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【当初予算の規模】 （単位:千円）

会計名称 平成31年度 平成30年度 前年度比較 伸び率

一般会計 39,880,000 39,910,000 △ 30,000 △0.1%

 １ 基本的な考え方

 平成31年度当初予算は、4月に市⾧選挙が予定されていることから骨格予算として、「北上市版総
合戦略の推進」、「総合計画の推進」、「健全な財政運営」の３つの視点により編成しました。
 各々の視点に基づき掲載した予算事業は、いずれも必要性と実現性の高いものから優先的に計上し
たものです。
 なお、平成31年度の一般会計当初予算は、平成30年度に次ぐ規模となりました。主な理由として
挙げられるのは、平成30年度に引き続き、東芝メモリ等の大規模企業の立地を見越したインフラ整備
や、統合小学校、学校給食センター及び健康管理センター等の施設整備などによるものです。
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 ① 結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり ➣ 子ども・妊産婦医療費給付事業

 ② 地域産業の振興 ➣ 起業家成⾧応援ファンド事業

 ③ くらしを支える地域公共交通体系の構築 ➣ 拠点間交通運行事業

 ④ シティプロモーションの推進 ➣ ラグビーワールドカップ２０１９公認キャンプ地推進事業

 ２ 当初予算の特徴

あじさい都市推進加速化予算

 (1) 北上市版総合戦略推進の視点
 北上市版総合戦略は、人口減少時代にあっても地域の活力を維持するべく、平成27年度に策定した
もので、いわゆる「あじさい都市」を実現するための施策群であり、具体的には次の４項目を重点プ
ロジェクトとして推進することとしています。
 平成31年度は、引き続き子育て世代の負担軽減とともに、ラグビーワールドカップなどを通じたシ
ティプロモーションの推進に重点を置くこととしました。特徴的な予算事業は次のとおりです。
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 ① 子育てと医療・福祉の充実した明るく健やかなまちづくり ➣ 健康管理センター等整備事業

 ② 生きる力を育み、文化が躍動するまちづくり

 ③ ひと・技・資源を組合せ、活気うまれるまちづくり ➣ 夏油高原スキー場調査研究事業

 ④ 美しい環境と心を守り育てるまちづくり ➣ 防災ハザードマップ更新事業

 ⑤ 誰もが快適に暮らし続けられるまちづくり ➣ 幹線道路・生活道路整備・改良事業

 ⑥ 市民が主役となり、企業や行政と協働するまちづくり ➣ 協働評価事業

 (2) 総合計画推進の視点
 平成23年度から平成32年度までの10年間のまちづくりの考え方を示す北上市総合計画は、平成28
年度から後期基本計画期間に入っており、新年度で4年目を迎えることとなります。
 この後期基本計画に基づき、次の６つの基本目標に沿い、引き続き総合計画を推進します。
 平成31年度は、引き続き東芝メモリを中心とした大規模企業の立地に対応したインフラの整備と、
人材確保に重点的に取り組むこととしています。特徴的な予算事業は次のとおりです。

➣   中学校部活動指導員事業
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 (3) 健全な財政運営の視点
 市政全般に及ぶ効果や緊急度を総合的に判断し、より優先度が高い事業に経営資源を集中させるた
め、次の２つの視点により、既存の事業及び予算の見直しを図りました。

 ① 前例踏襲して見積もられている経費の徹底的な精査

 ② 目的を達成した事業・施策への貢献度が低い事業の休廃止
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（単位:千円）

