
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

090100-020

コミュニティ助成事業費補助
金

地域づくり課06-01-01

市民の参画と協働によるま
ちづくりの推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

コミュニティ助成事業を活用し、地域コミュニティの活性化を図る。・自
治総合センターによるコミュニティへの助成
　（25年度コミュニティ助成
団体採択４件
　26年度コミュニティ助成申請４件）

一般 法令に特に定めのないもの

24,182

コミュニティ助成事業費補
助金

申請者 ・一般コミュニティ　Ｈ25助成申請３件全
て採択（ＮＰＯ法人くちない：イベント用
舞台、黒岩自治振興会：移動用煮炊
窯、岩沢自治会：除雪機）　Ｈ26助成申
請２件　　　　　　　　　　
・コミュニティセンター助成　Ｈ25助成申
請３件うち１件採択（長沼一区自治会）　
Ｈ26助成申請２件

・一般コミュニティ　　　　　
　Ｈ24助成申請無し　Ｈ25申請３件
・コミュニティセンター
　
Ｈ24助成申請3件　Ｈ25申請３件
（Ｈ24は県より沿岸地域を優先する旨連
絡があったため積極的に活動せず）

・一般コミュニティ
1.口内町自治協議会
　炭焼き窯を利用した地域活性化事業
助成2,500千円（炭焼き窯）
2.山口自治会
　コミュニティ活動用備品の整備助成
1,100千円（山口女相撲の衣装）
・コミュニティセンター
1.平和台自治会
　コミュニティセンター建設事業助成
15,000千円（木造平屋建て）
・共生の地域づくり
1.北上市（政策企画課）
　高齢者が利用しやすいまちなかバス
ターミナルの実現に向けた事業助成
9,600千円（まちなかターミナル）

・コミュニティ助成事業
1.二子町振興協議会
　地域特産品販売用品の整備助成
1,000千円（テント）

2.立花自治振興協議会
　地域内集会場における備品の整備助
成1,900千円（カラーコピー機、折りたた
み椅子）

090100-020-01

020100-140

市民総合賠償保険料

財政課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

1,868

市民総合賠償保険料

市民 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

保険料　11.80円×93,549人
保障保険　29件　450,000円
賠償保険　 0件　　　　0円

020100-140-01

090100-240

女性施策推進事業

地域づくり課06-01-02

男女共同参画社会の実現

05

ソフト事業（任意）

地域社会のリーダーとして積極的に活動する女性が増え、市民生活
を活性化させる。女性団体の事業推進を支援、男女共同参画に関す
る各種研修や講座の情報提供等

一般 法令に特に定めのないもの

きたかみ男女共同参
画プラン 3,306

女性施策推進事業

女性 男女共同参画に関する研修等の情報提
供（１回）、男女共同参画フェスティバル
（14人）

男女共同参画に関する研修等の情報提
供（１回）、男女共同参画フェスティバル
（４人）

男女共同参画に関する研修等の情報提
供、女性団体研修やいわて女性のつど
い参加支援（市のバス利用回数１回　28
名利用）

男女共同参画に関する研修等の情報提
供、女性団体研修やいわて女性のつど
い参加支援（市のバス利用回数２回　32
名利用）

090100-240-01

090100-241

男女共同参画プラン推進事
業

地域づくり課06-01-02

男女共同参画社会の実現

05

ソフト事業（任意）

誰もが様々な分野に参画して活躍でき、地域や家庭、仕事を大切に
しながら、心豊かに暮らせるまちを目指す
。プラン推進のための各種
委員会等の開催、市内企業のワークライフバランス推進のための周
知活動、男女共同参画意識普及のための情報提供や啓発資材の配
布、男女共同参画研修会等への参加

一般 法令の努力義務（自治事務）

男女共同参画社会基
本法

きたかみ男女共同参
画プラン 3,640
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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

男女共同参画プラン推進
事業

市民 北上市男女共同参画推進委員会開催
（２回）、企業へのワークライフバランスの
周知活動及びアンケート調査（２回　の
べ55社）、男女共同参画推進やＤＶ防
止に関する啓発資材の配布、男女共同
参画研修参加（１回）

北上市男女共同参画推進委員（２回）
企業を訪問し、男女共同参画の推進状
況の聞き取り（１回　１社）
各工業団地の組合における周知活動
（４回　延べ参加企業数85社）
男女共同参画推進やDV防止に関する
啓発資材の配付
男女共同参画研修参加（３回）

