
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

070600-001

公共土木事業の計画策定
事務

道路環境課05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

05

ソフト事業（任意）

北上市総合計画の取りまとめにより、住環境の整備を推進する。公
共土木事業の計画策定に関する事務

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

道路整備費の財源等
の特例に関する法律
第5条

北上市総合計画、北
上市地域計画 5,324

公共土木事業の計画策定
事務

道路・河川利用者 道路　16路線、河川水路　1線 道路　16路線　河川水路　2線 道路　18路線　河川水路　2線 道路　18路線　河川水路　2線070600-001-01

070600-010

岩手県道路整備促進期成
同盟会等負担金

道路環境課05-03-01
道路交通ネットワークの充
実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

道路整備事業を強力に推進するため、道路財源の確保・道路予算の
拡大等について積極的な活動を行い、地域の発展に寄与する。県内
市町村で構成する「岩手県道路整備促進期成同盟会」ほか８団体に
対する負担金。道路整備事業を強力に推進するため、関係機関に対
する要望等を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

1,125

岩手県道路整備促進期成
同盟会負担金

国・県 総会・研修会・要望・大会参加 総会・研修会・要望・大会参加 総会・研修会・要望・大会参加 総会・研修会・要望・大会参加070600-010-01

岩手県道路利用者会議負
担金

道路利用者 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望070600-010-02

岩手県地区国道協議会負
担金

国・県 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望070600-010-03

国道４５６号整備促進期成
同盟会負担金

国、県、関係市町
村

総会・要望 総会・要望 総会・要望 総会・要望070600-010-04

花巻一関間主要地方道路
改良促進協議会負担金

道路利用者・沿線
住民

総会・要望 総会・要望 総会・要望 総会・要望070600-010-05

岩手県高規格幹線道路整
備促進期成同盟会負担金

道路利用者 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望070600-010-06

主要地方道盛岡和賀線道
路改良促進期成同盟会負
担金

道路利用者・沿線
住民

総会・要望・研修会 総会・要望・研修会 総会・要望・研修会 総会・要望・研修会070600-010-07

栗原北上線県道昇格促進
協議会負担金

道路利用者・沿線
住民

総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望070600-010-08
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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

070600-058

社会資本整備総合交付金
事業

道路環境課05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

道路拡幅により、集落間や主要施設へのアクセス、緊急車両のス
ムースな通行を可能とし、安全で快適な住み良い環境を確保する。
歩道を新設して歩行者の安全を確保する。実施路線数５路線、改良
舗装延長L=1,210ｍ、幅員W=6.5～16.0ｍ、歩道整備延長L=2,400m、
幅員W=2.5～3.0m

