
課コード: 050100 課名称: 農林部農林企画課平成25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

050100-001

農政審議会事務

農林企画係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

農林業に係る重要事項の調査審議、北上農業振興地域整備計画の
策定。農林業施策の推進等に係る重要事項の審議機関に関する事
務及び北上農業振興地域整備計画の審議

一般 法令に特に定めのないもの

北上市農政審議会条
例 1,099

農政審議会事務

委員 ○会議開催数　２回（10/23、3/25）
○主な内容
①北上農業振興地域整備計画の変更
について
②きたかみ農業ビジョンの進捗状況に
ついて

会議開催回数　４回 会議開催回数　1回 会議開催回数　0回050100-001-01

050100-002

農業振興地域の整備及び
変更等に関する事務

農林企画係05-05-01

質的向上を目指した土地利
用の推進

05

ソフト事業（任意）

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優良農用地の保全を
図る。北上農業振興地域整備計画の変更事務(定期見直し)

一般 法令の実施義務（自治事務）

農業振興地域の整備
に関する法律 13,573

農業振興地域の整備及び
変更等に関する事務

農地所有者 ＜除外＞
申請８件、無線基地局建設14箇所、創
設非農用地３筆、定義除外74筆

・農政審議会２回
・農業委員会総会１回

定期
随時（編入）０件
　
　　（除外）５件

定期　
随時（編入）2件　
　　（変更）2件

定期　
随時（編入）８件　面積22,558㎡
　　（変更）１件　面積1,960㎡

050100-002-01

050100-005

北上地方生活研究グループ
連絡協議会補助金

農林企画係03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

農家所得の向上､農村生活の改善に向けた積極的な活動を行う。農
家所得の向上と農家らしいゆとりある暮らしの実現に向けた農産物
加工、生活改善等の活動費補助金

一般 法令に特に定めのないもの

166

北上地方生活研究グルー
プ連絡協議会補助金

生活研究グループ
員

○産地直売所「しらゆり館１号館」開館
（６月～11月）　計48日
○母ちゃん市　毎週日曜日　計52日
○母ちゃん市スペシャル　２回（11月、２
月）
○農産物加工にかかる研究活動　１回
実施（北上コロッケ研修会）

○農産物の販売を通した消費者との交
流
○産地直売所「しらゆり館１・２号館」開
館　６月～11月
○母ちゃん市の開催
　毎週日曜日とスペシャル２回
○農産物加工にかかる研究活動　年２
回

農産物の販売を通した消費者との交流
○産地直売所「しらゆり館１・２号館」開
館　６月～11月
○母ちゃん市の開催
　毎週日曜日とスペシャル２回
○農産物加工にかかる研究活動　　年２
回　

農産物の販売を通した消費者との交流
○産地直売所「しらゆり館１・２号館」開
館　６月～12月
○母ちゃん市の開催
　毎週日曜日とスペシャル２回
○農産物加工にかかる研究活動　　年２
回　

050100-005-01

050100-006

中山間地域等直接支払交
付金事業管理事務

農林企画係03-03-05

魅力あふれる農山村の確立

05

ソフト事業（任意）

制度の適正な遂行及び円滑な推進。協定締結集落への活動・交付
金使途等の指導、取組状況の確認作業、
適正な交付金交付事務

一般 法令の実施義務（自治事務）

食料・農業・農村基本
法第35条 572

中山間地域等直接支払交
付金事業管理事務

協定締結集落 ○協定締結集落数(30集落)
○現地確認(9日)
○収支報告受付(5日)
○モデル賞推薦・検討

協定締結集落数（30集落）
現地確認（９日）
収支報告受付（５日）
中山間だより配付（１回）
モデル賞推薦・検討

協定締結集落数（30集落）
現地確認（９日）
収支報告受付（５日）
中山間だより配付（１回）
モデル賞推薦・検討

協定締結集落数（29集落）
現地確認（９日）
収支報告受付（５日）
いわて農林水産躍進大会(中山間の集
いを含む)参加
中山間だより配付（１回）
モデル賞推薦・検討

050100-006-01

050100-007

中山間地域等直接支払交
付金

農林企画係03-03-05
魅力あふれる農山村の確立

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

中山間地域農地の耕作放棄地防止、農地の多面的機能確保、将来
に向けた農業生産活動の継続的実施、集落機能の活性化等の取組
みに対する交付金

一般 法令の実施義務（自治事務）

食料・農業・農村基本
法第35条 95,852
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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

中山間地域等直接支払交
付金

協定締結集落 ○協定締結面積(30集落)
○協定締結面積(441.6ha)
○交付金額(91,042千円)

協定締結集落数（30集落）
協定締結面積（411.2ha）
交付金額(90,966千円)

協定締結集落数（30集落）
協定締結面積（411.2ha）
交付金額(90,967千円)

協定締結集落数（29集落）
協定締結面積（437.3ha）
交付金額(90,157千円)

050100-007-01

050100-008

農業近代化資金利子補給
金

農林企画係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

農業経営の安定と向上を図るため、農業施設整備資金借入に対する
利子補給を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

農業近代化資金融通
法、北上市農業近代化
資金利子補給規則

3,392

農業近代化資金利子補給
金

花巻農業協同組合
（利子補給対象者）

○補給件数（71件）
○利子補給額（1,178千円）

補給件数（57件）
利子補給額（1,027千円）

補給件数（55件）
利子補給額（634千円）

補給件数（55件）
利子補給額（691千円）

050100-008-01

050100-009

農業経営基盤強化資金利
子補給補助金

農林企画係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

農業経営の安定と向上を図るため、農業施設整備資金借入に対する
利子補給を行う

一般 法令に特に定めのないもの

農業経営基盤強化資
金実施要綱 2,616

農業経営基盤強化資金利
子補給補助金

花巻農業協同組
合、利子補給補助
対象者

○利子補給件数(37件)
○利子補給額（1,700千円）

利子補給件数（38件）
利子補給額（2,056千円）

利子補給件数（38件）
利子補給額（2,299千円）

利子補給件数（38件）
利子補給額（2,194千円）

050100-009-01

050100-010

農業者施設管理運営事業

農林企画係07-01-05

農林部門（市民サービス）

02

施設管理・維持補
修事業

地域住民の福祉､健康増進に結びつく効率的な施設の管理運営。地
域住民の交流､研修､集会等を開催するための施設の通常管理運営
業務

一般 法令に特に定めのないもの

103,448

農村環境改善センター管
理運営事業

市民 利用者数　15,123人 利用者数　11,293人 利用者数　14,502人 利用者数　187件　8,164人050100-010-02

多目的研修センター管理
運営事業

市民 利用者数　4,598人 利用者数　4,137人 利用者数　5,103人 利用者数　402件　5,049人050100-010-03

その他農業者施設管理運
営事業

地域住民 利用者数　２施設合計13,807人
内訳：
煤孫農村交流プラザ3,843人、旧江釣子
転作営農研修センター
9,964人

利用者数　２施設合計　14,712人
内訳：
煤孫農村交流プラザ4,091人
江釣子転作営農研修ｾﾝﾀｰ10,621人　　

利用者数　２施設合計　14,192人
内訳：
煤孫農村交流プラザ4,807人
江釣子転作営農研修ｾﾝﾀｰ9,385人　　

利用者数　9施設…22,730人050100-010-04

農村体験実習館管理運営
事業

一般者 利用者数　23,255人 利用者数　24,195人 利用者数　26,352人 利用者数　26,624人050100-010-05

050100-011

畜産環境保全特別支援資
金利子補給補助金

農林企画係03-03-04

環境保全型農業の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

畜産業における環境保全型経営を促進するため、畜産環境保全設
備の資金借入に対する利子補給を行うもの。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市畜産環境保全
特別支援資金利子補
給補助金交付要綱

388

畜産環境保全特別支援資
金利子補給補助金

花巻農業協同組合
（利子補給対象者）

○利子補給件数(４件)
○利子補給額(６千円)

