
課コード: 060100 課名称: 商工部工業振興課平成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

060100-201

工業振興事務

工業係03-02-01

技術力・経営力強化への支
援

05

ソフト事業（任意）

時代にあった工業振興政策を取り入れ、産業の高度化や新たな産業
の創出を促す。工業振興施策の推進に関する業務。調査、研究、視
察対応等。岩手大学への派遣職員の活動も含む。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

16,151

工業振興事務

企業等 工業振興活動　年88回（企業訪問85、
視察等対応３）

地域産業振興基本条例の制定作業（検
討委員会２回、作業部会４回）

工業振興活動　年131回（企業訪問98、
視察等対応３、工業勉強会・関連機関と
の事務打ち合わせほか30）

・工業振興活動　年158回（企業訪問
122、視察対応6、工業勉強会・関連機
関との事務打ち合わせほか30）
・地域工業製品のPRのため「地域のもの
づくり製品フェア」を実施(パル　11/3・4）

工業振興活動　年150回（企業訪問
110、視察対応10、工業勉強会・関連機
関との事務打ち合わせほか30）

060100-201-01

060100-202

工業振興審議会事務

工業係03-02-01

技術力・経営力強化への支
援

05

ソフト事業（任意）

時代にあった工業振興政策を取り入れ、産業の高度化や新たな産業
の創出を促す。工業振興審議会条例に基づく、企業誘致、中小企業
育成、雇用対策等工業振興施策に係る調査審議

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

1,486

工業振興審議会事務

企業等 審議会開催：２回（２月５日、３月16日）
地域産業振興条例案に対する意見聴
取、工業振興施策への提言

審議会開催：１回開催（2月18日） 審議会開催：１回開催（2月19日） 審議会開催：１回開催（３月12日）060100-202-01

060100-205

工業振興アドバイザー事業

工業係03-02-01

技術力・経営力強化への支
援

05

ソフト事業（任意）

アドバイザーの意見を工業振興施策への反映し、産業の高度化と新
技術の開発等工業振興を図る。工業振興に係るアドバイス等を受け
るため、北上市にゆかりの深い経営者、大学教授など識者５名を委
嘱し、市内企業を対象としたフォーラムを開催するほか、工業振興計
画などの施策に対する助言をもらう。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

2,018

工業振興アドバイザー事
業

企業等 工業振興施策への提言等（アドバイ
ザー会議：10月23日）

産業ビジョン策定に対する提言等（アド
バイザー会議：10月9日）

工業振興計画策定に対する提言等（ア
ドバイザー会議：10月31日）

工業振興計画策定に対する提言等（ア
ドバイザー会議：2月8日）

060100-205-01

060100-206

技能功労者表彰事業費

工業係03-04-02

ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

技能尊重の機運を高め、高度技能者の育成を図ることにより産業の
発展を図る。優れた技能をもって市の産業の発展に功労のあった技
能者を表彰し技能者の地位の向上を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

1,792

技能功労者表彰事業費

市内技能者 審査会：平成26年10月８日
表彰式：平成26年11月28日
卓越技能者：4人（うち青年3人）

審査会：平成25年10月23日
表彰式：平成25年11月25日
卓越技能者：５名(うち青年２人)

審査会：平成24年10月12日
表彰式：平成24年11月27日
卓越技能者：５名(うち青年３人)

審査会：平成23年10月17日
表彰式：平成23年12月21日
卓越技能者：４名(うち青年２人)

