
課コード: 020100 課名称: 財務部財政課平成26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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

020100-001

予算編成事務

財政係06-05-02

財政健全化の推進

03

内部管理事務

中長期的な財政見通しに基づく、適正な歳入、歳出予算の調整を行
い、住民ニーズに基づく事業の執行、市民生活の向上に資する。当
初予算の編成・提案、予算執行計画策定、予算説明会開催、予算執
行指導・管理、補正予算編成、流用事務、予備費充用事務

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法

15,549

予算編成事務

市民 当初予算編成(1回)、補正予算編成(一
般会計13回、特別会計15回)、流用(250
件)、予備費(19件)、予算編成説明会(１
回)、予算執行説明会(１回)

当初予算編成(1回)、補正予算編成(一
般会計11回、特別会計21回）、予算執
行管理計画(1回）、流用(400件)、予備
費(38件)、予算編成説明会（1回）、予算
執行説明会(1回)

当初予算編成(1回)、補正予算編成(一
般会計8回、特別会計18回）、予算執行
管理計画(1回）、流用(仮　000件)、予備
費(仮19件)、予算編成説明会（1回）、予
算執行説明会(1回)

当初予算編成(1回)、補正予算編成(一
般会計9回、特別会計20回）、予算執行
管理計画(1回）流用(441件)、予備費(57
件)、予算編成説明会（1回）、予算執行
説明会(1回)

020100-001-01

020100-002

決算統計事務

財政係06-05-02

財政健全化の推進

03

内部管理事務

決算の調整及び分析を行うことにより、財政状況を把握し適正な財政
運営に資する。決算の調製・監査審査・議会認定、決算統計の調製、
決算カードの作成

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法

6,636

決算統計事務

市民 決算調製（1回）、歳入歳出決算事項別
明細書作成（1回）、実質収支に関する
調書作成（1回）、主要施策の成果に関
する報告書（1回）、決算統計作成（1
回）、決算カード作成（1回）、財政健全
化判断比率及び資金不足比率の算定

決算調製（1回）、歳入歳出決算事項別
明細書作成（1回）、実質収支に関する
調書作成（1回）、主要施策の成果に関
する報告書（1回）、決算統計作成（1
回）、決算カード作成（1回）、財政健全
化判断比率及び資金不足比率の算定

決算調製（1回）、歳入歳出決算事項別
明細書作成（1回）、実質収支に関する
調書作成（1回）、主要施策の成果に関
する報告書（1回）、決算統計作成（1
回）、決算カード作成（1回）、財政健全
化判断比率及び資金不足比率の算定

020100-002-01

020100-003

交付税事務

財政係06-05-02

財政健全化の推進

03

内部管理事務

適正な収入の確保により、安定した財政運営を行う。地方交付税、地
方譲与税、その他交付金の基礎数値報告、算出資料作成、収入事
務

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法

4,253

交付税事務

市民 交付税（回答約15回、調書作成１回、交
付税検査１回）、特別交付税（回答約20
回）

交付税7,854,160千円、譲与税656,026
千円、交付金1,234,762千円

交付税7,854,160千円、譲与税656,026
千円、交付金1,234,762千円

020100-003-01

020100-004

財政計画等事務

財政係06-05-02

財政健全化の推進

03

内部管理事務

中長期の財政見通しの作成による、安定した財政運営と経営資源配
分の適正を図る。財政計画及び資金計画の作成、繰替運用、
公会計改革事務（新公会計制度に基づく財務４表の作成と活用の検
討）

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法

5,536

財政計画等事務

市民 財政計画(３回・・政策推進会議２回、全
員協議会１回)、基金運用（１回20億
円）、公会計改革事務（財務４表作成）

財政計画（3回）、資金計画（1回）、繰替
運用（１回計20億円）、
公会計改革事務（財務４表作成）

財政計画（3回）、資金計画（1回）、繰替
運用（2回計34億円）
公会計改革事務（財務４表作成）

財政計画（2回）、資金計画（1回）、繰替
運用（2回計30億円）
公会計改革事務（財務４表作成）

020100-004-01

020100-005

財政状況公表等事務

財政係06-05-02

財政健全化の推進

01

ソフト事業（義務）

財務状況の情報公開による、市民の市政に対する意識の向上を図
る。財政状況（３月、９月末現在）の公表、公共事業執行状況（四半期
毎）報告、広報原稿作成（予算、決算）、財政、歳出比較分析表、健全
化判断比率の公表

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法

2,242

財政状況公表等事務

市民 財政状況公表(２回）、公共事業執行状
況報告（４回）、広報原稿作成（２回）、歳
出比較分析表（ＨＰ・・１回）、健全化判
断比率（ＨＰ・・１回）

財政状況公表(２回）、公共事業執行状
況報告（４回）、広報原稿作成（２回）

財政状況公表(２回）、公共事業執行状
況報告（４回）、広報原稿作成（２回）

020100-005-01

020100-006

起債管理事務

財政係06-05-02
財政健全化の推進

03

内部管理事務

財源としての地方債の適正確保と、元利償還金の適正管理を行い、
健全財政に資する。起債計画書作成、起債許可申請、起債借入、起
債償還、償還手数料、一時借入等の事務費

一般 法令の努力義務（自治事務）

地方財政法、地方自治
法 4,794
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

起債管理事務

市民 起債借入：通常分29件、国の補正予算
分2件（事業単位ベース）、起債ヒアリン
グ：１回、償還事務：９月３月各１回（財政
融資、金融機構、銀行ごと償還事務）
（法適用会計を除く）

起債借入：通常分22件　国の補正予算
分11件（事業単位ベース）、起債ヒアリン
グ：１回、償還事務：９月、３月各１回（財
政融資、金融機構、銀行毎償還事務）
（法適用会計を除く）

起債借入　通常分20件　国の補正予算
分6件（事業単位ベース）、償還額
4,651,841千円（法適用会計を除く）

起債借入20件（事業単位ベース）、償還
額4,370,874千円（法適用会計を除く）

020100-006-01

020100-007

公会計改革推進プログラム
加入負担金

財政係06-05-04

安定した財政基盤の確立

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

財政見通しの作成、公会計改革による財務諸表の作成、早稲田大学
公会計改革研究部会への参加。

一般 法令に特に定めのないもの

155

公会計改革推進プログラ
ム加入負担金

市民 ○負担金432,000円020100-007-01

020100-008

北上さくら債発行事業

財政係06-05-04

安定した財政基盤の確立

05

ソフト事業（任意）

公募地方債の発行を通して、市民の行政に対する参画する意識を醸
成するとともに、市の健全財政に資する。住民参加型市場公募地方
債「北上さくら債」の発行（発行総額0億0千万円）