利子補給件数（４件）
利子補給額（８千円）

利子補給件数（４件）
利子補給額（1０千円）

利子補給件数（４件）
利子補給額（11千円）

050100-011-01
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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

050100-013

水産振興事業事務

農林企画係03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

県内の河水水系の保全と種苗放流による増殖事業を支援し、豊かな
漁場を創出する。刺し網採捕・小型定置網採捕の許可申請及び操業
状況報告書の進達、内水面漁業監視員の活動報告

一般 法定受託事務

岩手県内水面漁業調
整規則、岩手県の事務
を市町村が処理するこ
ととする事務処理の特
例に関する条例

78

水産振興事業事務

県、淡水漁連、採
捕者

○刺し網採捕許可申請　10件
○小型定置網採捕許可申請　1件

刺し網採捕許可申請10件
小型定置網採捕許可申請１件

刺し網採捕許可申請11件、小型定置網
採捕許可申請２件

刺し網採捕許可申請11件、小型定置網
採捕許可申請２件

050100-013-01

050100-014

淡水漁業振興事業費補助
金

農林企画係03-04-04
農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

北上川水系の適正な漁場利用を進めるため、稚魚の放流による増
殖事業を支援し、水系の保全と豊かな漁場を創出する。和賀川淡水
漁業協同組合が行う、稚魚放流事業に対し補助金を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

805

淡水漁業振興事業費補助
金

和賀川淡水漁業協
同組合

○放流実績
・あゆ1,200㎏
・ヤマメ300㎏
・イワナ100㎏

放流実績
あ　ゆ　１,２００㎏
やまめ他　 ２８０㎏

放流実績
あ　ゆ　１,２００㎏
やまめ他　 ４００㎏
　　　　　

放流実績
あ　ゆ　１,２００㎏
やまめ他　 ４１０㎏
　　　　　

050100-014-01

050100-015

総合農政推進に関する事務

農林企画係03-03-01

農業の生産性向上

03

内部管理事務

農業施策推進のための円滑な事務処理。農業施策を推進するため
の内部事務

一般 法令に特に定めのないもの

4,331

総合農政推進に関する事
務

農家 ○農業関係機関誌等の購読
○会議出席による農業施策情報の交換
と現状把握
○関係機関との連携
○耕作放棄地対策関係

農業関係機関紙等の購読
会議出席等による農業施策情報の交換
と現状把握
関係機関との連携
農地・水・環境向上対策(営農)
農楽工楽クラブ関係
耕作放棄地対策関係

農業関係機関紙等の購読
会議出席等による農業施策情報の交換
と現状把握
関係機関との連携
農地・水・環境向上対策(営農)
農楽工楽クラブ関係
耕作放棄地対策関係

農業関係機関紙等の購読
会議出席等による農業施策情報の交換
と現状把握
関係機関との連携
農地・水・環境向上対策(営農)
農楽工楽クラブ関係
耕作放棄地対策関係

050100-015-01

050100-017

和賀川遊魚振興事業費補
助金

農林企画係03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

高齢化による組合員の減少により、水産資源の増殖及び漁場管理の
費用である組合員賦課金収入が減少傾向にある。和賀川の水産資
源の適正な利用及び保全のために、遊漁人口の拡大及び組合への
加入促進を図る事業に対し支援を行い、将来に渡って豊かな自然及
び豊かな漁場を維持し淡水漁業の振興を図る。和賀川淡水漁業協
同組合が実施する遊漁人口の拡大及び組合への加入促進を図る事
業に対し、補助金を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

455

和賀川遊魚振興事業費補
助金

和賀川淡水漁業協
同組合、遊漁者

○各種釣り大会の開催　2回
（バリバスカップ、トヨタカップ）
○市民参加型イベントの開催　1回（ざっ
こフェスタ）

各種釣り大会の開催　２回
市民参加型イベントの開催　１回

各種釣り大会の開催　２回
市民参加型イベントの開催　１回

各種釣り大会の開催　２回
市民参加型イベントの開催　１回

050100-017-01

050100-018

市民農園設置事業

農林企画係03-03-05

魅力あふれる農山村の確立

05

ソフト事業（任意）

市民が野菜や花卉等の栽培を通じ“農”に親しむことができる場所と
して、「市民農園」を設置する。平成20年度に開園した「上野町市民農
園」と、平成22年度に第２号として開園した「くちない市民農園」を、市
民に対し提供。農園開設者と協働で運営。

一般 法令に特に定めのないもの

945

市民農園設置事業

農に関心のある市
民、農家

○開設場所　２カ所
①上野町市民農園
②くちない市民農園
○利用区画
①23区画、②３区画
○利用者
①23名、②３名

開設場所　２カ所
①上野町市民農園
②くちない市民農園
利用区画　①23区画、②２区画
利用面積　①②34㎡
利用者　①23名、②２名

開設場所　２カ所
　①上野町市民農園
　②くちない市民農園
利用区画　①23区画、②１区画
利用面積　34㎡
利用者　　①23名、②３名

開設場所　２カ所
　①上野町市民農園
　②くちない市民農園
利用区画　①23区画、②３区画
利用面積　34㎡
利用者　　①23名、②３名

050100-018-01
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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

050100-019

農業サポーター養成事業

農林企画係03-03-03

地産地消の推進

05

ソフト事業（任意）

農業に関心のある市民に対し、農業の知識や栽培技術などを学ぶ機
会を提供することにより、農業への理解を深めてもらう。講座終了後
は、必要とする農業者への支援活動を通じて農業に関わってもらい、
農家の労働力の確保の一助となるよう、活動環境を醸成する。農業
に関する知識、栽培技術等を習得する講座を開催する。
農業サポー
ター活動情報を、関係団体の協力を得ながら農業者に広め、サポー
ターの利用を推進する。

一般 法令に特に定めのないもの

3,584

農業サポーター養成事業

農に関心がある市
民、支援を必要と
する農家

○野菜栽培講座　全２６回開催
○受講者数　２１名

①野菜栽培基礎コース
講座２６回、受講者数２０名
②農家実習コース
講座１６回、受講者数６名

①野菜栽培基礎コース
講座２６回、受講者数２１名
②農家実習コース
講座１５回、受講者数１０名

①野菜栽培基礎コース
講座２６回、受講者数２０名
②農家実習コース
講座１５回、受講者数１０名

050100-019-01

050100-020

北上地方農林業振興協議
会負担金

農林企画係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

関係機関・団体の連携協調のもとに、農林業の振興と農山村の活性
化に資する事業を行い、もって北上地方の農林業及び農山村の発展
に寄与する。協議会運営に対する関係機関・団体の負担金

一般 法令に特に定めのないもの

1,093

北上地方農林業振興協議
会負担金

北上地方農林業振
興協議会

○関係機関、団体が連携した各種研
修、活動支援、情報提供等の実施…６
事業24項目の事業推進

関係機関､団体が連携した各種研修､活
動支援､情報提供等の実施…６事業２４
項目の事業推進

関係機関､団体が連携した各種研修､活
動支援､情報提供等の実施…６事業２４
項目の事業推進

関係機関､団体が連携した各種研修､活
動支援､情報提供等の実施…６事業２４
項目の事業推進

050100-020-01

050100-021

鬼の茶屋合併浄化槽維持
管理事業

農林企画係07-01-05

農林部門（市民サービス）

02

施設管理・維持補
修事業

北上市農協の「鬼の茶屋｣の事業中止に伴い、国庫補助金返還後に
北上市が農協から無償譲渡を受け「鬼の館」の付属施設として活用
するほか、住民が気軽に憩える準公共施設として地元自治振興協議
会へ貸与することとした。市は合併浄化槽の維持管理費用を、地元
自治振興協議会では光熱水費やリース料等をそれぞれ負担して施
設管理を行う。