060100-206-01

060100-211

岩手県アーク溶接技術競技
会負担金

工業係03-02-01

技術力・経営力強化への支
援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

市内溶接関連企業の技術力の向上。岩手県アーク溶接技術競技会
に対する負担金
負担金：１０千円

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

92

岩手県アーク溶接技術競
技会負担金

岩手県アーク溶接
技術協議会

技術競技会年１回開催に負担金支出。
　

技術競技会年１回開催に負担金支出。
　

技術競技会年１回開催に負担金支出。
　

技術競技会年１回開催に負担金支出。
　

060100-211-01

060100-212

産業のまちネットワーク推進
協議会負担金

工業係03-02-01
技術力・経営力強化への支
援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

工業振興施策の調査研究による、工業振興。関東以北２４市町によ
る産業の調査研究する同協議会加入負担金。
負担金：３０千円

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

682

2016年3月10日 1/8 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

産業のまちネットワーク推
進協議会負担金

産業のまちネット
ワーク推進協議会

総会・研究会への参加（研究会第１回
5/21草加市、第２回8/28・29室蘭市、第
３回1/22・23大田区）

総会・研究会への参加(研究会第１回
5/23･24花巻市、第２回8/26台東区、第
3回2/13・14川崎市）

総会・研究会への参加(研究会第１回
5/15･16茅野市、第２回11/15板橋区、
第３回2/5･6品川区に出席）

総会・研究会への参加(研究会第１回
5/16･17飯田市、第２回8/4･5大田区、
第３回11/17･18大田区に出席）

060100-212-01

060100-222

北上職業訓練協会事業費
補助金

工業係03-04-02

ものづくり人材の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

市内中小事業所の従業員を対象として、職業訓練を実施し企業等の
生産活動を活発化し地域経済を活性化させる。市内中小事業所の従
業員を対象として、認定職業訓練を実施する北上職業訓練協会の事
業費に対する補助。　補助金額：498千円

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

905

北上職業訓練協会事業費
補助金

北上職業訓練協
会・会員企業

北上職業訓練協会事業費に対しての補
助金。
年１回　498千円

北上職業訓練協会事業費に対しての補
助金。
年１回　498千円

北上職業訓練協会事業費に対しての補
助金。
年１回　498千円

北上職業訓練協会事業費に対しての補
助金。
年１回　498千円

060100-222-01

060100-231

技術交流センター管理運営
事業

工業係03-01-01

次世代につながる産業間連
携の促進

02

施設管理・維持補
修事業

企業間の交流及び研修による技術力の向上。企業における各種研
修、交流による技術力向上等を図る事を目的とした同施設の管理と
北上工業クラブへの運営委託業務。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

20,291

技術交流センター管理運
営事業

企業等 利用日数　96日（２月末現在） 利用日数　54日 利用日数　44日（２月末） 利用日数　70日060100-231-01

060100-232

北上高等職業訓練校管理
事業

工業係03-04-01

雇用環境の向上

02

施設管理・維持補
修事業

気持ちよく、安心して訓練に集中できる環境を整え、効率よく技能の
向上が図られること。利用者の安全に関わる部分についての施設管
理、及び職業訓練校運営委員会の開催。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

11,543

北上高等職業訓練校管理
事業

市内中小事業所の
従業員等

施設管理不備による事故件数0件、
運営委員会開催回数　年１回（3/18）

施設管理不備による事故件数　0件
運営委員会開催回数　年１回（3/19）

施設管理不備による事故件数　0件
運営委員会開催回数　年１回（3/14）

施設管理不備による事故件数　0件
運営委員会開催回数　年１回（3/15）

060100-232-01

060100-255

子ども創造塾事業

工業係02-01-03
学校・家庭・地域が連携した
教育の充実

05

ソフト事業（任意）

今後も工業振興によるまちづくりを展開する上で、子どものうちから、
ものづくりや科学、起業に興味を覚えてもらうことが大変大事なことで
あり、その人材育成を行う。主な内容：起業教育＝「トレーディング
ゲーム」、ものづくり教育＝「ものづくり探検隊、こども科学教室」（発
明・工作教室、工場見学、科学教室、ロボットコンテスト等。）

