
平成25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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

090300-003

中高年スポーツ教室

スポーツ推進
課

02-03-01

スポーツを通した健康づくり

05

ソフト事業（任意）

中高年の体力向上、健康増進。・高齢者筋力向上トレーニング教室
の開催・高齢者ニュースポーツ大会

一般 法令に特に定めのないもの

1,257

中高年スポーツ教室

市民（中高年） ・高齢者筋力向上トレーニング教室は、
市内全域を対象にコナミスポーツで10
回開催。延べ370人参加
・高齢者ニュースポーツ大会は全3回開
催。
グラウンドゴルフ大会　297人、ペタンク
大会　216人、ニチレクボール大会　96
人　合計　609人

・高齢者筋力向上トレーニング教室は、
市内全域を対象にコナミスポーツで10
回開催。延べ402人参加
・高齢者ニュースポーツ大会は全3回開
催。グラウンドゴルフ大会264人、ペタン
ク大会216人、ニチレクボール大会96人
合計576人

・高齢者筋力向上トレーニング教室は、
黒沢尻東地区10回、鬼柳地区10回開催
し、延べ241人参加
・高齢者ニュースポーツ大会は全3回開
催。グラウンドゴルフ大会297人、ペタン
ク大会268人、ニチレクボール大会148
人
合計713人

・高齢者筋力向上トレーニング教室は、
黒沢尻西地区は9/10回、岩崎地区で
8/10回（震災の影響によりそれぞれ1回
及び2回中止）開催し、延べ183人参加
・高齢者ニュースポーツ大会は全3回開
催。グラウンドゴルフ大会330人、ペタン
ク大会219人、ニチレクボール大会124
人
合計673人

090300-003-01

090300-007

生涯スポーツ振興事業

スポーツ推進
課

02-03-01

スポーツを通した健康づくり

05

ソフト事業（任意）

スポーツ栄光賞、功労賞等の表彰によりスポーツの振興と競技力の
向上を図る。スポーツ団体の育成と推進体制の整備

一般 法令に特に定めのないもの

77

生涯スポーツ振興事業

市民 体育功労賞(個人)２名、
スポーツ栄光賞(個人)４名、スポーツ奨
励賞(個人)４名

体育功労賞(個人)２名
スポーツ栄光賞(個人)３名
スポーツ栄光賞(団体)１団体
スポーツ奨励賞(個人)該当なし

体育功労賞(個人)１名
スポーツ栄光賞(個人)２名
スポーツ栄光賞(団体)４団体
スポーツ奨励賞(個人)３名

体育功労賞１名
スポーツ栄光賞２名

090300-007-01

090300-051

スポーツ推進委員設置事業

スポーツ推進
課

02-03-01

スポーツを通した健康づくり

01

ソフト事業（義務）

住民に対し、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導、
助言を行ない、北上市におけるスポーツの振興を図る。市のスポーツ
振興への活動支援（スポーツ振興法）
地域におけるスポーツのコー
ディネーター的役割とクラブマネジメント等の支援
地域におけるス
ポーツ資源の開発や有効活用のためのコーディネート

一般 法令の実施義務（自治事務）

スポーツ基本法

4,012

スポーツ推進委員設置事
業

市民 年３回スポーツ推進委員会議
・マラソン大会ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会ｽﾀｯﾌ
・雪合戦大会運営ｽﾀｯﾌ
・出前講座ｽﾀｯﾌ
・地域のｽﾎﾟｰﾂ振興活動

地域のスポーツ振興活動
会議年３回
マラソン大会スタッフ
市民ロードレーススタッフ
研修会・講習会参加
雪合戦大会運営スタッフ
出前講座スタッフ

地域のスポーツ振興活動
会議年３回
マラソン大会スタッフ
市民ロードレーススタッフ
研修会・講習会参加
雪合戦大会運営スタッフ
出前講座スタッフ

地域のスポーツ振興活動
会議年３回
マラソン大会スタッフ
市民ロードレーススタッフ
研修会・講習会参加
雪合戦大会運営スタッフ
出前講座スタッフ

090300-051-01

090300-106

北上地区スポーツ推進委員
協議会負担金

スポーツ推進
課

02-03-01

スポーツを通した健康づくり

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

北上市体育指導委員の資質の向上。岩手県体育指導委員協議会へ
の負担金

一般 法令に特に定めのないもの

309

北上地区スポーツ推進委
員協議会負担金

北上市体育指導委
員

総会1回、幹事会４回、自主研修会２回 総会１回

幹事会３回

自主研修会２回

総会１回
幹事会３回
自主研修会２回

総会１回
幹事会３回
自主研修会２回

090300-106-01

090300-303

北上っ子スキー体験事業費
補助金

スポーツ推進
課

02-03-01
スポーツを通した健康づくり

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

スキー競技の底辺拡大及びスキーの競技力向上。市内小学校のス
キー教室に対する補助

一般 法令に特に定めのないもの

4,200
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

北上っ子スキー体験事業
費補助金

小学生 江釣子小学校ほか13校　補助額合計
3,195,000円

・江釣子小学校ほか13校
・補助額合計　3,586,000円

・江釣子小学校ほか14校
・補助額合計　3,636,000円

090300-303-01

090300-024

奥羽横断駅伝競走大会負
担金

スポーツ推進
課

02-03-02

競技力向上への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

競技力の向上及びスポーツを通じた交流を図る。
円滑かつ安全な大
会運営。北上市～横手市～由利本荘市間の駅伝競争大会

一般 法令に特に定めのないもの

700

奥羽横断駅伝競走大会負
担金

高校生・一般 11月1・2・3日開催
北上～由利本荘間　116.2km
参加チーム数…
東北各県対抗　6チーム、一般　21チー
ム、高校　3チーム
事務局会議４回、実行委員会１回