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方財政法、地方自治
法、金融商品取引法 677

北上さくら債発行事業

市民 本年度は発行事務なし。 本年度は発行事務なし。 発行の是非についての検討の結果、本
年度は発行しないこととした。

発行の是非についての検討の結果、本
年度は発行しないこととした。

020100-008-01

020100-009

ふるさと北上応援寄附金事
務

財政係06-05-04

安定した財政基盤の確立

05

ソフト事業（任意）

寄附金の趣旨を理解してもらい、広く多くの方から寄附金の応援をい
ただき、歳入の確保、事業の充実を図ること。平成20年度に条例設
置したふるさと北上応援寄附金条例に基づき、寄附金のＰＲ及び寄
附採納に係る事務を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方税法

5,303

ふるさと北上応援寄附金
事務

全国 寄附件数：12,522件　寄附金額：
139,867,017円（未確定）

寄付件数：55件　寄附金額：3,297千円 寄附件数：47件　寄附金額：5,022千円 寄附件数：51件
寄附金額：4,436千円

020100-009-01

020100-010

土地取得特別会計繰出金

財政係07-02-02

財政部門（内部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

将来必要となる公共用地を計画的に取得すること。土地取得特別会
計繰出金の支出

一般 法令に特に定めのないもの

10,695

土地取得特別会計繰出金

土地取得特別会計 一般会計から土地取得会計への繰出
（償還元金、利子等）繰出１回、償還事
務９月、３月各１回（銀行毎償還事務）

一般会計から土地取得会計への繰出
（償還元金、利子等）
繰出１回、償還事務９月、３月各１回（銀
行毎償還事務）

一般会計から土地取得会計への繰出
（償還元金、利子等）
繰出金：18,860千円

一般会計から土地取得会計への繰出
（償還元金、利子等）
繰出金：18,662千円

020100-010-01

020100-025

公債費→全庁減価償却費と
相殺

財政係07-03-01

その他（その他）

97

公債費

公債費（元金・利子）一般 法令に特に定めのないもの

公債費（元金）→全庁減価
償却費と相殺

市民 元金　6,365,282,428円
（繰上償還含む）

元金4,651,840,638円 元金4,368,186,581円
利子760,657,640円

020100-025-01

公債費（利子）→全庁間接
経費

市民 551,997,528円 703,589千円（一般）仮 760,657,640円（一般）020100-025-02
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

020100-030

一時借入金利子

財政係07-02-02

財政部門（内部管理事務）

97

公債費

財政調整として、短期の一時借入、長期の基金からの繰替運用を行
い、財政の健全性を維持する。一時借入金利子

一般 法令に特に定めのないもの

240

一時借入金利子

市民 利繰替運用年１回計34億円）、利息支
払い１回134千円

繰替運用０回（総額0.0億円）、利息0千
円

繰替運用０回（総額0.0億円）、利息0千
円

020100-030-01

020100-035

公債費（手数料）

財政係07-03-01
その他（その他）

03

内部管理事務

公債費（手数料）一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

社債、株式等の振替に
関する法律ほか 259

公債費（手数料）

市民 登録債償還手数料：54,721円
さくら債関係手数料：166,698円
繰上償還手数料：37,800円

登録債償還手数料：53,796円　
さくら債関係手数料：219,606円
　三セク債繰上償還手数料：10,500円

登録債償還手数料55,785円
さくら債関係手数料332,796円
三セク債繰上償還手数料10,500円

登録債償還手数料56,326円
さくら債関係手数料233,214円

020100-035-01

020100-055

公債費（025排）

財政係07-03-01

その他（その他）

97

公債費

元利償還金の適正管理。公債費（元金・利子）農集排 法令に特に定めのないもの

公債費（元金）→減価償却
費と相殺

市民 455,259,706円 399,726,563円 374,084,553円020100-055-01

公債費（利子）→間接経費

市民 165,855,786円 194,769,886円 203,390,799円020100-055-02

020100-058

公債費（駐車場）

財政係07-03-01
その他（その他）

97

公債費

元利償還金の適正管理。公債費（元金・利子）駐車場 法令に特に定めのないもの

公債費（元金）→減価償却
費と相殺

市民 219,928,210円 210,928,074円 206,569,150円020100-058-01

公債費（利子）→間接経費

市民 25,885,506円 34,885,642円 39,244,566円020100-058-02

020100-060

公債費（宅造）

財政係07-03-01

その他（その他）

97

公債費

元利償還金の適正管理。公債費（元金・利子）宅造 法令に特に定めのないもの

公債費（元金）→減価償却
費と相殺

市民 0円 0円 0円020100-060-01
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

公債費（利子）→間接経費

市民 ０円 0円 0円020100-060-02

020100-063

公債費（土地）

財政係07-03-01

その他（その他）

97

公債費

利子償還金の適正管理。公債費（利子）土地 法令に特に定めのないもの

公債費（元金）→減価償却
費と相殺

市民 9,750,000円 51,900,000円 16,012,500円020100-063-01

公債費（利子）→間接経費

市民 944,631円 2,271,957円 2,649,093円020100-063-02

020100-064

公債費（工団）

財政係07-03-01

その他（その他）

97

公債費

公債費（元金・利子）工団 法令に特に定めのないもの

公債費（元金）→減価償却
費と相殺

市民 163,300,000円 66,150,000円 56,380,000円020100-064-01

公債費（利子）→間接経費

市民 7,156,442円 4,890,342円 3,857,735円020100-064-02

020100-112

公有財産管理事業

管財係06-05-02
財政健全化の推進

03

内部管理事務

市有地の立木伐採・草刈り等を行い、倒木等の事故防止。
市有物件災害保険に加入し、市有物件の火災等に備える。
公の施設の効率的管理。立木の伐採業務委託の発注及び草刈り業
務委託の発注。
市有物件災害保険への加入手続き及び加入物件の把握。
指定管理施設の指定管理者選定