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

2,714

子ども創造塾事業

小学生・中学生 ①「いきいきゲーム」小学校：11校717人
②「ものづくり探検隊」２回37人
③「子ども科学教室」２回52人
合計　806人

①「いきいきゲーム」小中学校：14校890
人
②「ものづくり探検隊」　3回45人
③「子ども科学教室」2回52人　合計＝
17日　987人

①「トレーディングゲーム」小中学校：12
校817人
②「ものづくり探検隊」　２回66人
③「子ども科学教室」３回63人　合計＝
17日　946人

①「トレーディングゲーム」小中学校：14
校926人
②「ものづくり探検隊」　３回54人
③「子ども科学教室」２回67人　合計＝
18日　1,047人

060100-255-01

060100-256

貸研究工場棟整備事業

工業係03-02-01

技術力・経営力強化への支
援

07

施設等整備事業

。一般 法令に特に定めのないもの

489

貸研究工場棟整備事業

Ｈ26年度該当なし 平成25年度該当なし 平成24年度該当なし 平成23年度該当なし060100-256-01
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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

060100-258

高度技術者育成補助金

工業係03-02-01

技術力・経営力強化への支
援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

岩手大学工学研究科　金型・鋳造工学専攻に市内企業の役員や社
員の入学を促進し、市の基盤産業である金型や鋳造に係る高度技術
と経営感覚をもつトップレベルの人材育成を行うことで、地域産業の
高度化を図る。金型・鋳造工学専攻に役員や社員の入学生があり、
その授業料を負担した市内企業に対して、１社あたり年25万円を限
度として補助する。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

739

高度技術者育成補助金

地域企業 補助金支出：1社25万円 補助金支出：2社・各25万円 補助金支出：２社・各25万円 補助金ＰＲ活動（市内金型関連企業50
社）、補助金支出：なし

060100-258-01

060100-259

高度金型技術者育成事業

工業係03-04-02
ものづくり人材の育成

05

ソフト事業（任意）

北上市において、岩手大学大学院工学研究科 金型･鋳造工学専攻
が持つ金型技術分野の研究・教育機能を活用した当該事業の実施
により、地域の金型関連産業の技術高度化の促進と地域産業の振
興を図るため。北上市において、岩手大学大学院工学研究科金型･
鋳造工学専攻が持つ金型技術分野の研究・教育機能を活用した人
材育成事業「高度金型技術者育成事業」を委託するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

9,129

高度金型技術者育成事業

地域企業 「高度金型人材育成塾・７講座（67人36
社）」
「高度人材育成特別講座・４講座（44人
20社」
「高度人材育成金型技術講習・４講座
（８人７社）

「高度金型人材育成塾・７講座(48人35
社)」
「高度人材育成特別講座・７講座(66人
34社)」
「高度人材育成金型技術講習・３講座
(14人12社)」

「高度金型人材育成塾・７講座(52人42
社)」
「高度人材育成特別講座・７講座(125人
82社)」
「高度人材育成金型技術講習・３講座(9
人7社)」

「高度金型人材育成塾・６講座(78人59
社)」
「高度人材育成特別講座・５講座(152人
62社)」
「高度人材育成金型技術講習・４講座
(14人13社)」

060100-259-01

060100-263

３次元ものづくり革新事業費
補助金

工業係03-04-02

ものづくり人材の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域基盤技術産業等の高度化のために、３次元ＣＡＤ（コンピュータ
システムを使った製図）を自在に扱い、生産革新を実行できる高度技
術者の育成を図る。高レベルの人材育成を図ることで、創業者・ベン
チャー企業支援、新事業に参入する中小企業の支援を行うものであ
る。「３次元ものづくり革新事業」を北上高等職業訓練校において実
施する。訓練終了時には、製品づくりまで理解し設計する「高レベル
な設計者」に育成する。最終レベルでは、自動車業界を中心にシェア
が拡大されている、ハイエンド３次元ＣＡＤ「CATIA」を自由自在に扱え
る技術者

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

7,977

３次元ものづくり革新事業
費補助金

創業を目指す者、
ベンチャー企業の
従業員等

北上市職業訓練協会が実施する「３次
元ものづくり革新事業」に対する補助金
交付　700万円

北上職業訓練協会が実施する「３次元も
のづくり革新事業」に対する補助金交付
　700万円

北上職業訓練協会が実施する「３次元も
のづくり革新事業」に対する補助金交付
　700万円

北上職業訓練協会への補助金の支出
　810万円

060100-263-01

060100-266

基盤技術高度化推進事業

工業係03-02-01

技術力・経営力強化への支
援

05

ソフト事業（任意）

岩手大学工学部及び金型技術研究センター大学の持つ強みを生か
し、基礎研究や企業との共同研究、技術相談、人材育成等を通して、
市内企業の技術力・開発力の強化による産業振興を図る。研究（得
られた結果が北上市内の多くの中小企業に還元できるようなテーマ
とする。）、調査（共同研究テーマ等ニーズ発掘調査）、技術相談（対
応及び岩手大学工学部全体へのコーディネート）、人材育成（仮称：
基盤技術人材育成塾の実施）等を岩手大学に事業委託する。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