11月2・3・4日　由利本荘～北上間
東北各県対抗6チーム
一般22チーム
高校3チーム
事務局会議４回、実行委員会１回
大会従事３日間

11月4・5・6日　北上～由利本荘
東北各県対抗6チーム
一般20チーム
高校3チーム
事務局会議４回、実行委員会１回
大会従事３日間

11月5・6・7日　由利本荘～北上
東北各県対抗6チーム
一般17チーム
高校2チーム
事務局会議５回、実行委員会１回
大会従事３日間

090300-024-01

090300-025

奥羽横断駅伝競走大会開
催事業

スポーツ推進
課

02-03-02

競技力向上への支援

05

ソフト事業（任意）

３市の交流と競技力の向上。北上市、横手市、本荘市の３市で持ち
回り開催。

一般 法令に特に定めのないもの

6,429

奥羽横断駅伝競走大会開
催事業

高校生・一般 11月1・2・3日開催
北上～由利本荘間　116.2km
参加チーム数…
東北各県対抗　6チーム、一般　21チー
ム、高校　3チーム
事務局会議４回、実行委員会１回

11月2・3・4日　由利本荘～北上間
東北各県対抗6チーム
一般22チーム
高校3チーム
事務局会議４回、実行委員会１回
大会従事３日間

11月4・5・6日　北上～由利本荘
東北各県対抗6チーム
一般20チーム
高校3チーム
事務局会議４回、実行委員会１回
大会従事３日間

11月5・6・7日　由利本荘～北上
東北各県対抗6チーム
一般17チーム
高校2チーム
事務局会議５回、実行委員会１回
大会従事３日

090300-025-01

400200-027

体育大会及び文化コンクー
ル参加費・開催地補助金

学校教育課02-03-02

競技力向上への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

小・中学生のスポーツ及び文化活動の振興。各種大会に対する参加
費用の助成

一般 法令に特に定めのないもの

7,951

体育大会及び文化コン
クール参加費補助金(小学
校）

クラブ活動後援会 平成25年度補助対象校　１校 平成24年度補助対象校　２校
　

平成23年度補助対象校　１校
　

平成22年度補助対象校　１校
　

400200-027-01

体育大会及び文化コン
クール参加費補助金(中学
校）

クラブ活動後援会 市内全中学校クラブ活動後援会への補
助（和賀地区中学校体育大会、岩手県
中学校体育大会等）

市内全中学校クラブ活動後援会への補
助（和賀地区中学校体育大会、岩手県
中学校体育大会等）

市内全中学校クラブ活動後援会への補
助（和賀地区中学校体育大会、岩手県
中学校体育大会等）

市内全中学校クラブ活動後援会への補
助（和賀地区中学校体育大会、岩手県
中学校体育大会等）

400200-027-02

中学校体育大会開催地補
助金

岩手県中学校体育
連盟

市内で開催される県大会以上の競技大
会への補助

市内で開催された県大会以上の競技大
会への補助。４競技

400200-027-03

090300-029

北上市体育協会事業費補
助金

スポーツ推進
課

02-03-02

競技力向上への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

市民の健康増進と体力向上競技力の向上。スポーツ大会開催（北上
市民体育大会、平和駅伝継走大会、北上市民ロードレース大会、北
上市民オリエンテーリング大会、北上市民スキー大会他）

一般 法令に特に定めのないもの

6,705
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

北上市体育協会事業費補
助金

市民・体協加盟団
体

(公財)北上市体育協会
●スポーツ大会開催
・第23回北上市民体育大会（21競技）
4,110人
・第59回平和駅伝継走大会　444人
・第23回北上市地区対抗駅伝競走大会
261人
・第23回北上市民ロードレース大会493
人
・第12回北上市小学生雪合戦大会136
人
・第23回北上市民スキー大会128人

(財)北上市体育協会
●スポーツ大会開催
・第22回北上市民体育大会（21競技）
4,278人
・第58回平和駅伝継走大会　413人
・第22回北上市地区対抗駅伝競走大会
　374人
・第22回北上市民ロードレース大会
　532人
・第21回北上市民オリエンテーリング大
会　146人
・第11回北上市小学生雪合戦大会
　196人
・第22回北上市民スキー大会
　123人

(財)北上市体育協会
●スポーツ大会開催
・第21回北上市民体育大会（21競技）
4,308人
・第57回平和駅伝継走大会　中止
・第21回北上市地区対抗駅伝競走大会
　337人
・第21回北上市民ロードレース大会
　525人
・第20回北上市民オリエンテーリング大
会　65人
・第10回北上市小学生雪合戦大会
　158人
・第21回北上市民スキー大会　88人

(財)北上市体育協会
●スポーツ大会開催
・第20回北上市民体育大会（22競技）
3,690人
・第56回平和駅伝継走大会　412人
・第20回北上市民ロードレース大会
　508人
・第19回北上市民オリエンテーリング大
会　93人
・第９回北上市小学生雪合戦大会　167
人
・第20回北上市民スキー大会　88人
・2010チャレンジエアロビックまつりin北
上　339人
・KITAKAMIアーティスティックスポーツ
フェスタ2010　2,500人
●スポーツ教室等開催
・初めてのエアロビクス　