一般 法令に特に定めのないもの

社会資本整備総合交
付金事業

市開発計画

167,845

ネットワーク生活道路整備
事業（交付金）

道路利用者と沿線
住民

改良舗装　L=190ｍ　　 改良舗装　L=170ｍ　　 改良舗装　L=120ｍ　　 改良舗装　L=895ｍ（2件）
歩道整備　Ｌ＝320ｍ（1件）

070600-058-02

大下鳥喰線整備事業（臨
時交付金事業）

道路利用者 改良舗装　Ｌ＝243ｍ 改良舗装　Ｌ＝200ｍ 改良舗装　Ｌ＝280ｍ 工事完了　　Ｌ＝320ｍ070600-058-03

川原町南田線整備事業

道路利用者 歩道整備　L＝165ｍ 歩道整備　L＝188ｍ 測量設計　L＝1,800ｍ070600-058-04

一本柳線整備事業

市民 歩道整備 L=405ｍ 用地買収　1式
物件補償　1式

測量設計　L＝600ｍ070600-058-05

飯豊北線整備事業

市民 用地測量　L＝1,360ｍ 用地測量　L＝1,010ｍ 測量設計　L＝2,410ｍ070600-058-06

070600-066

地方特定道路整備事業

道路環境課05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

歩道付２車線道路を新設し、安全な通学路とスムースな交通を確保
する。H23～事業休止

一般 法令に特に定めのないもの

地方特定道路整備事業
（事務費）

国・県 H23～事業休止 H23～事業休止070600-066-01

柏野笠松小線整備事業
（地方特定事業）

道路利用者と沿線
住民

休止中 休止中 道路改良　Ｌ＝388ｍ 暫定盛土工事　Ｌ＝388ｍ（１件）070600-066-02

070600-230

生活道路（一般単独市道）
整備事業

道路環境課05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

道路拡幅により緊急車輌のスムースな通行を可能とし、安全で快適
な住み良い環境を確保する。生活関連道路の改良舗装。全体延長Ｌ
＝212ｍ

一般 法令に特に定めのないもの

地域計画

16,260

生活道路（一般単独市道）
整備事業

沿線住民と道路利
用者

改良舗装　L=107ｍ
測量設計　L=105ｍ

改良舗装　L=451ｍ（2件） 改良舗装　L=344ｍ（3件） 改良舗装　L=552.7ｍ（４件）
測量設計　L=609.0ｍ（２件）

070600-230-01

070600-233

臨時地方道路整備事業

道路環境課05-03-01
道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

道路拡幅改良舗装を行い、道路利用者の安全と利便の確保沿線住
民の快適で住み良い環境を確保する。生活関連道路の改良舗装。
全体延長Ｌ＝4,242ｍ

一般 法令に特に定めのないもの

地域計画

75,090
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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

臨時地方道路整備事業

道路利用者と沿線
住民

改良舗装　L=725ｍ（4件）
測量設計　L=1,944ｍ（4件）

改良舗装　L=1,190ｍ（5件）
測量設計　L=  965ｍ（4件）

改良舗装　L=708.5ｍ（6件）
測量設計　L=560.0ｍ（1件）

改良舗装　L=689.5ｍ（６件）
測量設計　L=1,031.0ｍ（３件）

070600-233-01

070400-330

岩手県都市計画街路事業
促進協議会負担金

都市計画課05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

事業促進のため事業費の確保を図る。関係予算の確保に関する要
望及び研修会。

一般 法令に特に定めのないもの

岩手県都市計画街路事業
促進協議会負担金

総会　1回　要望活動　１回　 総会　1回　要望活動　１回　 総会　1回　要望活動　１回　 総会　1回　要望活動　１回　070400-330-01

070600-342

公共用地の取得・登記事務

道路環境課05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

用地の取得一般 法令に特に定めのないもの

地域計画

8,658

公共用地の取得・登記事
務

地権者 取得面積　3,533.23㎡ 取得面積　1,590.48㎡ 取得面積7,362.23㎡ 取得面積5,451㎡070600-342-01

070600-344

公共用地の取得・登記事務
（過年度未処理単独事業）

道路環境課05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

過年度未買収用地の解消と取得。過年度未取得用地等の取得に係
る交渉、契約締結

一般 法令に特に定めのないもの

地域計画

2,411

公共用地の取得・登記事
務（過年度未処理単独事
業）

用地取得補償地権
者

1路線　取得面積　21.41㎡ 1路線　取得面積　127㎡ 6路線　取得1,578件 地権者6名
取得面積2,477,481㎡

12路線　取得3,038件 地権者29名 取得
面積903,233㎡

070600-344-01

070600-350

栗原北上線県道昇格整備
事業

道路環境課05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

（仮称）栗原北上線の県道昇格に向け、県仕様の道路台帳（1/500）
を作成する。整備延長L＝5.94ｋｍ

一般 法令に特に定めのないもの

栗原北上線県道昇格整備
事業

岩手県070600-350-01

070400-450

国道4号拡幅に関する事務

都市計画課05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

05

ソフト事業（任意）

交通渋滞の緩和。国道4号拡幅事業の推進（国との連携）一般 法令に特に定めのないもの

都市計画マスタープラ
ン 1,110

国道4号拡幅に関する事
務

一般 国及び地域住民との調整
・国道4号北上拡幅協議
・都鳥交差点隅切拡張交渉

国及び地域住民との調整
・国道4号北上拡幅協議
・都鳥交差点横断地下道用地交渉

国及び地域住民との調整
・都鳥交差点横断地下道用地交渉

国及び地域住民との調整
・都鳥交差点横断地下道用地交渉

070400-450-01

070400-480

北上駅鍛冶町線街路整備
事業

都市計画課05-03-01
道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

歩車道を整備することにより、通学や買い物などの中心市街地での
日常活動をサポートするための快適な歩行空間を確保する。工事延
長L=374ｍ、幅員W=6.0ｍ(片側)、用地・補償