一般 （未入力）

1,521

鬼の茶屋合併浄化槽維持
管理事業

施設利用者 ・管理委託により
定期点検　月1回実施
・法定検査　　年1回実施
・汲取り清掃　年1回実施

管理委託により月1回定期点検
法定検査　年1回実施
汲取り清掃　年1回実施
浄化槽修繕(1箇所)実施

管理委託により月1回定期点検
法定検査　年1回実施
汲取り清掃　年1回実施
浄化槽修繕(1箇所)実施

管理委託により月1回定期点検
法定検査　年1回実施
汲取り清掃　年1回実施
浄化槽修繕(1箇所)実施

050100-021-01

050100-023

環境保全型農業直接支援
対策事業

農林企画係03-03-04

環境保全型農業の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

農業生産活動を通じて国土環境保全に資する。化学肥料、農薬の使
用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業を実践する者に
交付金を支払いする。

一般 法令の実施義務（自治事務）

環境保全型農業直接
支援対策実施要綱 10,499

環境保全型農業直接支援
対策事業

環境保全効果の高
い営農活動に取り
組む農業

○取組経営体数(11経営体)
○取組面積(257ha)
○交付金額(7,903千円)

取組経営体数（８経営体）
取組面積（249.46ha）
交付金額（9,979千円)

050100-023-01

050100-024

北上農業振興計画策定事
業

農林企画係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

成長産業として持続的に発展する「きたかみ農業」を展開するため、
関係者が共有する明確なビジョン（目標）をその実現に向けた方策を
掲げること。北上市農政審議会で素案を検討し、きたかみ農業ビジョ
ンを策定するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

北上農業振興計画策定事
業

農業者 ○きたかみ農業ビジョンの進捗状況の
確認は、農政審議会事務で対応

農政審議会（４回）、策定検討委員会（３
回）、庁内作業部会（３回）、農業関係機
関・団体との意見交換（８団体）、策定ア
ドバイザー意見聴取（３回）、パブリックコ
メント（2/20～3/11）

050100-024-01

050100-025

林業振興事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

森林の有する公益的機能の維持増進を図る。森林を適正に管理する
ため、各種届出受理及び現地調査、巡視並びに座談会の開催等の
事務を行う。
林業振興計画策定等の事務（５年毎）を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市森林整備計画

305
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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

林業振興事業

森林所有者 ・愛鳥の森管理　5月～翌年3月
・森林管理巡視　32日
・伐採届受理　32件
・林業座談会　５会場　65名参加

愛鳥の森管理　5月～翌3月
森林管理巡視　130日
伐採届受理件数　92件
林業座談会　４会場　76人出席

愛鳥の森管理　　　5～翌3月
森林管理巡視　　　130日
伐採届受理件数　　21件
林業座談会　　　　8会場
　　　　　　　　　71人出席

愛鳥の森管理　　　5～翌3月
森林管理巡視　　　130日
伐採届受理件数　　22件
林業座談会　　　　8会場
　　　　　　　　　91人出席

050100-025-01

050100-100

農業施設管理補修事業

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

02

施設管理・維持補
修事業

農業用施設の適正な維持管理。親水公園、排水機場、頭首工等の
農業施設の維持管理

一般 法令に特に定めのないもの

16,067

農業施設管理（農道・農村
公園・排水機場等）

地域農家 ・本郷川草刈業務　1件
・新堰水辺公園草刈等業務　1件
・えづりこすずの里草刈業務　3件
・樹木剪定業務　3件
・害虫駆除業務　2件
・新堰水辺公園防護柵等修繕　3件
・その他農業施設修繕　5件

・えづりこすずの里
草刈等業務３件、害虫駆除業務４件、剪
定業務２件、
・新堰水辺公園草刈等業務２件
・本郷川草刈業務１件、
・野沢排水機場土砂撤去業務１件
・日平親水公園草刈等業務１件
・その他農業施設伐採等業務１件

・えづりこすずの里：全体での草刈作業
３回、区域内新渡戸公園樹木剪定作業
１回、さくらの剪定１回、害虫駆除２回、
防護柵等修繕５件
・新堰水辺公園：防護柵等修繕６件、刈
枝処分等業務５件
・野沢排水機場：草刈業務１回、消防設
備整備１件
・その他施設：排水路改修工事１件

・えづりこすずの里：全体での草刈作業
３回、区域内新渡戸公園樹木剪定作業
１回、さくらの剪定１回、害虫駆除２回、
防護柵等修繕５件
・新堰水辺公園：防護柵等修繕６件、刈
枝処分等業務５件
・野沢排水機場：草刈業務１回、消防設
備整備１件
・その他施設：排水路改修工事１件

050100-100-01

農業施設管理（夏油頭首
工）

地域農家 夏油頭首工管理　一式 夏油頭首工管理　一式 夏油頭首工管理　一式 夏油頭首工管理　一式050100-100-02

050100-101

岩手県土地改良事業団体
連合会負担金

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

土地改良事業、農業集落排水事業の推進。土地改良法第１１１条の
２の規定により設立された団体への負担金

一般 法令に特に定めのないもの

283

岩手県土地改良事業団体
連合会負担金

農家一般 土地改良事業、農業集落排水事業の指
導、助言

土地改良事業、農業集落排水事業推進
の指導、助言

土地改良事業、農業集落排水事業推進
の指導、助言

土地改良事業、農業集落排水事業推進
の指導、助言

050100-101-01

050100-102

北上和賀地方土地改良事
業推進協議会負担金

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

会員相互の事務能力の向上。北上市、西和賀町の首長、土地改良
区の長で組織する土地改良事業の推進を図ろうとする協議会の負担
金

一般 法令に特に定めのないもの

412

北上和賀地方土地改良事
業推進協議会負担金

農家一般 ・事務局会議　2回
・協議会総会　1回
・研修会　1回

事務局会議　１回、協議会総会開催　１
回、研修会開催　１回

協議会開催　１回、研修会開催　１回 協議会開催　１回、研修会開催　１回050100-102-01

050100-103

農業農村整備の計画事務

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

県との連携により中期的な農村の総合的な整備の推進。農村の総合
的な環境整備を図るための農業農村整備事業の中期的な管理計画
策定

一般 法令に特に定めのないもの

916

農業農村整備の計画事務

地域農家 整備実施：県営7地区、国営3地区 整備実施：県営7地区、国営2地区 整備実施：県営６地区
計画調査：県営３地区

整備実施：県営10地区、団体営４地区
（集排共）
計画調査：県営３地区

050100-103-01

050100-104

その他の計画策定、調査等
事務

農地林務係03-03-01
農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

土地改良事業の円滑な推進。国営土地改良事業調査計画、土地改
良事業経済効果測定基準調査の実施

一般 法令に特に定めのないもの

76
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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