090300-029-01

090300-030

岩手県民体育大会選手派
遣事業費補助金

スポーツ推進
課

02-03-02

競技力向上への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

北上代表選手の派遣。(財)北上市体育協会主体全29種目一般 法令に特に定めのないもの

1,577

岩手県民体育大会選手派
遣事業費補助金

高校生・一般 陸上競技ほか29競技に監督、選手640
人参加

陸上競技ほか29競技に監督、選手544
人参加

陸上競技ほか29競技に監督、選手544
人参加

陸上競技ほか29競技に監督、選手561
人参加

090300-030-01

090300-031

各種大会開催事業費補助
金

スポーツ推進
課

02-03-02
競技力向上への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

種目別競技力の向上。北上市を会場とした各種目別協会への大会
開催補助

一般 法令に特に定めのないもの

1,965

各種大会開催事業費補助
金

各種目競技団体 ・第14回岩手県ﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会
・第15回北上市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
・第3回岩手県ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌﾚﾃﾞｲｽ交流大
会
・第16回ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ東北北海道
ﾌﾞﾛｯｸ大会
･第29回全日本還暦軟式野球大会
・第20回北上ｶｯﾌﾟ中学校選抜ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰ
ﾙ選手権大会

・第12回岩手県ﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会
・第13回北上市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
・2011全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ競歩大会･2011い
わて北上ﾛｰﾄﾞｳｫｰｸ大会
・第3回岩手県ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌﾚﾃﾞｲｽ交流大
会
・第6回みちのくｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌﾄｰﾅﾒ
ﾝﾄ兼第13回日本ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌﾄｰﾅﾒ
ﾝﾄ･USDGC日本代表選考会

・第12回岩手県ﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会
・第13回北上市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
・2011全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ競歩大会・2011い
わて北上ﾛｰﾄﾞｳｫｰｸ大会
・第3回岩手県ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌﾚﾃﾞｲｽ交流大
会
・第6回みちのくｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌﾄｰﾅﾒ
ﾝﾄ兼第13回日本ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌﾄｰﾅﾒ
ﾝﾄ･USDGC日本代表選考会

・みちのく北上グラウンド
・ゴルフ交歓大会
・第25回岩手県50歳野球大会
・2010全日本マスターズ競歩大会・2010
いわて北上ロードウォーク大会
・2011ゴールドウィンカップ第32回岩手
県ジュニアアルペンスキー大会

090300-031-01

090300-032

各種大会参加事業費補助
金

スポーツ推進
課

02-03-02

競技力向上への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

北上代表選手の派遣・競技力の向上。東北大会以上の大会へ参加
する団体等への補助

一般 法令に特に定めのないもの

1,836
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

各種大会参加事業費補助
金

一般・ジュニア(ス
ポーツ少年団等)

第35回東日本軟式野球大会ほか13件
・参加数81人
・補助額　合計831,000円

・第17回北日本還暦軟式野球大会　ほ
か13件
・参加者数　108人
・補助金額　合計879,000円

・第17回東北中学校選抜ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
　ほか13件
・参加者数　104人
・補助金額　合計922,000円

・第25回全国選抜ゲートボール大会（ミ
ドルクラス及びシニアクラス）
・第10回全日本少年少女空手道選手権
大会
・第33回全国JOCジュニアオリンピック
カップ夏季水泳競技大会
・第18回全国中学生空手道選手権大会
・天皇賜杯第65回全日本軟式野球大会
・第26回全日本還暦軟式野球選手権大
会
・第16回東北小学生バドミントン大会
・文部科学大臣杯第26回全日本ゲート
ボール選手権大会
・第25回日本ペタンク選手権大会
・第21回スカイドーム少年サッカー８人
制チャンピオンズ大会
・第19回全国

090300-032-01

090300-033

いわて北上フルマラソン大
会開催費補助金（実行委員
会事務を含む）

スポーツ推進
課

02-03-02

競技力向上への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

全国に北上市をＰＲするとともに体力の維持と競技力の向上を図る。
大会実行委員会を組織し、大会の円滑な運営を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

14,381

いわて北上フルマラソン大
会開催費補助金（実行委
員会事務を含む）

一般 平成25年10月12日（日）開催
参加者数…マラソン1,614人、
10Ｋの部616人
、合計2,230人参加

平成24年10月7日（日）開催
マラソンの部参加者数1213人
10Ｋの部　526人
合計1739人参加

平成23年10月9日（日）開催
マラソンの部参加者数
男子一般769人、マスターズ86人
女子一般 85人、マスターズ13人
マラソン合計953人
10ｋｍの部参加者数
男子一般344人、マスターズ40人
女子一般 87人、マスターズ10人
10ｋｍ合計481人　総計1,434人

平成22年10月10日（日）開催
マラソンの部参加者数
男子一般731人、マスターズ89人
女子一般101人、マスターズ16人
マラソン合計937人
10ｋｍの部参加者数
男子一般290人、マスターズ36人
女子一般 86人、マスターズ12人
10ｋｍ合計424人　総計1,361人

090300-033-01

090300-130

平成28年度第71回国民体
育大会北上市準備委員会
負担金

スポーツ推進
課

02-03-02

競技力向上への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

国家的事業である国民体育大会の円滑な運営。平成28年度第71回
国民体育大会の総合開・閉会式、陸上競技、ソフトテニス、新体操、
バドミントン競技等の開催準備業務の推進