若い世代の安定就労と出会いの創出

14,019 P32

2,300 P32

妊娠から育児まで切れ目ない子育て支援環境の提供

191,063 P28

40,000 P27

1,600 P29

174,233 P27

6,234 P30

181,392 P44

21,989 P28

 ３ 北上市版総合戦略推進事業

 ① 第１プロジェクト「結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり」

➣北上地域人材確保定着サポート事業

➣新生児聴覚検査費助成事業

➣東部地区統合小学校建設事業

➣健康管理センター等整備事業

➣中小企業のためのＵＩターン支援事業補助金

➣子育て世帯住宅取得支援事業費補助金

➣子ども・妊産婦医療費給付事業

➣学童保育所施設建設事業

➣妊娠・出産包括支援等事業
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（単位:千円）

産業間連携による相乗効果の発揮と販路の拡大

➣産業支援センター管理事業 60,983 P37

53,975 P36

3,033 P35

5,000 P33

➣北上市次世代農業創出プロジェクト事業・事業費補助金 2,500 P33

産学官金による起業と開発への支援

14,606 P35

8,720 P35

3,362 P35

3,000 P35

➣新事業創出支援事業

➣起業家成⾧応援ファンド事業（新規）

➣基盤技術高度化推進事業

➣若者・女性のためのチャレンジショップ事業費補助金

➣高度金型技術者育成事業

➣ふるさと便推進事業

 ② 第２プロジェクト「地域産業の振興」

➣園芸産地ブランド推進事業（新規）
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（単位:千円）

くらしを支える公共交通体系の構築

17,703 P42

16,752 P42

6,700 P42

5,782 P26

地域資源を活かした都市・地域拠点の形成

22,341 P42

2,983 P42

➣地域内交通運行補助金

➣拠点間交通運行補助金

 ③ 第３プロジェクト「くらしを支える地域公共交通体系の構築」

➣拠点間交通運行事業（新規）

➣高齢者バス運賃助成事業

➣まちなかターミナルバス待合室整備事業（新規）

➣空き家対策事業
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（単位:千円）

シビックプライド醸成と都市ブランドの確立

➣シティプロモーション推進事業 10,339 P23

10,784 P46

➣姉妹都市・友好都市交流事業 9,071 P23・24

➣ラグビーワールドカップ２０１９公認キャンプ地推進事業

 ④ 第４プロジェクト「シティプロモーションの推進」
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（単位:千円）
地域医療の充実
➣北上済生会病院新病院建設支援総合補助金 749,147 P30

子育て家庭等への支援
➣子ども・妊産婦医療費給付事業   191,063 P28

➣健康管理センター等整備事業 21,989 P28

地域福祉を担う人材の育成
➣介護人材養成事業費補助金 15,840 P25

知・徳・体を育む教育環境の整備

7,098 P43

➣東部地区統合小学校建設事業 181,392 P44

➣プログラミング教育事業 4,400 P44

スポーツ環境の整備・充実
35,611 P47

国際化に対応したまちづくりの推進
➣外国人語学指導助手招致事業 35,252 P43

➣中学校部活動指導員事業（新規）

 ② 生きる力を育み、文化が躍動するまちづくり

 ① 子育てと医療・福祉の充実した明るく健やかなまちづくり

 ４ 総合計画推進事業

➣ラグビーワールドカップ２０１９公認キャンプ地施設整備事業
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（単位:千円）
次世代につながる産業間連携の推進
➣産業支援センター管理事業 60,983 P37

➣新事業創出支援事業 3,033 P35

地域資源を活かした観光の振興
3,000 P36

雇用環境の向上
 北上雇用対策協議会負担金 7,392 P31

地球温暖化防止対策の推進
➣住宅用おひさまパワー活用設備設置補助金 10,025 P29

安全及び防犯対策の推進
➣交通安全施設整備事業 15,000 P41

➣街路灯設置事業費補助金 10,125 P38

防災力の強化
➣防災ハザードマップ更新事業（新規） 10,962 P43

➣夏油高原スキー場調査研究事業（新規）

 ③ ひと・技・資源を組合せ、活気うまれるまちづくり

 ④ 美しい環境と心を守り育てるまちづくり
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（単位:千円）
緑のまちづくりの推進
➣展勝地公園整備事業 233,000 P41