その他の計画策定、調査
等事務

地域農家 土地改良事業の推進のための調査・計
画に係る打合せ、協議　4回

土地改良事業の推進のための調査計画
に係る打合せ、協議、説明会等　30回

土地改良事業の推進のための調査計画
に係る打合せ、協議　８回

土地改良事業の推進のための調査計画
に係る打合せ、協議　10回

050100-104-01

050100-105

農道台帳整備保管事業

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

02

施設管理・維持補
修事業

農道の適正な維持管理。農道の適正な維持管理のため台帳整備業
務

一般 法令の実施義務（自治事務）

229

農道台帳整備保管事業

地域農家 台帳作成、整理　一式 台帳作成、整理　一式 台帳作成、整理　一式 台帳作成、整理　一式050100-105-01

050100-106

国土調査事務

農地林務係07-01-05

農林部門（市民サービス）

01

ソフト事業（義務）

国土調査成果の情報提供及び成果の適正化を図る。国土調査地図
訂正業務
閲覧業務
相談業務

一般 法令の努力義務（自治事務）

国土調査法

3,363

国土調査事務

一般市民、業者 ・地図訂正　4件
・登記事項訂正　5件
・閲覧　12件
・相談　10件

地図訂正１件
登記事項訂正0件
閲覧17件
相談10件　

地図訂正3件
登記事項訂正0件　
閲覧19件　
相談10件　

地図訂正5件
登記事項訂正2件　
閲覧18件　
相談8件　

050100-106-01

050100-107

県営農業基盤整備事業負
担金

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

農地の大区画化、汎用性、用水の確保等の農業生産基盤の面的整
備を実施するとともに、担い手への農地集積を図る。県営農業基盤
整備事業に係る工事費負担

一般 法令に特に定めのないもの

54,321

江釣子第二地区（経営体
育成基盤整備）

地域農家 平成24年度事業完了 受益面積　74.9ha
区画整理　74.9ha
総事業費　1,208百万

受益面積　74.9ha
区画整理　74.9ha
総事業費　1,208百万

受益面積　74.9ha
区画整理　74.9ha
総事業費　1,195百万

050100-107-04

更木新田地区（経営体育
成基盤整備）

地域農家 ・受益面積　89ha
・区画整理　73ha
・総事業費　1,464百万

受益面積　89(73)ha
区画整理　73ha
総事業費　1,653百万

受益面積　89(73)ha
区画整理　73ha
総事業費　1,560百万

受益面積　89(73)ha
区画整理　73ha
総事業費　1,653百万

050100-107-06

和賀中部第４地区（経営
体育成基盤整備）

地域農家 受益面積　377ha
総事業費　2,728百万

受益面積　377ha
総事業費　2,728百万円

受益面積　377ha
総事業費　2,728百万円

受益面積　377ha
総事業費　2,728百万円

050100-107-07

六原地区（経営体育成基
盤整備）

地域農家 受益面積　245ha
総事業費　4,193百万

受益面積　245ha
総事業費　4,193百万円

受益面積　266.3ha
総事業費　4,285百万円

受益面積　266.3ha
総事業費　4,285百万円

050100-107-08

和賀中部六原地区（経営
体育成基盤整備）

地域農家 平成24年度事業完了 受益面積 399ha
用水路、農道
総事業費　2,105百万円

受益面積 408ha
用水路、農道
総事業費　3,745百万円

受益面積 408ha
用水路、農道
総事業費　3,745百万円

050100-107-09

和賀中部岩崎地区（経営
体育成基盤整備）

地域農家 受益面積　669ha
総事業費　4,602百万

受益面積669ha
用水路、農道
総事業費4,602百万円

受益面積669ha
用水路、農道
総事業費2,771百万円

050100-107-10
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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

050100-108

土地改良事業資金元利補
給負担金（債務負担行為
分）

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

既に実施済の土地改良事業により農業生産性の向上が図られてい
る。土地改良事業費の農林漁業金融公庫償還金の負担

一般 法令に特に定めのないもの

24,593

土地改良事業資金元利補
給負担金（債務負担行為
分）

地域農家 旧5土地改良区実施分の償還金負担 旧５土地改良区実施分の償還金負担 旧５土地改良区実施分の償還金負担 旧５土地改良区実施分の償還金負担050100-108-01

050100-109

国営造成施設管理体制整
備促進事業負担金

農地林務係03-03-01
農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

国営造成施設（水利施設）の適正な管理水準、費用分担等を検討
し、管理体制の整備強化を図る。国営造成施設の管理、整備強化を
図る為の関係団体への負担

一般 法令に特に定めのないもの

9,018

猿ヶ石用水地区（国営造
成施設管理体制整備）

地域農家 ・推進活動委員会　2回
・協議会開催　2回
・施設見学会開催　2回
・江刺産業まつり参加

推進活動委員会2回
協議会開催2回
施設見学会２回
江刺産業まつり参加

推進活動委員会2回、協議会開催2回
水土里フェスタ開催

推進活動委員会2回、協議会開催2回
水土里フェスタ開催

050100-109-03

猿ヶ石北部地区（国営造
成施設管理体制整備）

地域農家 推進活動委員会　3回
協議会開催　2回
施設見学会　1回
とうわ産業まつり参加
JA花巻農業まつり参加
はなまき産業大博覧会参加

推進活動委員会2回
協議会開催2回
施設見学会１回
とうわ産業まつり参加
JA花巻農業まつり参加

推進活動委員会2回、協議会開催2回
施設学習会、施設見学会実施

推進活動委員会2回、協議会開催2回
施設学習会、施設見学会実施

050100-109-04

豊沢川地区（国営造成施
設管理体制整備）

地域農家 推進活動委員会　3回
協議会開催　2回
施設見学会　5回
JA花巻農業まつり参加
はなまき産業大博覧会参加
河川清掃　2回

推進活動委員会3回
協議会開催2回
施設見学会４回
JA農業まつり参加
はなまき産業大博覧会参加

推進活動委員会2回、協議会開催2回
施設クリーン作戦、施設見学会実施

推進活動委員会2回、協議会開催2回
施設クリーン作戦、施設見学会実施

050100-109-05

岩手中部地区（国営造成
施設管理体制整備）

地域農家 推進活動委員会　3回
協議会開催　2回
奥寺堰ウォーキング開催
奥寺堰出前講座　2回
JAはなまき北上農業祭参加

推進活動委員会2回
協議会開催2回
奥寺堰ウォーキング開催
奥寺堰出前講座２回
JA花巻北上農業祭参加

推進活動委員会1回、協議会開催1回
施設見学会実施

推進活動委員会1回、協議会開催1回
施設見学会実施

050100-109-06

050100-110

事業促進協議会等負担金

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

農業農村管理計画に基づき、国営、県営土地改良事業の実施促進
を図る。国営、県営土地改良事業の推進を図ろうとする協議会への
負担

一般 法令に特に定めのないもの

305

豊沢川地区県営土地改良
事業促進協議会負担金

地域農家 促進協議会　1回
役員会開催　1回
総会開催　1回

役員会開催　１回
総会開催　１回

役員会開催　１回
総会開催　１回

役員会開催　１回
総会開催　１回

050100-110-01

岩手中部国県営土地改良
事業促進協議会負担金

地域農家 幹事会開催　1回
総会開催　1回

幹事会開催　４回
総会開催　1回

役員会開催　１回
総会開催　１回

役員会開催　１回
総会開催　１回

050100-110-02

和賀中部第四地区担い手
育成基盤整備事業推進委
員会負担金

地域農家 協議会開催　2回 協議会開催　１回 役員会開催　１回
総会開催　１回

役員会開催　１回
総会開催　１回

050100-110-05
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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

更木新田地区担い手育成
基盤整備事業推進委員会
負担金

地域農家 協議会開催　0回 協議会開催　２回 事業推進委員会　２回 事業推進委員会　２回050100-110-07

和賀中部岩崎地区担い手
育成基盤整備事業推進委
員会負担金

地域農家 促進協議会　2回 促進部会0回 促進部会7回050100-110-12

050100-111

岩手県林業構造改善事業
促進協議会負担金

農地林務係03-03-06
森林資源の保全と多様な価
値の活用

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

岩手県林業構造改善事業の円滑な推進を図る。林業構造改善事業
で導入した施設の運営等について経営管理指導を実施、研修会及び
協議会の開催等の事業の負担金を負担する。

一般 法令に特に定めのないもの

163

岩手県林業構造改善事業
促進協議会負担金

森林所有者等 総会1回 総会　1回 総会　1回 総会　1回050100-111-01

050100-112

岩手県治山林道協会負担
金

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

治山及び林道事業の強化を図り、国土の保全と森林資源の充実を促
進し、災害の防除と林業の振興に寄与する。緑の少年団大会を共催
で開催、関連会議に出席陳情、研修会の開催、測量調査設計業務の
受託、図書・資材の紹介斡旋する事業の負担金を負担する。

一般 法令に特に定めのないもの

158

岩手県治山林道協会負担
金

山林所有者等 総会1回 総会　1回 総会　1回 総会　1回050100-112-01

050100-113

岩手県緑化推進委員会負
担金

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

緑豊かな県土の創造に寄与する。地球温暖化防止国際ボランティア
による森林づくりの推進、ふるさとの森林づくり事業、また、青少年の
森林づくり活動への参加を促進するため、学校林整備活動の支援や
岩手県緑の少年団大会の開催、森林学習活動の支援等の事業に負
担金を負担する。

