
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

500100-001

選挙管理委員会事務

選挙管理委員
会事務局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

01

ソフト事業（義務）

選挙人名簿の調製及び保管、農委選挙人名簿の調製及び保管、海
外在住者の選挙人名簿の調製及び保管、検察審査員候補者予定者
の選定及び候補者の選定。選挙管理委員会開催、永久選挙人名簿
調製、在外選挙人名簿調製、農業委員会委員選挙人名簿調製、裁
判員候補者予定者及び検察審査会候補者予定者のくじによる選定

一般 法令の実施義務（自治事務）

公職選挙法、農業委員
会等に関する法律、検
察審査会法、裁判員の
参加する刑事裁判に
関する法律

8,239

選挙管理委員会事務

市民（選挙人）、海
外居住者、農業者

○選挙人名簿は年4回（6.9.12.3月）定
時登録し、その外の月は月次抹消。
○3月2日定時登録者数75,526人。
○農委選挙人名簿は1月1日現在を3月
末で確定し調製。登録者数11,724人
○在外選挙人名簿登録者数64人
○検察審査員候補者予定者数42人
○裁判員候補者予定者数82人

・委員会は毎月開催
・選挙人名簿は年4回（3.6.9.12月）定時
登録し、それ以外の月は月次抹消。
・3月2日定時登録者数75,560人
・農委選挙人名簿は1月1日現在を3月
末で確定し調製する。登録者数12,191
人
・在外選挙人登録者数68人
・検察審査員候補者予定者42人
・裁判員候補者予定者109人

・委員会は毎月開催
・選挙人名簿は年4回（3.6.9.12月）定時
登録し、それ以外の月は月次抹消。
・3月2日定時登録者数75,257人
・農委選挙人名簿は1月1日現在を3月
末で確定し調製する。登録者数12,521
人
・在外選挙人登録者数65人
・検察審査員候補者予定者42人
・裁判員候補者予定者142人

・委員会16回開催
・選挙人名簿は年４回定時登録
（3.6.9.12月）
・３月定時登録者数74,831人
・農委選挙人名簿は１月１日現在を３月
末で確定し調製する。登録者数12,958
人
・在外選挙人登録者数65人
・検察審査員候補者予定者41人
・裁判員候補者予定者140人

500100-001-01

510100-001

監査事務

監査委員事務
局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

03

内部管理事務

住民福祉の増進のため、地方自治法の本旨を実現する自治体とし
て、公正で合理的かつ能率的な行政運営が行われるよう、その行財
政運営について監査を実施し、適法性、効率性、妥当性について検
証することにより行政経営の信頼性を担保すると共に、公正で合理
的かつ能率的な行政運営を促す。定期監査、工事監査、決算審査、
財政援助団体等監査、例月出納検査、健全化判断比率等審査の実

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法第75条、第
98条、第199条、第233
条、第235条の2、第
241条、第242条、第
243の2条
公営企業法
第27条の2、第30条、
第34条
健全化法第3
条、第22条

29,109

定期監査事務

全部課等 監査対象　　35課等
　　　　　　　　20出先機関等
監査対象(工事)　20件
監査日数(工事含む)　延べ25日/年

監査対象　　34課等
　　　　　　　　17出先機関等
監査対象(工事)　20件
監査日数(工事含む)　延べ24日/年

監査対象　　　　59課等
監査対象(工事)　19件
監査日数(工事含む)　延べ26日/年
　　　　　　　

監査対象　　　　59課等
監査対象(工事)　20件
監査日数(工事含む)　延べ25日/年
　　　　　　　

510100-001-01

決算審査事務(公営企業
含む）

北上市 審査対象　12会計、6基金、財産等
決算審査
延べ64日/年(一般26日・公営企業38日)

審査対象　12会計、6基金、財産等
決算審査
延べ65日/年(一般35日・公営企業30日)

審査対象　13会計、6基金、財産等
決算審査　延べ62日/年(一般23日・公
営企業39日)