一般 法令に特に定めのないもの

60,243
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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

北上駅鍛冶町線街路整備
事業

市民、一般 用地取得　A=9.65㎡
物件移転補償　2地権者

用地取得　A=152.75㎡
物件移転補償　11地権者

用地取得　A=12.51㎡
物件移転補償　9地権者

・延長L=374.3ｍ
・歩道幅員計画W=2.5ｍ
・建物調査19棟
・営業調査6事業所
・建物等補償2地権者

070400-480-01

070400-490

鍛冶町交差点整備事業

都市計画課05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

国道4号と旧国道107号が交差する地点で、右折車の滞留による渋滞
が発生していることから、これを解消し、安全で良好な交通空間を確
保する。計画延長L=114ｍ、計画幅員W=12ｍ、用地・補償

一般 法令に特に定めのないもの

37,932

鍛冶町交差点整備事業

市民、一般 用地取得　A=20.89㎡
物件移転補償　7地権者

用地取得　A=23.68㎡
物件移転補償　5地権者

用地取得　A=330.57㎡
物件移転補償　1地権者

・施行延長L=140ｍ、計画幅員W=12ｍ
・用地測量、実施設計

070400-490-01

070400-005

北上駅前地下通路管理事
業

都市計画課05-03-02

道路環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

利用者の利便とまちの賑わいを図る。北上駅前北駐車場地下道連絡
口の清掃、電気等管理

一般 法令に特に定めのないもの

1,408

北上駅前地下通路管理事
業

利用者 清掃104回 清掃104回 保守点検1回、清掃104回 保守点検9回、清掃104回070400-005-01

070400-012

自転車駐車場管理事業

都市計画課05-03-02

道路環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

良好な都市環境を確保するため自転車駐車場の維持管理を行い、
自転車利用者の利便性と安全を図る。北上駅前駐輪場614台、北上
駅東口駐輪場324台、村崎野駅前62台、柳原駅前32台、藤根駅前
138台、竪川目駅30台、横川目駅前50台、仙人駅10台の維持管理

一般 法令に特に定めのないもの

北上市自転車駐車場
条例 4,453

自転車駐車場管理事業

利用者 駐輪場8箇所　利用台数 315,892台 駐輪場8箇所　利用台数 325,511台 駐輪場8箇所　利用台数 325,511台 駐輪場8箇所　利用台数 248,023台070400-012-01

070400-013

放置自転車対策事業

都市計画課05-03-02

道路環境の整備

05

ソフト事業（任意）

北上駅周辺の道路等において通行障害がなく安全で住みよい生活
環境が維持されること。北上駅周辺の自転車整理区域内において4
時間を越えて放置されている自転車及び二輪車等の移送を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市自転車駐車秩
序条例 969

放置自転車対策事業

エリア地域内の通
行人及び事業者

移送2台　警告21台 移送５台　警告37台 移送５台　警告43台 移送４台　警告55台070400-013-01

070400-015

市営駐車場管理事業

都市計画課05-03-02

道路環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

駐車場利用者の利便性の向上を図るとともに、道路交通の円滑化と
都市機能及び都市環境の向上を図るため。市営駐車場２箇所（本通
り駐車場1,479台、北上駅東口駐車場374台）を維持管理し、健全な運
営を行う。

駐車場 法令に特に定めのないもの

北上市駐車場条例

85,049

市営駐車場管理事業（北
上駅東口駐車場）

利用者 利用台数  97,708台 利用台数 89,048台 利用台数 85,353台 利用台数 82,240台070400-015-02

市営駐車場管理事業（本
通り駐車場）

利用者 利用台数 959,153台 利用台数 808,513台 利用台数 485,389台 利用台数 896,986台070400-015-03
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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

070600-101

道路台帳等の管理事務

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

01

ソフト事業（義務）

市道管理の適正を図るため。道路法に基づく台帳等調製業務一般 法定受託事務

道路法、道路法施行
令、道路法施行規則 13,846

道路台帳等の管理事務

道路を利用する市
民

更新路線14.57ｋｍ 更新路線14.05ｋｍ 更新路線29.9ｋｍ 更新路線23.66ｋｍ070600-101-01

070600-113

大沢トンネル等管理費負担
金

道路環境課05-03-02
道路環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

市境道路の維持管理の適正と効率化を図るため。ﾄﾝﾈﾙ照明の電気
料金及び設備の保守点検費用負担金

一般 （未入力）

市道の管理に関する
協定書（花巻市） 960

大沢トンネル等管理費負
担金

花巻市 延長958ｍのうち北上市分603ｍ 延長958ｍのうち北上市分603ｍ 延長958ｍのうち北上市分603ｍ 延長958ｍのうち北上市分603ｍ070600-113-01