一般 法令に特に定めのないもの

24,555

希望郷いわて国体、希望
郷いわて大会北上市実行
委員会負担金

全国 総会開催　1回　常任委員会開催　2回　
専門委員会開催　5回
先催地視察研修　2回　

準備委員会議の開催　1回　先催県調
査　２回

090300-130-01

090300-131

大学生スポーツ合宿事業費
補助金

スポーツ推進
課

02-03-02

競技力向上への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

全国から高い競技力を持つ大学生に集まっていただき、市内宿泊し
ながら合宿を行っていただくことにより、交流人口の増加と経済高価
を図りながら、市民の競技力向上を図る。市民に高い競技力の観戦
機会を提供し、市民のスポーツ水準の向上を図るため、大学生のス
ポーツ合宿誘致を促進することとし、市内で合宿した場合の経費に対
し。補助金を交付するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

2,005

大学生スポーツ合宿事業
費補助金

全国 スポーツ合宿２団体 合宿参加者数１００名以上090300-131-01
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

090300-302

北上市選手強化事業費補
助金

スポーツ推進
課

02-03-02

競技力向上への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

小・中学生のスポーツ選手育成、競技力の向上、指導者の養成。(財)
北上市体育協会において執行（指導者養成講習会、スポーツ講演
会、ジュニア選手強化事業）

一般 法令に特に定めのないもの

1,355

市内小中学校選手強化事
業費補助金

市民 (公財)北上市体育協会において執行
ジュニア選手育成強化事業
○指導者要請講習会（3回）延べ97人
○助成団体：13団体

(財)北上市体育協会において執行
ジュニア選手育成強化
○指導者要請講習会（3回）延べ58人

○スポーツ講演会（2回）577人
○各競技協会開催教室等

(財)北上市体育協会へ委託
ジュニア選手育成強化
○指導者要請講習会（3回）延べ119人
○スポーツ講演会（1回）10人
○ジュニア選手強化教室等
・かけっこ教室　延べ233人
・リズム体操教室　延べ422人
・体協塾　延べ217人
・超体協塾　延べ146人
・春トレ　延べ105人

090300-302-01

090300-023

岩手県公立武道館協議会
負担金

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

04

負担金・補助金（義
務負担金）

武道の振興。岩手県公立武道館協議会負担金一般 法令に特に定めのないもの

82

岩手県公立武道館協議会
負担金

市民 平成25年5月28日
岩手県公立武道館協議会総会・施設職
員研修会出席

平成24年5月25日
岩手県公立武道館協議会総会・施設職
員研修会出席

平成23年5月26日
岩手県公立武道館協議会総会・施設職
員研修会出席

平成23年1月15・16日
岩手県青少年空手道錬成大会開催

090300-023-01

090300-050

スポーツ推進審議会

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

01

ソフト事業（義務）

スポーツの振興に関する重要事項について調査審議し、これらの事
項に関して都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育
委員会に建議するため。市のスポーツ推進の審議機関（スポーツ基
本法）

一般 法令の実施義務（自治事務）

スポーツ基本法

3,353

スポーツ推進審議会

市民 審議会年２回開催
８月、２月

審議会年２回開催
８月、２月

審議会年２回開催
９月、２月

審議会年２回開催
９月、２月

090300-050-01

090300-061

市民プール管理

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

02

施設管理・維持補
修事業

市民が気軽にスポーツに親しめるよう、スポーツ施設・設備を充実さ
せる。市民プールの開設及び管理

一般 法令に特に定めのないもの

8,495

展勝地プール管理

市民 昭和46年設置　利用者6,357人 昭和46年設置　利用者8,419人 昭和46年設置　利用者8,536人 昭和46年設置　利用者10,898人090300-061-01

滑田プール管理

市民 昭和42年設置　利用者数1,014人 昭和42年設置　利用者数1,371人　 昭和42年設置　利用者数809人　 昭和42年設置　利用者数970人　090300-061-03

090300-062

市民プール維持補修事業

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

02

施設管理・維持補
修事業

施設の損壊、故障箇所を修繕し、体育施設として市民に供する。市民
プールの維持補修

一般 法令に特に定めのないもの

676

市民プール維持補修事業

市民 展勝地プールシャワーバルブ交換工事
ほか２件　修繕費合計520,800円

・展勝地プールろ過装置ろ布交換
　ほか７件
・修繕費合計　1,210,650円

・展勝地プールろ過装置ろ布交換
　ほか５件
・修繕費合計　996,702円

展勝地幼児プールケレン、滑田プール
ろ過装置修繕、展勝地幼児用プール防
水塗装ほか

090300-062-01
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

090300-069

体育施設管理（野球場･テニ
スコート等）

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

02

施設管理・維持補
修事業

市民が気軽にスポーツに親しめるようスポーツ施設・設備を充実させ
る。野球場、テニスコートの貸出、管理運営

一般 法令に特に定めのないもの

33,401

体育施設管理（江釣子野
球場）

市民 平成２年設置　28,461㎡
利用者数12,396人
利用期間4月から11月

平成２年設置　28,461㎡
利用者数14,274人
利用期間4月から11月

平成２年設置　28,461㎡
利用者数11,268人
利用期間4月から11月

平成２年設置　28,461㎡
利用者数11,482人
利用期間4月から11月

090300-069-02

体育施設管理（岩崎野球
場）

市民 昭和62年設置17,960㎡
利用者数6,635人
利用期間4月から11月

昭和62年設置　17,960㎡
利用者数7,215人
利用期間4月から11月

昭和62年設置　17,960㎡
利用者数6,094人
利用期間4月から11月

昭和62年設置　17,960㎡
利用者数6,068人
利用期間4月から11月

090300-069-04

体育施設管理（和賀川グ
リーンパークテニスコート
他）

市民 ・テニスコート
平成９年設置12,770㎡
利用者数14,525人
・多目的広場
平成７年設置11,520㎡
利用者数9,673人
・江釣子運動場
昭和43年設置29,558㎡
利用者数5,675人
利用期間4月から11月
・テニスコート人工芝張り替え工事実施

