
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

070400-001

都市計画事務

都市計画課05-05-01

質的向上を目指した土地利
用の推進

01

ソフト事業（義務）

快適な都市の環境が形成され、活発な都市活動がもたらされるよう
総合的な都市環境づくりをめざす。土地利用や都市施設の整備を都
市計画マスタープランに沿って、都市計画決定と指導を行う。

一般 法令の実施義務（自治事務）

都市計画法 北上市総合計画、北
上市都市計画マスター
プラン、北上都市計画

8,831

都市計画の決定及び変更
等事務

一般及び開発業者 用途地域にかかる問い合わせ等　約300
件

・県都市計画関係ワーキング ３回
・用途地域にかかる問い合わせ等　約
300件

・県都市計画関係ワーキング ３回
・用途地域にかかる問い合わせ等　約
300件

・県都市計画関係ワーキング ３回
・一般廃棄物処理施設の敷地の位置に
係る県との協議　３回
・一般廃棄物処理施設の敷地の位置に
係る市の意見提出　１件
・用途地域にかかる問い合わせ等　約
400件

070400-001-01

都市計画基礎調査事務

一般 23年度完了
24年度なし
県都市ワーキング　２回

22年度から県との契約により調査を実施
23年度完了

22年度から県との契約により調査を実施
23年度完了予定

（21年度実績なし）070400-001-02

都市計画現況調査事務

一般 異動資料取りまとめ 異動資料取りまとめ 異動資料取りまとめ 異動資料取りまとめ070400-001-03

都市計画審議会事務

一般及び開発業者 開催回数　２回 開催回数　なし 開催回数　１回
審問案件　なし
協議案件　２件
報告　１件

開催回数　３回
開催案件　３件

070400-001-04

050100-002

農業振興地域の整備及び
変更等に関する事務

農政課05-05-01
質的向上を目指した土地利
用の推進

05

ソフト事業（任意）

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優良農用地の保全を
図る。北上農業振興地域整備計画の変更事務(定期見直し)

一般 法令の実施義務（自治事務）

農業振興地域の整備
に関する法律 2,518

農業振興地域の整備及び
変更等に関する事務

農地所有者 定期
随時（編入）０件
（除外）５件

定期
随時（編入）2件
（変更）2件

定期　
随時（編入）８件　面積22,558㎡
（変更）１件　面積1,960㎡

定期　
随時　変更件数６件　面積2,343㎡

050100-002-01

070400-002

建築行為許可事務（都市計
画法・区画整理法）

都市計画課05-05-01

質的向上を目指した土地利
用の推進

01

ソフト事業（義務）

秩序あるまちづくりが行われる。市町村が処理することとする事務処
理。（都市計画法第53条）都市計画道路など都市施設内に建築行為
等の申請があった場合の、建築規模等による許可可否の審査、及び
事業実施時における協力の念書取交し。（区画整理法第76条）事業
施行中の区画整理事業地内に建築行為等の申請があった場合、区
画整理事業実施の障害となる場合の計画線外に後退または撤去す
る等の念書取交し。（駐車場法第12～14条,18～19条）路外駐車場の
設置に伴う※平成24年4月1日から岩手県より権限移譲されたもの。

一般 法令の実施義務（自治事務）

都市計画法第53条、駐
車場法第12条、高齢
者、障害者等の移動等
の円滑化の促進に関
する法律第12条

北上都市計画

476

建築行為許可事務（都市
計画法・区画整理法）

申請者 ・都市計画法に関するもの　1件 ・都市計画法に関するもの　1件 ・都市計画法に関するもの　3件 ・都市計画法に関するもの　3件
・駐車場法に関するもの　1件

070400-002-01

070400-004

未来につなげるまちづくり計
画策定事業

都市計画課05-05-01
質的向上を目指した土地利
用の推進

05

ソフト事業（任意）

望ましい都市像を都市整備の目標として明確化し、具体的な施策を
定めること。都市計画法第18条の２の規定による北上市の都市計画
に関する基本的な方針を策定するとともに、都市計画決定を変更す
るほか、具体的な施策を策定する。

