
課コード: 050200 課名称: 農林部農地林務課平成24年度業務棚卸表

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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

050200-025

林業振興事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

森林の有する公益的機能の維持増進を図る。森林を適正に管理する
ため、各種届出受理及び現地調査、巡視並びに座談会の開催等の
事務を行う。林業振興計画策定等の事務（５年毎）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

1,668

林業振興事業

森林所有者 愛鳥の森管理　5月～翌3月
森林管理巡視　130日
伐採届受理件数　92件
林業座談会　４会場、76人出席

愛鳥の森管理　5～翌3月
森林管理巡視　130日
伐採届受理件数　21件
林業座談会　8会場、71人出席

愛鳥の森管理　5～翌3月
森林管理巡視　130日
伐採届受理件数　22件
林業座談会　8会場、91人出席

愛鳥の森管理　5～翌3月
森林管理巡視　130日
伐採届受理件数　22件
林業座談会　　6会場、84人出席

050200-025-01

050200-100

農業施設管理補修事業

農地林務係03-03-01
農業の生産性向上

02

施設管理・維持補
修事業

農業用施設の適正な維持管理。親水公園、排水機場、頭首工等の
農業施設の維持管理

一般 法令に特に定めのないもの

18,964

農業施設管理（農道・農村
公園・排水機場等）

地域農家 ・えづりこすずの里
草刈等業務３件、害虫駆除業務４件、剪
定業務２件
・新堰水辺公園
草刈等業務２件
・本郷川
草刈業務１件
・野沢排水機場
土砂撤去業務１件
・日平親水公園
草刈等業務１件
・その他農業施設伐採等業務１件

・えづりこすずの里
全体での草刈作業３回、区域内新渡戸
公園樹木剪定作業１回、さくらの剪定１
回、害虫駆除２回、防護柵等修繕５件
・新堰水辺公園：防護柵等修繕６件、刈
枝処分等業務５件
・野沢排水機場：草刈業務１回、消防設
備整備１件
・その他施設：排水路改修工事１件

・えづりこすずの里
全体での草刈作業３回、区域内新渡戸
公園樹木剪定作業１回、さくらの剪定１
回、害虫駆除２回、防護柵等修繕５件
・新堰水辺公園
防護柵等修繕６件、刈枝処分等業務５
件
・野沢排水機場
草刈業務１回、消防設備整備１件
・その他施設：排水路改修工事１件

えづりこすずの里、農村公園14箇所、新
堰水辺公園、野沢排水機場管理

050200-100-01

農業施設管理（夏油頭首
工）

地域農家 夏油頭首工管理　一式 夏油頭首工管理　一式 夏油頭首工管理　一式 夏油頭首工管理　一式050200-100-02

050200-101

岩手県土地改良事業団体
連合会負担金

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

土地改良事業、農業集落排水事業の推進。土地改良法第１１１条の
２の規定により設立された団体への負担金

一般 法令に特に定めのないもの

207

岩手県土地改良事業団体
連合会負担金

農家一般 土地改良事業、農業集落排水事業推進
の指導、助言

土地改良事業、農業集落排水事業推進
の指導、助言

土地改良事業、農業集落排水事業推進
の指導、助言

土地改良事業、農業集落排水事業推進
の指導、助言

050200-101-01

050200-102

北上和賀地方土地改良事
業推進協議会負担金

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

会員相互の事務能力の向上。北上市、西和賀町の首長、土地改良
区の長で組織する土地改良事業の推進を図ろうとする協議会の負担
金

一般 法令に特に定めのないもの

268

北上和賀地方土地改良事
業推進協議会負担金

農家一般 事務局会議　１回、協議会総会開催　１
回、研修会開催　１回

協議会開催　１回、研修会開催　１回 協議会開催　１回、研修会開催　１回 協議会開催　１回、研修会開催　１回050200-102-01

050200-103

農業農村整備の計画事務

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

県との連携により中期的な農村の総合的な整備の推進。農村の総合
的な環境整備を図るための農業農村整備事業の中期的な管理計画
策定

一般 法令に特に定めのないもの

1,590
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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

