。
違反等なし。

立入検査4店舗(石油ストーブ及び特定
保守製品)。違反等なし。

立入検査4店舗(乳幼児用ベッド及び特
定保守製品)。違反等なし。

030200-056-01

030200-057

人権啓発活動事業

生活環境課04-03-06

市民相談の充実

05

ソフト事業（任意）

人権尊重思想の普及高揚を図り、市民に人権問題に対する正しい知
識を広める。隔年開催につき平成24年度は休止（過年度分の事務処
理及び翌年度事業の検討等あり。）

一般 法令に特に定めのないもの

1,024

人権啓発活動事業

市民 隔年開催（平成24年度は休止） 参加者258人 Ｈ22年度執行なし 観客350人参加030200-057-01
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