一般 法令の実施義務（自治事務）

21,697

公有財産管理事業

北上市 立木の伐採、草刈り業務委託の発注及
び直営作業
、市有物件災害保険加入、
指定管理者の選定

立木の伐採、草刈り業務委託の発注及
び直営作業
、市有物件災害保険加入、
指定管理者の選定

立木の伐採、草刈り業務委託の発注及
び直営作業
市有物件災害保険加入
指定管理者の選定

立木の伐採、草刈り業務委託の発注及
び直営作業
市有物件災害保険加入
指定管理者の選定

020100-112-01

020100-119

庁舎管理事業

管財係06-05-02

財政健全化の推進

02

施設管理・維持補
修事業

庁舎の事務費、光熱水費、手数料及び業務委託等の保全管理。庁
舎の保全管理

一般 法令の実施義務（自治事務）

181,364

本庁舎管理事業

職員 本庁舎面積8,565.07㎡　
業務委託20件　
庁舎使用許可24件　
除雪

本庁舎面積8,565.07㎡　
業務委託18件　
庁舎使用許可16件　
除雪

本庁舎面積8,565.07㎡　業務委託20件
　庁舎使用許可25件　除雪

本庁舎面積8,565.07㎡　業務委託26件
　庁舎使用許可10件　除雪

020100-119-01

江釣子庁舎管理事業

職員 庁舎面積2,036.83㎡　

庁舎使用許可6件

庁舎面積2,036.83㎡　
庁舎使用許可5件

庁舎面積2,036.83㎡　
庁舎使用許可　0件

庁舎面積2,036.83㎡　
庁舎使用許可　1件

020100-119-02
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

和賀庁舎管理事業

職員 庁舎面積5,458.12㎡　
庁舎使用許可8件　

庁舎面積5,458.12㎡　
庁舎使用許可12件　

庁舎面積5,458.12㎡　庁舎使用許可10
件　

庁舎面積5,458.12㎡　庁舎使用許可7
件　

020100-119-03

020100-120

庁舎維持事業

管財係06-05-02

財政健全化の推進

02

施設管理・維持補
修事業

庁舎機能の適正な管理、機能不良の回復。庁舎の点検・修繕一般 法令の実施義務（自治事務）

5,476

本庁舎維持事業

市民 放送設備修繕、外灯センサー修繕、市
章看板修繕、議会棟窓修繕、議長室他
照明修繕、市民税課窓修繕、エレベー
タ修繕、現業棟雨水管修繕、草刈機修
繕、議場男子トイレ修繕、市民課窓口床
修繕、議場階段手摺取付、外灯水銀ラ
ンプ修繕、現業棟窓修繕

現業棟重量シャッター修繕、庁舎２階委
員会室前廊下天井修繕、庁舎西側植込
みコンクリート補修、庁舎２階通路塗装、
コンロバーナー修繕、
５階男子トイレ小便器自動洗浄機修繕、
庁舎配管改修工事、現業棟ドア改修、
公害測定室天井修繕、庁議室壁・床改
修、ＦＭバルブ修繕、便所改修工事、東
側入口自動ドア修繕、フロアコンセント
修繕

壁、水道管、天井等の修繕、水中ポンプ
オーバーホール、ガラス修繕

壁、水道管、天井等の修繕、水中ポンプ
オーバーホール、ガラス修繕

020100-120-01

江釣子庁舎維持事業

職員 天井修繕
配管等修繕
（事業執行課は都市整備部部道路環境
課）

天井、配管等修繕
（事業執行課は都市整備部部道路環境
課）

天井、配管等修繕
（事業執行課は建設部道路環境課）

天井、配管等修繕
（事業執行課は建設部道路環境課）

020100-120-02

和賀庁舎維持管理事業

職員 建築関係修繕
給排水設備修繕

電気設備修繕
土木設備修繕

（事業執行課は生活環境部部環境課）

建築関係修繕
給排水設備修繕

電気設備修繕
土木設備修繕

（事業執行課は生活環境部部環境課）

建築関係修繕
給排水設備修繕
電気設備修繕
土木設備修繕
（事業執行課は農林部農政課）

建築関係修繕
給排水設備修繕
電気設備修繕
土木設備修繕
（事業執行課は農林部農政課）

020100-120-03

020100-140

市民総合賠償保険料

管財係06-01-01

市民の参画と協働によるま
ちづくりの推進

03

内部管理事務

市民に対する賠償・補償の履行と、市の財政負担を最小限に止め
る。市の施設の瑕疵や業務遂行上の過失等に起因し、市に賠償責任
が生じた場合に支払う賠償金、および市主催の行事等の参加者が傷
害を被った場合に市が支払う補償金を填補するための保険の加入

一般 法令に特に定めのないもの

1,410

市民総合賠償保険料

市民 保険料　10.90円×93,907人
保障保険　30件　760,000円
賠償保険　　0件　　　　　0円

保険料　10.90円×94,155人
保障保険　27件　600,000円
賠償保険　　1件　　70,000円

保険料　10.90円×94,014人
保障保険　26件　610,000円
賠償保険　 1件　279,671円

保険料　11.80円×93,536人
保障保険　23件　150,000円
賠償保険　 0件　　　　0円

020100-140-01

020100-225

公用車維持管理事業（財政
課管理分）

管財係07-02-02

財政部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

公用車及び駐車場使用料の効率的運行。公用車運行管理、駐車場
使用料管理

一般 法令に特に定めのないもの

2,304

公用車維持管理事業（財
政課管理分）

職員 駐車場使用
回数　230回
料金　　190,000円

駐車場使用
回数　190回

料金　162,000円

駐車場使用
回数　180回
料金　128,000円

駐車場使用
回数　142回
料金　100,920円

020100-225-01

020100-226

公用車維持管理事業（全庁
間接経費分）

管財係07-02-02
財政部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

公用車の効率的運行。公用車の更新計画および点検整備､貸し出し
業務＜車両経費＞

一般 法令に特に定めのないもの

74,953
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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
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平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

公用車維持管理事業（全
庁間接経費分）

職員 共用車の定期点検　26件
整備及び修繕等　　600件
市有物件災害共済会加入事務
　加入台数　177台
分担金　　3240,890円

共用車の定期点検　34件
整備及び修繕等　　551件
市有物件災害共済会加入事務
　加入台数176台
分担金　　3,199,280円

共用車の定期点検　 45件
整備及び修繕等　　642件
市有物件災害共済会加入事務

加入台数　177台
分担金　　3,400,170円

共用車の定期点検　 52件
整備及び修繕等　　642件
市有物件災害共済会加入事務
加入台数　177台
分担金　3,400,170円

020100-226-01

020100-227

公用車運行管理事業（財政
課）

管財係07-02-02

財政部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

交通事故防止。円滑な事故処理、安全運転講習の委託及び事故処
理事務

一般 法令に特に定めのないもの

道路交通法、道路運送
車両法 3,645

公用車運行管理事業（財
政課）

職員 安全運転管理者研修　7名参加
事故処理件数　6件

安全運転管理者研修　7名参加

事故処理件数　18件

安全運転管理者研修　7名参加
事故処理件数　22件

安全運転管理者研修　7名参加
事故処理件数　17件

020100-227-01

020100-230

公用バス運転管理事務

管財係07-02-02

財政部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

研修バスの効果的配車。研修バスの配車計画、車両維持一般 法令に特に定めのないもの

25,102

公用バス運転管理事務

市民 研修バス等４台の運行管理

延べ運行回数　502回
延べ利用人数　　　8,449人

研修バス等４台の運行管理

延べ運行回数　493回
延べ利用人数　　　7,722人

研修バス等５台の運行管理
延べ運行回数　443回
延べ利用人数　7,508人（

H24.9に1台を廃車した）

研修バス等５台の運行管理
延べ運行回数　　 647回
延べ利用人数　11,635人

020100-230-01

020100-231

公用車購入事業

管財係06-05-02

財政健全化の推進

07

施設等整備事業

公用車の更新を行う。車両購入。一般 法令に特に定めのないもの

1,381

公用車購入事業

軽乗用車1台購入 軽乗用車1台購入 共用車１台購入 購入実績なし020100-231-01

020100-240

岩手県安全運転管理者部
会連合会会費

管財係04-03-04

交通安全対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

安全運転管理者の知識の習得及び職場の交通安全意識の高揚。安
全運転管理者団体会費

一般 法令に特に定めのないもの

413

岩手県安全運転管理者部
会連合会会費

職員 交通安全講習会開催　2回　128名 交通安全講習会開催　2回　112名 交通安全講習会開催　2回　134名 交通安全講習会開催　2回　134名020100-240-01