農業農村整備の計画事務

地域農家 整備実施：県営7地区、国営2地区 整備実施：県営６地区
計画調査：県営３
地区

整備実施：県営10地区、団体営４地区
（集排共）
計画調査：県営３地区

県営15地区、団体営4地区（集排共）050200-103-01

050200-104

その他の計画策定、調査等
事務

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

土地改良事業の円滑な推進。国営土地改良事業調査計画、土地改
良事業経済効果測定基準調査の実施

一般 法令に特に定めのないもの

その他の計画策定、調査
等事務

地域農家 土地改良事業の推進のための調査計画
に係る打合せ、協議、説明会等　30回

土地改良事業の推進のための調査計画
に係る打合せ、協議　８回

土地改良事業の推進のための調査計画
に係る打合せ、協議　10回

土地改良事業の推進と事後評価測定へ
の基礎資料作成、提供

050200-104-01

050200-105

農道台帳整備保管事業

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

02

施設管理・維持補
修事業

農道の適正な維持管理。農道の適正な維持管理のため台帳整備業
務

一般 法令の実施義務（自治事務）

農道台帳整備保管事業

地域農家 台帳作成、整理　一式 台帳作成、整理　一式 台帳作成、整理　一式 台帳作成、整理050200-105-01

050200-106

国土調査事務

農地林務係07-01-05

農林部門（市民サービス）

01

ソフト事業（義務）

国土調査成果の情報提供及び成果の適正化を図る。国土調査地図
訂正業務
閲覧業務
相談業務

一般 法令の努力義務（自治事務）

国土調査法

3,368

国土調査事務

一般市民、業者 地図訂正１件
登記事項訂正0件
閲覧17件
相談10件

地図訂正3件
登記事項訂正0件
閲覧19件
相談10件

地図訂正5件
登記事項訂正2件
閲覧18件
相談8件

地図訂正2件
閲覧40件
相談20件

050200-106-01

050200-107

県営農業基盤整備事業負
担金

農地林務係03-03-01
農業の生産性向上

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

農地の大区画化、汎用性、用水の確保等の農業生産基盤の面的整
備を実施するとともに、担い手への農地集積を図る。県営農業基盤
整備事業に係る工事費負担

一般 法令に特に定めのないもの

141,538

江釣子第二地区（経営体
育成基盤整備）

地域農家 受益面積　74.9ha
区画整理　74.9ha
総事業費　1,208百万

受益面積　74.9ha
区画整理　74.9ha
総事業費　1,208百万

受益面積　74.9ha
区画整理　74.9ha
総事業費　1,195百万

受益面積　70ha
区画整理　70ha
概算総事業費　1,529百万

050200-107-04

更木新田地区（経営体育
成基盤整備）

地域農家 受益面積　89(73)ha
区画整理　73ha
総事業費　1,653百万

受益面積　89(73)ha
区画整理　73ha
総事業費　1,560百万

受益面積　89(73)ha
区画整理　73ha
総事業費　1,653百万

受益面積　89(73)ha
区画整理　73ha
概算総事業費　1,750(1,437)百万

050200-107-06

和賀中部第４地区（経営
体育成基盤整備）

地域農家 受益面積　377ha
総事業費　2,728百万円

受益面積　377ha
総事業費　2,728百万円

受益面積　377ha
総事業費　2,728百万円

受益面積　377ha
概算総事業費　2,771百万円

050200-107-07

六原地区（経営体育成基
盤整備）

地域農家 受益面積　245ha
総事業費　4,193百万円

受益面積　266.3ha
総事業費　4,285百万円

受益面積　266.3ha
総事業費　4,285百万円

受益面積　266.3ha
概算総事業費　4,286百万円

050200-107-08
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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