14,961

基盤技術高度化推進事業

市内基盤技術関連
企業

産学共同研究：２件
技術相談：18件
コンソーシアム等研究開発事業２件

産学共同研究：2件

技術相談：16件(12月末)

産学共同研究：４件
技術相談：21件

委託費:14,070,000円060100-266-01

060100-268

技術交流センター施設整備
事業

工業係03-01-01
次世代につながる産業間連
携の促進

07

施設等整備事業

利用環境の改善を図る。経年劣化による雨漏り等を改善するための
修繕工事

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

技術交流センター施設整
備事業

企業等の利用者 財政課において修繕工事実施 平成25年度該当なし 平成24年度該当なし 平成23年度該当なし060100-268-01

060100-301

アカデミースポーツ施設管
理事業

雇用対策係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。
25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

19,240

アカデミースポーツ施設管
理事業

一般市民 ※全て２月末現在の仮数値
〇年間利用件数　1,365件
〇年間利用者数　31,997人　

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

年間利用件数　834件
年間利用者数　24,893人

060100-301-01

060100-305

雇用対策事務

雇用対策係03-04-01

雇用環境の向上

05

ソフト事業（任意）

求職者と求人者とのマッチングが図られ、雇用が結ばれる状況とな
る。雇用が安定する状況が作られる。雇用対策施策の立案業務のほ
か、北上雇用対策協議会事務局員を兼務して、就職ガイダンス等の
事業実施業務を行う。

一般 法令の努力義務（自治事務）

雇用対策法

1,698

雇用対策事務

企業等及び求職者 〇ジョブカフェさくら・北上地区勤労者福
祉サービスセンターの合同庁舎フロア借
上（Ｈ26.4.1～Ｈ27.3.31）

〇無料職業紹介所責任者講習会受講：
１人（１回）
〇ジョブカフェさくら合同庁舎借り上げ
（H25.4.1～H26.3.31)

○無料職業紹介事業所責任者講習会
受講：１人（１回）
○ジョブカフェさくらの合同庁舎借り上
げ（H24.4.1～H25.3.31）

緊急雇用対策事業の実施
・ふるさと雇用再生特別基金事業
事業数　11事業　
雇用者数　32人
・緊急雇用創出事業
事業数　26事業　317人

060100-305-01

060100-306

北上雇用対策協議会負担
金

雇用対策係03-04-01

雇用環境の向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域の発展を担う人材の確保、育成、定着等雇用の安定が図られる
状況とすること。雇用環境の整備、改善等を促進し地域の発展を担う
人材の確保、育成、定着等雇用の安定を図り産業の健全な発展に寄
与することを目的とした、北上雇用対策協議会の運営に係る負担金。
負担金額　10,710千円

一般 法令に特に定めのないもの

23,409

北上雇用対策協議会負担
金

〇花北・胆江地域合同就職ガイダンス
開催回数・４回、参加企業数・延べ174
事業所、参加求職者数・延べ346人
〇求人事業所と求職者の相談会開催回
数・10回、参加企業数・延べ43社、参加
求職者数・延べ627人
〇求職者掘り起しのためのセミナー開催
回数・延べ14回、参加者数・延べ201人
〇女性再就職支援セミナー開催回数・１
回、参加者数・30人
〇大学生等の事業所見学会開催回数・
２回、参加者数・38人
〇ジョブカフェさくらの運営

〇花北・胆江地域合同就職ガイダンス：
４回
〇新規高卒者就職面談会：１回
〇総会・理事会：１回
〇ジョブカフェさくら運営
〇北上市企業データベース運営
〇ジョブコーディネーター配置