一般 法令に特に定めのないもの

113

岩手県緑化推進委員会負
担金

市民 総会1回 総会　　1回 総会　　1回
講演会　1回

総会　　1回
講演会　1回

050100-113-01

050100-114

公有林野岩手県協議会負
担金

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

森林が有する公益的機能、山村振興に果たす公有林野の役割の啓
蒙宣伝し、適正な管理経営を図る。公有林野事業の推進を図り、融
資枠の確保、予算拡充を中央官庁等に要請、各種会議・研修会の開
催、印刷物の配布当の各事業に負担金を負担する。

一般 法令に特に定めのないもの

153

公有林野岩手県協議会負
担金

山林所有者等 総会1回 総会　　1回
印刷物の配布
公有林野　年4回
岩手林業新報　毎週火・金発行

総会　　1回
印刷物の配布
　公有林野　　　年4回
　岩手林業新報　毎週火・金発行

総会　　1回
印刷物の配布
　公有林野　　　年4回
　岩手林業新報　毎週火・金発行

050100-114-01

050100-116

治山事業事務

農地林務係04-03-02

災害に強いまちづくりの推
進

05

ソフト事業（任意）

山地災害を防止し、森林の持つ多面的機能の維持を図る。
治山事業
の円滑な施行を図る。県施行の治山事業に付随する事務を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

153

治山事業事務

山林所有者等 事業実施なし H24年度　1件 H22年度事業実績なし H22年度事業実績なし050100-116-01
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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

050100-118

林産物の振興奨励事務

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

林産物生産体制の強化を図る。森林所有者等の安定的な育成を図
る。木材等林産物の振興奨励の事務を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

153

林産物の振興奨励事務

森林所有者等 特用林産物に関する県の調査に協力 特用林産物に関する県の調査に協力 炭焼き体験会（憩いの森）　2回
炭焼き（憩いの森）　6回
特用林産物に関する県の調査に協力

炭焼き体験会（憩いの森）　2回
炭焼き（憩いの森）　7回
特用林産物に関する県の調査に協力

050100-118-01

050100-119

国土緑化運動の推進事務

農地林務係03-03-06
森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

緑化事業の推進を図る。国土緑化事業推進の事務を行う。岩手県緑
化推進委員会北上支部として、緑の募金活動の取りまとめ、緑化木
配布、緑の少年団への補助金交付事務を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

4,351

国土緑化運動の推進事務

市民 ・春の緑化まつり：250人来場
・秋の緑化まつり：200人来場
・冬のわんぱく自然教室：33名参加
・夏のわんぱく自然教室：76名参加
・事業所緑化木配布：4事業所
・地域緑化木配布：6地域
・緑の少年団育成補助：6団体
・緑の募金活動：2,571,784円
・緑化推進委員会北上支部総会：1回

春の緑化まつり　450人参加
夏のわんぱく自然教室　77人参加
秋の緑化まつり　300人参加
冬のわんぱく自然教室　33人参加
地域緑化木配布　１地域
事業所緑化木配布　１事業所
緑の少年団育成費補助金　５団体
緑の募金活動　家庭、企業、職場、街頭
等
　(北上支部実績)　3,111,961円　　
緑化推進委員会支部総会　1回

春の緑化まつり　250人参加
夏のわんぱく自然教室　82人参加
秋の緑化まつり　400人参加
冬のわんぱく自然教室　14人参加
地域緑化木配布　6地域
事業所緑化木配布　2事業所
緑の少年団育成費補助金　4団体
緑の募金活動　家庭、企業、職場、街頭
等　(北上支部実績)　2,982,608円　　
緑化推進委員会支部総会　1回

春の緑化まつり　700人参加
夏のわんぱく自然教室　79人参加
秋の緑化まつり　725人参加
冬のわんぱく自然教室　33人参加
地域緑化木配布　8地域
事業所緑化木配布　3事業所
緑の少年団育成費補助金　4団体
緑の募金活動　家庭、企業、職場、街頭
等
　(北上支部実績)　2,445,114円　　
緑化推進委員会支部総会　1回

050100-119-01

050100-120

部分林及び分収林に関する
事務

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

01

ソフト事業（義務）

木材資源を適正に育成しながら、森林の公益的機能発揮の整備を図
る。部分林及び分収林の適正な管理運営の事務を行う。

一般 法令の努力義務（自治事務）

部分林契約書、分収林
委託契約書、北上市部
分林条例

北上市森林基本計画

76

部分林及び分収林に関す
る事務

森林所有者等 部分林契約意向調査　0件
分収林期間延長　0件

部分林契約意向調査　0件
分収林期間延長契約　0件　　
24年度は実績なし

部分林契約意向調査　　8件
分収林期間延長契約　　1件

部分林契約意向調査　　2件
分収林期間延長契約　　1件

050100-120-01

050100-121

森林施業の促進に関する事
務

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

森林施業の適正な計画的推進を図る。森林経営計画の認定や林業
座談会において森林施業に関する各種事業の周知等を行う。

一般 法令の実施義務（自治事務）

森林法 北上市森林整備計画

1,069

森林施業の促進に関する
事務

森林所有者等 ・上門岡生産森林組合総会　1回
・口内第6団地総会　1回
・林業座談会開催　5会場　65名

上門岡生産森林組合総会　1回
林業座談会開催　4会場　76人

上門岡生産森林組合総会　1回
施業計画認定件数　　　 12件
林業座談会開催　8会場　71人

上門岡生産森林組合総会　1回
施業計画認定件数　　　 14件
林業座談会開催　8会場　91人

050100-121-01

050100-122

林業関係団体に関する事務

農地林務係03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

森林組合等林業関係団体との連携を図る。森林組合等林業関係団
体に関する事務を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市森林整備計画

916

林業関係団体に関する事
務

森林所有者等 ・森林組合総会　1回
・森林組合総代会　1回
・上門岡生産森林組合総会　1回・口内
第6団地総会　1回

森林組合総会　1回
森林組合総代会　1回
上門岡生産森林組合総会　1回
きたかみ巨木の会主催のイベントの後
援　1回
姥杉保全協議会の事務局として活動

森林組合総会　1回
森林組合総代会　1回
上門岡生産森林組合総会　1回
口内第16団地総会　1回
きたかみ巨木の会主催のイベントの後
援　1回
姥杉保全協議会の事務局として活動

森林組合総会　1回
森林組合総代会　1回
上門岡生産森林組合総会　1回
口内第16団地総会　1回
きたかみ巨木の会主催のイベントの後
援　2回
姥杉保全協議会の事務局として活動

050100-122-01
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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
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会計区分
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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

050100-123

火入れの許可に関する事務

農地林務係07-01-05

農林部門（市民サービス）

01

ソフト事業（義務）

森林火災の予防措置を図る。森林における火入れの許可の事務を
行う。

一般 法定受託事務

森林法、北上市森林火
入条例 76

火入れの許可に関する事
務

森林所有者等 申請受付件数　0件 申請受付件数　０件 申請受付件数　０件 申請受付件数　０件050100-123-01

050100-124

その他林業に関する事務

農地林務係03-03-06
森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

その他の林業について万全の体制を図る。その他の林業に関する事
務を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市森林整備計画

153

その他林業に関する事務

森林所有者等 部分林以外の国有林に関する事務実績
なし

部分林以外の国有林に関する事務
（H24は実績なし）

部分林以外の国有林に関する事務
（H23は実績なし）

部分林以外の国有林に関する事務
（H22は実績なし）

050100-124-01

050100-125

林道作業道管理補修事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

02

施設管理・維持補
修事業

森林整備施業の林業生産基盤の確保に努めるため、車両通行の円
滑化を図りながら、施設を適正に維持管理する。林道・作業道の刈払
い業務の委託、破損箇所の修繕
林道保険に関する事務、林道台帳
の更新事務