和賀中部六原地区（経営
体育成基盤整備）

地域農家 受益面積 399ha
用水路、農道総事業費　2,105百万円

受益面積 408ha
用水路、農道総事業費　3,745百万円

受益面積 408ha
用水路、農道総事業費　3,745百万円

050200-107-09

和賀中部岩崎地区（経営
体育成基盤整備）

地域農家 受益面積669ha
用水路、農道総事業費4,602百万円

受益面積669ha
用水路、農道総事業費2,771百万円

050200-107-10

050200-108

土地改良事業資金元利補
給負担金（債務負担行為
分）

農地林務係03-03-01
農業の生産性向上

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

既に実施済の土地改良事業により農業生産性の向上が図られてい
る。土地改良事業費の農林漁業金融公庫償還金の負担

一般 法令に特に定めのないもの

38,240

土地改良事業資金元利補
給負担金（債務負担行為
分）

地域農家 旧５土地改良区実施分の償還金負担 旧５土地改良区実施分の償還金負担 旧５土地改良区実施分の償還金負担 旧５土地改良区実施分の償還金負担050200-108-01

050200-109

国営造成施設管理体制整
備促進事業負担金

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

国営造成施設（水利施設）の適正な管理水準、費用分担等を検討
し、管理体制の整備強化を図る。国営造成施設の管理、整備強化を
図る為の関係団体への負担

一般 法令に特に定めのないもの

11,636

猿ヶ石用水地区（国営造
成施設管理体制整備）

地域農家 推進活動委員会2回
協議会開催2回
施設見学会２回
江刺産業まつり参加

推進活動委員会2回、協議会開催2回
水土里フェスタ開催

推進活動委員会2回、協議会開催2回
水土里フェスタ開催

推進活動委員会2回、協議会開催2回
水土里フェスタ開催

050200-109-03

猿ヶ石北部地区（国営造
成施設管理体制整備）

地域農家 推進活動委員会2回
協議会開催2回
施設見学会１回
とうわ産業まつり参加
JA花巻農業まつり参加

推進活動委員会2回、協議会開催2回
施設学習会、施設見学会実施

推進活動委員会2回、協議会開催2回
施設学習会、施設見学会実施

推進活動委員会2回、協議会開催2回
啓蒙パンフレット作成、施設学習会、施
設見学会、

050200-109-04

豊沢川地区（国営造成施
設管理体制整備）

地域農家 推進活動委員会3回
協議会開催2回
施設見学会４回
JA農業まつり参加
はなまき産業大博覧会参加

推進活動委員会2回、協議会開催2回
施設クリーン作戦、施設見学会実施

推進活動委員会2回、協議会開催2回
施設クリーン作戦、施設見学会実施

推進活動委員会2回、協議会開催2回
施設クリーン作戦、施設見学会
ホームページ更新、啓蒙看板作成

050200-109-05

岩手中部地区（国営造成
施設管理体制整備）

地域農家 推進活動委員会2回
協議会開催2回
奥寺堰ウォーキング開催
奥寺堰出前講座２回
JA花巻北上農業祭参加

推進活動委員会1回、協議会開催1回
施設見学会実施

推進活動委員会1回、協議会開催1回
施設見学会実施

050200-109-06

050200-110

事業促進協議会等負担金

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

農業農村管理計画に基づき、国営、県営土地改良事業の実施促進
を図る。国営、県営土地改良事業の推進を図ろうとする協議会への
負担

一般 （未入力）

192

豊沢川地区県営土地改良
事業促進協議会負担金

地域農家 役員会開催　１回
総会開催　１回

役員会開催　１回
総会開催　１回

役員会開催　１回
総会開催　１回

役員会開催　１回
総会開催　１回

050200-110-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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

岩手中部国県営土地改良
事業促進協議会負担金

地域農家 幹事会開催　４回
総会開催　1回

役員会開催　１回
総会開催　１回

役員会開催　１回
総会開催　１回

役員会開催　１回
総会開催　１回

050200-110-02

和賀中部第四地区担い手
育成基盤整備事業推進委
員会負担金

地域農家 協議会開催　１回 役員会開催　１回
総会開催　１回

役員会開催　１回
総会開催　１回

協議会　１回
地区における調整

050200-110-05

更木新田地区担い手育成
基盤整備事業推進委員会
負担金

地域農家 協議会開催　２回 事業推進委員会　２回 事業推進委員会　２回 現地研修会（視察）　１回、事業推進委
員会　2回、事業説明会５回

050200-110-07

和賀中部岩崎地区担い手
育成基盤整備事業推進委
員会負担金

地域農家 促進部会0回 促進部会7回050200-110-12

050200-111

岩手県林業構造改善事業
促進協議会負担金

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

岩手県林業構造改善事業の円滑な推進を図る。林業構造改善事業
で導入した施設の運営等について経営管理指導を実施、研修会及び
協議会の開催等の事業の負担金を負担する。

