
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

400100-005

岩手県市町村教育委員会
協議会負担金

教育部総務課06-06-01

広域行政の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

県内市町村教育委員会相互の連絡を密にし、相互に協力して教育諸
施策の研究調査を行い、市町村教育行政の向上と円滑な運営に寄
与する。

一般 法令に特に定めのないもの

1,106

岩手県市町村教育委員会
協議会負担金

岩手県市町村教育
委員会協議会

教育行政における情報交流
　負担金　36,800円

教育行政における情報交流 教育行政における情報交流 教育行政における情報交流400100-005-01

400100-006

全国都市教育長協議会等
負担金

教育部総務課06-06-01
広域行政の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

全国都市教委相互が連携を密にし、相協力して教育諸施策の研究
調査を行い、教育行政の向上と円滑な運営に寄与する。同協議会が
行う調査研究、情報交換を通じ、各種教育関係の情報提供を受ける
とともに、国等への陳情・請願を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

1,110

全国都市教育長協議会負
担金

全国都市教育長協
議会

教育行政における情報交流
　負担金　17,000円

教育行政における情報交流 教育行政における情報交流 教育行政における情報交流400100-006-01

東北都市教育長協議会負
担金

東北都市教育長協
議会

教育行政における情報交流
　負担金　24,400円

教育行政における情報交流 教育行政における情報交流 教育行政における情報交流400100-006-02

010100-151

北上中部地方拠点都市地
域推進協議会

政策企画課06-06-01

広域行政の推進

05

ソフト事業（任意）

北上中部地域の拠点性の向上
指定地域の変更拡大の実現。拠点法
に基づく基本計画の推進
事務局事務

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方拠点都市地域の
整備及び産業業務施
設の再配置の促進に
関する法律、地方自治
法第252条の２第１項
に定める協議会

北上中部地方拠点都
市地域基本計画 1,385

北上中部地方拠点都市地
域推進協議会

市民、構成自治体 ○幹事会（書面協議）１回
○会議２回（内１回書面協議）
○担当課長会議１回
○フォローアップ調査１回
○協議会成果検証
○協議会廃止に関する協議書締結（平
成25年９月30日をもって協議会廃止）

幹事会２回
会議１回
フォローアップ調査　１回

幹事会２回　会議２回 幹事会２回　会議２回010100-151-01

010100-160

北上横手地域開発促進協
議会負担金（事務局事務含
む）

政策企画課06-06-01

広域行政の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

北上横手地域の交通等基盤整備を行い、利便性の向上を図り、地域
の活性化に資する。総会、幹事会、平和街道サミット、県際交流事業
（北上線で行く冬満喫ツアー）の開催

一般 法令に特に定めのないもの

2,250

北上横手地域開発促進協
議会負担金（事務局事務
含む）

協議会 ○幹事会１回
○総会・平和街道サミット１回
○担当課長会議１回
○ＪＲ東日本に対する要望１回
○北上線活性化関連事業１回

総会１回
平和街道サミット１回
幹事会１回
事務局会議１回
北上線で行く横手かまくらツアー１回、
36名参加

総会１回　幹事会１回　事務局会議１回
　秀衡街道研究会２回　平泉世界遺産
探訪ツアー１回　北上線ツアー１回

総会１回　幹事会２回　北上線ツアー１
回

010100-160-01

010100-163

北東北地域連携軸構想推
進協議会負担金（事務局事
務含む）

政策企画課06-06-01

広域行政の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

行政・民間による広域連携交流による地域力の向上を図る。Ｈ
25.3.31協議会解散。

一般 法令に特に定めのないもの

北東北地域連携軸構
想 847
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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

北東北地域連携軸構想推
進協議会負担金（事務局
事務含む）

市民 (平成25年3月31日をもって解散)
○災害時における相互応援に関する協
定書締結
・担当課長会議１回
・協定書締結式１回

総会２回、幹事会２回、特別講演、交流
会　１回、記念誌作成

総会１回、幹事会２回、災害関係勉強会
１回（ホームページは23年６月末をもっ
て閉鎖）

総会１回、幹事会２回、担当職員研修会
１回 、災害関係勉強会１回、ホームペー
ジ更新３回

010100-163-01

010100-704

岩手県市長会負担金

政策企画課06-06-01

広域行政の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

県内各市間の重要事項を研究協議し、市政の円滑な運営と進展に
資する。岩手県市長会負担金

一般 法令に特に定めのないもの

967

岩手県市長会負担金

岩手県市長会 ○市長会定例会　年3回
○副市長会議　　年2回
○市長行政視察　年1回
○副市長行政視察　年1回
○秘書研修会　年1回
○優良職員表彰　年１回
○国等への要望　年2回
○県選出国会議員との行政懇談会　年
2回
○県等への要望　年3回
○関係機関等への要望　年5回

市長会定例会　年3回
副市長会議　　年2回
副市長行政視察　年1回
秘書研修会　年1回
国等への要望　年10回
県等への要望　年6回
関係機関への要望　年2回

市長会定例会　年3回
副市長会議　　年2回
副市長行政視察　年1回

秘書研修会　年1回

国等への要望　年5回

市長会定例会　年3回

副市長会議　　年2回

副市長行政視察　年1回

秘書研修会　年1回

010100-704-01

010100-705

東北市長会負担金

政策企画課06-06-01

広域行政の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

東北六県各市間の重要事項を研究協議し、市政の円滑な運営と進
展に資する。東北市長会負担金

一般 法令に特に定めのないもの

57

東北市長会負担金

東北市長会 ○東北市長会議　年２回
○国等への要望　年２回

東北市長会議　年２回
国等への要望　年２回

東北市長会議　年２回 東北市長会議　年２回010100-705-01

010100-706

全国市長会負担金

政策企画課06-06-01
広域行政の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

全国各市間の重要事項を研究協議し、市政の円滑な運営と進展に
資する。内閣又は国会に対する意見具申。全国市長会負担金

一般 法令に特に定めのないもの

428

全国市長会負担金

全国市長会 ○全国市長会
　総会等　年2回
○全国都市問題会議　年１回
○国等への提言活動　随時
○機関誌「市政」　毎月
○全国市長会TOP情報　随時
○全国市長会週報　毎週

全国市長会
　総会等　年2回
　国等への提言活動　随時
　機関誌「市政」　毎月
　全国市長会TOP情報　随時
　全国市長会週報　毎週

全国市長会総会等　年2回
機関誌「市政」　毎月
全国市長会TOP情報　随時
全国市長会週報　毎週

全国市長会総会　年1回
機関誌「市政」　毎月
全国市長会TOP情報　随時
全国市長会週報　毎週

010100-706-01
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