020100-241

北上地方交通安全協会事
業主部会会費

管財係04-03-04

交通安全対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

安全運転意識普及。安全協会加盟事業主部会費一般 法令に特に定めのないもの

391

北上地方交通安全協会事
業主部会会費

職員 季節安全運動の周知　４回
安全運転情報発行　５回
安全運転ｺﾝｸｰﾙ参加　１回
年末年始交通安全運動参加　１回

季節安全運動の周知　４回
安全運転情報発行　５回
安全運転ｺﾝｸｰﾙ参加　１回
年末年始交通安全運動参加　１回

季節安全運動の周知　４回
安全運転情報発行　９回
安全運転コンクール参加　１回
年末年始交通安全運動参加　１回

季節安全運動の周知　４回
安全運転情報発行　９回
安全運転コンクール参加　１回
年末年始交通安全運動参加　１回

020100-241-01

020100-301

庁舎施設災害復旧事業

管財係06-05-02

財政健全化の推進

07

施設等整備事業

東日本大震災で損壊した本庁舎の修繕を図る。一般 法令に特に定めのないもの
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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
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事業類型

会計区分
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細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

庁舎施設災害復旧事業

北上市 26年度事業計画なし 事業実施なし 工事件数10件　146,400千円
設計監理4件　　8,452千円
合計　154,852千円

工事件数10件　146,400千円
設計監理4件　　8,452千円
合計　154,852千円

020100-301-01

020100-302

閉校・閉園施設の管理

管財係06-05-02

財政健全化の推進

02

施設管理・維持補
修事業

市有財産として施設の処分が完了するまで適切に維持管理する。閉
校小学校（旧煤孫小、旧岩崎小）の維持管理

一般 法令に特に定めのないもの

5,538

閉校施設の管理

地区民 機械警備実施 機械警備実施 機械警備実施。 業務委託３件020100-302-01

閉園幼稚園の管理

市民 機械警備実施 機械警備実施 機械警備実施。 業務委託１件020100-302-02

020100-400

アセットマネジメント推進事
業

資産計画係06-05-02

財政健全化の推進

05

ソフト事業（任意）

北上市が保有する公共資産を行政経営にとって最適な状態で保有
するため、ファシリティマネジメントの手法を導入・推進し、公共資産
の管理（手法）を次のように転換していく足がかりを作る。１．対症療
法的⇒予防保全的　２．単年度で最小のコスト⇒長期的に最小のコ
スト　３．長寿命化の考慮せず⇒長寿命化を実施　４．突出する財源
投入⇒平準化した財源投入　５．分散（各部署）管理⇒一元（単一部
署）管理

一般 法令に特に定めのないもの

簡素で効率的な政府を
実現するための行政
改革の推進に関する
法律ほか

北上市総合計画、都
市計画マスタープラン
ほか

10,315

アセットマネジメント推進事
業

市有施設 ○施設カルテ（電算システム）の開発の
完了○建築物維持保全事業に係る各
課ヒアリングと事業選定・予算計上○劣
化情報を除く施設カルテデータを２箇年
分蓄積

○基本計画の策定
○施設カルテデータ収集（基本情報、コ
スト情報、利用情報）
○施設カルテ一部作成

平成23年度に実施した基礎調査に基づ
き、基本計画を直営で策定に着手。

パシフィックコンサルタンツ株式会社に
以下の内容の委託業務を発注し、成果
品が納品された。
１．現有施設（建物）の全量保有を前提
とした財政負担の推計
２．将来人口の推計
３．公共建築物の需給バランスの検証と
経営目標の設定
４．適切な保有量の考察
５．課題を解決する手法の提案

020100-400-01

020100-401

公会計管理台帳保守事務

資産計画係06-05-02

財政健全化の推進

03

内部管理事務

公会計管理台帳システムを良好な状態に保つ。公会計管理台帳シス
テムの機器及びソフトウェアの保守を行う

一般 法令に特に定めのないもの

6,963

公会計管理台帳保守事務

市有システム ○仕様書に基づく保守業務の実施
支出決算額2,942千円

機器及びソフトウェアに係る保守を実施
機器及びソフトウェア保守業務委託に係
る支出予算額2,965千円

機器及びソフトウェアに係る保守を実施
機器及びソフトウェア保守業務委託に係
る支出決算額2,965千円

機器保守：月１回
ソフトウェア保守：随時

020100-401-01

020100-402

公有財産貸付事務

資産計画係06-05-04

安定した財政基盤の確立

01

ソフト事業（義務）

普通財産の貸付及び行政財産の使用許可を適正に行う。各種管財
事務研修等への参加。

一般 法令の実施義務（自治事務）

4,640

公有財産貸付事務

市有財産 普通財産貸付　    41件
行政財産貸付　 　　 2件
行政財産使用許可18件

市有財産（土地及び建物）の貸付事務
を実施
平成25年度は支出予算はなし

平成24年度は実績なし 管財事務研修等への参加（２回）020100-402-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード
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細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

020100-403

公有財産処分事業

資産計画係06-05-04

安定した財政基盤の確立

03

内部管理事務

公共の用に供されていない公有財産の処分を進めるための環境整
備を図る。土地処分に伴う工事及び測量業務委託の発注。
公有財産取得処分検討委員会の開催。

一般 法令の実施義務（自治事務）

43,402

公有財産処分事業

市有財産 ○契約相手方ベースで24件、計48,621
千円の普通財産を処分した。

【収入】
土地売払収入調定済額：156,343千円
【支出】
測量登記委託料等：1,837千円
産廃処理等委託料：64,800千円
整地等工事請負費：2,208千円