・テニスコート
平成９年設置12,770㎡
利用者数36,816人
・多目的広場
平成７年設置　11,520㎡
利用者数1,926人
・江釣子運動場
昭和43年設置　29,558㎡
利用者数5,563人
利用期間4月から11月

・テニスコート
平成９年設置12,770㎡
利用者数35,761人
・多目的広場
平成７年設置　11,520㎡
利用者数1,022人
・江釣子運動場
昭和43年設置　29,558㎡
利用者数7,816人
利用期間4月から11月

・テニスコート
平成９年設置12,770㎡
利用者数38,880人
・多目的広場
平成７年設置　11,520㎡
利用者数1,744人
・江釣子運動場
昭和43年設置　29,558㎡
利用者数10,428人
利用期間4月から11月

090300-069-05

090300-070

体育施設管理（柔剣道場、
弓道場）

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

02

施設管理・維持補
修事業

市民が気軽にスポーツに親しめるようスポーツ施設・設備を充実させ
る。柔剣道場、弓道場の貸出、管理運営

一般 法令に特に定めのないもの

3,906

体育施設管理（柔剣道
場、弓道場）

市民 ・柔剣道場
昭和44年設置719㎡
利用者数11,862人
・弓道場
昭和52年設置533㎡
利用者数14,201人

・柔剣道場
昭和44年設置　719㎡
利用者数13,114人
・弓道場
昭和52年設置　533㎡
利用者数14,080人

・柔剣道場
昭和44年設置　719㎡
利用者数18,117人
・弓道場
昭和52年設置　533㎡
利用者数16,493人

・柔剣道場
昭和44年設置　719㎡
利用者数14,743人
・弓道場
昭和52年設置　533㎡
利用者数15,383人

090300-070-01

090300-071

体育施設管理（体育館･屋
内運動場）

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

02

施設管理・維持補
修事業

市民が気軽にスポーツに親しめるようスポーツ施設・設備を充実させ
る。体育館・屋内運動場の貸出、管理運営

一般 法令に特に定めのないもの

82,286

　体育施設管理（黒沢尻
体育館）

市民 昭和56年設置1,802㎡
利用者数27,041人

昭和56年設置　1,802㎡
利用者数28,521人　

昭和56年設置　1,802㎡
利用者数25,620人　

昭和56年設置　1,802㎡
利用者数22,838人　

090300-071-01

　体育施設管理（村崎野
体育館）

市民 昭和58年設置920㎡
利用者数15,784人

昭和58年設置　920㎡
利用者数15,788人　

昭和58年設置　920㎡
利用者数16,439人　

昭和58年設置　920㎡
利用者数13,352人　

090300-071-02

　体育施設管理（江釣子
体育館）

市民 昭和50年設置1,579㎡
利用者数22,185人

昭和50年設置　1,579㎡
利用者数　23,722人　

昭和50年設置　1,579㎡
利用者数12,821人　

昭和50年設置　1,579㎡
利用者数22,186人　

090300-071-04
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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
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細事業コード
平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