○北上花巻地域合同就職ガイダンス開
催数：４回、参加企業数：延べ135社、参
加求職者数：延べ451名

○新規高卒者就職面談会参加生徒数：
22校102名、参加事業所数：24社
○理事会・総会１回

○ジョブカフェさくら運営
〇就労支援サイト開設　

○北上花巻地域合同就職ガイダンス開
催数　３回　参加企業86社　参加求職者
数567名
○高等学校事業所見学会　参加生徒数
　４校133名　見学事業所数　各校４社
○総会１回
○理事会　１回

○ジョブカフェさくら運営

060100-306-01

060100-312

勤労者生活安定資金預託
金

雇用対策係03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

05

ソフト事業（任意）

勤労者の生活安定と福祉の向上を図る。勤労者生活安定資金貸付
要綱に基づき東北労働金庫に預託。預託金：19,000千円、限度額1人
100万円、貸付期間5年以内、貸付利率3.33％以内

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

19,082

勤労者生活安定資金預託
金

勤労者 貸付実績（２月末現在）
〇今年度新規貸付
　　３件　2,600,000円　
〇貸付残高
　　16件 7,634,235円　

貸付実績（3月末現在）
①新規13件　8,550,000円
②貸付残高　17件　7,427千円

貸付実績（３月末現在）
①新規      １件　150,000円
②貸付残高  10件　2,213,362円

貸付実績（３月末現在）
①新規      ４件　1,700,000円
②貸付残高  21件　4,779,705円

060100-312-01
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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

060100-313

勤労者教育資金預託金

雇用対策係03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

05

ソフト事業（任意）

勤労者の生活安定と福祉の向上を図る。勤労者教育資金貸付要綱
に基づき東北労働金庫に預託。残高償還分のみ。預託金：200千円、
限度額1人200万円、貸付期間　10年以内、貸付利率2.57％以内

一般 法令に特に定めのないもの

172

勤労者教育資金預託金

勤労者 貸付実績（２月末現在）
〇貸付残高
　１件　172,692円

貸付残高（3月末現在）
１件　357,254円

貸付残高（３月末現在）
１件　573,956円

貸付実績（３月末現在）
貸付残高  １件　785,565円

060100-313-01

060100-314

職業訓練法人北上情報処
理学園会費

雇用対策係03-04-02
ものづくり人材の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

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。情報処理学園の会員企業として会費１口５万円×１０口で加入

一般 法令に特に定めのないもの

582

職業訓練法人北上情報処
理学園会費

情報処理学園 学生数　131人（定員200人）
会員企業数　78社・124口
就職内定率　97.2％（３月末時点）

学生数　151人（定員200人）
会員企業数　77社・122口
就職内定率　95.8％（３月末時点）

学生数 183人（定員200人）
会員企業数　119口・74社
就職内定率  93.7％（３月末時点）

学生数 200人（定員200人）
会員企業数　117口・71社
就職内定率  94.8％（３月時点）

060100-314-01

060100-315

職業訓練法人北上情報処
理学園運営費補助金

雇用対策係03-04-02

ものづくり人材の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

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。情報処理学園に対し、事務職員人件費を補助

一般 法令に特に定めのないもの

11,407

職業訓練法人北上情報処
理学園運営費補助金

情報処理学園 学生数　131人（１年生56人、２年生75
人）２科４コース体制の訓練実施

学生数　151人（１年・76人、２年75人）２
科４コース体制の訓練実施

学生数183名（１年　86名
　２年　97名）
就職内定率93.7％（３月末時点）

学生数　200名(１年　103名、２年 97名)
就職内定率94.8％（３月時点）

060100-315-01

060100-316

北上地区勤労者福祉サービ
スセンター管理運営費補助
金

雇用対策係03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

中小企業労働者の福利厚生を図ることにより労働環境の改善を図
る。北上市と西和賀町の中小企業の勤労者を対象とし福利厚生事業
を行うサービスセンターの管理運営費を西和賀町とともに補助。

