
課コード: 070100 課名称: 都市整備部道路環境課課平成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

070100-001

公共土木事業の計画策定
事務

総務係05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

05

ソフト事業（任意）

北上市総合計画の取りまとめにより、住環境の整備を推進する。公
共土木事業の計画策定に関する事務

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

道路整備費の財源等
の特例に関する法律
第5条

北上市総合計画、北
上市地域計画 3,289

公共土木事業の計画策定
事務

道路・河川利用者 道路　5路線 道路　6路線、河川水路　1線 道路　16路線、河川水路　1線 道路　16路線　河川水路　2線070100-001-01

070100-007

岩手県河川海岸協会等負
担金

総務係04-03-02
災害に強いまちづくりの推
進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

治水、利水に関する方策を研究し、河川等に関する一般社会の認識
を徹底させ、これらの事業の促進を図るとともに、県下水防管理団体
相互の連絡を緊密にし、水防体制の充実強化を図る。県内市町村で
構成する「岩手県河川海岸協会」ほか４団体に対する負担金。
治水、利水事業の促進及び環境整備等に関する調査、研究、広報活
動を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

272

岩手県河川海岸協会負担
金

河川沿線住民 総会・要望 総会・要望 総会・要望 総会・要望070100-007-01

北上川上流改修期成同盟
会負担金

河川、流域内の生
活者及び利用者

総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望070100-007-02

北上川ダム整備促進協議
会負担金

ダム周辺住民及び
受益者

総会・要望 総会・要望 総会・要望 総会・要望070100-007-03

岩手県治水砂防協会費

県治水砂防協会 総会 総会 総会 年１回070100-007-04

070100-010

岩手県道路整備促進期成
同盟会等負担金

総務係05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

道路整備事業を強力に推進するため、道路財源の確保・道路予算の
拡大等について積極的な活動を行い、地域の発展に寄与する。県内
市町村で構成する「岩手県道路整備促進期成同盟会」ほか８団体に
対する負担金。
道路整備事業を強力に推進するため、関係機関に対する要望等を行
う。

一般 法令に特に定めのないもの

453

岩手県道路整備促進期成
同盟会負担金

国・県 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望・大会参加 総会・研修会・要望・大会参加070100-010-01

岩手県道路利用者会議負
担金

道路利用者 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望070100-010-02

岩手県地区国道協議会負
担金

国・県 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望070100-010-03
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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

国道４５６号整備促進期成
同盟会負担金

国、県、関係市町
村

総会・要望 総会・要望 総会・要望 総会・要望070100-010-04

花巻一関間主要地方道路
改良促進協議会負担金

道路利用者・沿線
住民

総会・要望 総会・要望 総会・要望 総会・要望070100-010-05

岩手県高規格幹線道路整
備促進期成同盟会負担金

道路利用者 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望070100-010-06

主要地方道盛岡和賀線道
路改良促進期成同盟会負
担金

道路利用者・沿線
住民

総会・要望・研修会 総会・要望・研修会 総会・要望・研修会 総会・要望・研修会070100-010-07

栗原北上線県道昇格促進
協議会負担金

道路利用者・沿線
住民

総会・要望 総会・要望 総会・研修会・要望 総会・研修会・要望070100-010-08

070100-027

江釣子庁舎の管理に関する
事務

総務係06-05-02

財政健全化の推進

02

施設管理・維持補
修事業

光熱水費の削減（誘導灯の消灯による電気量の削減）。江釣子庁舎
の管理及び消防訓練に関する事務

一般 法令に特に定めのないもの

40,771

江釣子庁舎の管理に関す
る事務

一般 江釣子庁舎修繕件数　1８件 江釣子庁舎修繕件数　14件 江釣子庁舎修繕件数　19件 江釣子庁舎修繕件数　11件070100-027-01

070100-058

社会資本整備総合交付金
事業

道路整備係05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

道路拡幅により、集落間や主要施設へのアクセス、緊急車両のス
ムースな通行を可能とし、安全で快適な住み良い環境を確保する。
歩道を新設して歩行者の安全を確保する。実施路線数５路線、改良
舗装延長L=1,210ｍ、幅員W=6.5～16.0ｍ、歩道整備延長L=2,400m、
幅員W=2.5～3.0m

