
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

030300-002

狂犬病予防事業

クリーン推進
課

05-01-01

快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

狂犬病の予防、適切な犬の飼い方を啓発。犬の登録申請、鑑札交
付、狂犬病予防注射業務

一般 法令の実施義務（自治事務）

狂犬病予防法

3,507

狂犬病予防事業

市民 春季狂犬病予防注射（４，５月）
秋季狂犬病予防注射（１０月）792件、動
物病院予防注射4,177件、接種率
85.47%、新規登録281件、死亡、転出、
転入434件

登録頭数　4,949頭
狂犬病注射接種数4,239頭
予防接種率　　　85.65％

23年度登録5,008頭、狂犬病注射接種
数4,218頭

22年度登録5,051頭、狂犬病注射接種
数4,299頭

030300-002-01

070400-014

住居表示整備事業

都市計画課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

940

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

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）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７か所 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070400-014-02

030300-027

北上地区広域行政組合負
担金

クリーン推進
課

05-01-01

快適な住環境の整備

04

負担金・補助金（義
務負担金）

住民が希望する時に火葬場を利用することできる。組合規約に基づく
分賦金の納入（年6回分納）。広域行政組合が開催する会議への出
席。

一般 法令の実施義務（自治事務）

廃棄物処理法

174,841

北上地区広域行政組合負
担金（総務・火葬場費）

北上地区広域行政
組合

利用実績
死体987体、死胎　16体、小動物　448
体、その他　22体

利用実績
　　延べ　　　1,413件　
　　死体　　　　933件
　　死胎　　　　　19件
　　小動物　　　439件
　　その他　　　　22件

利用実績　延べ：1,509件
死体：990件
死胎：18件
小動物：477件
その他：24件

死体：923件、死胎：24件、小動物414
件、その他27件

030300-027-01

北上地区広域行政組合負
担金（し尿）

組合 搬入実績　し尿　　　22,025ｋｌ
　　　　　　　浄化槽　11,384ｋｌ
　　　　　　　計　　　　33,409ｋｌ

搬入実績　
延べ　　　    32,640.95ｋｌ
し尿　　　　   22,198.89ｋｌ
浄化槽汚泥 10,422.06ｋｌ

搬入実績　延べ：34,709.76ｋｌ
し尿　　：23,767.54ｋｌ
浄化汚泥：10,942.22ｋｌ

し尿処理量：24,437.60ｋｌ
（浄化汚泥：10,770.20ｋｌ）

030300-027-02

030300-077

し尿収集運搬事業

クリーン推進
課

05-01-01

快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

安定したし尿及び浄化槽汚泥収集体制の確立。職員は、委託業者と
の連絡調整、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬の地区割り、日毎の収
集量の配分を決める。委託業者は、地区割り、配分に基づき市民か
らの収集依頼に対し収集を計画的に行う。

一般 法令の実施義務（自治事務）

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律 145,987

し尿収集運搬

市民 し尿収集量　22,183ｋｌ し尿収集量：23,767.54ｔ し尿収集量：23,767.54ｔ し尿収集量：24,437.6ｋｌ
待ち日数４～６日(土日除き)

030300-077-01

し尿取扱い手数料収納事
務

事業所 手数料額　5,820千円 業者への手数料額　5,967,113円 し尿収集対象者が年に数回汲み取り
し、その都度手数料を徴収。

し尿収集対象者が年に数回汲み取り
し、その都度手数料を徴収。

030300-077-02

2015年3月10日 1/12 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

070400-100

建築確認審査事務

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

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。建築物の確認申請の審査に関する事務

一般 法定受託事務

建築基準法

14,877

建築確認審査事務

申請者 確認申請410件、変更申請41件 確認申請338件、変更申請32件 確認申請331件、変更申請29件 確認申請342件、変更申請19件070400-100-01