一般 法令に特に定めのないもの

9,813

北上地区勤労者福祉サー
ビスセンター管理運営費
補助金

北上地区勤労者福
祉サービスセン
ター

〇会員数　2,112人
〇会員事業所280社
※３月末現在

〇会員数2,219人（３月末現在） ○会員数2,229名（前年度2,256名）
○会員事業所296社（前年度306社）※
25年３月末現在

○会員数2,273名（前年度2,299名）
○会員事業所333社（前年度336社）　　
※24年３月末現在

060100-316-01

060100-318

サンレック北上管理運営事
業

雇用対策係03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

02

施設管理・維持補
修事業

サンレック北上を利用する勤労者の福祉の増進。勤労者福祉施設で
あるサンレックの管理と運営を指定管理制度をＨ16年度から導入し、
業務委託をしている。21年度から特定非営利活動法人フォルダが指
定管理者となっている。

一般 法令に特に定めのないもの

11,451

サンレック北上管理運営
事業

勤労者 ※全て２月末現在の仮数値
〇開館日数　281日
〇利用件数　2,212件
〇利用人数　67,936人

利用件数　2,514件
利用者数　65,057人　

利用件数2,447件
利用者数76,477人

利用件数2,475件
利用者数70,234人

060100-318-01

060100-319

共同福祉施設管理運営事
業

雇用対策係03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

02

施設管理・維持補
修事業

江釣子共同施設を利用する勤労者の福祉の増進を図る。勤労者福
祉施設である「江釣子共同福祉施設」を地域密着型指定管理者とし
て地元の鳩岡崎自治会に委託する。（隣接する北上市民やまつみ広
場も含む。（スポーツ振興課担当））

一般 法令に特に定めのないもの

6,477

共同福祉施設管理運営事
業

勤労者 ※全て２月末現在の仮数値
〇開館日数　278日
〇利用件数　615件
〇利用人数　10,814人

利用件数　718件
利用者数　11,703人

利用件数　585件
利用者数　11,145人

利用件数　564件
利用者数　11,068人

060100-319-01
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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

060100-320

ハートパルきたかみ管理運
営事業

雇用対策係03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

02

施設管理・維持補
修事業

ハートパルを利用する勤労者の福祉の増進を図る。勤労者福祉施設
である「ハートパルきたかみ」の管理と運営を北上機械鉄工業協同組
合への委託。16年度から指定管理者導入し、Ｈ21～25年度も継続し
て管理運営を委託している。

一般 法令に特に定めのないもの

5,912

ハートパルきたかみ管理
運営事業

市民 ※全て２月末現在の仮数値
〇開館日数　282日
〇利用件数　936件
〇利用人数　14,110人

利用件数　1,281件
利用者数　20,660人

利用件数　944件
利用者数　14,225人

利用件数　0件
利用者数　0人
（震災に伴う修繕により、開館できなかっ
たため）

060100-320-01

060100-322

緊急雇用対策事務

雇用対策係03-04-01
雇用環境の向上

05

ソフト事業（任意）

雇用安定が図られるような状況となること。現下の雇用状況の悪化に
よる市民生活の不安が払拭される状況となること。世界同時不況、東
日本大震災の影響による雇用状況の急激な悪化に対応するための
緊急雇用対策事務を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

2,443

緊急雇用対策事務

市民及び企業等 緊急雇用創出事業　12事業
地域人づくり事業　２事業

緊急雇用創出事業　41事業 緊急雇用創出事業　23事業 就職ガイダンス等　３回
一般求職者向け就活セミナー等　32回
相談所　相談４件

060100-322-01

060100-333

ジョブカフェさくら相談機能
強化事業（緊急雇用対策）

雇用対策係03-04-01

雇用環境の向上

05

ソフト事業（任意）

雇用したジョブカフェさくらの相談員が専門的な知識を習得して求職
者の支援を行うことができるようになる。また、企業や学校向けの支
援事業においても講師として活躍できるようになる。被災者を４名雇
用し、ジョブカフェさくらの就労相談員として専門知識を習得するた
め、CDA（キャリアカウンセラー）の資格を取得する。求職者のカウン
セリングやセミナーを実施するほか、企業向けの職場定着支援や人
材育成、学校向けの就労支援を実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