一般 法令に特に定めのないもの

2,548

林道作業道管理事業

森林所有者等 林道13路線草刈等　22㎞
林道保険加入　22㎞

林道13路線刈払い等　　22km
林道保険加入　　　　　22km　　　

林道13路線刈払い等　　22km
林道保険加入　　　　　22km　　　

林道13路線刈払い等　　22km
林道保険加入　　　　　22km　　　

050100-125-01

林道作業道維持補修事業

森林所有者等 林道補修　1件 林道沢曲線ほか１路線補修　一式 林道沢曲線ほか６路線補修　一式 林道愛宕山線　　　補修　一式
林道下門岡線　　　補修　一式

050100-125-02

050100-126

憩いの森等管理事業

農地林務係03-03-06
森林資源の保全と多様な価
値の活用

02

施設管理・維持補
修事業

施設を適正に管理運営し、利用者へのサービス提供を図る。「憩いの
森」、「生活環境保全林」、「野草園」の各施設及び備品の維持管理業
務、貸出し業務、使用料徴収業務、利用指導及び安全指導業務、野
外活動等の企画運営業務、簡易な施設修繕業務等を委託。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市憩いの森施設
条例 12,120

憩いの森等管理事業

憩いの森利用者 営業日数　279日
利用者数　34,170人
施設修繕　一式

営業日数　　296日
利用者数　67,166人
施設維持修繕　　一式

営業日数　　295日
利用者数　63,845人
施設維持修繕　　一式

営業日数　　293日
利用者数　65,000人見込み
施設維持修繕　　一式

050100-126-01

050100-127

憩いの森施設維持修繕業
務

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

02

施設管理・維持補
修事業

施設の整備充実及び公有地として借上げ地の取得を図る。アスレ
チック施設等の施設改修及び用地の取得交渉。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市憩いの森施設
条例 1,437

憩いの森施設維持修繕業
務

憩いの森 施設の修繕工事　3件
用地取得なし

施設の修繕工事　７件
用地取得はなし。　

用地取得及び施設整備は、平成23年度
まで実施予定なし　

用地取得及び施設整備は、平成23年度
まで実施予定なし　

050100-127-01

050100-128

森林病害虫等防除事業

農地林務係03-03-06
森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

松くい虫被害木の伐倒駆除を行い、被害の撲滅を図る。松くい虫被
害木の伐倒駆除業務委託発注等の事務を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

森林病害虫等防除法

10,796
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評価事業コード
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担当係政策体系コード
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森林病害虫等防除事業

森林所有者等 駆除材積
・焼却　65.37㎥
・くん蒸　360.32㎥

駆除材積
　焼却　　77.92㎥
　くん蒸　600.87㎥
　運搬破砕　51.25㎥

駆除材積
焼却　　50.82ｍ3
くん蒸　740.25ｍ3

駆除材積
焼却　　38.07ｍ3
くん蒸　755.06ｍ3

050100-128-01

050100-129

保全松林再生整備事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

被害木を含む不用木及び不良木の伐倒駆除を行い、松林の健全な
育成を図る。松くい虫被害木を含む不良木等の伐倒駆除業務委託等
の事務を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

森林病害虫等防除法

7,425

保全松林再生整備事業

森林所有者等 駆除材積
くん蒸　299.49㎥

駆除材積
　くん蒸346.57㎥

駆除材積　くん蒸227.79ｍ3 駆除材積　くん蒸350.44ｍ3050100-129-01

050100-130

松くい虫被害木調査事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

松くい虫被害の拡大防止、撲滅を図る。松くい虫被害木の所在確認、
土地立ち入り及び被害木処理に係る同意等の事務を実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

1,832

松くい虫被害木調査事業

森林所有者等 現地調査　27回（電話受付対応） 被害木空中探査　0回
現地調査　約30回
電話受付対応他

被害木空中探査　0回
現地調査　約30回
電話受付対応他

被害木空中探査　1回
現地調査　約30回
電話受付対応他

050100-130-01

050100-131

森林整備地域活動支援事
業

農地林務係03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

森林経営計画の作成や集約化に必要な経費の支援事務を行う。森
林所有者が作成する森林経営計画作成に必要な、森林情報の収集・
整理、説明会や戸別訪問を通じた計画参画への合意取り付け等の
活動を支援する。

一般 法令の努力義務（自治事務）

森林整備地域活動支
援交付金制度

北上市森林整備計画

2,065

森林整備地域活動支援事
業

森林所有者等 森林経営計画策定支援　1件 交付対象面積　0ha
施業計画変更協定　 0件
交付金対象団体　 0団体
24年度は実績なし　

交付対象面積　91.19ha
対象行為確認事務等　一式
施業計画変更協定　　 2件
交付金対象団体　　　 2団体　

交付対象面積　473.85ha
対象行為確認事務等　一式
施業計画変更協定　　 6件
交付金対象団体　　　 6団体　

050100-131-01

050100-132

北上・和賀地区植樹祭事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

森林の持つ公益的機能の発揮を図る。北上地方振興局管内で実施
する北上・和賀地区植樹祭を開催する事務等を行う。（北上市と西和
賀町とで1年おきの交互開催）

一般 法令に特に定めのないもの

北上市森林整備計画

229

北上・和賀地区植樹祭事
業

市民 事業実施なし 事務局会議　３回 Ｈ23は西和賀町にて開催 北上市にて開催
岩脇市有林内
0.3haに360本の植栽

050100-132-01

050100-133

市有林管理事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

02

施設管理・維持補
修事業

北上市で所有する森林の持つ公益的機能の発揮を図る。市有林の
適正な管理運営事務を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市有林野管理条
例

北上市森林整備計画

5,481

市有林管理事業

市民 ・下刈 0.6ha
・除間伐　5.21ha
・市有林看守業務　45回/年
・火災保険加入　185.48ha
・市有林野運営委員会開催　1回

下刈0.60ha   除間伐 5.37ha
市有林の看守業務　1年60回
火災保険加入　54.00ha
市有林野運営委員会開催　1回

下刈0.60ha   除間伐 5.57ha
市有林の看守業務　　1年60回
火災保険加入　　　　35.44ha
市有林野運営委員会開催　1回

下刈0.90ha   除間伐 6.94ha
市有林の看守業務　　1年60回
火災保険加入　　　　20.89ha
市有林野運営委員会開催　1回

050100-133-01

050100-134

農林水産施設災害復旧事
業

農地林務係03-03-01
農業の生産性向上

07

施設等整備事業

被災した農地・農業用施設の復旧により効用回復を図る。農地、農業
用施設（水路、農道等）の災害復旧業務の実施

一般 法令に特に定めのないもの

229
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農林水産施設災害復旧事
業

一般農家 0件 9月30日～10月1日発生豪雨災害
（台風17号）
単独災害　4件

Ｈ23復旧件数　
　震災分　17件
　豪雨分　 8件

復旧件数　１件050100-134-01

農林水産施設災害復旧事
業（補助）

一般農家 0件 0件 H23復旧件数
　震災分　 6件
　豪雨分　 8件

H22年度事業実績なし050100-134-02

050100-135

住民参加ふれあいクリーン
作戦推進事業（新堰水辺公
園）

農地林務係03-03-05
魅力あふれる農山村の確立

02

施設管理・維持補
修事業

豊かな自然環境にめぐまれた、新堰水辺公園を地元である上野町自
治会と施設管理者である北上市と維持管理協定を締結し地域の財産
として維持管理の増進を図る。農業用施設維持管理協定を締結し、
協働により自然景観を守る活動を実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

382

住民参加ふれあいクリーン
作戦推進事業（新堰水辺
公園）

地域住民 クリーン作戦5回 クリーン作戦　3回 クリーン作戦　2回 クリーン作戦　2回050100-135-01

050100-136

県営ため池等整備事業負
担金

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

県営ため池等整備事業の実施により、農業用水の安定確保、ため池
や用排水路が有する多面的機能の回復を図る。県が実施するため
池等整備事業の束の目沢、岩崎農場、豊沢川の３地区における工事
費負担