070400-101

建築確認の工事完了検査
事務

都市計画課05-01-01
快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

関係法令に合致するか確認し、建築物の安全性の確保を図る。建築
物の確認申請の完了検査に関する事務

一般 法定受託事務

建築基準法

3,097

建築確認の工事完了検査
事務

申請者 完了検査申請345件 完了検査申請300件 完了検査申請307件 完了検査申請304件070400-101-01

070400-102

建築指導事務

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

申請者や市民が安心して相談できるように情報を提供できる。建築
の指導、相談、建築監視に関する事務

一般 法定受託事務

建築基準法

2,645

建築指導事務

申請者、市民 指導、相談件数300件 指導、相談件数300件　　　 指導、相談件数300件　　　 指導、相談件数300件　　　070400-102-01

070400-103

道路位置指定事務

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

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
道路を整備させる。道路位置指定の申請の審査及び築造届の検査
事務

一般 法定受託事務

建築基準法

2,013

道路位置指定事務

申請者 道路位置指定申請13件 道路位置指定申請13件 道路位置指定申請16件 道路位置指定申請16件070400-103-01

030300-104

公衆便所管理(7ｹ所)

クリーン推進
課

05-01-01

快適な住環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

公衆便所の適正管理を行うことで、利用しやすい公衆便所にする。公
衆便所の清掃管理【北上駅東、柳原駅前、諏訪町、横川目、竪川目、
和賀仙人駅、藤根駅前】

一般 法令に特に定めのないもの

8,976

公衆便所管理(7ｹ所)

市民 施設の清掃及び管理業務　トイレット
ペーパー、薬剤等の補給
藤根駅前公衆便所　自動開閉装置修繕
諏訪町公衆便所　トイレブース及び小便
器修繕

施設の清掃及び管理業務　薬剤等の補
給　施設の修理

施設の清掃及び管理業務　薬剤等の補
給　施設の修理

施設の清掃及び管理業務　薬剤等の補
給　施設の修理

030300-104-01

070400-104

建築関係法令の周知事務

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

適正な住情報を提供することにより秩序ある街づくりをめざす。建築
関係法令の周知に関する事務

一般 法定受託事務

建築基準法

697

建築関係法令の周知事務

建築士、建築主 指導、相談件数100件 指導、相談件数100件 指導、相談件数100件 指導、相談件数100件070400-104-01
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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

030300-105

墓園管理

クリーン推進
課

05-01-01

快適な住環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

市営墓園の適正管理を行うことによって、利用しやすい墓園環境を継
続する。市営藤根墓園、後藤野墓園の管理運営（使用許可申請・各
種届出の受付、審査、台帳整備、使用料収納事務、施設の修繕、管
理業務委託契約）。墓地の経営許可、経営指導。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