一般 法令の努力義務（自治事務）

都市計画法 北上市総合計画　国
土利用計画北上市計
画

43,899
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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

未来につなげるまちづくり
計画策定事業

一般 ・都市計画マスタープラン専門家会議　
開催数２回
・庁内検討委員会　２回
・庁内幹事会　２回
・庁内作業グループ会議　３回

・都市計画マスタープラン専門家会議　
開催数３回
・庁内検討委員会幹事会　１回

市民3,000人に対しアンケートを実施。
都市の課題について問題点を抽出し
た。

070400-004-01

070400-007

都市計画協会負担金

都市計画課05-05-01

質的向上を目指した土地利
用の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

まちづくりに関する全国的な情報を得、都市計画事業の推進を図る。
都市計画に関する諸問題の調査研究等を行う全国組織に対する負
担金

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第２条第14
項、第15項、公営企業
法第３条

641

都市計画協会負担金

会員 都市計画協会では、会議等開催、調査
研究、指導相談、出版物、図書資料の
収集管理、会員団体との連絡調整及び
意見交換を行っている。

都市計画協会では、会議等開催、調査
研究、指導相談、出版物、図書資料の
収集管理、会員団体との連絡調整及び
意見交換を行っている。

都市計画協会では、会議等開催、調査
研究、指導相談、出版物、図書資料の
収集管理、会員団体との連絡調整及び
意見交換を行っている。

会議等開催3回、調査研究3回、指導相
談、出版物2種、図書資料の収集管理、
会員団体との連絡調整及び意見交換

070400-007-01

070400-008

建築確認申請の確認事務
（都市計画関係）

都市計画課05-05-01

質的向上を目指した土地利
用の推進

01

ソフト事業（義務）

適正な建築活動を誘導するため法令による規制を確認し、安全な建
築物を建築させる。建築確認申請に係る都市計画法関係の区域・地
域地区の確認及び許可関係の確認

一般 法令の実施義務（自治事務）

都市計画法、区画整理
法、駐車場法等

北上都市計画

1,665

建築確認申請の確認事務
（都市計画関係）

申請者 ・確認件数　461件
・市確認　 325件
・県確認　　68件
・道路位置　12件
・計画通知　 5件
・工作物　　 8件
・長期優良住宅　43件

・確認件数　433件
・市確認　 323件
・県確認　　50件
・道路位置　15件
・計画通知　 4件
・工作物　　 5件
・長期優良住宅　36件

・確認件数　445件
・市確認　 338件
・県確認　　59件
・道路位置　15件
・計画通知　 3件
・工作物　　 5件
・長期優良住宅　25件

確認件数　419件070400-008-01

070400-009

まちづくり交付金事業に関
する事務

都市計画課05-05-01

質的向上を目指した土地利
用の推進

05

ソフト事業（任意）

まちづくり交付金事業交付期間終了年において、事業の成果を客観
的に検証し、今後のまちづくりに活用するとともに結果を市民に公表
する。都市整備計画に記載した数値目標の達成状況把握、事業終了
後のまちづくり方法の検討、評価結果を公表

一般 法令に特に定めのないもの

6,228

まちづくり交付金事業に関
する事務

市民 H24年度(社会資本整備総合交付金)
申請・変更申請
都市再生整備計画(第５回変更)

H23年度(社会資本整備総合交付金)
申請・変更申請
都市再生整備計画(第３回変更)