一般 法令に特に定めのないもの

10

岩手県林業構造改善事業
促進協議会負担金

森林所有者等 総会　1回 総会　1回 総会　1回 総会　　1回050200-111-01

050200-112

岩手県治山林道協会負担
金

農地林務係03-03-06
森林資源の保全と多様な価
値の活用

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

治山及び林道事業の強化を図り、国土の保全と森林資源の充実を促
進し、災害の防除と林業の振興に寄与する。緑の少年団大会を共催
で開催、関連会議に出席陳情、研修会の開催、測量調査設計業務の
受託、図書・資材の紹介斡旋する事業の負担金を負担する。

一般 法令に特に定めのないもの

5

岩手県治山林道協会負担
金

山林所有者等 総会　1回 総会　1回 総会　1回 総会　　1回
図書斡旋
治山・林道事業技術参考書　一式

050200-112-01

050200-113

岩手県緑化推進委員会負
担金

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

緑豊かな県土の創造に寄与する。地球温暖化防止国際ボランティア
による森林づくりの推進、ふるさとの森林づくり事業、また、青少年の
森林づくり活動への参加を促進するため、学校林整備活動の支援や
岩手県緑の少年団大会の開催、森林学習活動の支援等の事業に負
担金を負担する。

一般 法令に特に定めのないもの

37

岩手県緑化推進委員会負
担金

市民 総会　　1回 総会　　1回
講演会　1回

総会　　1回
講演会　1回

総会　　1回050200-113-01

050200-114

公有林野岩手県協議会負
担金

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

森林が有する公益的機能、山村振興に果たす公有林野の役割の啓
蒙宣伝し、適正な管理経営を図る。公有林野事業の推進を図り、融
資枠の確保、予算拡充を中央官庁等に要請、各種会議・研修会の開
催、印刷物の配布当の各事業に負担金を負担する。

一般 法令に特に定めのないもの

5

公有林野岩手県協議会負
担金

山林所有者等 総会　　1回
印刷物の配布
公有林野　年4回
岩手林業新報　毎週火・金発行

総会　　1回
印刷物の配布
公有林野　年4回
岩手林業新報　毎週火・金発行

総会　　1回
印刷物の配布
公有林野　年4回
岩手林業新報　毎週火・金発行

総会　　1回
印刷物の配布
公有林野　年4回
岩手林業新報　毎週火・金発行

050200-114-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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

050200-116

治山事業事務

農地林務係04-03-02

災害に強いまちづくりの推
進

05

ソフト事業（任意）

山地災害を防止し、森林の持つ多面的機能の維持を図る。
治山事業
の円滑な施行を図る。県施行の治山事業に付随する事務を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

238

治山事業事務

山林所有者等 H24年度　1件 H22年度事業実績なし H22年度事業実績なし050200-116-01

050200-117

県単治山事業負担金

農地林務係04-03-02
災害に強いまちづくりの推
進

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

被災を受けた山地を復旧し、山林の持つ多面的機能の維持を図る。
県が行う被災山地の復旧（治山）事業に係る工事費負担金

一般 法令に特に定めのないもの

194

県単治山事業負担金

山林所有者等 １件　負担金　194,040円050200-117-01

050200-118

林産物の振興奨励事務

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

林産物生産体制の強化を図る。森林所有者等の安定的な育成を図
る。木材等林産物の振興奨励の事務を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

林産物の振興奨励事務

森林所有者等 特用林産物に関する県の調査に協力 炭焼き体験会（憩いの森）　2回
炭焼き（憩いの森）　6回
特用林産物に関する県の調査に協力

炭焼き体験会（憩いの森）　2回
炭焼き（憩いの森）　7回
特用林産物に関する県の調査に協力

間伐材利用促進会議　　　1回
特用林産物需給動態調査の作成　上下
半期
岩手県乾しいたけ品評会の出品協力
特用林産物栽培等事例研修　1回

050200-118-01

050200-119

国土緑化運動の推進事務

農地林務係03-03-06
森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

緑化事業の推進を図る。国土緑化事業推進の事務を行う。岩手県緑
化推進委員会北上支部として、緑の募金活動の取りまとめ、緑化木
配布、緑の少年団への補助金交付事務を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