墓地･埋葬等に関する
法律　　北上市墓園条
例

2,432

墓園管理（藤根墓園）

市民 墓園使用者（既存）　563人
墓園使用者（新規）　　29人
墓園委員会　８月実施

施設の清掃及び管理　施設の修繕永代
使用料・管理費徴収事務

施設の清掃及び管理　施設の修繕　永
代使用料・管理費徴収事務

施設の清掃及び管理　施設の修繕　永
代使用料・管理費徴収事務

030300-105-01

墓園管理（後藤野墓園）

市民 墓園使用者（既存）４８人 施設の清掃及び管理　施設の修繕　永
代使用料・管理費徴収事務

施設の清掃及び管理　施設の修繕　永
代使用料・管理費徴収事務

施設の清掃及び管理　施設の修繕　永
代使用料・管理費徴収事務

030300-105-02

070400-105

建築物証明事務

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

申請者の利便を図る。確認申請等の証明事務一般 法定受託事務

建築基準法

155

建築物証明事務

申請者 申請6件 申請９件 申請14件 申請13件070400-105-01

070400-106

建築物実態調査事務

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

県で抽出した地区の建築物実態を把握し適正な建築を指導する。建
築物実態調査事務に関する事務

一般 （未入力）

77

建築物実態調査事務

調査対象箇所 実態調査個所3個所 実態調査箇所３箇所 実態調査箇所2箇所 実態調査箇所2箇所070400-106-01

070400-107

建設リサイクルに関する審
査事務

都市計画課05-01-01
快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

適正な建設廃材の処理を図る。建築物の解体に伴う建設資材のﾘｻｲ
ｸﾙの審査事務

一般 法定受託事務

建設工事に係る資材
の再資源化等に関す
る法律（建設ﾘｻｲｸﾙ
法）

232

建設リサイクルに関する審
査事務

申請者 届出件数180件 届出件数126件 届出件数127件 届出件数104件070400-107-01

070400-108

ひとにやさしいまちづくり条
例事務

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

より質の高い施設の向上を図る。県条例による公共施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
化推進調査進達事務　

一般 法定受託事務

ひとにやさしいまちづく
り条例（岩手県条例） 155

ひとにやさしいまちづくり
条例事務　

申請者 申請12件 申請14件 申請15件 申請5件070400-108-01

070400-109

県確認申請等の調査事務

都市計画課05-01-01
快適な住環境の整備

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。県確認申請等の委託業務の調査進達事務

一般 法定受託事務

建築基準法（岩手県委
託事務） 232

2015年3月10日 3/12 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

県確認申請等の調査事務

申請者 審査件数60件 審査件数68件 審査件数59件 審査件数63件070400-109-01

070400-110

全国建築基準法施行都市
連絡会議負担金

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

各都市（県は除く）の建築行政の許可基準等の運用を把握する。全
国建築基準法施行都市の相互の連絡運営を図る

一般 法令に特に定めのないもの

全国基準法施行都市連絡
会議負担金

関係団体等 全国都市年1回持回り会議 全国都市年1回持回り会議 全国都市年1回持回り会議 全国都市年1回持回り会議070400-110-01

070100-111

道路愛護会連合会運営事
務

道路環境課05-01-01

快適な住環境の整備

05

ソフト事業（任意）

道路愛護思想高揚、道路美化のため。道路愛護思想の高揚及び道
路美化作業の支援

一般 法令に特に定めのないもの

5,237

道路愛護会連合会運営事
務

黒西・東地区の一
部を除く交流セン
ター単位

打合せ、会議等　年４回 打合せ、会議等　4回 打合せ、会議等　4回 打合せ、会議等　4回070100-111-01

070400-111

全国建築審査会協議会負
担金

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

全国の審査請求に対しての審議機関である。特定行政庁の建築審
査会相互の運営を図る

一般 法令に特に定めのないもの

9

全国建築審査会協議会負
担金

関係団体等 年1回の総会 年1回の総会 年1回の総会 年1回の総会070400-111-01

030300-112

藤根墓園整備事業

クリーン推進
課

05-01-01
快適な住環境の整備

07

施設等整備事業

墓地の購入を希望する市民のニーズを充足している状態。墓地の購
入について希望者があること及び、残区画が少なくなったことより増
設するものである。

一般 法定受託事務

墓地、埋葬等に関する
法律、北上市墓園条例

北上市総合計画

1,427

藤根墓園整備事業

市民と北上市に縁
のある人

２０区画新規造成 　２０区画造成　１７区画販売 20区画増設 20区画増設030300-112-01

070400-112

日本建築行政会議負担金

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

建築主事の相互の情報交換や交流、連携を通じ同じ情報を得る。建
築主事相互の情報交換と法解釈の整備運用を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

50

日本建築行政会議負担金

関係団体等 年1回の総会、年2回の会議 年１回の総会、年2回の会議 年１回の総会、年2回の会議 年１回の総会、年2回の会議070400-112-01

070400-116

北上市生活再建住宅支援
事業

都市計画課05-01-01
快適な住環境の整備

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、岩手県
が制定する生活再建住宅支援事業補助金交付要綱第３条に規定す
る事業を実施する為。災害復興住宅融資利子補給補助、被災住宅
補修等工事の補助及び被災宅地復旧支援の補助

一般 法令に特に定めのないもの

94,095
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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

