
課コード: 070400 課名称: 建設部都市計画課平成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

070400-001

都市計画事務

都市計画係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

070400-002

建築行為許可事務（都市計
画法・区画整理法）

都市計画係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

070400-003

景観形成に関する事務

都市計画係05-01-02

美しい景観を守り、創り、育
てる

05

ソフト事業（任意）

市民一人ひとりが愛着と誇りをもてる郷土を創るため、良好な景観の
形成を推進する。市民の景観に対する意識を高め、地域の特性を生
かした景観形成につなげていく。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

景観法 北上市景観計画

11,645
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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

景観形成に関する事務

市民全般 ・きたかみ景観資産認定　７件
・景観学習　３校（小学校２校、中学校1
校）
・きたかみ景観資産認定団体情報交換
会　１回
・景観人養成講座　　　１回
・北上市景観審議会　　２回
・景観賞検討専門部会　４回
・景観フォーラム　　　１回
・行為届出書等処理件数　　80件

・きたかみ景観資産認定　９件（応募11
件）
・景観教育　2校（小学校1校、中学校1
校）

・景観点検及び修景実験　4地区（延べ
524名）
・景観人養成講座　2回（延べ40人）
・景観計画及び届出制度説明会　4回
（90人）
・きたかみ景観資産認定　23件（応募23
件）
・景観教育　2校（小学校1校、中学校1
校）
・景観フォーラム　1回（80人）

・景観点検及び修景実験　13地区（延べ
602名）
・景観人養成講座　2回（延べ80人）
・景観計画及び景観条例説明会　5回
（101人）
・きたかみ景観資産認定　52件（応募54
件）
・景観教育　3校（小学校2校、中学校1
校）
・景観フォーラム　1回（99人）

070400-003-01

070400-004

未来につなげるまちづくり計
画策定事業

都市計画係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

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

070400-005

北上駅前地下通路管理事
業

都市計画係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

070400-006

統計調査事務（建設業務統
計）

都市計画係07-02-07
建設部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

事業量に見合った適正な国庫予算の配分を得る。建設事業費(都市
計画課分)の実績を調査分析する

一般 法令に特に定めのないもの

統計調査事務（建設業務
統計）

一般 調査事務日数10日間 調査事務日数10日間 調査事務日数10日間 調査事務日数10日間070400-006-01

070400-007

都市計画協会負担金

都市計画係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）

都市計画係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
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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

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

都市計画係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

070400-010

補助事業及び起債申請事
務

都市計画係07-02-07

建設部門（内部管理事務）

07

施設等整備事業

各事業の財源確保。都市公園事業、街路事業の補助申請及び起債
申請

一般 法令に特に定めのないもの

1,825

補助事業及び起債申請事
務

一般 起債申請(公園事業3件、街路事業2件) 起債申請(街路事業2件)070400-010-01

070400-011

駐車場事業特別会計繰出

都市計画係07-02-07

建設部門（内部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

安定した駐車場の経営を図る。一般会計から駐車事業特別会計へ
の繰出金

一般 法令に特に定めのないもの

154,878

駐車場事業特別会計繰出

一般 繰出金額　140,013千円 繰出金額　131,444千円 繰出金額　163,750千円 繰出金額　155,397千円070400-011-01

070400-012

自転車駐車場管理事業

都市計画係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

都市計画係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

070400-014

住居表示整備事業

都市計画係05-01-01

快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

市街地において住居表示を実施し、来訪者や緊急車両等が目的地
に容易にかつ確実に到着できる環境を整備し、社会生活、経済活動
の円滑化を図る。・街区標示板の維持管理及び住宅新築者等への住
居番号等の交付・開発等に伴う住居表示の再整備

一般 法令の実施義務（自治事務）

住居表示に関する法
律、北上市住居表示条
例

北上市総合計画

476
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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