9,534

国土緑化運動の推進事務

市民 ・春の緑化まつり　450人参加
・夏のわんぱく自然教室　77人参加
・秋の緑化まつり　300人参加
・冬のわんぱく自然教室　33人参加
・地域緑化木配布　１地域
・事業所緑化木配布　１事業所
・緑の少年団育成費補助金　５団体
・緑の募金活動　家庭、企業、職場、街
頭等
　(北上支部実績)　3,111,961円
・緑化推進委員会支部総会　1回

・春の緑化まつり　250人参加
・夏のわんぱく自然教室　82人参加
・秋の緑化まつり　400人参加
・冬のわんぱく自然教室　14人参加
・地域緑化木配布　6地域
・事業所緑化木配布　2事業所
・緑の少年団育成費補助金　4団体・緑
の募金活動　家庭、企業、職場、街頭等
　(北上支部実績)　2,982,608円
・緑化推進委員会支部総会　1回

・春の緑化まつり　700人参加
夏のわんぱく自然教室　79人参加
・秋の緑化まつり　725人参加
・冬のわんぱく自然教室　33人参加
・地域緑化木配布　8地域
・事業所緑化木配布　3事業所
・緑の少年団育成費補助金　4団体
・緑の募金活動　家庭、企業、職場、街
頭等
(北上支部実績)2,445,114円
・緑化推進委員会支部総会　1回

・春の緑化まつり　　　600人参加
・夏のわんぱく教室　　　86人参加
・秋の緑化まつり　　　350人参加
・地域緑化木配布　　　　5地域
・緑の募金活動　　家庭、企業、職場等
(北上実績)　2,569,653円
・緑化推進委員会支部総会　1回

050200-119-01

050200-120

部分林及び分収林に関する
事務

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

01

ソフト事業（義務）

木材資源を適正に育成しながら、森林の公益的機能発揮の整備を図
る。部分林及び分収林の適正な管理運営の事務を行う。

一般 法令の努力義務（自治事務）

部分林契約書、分収林
委託契約書、北上市部
分林条例

北上市森林基本計画

部分林及び分収林に関す
る事務

森林所有者等 部分林契約意向調査　0件
分収林期間延長契約　0件
24年度は実績なし

部分林契約意向調査　　8件
分収林期間延長契約　　1件

部分林契約意向調査　　2件
分収林期間延長契約　　1件

部分林契約意向調査　　2件
分収林期間延長契約　　1件

050200-120-01

050200-121

森林施業の促進に関する事
務

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

森林施業の適正な計画的推進を図る。森林経営計画の認定や林業
座談会において森林施業に関する各種事業の周知等を行う。

一般 法令の実施義務（自治事務）

森林法 北上市森林整備計画

1,033
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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

森林施業の促進に関する
事務

森林所有者等 上門岡生産森林組合総会　1回林業座
談会開催　4会場　76人

上門岡生産森林組合総会　1回
施業計画認定件数12件
林業座談会開催　8会場　71人

上門岡生産森林組合総会　1回
施業計画認定件数　14件
林業座談会開催　8会場　91人

上門岡生産森林組合総会　1回
施業計画認定件数　6件
林業座談会開催　6会場　84人

050200-121-01

050200-122

林業関係団体に関する事務

農地林務係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

050200-123

火入れの許可に関する事務

農地林務係07-01-05

農林部門（市民サービス）

01

ソフト事業（義務）

森林火災の予防措置を図る。森林における火入れの許可の事務を
行う。

一般 法定受託事務

森林法、北上市森林火
入条例

火入れの許可に関する事
務

森林所有者等 申請受付件数　０件 申請受付件数　０件 申請受付件数　０件050200-123-01

050200-124

その他林業に関する事務

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

その他の林業について万全の体制を図る。その他の林業に関する事
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