070600-129

公共土木施設災害復旧事
業（補助）

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

07

施設等整備事業

公共土木施設に被災があった時、速やかにこれを復旧し市民生活へ
の支障を最小限とする。被災箇所復旧のための災害査定、工事施行
　　

一般 法令の実施義務（自治事務）

公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法
施行令

公共土木施設災害復
旧事業（単独） 136,501

公共土木施設災害復旧事
業（補助）

公共土木施設の利
用者及び周辺住民

災害復旧箇所　13箇所
決算額　130,195千円

災害復旧箇所　25箇所
決算事業費　207百万円

平成22年度工事施行及び国庫負担金
請求なし

平成21年度工事施行及び国庫負担金
請求なし

070600-129-01

070600-133

建築確認申請に関する事務

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

01

ソフト事業（義務）

道路幅員の確認、必要な許認可関係を適正に取得するよう指導し、
適正な建築業務を行わせるため。申請に基づく道水路の確認及び占
用等指導

一般 法定受託事務

建築基準法

2,017

建築確認申請に関する事
務

申請人 北上市分322件、岩手県分66件 北上市分326件、岩手県分61件 北上市分337件、岩手県分63件 北上市分337件、岩手県分61件070600-133-01

070600-134

道水路等の寄附採納・用途
廃止事務

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

01

ソフト事業（義務）

道水路管理上必要な用地について、寄附を受け、道水路機能の向上
と安定を図るとともに、公共性のない道水路の用途廃止を判断する。
寄附による登記事務及び認定道路等の区域変更事務と行政財産の
用途廃止事務

一般 法令に特に定めのないもの

1,533

道水路等の寄附採納事務

申請人 ・公衆用道路敷地
　3件　4筆　673㎡
・水路敷地
　1件　1筆17.95㎡

・公衆用道路敷地
　12件　22筆　1,494.53㎡
・水路敷地
　1件　1筆　2.58㎡

公衆用道路敷地　2件　2筆　149㎡ 公衆用道路敷地8件　10筆　1543.31㎡070600-134-01

道水路の用途廃止事務

申請人 ・道路
　3件　54筆　25,527.21㎡
・水路
　6件　34筆　20,084.90㎡

・道路
　11件　27筆　782.19㎡
・水路
　7件　10筆　671.71㎡

・道路
　5件　8筆　2452.29㎡
・水路
　4件　6筆　2046.10㎡

・道路
　2件　 2筆  361.72㎡
・水路
  10件　16筆 1078.03㎡

070600-134-02

070600-302

道水路境界確認事務

道路環境課05-03-02
道路環境の整備

01

ソフト事業（義務）

道水路敷地を保全するため。申請に基づく官民境界確定協議及び現
地立会・報告事務

一般 法令に特に定めのないもの

17,415
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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

道水路境界確認事務

申請人 査定件数189件 査定件数170件 査定件数213件 査定件数185件070600-302-01

070600-410

道路管理事業

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

道路施設の適正な維持管理を図り、安全で快適な道路環境を実現さ
せる。道路肩除草、街路樹管理、道路清掃、側溝清掃、防雪柵設置
撤去、付帯設備管理の各業務の実施

一般 法令の実施義務（自治事務）

道路法 道路維持補修事業

337,601

道路管理事業

道路の利用者及び
周辺住民

決算額　192,471千円　 決算事業費　168百万円　 ・防雪柵設置撤去委託　6,615千円
・除草委託　6,166千円
・施設管理委託　7,948千円
・街路樹剪定委託　6,382千円
・道路清掃委託　2,563千円
・側溝清掃委託　2,531千円
・街路樹害虫防除委託  1,394千円
・地域除雪委託　604千円