一般 法令に特に定めのないもの

社会資本整備総合交
付金事業

市開発計画

358,391

大下鳥喰線整備事業（臨
時交付金事業）

道路利用者 改良 L＝61.5m 改良 L=170m(繰越) 改良舗装　Ｌ＝243ｍ 改良舗装　Ｌ＝200ｍ070100-058-03

川原町南田線整備事業

道路利用者 歩道整備 L=140ｍ 歩道整備 L=166ｍ 歩道整備　L＝165ｍ 歩道整備　L＝188ｍ070100-058-04

飯豊北線整備事業

道路利用者 用地取得 A=11,711.52㎡
物件移転補償 N=8件
改良舗装 L=87m
(繰越含)

用地取得 A= 2,324.39㎡
物件移転補償 N= 2件

用地測量　L＝1,360ｍ 用地測量　L＝1,010ｍ070100-058-06

金栗線整備事業

道路利用者070100-058-07
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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

牡丹橋整備事業

道路利用者070100-058-08

070100-066

地方特定道路整備事業

道路整備係05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

歩道付２車線道路を新設し、安全な通学路とスムースな交通を確保
する。H23～事業休止

一般 法令に特に定めのないもの

地方特定道路整備事業
（事務費）

国・県 H23～事業休止 H23～事業休止 H23～事業休止 H23～事業休止070100-066-01

柏野笠松小線整備事業
（地方特定事業）

道路利用者と沿線
住民

休止中 休止中 休止中 休止中070100-066-02

070100-101

道路台帳等の管理事務

総務係05-03-02

道路環境の整備

01

ソフト事業（義務）

市道管理の適正を図るため。道路法に基づく台帳等調製業務一般 法定受託事務

道路法、道路法施行
令、道路法施行規則 10,926

道路台帳等の管理事務

道路を利用する市
民

更新路線　10.3ｋｍ 更新路線　8.95km 更新路線14.57ｋｍ 更新路線14.05ｋｍ070100-101-01

070100-104

岩手県防災協会会費

総務係04-03-02

災害に強いまちづくりの推
進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

災害に関する必要な方策を考究するとともに災害復旧並びに防災事
業の促進を図る。岩手県内　盛岡市外12市16町6村

一般 法令に特に定めのないもの

176

岩手県防災協会会費

岩手県防災協会 総会1回 総会1回 総会１回 年１回070100-104-01

070100-111

道路愛護会連合会運営事
務

総務係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

2,739

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

070100-112

街路灯電気料負担金

総務係04-03-05

防犯対策の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

交通安全及び犯罪防止を図ること、及び地域住民の費用負担の軽
減を図るため。市内157地区の街路灯電気料金の10割負担

一般 法令に特に定めのないもの

北上市街路灯維持管
理条例、北上市街路灯
維持管理規則

11,852

街路灯電気料負担金

街路灯を設置して
いる地区民

市内16１地区　約2,841灯 市内159地区　約2,833灯 市内160地区　2,809灯 市内155地区　2,781灯070100-112-01
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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