　体育施設管理（北部勤
労者屋内運動場）

市民 平成14年設置1,220㎡
利用者数　14,555人

平成14年設置　1,220㎡
利用者数　14,554人　

平成14年設置　1,220㎡
利用者数15,156人　

平成14年設置　1,220㎡
利用者数12,191人　

090300-071-06

　体育施設管理（北上勤
労者体育センター）

市民 昭和52年設置1,342㎡
利用者数23,964人

昭和52年設置　1,342㎡
利用者数　20,960人　
耐震工事のため1～3月使用不可

昭和52年設置　1,342㎡
利用者数27,043人　

昭和52年設置　1,342㎡
利用者数29,988人　

090300-071-07

　体育施設管理（江釣子
勤労者体育館センター）

市民 昭和56年設置896㎡
利用者数13,308人

昭和56年設置　896㎡
利用者数　13,889人　

昭和56年設置　896㎡
利用者数15,465人　

昭和56年設置　896㎡
利用者数12,509人　

090300-071-08

　体育施設管理（多目的
催事場）

市民 平成3年設置2,470㎡
利用者数43,513人

平成3年設置　2,470㎡
利用者数　41,369人

平成3年設置　2,470㎡
利用者数39,812人

利用件数：262件
利用者数：13,554人

090300-071-09

　体育施設管理（相去体
育館）

市民 昭和59年設置976㎡
利用者数15,494人

昭和59年設置　976㎡
利用者数　18,211人

体育館　昭和59年設置
976㎡　利用者数16,732人

体育館　昭和59年設置　976㎡
利用者数15,564人　　　
広場　昭和52年　1,236㎡　利用者数
　1,169人　利用期間4月から11月

090300-071-10

　体育施設管理（和賀体
育館）

市民 昭和40年設置1,895㎡
利用者数9,292人
2月から耐震工事実施

昭和40年設置　1,895㎡
利用者数　11,752人

昭和40年設置　1,895㎡
利用者数13,624人　

昭和40年設置　1,895㎡
利用者数　9,157人　

090300-071-11

体育施設管理（成田ス
ポーツ交流館）

市民 平成24年設置836㎡
利用者数7,092人

平成24年設置　836㎡
利用者数　7,155人

090300-071-12

090300-072

体育施設管理（広場等）

スポーツ推進
課

02-03-03
スポーツ環境の整備・充実

02

施設管理・維持補
修事業

市民が気軽にスポーツに親しめるようスポーツ施設・設備を充実させ
る。堤ヶ丘広場他7施設の貸出、管理運営

一般 法令に特に定めのないもの

10,088

　体育施設管理（藤沢広
場）

市民 平成２年設置36,976㎡
利用者数10,293人
利用期間４月から11月

平成２年設置　36,979㎡
利用者数　11,582人
利用期間4月から11月

平成２年設置　36,979㎡
利用者数11,072人
利用期間4月から11月

平成２年設置　36,979㎡
利用者数17,069人
利用期間4月から11月

090300-072-02

　体育施設管理（野中ふ
れあい広場等）

市民 平成５年設置6,730㎡
利用者数941人
利用期間４月から11月

平成５年設置　6,730㎡
利用者数　951人
利用期間4月から11月

平成５年設置　6,730㎡
利用者数1,057人
利用期間4月から11月

平成５年設置　6,730㎡
利用者数1,939人
利用期間4月から11月

090300-072-04

　体育施設管理（日平ふ
れあい広場）

市民 平成５年設置6,720㎡
利用者数1,823人
利用期間４月から11月

平成５年設置　6,720㎡
利用者数　1,812人
利用期間4月から11月

平成５年設置　6,720㎡
利用者数2,303人
利用期間4月から11月

平成５年設置　6,720㎡
利用者数3,484人
利用期間4月から11月

090300-072-05

　体育施設管理（やまつみ
ふれあい広場）

市民 平成５年設置9,670㎡
利用者数2,496人
利用期間４月から11月

平成５年設置　9,670㎡
利用者数　2,916人
利用期間4月から11月

平成５年設置　9,670㎡
利用者数3,670人
利用期間4月から11月

平成５年設置　9,670㎡
利用者数4,111人
利用期間4月から11月

090300-072-06

　体育施設管理（堅川目
運動場）

市民 昭和57年設置32,500㎡
利用者数8,424人
利用期間４月から11月

昭和57年設置　32,500㎡
利用者数　8,864人
利用期間4月から11月

昭和57年設置　32,500㎡
利用者数12,601人
利用期間4月から11月

昭和57年設置　32,500㎡
利用者数11,789人
利用期間4月から11月

090300-072-07
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

　体育施設管理（岩崎城
陸上競技場）

市民 昭和61年設置18,843㎡
利用者数17,990人
利用期間４月から11月

昭和61年設置　18,843㎡
利用者数　13,520人
利用期間4月から11月

昭和61年設置　18,843㎡
利用者数11,606人
利用期間4月から11月

昭和61年設置　18,843㎡
利用者数7,300人
利用期間4月から11月

090300-072-08

090300-074

学校体育施設開放事業

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

05

ソフト事業（任意）

市民のスポーツ、レクリエーション活動の場、子どもの遊び場の確
保。市内小学校17校、中学校９校の運動場、体育館、夜間照明施設
を市民に開放

一般 法令の実施義務（自治事務）

スポーツ基本法

13,108

学校体育施設開放事業

市民 小学校17校、中学校９校の校庭、体育
館、夜間照明を市民に開放
利用者数　240,533人
開放期間　体育館年間　校庭４月から11
月

小学校17校、中学校９校の校庭、体育
館、夜間照明を市民に開放
利用者数　168,614人
開放期間　体育館　年間
校庭　4月から11月

小学校18校、中学校９校の校庭、体育
館、夜間照明を市民に開放　
利用者数　237,478人 
開放期間　体育館　年間　校庭　4月か
ら11月

小学校18校、中学校９校の校庭、体育
館、夜間照明を市民に開放　
利用者数　232,879人 
開放期間　体育館　年間　校庭　4月か
ら11月

090300-074-01

090300-075

学校体育施設維持補修業
務

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

02

施設管理・維持補
修事業

市民の余暇活動の充実及びスポーツ人口の増加。学校施設開放事
業に伴う施設修繕等

一般 法令に特に定めのないもの

592

学校体育施設維持補修業
務

市民 上野中学校夜間照明施設修繕1件　事
業費合計50,400円

上野中夜間照明施設塗装修繕工事
ほか１件
事業費合計　272,160円

黒西小屋外トイレ屋根修繕工事
ほか４件
事業費合計　248,115円

090300-075-01

090300-076

岩手県体育施設協会負担
金

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

04

負担金・補助金（義
務負担金）

会員同士の情報交換等体育施設の適正な維持管理に資する。岩手
県体育施設協会負担金

一般 法令に特に定めのないもの

79

岩手県体育施設協会負担
金

会員 体育施設協会総会及び講習会への参
加

体育施設協会総会及び講習会への参
加

体育施設協会総会及び講習会への参
加

体育施設管理情報の入手090300-076-01

090300-077

北上総合運動公園体育施
設管理運営事業

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

02

施設管理・維持補
修事業

市民が気軽にスポーツに親しめるようスポーツ施設・設備を充実させ
る。総合運動公園体育施設の指定管理

一般 法令に特に定めのないもの

313,979

北上総合運動公園体育施
設管理運営事業

市民 平成９年設置
総合体育館7,990㎡
陸上競技場35,566㎡
補助競技場27,580㎡
第1運動場26,300㎡
第2運動場14,600㎡
第3運動場13,600㎡
利用者数176,888人
競技場、運動場４月から11月　陸上競技
場改修工事実施