審査対象　13会計、6基金、財産
決算審査　延べ62日/年

510100-001-02

行政監査事務

全部課等 実施していない 実施していない 実施していない 実施していない510100-001-03

財政援助団体等監査事務

財政援助団体等 対象団体
財政援助団体　9団体
指定管理者　11団体
（財政援助団体と重複あり）
監査日数　8日/年

対象団体　30団体（うち指定管理者12)
監査日数　８日/年

監査日数　８日/年
対象団体　22団体（うち指定管理者12)　

監査日数　８日/年
対象団体　24団体（補助金13、指定管
理者11)

510100-001-04

現金出納検査事務

会計管理者、公営
企業管理者の権限
を行う長

検査対象　13会計及び基金ほか
検査日数　24日/年
予備検査　36日/年

検査対象　12会計及び基金ほか
検査日数　24日/年
予備検査　36日/年

検査対象　12会計及び基金ほか
検査日数　２４日/年
予備検査　３６日/年

検査対象　13会計及び基金ほか
検査日数　２４日/年
予備検査　３６日/年

510100-001-05
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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

住民監査請求による監査
事務

請求人 請求なし 請求なし 請求なし 請求なし510100-001-06

直接請求による監査事務

請求人 請求なし 請求なし 請求なし 請求なし510100-001-07

議会の請求による監査事
務

議会 請求なし 請求なし 請求なし 請求なし510100-001-08

随時による監査事務

全部課等 実施なし 実施なし 実施なし 実施なし510100-001-09

長の要求による監査事務

市長、公営企業管
理者の権限を行う
市長

要求なし 要求なし 要求なし 要求なし510100-001-10

指定金融機関の監査事務

指定金融機関 会計管理者等が実施する検査結果報
告により代替実施
年１回

会計管理者等が実施する検査結果報
告により代替実施
年１回

会計管理者等が実施する検査結果報
告により代替実施　年１回

会計管理者等が実施する検査結果報
告により代替実施　年１回

510100-001-11

職員の賠償責任に関する
監査事務

市長、公営企業管
理者の権限を行う
市長

要求なし 要求なし 要求なし 要求なし510100-001-12

財政健全化等審査事務

北上市 財政健全化判断比率（4比率）　各１回

資金不足比率(5公営企業）　各１回(水
道・下水道・工業団地・農業集落排水・
宅地造成）
審査延べ21日/年

財政健全化判断比率（４比率）　各１回
資金不足比率(５公営企業）　各１回(水
道・下水道・農業集落排水・工業団地・
宅地造成）
延べ15日/年

財政健全化判断比率（４比率）　各１回
経営健全化判断比率(５公営企業）　各
１回(水道・下水道・農業集落排水・工業
団地・宅地造成）

財政健全化判断比率（４比率）　各１回
経営健全化判断比率(５公営企業）　各
１回(水道・下水道・農業集落排水・工業
団地・宅地造成）

510100-001-13

非常勤職員報酬

監査委員 出務日数
代表　 100日/年
議選　　67日/年
※代表は議会出席含む

出務日数　代表　 106日/年
　　　　　議選　　70日/年
※代表は議会出席含む

出務日数　代表　 106日/年
　　　　　議選　　71日/年

出務日数　代表　 109日/年
　　　　　議選　　70日/年

510100-001-20

520100-001

農業委員会運営総務

農業委員会事
務局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

01

ソフト事業（義務）

農業生産力の発展及び農業経営合理化を図り、農家の地位向上に
寄与する。農業・農業者の利益を代表する機関として、農地法等によ
る農地の利用関係の調整をはじめ農業全般にわたる問題を農業者
の創意と自主的な努力によつて、総合的に解決していくことを目的と
する。

一般 法定受託事務

農業委員会等に関す
る法律 25,368

農業委員会運営総務

農業者、農業委員 委員総数・・・36人
総会・・・ ６回
農地部会・・・13回
農政部会・・・13回
研修会 ・・・８回
自主活動・・・ 10回

委員総数…36人
総会　　　… ５回
農地部会…12回
農政部会…12回
研修会　… 11回
自主活動… ９回

委員総数…36人
総会　　… 5回
農地部会…12回
農政部会…12回
研修会　…12回
自主活動… 9回

委員総数…36人
総会　　… 5回
農地部会…13回
農政部会…13回
研修会　… 6回
自主活動… 10回

520100-001-01
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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