住居表示整備事業

一般 街区表示区域の適正な拡大に対する検
討

街区表示区域の適正な拡大に対する検
討

（22年度実績なし） （21年度実績なし）070400-014-01

住居表示板等維持管理事
務

一般 街区表示板の増設交換等８箇所 街区表示板の増設交換等４枚 街区表示板の増設交換等８カ所 街区表示板の増設交換等７カ所070400-014-02

070400-015

市営駐車場管理事業

都市計画係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

070400-016

統計調査事務（公営企業）

都市計画係07-02-07

建設部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

経営状況について正確に把握し、健全な経営と運営を図る。駐車場
事業決算統計、道路事業等の事業費調査

駐車場 法令の実施義務（自治事務）

統計調査事務（公営企業）

利用者 駐車場決算統計事務　40日 駐車場決算統計事務　40日 駐車場決算統計事務　40日 駐車場決算統計事務　40日070400-016-01

070400-017

北上市営駐車場照明ＬＥＤ
化事業

都市計画係04-01-03
地球温暖化防止対策の推
進

07

施設等整備事業

照明をLED化することにより、省エネや温暖化ガス削減に寄与するも
の。市営駐車場（北上駅東口駐車場、本通り駐車場）の照明のLED化
を行う。

駐車場 法令に特に定めのないもの

16,592

北上市営駐車場照明ＬＥ
Ｄ化事業

一般 北上駅東口駐車場　照明灯18機
本通り駐車場　機器315台、蛍光灯630
本のLED化

北上駅東口駐車場　照明灯18機
本通り駐車場　機器314台、蛍光灯628
本のLED化

070400-017-01

070400-018

公有地の拡大の推進に関
する事務

都市整備係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）

都市整備係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
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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

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

070400-020

土地区画整理組合に関する
事務

都市整備係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

070400-300

公園緑地の計画に関する事
務

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

05

ソフト事業（任意）

みどり豊かな潤いと安らぎのあるまちづくりを推進する。みどりに関す
る条例整備、審議会の開催、公園緑地の諸計画及び整備に関する
事務

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

都市計画法、都市公園
法、都市緑地法

北上市緑の基本計画

6,051

公園緑地の計画に関する
事務

一般 みどりのまちづくり審議会開催２回、審
議案件２件。みどりのまちづくり条例の一
部改正について。保存樹木の指定につ
いて。公園の名称について。

みどりのまちづくり審議会開催２回、審
議案件２件、公園整備事業に係る予算
調整等事務の実施

みどりのまちづくり審議会開催１回、審
議案件１件、報告２件、公園整備事業に
係る予算調整等事務の実施

みどりのまちづくり審議会開催１回、審
議案件１件、報告２件、公園整備事業に
係る予算調整等事務の実施

070400-300-01

070400-301

緑化推進事業

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

05

ソフト事業（任意）

緑を育む意識の啓蒙を行うことにより、みどり豊かな潤いのあるまち
づくりを推進する。結婚・出生の記念苗木配布、緑の相談所開設、修
景緑化講座開催

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

都市緑地法 北上市緑の基本計画

2,063

緑化推進事業

一般 記念苗木400本、緑の相談所開設１回 記念苗木450本、緑の相談所開設１回 記念苗木450本、緑の相談所開設１回 記念苗木450本、緑の相談所開設１回070400-301-01

070400-302

修景緑化活動事業

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

05

ソフト事業（任意）

市民による緑の景観構築と緑化推進の意識高揚を図る。修景緑化講
座の開催及び関連事務

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

都市緑地法 北上市緑の基本計画

5,624

修景緑化活動事業

市民 修景緑化講座開催３回 修景緑化講座開催３回 修景緑化講座開催３回 修景緑化講座開催３回070400-302-01

070400-303

保存樹木等事務

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

05

ソフト事業（任意）

緑の保全･育成を図ることにより、景観に配慮した良好な都市環境の
形成を促進する。保存樹木、泉等指定事務、保存樹木等維持管理補
助金の交付

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

都市緑地法 北上市緑の基本計画

1,062

保存樹木等事務

一般 保存樹木指定２件、保存木保険加入等 保存樹木指定１件、解除４件、保存木保
険加入等

保存樹木指定１件、解除４件、保存木保
険加入等

保存樹木指定１件、解除４件、保存木保
険加入等

070400-303-01

070400-304

全国都市公園整備促進協
議会負担金

公園緑地係05-01-03
緑のまちづくりの推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

みどり豊かなまちづくり推進に向け、公園の更なる整備促進のための
情報収集活動等を行う。都市公園整備事業推進に係る協議会負担

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

都市公園法 北上市緑の基本計画

42
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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