北上市生活再建住宅支援
事業

東日本大震災によ
り被災した住宅

利子補給16件　補修等301件 利子補給14件
　補修等498件

070400-116-01

030300-118

緑化木保全事業(啓発、防
除機貸出し)

クリーン推進
課

05-01-01

快適な住環境の整備

05

ソフト事業（任意）

樹木等を病害虫から守り、緑豊かな街並の保全。アメシロ発生に対
する警戒と早期自主防除のためのチラシの配布等広報活動及び噴
霧機の貸出し。

一般 法令に特に定めのないもの

1,145

緑化木保全事業(啓発、防
除機貸出し)

市民、事業所 噴霧機の貸出
　高圧　17件
　背負　14件
　　 計　31件
貸出し時期
６月～９月

噴霧器の貸し出し　４１件
6月～9月の病害虫発生時期貸し出し
市所有台数は４台

本庁舎で12台を6月～9月の病害虫発
生時期に貸し出し。7件

本庁舎で12台を6月～9月の病害虫発
生時期に貸し出し。7件

030300-118-01

030300-120

犬の登録管理システム導入
事業

クリーン推進
課

05-01-01

快適な住環境の整備

07

施設等整備事業

狂犬病の予防及び適正な管理の向上のため犬の登録管理システム
を導入する。以下の業務のデータ管理及び処理を当該システムを利
用し、実施する。・狂犬病予防集合注射（春・秋）及び未受診犬の所
有者への督促・犬の登録原票作成や予防注射受診の管理・犬及び
所有者の転出・転入等に係る処理

一般 法令に特に定めのないもの

1,353

犬の登録管理システム導
入事業

当市に登録されて
いる犬及び所有者

平成25年５月末時点のデータにて移
行。

030300-120-01

070400-200

市営住宅管理事業

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

03

内部管理事務

安価で安心できる住宅を求める市民に住宅を供給するとともに、住宅
の適正な管理を行う。市営住宅の指定管理委託、市営住宅入居者の
決定、住宅使用料等の収納、督促、滞納整理、入居者管理及び各種
調査報告等の事務

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

公営住宅法

250,196

市営住宅管理事業

市営住宅入居者 管理戸数　1,061戸
使用料調定額　200,031千円

管理戸数　1,061戸
使用料調定額　208,359千円　

管理戸数１０６１戸
使用料調定額１７１，７７３千円　

管理戸数１０６１戸
使用料調定額１７６，５９９８千円　

070400-200-01

070400-201

市営住宅維持補修事業

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

入居者が健康で文化的な生活を送るための市営住宅の管理。市営
住宅を良好な状態で供給するための維持保全

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

公営住宅法

6,114

市営住宅維持補修事業

市営住宅入居者 維持補修件数　9件
修繕事業費　　4,334千円

維持補修件数　12件
修繕事業費　2,718千円

維持補修件数　389件
修繕事業費　23,569千円

維持補修件数　430件
修繕事業費　23,308千円

070400-201-01

070400-202

市営住宅住居者に関する事
務

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

入居者の異動申請等の受付、承認。住宅生活における苦情処理、要
望の解決により快適な生活を支援する。各種証明書及び許可書の発
行事務

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

公営住宅法

2,632

市営住宅住居者に関する
事務

市営住宅入居者 入居者異動等申請　104件
車庫証明　38件
駐車場申込・解約等申請　52件
模様替申請　23件
相談、要望等　1,260件

入居者異動等申請　218件
車庫証明　40件
駐車場申込解約等申請　82件
模様替申請　31件
相談、要望等　1,250件

入居者異動等申請　103件
車庫証明　34件
駐車場申込解約等申請　94件
模様替申請　14件
相談、要望等　1,250件

車庫証明　42件
駐車場申込解約等申請　106件
相談、要望等　1,250件

070400-202-01
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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