平成９年設置
総合体育館7,990㎡
陸上競技場35,566㎡
補助競技場27,580㎡
第１運動場26,300㎡
第２運動場14,600㎡
第３運動場13,600㎡
利用者数　185,285人
競技場、運動場4月から11月

平成９年設置
総合体育館7,990㎡
陸上競技場35,566㎡
補助競技場27,580㎡
第１運動場26,300㎡
第２運動場14,600㎡
第３運動場13,600㎡
利用者数271,289人
競技場、運動場4月から11月

平成９年設置
総合体育館7,990㎡
陸上競技場35,566㎡
補助競技場27,580㎡
第１運動場26,300㎡
第２運動場14,600㎡
第３運動場13,600㎡
利用者数220,520人
競技場、運動場4月から11月

090300-077-01

090300-079

北上総合運動公園体育施
設維持補修事業

スポーツ推進
課

02-03-03
スポーツ環境の整備・充実

02

施設管理・維持補
修事業

施設の損壊、故障箇所を修繕し、安全に施設を管理する。施設管理
に伴う維持補修業務

一般 法令に特に定めのないもの

4,452

北上総合運動公園体育施
設維持補修事業

市民 地下水汲み上げポンプ交換工事
陸上競技場３階RC柱補修工事陸上競
技場用器具修繕ほか
工事費合計3,910,470円

北上総合体育館中央監視盤修繕工事
工事費　488,250円

北上陸上競技場ﾚｰﾝﾏｰｷﾝｸﾞ工事
ほか２件
工事費合計1,750,875円

090300-079-01
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

090300-082

北上陸上競技場公認更新
事業

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

07

施設等整備事業

公認を更新し、全国規模の大会、東北大会を開催する。第１種陸上
競技場である北上陸上競技場の公認更新

一般 法令に特に定めのないもの

1,005

北上陸上競技場公認更新
事業

市民 北上陸上競技場の第1種公認更新
　181,579,650円

Ｈ24は北上陸上補助競技場の第３種公
認更新完了

Ｈ23なし Ｈ22なし090300-082-01

090300-094

体育施設予約管理システム
運営事業

スポーツ推進
課

02-03-03
スポーツ環境の整備・充実

02

施設管理・維持補
修事業

体育施設予約管理システムの保守点検等を行い、ソフトウェア・ハー
ドウェアともに良好な管理運営を図る。体育施設の空き情報検索、仮
予約をパソコン上で行うことができるシステムの運営事務

一般 法令に特に定めのないもの

2,150

体育施設予約管理システ
ム運営事業

市民 ・６施設に設置している予約申込機器の
ソフト、ハード維持
・18施設のインターネット仮予約対応、
21施設の予約状況随時入力

・６施設に設置している予約申込機器の
ソフト、ハード維持
・18施設のインターネット仮予約対応、
21施設の予約状況随時入力

・６施設に設置している予約申込機器の
ソフト、ハード維持
・18施設のインターネット仮予約対応、
21施設の予約状況随時入力

・６施設に設置している予約申込機器の
ソフト、ハード維持
・18施設のインターネット仮予約対応、
21施設の予約状況随時入力

090300-094-01

090300-095

体育施設維持補修事業

スポーツ推進
課

02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

02

施設管理・維持補
修事業

市民が気軽にスポーツに親しめるようスポーツ施設・設備を充実させ
る。各体育施設における、指定管理者との協定に基づく修繕を超えた
大規模修繕を行うもの。

一般 法令に特に定めのないもの

5,250

体育施設維持補修事業

市民 野中ふれあい広場トイレ修繕工事ほか
19件
工事費合計4,077,840円

《修繕工事》
・多目的催事場ガラス修理工事
ほか27件
・工事費合計　3,886,301円

《修繕工事》
・江釣子野球場ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ修繕工事ほか
16件
・工事費合計　3,910,062円
《施設改修工事》
・村崎野勤体屋根塗装工事
ほか６件
・工事費合計　8,727,474円

北上総合体育館冷温水管修繕工事ほ
か10件

090300-095-01

090300-116

北上総合運動公園体育施
設整備事業

スポーツ推進
課

02-03-03
スポーツ環境の整備・充実

07

施設等整備事業

国家的事業である第71回国民体育大会の円滑な運営。第71回国民
体育大会開催のため、北上総合運動公園の各施設を平成24年度か
ら平成27年度までの４ヵ年をかけて施設整備を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

655,555

北上総合運動公園体育施
設整備事業

全国 北上陸上競技場・北上総合体育館音響
設備整備に係る設計業務　3,465,000円

北上陸上補助競技場の第３種公認更新
　85,224,300円

090300-116-01

北上総合運動公園体育施
設整備事業（国の経済対
策）

全国 北上陸上競技場電光掲示盤等整備
462,000,000円
北上陸上競技場走路等整備
　181,579,650円

事業執行なし。（Ｈ25年度に繰越し）090300-116-02

北上陸上競技場観覧席改
修

全国 平成25年度事業執行なし090300-116-03

090300-126

北上総合運動公園体育施
設備品購入事業

スポーツ推進
課

02-03-03
スポーツ環境の整備・充実

07

施設等整備事業

棒高跳マット、走り高跳マット及び不足している男女砲丸、円盤、ハン
マー、ヤリ等を購入し、万全の状態で競技運営を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