070100-113

大沢トンネル等管理費負担
金

総務係05-03-02

道路環境の整備

04

負担金・補助金（義
務負担金）

市境道路の維持管理の適正と効率化を図るため。ﾄﾝﾈﾙ照明の電気
料金及び設備の保守点検費用負担金

一般 法令に特に定めのないもの

市道の管理に関する
協定書（花巻市） 1,034

大沢トンネル等管理費負
担金

花巻市 延長958ｍのうち北上市分603ｍ　電気
料、除草委託、保守点検、ランプ取替委
託など花巻市と経費を案分

延長958ｍのうち北上市分603ｍ　電気
料、除草委託、保守点検、ランプ取替委
託など花巻市と経費を案分

延長958ｍのうち北上市分603ｍ 延長958ｍのうち北上市分603ｍ070100-113-01

070100-129

公共土木施設災害復旧事
業（補助）

総務係04-03-02
災害に強いまちづくりの推
進

07

施設等整備事業

公共土木施設に被災があった時、速やかにこれを復旧し市民生活へ
の支障を最小限とする。被災箇所復旧のための災害査定、工事施行
　　

一般 法令の実施義務（自治事務）

公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法
施行令

公共土木施設災害復
旧事業（単独） 3,100

公共土木施設災害復旧事
業（補助）

公共土木施設の利
用者及び周辺住民

災害復旧工事１箇所：L=11m 災害復旧箇所　2箇所
決算額33,,479千円

災害復旧箇所　13箇所
決算額　130,195千円

災害復旧箇所　25箇所
決算事業費　207百万円

070100-129-01

070100-133

建築確認申請に関する事務

総務係05-03-02

道路環境の整備

01

ソフト事業（義務）

道路幅員の確認、必要な許認可関係を適正に取得するよう指導し、
適正な建築業務を行わせるため。申請に基づく道水路の確認及び占
用等指導

一般 法定受託事務

建築基準法

1,566

建築確認申請に関する事
務

申請人 建築確認件数368件（うち市確認315
件、県確認20件、道路位置12件、計画
通知3件、工作物18件）

建築確認件数494件（うち市確認410
件、県確認60件、道路位置13件、計画
通知3件、工作物8件）

北上市分322件、岩手県分66件 北上市分326件、岩手県分61件070100-133-01

070100-134

道水路等の寄附採納・用途
廃止事務

用地係05-03-02

道路環境の整備

01

ソフト事業（義務）

道水路管理上必要な用地について、寄附を受け、道水路機能の向上
と安定を図るとともに、公共性のない道水路の用途廃止を判断する。
寄附による登記事務及び認定道路等の区域変更事務と行政財産の
用途廃止事務

一般 法令に特に定めのないもの

3,289

道水路等の寄附採納事務

申請人 公衆用道路　1件　36㎡ 公衆用道路　4件、1,721.31㎡ 公衆用道路敷地
　3件　4筆　673㎡
水路敷地
　1件　1筆
　17.95㎡

公衆用道路敷地　12件　22筆1,494.53
㎡
水路敷地　1件　1筆
　2.58㎡

070100-134-01

道水路の用途廃止事務

申請人 道水路の用途廃止
　19件　1,179.49㎡

道水路の用途廃止
　20件7,884.29㎡

道路
　3件　54筆　25,527.21㎡
水路
　6件　34筆　20,084.90㎡

道路　11件　27筆　782.19㎡
水路　 7件　10筆　671.71㎡

070100-134-02

070100-230

生活道路（一般単独市道）
整備事業

道路整備係05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

道路拡幅により緊急車輌のスムースな通行を可能とし、安全で快適
な住み良い環境を確保する。生活関連道路の改良舗装。全体延長Ｌ
＝212ｍ

一般 法令に特に定めのないもの

地域計画

33,648

生活道路（一般単独市道）
整備事業

沿線住民と道路利
用者

改良舗装 L=314m(２件) 改良舗装 L=101m(1件)
測量設計 L=316m(2件)

改良舗装　L=107ｍ

測量設計　L=105ｍ
　　

改良舗装　L=451ｍ（2件）
　　

070100-230-01

070100-233

臨時地方道路整備事業

道路整備係05-03-01
道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

道路拡幅改良舗装を行い、道路利用者の安全と利便の確保沿線住
民の快適で住み良い環境を確保する。生活関連道路の改良舗装。
全体延長Ｌ＝4,242ｍ

一般 法令に特に定めのないもの

地域計画

144,088

2016年3月10日 4/11 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

臨時地方道路整備事業

道路利用者と沿線
住民

改良舗装 L=645m(H25繰越)
歩道舗装 L=798m(H25繰越)
改良舗装 L=477m(2件)