510100-002

全国都市監査委員会負担
金

監査委員事務
局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

調査、研修、情報交換等により業務に役立てる。都市監査委員で組
織する団体に対する負担金。全国の都市監査委員相互の連絡を密
にし、監査委員制度について調査研究を行い、結果を提供する。総
会、事務研修会の開催。ホームページを開設し、活動状況の記録、
情　報の交換・伝達

一般 法令に特に定めのないもの

全国都市監査委員会
則 26

全国都市監査委員会負担
金

監査委員及び事務
局

総会・研修会　欠席
総会、研修会、研究報告等の配信

総会及び事務研修会出席　１名
総会、研修会、研究報告等の配信
　　　　　　　

総会及び事務研修会　１名参加
総会、研修会、研究報告等の配信
　　　　　　　

総会及び事務研修会　不参加
総会、研修会、研究報告等の配信
　　　　　　　

510100-002-01

520100-002

農業委員会運営事務（農地
部会）

農業委員会事
務局

07-02-13
その他行政委員会部門（内
部管理事務）

01

ソフト事業（義務）

農地法に基づく農地の権利移動の審査・許可をしている。農地法に
基づく農地の権利移動の審査・許可業務を毎月１回定例部会を開催
している。
　

一般 法定受託事務

農業委員会等に関す
る法律 10,075

農業委員会運営事務（農
地部会）

農業者 農地部会委員数・・18人
農地部会・・・・13回

農地部会委員数18人
農地部会12回

農地部会委員数18人
農地部会12回

農地部会委員数18人
農地部会13回

520100-002-01

510100-003

東北都市監査委員会負担
金

監査委員事務
局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

調査、研修、情報交換等により業務に役立てる。東北都市監査委員
相互の連絡を密にし研修・調査研究・資料等の情報交換を行う。総
会、事務研修会の開催

一般 法令に特に定めのないもの

東北都市監査委員会
会則 11

東北都市監査委員会負担
金

監査委員及び事務
局

定期総会・研修会出席　2名(代表監査
委員・局長)
総会、研修会、研究報告等の配信

総会出席　３名(両監査委員・局長)

事務研修会参加　３名(両監査委員・局
長)

東日本大震災により総会・事務研修会
中止

総会出席　　　　２名
事務研修会参加　２名

510100-003-01

520100-003

農業委員会運営事務（農政
部会）

農業委員会事
務局

07-02-13
その他行政委員会部門（内
部管理事務）

01

ソフト事業（義務）

　地域農政課題を検討・把握し、農業振興に向けた幅広い意見を積
み上げ、行政庁や農業団体等に対する建議をはじめ、農業経営の合
理化、農村生活の改善を図りながら、農家の地位向上に寄与する。　
農業・農村振興を図り、農家の地位向上に資する会議の開催
きたか
み農業フォーラムの開催
北上市農林業施策に関する提言書の提出

一般 法定受託事務

農業委員会等に関す
る法律 5,275

農業委員会運営事務（農
政部会）

委員会 農政部会委員数・・18人
農政部会・・・・13回

農政部会委員数・・18人
農政部会開催12回

農政部会開催12回 農政部会開催13回
農業者等との意見交換会開催31人
北上市農林業施策に関する提言書提
出

520100-003-01

510100-004

岩手県都市監査委員会負
担金

監査委員事務
局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

調査、研修、情報交換等により業務に役立てる。県内都市監査委員
相互の連絡協調を図り、研修・調査研究・資料等の発表交換。総会、
研修会の開催
　

一般 法令に特に定めのないもの

岩手県都市監査委員
会会則 24

岩手県都市監査委員会負
担金

監査委員及び事務
局

定期総会・研修会出席　3名
監査委員先進地視察研修　欠席
事務局職員研修会参加　3名

本市開催(県内都市監査委員・事務局
職員計49名参加)
総会・研修会開催
視察研修(鬼の館、岩手ヤクルト工場見
学)