17,065
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

北上総合運動公園体育施
設備品購入事業

全国 棒高跳マット2セット、走り高跳マット1
セット購入

平成２４年度執行なし 男女砲丸、円盤、ハンマー、ヤリ等71個
及びスターターメガホン１、記録装置カ
バー４を整備

090300-126-01

北上総合運動公園競技備
品整備事業

市民 砲丸、円盤、ハンマー、ヤリ等購入 平成２４年度執行なし090300-126-02

090300-132

体育施設整備事業

スポーツ推進
課

02-03-03
スポーツ環境の整備・充実

07

施設等整備事業

各体育施設の整備・改修を行い、快適な環境で市民の利用に供する
ため。各体育施設の改修工事

一般 法令に特に定めのないもの

121,656

藤沢広場改修事業

市民 H25年度　事業執行なし 藤沢広場本部室設置　20.5㎡
藤沢広場防護マット設置　２面

090300-132-01

和賀川グリーンパーク駐車
場整備事業

市民 駐車場整備工事　39,335,100円 駐車場建設工事　１件（一部25に繰越
し）

090300-132-02

岩崎野球場改修事業

市民 H25年度　事業執行なし バックネット支柱等の塗装１件090300-132-03

和賀川グリーンパークテニ
スコート整備事業

国体出場選手及び
市民

12面コート人工芝張替45,370,500円 事業執行なし。（Ｈ25年度に繰越し）090300-132-04

和賀川グリーンパークテニ
スコート（県有分）整備事
業

国体出場選手及び
市民

6面コート人工芝張替
17,419,500円

事業執行なし（Ｈ25年度に繰越し）090300-132-05

和賀川グリーンパーククラ
ブハウス整備事業

国体出場選手及び
市民

木造一部2階建て１棟建設（Ｈ26年度に
事故繰越）

事業執行なし。（Ｈ25年度に繰越し）090300-132-06

藤沢広場トイレ水洗化事
業

市民 ・管理棟トイレ水洗化工事設計業務委託
　735,000円

090300-132-07

黒沢尻体育館整備事業

市民 H25年度　事業執行なし090300-132-08

060100-301

アカデミースポーツ施設管
理事業

工業振興課02-03-03
スポーツ環境の整備・充実

02

施設管理・維持補
修事業

市民のスポーツ、文化活動の推進により、市民の心身の健全な発達
が図られる。市民のスポーツ・文化活動の普及振興を通じ、心身の健
全な発達等に資することを目的とした同施設の管理運営委託業務。
23年度から指定管理者として北上情報処理学園に委託（非公募・18
年度から継続）。

一般 法令に特に定めのないもの

19,608
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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
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法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

アカデミースポーツ施設管
理事業

一般市民 年間利用件数　1,384件
年間利用者数　37,061人

年間利用件数1,418件
年間利用者数42,820人（３月末）

年間利用件数　　 834件
年間利用者数　24,893人

年間利用件数　 1,195件
年間利用者数　37,248人

060100-301-01

020100-509

体育施設耐震補強工事

財政課02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

07

施設等整備事業

施設の耐震補強工事を行い、市民が安心して利用できる施設の提供
を図る。北上勤労者体育センター・柔剣道場、黒沢尻体育館（平成25
年度）、江釣子体育館（平成25年度）、和賀体育館、（平成25年度）の
耐震補強工事

一般 法令に特に定めのないもの

32,123

体育施設耐震補強工事

市民 ・体育館耐震補強工事（黒沢尻体育館、
和賀体育館）及び設計・監理業務等
31,076千円

北上勤労者体育センター・柔剣道場の
耐震補強工事

020100-509-01

020100-511

アカデミースポーツ施設空
調改修工事

財政課02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

07

施設等整備事業

故障している冷暖房を改修するもの。吸収式による冷暖房方式から、
空冷ヒートポンプへの改修

一般 法令に特に定めのないもの

2,360

アカデミースポーツ施設空
調改修工事

施設利用者 ・ｱｶﾃﾞﾐｰｽﾎﾟｰﾂ施設冷暖房装置の改修
（吸収式から空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ）工事の設計
業務
1,680千円

020100-511-01

020100-512

和賀体育館トイレ水洗化工
事

財政課02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

07

施設等整備事業

施設の安全管理を目的とする。トイレ水洗化工事　一般 法令に特に定めのないもの

10,017

和賀体育館トイレ水洗化
工事

一般市民 ・和賀体育館ﾄｲﾚの水洗化工事及び設
計・監理業務
9,482千円

020100-512-01

020100-516

藤沢広場トイレ水洗化事業

財政課02-03-03
スポーツ環境の整備・充実

07

施設等整備事業

藤沢広場は少年野球等使用頻度の高い施設であるが、トイレは汲み
取り式で容量も少なく近隣に商業施設も無いことから、トイレを水洗化
するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

1,262

藤沢広場トイレ水洗化事
業

施設利用者 ・藤沢広場トイレ水洗化工事設計業務
735千円

020100-516-01
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