改良舗装 L=700m(3件)
改良舗装 L=645m(繰越1件)
歩道整備 L=816m(繰越1件)
測量設計 L=260m(1件)

改良舗装　L=725ｍ（4件）
測量設計　L=1,944ｍ（4件）

改良舗装　L=1,190ｍ（5件）
測量設計　L=  965ｍ（4件）

070100-233-01

070100-238

市単独河川整備事業

道路整備係04-03-02

災害に強いまちづくりの推
進

07

施設等整備事業

素堀水路をコンクリート水路に改修し、浸水・侵食を防止し、安全で住
み良い環境を確保する。水路改修延長　Ｌ＝405ｍ
　　　　　

一般 法令に特に定めのないもの

地域計画

23,618

市単独河川整備事業

水路沿線住民と土
地所有者

水路改修工事(H25繰越)L=192m 水路改修工事 L=192m 水路改修工事　Ｌ＝246ｍ　　　　　　　 水路改修工事　Ｌ＝151ｍ（2件）
　　　　　　　

070100-238-01

070100-241

土木工事の測量設計・施
行・用地取得（他課依頼分）

道路整備係07-02-07

建設部門（内部管理事務）

07

施設等整備事業

他課からの依頼事業を道路環境課で設計施工することにより、適切
で効率的な事業執行を図る。他課依頼用地の効率取得。他課依頼
事業（工事等）の調査測量設計施工事務、他課依頼取得用地に係る
調査・交渉・契約締結

一般 法令に特に定めのないもの

4,228

土木工事の測量設計・施
行（他課依頼分）

施設利用者 依頼件数12件
内訳…工事6件、業務委託6件

依頼件数　20件
内訳・・・工事　8件、業務委託 12件

依頼件数 16件
内訳・・・工事　9件、業務委託　7件

依頼件数 16件
内訳・・・工事　4件、業務委託 12件

070100-241-01

公共用地の取得・登記事
務（他課依頼事業）

用地取得補償地権
者

登記　2件 登記　2件 2事業　
取得面積　30.54㎡

3事業　
取得面積　703.47㎡

070100-241-02

070100-302

道水路境界確認事務

用地係05-03-02

道路環境の整備

01

ソフト事業（義務）

道水路敷地を保全するため。申請に基づく官民境界確定協議及び現
地立会・報告事務

一般 法令に特に定めのないもの

21,633

道水路境界確認事務

申請人 協議申請件数　246件 協議申請件数　241件 査定件数189件 査定件数170件070100-302-01

070100-330

岩手県都市計画街路事業
促進協議会負担金

総務係05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

街路の速やかな整備、充実を積極的に促進るため、関係機関官庁へ
要望を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

157

岩手県都市計画街路事業
促進協議会負担金

総会　1回、要望活動　1回 総会　1回、要望活動　1回 総会　1回、要望活動　１回 総会　1回、要望活動　１回070100-330-01

070100-342

公共用地の取得・登記事務

用地係05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

用地の取得一般 法令に特に定めのないもの

地域計画

16,145

公共用地の取得・登記事
務

地権者 取得面積　13,533.77㎡ 取得面積　4,259.76㎡ 取得面積　3,533.23㎡ 取得面積　1,590.48㎡070100-342-01
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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