80

その他林業に関する事務

森林所有者等 部分林以外の国有林に関する事務
（H24は実績なし）

部分林以外の国有林に関する事務
（H23は実績なし）

部分林以外の国有林に関する事務
（H22は実績なし）

部分林以外の国有林に関すること等050200-124-01

050200-125

林道作業道管理補修事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

02

施設管理・維持補
修事業

森林整備施業の林業生産基盤の確保に努めるため、車両通行の円
滑化を図りながら、施設を適正に維持管理する。林道・作業道の刈払
い業務の委託、破損箇所の修繕
林道保険に関する事務、林道台帳
の更新事務

一般 法令に特に定めのないもの

3,777

林道作業道管理事業

森林所有者等 林道13路線刈払い等　　22km
林道保険加入　22km

林道13路線刈払い等　　22km
林道保険加入　22km

林道13路線刈払い等　　22km
林道保険加入　22km

林道14路線刈払い等　　22km
林道保険加入　22km

050200-125-01

林道作業道維持補修事業

森林所有者等 林道沢曲線ほか１路線補修　一式 林道沢曲線ほか６路線補修　一式 林道愛宕山線　　　補修　一式
林道下門岡線　　　補修　一式

林道山寺線補修　一式
作業路愛宕山線　　補修　一式
作業道横長根線　　補修　一式
作業道鍋割線　　　補修　一式

050200-125-02

050200-126

憩いの森等管理事業

農地林務係03-03-06
森林資源の保全と多様な価
値の活用

02

施設管理・維持補
修事業

施設を適正に管理運営し、利用者へのサービス提供を図る。「憩いの
森」、「生活環境保全林」、「野草園」の各施設及び備品の維持管理業
務、貸出し業務、使用料徴収業務、利用指導及び安全指導業務、野
外活動等の企画運営業務、簡易な施設修繕業務等を委託。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市憩いの森施設
条例 16,867

憩いの森等管理事業

憩いの森利用者 営業日数　　296日
利用者数　67,166人
施設維持修繕　　一式

営業日数　　295日
利用者数　63,845人
施設維持修繕　　一式

営業日数　　293日
利用者数　65,000人
施設維持修繕　　一式

営業日数　　307日
利用者数　52,000人
施設維持修繕　　一式

050200-126-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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

050200-127

憩いの森施設整備事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

07

施設等整備事業

施設の整備充実及び公有地として借上げ地の取得を図る。アスレ
チック施設等の施設改修及び用地の取得交渉。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市憩いの森施設
条例 1,704

憩いの森施設整備事業

憩いの森 施設の修繕工事　７件
用地取得はなし。

用地取得及び施設整備は、平成23年度
まで実施予定なし

用地取得及び施設整備は、平成23年度
まで実施予定なし

用地取得及び施設整備は、平成22年度
まで凍結

050200-127-01

050200-128

森林病害虫等防除事業

農地林務係03-03-06
森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

松くい虫被害木の伐倒駆除を行い、被害の撲滅を図る。松くい虫被
害木の伐倒駆除業務委託発注等の事務を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

森林病害虫等防除法

16,993

森林病害虫等防除事業

森林所有者等 駆除材積
焼却　　77.92㎥
くん蒸　600.87㎥
運搬破砕　51.25㎥

駆除材積
焼却　　50.82ｍ3
くん蒸　740.25ｍ3

駆除材積
焼却　　38.07ｍ3
くん蒸　755.06ｍ3

駆除材積　886m3050200-128-01

050200-129

保全松林再生整備事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

被害木を含む不用木及び不良木の伐倒駆除を行い、松林の健全な
育成を図る。松くい虫被害木を含む不良木等の伐倒駆除業務委託等
の事務を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

森林病害虫等防除法

7,031

保全松林再生整備事業

森林所有者等 駆除材積
くん蒸346.57㎥

駆除材積
くん蒸227.79ｍ3

駆除材積
くん蒸350.44ｍ3

駆除材積
349m3

050200-129-01

050200-130

松くい虫被害木調査事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

松くい虫被害の拡大防止、撲滅を図る。松くい虫被害木の所在確認、
土地立ち入り及び被害木処理に係る同意等の事務を実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