道路交通ネットワークの充実
➣幹線及び生活道路の整備及び改良事業（主要なもの） 1,120,030 P38~40

公共交通の利用促進
➣拠点間交通運行事業（新規） 17,703 P42

協働によるまちづくりの推進
 協働評価事業（新規） 1,000 P22

情報公開の推進
 広報事業（広報紙発行等） 26,642 P22

効果的かつ効率的な行政経営の推進
 総合計画運営・策定事業 11,120 P23

安定した財政基盤の確立
 インフラ資産マネジメント推進事業 2,155 P23

 ⑤ 誰もが快適に暮らし続けられるまちづくり

 ⑥ 市民が主役となり、企業や行政と協働するまちづくり

12



13



（単位:千円）
平成31年度 平成30年度 前年度比較 伸び率

Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｃ／Ｂ

39,880,000 39,910,000 △ 30,000 △0.1%

国民健康保険特別会計 7,277,131 7,397,783 △ 120,652 △1.6%

後期高齢者医療特別会計 1,548,630 1,515,122 33,508 2.2%

介護保険特別会計 8,244,060 7,731,059 513,001 6.6%

工業団地事業特別会計 1,035,262 326,400 708,862 217.2%

農業集落排水事業特別会計 818,277 876,172 △ 57,895 △6.6%

駐車場事業特別会計 422,778 268,089 154,689 57.7%

宅地造成事業特別会計 19,984 22,369 △ 2,385 △10.7%

電気事業特別会計 188,788 164,206 24,582 15.0%

土地取得特別会計 773 5,653 △ 4,880 △86.3%

小計 19,555,683 18,306,853 1,248,830 6.8%

59,435,683 58,216,853 1,218,830 2.1%

 ５ 当初予算総括表

会計名称

一般会計

特
別
会
計

合計
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 (1) 歳入 （単位:千円）

予算額
Ａ

構成比
（％）

人口１人当り
（円）

予算額
Ｂ

構成比
（％）

人口１人当り
（円）

差額
Ｃ (Ａ-Ｂ)

伸び率
（％）

13,476,941 33.8 145,307 13,607,261 34.1 146,442 △ 130,320 △ 1.0
2,876,307 7.2 31,012 2,640,000 6.6 28,412 236,307 9.0
5,185,000 13.0 55,904 5,416,000 13.6 58,287 △ 231,000 △ 4.3

169,828 0.4 1,831 241,754 0.6 2,602 △ 71,926 △ 29.8
674,082 1.7 7,268 728,867 1.8 7,844 △ 54,785 △ 7.5

6,478,900 16.3 69,855 6,342,551 15.9 68,259 136,349 2.1
2,836,594 7.1 30,584 2,607,272 6.5 28,060 229,322 8.8

214,936 0.5 2,317 258,429 0.6 2,781 △ 43,493 △ 16.8
601,203 1.5 6,482 600,003 1.5 6,457 1,200 0.2

1,173,954 2.9 12,657 1,550,172 3.9 16,683 △ 376,218 △ 24.3
うち市債管理基金繰入金 137,674 0.4 1,484 336,067 0.8 3,617 △ 198,393 △ 59.0

100,000 0.3 1,078 100,000 0.3 1,076 0 0.0
1,008,755 2.5 10,876 814,391 2.0 8,765 194,364 23.9
5,083,500 12.8 54,810 5,003,300 12.5 53,846 80,200 1.6

39,880,000 100.0 429,982 39,910,000 100.0 429,514 △ 30,000 △ 0.1
※地方譲与税等の内訳:地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡所得交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金

          

 ６ 一般会計当初予算比較表

 諸収入
 市債

 地方譲与税等※

科目
平成31年度 平成30年度 前年度比較

 市税

 地方交付税
 分担金及び負担金
 使用料及び手数料
 国庫支出金

合計

 県支出金
 財産収入
 寄付金
 繰入金

 繰越金
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 (2) 歳出（目的別） （単位:千円）

予算額
Ａ

構成比
（％）

人口１人当り
（円）

予算額
Ｂ

構成比
（％）

人口１人当り
（円）

差額
Ｃ (Ａ-Ｂ)