070400-203

市営住宅長寿命化計画策
定事業

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

05

ソフト事業（任意）

住宅需要を踏まえ老朽化した市営住宅の建替、改修等を実施するた
めの計画。北上市における市営住宅管理に係る課題を明らかにし、
団地敷地の有効活用と良質な住宅ストックの形成に向けて、地域の
住宅需要に対応した総合的な活用の方針を設定するとともに、点検、
予防保全的な修繕及び耐久性の向上等を図る改善事業等の計画的
実施に向けた市営住宅長寿命化計画を策定する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

公営住宅法 北上市住宅ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ

2,554

市営住宅長寿命化計画策
定事業

市営住宅入居者 二役説明、議会全員協議会説明、庁議
決定、国、県提出

平成24年度に計画を作成し、平成25年
度に県、国に提出し認可を目指す

平成24年度中に計画の国認可を目指
す

耐震診断を優先することとし、ストック計
画の作成は延期

070400-203-01

070400-204

補助事業申請事務

都市計画課05-01-01
快適な住環境の整備

07

施設等整備事業

市営大堤住宅水洗化工事事業補助金導入、市営北鬼柳住宅屋根改
修工事補助金導入、北上市営住宅長寿命化計画策定業務補助金導
入、細越住宅維持管理事業補助金導入。社会資本整備総合改善事
業、公営住宅ストック総合改善事業、公的賃貸住宅家賃低廉化事業

一般 法令の実施義務（自治事務）

公営住宅法 住宅マスタープラン

1,470

補助事業申請事務

市民 公営住宅ストック総合改善事業補助金
申請、整備事業要望、事業計画提出

公営住宅ストック総合改善事業補助金
申請、整備事業要望、実施計画提出

公営住宅ストック総合改善事業補助金
申請、整備事業要望、実施計画提出

細越住宅補助金申請、起債申請、整備
事業要望、実施計画提出、細越住宅特
定計画書提出

070400-204-01

070400-206

第２柏野住宅団地分譲事業

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

05

ソフト事業（任意）

廉価で優良な住宅地の提供。第２柏野住宅団地分譲
分譲区画７区画宅造 法令に特に定めのないもの

1,126

第２柏野住宅団地分譲事
業

宅地購入希望者 分譲地区画管理、販売PR、登記事務
分譲区画数6区画
平成25年度販売実績0区画

分譲地管理、販売ＰＲ、登記事務
　
分譲区画数７区画
平成24年度販売実績１区画

分譲地管理、販売ＰＲ、登記事務、分譲
０区画

分譲地管理、販売ＰＲ、登記事務、分譲
０区画

070400-206-01

070400-207

第３柏野住宅団地分譲事業

都市計画課05-01-01
快適な住環境の整備

05

ソフト事業（任意）

廉価で優良な住宅地の提供。第３柏野住宅団地
分譲区画８０区画宅造 法令に特に定めのないもの

458

第３柏野住宅団地分譲事
業

宅地購入希望者 分譲地区画管理、販売PR、登記事務
分譲区画数79区画
平成25年度販売実績1区画

分譲地管理、販売ＰＲ、登記事務
分譲区画数８０区画
平成24年度販売１区画

分譲地管理、販売ＰＲ、登記事務、分譲
０区画　残区画８０区画

分譲地管理、販売ＰＲ、登記事務、分譲
０区画　残区画８０区画

070400-207-01

070400-208

卯の木住宅団地分譲事業

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

05

ソフト事業（任意）

廉価で優良な住宅地の提供。卯の木住宅団地分譲
分譲区画１２区画宅造 法令に特に定めのないもの

1,288

卯の木住宅団地分譲事業

宅地購入希望者 分譲地区画管理、販売PR、登記事務
分譲区画数7区画
平成25年度販売実績2区画

分譲地管理、販売ＰＲ、登記事務
分譲区画数１２区画
平成24年度販売５区画

分譲地管理、販売ＰＲ、登記事務、分譲
２区画。買い戻し０区画。分譲区画（残
区画）１２区画

分譲地管理、販売ＰＲ、登記事務、分譲
２区画。買い戻し０区画。分譲区画（残
区画）１４区画

070400-208-01

070400-211

市営住宅災害復旧事業

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

07

施設等整備事業

市営住宅の適正な改修保全等を図る。災害住宅の復旧一般 法令の実施義務（自治事務）

77

市営住宅災害復旧事業

市営住宅 平成25年度災害は無かったため、事業
実績なし。

平成24年度災害なしのため事業実績な
し

市営大堤住宅4号棟305号室復旧工事
　5,985,000円

北上市営細越住宅2号棟505号室改修
工事　2,257,500円

070400-211-01
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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