全国都市公園整備促進協
議会負担金

会員 公園･緑地保全事業シンポジューム、緑
化関係キャンペーンへの協力他

公園･緑地保全事業シンポジューム、緑
化関係キャンペーンの実施他

公園･緑地保全事業シンポジューム、緑
化関係キャンペーンの実施他

公園関係予算要望活動１回開催、公園
整備促進大会１回開催、公園･緑地保
全事業シンポジューム、緑化関係キャン
ペーンの実施他

070400-304-01

070400-305

公園緑地維持管理事業

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

02

施設管理・維持補
修事業

公園機能の保持向上と、都市環境の保全を図る。都市公園等169ヶ
所の適正な維持管理及び保守、施設の占用・使用等に係る事務の実
施

一般 法令の実施義務（自治事務）

都市公園法　都市緑地
法、都市計画法

北上市緑の基本計画

154,276

公園緑地維持管理事業

一般 芝・樹木管理、清掃管理、施設保守点
検業務等の実施

芝・樹木管理、清掃管理、施設保守点
検業務等の実施

芝・樹木管理、清掃管理、施設保守点
検業務等の実施

芝・樹木管理、清掃管理、施設保守点
検業務等の実施

070400-305-01

070400-307

公園施設修繕事業

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

02

施設管理・維持補
修事業

公園機能の保持することにより、住民（公園利用者）満足度の向上を
図る。都市公園の、トイレ、外灯、遊具、ベンチ等、破損した施設の修
繕。
グラウンド等へ補充する砂、舗装補修用資材などの購入。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

都市公園法 北上市緑の基本計画

14,754

公園施設修繕事業

一般 老朽化、凍害、悪戯等により、破損した
都度、修繕を実施しており、平成24年度
は78件の修繕を施行した。

老朽化、凍害、悪戯等により、破損した
都度、修繕を実施しており、平成23年度
は41件の修繕を施行した。

老朽化、凍害、悪戯等により、破損した
都度、修繕を実施しており、平成22年度
は37件の修繕を施行した。

トイレ、水飲み場、外灯、遊具等修繕070400-307-01

070400-308

公園松くい虫対策事業

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

05

ソフト事業（任意）

公園の松枯れを予防することにより、公園機能、景観を保全し、住民
（公園利用者）満足度の向上を図る。松くい虫（ﾏﾂﾉｻﾞｲｾﾝﾁｭｳ）が公
園の松（ｱｶﾏﾂ）に入りこみ、松を枯らしてしまうことを予防する為、松く
い虫が松に侵入することを防ぐ薬剤を松の幹に注入しておく事業。1
度注入することにより４～６年効果が持続する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

都市公園法　森林病害
虫等防除法

北上市緑の基本計画

3,119

公園松くい虫対策事業

一般 前回の薬剤注入から６年が経過し、薬剤
の効果が無くなった松、117本に薬剤注
入を実施。

前回の薬剤注入から６年が経過し、薬剤
の効果が無くなった松、118本に薬剤注
入を実施。

前回の薬剤注入から６年が経過し、薬剤
の効果が無くなった松、129本に薬剤注
入を実施。

樹幹注入134本実施070400-308-01

070400-309

江釣子工芸の村公園整備
事業

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

07

施設等整備事業

史跡の保存と活用、歴史環境の中での体験学習や市民の多様な交
流、集いの場となる総合公園として整備を行う。施設整備工事の実施

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

都市公園法 北上市緑の基本計画

17,761

江釣子総合公園整備事業

一般 撤去工1式、植栽工1式、施設土工1式、
園路広場整備工1式、管理施設整備工1
式の実施。

撤去工1式、造成土工1式、植栽工1式、
施設土工1式、雨水排水設備工1式、園
路広場整備工1式、修景施設整備工1
式、ｻｰﾋﾞｽ施設整備工1式、管理施設整
備工1式の実施。

造成土工1式、植栽工1式、施設土工1
式、園路広場整備工1式、修景施設整
備工1式、遊戯施設整備工1式、ｻｰﾋﾞｽ
施設整備工1式、管理施設整備工1式、
便益施設整備工1式の実施。

造成土工1式、植栽工1式、施設土工1
式、園路広場整備工1式、修景施設整
備工1式、遊戯施設整備工1式、ｻｰﾋﾞｽ
施設整備工1式、管理施設整備工1式、
便益施設整備工1式の実施。

070400-309-01

070400-310

展勝地公園整備事業

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

07

施設等整備事業

水と緑豊かな交流拠点として歴史的な特性、自然環境を生かした総
合公園として整備を行う。園地造成、園路工。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