・防雪柵設置撤去　14.5ｋｍ
・除草委託　38件
・施設保守点検業務委託　30件
・街路樹選定　16件
・道路清掃　3件
・側溝清掃　5件
・街路樹害虫防除 19件
・地域除雪委託　39名

070600-410-01

070600-415

道路維持補修事業

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

道路施設の必要な補修を実施し、安全で快適な道路環境を実現させ
る。路面修繕、側溝修繕、その他道路施設修繕の各工事及び路面損
傷部応急復旧業務の実施

一般 法令の努力義務（自治事務）

133,698

道路維持補修事業

道路の利用者及び
周辺住民

決算額　110,086千円　 決算事業費　121百万円　 ・路面損傷部応急復旧業務委託31,105
千円
・道路維持修繕工事　54,072千円
・側溝維持修繕工事　16,993千円
・施設等維持補修工事　15,413千円

・路面損傷部応急復旧（人力舗設526.5
ｔ、機械舗設329.0ｔ）
・道路維持修繕工事 62件
・側溝維持修繕工事 72件
・警戒標識等修繕工事　72件（施設維持
修繕）

070600-415-01

道路維持補修事業（交付
金事業）

道路の利用者及び
周辺住民

070600-415-02

070600-418

道路管理車輌購入事業

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

07

施設等整備事業

除雪車の稼働経費（稼働時間と維持管理費の積）を下げる。除雪車
更新購入及び新規購入

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

積雪寒冷特別地域に
おける道路交通の確
保に関する特別措置
法

北上市除排雪事業計
画 12,090

道路管理車輌購入事業

道路利用者 ・除雪ドーザ更新　1台9,870千円
・小型除雪機　4台1,575千円

・ロータリー除雪車更新1台　17,063千
円
・中古ロータリー除雪車　1台　2,131千
円

無 ロータリ除雪車１台要望
補助事業採択
の見送りにより中止

070600-418-01

070600-425

側溝整備事業

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

07

施設等整備事業

素掘り側溝、規格外側溝の改良により側溝流下による被害（道路冠
水等）を防ぐ。側溝敷設工事施行

一般 法令に特に定めのないもの

7,848

側溝整備事業

道路利用者及び周
辺住民

測量設計　L=1,091ｍ　 側溝整備工事　延長　301ｍ
　8.309千
円

側溝整備工事　延長　128.6ｍ 市道2093191号線雨水排水管整備工事
　L=61.5ｍ（村崎野地区）
稲瀬町上台地区　L=71.3ｍ

070600-425-01

070600-426

橋りょう維持補修事業

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

橋りょうの必要な補修を実施し、安全で快適な道路環境実現に寄与
する。橋りょうの施設維持補修工事の実施

一般 法令の努力義務（自治事務）

1,995
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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

橋りょう維持補修事業

道路を利用者及び
周辺住民

決算額　　　　　867千円 決算事業費　　　　　940万円 橋梁改修工事　　　　　2,550千円 大橋高欄補修工事　一式
青木田橋高欄補修工事　一式

070600-426-01

070600-430

公共土木施設災害復旧事
業（単独）

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

07

施設等整備事業

公共土木施設に被災があった時、速やかににこれを復旧し市民生活
への支障を最小限とする。被災箇所復旧のための工事施行

一般 法令の実施義務（自治事務）

公共土木施設災害復
旧事業（単独） 13,619

公共土木施設災害復旧事
業（単独）

公共土目施設の利
用者及び周辺住民

決算額　　　10,863千円　 災害復旧箇所　154箇所
決算事業費　55百万円

道路災害復旧工事　499千円 市道成田黒沢尻線道路災害復旧工事
　L=8.0ｍ

070600-430-01

010100-431

交通量調査（市独自）

政策企画課05-03-02

道路環境の整備

05

ソフト事業（任意）

市内主要道路等の交通量を観測し、道路整備や都市計画の基礎資
料を得る。北上市統計調査員協議会に業務を委託し、毎年７月第２
金曜日の午前７時から午後７時まで調査を実施。