070400-212

さくら通り宅地分譲事業

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

05

ソフト事業（任意）

廉価で優良な住宅地の提供。北上市黒沢尻西部土地区画整理組合
から購入した住宅地１８区画4,927㎡の分譲事業。さくら通り住宅地分
譲（分譲区画数１７．５区画）

宅造 法令に特に定めのないもの

527

さくら通り宅地分譲事業

宅地購入希望者 分譲地区画管理、販売PR、登記事務
販売区画数10.5区画
平成25年度販売実績3.5区画

分譲地管理、販売ＰＲ、登記事務
分譲区画数１７．５区画
平成24年度販売８．５区画

分譲地管理、販売ＰＲ、登記事務、分譲
0.5区画、残区画17.5区画

070400-212-01

070400-213

被災者住宅再建支援事業
費補助金

都市計画課05-01-01
快適な住環境の整備

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

東日本大震災により自宅が全壊又は半壊解体した被災世帯に対し
て、住宅再建の支援を実施するため。住宅再建の支援を実施するた
めに、市内に自宅を建設又は購入している被災者に補助金を交付す
る。

一般 法令に特に定めのないもの

23,197

被災者住宅再建支援事業
費補助金

市内に自宅を建設
又は購入している
被災者

建設購入世帯　23世帯 建設購入世帯　54世帯070400-213-01

070400-323

住生活総合調査実施事務

都市計画課05-01-01

快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

国の作成した住生活総合調査票によるアンケート調査の実施。調査
員報酬費

一般 法令の実施義務（自治事務）

住生活基本法

1,130

住生活総合調査実施事務

県指定市内11調査
区

県指定市内11ブロックのアンケート調査070400-323-01

070100-462

みちづくり支援事業費補助
金

道路環境課05-01-01

快適な住環境の整備

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

従来の行政主導による市道整備に加え、地域の住民が通行する道
路を自らの手で整備していけるように、市が支援する。自治組織が行
うみちづくりの事業において、事業に要する経費の一部に対し、予算
の範囲内において補助金を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

市開発計画

4,955

みちづくり支援事業費補
助金

道路利用者 補助金交付 3団体 補助金交付　３団体 補助金交付　３団体070100-462-01

020100-504

市営住宅施設整備事業

財政課05-01-01

快適な住環境の整備

07

施設等整備事業

住宅の改修保全により安定的に住宅を供給する。市営住宅の経年劣
化等による市営住宅施設の改修改善

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

公営住宅法

54,029

市営住宅施設整備事業

市営住宅入居者 ・市営大堤住宅水洗化工事及び設計・
監理業務
住宅11棟43戸、集会場1棟　
・市営鳩岡崎住宅排水管改修工事設計
業務
51,811千円

市営大堤住宅水洗化事業６棟23戸
市営北鬼柳住宅屋根改修工事２棟48戸
市営江釣子駅前住宅仮駐車場設置工
事外
事業費30,803千円

市営大堤住宅水洗化事業６棟24戸
市営鳩岡崎住宅農業集落排水切替工
事　48戸
市営沢野住宅集会所外装補修工事外
事業費14,889千円

大堤住宅ほか火災報知器設置工事522
個　沢野住宅下水道切替工事16戸　鳩
岡崎住宅２号棟屋根塗装工事　24戸
柏野住宅屋根塗装改修工事外
事業費14,889千円