477

松くい虫被害木調査事業

森林所有者等 被害木空中探査　0回
現地調査　約30回
電話受付対応他

被害木空中探査　0回
現地調査　約30回
電話受付対応他

被害木空中探査　1回
現地調査　約30回
電話受付対応他

被害木空中探査　2回
現地調査　　　約30回
電話受付対応

050200-130-01

050200-131

森林整備地域活動支援事
業

農地林務係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

050200-132

北上・和賀地区植樹祭事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

森林の持つ公益的機能の発揮を図る。北上地方振興局管内で実施
する北上・和賀地区植樹祭を開催する事務等を行う。（北上市と西和
賀町とで1年おきの交互開催）

一般 法令に特に定めのないもの

北上市森林整備計画

238

北上・和賀地区植樹祭事
業

市民 事務局会議　３回 Ｈ23は西和賀町にて開催 北上市にて開催
岩脇市有林内0.3haに360本の植栽

北上市と西和賀町との隔年実施(H21は
西和賀町で植樹祭を実施）

050200-132-01
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050200-133

市有林管理事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

02

施設管理・維持補
修事業

北上市で所有する森林の持つ公益的機能の発揮を図る。市有林の
適正な管理運営事務を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市有林野管理条
例

北上市森林整備計画

4,636

市有林管理事業

市民 下刈0.60ha   除間伐 5.37ha
市有林の看守業務　1年60回
火災保険加入　54.00ha
市有林野運営委員会開催　1回

下刈0.60ha   除間伐 5.57ha
市有林の看守業務　　1年60回
火災保険加入　　　　35.44ha
市有林野運営委員会開催　1回

下刈0.90ha   除間伐 6.94ha
市有林の看守業務　　1年60回
火災保険加入　　　　20.89ha
市有林野運営委員会開催　1回

下刈0.90ha   除間伐 9.74ha
市有林の看守業務　　1年60回
火災保険加入　　　　51.56ha
市有林野運営委員会開催　2回

050200-133-01

050200-134

農林水産施設災害復旧事
業

農地林務係03-03-01
農業の生産性向上

07

施設等整備事業

被災した農地・農業用施設の復旧により効用回復を図る。農地、農業
用施設（水路、農道等）の災害復旧業務の実施

一般 法令に特に定めのないもの

2,352

農林水産施設災害復旧事
業

一般農家 9月30日～10月1日発生豪雨災害（台風
17号）単独災害　4件

Ｈ23復旧件数
震災分　17件
豪雨分　 8件

復旧件数　１件 復旧件数　１件050200-134-01

農林水産施設災害復旧事
業（補助）

一般農家 0件 H23復旧件数
震災分　 6件
豪雨分　 8件

H22年度事業実績なし 発生及び復旧件数　０件050200-134-02

050200-135

住民参加ふれあいクリーン
作戦推進事業（新堰水辺公
園）

農地林務係03-03-05

魅力あふれる農山村の確立

02

施設管理・維持補
修事業

豊かな自然環境にめぐまれた、新堰水辺公園を地元である上野町自
治会と施設管理者である北上市と維持管理協定を締結し地域の財産
として維持管理の増進を図る。農業用施設維持管理協定を締結し、
協働により自然景観を守る活動を実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

1,271

住民参加ふれあいクリーン
作戦推進事業（新堰水辺
公園）

地域住民 クリーン作戦　3回 クリーン作戦　2回 クリーン作戦　2回050200-135-01

050200-136

県営ため池等整備事業負
担金

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

県営ため池等整備事業の実施により、農業用水の安定確保、ため池
や用排水路が有する多面的機能の回復を図る。県が実施するため
池等整備事業の束の目沢、岩崎農場、豊沢川の３地区における工事
費負担

一般 法令に特に定めのないもの

25,032

県営ため池整備事業負担
金（束ノ目沢地区）

地域農家 説明会　3回
工事費負担金　一式

050200-136-05

県営ため池整備事業負担
金(岩崎農場)

地域農家 県営ため池整備事業(岩崎農場)負担金
　一式
事業説明会　3回

050200-136-06

050200-137

農地・水・環境保全向上対
策活動支援事業

農地林務係03-03-04

環境保全型農業の推進

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

市内の24活動組織が行う農地・農業用施設等の保全のための維持
管理活動を支援し、施設等が有する多面的機能の保全及び農村生
活環境の向上を図る。農地・水全管理支払交付金事業実施の24団
体への支援負担