東日本大震災により総会・事務研修会・
先進地視察中止
事務局職員研修会参加　１名

総会、研修会出席　　　３名
監査委員先進地視察研修　１名
事務局職員研修会参加　１名

510100-004-01

510100-005

監査事務（北上地区広域行
政組合）

監査委員事務
局

07-02-13
その他行政委員会部門（内
部管理事務）

03

内部管理事務

組合の行財政事務について、適法性、効率性、妥当性の保障を期し
て監査を実施し、公正で合理的かつ能率的な行政組合の運営を確保
する。組合の監査委員条例に定める監査の実施。出納検査、決算審
査、定期監査

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法第199条第
4項、第233条第2項、
第235条の2第1項

1,702
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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

監査事務（北上地区広域
行政組合）

北上地区広域行政
組合

出納検査　4回
定期監査　1回
決算審査　1回

出納検査　４回

定期監査　１回
決算審査　１回

出納検査　４回
定期監査　１回
決算審査　１回

出納検査　４回
定期監査　１回
決算審査　１回

510100-005-01

510100-006

監査事務（北上地区消防組
合）

監査委員事務
局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

03

内部管理事務

組合の行財政事務について、適法性、効率性、妥当性の保障を期し
て監査を実施し、公正で合理的かつ能率的な行政組合の運営を確保
する。組合の監査委員条例に定める監査
　出納検査、定期監査、決
算審査

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法第199条第
4項、第233条第2項、
第235条の2第1項

1,702

監査事務（北上地区消防
組合）

北上地区消防組合 出納検査　4回
定期監査　1回
決算審査　1回

出納検査　４回
定期監査　１回
決算審査　１回

出納検査　４回
定期監査　１回
決算審査　１回

出納検査　４回
定期監査　１回
決算審査　１回

510100-006-01

510100-007

監査事務（岩手中部広域行
政組合）

監査委員事務
局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

03

内部管理事務

組合の行財政事務について、適法性、効率性、妥当性の保障を期し
て監査を実施し、公正で合理的かつ能率的な行政組合の運営を確保
する。組合の監査委員条例に定める監査
　出納検査、定期監査、決
算審査

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法第199条第
4項、第233条第2項、
第235条の2第1項

1,702

監査事務（岩手中部広域
行政組合）

岩手中部広域行政
組合

出納検査　4回
定期監査　1回
決算審査　1回

出納検査　４回
定期監査　１回
決算審査　１回

出納検査　４回
定期監査　１回
決算審査　１回

出納検査　４回
定期監査　１回
決算審査　１回

510100-007-01

520100-050

岩手県農業会議賛助負担
金

農業委員会事
務局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

　政策支援となる認定農業者及び特定農業団体・農業法人等の育
成・確保に取り組みが出来た。また、農業経営能力の優れた育成、確
保に期することができた。　県内各市町村の加入により、農村現場の
意向を踏まえた建議活動や農政活動を強力に展開している。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

農業委員会関係法令

1,042

岩手県農業会議賛助負担
金

会員 岩手県農業会議賛助負担金
…1,042,000円　
会長会議…2回　総会…2回　　
全国農業委員会会長大会…1回　
常任会議員会議…12回　

岩手県農業会議賛助負担金
…1,042,000円
　会長会議…2回　総会…2回　　
全国農業委員会会長大会…1回
　常任会議員会議…12回　

岩手県農業会議賛助負担金
…1,068,000円
会長会議…2回　総会…1回　　
全国農業委員会会長大会…1回
常任会議員会議…16回　

岩手県農業会議賛助負担金
…1,072,000円
会長会議…2回　総会…1回　　
全国農業委員会会長大会…1回
常任会議員会議…12回　

520100-050-01

520100-051

岩手県都市農業委員会会
長会負担金

農業委員会事
務局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

県内13市の農業委員会が連携を密にし業務、事業の円滑な運営と
進展を図る。幹事会…1回、総会…1回、優良先進地視察調査…1
回。県内13市農業委員会に関する情報収集、共同研究、意見要望等
の提言