伸び率
（％）

263,752 0.7 2,844 273,069 0.7 2,939 △ 9,317 △ 3.4
4,340,628 10.9 46,800 3,993,326 10.0 42,976 347,302 8.7

12,473,861 31.3 134,492 11,862,637 29.7 127,666 611,224 5.2
2,888,650 7.2 31,145 2,721,573 6.8 29,290 167,077 6.1

142,315 0.4 1,534 155,063 0.4 1,669 △ 12,748 △ 8.2
2,003,087 5.0 21,597 2,421,459 6.1 26,060 △ 418,372 △ 17.3
2,385,345 6.0 25,719 2,968,886 7.4 31,951 △ 583,541 △ 19.7
5,042,096 12.6 54,363 5,559,610 13.9 59,833 △ 517,514 △ 9.3
1,650,930 4.1 17,800 1,511,838 3.8 16,270 139,092 9.2
5,486,848 13.8 59,159 4,682,121 11.7 50,389 804,727 17.2

6,787 0.0 73 7,715 0.0 83 △ 928 △ 12.0
3,094,928 7.8 33,369 3,647,050 9.1 39,250 △ 552,122 △ 15.1

773 0.0 8 5,653 0.0 61 △ 4,880 △ 86.3
100,000 0.3 1,078 100,000 0.3 1,076 0 0.0

39,880,000 100.0 429,982 39,910,000 100.0 429,514 △ 30,000 △ 0.1

92,748 92,919

 総務費
 民生費

平成30年度

※目的別の公債費と性質別の公債費は集計方法が異なる（目的別の公債費には公債諸費が含まれる）ため、金額が一致しない場合があります。

 労働費
 農林水産業費

平成31年度 前年度比較

住民基本台帳登録人口 平成30年12月31日現在 平成29年12月31日現在

 諸支出金
 予備費

合計

 商工費
 土木費
 消防費
 教育費
 災害復旧費
 公債費※

 議会費

 衛生費

科目
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 (3) 歳出（性質別） （単位:千円）

予算額
Ａ

構成比
（％）

人口１人当り
（円）

予算額
Ｂ

構成比
（％）

人口１人当り
（円）

差額
Ｃ (Ａ-Ｂ)

伸び率
（％）

15,508,851 38.9 167,215 15,814,752 39.6 170,199 △ 305,901 △ 1.9
 人件費 5,051,596 12.7 54,466 5,038,096 12.6 54,220 13,500 0.3
 扶助費 7,362,353 18.5 79,380 7,129,673 17.9 76,730 232,680 3.3
 公債費 3,094,902 7.8 33,369 3,646,983 9.1 39,249 △ 552,081 △ 15.1

  物件費 6,888,084 17.3 74,267 6,663,572 16.7 71,714 224,512 3.4
  維持補修費 521,947 1.3 5,628 424,058 1.1 4,564 97,889 23.1
  補助費等 4,560,631 11.4 49,172 4,745,343 11.9 51,070 △ 184,712 △ 3.9
  投資的経費 7,156,664 17.9 77,163 7,028,181 17.6 75,638 128,483 1.8

普通建設事業 7,149,877 17.9 77,089 7,020,466 17.6 75,555 129,411 1.8
 うち補助事業費 4,677,297 11.7 50,430 3,951,150 9.9 42,523 726,147 18.4
 うち単独事業費 2,472,580 6.2 26,659 3,069,316 7.7 33,032 △ 596,736 △ 19.4
 災害復旧事業費 6,787 0.0 73 7,715 0.0 83 △ 928 △ 12.0

  積立金 664,865 1.7 7,169 689,954 1.7 7,425 △ 25,089 △ 3.6
  投資及び出資金 614,891 1.5 6,630 660,379 1.7 7,107 △ 45,488 △ 6.9
  貸付金 175,255 0.4 1,890 181,782 0.5 1,956 △ 6,527 △ 3.6
  繰出金 3,688,812 9.2 39,772 3,601,979 9.0 38,765 86,833 2.4
  予備費 100,000 0.3 1,078 100,000 0.3 1,076 0 0.0