一般 法令に特に定めのないもの

52,214

農地・水・環境保全向上対
策活動支援事業負担金

地域農家 市内で共同活動は24組織、復旧活動は
10組織で活動実施

市内28組織で活動実施。そのうち営農
活動も4組織実施

市内28組織で活動実施。そのうち営農
活動も4組織実施

市内28組織で活動実施。そのうち営農
活動も4組織実施

050200-137-01
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農地・水・環境保全向上対
策活動支援事業事務

地域農家 市内で共同活動は24組織、復旧活動は
10組織で活動実施

市内28組織で活動実施。そのうち営農
活動も4組織実施

市内28組織で活動実施。そのうち営農
活動も4組織実施

050200-137-02

050200-138

原木・ほだ木処理等事務事
業（ほだ場環境整備）

農地林務係07-01-05

農林部門（市民サービス）

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

東京電力原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響により、使
用自粛の対象となったきのこ原木、ほだ木及びほだ場内の落葉層の
処理の促進を図る。事前空間放射線量の測定、ほだ木の移動集積、
落枝等の土のう等袋詰め、落葉等の掻き集め、落葉等の土のう等袋
詰め、土のう等のほだ場外集積、ほだ木・落葉等の処分場への運
搬、事後放射線量の測定、新ほだ木の搬入・展開

一般 法定受託事務

岩手県きのこ原木等処
理事業補助金交付要
綱

1,907

原木・ほだ木処理等事務
事業（ほだ場環境整備）

原木しいたけ農家 ほだ木等処理説明会　13名参加ほだ場
現地確認　13箇所
岩手県きのこ原木処理事業実施計画承
認申請及び補助金交付申請

050200-138-01

050200-139

基幹水利施設ストックマネジ
メント事業江刺地区工事負
担金

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

施設の劣化が激しく老朽化が進行しており、用水の安定供給に支障
をきたしているため、県営基幹水利ストックマネジメント事業を導入
し、老朽化した施設の保全を行い用水の安定供給を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

基幹水利施設ストックマネ
ジメント事業江刺地区工事
負担金

県営かんがい排水
施設を維持管理す
る土地改良区

事業費負担協議　1回050200-139-01

050200-141

企業の森整備事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

森林資源の保全・育成による地球環境保全への貢献として、企業と
行政の協働で行う。＊ブナ、ミズナラ等の植栽及び下刈
　・植栽（面積
A=4,45ha・本数N=8,800本）
  ･下刈（延べ）A=13.95ha
＊平成21～25年
度の5ヶ年事業

一般 法令に特に定めのないもの

2,452

企業の森整備事業

市民 下刈A=2.0ha、植栽A=1.0ha 下刈A=2.0ha 植栽面積A=1,0ha
植栽本数N=2,000本
下刈A=1,0ha

植栽面積A=1,0ha
植栽本数N=2,000本
下刈A=1,0ha

050200-141-01

050200-142

森林整備加速化・林業再生
基金事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

間伐等の森林整備の加速化と間伐等の森林資源を活用した林業・木
材産業等の地域産業の再生、松くい虫被害防除監視帯において潜
在被害木も含めた駆除による健全な森林整備を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市森林整備計画

森林整備加速化・林業再
生基金事業

森林所有者等 　24年度は実績なし ・間伐　12.49ha
・作業道測量設計　1,382ｍ（2路線
・森林病害虫感染源駆除　935.14ｍ3

・間伐　12.84ha
・作業道測量設計　1,377ｍ（２路線）
・修景等環境保全　4.12ha（生活環境保
全林）
・森林病害虫感染源駆除　666.48ｍ3

050200-142-01

050200-143

新堰水辺公園施設改修事
業

農地林務係03-03-05

魅力あふれる農山村の確立

07

施設等整備事業

親水公園施設の機能向上、充実化を図る。親水公園の散策路手摺
り、太鼓橋等の改修工事を実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

5,912

新堰水辺公園施設改修事
業

地域農家 太鼓橋改修工事　１基
防護柵改修工事　１１６ｍ

050200-143-01
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