070100-344

公共用地の取得・登記事務
（過年度未処理単独事業）

用地係05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

過年度未買収用地の解消と取得。過年度未取得用地等の取得に係
る交渉、契約締結

一般 法令に特に定めのないもの

地域計画

5,946

公共用地の取得・登記事
務（過年度未処理単独事
業）

用地取得補償地権
者

1路線　取得面積　819.41㎡ 1路線　取得面積　47.59㎡ 1路線　
取得面積　21.41㎡

1路線　
取得面積　127㎡

070100-344-01

070100-350

栗原北上線県道昇格整備
事業

総務係05-03-01
道路交通ネットワークの充
実

05

ソフト事業（任意）

（仮称）栗原北上線の県道昇格に向け、県仕様の道路台帳（1/500）
を作成する。整備延長L＝5.94ｋｍ

一般 法令に特に定めのないもの

4,307

栗原北上線県道昇格整備
事業

岩手県 道路台帳1/500（県仕様）の作成　4.52ｋ
ｍ

道路台帳1/500（県仕様）の作成　1.38ｋ
ｍ

070100-350-01

070100-410

道路管理事業

維持係05-03-02

道路環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

道路施設の適正な維持管理を図り、安全で快適な道路環境を実現さ
せる。道路肩除草、街路樹管理、道路清掃、側溝清掃、付帯設備管
理の各業務の実施

一般 法令の実施義務（自治事務）

道路法、道路法施行
令、道路法施行規則

道路維持補修事業

182,497

道路管理事業

道路の利用者及び
周辺住民

決算額　83,331千円 決算額　175,798千円 決算額　192,471千円　 決算事業費　168百万円　070100-410-01

070100-415

道路維持補修事業

維持係05-03-02

道路環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

道路施設の必要な補修を実施し、安全で快適な道路環境を実現させ
る。路面修繕、側溝修繕、その他道路施設修繕の各工事及び路面損
傷部応急復旧業務の実施

一般 法令の努力義務（自治事務）

道路法、道路法施行
令、道路法施行規則 308,765

道路維持補修事業

道路の利用者及び
周辺住民

決算額　98,303千円 決算額　109,049千円 決算額　110,086千円　 決算事業費　121百万円　070100-415-01

道路維持補修事業（交付
金事業）

道路の利用者及び
周辺住民

決算額　177,279千円
測量設計：１式
道路修繕工事：３路線
側溝修繕工事：２路線

決算額　88,426千円070100-415-02

070100-418

道路管理車輌購入事業

維持係05-03-02

道路環境の整備

07

施設等整備事業

除雪車の稼働経費（稼働時間と維持管理費の積）を下げる。除雪車
更新購入及び新規購入

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

積雪寒冷特別地域に
おける道路交通の確
保に関する特別措置
法

北上市除排雪事業計
画 5,329

道路管理車輌購入事業

道路利用者 道路維持作業車1台4,600千円
小型除雪機１台　337千円

除雪ドーザ更新1台　11,025千円 除雪ドーザ更新　1台9,870千円
小型除雪機　4台1,575千円

ロータリー除雪車更新　1台
　17,063千円
中古ロータリー除雪車　1台
　2,131千円

070100-418-01

070100-425

側溝整備事業

道路整備係05-03-02
道路環境の整備

07

施設等整備事業

素掘り側溝、規格外側溝の改良により側溝流下による被害（道路冠
水等）を防ぐ。側溝敷設工事施行

一般 法令に特に定めのないもの

32,372
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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