13,131

ジョブカフェさくら相談機
能強化事業（緊急雇用対
策）

求職者 〇雇用者数：４名
〇職務経歴書セミナー：24回、参加者
数：143人
〇４ステップ就活セミナー：24回、参加
者数：152人
〇企業向け人材育成セミナー：11回、参
加者数46社・175人

〇雇用者数：４名
〇キャリアカウンセラー資格取得のため
の講座受講者：１名
〇職務経歴書セミナー：24回
〇４ステップ就活セミナー：24回
〇企業向け人材育成セミナー：11回

○雇用者数：４名
○キャリアカウンセラー資格取得のため
の講座受講者：３名
○職務経歴書セミナー：開催回数24
回、参加者数215名
○４ステップ就活セミナー：開催回数24
回、参加者数延べ170人
○企業向け人材育成セミナー：開催回
数10回、参加者数26社・111人
○北上コンピュータアカデミー自己分析
セミナー：開催回数１回、参加者数86人

雇用者数　２名060100-333-01

060100-335

職業訓練法人北上情報処
理学園施設整備費補助金

雇用対策係03-04-02

ものづくり人材の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

IT技術者の養成により、企業への人材供給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。国の激変緩和措
置として、コンピュータ機器リース料の補助（23-25年度：リース料・修
繕費に国10/10、H26・27：リース料に国10/10）を受け北上情報処理
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

48,227

職業訓練法人北上情報処
理学園施設整備費補助金

北上情報処理学園 コンピュータ機器リース料補助
41,999,580円（国10/10）

機器リース料　41,999,580円 機器リース料24,709,692円060100-335-01

060100-337

起業家支援事業

工業係03-02-03
活気ある商工業の振興

05

ソフト事業（任意）

強い起業意欲をもつ人を支援して起業を実現・成功させ、地域経済の
活性化や雇用拡大に繋げることを目的とする。特にも、農家の６次産
業化やコミュニティビジネス等の新事業創出をねらいとして実施する。
ビジネスプランコンテストの実施　3,429千円（起業準備支援金3,000
千円の支給を含む）起業塾の開催　3,071千円・財源　松井氏寄附金
　6,000千円、一般財源　500千円

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

1,925
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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

起業家支援事業

市内で起業しようと
する意欲を持つ未
起業の

企業家育成セミナー10回開催
個別相談の実施

・起業支援金の支給　1,000千円/３人
・起業塾受講生支援事業業務委託　966
千円

応募者13人、優秀賞受賞者３人
起業塾実施業務委託料：2,940,000円

060100-337-01

060100-341

江釣子共同福祉施設改修
工事

雇用対策係03-04-03

勤労者の福利厚生の充実

07

施設等整備事業

当施設の外壁（体育館）・屋上（体育館以外）は、経年劣化により、破
損が見受けられる。その劣化箇所の補修をするもの。外壁改修工
事、屋上防水工事。

一般 法令に特に定めのないもの

163

江釣子共同福祉施設改修
工事

施設利用者 Ｈ25で終了 〇外壁改修工事　5,250,000円
〇屋上防水工事　4,515,000円

060100-341-01

060100-342

小学生職業体験事業費補
助金

雇用対策係02-01-03

学校・家庭・地域が連携した
教育の充実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

北上青年会議所が主催する小学生を対象とした職業の体験事業で
ある「鬼っジョブ～北上おしごとパーク～」の事業費へ補助を行うこと
により、様々な職種の体験を通じて仕事に対する意識を養い、将来に
目を向ける機会を創出する。

一般 法令に特に定めのないもの

989

小学生職業体験事業費補
助金

小学４～６年生・
400人

鬼っジョブ～北上おしごとパーク～開催
費補助金　500,000円

060100-342-01

060100-343

南部杜氏協会創立100周年
事業費補助金

雇用対策係03-04-02

ものづくり人材の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

酒造技術の研究と人材養成を目的とする同協会の創立100周年を記
念し、これまでのあゆみを振り返るとともに、今後の活動の励みとし、
酒造業界の興隆に寄与する。記念誌発行、記念講演開催等。