都市公園法 北上市緑の基本計画

46,845

展勝地公園整備事業

一般 トイレ新築設計業務委託　１式 公園施設整備工事
・造成面積　A=4.5ha
・園路約　A=4,000㎡
・外灯　N=7基

・造成面積3.5ha、石張園路約830ｍ、芝
約2.8ha、外灯14基等を施工。
・3名から509㎡の用地を取得。
・公共事業再評価を実施。

・12名から6,568㎡の用地を取得。
・親水水路182ｍ、園路路盤2,000㎡、外
灯11基等を施工。
・公共事業再評価を実施。

070400-310-01

展勝地公園整備事業（繰
越）

一般 公園施設整備工事
・造成　A=4.5ha
・園路舗装工　A=1,683㎡

公園施設整備工事
・造成　A=3.5ha
・園路舗装工　A=4,500㎡
・外灯　N=14基

移転補償１件、公園施設（駐車場）整備
工事　舗装工A=4,123㎡

移転補償１件、公園施設（駐車場）
整備工事　舗装工A=4,123㎡

070400-310-02
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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

070400-311

展勝地公園連絡協議会

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

05

ソフト事業（任意）

・都市公園としての展勝地公園、北上川、みちのく民俗村、陣ヶ丘、男
山、国見山等、広域的な展勝地全体のあり方と今後の方向性を協議
し、展勝地のより良い発展を目指す。展勝地公園連絡協議会組織の
支援に係る負担金

一般 法令に特に定めのないもの

北上市展勝地国見山
開発基本構想 3,649

展勝地公園連絡協議会

市民 展勝地連絡協議会総会　情報交換会開
催　１回

展勝地連絡協議会　情報交換会開催
　２回

展勝地連絡協議会　情報交換会開催
　２回

展勝地連絡協議会　情報交換会開催
　２回

070400-311-01

070400-312

公園施設整備事業

公園緑地係05-01-03
緑のまちづくりの推進

07

施設等整備事業

住民の要望や時制から、必要となった施設の設置や、不必要な施設
の撤去を行い、公園の機能、環境衛生、安全性の向上を図る。公園
施設（フェンス、東屋、外灯、遊具、ベンチ等）の設置、撤去。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

都市公園法 北上市緑の基本計画

3,489

公園施設整備事業

一般 ・大橋公園-時計設置
・黒沢尻東公園-時計設置
・小堤公園-フェンス改修
・舟場児童公園-フェンス設置
・古城場児童公園-フェンス設置

・常盤台西児童公園-砂場整備
・黒沢尻東公園-防球フェンス設置
・小堤公園-フェンス改修
・北藤根鬼剣舞小公園-滑台設置
・古城場児童公園-フェンス設置

中堤公園東屋等移築工事、小堤公園
フェンス再設置工事、安倍舘児童公園
外灯設置工事ほか5件の実施。

蒲沢児童公園トイレ水洗化等工事、さく
ら通り公園フェンス設置工事、常盤台児
童公園照明灯設置工事ほか８件の実
施。

070400-312-01

070400-313

西部区画整理地内公園整
備事業

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

07

施設等整備事業

黒沢尻西部第２号公園は、市の「緑化推進重点地区」に位置づけら
れいる黒沢尻北地区にあり、新市街地の中の市民の憩いの場として
整備を行うものである。黒沢尻西部第２号公園の施設整備工事の実
施。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

都市公園法 北上市緑の基本計画

西部区画整理地内公園整
備事業

市民 24年度該当なし 測量設計業務委託一式、公園整備工事
　2,500㎡

測量設計業務委託一式、トイレ設計業
務委託一式、公園施設整備工事一式、
トイレ新築工事一式、電気設備設置工
事一式、植栽工事一式

070400-313-01

070400-314

桜づつみ整備事業

公園緑地係05-01-03
緑のまちづくりの推進

07

施設等整備事業

河川管理者が堤体強化のため盛土した堤防に歩車道整備や桜の植
栽を行い、近隣公園利用者への交通利便の向上と周辺環境整備を
促進する。堤防歩車道整備　1,124m。桜植栽　１式。用地測量業務委
託　１式

一般 法令に特に定めのないもの

北上市緑の基本計画

6,074

桜づつみ整備事業

市民 H24年度
整備工事　施工延長　344.5m（歩車道：
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事）

H23年度
整備工事　施工延長　254.7m
（車道：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事）