側溝整備事業

道路利用者及び周
辺住民

側溝整備 L=60m(繰越)+259m 側溝整備 L=220m(繰越) 測量設計　L=1,091ｍ　 側溝整備工事　延長　301ｍ
　8.309千円

070100-425-01

070100-426

橋りょう維持補修事業

維持係05-03-02

道路環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

橋りょうの必要な補修を実施し、安全で快適な道路環境実現に寄与
する。橋りょうの施設維持補修工事の実施

一般 法令の努力義務（自治事務）

道路法、道路法施行
令、道路法施行規則 638

橋りょう維持補修事業

道路を利用者及び
周辺住民

決算額　480千円 決算額　790千円 決算額　867千円 決算事業費　940万円070100-426-01

070100-427

交通安全施設整備事業

維持係04-03-04

交通安全対策の推進

07

施設等整備事業

交通安全補助施設を整備し道路交通の安全性向上に寄与する。カー
ブミラー・ガードレール・区画線設置

一般 法定受託事務

交通安全対策基本法

20,640

交通安全施設整備事業

道路通行者 決算額　　　18,000千円 決算額　　　17,200千円 決算額　　　　　17,834千円 決算事業費　19百万円070100-427-01

070100-428

水路維持補修事業

維持係04-03-02

災害に強いまちづくりの推
進

02

施設管理・維持補
修事業

適切な維持管理、必要な補修を実施し、浸水被害を防ぐ。水門管理、
浚渫、除草の各業務及び維持補修工事の実施

一般 法令に特に定めのないもの

11,397

水路維持補修事業

河川周辺及び上流
住民

決算額　　　7,722千円 決算額　　　5,043千円 決算額　　　　　5,498千円 決算事業費　620万円070100-428-01

070100-430

公共土木施設災害復旧事
業（単独）

維持係04-03-02
災害に強いまちづくりの推
進

07

施設等整備事業

公共土木施設に被災があった時、速やかににこれを復旧し市民生活
への支障を最小限とする。被災箇所復旧のための工事施行

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（単独） 7,358

公共土木施設災害復旧事
業（単独）

公共土目施設の利
用者及び周辺住民

決算額　　　5,848千円
法面復旧　１箇所：63㎡

決算額　　　499千円 決算額　　　10,863千円　 災害復旧箇所　154箇所
決算事業費　55百万円　

070100-430-01

070100-432

道路法等に基づく許可・承
認事務

維持係05-03-02

道路環境の整備

01

ソフト事業（義務）

道路管理者以外の工事について将来に亘り管理に支障とならないも
のとさせる。道路施行承認工事・道路占用工事の審査、指導

一般 法定受託事務

道路法　道路法施行令
　道路法施行規則 13,978

道水路占用許可に関する
事務

道水路管理者 申請件数958件 申請件数　984件　 申請件数　843件 申請件数　808件070100-432-01

工事施行承認、原因者負
担工事、開発行為に関す
る事務

道水路管理者 承認工事申請件数　120件
原因者施行命令件数　55件
開発行為　4件

承認工事申請件数　83件
原因者施行命令件数　46件
開発行為　4件

申請件数
承認工事　87件
原因者工事　62件
開発行為　　5件

申請件数
承認工事　85件
原因者工事　40件
開発行為　　5件

070100-432-02
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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