H22年度執行なし まちづくり交付金事業事後評価庁内
ワーキング　２回
まちづくり交付金評価委員会　１回（委
員４人）

070400-009-01

070400-018

公有地の拡大の推進に関
する事務

都市計画課05-05-01

質的向上を目指した土地利
用の推進

01

ソフト事業（義務）

都市環境の整備促進のため必要な土地の先買い制度。土地有償譲
渡届出書（４条１項）及び土地買取希望申出書（５条１項）の受理

一般 法定受託事務

公有地の拡大の推進
に関する法律 80

公有地の拡大の推進に関
する事務

一般 第４条１項譲渡届出件数０件
第５条１項土地買取希望件数０件

第4条1項の譲渡届出件数　N=2件 第4条1項の譲渡届出件数　N=2件
第5条1項の買取申出件数　N=1件

第4条1項の届出件数　N=0件
第5条1項の届出件数　N=0件

070400-018-01

070400-019

開発行為に関する事務（都
市計画法）

都市計画課05-05-01

質的向上を目指した土地利
用の推進

01

ソフト事業（義務）

無秩序な土地開発の防止。県からの委託契約を締結し、事前指導申
出及び開発許可申請等関係書類の審査、岩手県への進達等

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

道路計画法（開発行為
等の規制） 2,859

開発行為に関する事務
（都市計画法）

一般 照会・相談・県報告36件
事前指導進達３件
許可申請・変更申請進達６件
予定建築物以外の建築許可申請進達２
件

照会・相談・県報告　N=24件
事前指導進達　　　　N=5件
許可申請進達　　　　N=8件

照会・相談・県報告　N=42件
事前指導進達　　　　N=3件
許可申請進達　　　　N=4件

事前指導進達　N=25件
許可申請進達　N=3件
無許可の開発　N=3件

070400-019-01
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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

070400-020

土地区画整理組合に関する
事務

都市計画課05-05-01

質的向上を目指した土地利
用の推進

05

ソフト事業（任意）

清算金徴収の促進を図る。西部組合清算法人に対し助言及び県へ
の進達事務等

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

土地区画整理法 北上市都市計画マス
タープラン 1,359

土地区画整理組合に関す
る事務

黒沢尻西部土地区
画整理組合

西部組合清算法人総代会１回
清算法人理事会２回
清算金徴収に係る打合せ３回

黒沢尻西部区画整理事業協議6回
調査回答業務3回

県協議6回
調査回答業務3回

県協議5回
査回答業務2回

070400-020-01

010100-240

国土利用計画に関する事務

政策企画課05-05-01
質的向上を目指した土地利
用の推進

01

ソフト事業（義務）

適正かつ合理的な土地の利用を確保する。国土利用計画法に基づく
土地取引に係る届出受理、土地の売買等による異動状況等の調査

一般 法定受託事務

国土利用計画法 国土利用計画北上市
計画 475

国土利用計画に関する届
出事務

市民 届出件数　4件
違反事案処理件数　3件

届出件数　4件
違反事案処理件数　2件

届出件数　5件
違反事案処理件数　3件

届出件数　6件
違反事案処理件数　10件

010100-240-01

土地利用状況調査事務

市民 大規模土地取引状況調査　４回
遊休土地実態調査　１回
土地利用規制等対策費交付金交付申
請事務　１回

大規模土地取引状況調査　4回
遊休土地実態調査　1回
土地利用規制等対策費交付金、交付申
請事務　1回

大規模土地取引状況調査　4回
遊休土地実態調査　1回
土地利用規制等対策費交付金、交付申
請事務　1回

土地取引規制調査　4回
遊休土地実態調査　1回
土地利用規制等対策費交付金、交付申
請事務　1回

010100-240-02

010100-245

ゴルフ場等大規模開発行為
関係事務

政策企画課05-05-01

質的向上を目指した土地利
用の推進

01

ソフト事業（義務）

大規模開発の動向を把握し適正かつ合理的な土地の利用を図る。ゴ
ルフ場等大規模開発行為に係る届出受理

一般 法定受託事務

国土利用計画法 国土利用計画北上市
計画

ゴルフ場等大規模開発行
為関係事務

開発行為は実績なし（北鬼柳23地割地
内への商業施設立地に係る関係部課長
会議を開催）

開発行為は実績なし（北鬼柳23地割地
内への商業施設立地に係る関係部課長
会議を開催）

開発行為は実績なし010100-245-01
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