プラン推進のための会議開催（推進委
員会１回）、ワークライフバランス取り組
み事例募集事業、男女共同参画推進や
DV防止に関する啓発資材の配付、男
女共同参画研修参加

プラン推進のための会議開催（検討委
員会４回・推進委員会２回・評価委員会
２回・推進会議３回）、男女共同推進や
DV防止に関する啓発資材の配付、男
女共同参画研修参加

090100-241-01

090100-242

男女共同参画講座開催事
業

地域づくり課06-01-02
男女共同参画社会の実現

05

ソフト事業（任意）

男女が互いの意思を尊重し、ともに支え合い、心豊かに暮らせるまち
を目指す。男女共同参画社会形成のための意識啓発としての講座の
開催、きたかみ市女性団体協議会と協働での講演会の開催

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

男女共同参画社会基
本法

きたかみ男女共同参
画プラン 3,434

男女共同参画講座開催事
業

市民 生き生きパートナーシップ講座等を開催
（６回、のべ参加者数　452人）

生き生きパートナーシップ講座等を開催
（３回、延べ参加者数　244人）
北上市を語る会（参加者数　131名）

生き生きパートナーシップ講座等を開催
（２回、延べ参加者数　82人）、ワークラ
イフバランスセミナー開催（１回、参加者
数　９人）

生き生きパートナーシップ講座等を開催
（延べ参加者数　113人、男性参加者
31.0％、新規参加者　94.7％）

090100-242-01

090100-022

コミュニティリーダー研修等
実施事業

地域づくり課06-01-03

まちづくりをリードする人材
の育成

05

ソフト事業（任意）

市内16地区の地域活動リーダーを育成し、地域活動の活性化を図
る。地域活動リーダー研修会（先進地視察）の開催（H24.11.15 遠野
市：綾織地区、遠野町第13区）、地域づくり講座の開催（H24.11.21 相
去地区交流センター）

一般 法令に特に定めのないもの

461

コミュニティリーダー研修
等実施事業

各地区の地域活動
リーダー

・地域活動リーダー研修会（研修先：秋
田県三種町）
参加者数　36名
・地域づくり講座　３回開催
参加者延　42名

・地域活動リーダー研修会参加者数：42
人、
研修先：遠野市
・地域づくり講座参加者数：38人

地域活動リーダー研修会参加者数：37
人
地域づくり講座参加者数：延160人

地域活動リーダー研修会参加者数：40
人
地域づくり講座参加者数：延110人

090100-022-01

090100-023

全国地域リーダー養成塾塾
生派遣費補助金

地域づくり課06-01-03
まちづくりをリードする人材
の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

広い視野とすぐれた洞察力を備え、積極的な行動のできる力強い地
域リーダーを養成することで、地域の創意と工夫による自主的な地域
活動を促進し、豊かな地域社会の形成を図るため。財団法人地域活
性化センターが開催する全国地域リーダー養成塾に塾生を派遣する
ための旅費のうち、３分の２以内の額（20万円を限度）を補助金として
交付するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

全国地域リーダー養成
塾塾生派遣費補助金
交付要綱

277

全国地域リーダー養成塾
塾生派遣費補助金

市内16地区の自治
組織から推薦

全国地域リーダー養成塾派遣１名（黒沢
尻西地区自治協議会）
補助金額200千円

口内町自治協議会（１名）
補助金額20万円

090100-023-01

010100-701

栄典・表彰事務

政策企画課06-01-03

まちづくりをリードする人材
の育成

05

ソフト事業（任意）

地方自治、市勢のの発展に功績のあった個人等の顕彰。叙位叙勲
等の上申、潜在候補者の調査、市勢功労者表彰者の選定、市勢功
労者表彰式、新年交賀会の開催

一般 法令に特に定めのないもの

北上市市勢功労者表
彰条例 4,071

栄典・表彰事務

市民等 叙勲内申５件

市勢功労者表彰５人
市勢功労者表彰式・新年交賀会参加者
457人

叙位叙勲・褒章内申３件
市勢功労者表彰５人

市勢功労者表彰式・新年交賀会参加者
450人

叙位叙勲・褒章内申３件

市勢功労者表彰５人

市勢功労者表彰式・新年交賀会参加者
450人

叙位叙勲・褒章内申３件

市勢功労者表彰５人

市勢功労者表彰式・新年交賀会参加者
450人

010100-701-01
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