39,880,000 100.0 429,982 39,910,000 100.0 429,514 △ 30,000 △ 0.1

 義務的経費

合計

平成31年度 平成30年度 前年度比較
科目
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 (1) 公債費及び起債残高の推移 （単位:千円）

項目／年度 H24決算 H25決算 H26決算 H27決算 H28決算 H29決算 H30見込 H31見込
 公債費 5,346,662 4,975,471 6,917,779 5,410,716 4,583,665 4,372,008 3,589,741 3,094,928
 人口１人当たり公債費 57 53 74 58 49 47 39 33
 起債残高 44,881,276 43,304,862 39,638,780 37,389,972 35,540,482 34,549,513 37,942,606 40,224,357
 人口１人当たり起債残高 480 460 422 399 379 370 408 434
 住民基本台帳登録人口 93,544 94,143 93,953 93,783 93,696 93,279 92,919 92,748
（注１）公債費の計数は目的別歳出のものです。

（注２）見込の計数は当初予算編成時点のものです。

（注３）住民基本台帳登録人口は、前年の12月末現在のものです。

 ７ 一般会計主要指標の推移
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 (2) 基金残高の推移 （単位:千円）

項目／年度 H24決算 H25決算 H26決算 H27決算 H28決算 H29決算 H30見込 H31見込
 財政調整基金 880,227 896,682 897,327 898,130 898,870 899,854 901,341 902,841
 市債管理基金 4,689,880 4,549,617 4,033,473 4,113,450 4,020,092 3,747,324 4,681,899 4,568,520
 その他の基金 1,035,265 972,968 1,133,418 1,627,994 1,820,996 2,158,373 1,944,776 1,680,702

合計 6,605,372 6,419,267 6,064,218 6,639,574 6,739,958 6,805,551 7,528,016 7,152,063
（注１）基金残高の計数は普通会計の集計方法に基づくものです。

（注２）見込の計数は当初予算編成時点のものです。
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4,689,880 4,549,617 4,033,473 4,113,450 4,020,092 3,747,324
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平成31年２月 財務部財政課

平成31年度

当初予算主要事業
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

1款
議会費

議会費 議会交付金 6,240 議員の調査研究活動費用として、政務活動費を交付

2款
総務費

一般管理費 業務系システム管理運営事業 143,219 住民情報システム等の業務系システムの運営経費（賃貸借及び保守業
務、法改正などによる改修等）

情報系システム管理運営事業 160,611 庁内ＬＡＮ等のＬＧＷＡＮ系システムの運営経費（賃貸借及び保守業
務）

情報系システムセキュリティ
対策事業

61,577 インターネット系ネットワークの運営経費（賃貸借及び保守業務）

花いっぱい運動推進協議会補
助金

6,000 住民主体の環境美化活動（花いっぱい運動等）に対する補助

地域づくり交付金 37,255 16地区の地域づくり組織が行う地域づくり事業、交通安全活動、青少年
健全育成活動、健康づくり活動及び地域活動運営に関する費用に対する
交付金