一般 法令に特に定めのないもの

95

岩手県都市農業委員会会
長会負担金

県内13市農業委員
会会長

岩手県都市農業委員会会長会負担金
…19,000円　
①幹事会…1回
②定時総会…1回　
(例年、定時総会時には業務遂行上の
課題等に係る情報交換研修会を併せて
開催)
②優良先進地視察調査…秋田方面

岩手県都市農業委員会会長会負担金
…19,000円
　①幹事会…1回
②定時総会…1回　臨時総会…１回
(例年、定時総会時には業務遂行上の
課題等に係る情報交換研修会を併せて
開催)
②優良先進地視察調査…青森県黒石
市及び十和田市

岩手県都市農業委員会会長会負担金
…19,000円
東北地方太平洋沖地震被害により視察
研修事業の実施は難しいことから23年
度に限り負担金徴収はしないこととされ
た。
①幹事会…1回
②定時総会…1回　臨時総会…なし
(例年、定時総会時には業務遂行上の
課題等に係る情報交換研修会を併せて
開催しているが、当該年度については
参加困難市があり中止となった。)
②優良先進地視察研修…自粛

岩手県都市農業委員会会長会負担金
…19,000円
①幹事会…1回
②定時総会…1回　臨時総会…1回
(定時総会時には、業務遂行上の課題
等に係る情報交換研修会を併せて開
催)
②優良先進地視察研修…1回
(H22.10.28～29)19人…福島県内　

520100-051-01

500100-054

全国市区選挙管理委員会
連合会負担金

選挙管理委員
会事務局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

民主政治の確立と地方自治の興隆発展に寄与する。選挙の管理執
行及び選挙啓発等の改善研究並びに選挙関係法令の運用に係る調
査検討及び関係機関に対する要請その他選挙に関する調査研究を
行い公職選挙法等の改正要望を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

111
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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

全国市区選挙管理委員会
連合会負担金

全国市区の選管委
員､事務局員

○定期総会及び選挙事務研究会開催。
○要望事項は東北支部理事会で決定し
総会で報告。
○委員長５年表彰。総会出席。

定期総会及び選挙事務研究が開催され
た。
要望事項は東北支部理事会で決定し総
会で報告。

定期総会及び選挙事務研究が開催され
た。
要望事項は東北支部理事会で決定し総
会で報告。

定期総会及び選挙事務研究が開催され
た。
要望事項は東北支部理事会で決定し総
会で報告。

500100-054-01

500100-055

岩手県市町村選管連花巻
支会負担金

選挙管理委員
会事務局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

選挙執行管理の向上及び選挙制度の改善の参考とするため、選挙
管理事務の各委員会間の情報交流、先進地の視察を行う。北上、花
巻地区３市町で構成。選挙管理委員会相互に協力し、選挙執行管理
の向上及び選挙制度の改善に寄与すための選挙管理委員会の組
織。（事務局：西和賀町選管）

一般 法令に特に定めのないもの

88

岩手県市町村選管連花巻
支会負担金

岩手県各市町村
（花巻市部）の選管
委員、事務局員

○総会：委員４人、事務局員１人出席
○研修会：委員４人、事務局員２人出席

総会開催。委員４人、事務局３人出席。 ＊東日本大震災の影響により、総会等
開催を見合わせ。支会の決定により、負
担金も支出せず。

総会の開催１回（会場：花巻市）北上市
から委員４名、事務局２名出席。（支会
全体では２２名参加。）
先進地視察研修の開催１回（視察先：青
森県八戸市）
北上市から委員４名事務局３名参加（支
会全体では１９名参加）
選挙費用及び投票時間の繰上を
視察