土地処分に係る収入決算額86,415千円
測量等業務委託、整地工事に係る支出
決算額2,635千円

土地処分の交渉
測量業務委託
工事発注
不動産登記
公有財産取得処分検討委員会の開催
公売地の広報・ホームページへの掲載

020100-403-01

020100-404

基金積立金（財政調整・市
債管理）

資産計画係07-02-02
財政部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

災害により生じた経費、市債の償還及び市債の適正な管理に必要な
財源に充てる。財政調整基金（（財）民間都市開発推進機構拠出分に
係る一般会計繰入金及び基金運用益等）及び市債管理基金（前年度
決算剰余金、北上さくら債分に係る一般会計繰入金及び基金運用益
等）の積立を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第241条

698,856

基金積立金（財政調整・市
債管理）

北上市 財政調整基金（Ｈ27.3.31現在残高）
893,394,369円、株券3,932,500円
市債管理基金（Ｈ27.3.31現在残高）
4,012,401,519円

財政調整基金（25年度末残高）現金
876,748,557円、株券3,932,500円
市債管理基金（25年度末残高）
4,896,270,068円

財政調整基金（24年度末残高）現金
880,226,427円、株券3,932,500円
市債管理基金（24年度末残高）
88,945,526円

財政調整基金（23年度末残高）現金
843,890,978円、株券3,932,500円
市債管理基金（23年度末残高）
3,100,657,641円

020100-404-01

020100-405

基金積立金（庁舎建設事
業）

資産計画係07-02-02

財政部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

庁舎建設の事業の財源に充てる。公的補償金免除繰上償還に係る
一般会計からの繰入金及び基金運用益収入等について庁舎建設基
金への積立を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第241条

626

基金積立金（庁舎建設事
業）

北上市 庁舎建設基金（Ｈ27.3.31現在残高）
699,277,041円

庁舎建設基金（25年度末残高）
591,171,369円

庁舎建設基金（24年度末残高）
　554,592,148円

庁舎建設基金（23年度末残高）
　480,688,760円

020100-405-01

020100-406

基金積立金（地域整備）

資産計画係07-02-02
財政部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

活力と魅力ある地域づくりの資金に充てる。地域振興基金の目的に
合致した寄付金及び基金運用益等について地域振興基金への積立
を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第241条

397

基金積立金（地域整備）

市民 地域振興基金（Ｈ27.3.31現在残高）
9,837,163円

地域振興基金（25年度末残高）
133,636,416円

地域振興基金（24年度末残高）
133,596,541円

地域振興基金（23年度末残高）
49,474,312円

020100-406-01

020100-407

基金積立金（教育施設整
備）

資産計画係07-02-02

財政部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

学校林が設定されている市内小中学校の学区の教育施設及び設備
の整備資金に充てる。教育施設整備基金の目的に合致した寄付金
及び基金運用益等について教育施設整備基金への積立を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第241条

395

基金積立金（教育施設整
備）

児童、生徒 教育施設整備基金（Ｈ27.3.31現在残
高）27,150,124円

教育施設整備基金（25年度末残高）
　22,705,883円

教育施設整備基金（24年度末残高）
　22,699,197 
円

教育施設整備基金（23年度末残高）
　22,693,745円

020100-407-01

020100-408

基金積立金（がん対策）

資産計画係07-02-02
財政部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

がんの予防及び末期医療対策の資金に充てる。がん対策を目的とす
る寄付等についてがん対策基金への積立を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第241条

416

基金積立金（がん対策）

市民 がん対策基金（Ｈ27.3.31現在残高）
85,096,184円

がん対策基金（25年度末残高）
88,973,411円

がん対策基金（24年度末残高）
　88,945,526円

がん対策基金（23年度末残高）
　96,980,412円

020100-408-01
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

020100-409

基金積立金（芸術文化功労
顕彰）

資産計画係07-02-02

財政部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

市の芸術文化の向上又は発展に貢献し、優れた功労があったものを
顕彰する資金に当てる。芸術文化功労顕彰基金の目的に合致した寄
付金及び基金運用益等について、芸術文化功労顕彰基金への積立
を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第241条

389

基金積立金（芸術文化功
労顕彰）

市民 芸術文化功労顕彰基金（Ｈ27.3.31現在
残高）7,402,097円、株券4,422,500円

芸術文化功労顕彰基金（25年度末残
高）現金6,556,701円、株券4,422,500円

芸術文化功労顕彰基金（24年度末残
高）現金10,977,267円、株券4,422,500
円

芸術文化功労顕彰基金（23年度末残
高）現金6,213,365円、株券4,422,500円

020100-409-01

020100-410

基金積立金(友好都市交流
基金)

資産計画係07-02-02
財政部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

友好都市との交流が促進される。友好都市交流基金の目的に合致し
た寄付金及び基金運用益等について、友好都市交流基金への積立
を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

389

基金積立金(友好都市交
流基金)

友好都市交流基金（Ｈ27.3.31現在残
高）8,387,277円

友好都市交流基金（25年度残高）
8,384,159円

友好都市交流基金（24年度残高）
8,381,692円

友好都市交流基金（23年度残高）
8,375,692円

020100-410-01

020100-411

公有財産取得事業

資産計画係06-05-02

財政健全化の推進

07

施設等整備事業

財産の適正な管理のため、適時適切に用地を確保する。必要に応
じ、公共用地等を取得する。

一般 法令に特に定めのないもの

公有財産取得事業

市民 ○事業実績なし ・市営北鬼柳住宅用地（839㎡）
・江釣子農業構造改善センター用地
（1,486㎡）
・津村田農村公園用地（2,077.45㎡）
・新平親水公園及び滑田親水水路用地
（1,540㎡）
・鳩岡崎親水公園用地（2,190㎡）
・産業業務機能支援施設用地（4,488.75
㎡）
・村崎野ニュータウン用地（8,696.61㎡）

平成24年度は実績なし 実績なし020100-411-01

020100-500

公共用建築物の営繕計画
等事務

営繕係07-02-07

建設部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

公共施設を安全に維持する。公共用建築物の補修・改修等の工事設
計監理

一般 法令に特に定めのないもの

10,207

公共用建築物の営繕計画
等事務

市施設 ・他課依頼設計業務　15件
・他課依頼監理業務　12件
・他課依頼診断業務　１件
・他課依頼工事　42件

・他課依頼設計・監理業務　6件
・他課依頼工事　30件

設計･監理業務　26件　工事　43件 設計･監理業務　56件　工事　74件020100-500-01

020100-501

公営住宅の設計及び工事
施工・監理事務

営繕係05-01-01

快適な住環境の整備

07

施設等整備事業

良質な市施設を提供する。市営住宅建設一般 法令に特に定めのないもの

公営住宅の設計及び工事
施工・監理事務

市施設 25年度事業執行なし 24年度事業執行なし 24年度事業執行なし020100-501-01

020100-502

公共用建築物の設計・監理
等事務

営繕係06-05-02

財政健全化の推進

07

施設等整備事業

良質な市施設を提供する。公共用建築物の新築等工事設計・監理一般 法令に特に定めのないもの

2,849

2016年3月10日 9/17 ページ



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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