通行規制・通行許可に関
する事務

特殊車両通行協議　242件 特殊車両通行協議　140件 特殊車両通行協議　150件 特殊車両通行協議　212件070100-432-03

070100-445

道路管理事業（除雪業務）

維持係05-03-02

道路環境の整備

07

施設等整備事業

冬期間の円滑で安全な交通確保。道路除排雪作業実施。防雪柵の
撤去等。

一般 法令の努力義務（自治事務）

北上市徐排雪計画

437,506

道路管理事業（除雪業務）

道路利用者 決算額
道路除排雪事業　334,308千円
道路管理事業（除排雪関連）83,331千
円

決算額　324,527千円 決算額　353,328千円 決算事業費　256百万円070100-445-01

070100-450

国道4号拡幅に関する事務

道路整備係05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

05

ソフト事業（任意）

交通渋滞の緩和。国道4号拡幅事業の推進（国との連携）一般 法令に特に定めのないもの

都市計画マスタープラ
ン 78

国道4号拡幅に関する事
務

一般 国及び地域住民との調整拡幅協議 国及び地域住民との調整
拡幅協議

国及び地域住民との調整
・国道4号北上拡幅協議
・都鳥交差点隅切拡張交渉

国及び地域住民との調整
・国道4号北上拡幅協議
・都鳥交差点横断地下道用地交渉

070100-450-01

070100-460

橋梁長寿命化修繕事業

維持係05-03-02

道路環境の整備

07

施設等整備事業

橋梁の長寿命化を推進し安全安心快適な道路環境を構築する。道
路橋の点検、長寿命化計画の策定及び長寿命化修繕工事の実施

一般 法令の努力義務（自治事務）

道路法、道路法施行
令、道路法施行規則

北上市橋梁長寿命化
修繕計画 537,479

橋梁長寿命化修繕事業

道路通行者 NEXCO跨道橋橋梁点検（7橋）：5,584
千円
NEXCO跨道橋補修設計（３橋）：5,940
千円
NEXCO跨道橋補修工事（３橋）：
176,290千円
九年橋修繕工事（継続費H26分）：
450,000千円
九年橋段差解消工事（L=94m)：20,412
千円
九年橋洗掘対策工事（A=1,182㎡）：
21,750千円
珊瑚橋橋面修繕工事（A=434㎡）：5,646
千円

・橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託
　6,300千円
・珊瑚橋修繕工事　343,320千円
・九年橋修繕工事　200,000千円

・九年橋詳細設計19,500千円
・橋梁点検業務 5,645千円
・珊瑚橋長寿命化修繕工事101,700千
円+150,000千円（経済対策）

測量設計　7橋
点検業務　165橋

070100-460-01

070100-462

みちづくり支援事業費補助
金

道路整備係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

4,409

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 補助金交付　３団体070100-462-01

070100-464

九年橋歩道橋新設事業（交
付金事業）

維持係05-03-02
道路環境の整備

07

施設等整備事業

本橋（車道）長寿命化修繕工事に合わせて歩道橋を新設し歩行者の
安全性を確保する。歩道橋の新設（歩道整備延長L=331ｍ）

一般 法令に特に定めのないもの

401,930
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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

九年橋歩道橋新設事業
（交付金事業）

道路通行者 国交省委託工事　13,881千円：A1橋台
下部工　212,123千円：P1～P4橋脚
上部工（継続Ｈ26分）10,000千円：鋼桁
製作

九年橋歩道橋新設工事　122,850千円
用地補償費871千円

予備設計及び詳細設計
決算額　27,277千円

070100-464-01

070100-480

北上駅鍛冶町線街路整備
事業

道路整備係05-03-01

道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

歩車道を整備することにより、通学や買い物などの中心市街地での
日常活動をサポートするための快適な歩行空間を確保する。工事延
長L=374ｍ、幅員W=6.0ｍ(片側)、用地・補償

一般 法令に特に定めのないもの

2,114

北上駅鍛冶町線街路整備
事業

市民、一般 交渉休止 交渉 2回 用地取得　A=9.65㎡
物件移転補償　2地権者

用地取得　A=152.75㎡
物件移転補償　11地権者

070100-480-01

070100-493

バリアフリー歩道整備事業

道路整備係05-01-01

快適な住環境の整備

07

施設等整備事業

高齢者及び障がい者が利用する施設が集中する地区、北上駅周辺
市街地の歩行者交通量の多い歩道を重点に、危険な段差や急こう配
の解消、視覚障がい者誘導用ブロック設置などバリアフリー化に特化
した工事を行うもの。平成28年度の岩手国体及び全国障がい者ス
ポーツ大会開催時までに、策定する計画に基づいた整備工事を完了
する。