H22年度
整備工事　施工延長　350m
（車道：下層路盤、歩道：路盤）
さくら植栽工事　N=23本
排水施設工事　VU150　L=15.0m

H21年度
整備工事　施工延長　373m
用地測量業務委託　１式

070400-314-01

070400-315

公園施設災害復旧事業

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

07

施設等整備事業

被災した公園施設の機能の復旧。災害（地震、大雨等）により被災し
た公園施設の復旧。

一般 法令の実施義務（自治事務）

公共土木施設災害復
旧事業国庫負担法

公園施設災害復旧事業

市民 24年度該当なし ・南部公園駐車場復旧（補助）
・小堤公園トイレ復旧（補助）
・下川原公園トイレ復旧（単）
・江釣子総合公園通路復旧（単）
・北上総合運動公園園路復旧（単）

公園施設災害復旧工事　１件 公園施設災害復旧工事　１件070400-315-01

070400-316

他課依頼設計管理事務

公園緑地係07-02-07
建設部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

他課所管施設のより質の高い整備、維持管理のための設計施工管
理を行い、コスト縮減、施工品質の向上を図る。他課から依頼のあっ
た事業の設計施工管理

一般 法令に特に定めのないもの

3,252
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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

他課依頼設計管理事務

一般 依頼業務量４件 依頼業務量２件 依頼業務量１件 依頼業務量１件070400-316-01

070400-317

児童遊園維持管理事業

都市計画係05-01-03

緑のまちづくりの推進

02

施設管理・維持補
修事業

児童に健全な遊びを与えて、健康を増進し、又は情操を豊にする。児
童遊園11箇所の適正な管理と施設の修繕の実施

一般 法令に特に定めのないもの

きたかみ子どもプラン

4,675

児童遊園維持管理事業

地域児童 児童遊園管理業務委託
児童遊園遊具点検業務委託各11遊園
その他剪定等業務委託６件。

児童遊園管理業務委託
児童遊園遊具点検業務委託各11遊園
その他剪定等業務委託　随時

児童遊園管理業務委託
児童遊園遊具点検業務委託各11遊園
その他剪定等業務委託　随時

児童遊園管理業務委託
児童遊園遊具点検業務委託11遊園、2
広場

070400-317-01

児童遊園維持修繕業務

地域児童 遊具等修繕８件。その他漏水等修繕３
件。

遊具等修繕　11遊園。その他漏水等修
繕　随時

遊具等修繕　11遊園。その他漏水等修
繕　随時

遊具等修繕　11遊園、２広場070400-317-02

070400-319

農村公園維持管理事業

公園緑地係05-01-03

緑のまちづくりの推進

02

施設管理・維持補
修事業

農村公園機能の保持と農村環境の保全を図る。農村公園14箇所の
適正な管理と施設の修繕の実施。

一般 法令に特に定めのないもの

5,961

農村公園管理事業

地域住民 農村公園管理業務委託　14公園
遊具点検業務委託　　　14公園
その他剪定等業務委託　５件

農村公園管理業務委託　14公園
遊具点検業務委託　　　14公園
その他剪定等業務委託　随時

農村公園管理業務委託　14公園
遊具点検業務委託　　　14公園
その他剪定等業務委託　随時

農村公園管理業務委託　14公園
遊具点検業務委託　　　14公園
修繕業務　　　　　　　14公園

070400-319-01

農村公園維持業務

地域住民 遊具修繕　１件。その他漏水等修繕　６
件。

遊具修繕　14公園。その他漏水等修繕
　随時

遊具修繕　14公園。その他漏水等修繕
　随時

070400-319-02

070400-321

展勝地開園100周年記念事
業準備実行委員会負担金

公園緑地係05-01-03
緑のまちづくりの推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

展勝地開園100周年へ向けて、展勝地の歴史及び先人達の思い、風
土を市民とともに理解を深め盛り上げとする。展勝地開園100周年記
念事業準備実行委員会への負担金

一般 法令に特に定めのないもの

2,125

展勝地開園100周年記念
事業準備実行委員会負担
金

一般 ・100周年記念事業総会　１回
・企画部会　10回
・植生調査学習会　１回
・「展勝地風土記」発行　３回

070400-321-01

070400-330

岩手県都市計画街路事業
促進協議会負担金

都市整備係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

070400-450

国道4号拡幅に関する事務

都市整備係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
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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

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

都市整備係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

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

都市整備係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
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