公共用建築物の設計・監
理等事務

市施設 ・他課依頼新築設計業務　２件
・他課依頼新築工事　２件

・他課依頼新増築設計・監理業務　5件
　
・他課依頼新増築工事　6件

設計監理業務　2件　　工事　8件 設計監理業務　6件　　工事　7件020100-502-01

020100-503

公共用建築物の定期報告
事務

営繕係07-02-07

建設部門（内部管理事務）

01

ソフト事業（義務）

安全な公共施設の維持。建築基準法第12条第1項及び第3項による
報告

一般 法令の実施義務（自治事務）

建築基準法第12条第1
項及び第3項 3,480

公共用建築物の定期報告
事務

市施設 ・建築基準法第12条第1項　52件
・建築基準法第12条第3項　28件

・建築基準法第12条第1項　1件
・建築基準法第12条第3項　28件

建築基準法第12条第1項  0件
建築基準法第12条第3項　28件

建築基準法第12条第1項  52件
建築基準法第12条第3項　28件

020100-503-01

020100-505

交流センター施設整備事業

営繕係06-02-01

地域の自主的な活動の推
進

07

施設等整備事業

老朽化や災害等により破損した施設を改修し、施設の適正な維持管
理に努め、コミュニティ活動の促進を図る。交流センターの改修及び
施設整備を年次計画で実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

125,601

交流センター施設整備事
業

交流センター ・交流ｾﾝﾀｰ太陽光発電、蓄電設備設置
工事及び監理業務　14ｾﾝﾀｰ124,751千
円

・和賀地区交流ｾﾝﾀｰ耐震補強工事及
び設計・監理業務
・交流ｾﾝﾀｰ太陽光発電及び蓄電設備
設置工事設計業務　14ｾﾝﾀｰ
33,232千円

藤根地区交流センター屋根改修工事　
防水ｼｰﾄ工573㎡
鬼柳地区交流センター屋根塗装工事　
屋根塗装903㎡
交流センター独立型ソーラー外灯設置
工事　外灯設置16基
黒沢尻北地区交流センター案内板設置
工事　案内板設置１基

旧岩崎地区交流センター解体事業
・実施設計業務委託　１式

・解体工事　１式

口内地区交流センター屋根塗装工事
　１式

020100-505-01

020100-506

レストハウス管理事業（臨
時）

営繕係03-02-04

地域資源を活かした観光の
振興

07

施設等整備事業

建設から20年以上経過し老朽化しているレストハウスを改修しようと
するもの。冷暖房設備の改修工事

一般 法令に特に定めのないもの

レストハウス管理事業（臨
時）

展勝地レストハウス
及び利用者

26年度事業計画なし ・展勝地ﾚｽﾄﾊｳｽ冷暖房設備改修工事
・展勝地ﾚｽﾄﾊｳｽﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ設置工事
7,388千円

020100-506-01

020100-507

北上コンピュータ・アカデ
ミー施設整備事業（財政課
分）

営繕係03-04-02

ものづくり人材の育成

07

施設等整備事業

IT技術者の養成により、市内企業の業務の高度化と雇用の安定を図
る。H22年度に国が情報処理技能者養成施設を廃止したことに伴い、
激変緩和措置として、建物修繕料及びコンピュータ機器リース料を補
助する。（H25年度まで：国10/10　H26年度から：国1/3、県1/3）
建物修繕は市で直接行い、コンピュータ機器リース料は北上情報処
理学園に補助金を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

北上コンピュータ・アカデ
ミー施設整備事業

北上情報処理学園 26年度事業計画なし ・北上情報処理技能者養成施設改修工
事（校舎内修繕、ｴﾚﾍﾞｰﾀ更新、空調機
器更新、貯水槽更新）及び設計・監理業
務
88,389千円

○吸収例温水機修理他工事
（吸収例温水機他修理・会議室、校長室
冷暖房設備改修・水抜き装置改修・パッ
ケージエアコン電源配線・既存撤去）
○外壁修繕工事
（外壁タイル補修、シール打替え）

020100-507-01

020100-508

閉校小学校の解体事業

営繕係06-05-02
財政健全化の推進

07

施設等整備事業

閉校となった校舎等を解体撤去し、管理環境を改善するもの。旧成田
小学校の校舎・プールの解体工事

一般 法令に特に定めのないもの
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

閉校小学校の解体事業

市民 26年度事業計画なし ・旧成田小学校校舎等解体工事（校舎、
ﾌﾟｰﾙ等の解体、記念碑施設、駐車場の
整地）及び監理業務
30,240千円

実施設計業務委託　１件020100-508-01

020100-509

体育施設耐震補強工事

営繕係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

体育施設耐震補強工事

市民 26年度事業計画なし ・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

020100-510

博物館・みちのく民俗村施
設改修等工事

営繕係02-02-03

社会教育機能の充実

07

施設等整備事業

老朽化に伴う破損等を適切に改修することで、来館者に安全、快適
な環境を提供するとともに、文化財である民家を適切に維持する。施
設の老朽化に対応し、必要な改修工事を行う。茅葺民家の屋根を補
修する。

一般 法令に特に定めのないもの

59,497

施設改修工事

市民・来館者 25年度事業執行なし H24年度なし H23なし020100-510-01

民俗村民家屋根補修等工
事

市民 ・みちのく民俗村茅葺屋根（旧小野寺
家、旧北川家）葺替工事59,498千円

・みちのく民俗村旧菅原家の茅葺屋根
（北面と西面）葺替工事
11,130千円

H24年度なし。 旧菅原家住宅(県南民家)屋根葺替工事
(南面、東面、シギ(隅木)部分3ヶ所)

020100-510-02

020100-511

アカデミースポーツ施設空
調改修工事

営繕係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

33,413

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）工事及び監
理業務32,573千円

・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

営繕係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

和賀体育館トイレ水洗化
工事

一般市民 26年度事業計画なし ・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

020100-513

庁舎施設改修事業

営繕係06-05-02

財政健全化の推進

07

施設等整備事業

庁舎施設環境の改善と利便性の向上、庁舎機能の適正な管理を図
る。本庁舎・江釣子庁舎・和賀庁舎の施設改修工事。

一般 法令の実施義務（自治事務）

34,774

庁舎施設改修事業

来庁者、職員 ・本庁舎電気設備更新工事
・避難器具の購入
・電話交換室エアコン交換工事

エレベータ改修(1基） エレベータ改修(1基）020100-513-01
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