一般 法令に特に定めのないもの

26,060

バリアフリー歩道整備事業

高齢者及び障がい
者

測量設計 L=530m(歩道)
　　　　　　 A=8,600㎡(駅広)
歩道整備 L=237m

070100-493-01

070100-494

街路灯設置事業

総務係04-03-05

防犯対策の推進

07

施設等整備事業

交通安全及び犯罪防止の向上のため。地区から要望のあった街路
灯の新設。

一般 法令に特に定めのないもの

2,644

街路灯設置事業

道路を利用する市
民

新設19灯070100-494-01

070100-495

街路灯維持管理業務

総務係04-03-05

防犯対策の推進

02

施設管理・維持補
修事業

街路灯及び街路台帳の適正管理。一般 法令に特に定めのないもの

35,531

街路灯維持管理業務

道路を利用する市
民

市設置4,180灯、地区設置2,904灯　　計
7,084灯　　　　　　　　　　街路灯台帳の
地図ソフト年次更新　一式
LED街路灯リース料金　3,094灯
市街路灯電気料金

070100-495-01

街路灯台帳管理

道路を利用する市
民

市設置4,180灯、地区設置2,904灯　　計
7,084灯　　　　　　　　　　街路灯台帳の
地図ソフト年次更新　一式
LED街路灯リース料金　3,094灯
市街路灯電気料金

070100-495-02

070100-496

道路管理用備品購入事業

維持係05-03-02
道路環境の整備

07

施設等整備事業

道路維持管理作業に必要な機器の購入。一般 法令に特に定めのないもの

1,244
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道路管理用備品購入事業

道路を利用する市
民

決算額　617千円070100-496-01

070100-497

雪センター負担金

維持係05-03-02

道路環境の整備

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

雪センターが会員に提供する冬期間の気象情報、各地の除雪状況
や研究成果を得て効率的及び効果的に除雪を行うもの。当該セン
ターの会員負担金

一般 法令に特に定めのないもの

雪センター負担金

市民 ０円070100-497-01

070100-498

道路用地購入事業

用地係05-03-02

道路環境の整備

07

施設等整備事業

道理管理に伴う事務経費。市道交差部隅切等道路用地の購入及び
土地分筆測量登記。

一般 法令に特に定めのないもの

道路法第16条

道路用地購入事業

0件070100-498-01

070100-499

街路灯設置事業費補助金

総務係04-03-05

防犯対策の推進

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

自治会等所有の街路灯のLED化とLED街路灯の新設に要する費用
の一部に対し補助金を交付する。これにより、球交換などの地域負担
が軽減され、電気料金の削減、省エネや低炭素社会の実現につなげ
る。

一般 法令に特に定めのないもの

街路灯ＬＥＤ化事業費補
助金

街路通行者070100-499-01

070100-500

林崎柳田線整備事業

道路整備係05-03-01
道路交通ネットワークの充
実

07

施設等整備事業

平成28年度の市内全域の都市計画変更に併せた都市計画道路更
新作業（都市計画道路ルート変更）。補足測量、道路概略設計、交差
点予備設計の実施。

一般 法令に特に定めのないもの

都市計画法、道路構造
令

林崎柳田線整備事業

道路利用者070100-500-01

070100-501

辺地総合計画の調整事務

総務係06-02-01

地域の自主的な活動の推
進

03

内部管理事務

辺地とその他の地域との間における住民の生活環境の格差の是正
を図ること。市内４地区（後藤、後藤野、石曽根大官森、岩崎新田）の
辺地に係る状況調査。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

辺地にかかる公共的
施設の総合整備のた
めの財政上の特別措
置等に関する法律

北上市辺地総合整備
計画

辺地総合計画の調整事務

辺地地区民 Ｈ24年度繰越分として除雪機械１台購
入

辺地状況調査　４地区
除雪機械（ドーザ11ｔ級）１台購入

辺地状況調査　４地区
除雪機械（ロータリー2.2ｍ級）１台購入

070100-501-01

070100-502

南部工業団地道路整備事
業

維持係05-03-02
道路環境の整備

07

施設等整備事業

南部工業団地内に回転帯を整備し、車両交通を円滑にするもの。一般 法令に特に定めのないもの
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南部工業団地道路整備事
業

道路利用者070100-502-01
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