一般 法令に特に定めのないもの

1,729

交通量調査（市独自）

市民 調査実施日７月13日
調査地点数30地点
総交通量（上下線合計）225,646台/人

平成23年度は７月９日に実施。
市内30地点の調査業務を北上市統計
調査員協議会に委託。
総交通量（上下線合計）220,162台/人

市内30地点の調査業務を北上市統計
調査員協議会に委託。総交通量（上下
線合計）225,203台/人

市内30地点を調査委託。
午前７時から午後７時の12時間
総交通量　231,556台/人
調査打合せ会を７支部毎に実施。

010100-431-01

070600-432

道路法等に基づく許可・承
認事務

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

01

ソフト事業（義務）

道路管理者以外の工事について将来に亘り管理に支障とならないも
のとさせる。道路施行承認工事・道路占用工事の審査、指導

一般 法定受託事務

道路法　道路法施行令
　道路法施行規則 10,561

道水路占用許可に関する
事務

道水路管理者 申請件数　843件 申請件数　808件 道路占用678件、水路占用37件、法定
外道路占用26件

070600-432-01

工事施行承認、原因者負
担工事、開発行為に関す
る事務

道水路管理者 申請件数
承認工事　　87件
原因者工事　62件
開発行為　　5件

申請件数
承認工事　　85件
原因者工事　40件
開発行為　　5件

施行承認　100件
原因者負担工事 45件
開発行為意見付与　2件
道路使用届　  265件

070600-432-02

通行規制・通行許可に関
する事務

特殊車両通行協議　150件 特殊車両通行協議　212件 特殊車両通行許可215件
通行規制書受理
　国県道　 26件、市道 14件

070600-432-03

070600-445

道路管理事業（除雪業務）

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

冬期間の円滑で安全な交通確保。道路除排雪作業実施一般 （未入力）

北上市徐排雪計画

368,787

道路管理事業（除雪業務）

道路利用者 決算額　353,328千円 決算事業費　256百万円 除排雪道路延長　L=1,150ｋｍ 除雪延長　L=1,054ｋｍ070600-445-01

070600-460

橋梁長寿命化修繕事業

道路環境課05-03-02
道路環境の整備

07

施設等整備事業

橋梁の長寿命化を推進し安全安心快適な道路環境を構築する。道
路橋の点検、長寿命化計画の策定及び長寿命化修繕工事の実施

一般 法令に特に定めのないもの

市開発計画

129,067
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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

橋梁長寿命化修繕事業

道路通行者 九年橋詳細設計19,500千円
橋梁点検業務 5,645千円
珊瑚橋長寿命化修繕工事101,700千円
+150,000千円（経済対策）

測量設計　7橋
点検業務　165橋

070600-460-01

070600-461

珊瑚橋落橋防止事業

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

07

施設等整備事業

地震による桁の落下を防止し安全安心な道路環境を構築する。当該
橋に落橋防止装置を設置する。

一般 法令に特に定めのないもの

39,971

珊瑚橋落橋防止事業

珊瑚橋の通行者 決算額　　　　21,145千円 測量設計　6箇所　260万円
落橋防止装置　2箇所　2,150万円

070600-461-01

070600-464

九年橋歩道橋新設事業（交
付金事業）

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

07

施設等整備事業

本橋（車道）長寿命化修繕工事に合わせて歩道橋を新設し歩行者の
安全性を確保する。歩道橋の新設（歩道整備延長L=334ｍ）

一般 法令に特に定めのないもの

29,293

九年橋歩道橋新設事業
（交付金事業）

道路通行者 予備設計及び詳細設計
決算額　27,277千円

070600-464-01

070600-466

道路ストック総点検事業

道路環境課05-03-02

道路環境の整備

07

施設等整備事業

老朽化した道路インフラについて状態を把握し、効率の良い修繕工
事を推進させる。道路インフラの老朽化について総点検を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

社会資本整備総合交
付金交付要綱 645

道路ストック総点検事業

道路通行者 H25年度に繰越し070600-466-01

010100-320

地域高度情報化推進事業

政策企画課05-03-03
情報格差の解消

05

ソフト事業（任意）

急激に進歩する情報化社会の中で市内の情報格差是正と情報を活
用した市民生活の向上を目指す。
情報化基本計画の策定、情報通信基盤の整備、難視聴対策の実
施、ＣＡＴＶの活用の推進