江釣子庁舎非常用電源設
備更新工事

来庁者、職員 非常用発電設備更新工事一式5,076千
円

・江釣子庁舎非常用発電設備更新工事020100-513-02

本庁舎屋根防水工事

来庁者、職員 26年度事業計画なし020100-513-03

本庁舎給排水設備更新工
事

来庁者、職員 本庁舎給排水管、ﾄｲﾚ改修工事設計業
務
5,595千円

020100-513-04

本庁舎駐車場舗装外改修
工事

来庁者、職員020100-513-05

本庁舎バリアフリー施設改
修（Ｈ27）

来庁者、職員020100-513-06

和賀庁舎屋根修繕（Ｈ27）

来庁者、職員020100-513-07

020100-515

江釣子庁舎耐震化事業

営繕係06-05-02

財政健全化の推進

07

施設等整備事業

耐震診断で耐震性能が基準を満たしていないことが判明した江釣子
庁舎の耐震化を行うもの。平成25年度①耐震診断結果判定業務委
託②耐震診断工事実施設計業務委託③実施設計判定業務委託　平
成26年度①耐震改修工事②監理業務委託

一般 法令に特に定めのないもの

24,942

江釣子庁舎耐震化事業

来庁者、職員 ・江釣子庁舎耐震改修工事及び監理業
務24,246千円

・江釣子庁舎耐震改修工事設計業務等
4,431千円

020100-515-01

020100-517

基金積立金（東日本大震災
復興交付金基金）

資産計画係07-02-02

財政部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

東日本大震災復興交付金基金の運用収入を積み立てるもの。一般 法令に特に定めのないもの

155

基金積立金（東日本大震
災復興交付金基金）

市民 平成26年９月に取崩し済020100-517-01

020100-518

旧常盤台運動公園解体工
事

営繕係06-05-02

財政健全化の推進

07

施設等整備事業

老朽化した施設を解体し施設敷地を有効活用するため。旧常盤台運
動公園（テニスコート）の解体工事。

一般 法令に特に定めのないもの

15,654

旧常盤台運動公園解体工
事

市民 ・ﾃﾆｽｺｰﾄ観覧席、ﾎﾟｰﾙ等解体工事及
び設計業務
14,580千円

020100-518-01
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

020100-521

こども療育センター屋根・外
壁塗装修繕工事

営繕係01-01-05

保護や支援を要する児童へ
のきめ細かな取り組みの推
進

07

施設等整備事業

こども療育センターの屋根及び外壁の塗装修繕を行い、施設を適切
に保護するもの。屋根・外壁塗装修繕工事。

一般 法令に特に定めのないもの

2,166

こども療育センター屋根・
外壁塗装修繕工事

市民 ・こども療育ｾﾝﾀｰ屋根、外壁塗装工事
1,512千円

020100-521-01

020100-522

農村体験実習館改修工事

営繕係03-03-05
魅力あふれる農山村の確立

07

施設等整備事業

施設を良好に管理するため。農村体験実習館の屋根・外壁修繕。一般 法令に特に定めのないもの

2,258

農村体験実習館改修工事

市民 ・農村体験実習館屋根改修、外壁修繕
1,718千円

020100-522-01

020100-523

展勝地レストハウス厨房ダ
クト工事

営繕係03-02-04

地域資源を活かした観光の
振興

07

施設等整備事業

故障により稼働しない状況である厨房内ダクトを改修し、労働環境の
改善と衛生環境の向上に寄与する。厨房ダクト改修工事。

一般 法令に特に定めのないもの

展勝地レストハウス厨房ダ
クト工事

展勝地レストハウス
従業員

26年度事業計画なし020100-523-01

020100-524

技術研修館雨漏修繕工事

営繕係03-02-01

技術力・経営力強化への支
援

07

施設等整備事業

工業技術交流施設のうち、技術研修館の雨漏りが発生しており一時
的な対処では対応できなくなっていることから、所要の工事をするも
の。

一般 法令に特に定めのないもの

1,265

技術研修館雨漏修繕工事

利用者 ・技術研修館雨漏り修繕
724千円

020100-524-01

020100-525

消防屯所ホースポール設置
事業

営繕係04-03-03

消防力の充実

07

施設等整備事業

老朽化した火の見やぐらを撤去し、ホースポールを設置するもの。
ホースポール設置及び火の見解体撤去

一般 法令に特に定めのないもの

3,111

消防屯所ホースポール設
置事業

消防団員 ・火の見櫓撤去、ﾎｰｽﾎﾟｰﾙ設置工事
2,571千円

020100-525-01

020100-526

埋蔵文化財第２収蔵庫屋根
改修工事

営繕係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

07

施設等整備事業

発掘調査で出土した土器石器(約5,600箱)を収蔵している埋蔵文化財
センター第２収蔵庫(旧和賀小学校給食センター：昭和47年建設)が雨
漏りすることから、トタン屋根全面を張り替え、今後も収蔵庫として利
用していこうとするもの。

一般 法令に特に定めのないもの

6,740

埋蔵文化財第２収蔵庫屋
根改修工事

収蔵品 ・埋蔵文化財第2収蔵庫屋根改修（ｶﾊﾞｰ
ﾙｰﾌ）5,940千円

020100-526-01
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

020100-527

鬼の館空調機修繕工事

営繕係02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

平成6年6月の開館以来使用している空調機(1993年製)が劣化してい
る。特にコイルユニット(熱交換部)に著しい発錆や腐食があり、冷暖
房、加湿能力の低下が懸念される。当該空調機は常設展示室の温
湿度調整に不可欠なものであり、資料保存環境維持のため修繕が必
要である。空調機修繕工事。

一般 法令に特に定めのないもの

8,405

鬼の館空調機修繕工事

市民 ・鬼の館空調機修繕6,372千円020100-527-01

020100-528

多目的催事場屋根塗装工
事

営繕係02-03-03
スポーツ環境の整備・充実

07

施設等整備事業

屋根の錆が激しく劣化してきているため、屋根の塗装を全面的に行う
もの。屋根塗装工事。

一般 法令に特に定めのないもの

8,426

多目的催事場屋根塗装工
事

市民 ・多目的催事場屋根塗装改修工事
7,560千円

020100-528-01

020100-529

西部学校給食センター炊飯
器用デッキ改修工事

営繕係02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

調理の安全性を確保し、児童、生徒に安心で安全な給食を提供する
ため。炊飯器用作業デッキ改修工事。

一般 法令に特に定めのないもの

1,837

西部学校給食センター炊
飯器用デッキ改修工事

児童、生徒 ・西部学校給食ｾﾝﾀｰ炊飯器用ﾃﾞｯｷ改
修工事1,296千円

020100-529-01

020100-530

北部学校給食センター調理
員用トイレ改修工事

営繕係02-01-04
教育環境の整備

07

施設等整備事業

安全で安心できる学校給食を安定供給するため、国の定めた衛生基
準を満たすよう改修する。更衣スペースの確保、便器の洋式化。

一般 法令に特に定めのないもの

930

北部学校給食センター調
理員用トイレ改修工事

職員 ・北部学校給食ｾﾝﾀｰ調理員用ﾄｲﾚ改修
設計業務389千円

020100-530-01

020100-531

公債費(電気)