500100-055-01

500100-056

全国市区選管連東北支部
負担金

選挙管理委員
会事務局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

理事会、総会、職員研修会等に出席し選挙事務の向上を図り、選挙
制度の改善に寄与する。東北地区73市で構成、全国市区選管連の
規約で定めた事業の遂行への協力を目的

一般 法令に特に定めのないもの

88

全国市区選管連東北支部
負担金

全国市区（東北支
部）の選管委員、
事務局員

○平成25年５月東北支部総会開催。委
員長及び事務局員１人出席。

平成24年５月10日東北支部総会に２人
（委員長、事務局）出席。

＊東日本大震災の影響により、総会は
開催されず。

定期総会１回（青森市）
委員長及び事務局１名出席

500100-056-01

500100-057

岩手県市町村選管連分担
金

選挙管理委員
会事務局

07-02-13
その他行政委員会部門（内
部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

県内市町村相互に協力し選挙事務の向上を図り、選挙制度の改善
に寄与する。県内市町村選管構成し、規約で定める事業目的の遂行
達成への負担。支会事業に対する助成。選管事務功績者の表彰等
を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

85

岩手県市町村選管連分担
金

岩手県各市町村の
選管委員、事務局
員

○平成25年５月総会開催。委員長及び
事務局員１人出席。

・平成24年５月25日総会出席（委員長、
事務局次長）。

＊東日本大震災の影響により、総会等
行事を見合わせ。県選管連の決定によ
り、負担金も支出せず。

定期総会１回(盛岡市）
委員長及び事務局１名出席
研修会１回（定期総会と同時開催）
委員長及び事務局１名参加

500100-057-01

520100-060

農業委員の選挙資格等に
関する事務

農業委員会事
務局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

01

ソフト事業（義務）

適正な選挙の実施、遂行。北上市農業委員会委員選挙人名簿の調
製（登載申請書の審査）

一般 法令の実施義務（自治事務）

農業委員会等に関す
る法律施行令第3条に
よる。

3,054

農業委員の選挙資格等に
関する事務

農業者 北上市農業委員会委員選挙人名簿登
載申請書
送付内訳　 ・・年1回
世帯数　　　・・5,445世帯
男　　　　　　・・6,275人
女　　　　　　・・5,892人
計　　　　　・・・12,167人

北上市農業委員会委員選挙人名簿登
載申請書（送付内訳）　年1回　世帯数
　5,424世帯
男　 6,270人
女　 5,899人
計　12,169人

北上市農業委員会委員選挙人名簿登
載申請書（送付内訳）　年1回　
世帯数　5,555世帯
男　 6,489人
女　 6,086人
計　12,575人

北上市農業委員会委員選挙人名簿登
載申請書（送付内訳）　年1回　
世帯数　5,728世帯
男　 6,678人
女　 6,280人
計　12,958人

520100-060-01

520100-070

農業委員会協力員に関する
事務

農業委員会事
務局

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

01

ソフト事業（義務）

農業委員会事業の浸透及び必要な諸業務の推進に協力。
①農業委
員会委員選挙人名簿登載申請書の配付及び回収
②農作業労賃標
準額表の配付
③農業委員会事業への参加要請等。　

一般 法令に特に定めのないもの

3,639
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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

農業委員会協力員に関す
る事務

農家 農業委員会協力員　264人
農業委員会協力員報償金
　2,112,000円
①農業委員会委員選挙人名簿
　 登載申請書の配布及び回収
　　年１回
②農作業労賃標準額表の配布
　　年１回
③農業委員会事業への参加要　　請等

農業委員会協力員　264人
農業委員会協力員報償金2,112,000円
（8,000円/1人）
①農業委員会委員選挙人名簿登載申
請書の配付及び回収　年1回
②農作業労賃標準額表の配付年1回
③農業委員会事業への参加要請等

農業委員会協力員　265人
農業委員会協力員報償金2,117,999円
（8,000円/1人）
①農業委員会委員選挙人名簿登載申
請書の配付及び回収　年1回
②農作業労賃標準額表の配付年1回
③農業委員会事業への参加要請等

農業委員会協力員　266人
農業委員会協力員報償金2,119,999円
（8,000円/1人）
①農業委員会委員選挙人名簿登載申
請書の配布及び回収　年1回
②農作業労賃標準額表の配布年1回
③農業委員会事業への参加要請等

520100-070-01
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