一般 法令に特に定めのないもの

1,345

地域高度情報化推進事業

市民 ○平成24年度事業なし。010100-320-01

010100-324

ケーブルテレビデジタル化
整備事業費補助金

政策企画課05-03-03

情報格差の解消

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

ケーブルテレビサービスエリアのデジタル化。ケーブルテレビサービ
スエリアをアナログからデジタルへの変更し視聴者サービスを向上さ
せる。

一般 法令に特に定めのないもの

ケーブルテレビデジタル化
整備事業費補助金

ケーブルテレビ会
社

○ケーブルテレビ会社デジタル化事業
完了
○平成24年度は実施なし

ケーブルテレビ会社デジタル化事業完
了

ケーブルテレビ会社事業010100-324-01

010100-326

地上デジタル放送難視聴解
消事業

政策企画課05-03-03
情報格差の解消

05

ソフト事業（任意）

難視地域の解消を図る。地上デジタル放送移行へ向けた難視聴地
域状況の把握とその対策について検討。デジサポ岩手などへの個別
の取り次ぎなどを行う。

一般 法令に特に定めのないもの

870
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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

地上デジタル放送難視聴
解消事業

市民 ○口内地区を中心に難視区域がある。
デジサポによる個別対応
○個人や地域に対して国の補助制度等
の説明

口内地区を中心に難視区域があるが、
デジサポが個別に対応している。個人
や地域に対して国の補助制度等の説
明。

口内地区を中心に難視区域があるが、
デジサポが個別に対応している。

口内地区を中心に難視解消。３～５地
域

010100-326-01

010100-327

ケーブルテレビ合併推進事
務

政策企画課05-03-03

情報格差の解消

05

ソフト事業（任意）

合併の実現。情報の一元化を目的に、市内に２社あるケーブルテレ
ビ会社の合併を実現させるため、合併協議会により合併促進を図
る。

一般 法令に特に定めのないもの

1,741

ケーブルテレビ合併推進
事務

ケーブルテレビ会
社

○平成24年４月１日　北上ケーブルテレ
ビ株式会社、和賀有線テレビ株式会社
合併

合併に変わる方策として、和賀有線テレ
ビ㈱が会社清算をし、その資産を無償
譲渡したうえで、北上ケーブルテレビが
和賀有線㈱エリアの放送事業を継承す
ることで、情報一元化の目的を達成し
た。合併に代わる方策に係る協議６回

合併協議会　３回
合併協議会幹事会　３回
合併協議会事務局会議　５回

010100-327-01

010100-354

光ファイバーケーブル管理
事業

政策企画課05-03-03

情報格差の解消

02

施設管理・維持補
修事業

光ケーブルを利用し情報格差の是正を図る。ブロードバンドゼロ解消
事業で整備した稲瀬、更木及び臥牛の光ケーブルの維持管理(経由
する川岸、立花、黒岩地区のケーブル含む。)

一般 法令に特に定めのないもの

1,595

光ファイバーケーブル管
理事業

市施設 ○光ファイバー通電電気料６本○東北
電力（149本）及びＮＴＴ電柱（379本、
431条）
○共架料電柱土地借上（10名）

光ファイバー通電電気料６本
東北電力（149本）及びＮＴＴ電柱（431
条）共架料電柱土地借上（10名）

010100-354-01

030100-020

公的個人認証本人確認事
務

市民登録課05-03-04

情報通信技術の活用

01

ソフト事業（義務）

円滑な手続きの指導。インターネットを介して行政機関への申請、手
続きを行うための本人確認手続き。

一般 法定受託事務

電子署名に係る地方
公共団体の認証事務
に関する法律

4,332

公的個人認証本人確認事
務

市民 利用件数　128件 利用件数　211件 利用件数　231件 利用件数　147件030100-020-01

010100-310

岩手県電子自治体推進協
議会事務

政策企画課05-03-04

情報通信技術の活用

05

ソフト事業（任意）

岩手県が独自で県申請様式の汎用システムを導入することから、県
内の全市町村が統一した申請書を利用できるよう汎用システムを構
築する。県内における申請書の汎用システムの構築

一般 法令に特に定めのないもの

岩手県電子自治体推進協
議会事務

職員 ○共同利用を目的とした電子申請シス
テムには不参加。総会１回出席

共同利用を目的とした電子申請システ
ムには不参加。第１回総会は震災により
書面会議。第２回総会は、年度末開催
のため欠席した。

共同利用を目的とした電子申請システ
ムには不参加。総会１回出席

共同利用を目的とした電子申請システ
ムには不参加。総会１回出席

010100-310-01
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