020100-504-01

010100-713

北上市空き家等調査事業

政策企画課05-01-01

快適な住環境の整備

05

ソフト事業（任意）

市内の空き家等の調査を行い、被災者の一時的雇用の場を創出。被
災者の生活再建を支援する。空き家の調査等の調査

一般 法令に特に定めのないもの

385

北上市空き家等調査事業

市民 事業内容の検討010100-713-01
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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

070400-003

景観形成に関する事務

都市計画課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

11,778

景観形成に関する事務

市民全般 ・きたかみ景観資産認定　　10件
・景観学習　４校(小学校２校、中学校２
校）
・景観人養成講座　１回
・北上市景観賞　１回　　
・北上市景観審議会　２回
・景観まちづくりフォーラム　　１回
・行為届出書等処理件数　125件

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）

070400-003-01

030200-022

花いっぱい等市民運動推進
事業

環境課05-01-03

緑のまちづくりの推進

05

ソフト事業（任意）

市民参画による花いっぱい運動の充実と白百合の適性研究等による
市の花の普及・定着化。花いっぱい運動等関係団体への情報提供及
び白百合の植栽事業

一般 法令に特に定めのないもの

5,590

花いっぱい等市民運動推
進事業

市民 花種子・苗配布219団体、コンクール参
加団体48団体、市民集会128人、花づく
り講習会51人、花苗育成研修会44人、
しらゆり鑑賞会35人、入賞花壇見学会
81人、しらゆり植栽33人、被災地支援花
いっぱい事業18人

花種子・苗配布231団体、コンクール参
加団体73団体、市民集会128人、花づく
り講習会30人、花苗育成研修会40人、
しらゆり鑑賞会20人、入賞花壇見学会
78人、しらゆり植栽29人、被災地支援花
植え18人

花種子・苗配布223団体、コンクール参
加団体70団体、市民集会137人、花づく
り講習会30人、花苗育成研修会41人、
ひとり一花プロジェクト200セット、しらゆり
鑑賞会22人、入賞花壇見学会54人、し
らゆり植栽42人、花種子育苗研修会30
人

花いっぱいコンクール入賞花壇見学
会。（52人参加））山百合の植栽に市民
43人参加

030200-022-01

030200-023

花いっぱい運動推進協議会
補助金

環境課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）

市民の環境美化意識の向上を図るための市民運動を支援する。花
いっぱい運動推進協議会が行う花いっぱい運動の継承及び環境美
化意識の向上を図るなど、市民運動を積極的に推進するため実施す
る事業に対する事業費補助金

一般 法令に特に定めのないもの

4,076

花いっぱい運動推進協議
会補助金

協議会→市民 花種子・苗配布219団体、コンクール参
加団体48団体、市民集会128団体、花
づくり講習会51人、花苗育成研修会44
人、しらゆり鑑賞会35人、入賞花壇見学
会81人、しらゆり植栽33人、被災地支援
花いっぱい事業18人

花種子・苗配布231団体、コンクール参
加団体73団体、市民集会128人、花づく
り講習会30人、花苗育成研修会40人、
しらゆり鑑賞会20人、入賞花壇見学会
78人、しらゆり植栽29人、被災地支援花
植え18人

花種子・苗配布223団体、コンクール参
加団体70団体、市民集会137人、花づく
り講習会30人、花苗育成研修会41人、
ひとり一花プロジェクト200セット、しらゆり
鑑賞会22人、入賞花壇見学会54人、し
らゆり植栽42人、花種子育苗研修会30
人

花種子・苗配布223団体、コンクール参
加団体75団体、市民集会参加148人ほ
か、苗づくり研修等

030200-023-01

070400-300

公園緑地の計画に関する事
務

都市計画課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

1,927

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３回、審
議案件１件。
北上市緑の基本計画の改訂について
（第１回報告）。
北上市緑の基本計画の改訂について
（第２回報告）。
北上市緑の基本計画の改訂について
（諮問）

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

070400-300-01
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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