一般 法令に特に定めのないもの

4,817

県営ため池整備事業負担
金（束ノ目沢地区）

地域農家 工事費負担金　一式
説明会　2回

説明会　3回
工事費負担金　一式

050100-136-05

県営ため池整備事業負担
金(岩崎農場)

地域農家 工事費負担金　一式
説明会　1回

県営ため池整備事業(岩崎農場)負担金
　一式
事業説明会　3回

050100-136-06

050100-137

農地・水・環境保全向上対
策活動支援事業

農地林務係03-03-04
環境保全型農業の推進

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

市内の24活動組織が行う農地・農業用施設等の保全のための維持
管理活動を支援し、施設等が有する多面的機能の保全及び農村生
活環境の向上を図る。農地・水全管理支払交付金事業実施の24団
体への支援負担

一般 法令に特に定めのないもの

50,904

農地・水・環境保全向上対
策活動支援事業負担金

地域農家 共同活動　25組織
復旧活動　10組織

市内で共同活動は24組織、復旧活動は
10組織で活動実施

市内28組織で活動実施
そのうち営農活動も4組織実施

市内28組織で活動実施
そのうち営農活動も4組織実施

050100-137-01

農地・水・環境保全向上対
策活動支援事業事務

地域農家 共同活動　25組織
復旧活動　10組織

市内で共同活動は24組織、復旧活動は
10組織で活動実施

市内28組織で活動実施
そのうち営農活動も4組織実施

市内28組織で活動実施
そのうち営農活動も4組織実施

050100-137-02

050100-138

原木・ほだ木処理等事務事
業（ほだ場環境整備）

農地林務係07-01-05

農林部門（市民サービス）

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

東京電力原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響により、使
用自粛の対象となったきのこ原木、ほだ木及びほだ場内の落葉層の
処理の促進を図る。事前空間放射線量の測定、ほだ木の移動集積、
落枝等の土のう等袋詰め、落葉等の掻き集め、落葉等の土のう等袋
詰め、土のう等のほだ場外集積、ほだ木・落葉等の処分場への運
搬、事後放射線量の測定、新ほだ木の搬入・展開

一般 法定受託事務

岩手県きのこ原木等処
理事業補助金交付要
綱

9,139
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原木・ほだ木処理等事務
事業（ほだ場環境整備）

原木しいたけ農家 ・きのこ原木等処理説明会等　7回
・岩手県きのこ原木等処理事業実施計
画承認申請及び補助金交付申請
・一時保管状況報告　8回
・ほだ木移動・一時保管　55,627本
・落葉層除去　5,921㎡
・落葉層移動・一時保管　261.7㎥

ほだ木等処理説明会　13名参加ほだ場
現地確認　13箇所
岩手県きのこ原木処理事業実施計画承
認申請及び補助金交付申請

050100-138-01

050100-139

基幹水利施設ストックマネジ
メント事業江刺地区工事負
担金

農地林務係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

施設の劣化が激しく老朽化が進行しており、用水の安定供給に支障
をきたしているため、県営基幹水利ストックマネジメント事業を導入
し、老朽化した施設の保全を行い用水の安定供給を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

694

基幹水利施設ストックマネ
ジメント事業江刺地区工事
負担金

県営かんがい排水
施設を維持管理す
る土地改良区

工事費負担金　一式 事業費負担協議　1回050100-139-01

050100-140

憩いの森施設改修事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

07

施設等整備事業

施設の老朽化により破損が著しく、利用者の安全、安心を確保するた
めに施設改修を実施し、利用者の増加を図る。
トイレ改修４か所（８
基）、遊歩道整備、遊歩道木橋改修、バンガロー施設改修

一般 法令に特に定めのないもの

2,985

憩いの森施設改修事業

市民 遊歩道改修工事　2件050100-140-01

050100-141

企業の森整備事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

森林資源の保全・育成による地球環境保全への貢献として、企業と
行政の協働で行う。＊ブナ、ミズナラ等の植栽及び下刈
　・植栽（面積
A=4,45ha・本数N=8,800本）
  ･下刈（延べ）A=13.95ha
＊平成21～25年
度の5ヶ年事業

一般 法令に特に定めのないもの

3,781

企業の森整備事業

市民 下刈　3.0ha
植栽　1.0ha

H24年度
　下刈A=2.0ha
　植栽A=1.0ha

H23年度
　下刈A=2.0ha

H22年度
　植栽面積A=1,0ha
　植栽本数N=2,000本
　下刈A=1,0ha

050100-141-01

050100-142

森林整備加速化・林業再生
基金事業

農地林務係03-03-06

森林資源の保全と多様な価
値の活用

05

ソフト事業（任意）

間伐等の森林整備の加速化と間伐等の森林資源を活用した林業・木
材産業等の地域産業の再生、松くい虫被害防除監視帯において潜
在被害木も含めた駆除による健全な森林整備を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市森林整備計画

12,208

森林整備加速化・林業再
生基金事業

森林所有者等 駆除材積
・焼却　50.41㎥
・くん蒸　335.79㎥
・破砕　59.89㎥　

　24年度は実績なし ・間伐　12.49ha
・作業道測量設計　1,382ｍ（2路線）
・森林病害虫感染源駆除　935.14ｍ3

・間伐　12.84ha
・作業道測量設計　1,377ｍ（２路線）
・修景等環境保全　4.12ha（生活環境保
全林）
・森林病害虫感染源駆除　666.48ｍ3

050100-142-01

050100-143

新堰水辺公園施設改修事
業

農地林務係03-03-05

魅力あふれる農山村の確立

07

施設等整備事業

親水公園施設の機能向上、充実化を図る。親水公園の散策路手摺
り、太鼓橋等の改修工事を実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

3,516

新堰水辺公園施設改修事
業

地域農家 防護柵改修工事　109.5m 太鼓橋改修工事　１基
防護柵改修工事　１１６ｍ

050100-143-01
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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

050100-200

農産物ブランドアップ対策事
業（補助金事業）

産業連携推進
係

03-03-02

農産品の高付加価値化と新
たな流通の開拓

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

付加価値の高い農産物の生産・加工の振興を図るため、地産地消の
実践、加工品の開発などによる地元農産物のブランド向上に関する
先導的な取り組みに対し支援するもの。消費者との交流事業や地産
地消の実践的な取り組み、地元農産物を使用した加工品の開発等、
農産物のブランド向上に対する事業支援

一般 法令に特に定めのないもの

1,156

農産物ブランドアップ対策
事業(補助金事業)

農家、農業生産法
人等の、個人また
は団体

農産物ブランド向上のためのＰＲ事業等
の取組を支援
（更木桑茶ＰＲ支援　200千円、二子さと
いもＰＲ支援　40千円）

㈱更木ふるさと興社の「更木桑茶」商標
登録出願と桑茶まつりでのＰＲ事業を支
援

花巻農協が「二子さといも」の地域団体
商標登録を目指しているので、その登録
出願に向けた取り組みを支援

活用されずに廃棄処分されていた二子
さといもの頭芋をペースト化し、お土産
品等の加工品開発の素材として活用
ペースト化した量　500㎏

050100-200-01

050100-201

農産物ブランドアップ対策事
業

産業連携推進
係

03-03-02
農産品の高付加価値化と新
たな流通の開拓

05

ソフト事業（任意）

付加価値の高い農産物の生産・加工の振興を図るため、地産地消の
実践、加工品の開発などによる地元農産物のブランド向上に関する
先導的な取り組みに対し支援するもの。消費者との交流事業や地産
地消の実践的な取り組み、地元農産物を使用した加工品の開発等、
農産物のブランド向上に対する事業支援。「二子さといも」が地域団
体商標登録予定であり、それに合わせてＰＲ活を展開し、ブランドの
確立を図る。また、地元農産物のブランド向上に関する先導的な取組
みを支援することにより、農産品の高付加価値化を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