一般 法令に特に定めのないもの

425

南部杜氏協会創立100周
年事業費補助金

南部杜氏協会会員 南部杜氏協会100周年事業費補助金
　100,000円

060100-343-01

060100-344

国際リニアコライダー推進事
業

工業係03-02-01
技術力・経営力強化への支
援

05

ソフト事業（任意）

国際リニアコライダーの国内候補地が一本化され、当市も協議会会
員となり、誘致活動の更なる気運醸成を図るため。国際リニアコライ
ダー誘致に関する普及啓発活動等の実施。

一般 法令に特に定めのないもの

岩手県国際リニアコラ
イダー推進協議会規
約

1,574

国際リニアコライダー推進
事業

市民 ＫＥＫ視察（10月）、セミナー開催（８月）060100-344-01

060100-345

北上コンピュータ・アカデ
ミー施設整備事業（工業振
興課分）

雇用対策係03-04-02

ものづくり人材の育成

07

施設等整備事業

受水槽ポンプの警報装置が事務室に無いため、異常発生を素早く察
知できないことから、当該警報機を事務室内に設置するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

317

北上コンピュータ・アカデ
ミー施設整備事業

生徒、来園者 北上コンピュータ・アカデミー受水槽ポ
ンプ警報装置設置工事費　154,440円

060100-345-01

060100-347

東北経済産業局職員派遣
事務

工業係03-01-01
次世代につながる産業間連
携の促進

05

ソフト事業（任意）

東北経済産業局への職員の派遣。平成27年４月１日～平成29年３月
31日まで職員を派遣する。

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

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

東北経済産業局職員派遣
事務

市民060100-347-01

060100-348

アジア経済視察事業

工業係03-02-02

足腰の強い地域産業構造
の構築

05

ソフト事業（任意）

地域経済の成長を図るうえで、東南アジア諸国の経済情勢を視察
し、地域企業の海外との連携、競争力の維持・強化及び協調を視点
に時代の変化を捉え、グローバルな視点から市の戦略的な産業施策
全般の参考にするもの。

一般 法令に特に定めのないもの

アジア経済視察事業

市民060100-348-01

060100-349

北上コンピュータ・アカデ
ミー修繕事業

雇用対策係03-04-02

ものづくり人材の育成

02

施設管理・維持補
修事業

北上コンピュータ・アカデミーの小破修繕。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
ミー修繕事業

生徒、来園者060100-349-01

060100-350

北上地域人材確保定着サ
ポート事業

雇用対策係03-04-01

雇用環境の向上

05

ソフト事業（任意）

北上地域の有効求人倍率は上昇しているが、様々な背景で就職まで
に時間を要する求職者も多いため、求職者の職業相談等を実施し、
雇用につなげ地域経済の活性化を図る。また、高校生の内定率は４
年連続で100%を達成しているが、例年早期離職者が発生しているた
め、地域の企業を対象に人材育成事業を実施し、離職防止を図る。
北上雇用対策協議会への業務委託により、「ジョブカフェさくら」の運
営、人材育成セミナーを実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

489

北上地域人材確保定着サ
ポート事業

若年者及び一般の
求職者

平成27年度に繰越060100-350-01

060100-351

３次元ものづくり技術人材育
成事業

工業係03-04-02

ものづくり人材の育成

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地場の中小企業が新製品の開発や製品の品質向上につなげ、競争
力を高めていくとともに、企業在職者をはじめ学生や求職者の人材を
育て、地域経済の活性化を図っていくため、３次元ものづくり技術に
関する人材育成及び当該技術の地域企業への普及を推進するも
の。３次元ものづくり技術に関する人材育成及び当該技術の地域企
業への普及を推進する団体に対し、運営に係る補助金を交付するも
の。

一般 法令に特に定めのないもの

３次元ものづくり技術人材
育成事業

市民、企業 平成27年度に繰越060100-351-01
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