070400-301

緑化推進事業

都市計画課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

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

1,241

緑化推進事業

一般 記念苗木346本、緑の相談所開設１回 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070400-301-01

070400-302

修景緑化活動事業

都市計画課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、事業所緑化の推進及び関連事務

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

2,495

修景緑化活動事業

市民 事業所緑化事業、28事業所。
公募による修景緑化業務、修景緑化講
座開催２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

都市計画課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

1,043

保存樹木等事務

一般 保存樹木維持管理費補助金交付金５
件。
保存樹木指定看板１基。
保存木保険加入等

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

070400-303-01

070400-304

全国都市公園整備促進協
議会負担金

都市計画課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

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

070400-304-01

070400-305

公園緑地維持管理事業

都市計画課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168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

152,998

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

都市計画課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

14,671

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25年度
は69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。

070400-307-01
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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

070400-308

公園松くい虫対策事業

都市計画課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

4,073

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、141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、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。

070400-308-01

070400-309

江釣子工芸の村公園整備
事業

都市計画課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

33,444

江釣子総合公園整備事業

一般 撤去工1式、植栽工1式、管理施設工1
式、伐採工1式の実施。

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。

070400-309-01

070400-310

展勝地公園整備事業

都市計画課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

63,539

展勝地公園整備事業

一般 造成土工1式、植栽工1式、園路広場工
1式、電気設備工1式、施設工1式の実
施。

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。

070400-310-01

展勝地公園整備事業（繰
越）

一般 25年度該当なし。 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㎡

070400-310-02

070400-311

展勝地公園連絡協議会

都市計画課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 2,632

展勝地公園連絡協議会

市民 展勝地連絡協議会総会の開催。情報交
換会開催　2回。

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

070400-311-01

070400-312

公園施設整備事業

都市計画課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

852

公園施設整備事業

一般 25年度該当なし。 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。

070400-312-01

070400-313

西部区画整理地内公園整
備事業

都市計画課05-01-03

緑のまちづくりの推進

07

施設等整備事業

黒沢尻西部区画整理地域内の未整備公園は、市の「緑化推進重点
地区」に位置づけられいる地区にあり、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。未整備公園４箇所の施設整備工事
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
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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

西部区画整理地内公園整
備事業

市民 25年度該当なし。 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

都市計画課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

5,577

桜づつみ整備事業

市民 施工延長Ｌ＝190ｍ、幅員7ｍ（舗装工） 整備工事　施工延長　344.5m
（歩車道：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事）

整備工事　施工延長　254.7m
（車道：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事）

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

070400-314-01

070400-315

公園施設災害復旧事業

都市計画課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 1,288

公園施設災害復旧事業

市民 場所：展勝地公園
内容：土砂、流木等の撤去、清掃及び
消毒

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070400-315-01

070400-317

児童遊園維持管理事業

都市計画課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

4,170

児童遊園維持管理事業

地域児童 児童遊園管理業務委託11件、
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

070400-317-01

児童遊園維持修繕業務

地域児童 遊具等修繕７件。
その他漏水等修繕４件。

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

070400-317-02

070400-319

農村公園維持管理事業

都市計画課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

4,800

農村公園管理事業

地域住民 農村公園管理業務委託14件
遊具点検業務委託各13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　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

070400-319-01

農村公園維持業務

地域住民 漏水等修繕６件 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

都市計画課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

2,932
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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

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周年記念事業準備委員会総会の開
催。企画部会の開催５回。「展勝地風土
記」発行４回。

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

070400-322

緑の基本計画策定事業

都市計画課05-01-03

緑のまちづくりの推進

05

ソフト事業（任意）

平成14年に策定した従前の緑の基本計画が目標年次を計画したた
め、新たに目標を設定し見直しを行い、改定するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

都市緑地法　北上市み
どりのまちづくり条例

総合計画、都市計画マ
スタープラン、環境基
本計画、景観計画

6,164

緑の基本計画策定事業

市内部の目標とな
る行政計画

庁内検討会議開催４回
パブリックコメントの実施

070400-322-01
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