2,237

農産物ブランドアップ対策
事業

農家、農業生産法
人等の、個人また
は団体

○イオンモール盛岡南出店ＰＲに係る業
務
（のぼり旗作成、出店補助員派遣委託、
検査料　計215千円）
○商品開発委託
・二子さといも真空包装試作
（116千円）
・きたかみ野菜ＰＲソング制作
（609千円）

050100-201-01

050100-203

北上市産地直売所魅力アッ
プ事業費補助金

産業連携推進
係

03-03-03
地産地消の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

産直を魅力ある施設にすることで、お母さんを元気にし、農業と地域
の活性化をはかるもの。北上市産地直売所連絡協議会に対し補助
金を交付し、産地直売所を核とした農業経営を促進するため、産直を
魅力ある施設にする取り組みを支援する。

一般 法令に特に定めのないもの

3,130

北上市産地直売所魅力
アップ事業費補助金

北上市産地直売所
連絡協議会

・スタンプラリー
クーポン券引換者：500円券80名、300
円券22名、賞品当選者33名
・講演会および昼食会　85名参加、料理
数30品
・遠野市との交流会
　58名参加
・研修会　19名参加
・首都圏ＰＲ事業　２産直出店
・イベントへの出店　６回
・農楽工楽クラブ出前産直
・会議開催５回

○スタンプラリー
　クーポン券引換者…500円券52名、
300円券10名
　賞品当選者…32名
○講演会および昼食会
　参加者数73名、料理数30品
○西和賀町との交流会
○首都圏ＰＲ事業　３産直出店
○イベントへの出店　６回
○農楽工楽クラブ出前産直
○会議開催５回

○スタンプラリー
　クーポン券引換者54名
○まちなか朝市　８回
○講演会および郷土食の祭典
　講演会97名、郷土食の祭典92名
○インターハイへの出店　３産直
○ＰＯＳレジシステムの開発
○農楽工楽クラブ出前産直
○会議開催５回

○スタンプラリー
　クーポン券引換者74名
○講演会および昼食会
　講演会84名、昼食会81名
○食品表示に関する研修会
　参加者数26名

050100-203-01

050100-204

農業経営６次産業化支援事
業

産業連携推進
係

03-03-02

農産品の高付加価値化と新
たな流通の開拓

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

農産物の高付加価値化を図るには、生産者は、生産（１次産業）して
いるだけなく、加工（２次）や販売（３次）まで主体的に行う必要があ
る。その挑戦を支援するもの。農家が、６次産業化を目指して取り組
む研究調査費、試作等に要する経費に対して補助する。（１／２補

一般 法令に特に定めのないもの

2,831

農業経営６次産業化支援
事業

農家（農業生産法
人、集落営農組織
等を含む

・公募により6次産業化を目指す事業者
を支援（３件　999千円）
・6次産業化等の相談数（11事業者）
・6次産業化総合化計画に向けた相談
対応回数（7回）　

利用件数１件
更木ふるさと興社
焙煎桑枝茶ペットボトル充填試作
補助金107,231円(事業費214,462円)

050100-204-01
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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

050100-205

産業連携推進事務

産業連携推進
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）

農業を起点とし、生産、流通、加工、販売の過程において付加価値向
上を図る取組みを支援することにより、産業連携による新たな経済活
動を促進し地域経済の発展に寄与すること。業務推進事務費等

一般 法令に特に定めのないもの

3,825

産業連携推進事務

農業を起点とし、生
産、流通、加工、販
売の過程において
付加価値向上を図
る取組みに関係す
る事業者

・販路拡大のための事業者との協議、視
察
・地産地消のため事業者訪問
・学校給食への生産者グループ紹介、
納入契約仲介
・グリーンツーリズム関係の相談対応

050100-205-01

050100-206

産業連携推進事業（緊急雇
用対策）

産業連携推進
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）

被災者１名を雇用し、農商工連携・６次産業化など、農業に関わる多
様な主体の連携推進にかかる事業補助・事務補助に従事させる。

一般 法令に特に定めのないもの

2,084

産業連携推進事業（緊急
雇用対策）

農業を起点とし、生
産、流通、加工、販
売の過程において
付加価値向上を図
る取組みに関係す
る事業者

・販路拡大、6次産業化推進のための資
料収集等事務補助
・産業ビジョン策定に関する資料整理等
事務補助

050100-206-01

050100-207

産業ビジョン策定事業

産業連携推進
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）

当市の産業振興に係る基本計画を策定し、産業間連携の一層の促
進等による産業全体の振興を図る。産業ビジョンの策定事務

一般 法令に特に定めのないもの

4,430

産業ビジョン策定事業

事業者 資料整理。
策定委員会開催。
工業振興アドバイザー等意見聴取。
素案説明。

050100-207-01

050100-803

きたかみ牛消費拡大推進事
業費補助金

産業連携推進
係

03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

「きたかみ牛」の市内流通体制を整え、消費拡大へとつなげ、ブランド
確立を図る。「きたかみ牛」の地産地消及び消費拡大に係る事業の
実施

一般 法令に特に定めのないもの

2,832

きたかみ牛消費拡大推進
事業費補助金

畜産農家、飲食
店・ホテル・旅館等
店舗

・贈答用きたかみ牛販売（２回、98件）
・飲
食店とのきたかみ牛キャンペーン実施
（35店舗、応募252通）
・いわてまるごと肉フェスタ参加
（牛串販売（計4日、約500本／日）

贈答用きたかみ牛販売１回、牛肉串焼
き販売２回、リーフレット作成1,000部

関係者意見交換会(食材の試食検討)１
回で53名参加、牛肉串焼き販売１回、ポ
スター作成1,000枚

050100-803-01

050100-903

旧農林施設整備事業

農林企画係07-02-02

財政部門（内部管理事務）

07

施設等整備事業

経営改革の一環として、自治公民館的に利用されている農業施設を
地元に移管し、他の自治公民館との公平性を確保する。地元から要
望のある改修について、必要最低限の改修を行う

一般 法令に特に定めのないもの

11,755

旧農林施設整備事業

地域住民 実施事業なし 24年度の実績なし ・22年度繰越明許分
　４施設　9,905千円
・現年度予算執行分
　４施設　7,932千円

050100-903-01

その他農業者施設整備事
業

地域住民 江釣子転作営農センター屋根塗装、トイ
レ改修、駐車場舗装工事

050100-903-02
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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

050100-904

地域・産業連携復興支援員
設置事業

産業連携推進
係

03-03-02

農産品の高付加価値化と新
たな流通の開拓

05

ソフト事業（任意）

農商工連携、農業生産者の６次産業化に向けた取組みを支援し、地
域資源を活用した産業振興を図る。農商工連携推進員を設置するこ
とにより、生産者の企業化のための商品企画開発のアドバイス、販
路紹介、パートナー企業とのマッチング等を実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

8,292

地域・産業連携復興支援
員設置事業

農業生産者で６次
産業化、企業を目
指す経営者。農商
工連携を目指す事
業者

・イオンモール盛岡南店での農産物ＰＲ
販売支援
・首都圏のシェフ等へ岩手食材さがしツ
アー実施
・首都圏での販路開拓活動（中央区、江
東区、新宿区、鎌倉市、流山市）
・ふるさと納税制度利用等事業企画提
案

050100-904-01

050100-906

いわて農林水産物消費者理
解増進対策事業

産業連携推進
係

03-03-02

農産品の高付加価値化と新
たな流通の開拓

05

ソフト事業（任意）

消費地と産地との交流を通じて、食品の放射性物質に対する消費者
の不安を払しょくし、県産農林水産物に対する理解を深め、産地とし
ての信頼回復と販路の回復・拡大を図る。首都圏での物産展におい
て。北上市産物の消費拡大のためのＰＲ活動を実施

一般 法令に特に定めのないもの

1,860

いわて農林水産物消費者
理解増進対策事業

○首都圏イベントでの農産物ＰＲ・販売
・イベント：江東区民まつり
・期日：10/19～10/20
・場所：都立木場公園
・出店：市内産直２店舗
（販売額：306千円）

050100-906-01
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