財政係07-03-01

その他（その他）

97

公債費

公債費（元金・利子）電気 （未入力）

公債費（元金）→減価償却
費と相殺

市民020100-531-01

公債費（利子）→間接経費

市民 5,416,158円020100-531-02

020100-533

旧岩崎小学校解体事業（財
政課）

営繕係06-05-02
財政健全化の推進

07

施設等整備事業

上市が保有する公共資産を行政経営にとって最適な状態で保有する
ため、必要な改修工事を行うもの。旧岩崎小学校（廃校舎）の解体

一般 法令に特に定めのないもの

インフラ資産マネジメン
ト事業
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

旧岩崎小学校解体事業

市民020100-533-01

020100-534

公有地産業廃棄物処理事
業

管財係06-05-02

財政健全化の推進

07

施設等整備事業

地中に埋設している産業廃棄物を撤去処分する。一般 法令に特に定めのないもの

公有地産業廃棄物処理事
業

市民020100-534-01

020100-535

交流センター屋根修繕事業
（財政課）

営繕係06-02-01

地域の自主的な活動の推
進

07

施設等整備事業

屋根の雨漏り発生個所の修繕。一般 法令に特に定めのないもの

インフラ資産マネジメン
ト事業

黒沢尻西地区交流セン
ター屋根修繕事業

地区住民020100-535-01

立花地区交流センター屋
根修繕事業

地区住民020100-535-02

020100-536

保育園空調設備新設事業
（財政課）

営繕係01-01-04

幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

07

施設等整備事業

保育園に空調設備を設置する。Ｈ27：南、江釣子、Ｈ28：大通り、二
子、Ｈ29：口内、鳩岡崎、横川目を予定。

一般 法令に特に定めのないもの

インフラ資産マネジメン
ト事業

保育園空調設備新設事業
（財政課）

入所児童020100-536-01

020100-537

農業環境改善センター屋根
改修事業（財政課）

営繕係03-03-05

魅力あふれる農山村の確立

07

施設等整備事業

農村環境改善センターの屋根及び庇の改修。一般 法令に特に定めのないもの

インフラ資産マネジメン
ト事業

農業環境改善センター屋
根改修事業

来所者020100-537-01

020100-538

消防屯所解体事業（財政
課）

営繕係04-03-03

消防力の充実

07

施設等整備事業

老朽化した屯所の解体。一般 法令に特に定めのないもの

インフラ資産マネジメン
ト事業

消防屯所解体事業（財政
課）

020100-538-01
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

020100-539

学校施設改修等事業（財政
課）

営繕係02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

学校施設の適正な管理を行うため改修工事により、生徒等が安心し
て勉学に励める環境にする。幼稚園、小学校、中学校の施設改修工
事。

一般 法令に特に定めのないもの

インフラ資産マネジメン
ト事業

黒沢尻西小学校体育館照
明機器更新

児童、来校者020100-539-01

笠松小学校屋内運動場外
壁改修

児童、来校者020100-539-02

北上中学校第3校舎解体
事業

生徒、来校者020100-539-03

北上中学校防球ネット修
繕

生徒、来校者020100-539-04

和賀西中学校プールろ過
機更新

生徒、来校者020100-539-05

020100-541

さくらホール給排水設備修
繕事業（財政課）

営繕係02-04-01

芸術文化活動の推進

07

施設等整備事業

北上市が保有する公共資産を行政経営にとって最適な状態で保有
するため、必要な改修工事を行うもの。さくらホールの井水排水路の
切替えを実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

インフラ資産マネジメン
ト事業

さくらホール給排水設備修
繕事業

利用者、職員020100-541-01

020100-542

体育施設修繕事業（財政
課）

営繕係02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

07

施設等整備事業

北上市が保有する公共資産を行政経営にとって最適な状態で保有
するため、必要な改修工事を行うもの。体育館、野球場、広場等の修
繕事業。

一般 法令に特に定めのないもの

インフラ資産マネジメン
ト事業

江釣子野球場修繕

施設利用者020100-542-01

弓道場修繕

施設利用者020100-542-02

020100-543

学校給食センター修繕事業
（財政課）

営繕係02-01-04
教育環境の整備

07

施設等整備事業

上市が保有する公共資産を行政経営にとって最適な状態で保有する
ため、必要な改修工事を行うもの。学校給食センターの修繕工事。

一般 法令に特に定めのないもの

インフラ資産マネジメン
ト事業

北部学校給食センター調
理室床修繕

児童、生徒020100-543-01
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

020100-544

北上総合運動公園体育施
設改修事業（財政課）

営繕係02-03-03

スポーツ環境の整備・充実

07

施設等整備事業

上市が保有する公共資産を行政経営にとって最適な状態で保有する
ため、必要な改修工事を行うもの。北上総合運動公園体育施設の改
修工事。

一般 法令に特に定めのないもの

インフラ資産マネジメン
ト事業

北上総合体育館中央監視
装置更新事業

施設利用者

020100-545

学校トイレ便器洋式化推進
事業

営繕係02-01-04
教育環境の整備

07

施設等整備事業

学校施設の衛生環境を改善し、児童等が安心して勉学に励める環境
をつくる。小・中学校便所の和式便器から洋式便器へ回収する工事。

一般 法令に特に定めのないもの

小学校トイレ便器洋式化
推進事業

児童020100-545-01

中学校トイレ便器洋式化
推進事業

生徒020100-545-02

020100-546

更木幼稚園屋根塗装事業
（財政課）

営繕係01-01-04

幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

07

施設等整備事業

更木幼稚園の屋根の塗装。一般 法令に特に定めのないもの

インフラ資産マネジメン
ト事業

更木幼稚園屋根塗装事業

入園児020100-546-01

020100-547

勤労者体育センター等整備
手法調査事業

資産計画係06-05-02
財政健全化の推進

05

ソフト事業（任意）

老朽化が進む体育施設（北上市柔剣道場、北上勤労者体育セン
ター、北上市弓道場）の更新とあわせて、民間からの自由な提案を生
かしたＰＰＰ／ＰＦＩ事業（各種種機能を併せ持つ複合型施設の建設運
営）を実施することで、土地の高次利用を図り、都市機能を集積させ
た拠点整備とともに、財政負担を最小に抑え、公共目的（課題解決）
を最大限達成することを目指すもの。

一般 法令に特に定めのないもの

勤労者体育センター等整
備手法調査事業

020100-547-01
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