★ 地域計画策定事務交付金 1,572 地域計画策定に係る業務委託及び地域づくり組織への事務交付金

★ 協働評価事業 1,000 市の協働のまちづくりについて検証を実施

文書費 市史編さん事業 17,614 市史編さんの実施（市史編さん委員会及び専門委員会の開催、資料収
集）

広報費 広報事業（広報紙発行等） 26,642 行政情報、地域情報の提供のため広報紙を毎月２回発行（全世帯及び市
内事業所等に配布）

 ８ 当初予算主要事務事業
 (1) 一般会計

予算区分
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

広報事業（市政番組制作等） 13,805 ＣＡＴＶを活用した、行政情報・地域情報の提供（年10本の特集番組、
月２本のニュース番組を放送）

広報事業（行政・地域情報番
組制作等）

13,080 コミュニティＦＭを活用した、行政情報・地域情報番組の提供（1週間
に225分番組を放送）

財政管理費 ● インフラ資産マネジメント推
進事業

2,155 予防保全的かつ一元管理型の公共資産管理の実施

庁舎管理費 ● 江釣子庁舎外電気設備改修事
業（ＣＯ２対策事業）

400,828 江釣子庁舎の空調改修・照明ＬＥＤ化等の電気設備の改修

★ 和賀庁舎西側屋根防水改修事業 2,862 和賀庁舎のボイラー室及び西側出入口屋根の防水シートの張替え
★ 和賀庁舎４階屋上防水修繕事業 3,390 和賀庁舎４階委員会室の屋上の防水シート破損個所の修繕
★ 和賀庁舎受電設備改修事業 2,415 和賀庁舎の受電設備内の遮断機等の交換及び無停電装置の改修
★ 本庁舎地下水汲上ポンプ用非

常用発電機設置事業
11,443 本庁舎に流入している地下水の汲上ポンプが停電時にも稼働するように

非常用発電機を設置する
★ 和賀庁舎地下重油タンク高精

度液面計設置事業
1,142 和賀庁舎地下重油タンクへの高精度液面計の設置

企画費 ● 北上市近未来政策研究所運営
事業

1,652 行政ニーズを的確に把握し精度の高い政策を生み出すため、庁内シンク
タンクを運営する

● シティプロモーション推進事業 10,339 シビックプライド醸成のための取組経費
石垣市友好都市交流事業 5,262 友好都市提携を行っている石垣市との交流
国際交流ルーム管理運営事業 10,410 北上市国際交流ルームの管理運営経費
市民と行政のパートナーシッ
プ推進事業

4,726 市民活動の活性化及び協働事業を支援
・市民活動情報センター事業（情報発信･企画支援等）
・協働推進審議会の開催、企業の地域貢献活動褒賞表彰

● 総合計画運営・策定事業 11,120 市の最上位計画である総合計画の進行管理及び次期総合計画の策定
★ コンコード市姉妹都市交流事

業
1,402 姉妹都市提携45周年に係るコンコード市訪問団の受け入れ
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

★ 柴田町姉妹都市提携４０周年
記念事業

596 姉妹都市提携40周年に係る記念式典及び祝賀会の開催

★ 流山市姉妹都市交流事業 1,811 姉妹都市提携の締結に係る式典及び祝賀会の開催
交通安全推進費 交通指導員設置事業 14,270 交通指導員・専任交通指導員を設置し、交通安全思想の普及と正しい交

通ルールの励行を指導
交流センター費 交流センター運営事業（16地

区）
185,788 生涯学習や地域づくり活動の拠点施設である交流センターを、各地区の

地域づくり組織が指定管理者として運営（施設管理業務、施設使用許可
及び使用料徴収業務等）

★ 立花地区交流センター非常用
放送設備更新事業

2,920 非常放送設備（アンプ本体及び各スピーカー）の更新

戸籍住民基本台
帳費

戸籍電算システム管理事業 12,295 戸籍電算システムの保守管理経費

住民基本台帳システム管理事
業

6,954 住民基本台帳システムの保守管理経費

通知カード・個人番号カード
関連事務

10,937 マイナンバー制度の管理運用に係る地方公共団体情報システム機構への
事務委任交付金等

市⾧市議会議員
選挙費

市⾧市議会議員選挙費 80,404 平成31年度に実施される市⾧及び市議会議員選挙に係る経費

諸統計調査費 農林業センサス 8,348 農村行政の企画、立案、推進の基礎資料の作成
経済センサス 2,327 全産業分野における事業所・企業の従業者規模等の基本的構造に関する

各種統計調査の母集団情報の整備
全国家計構造調査 1,894 家計の収支及び貯蓄・負債、住宅・土地などの家計資産を総合的な調査

3款
民生費

社会福祉総務費 北上市社会福祉協議会運営費
補助金

69,401 社会福祉協議会への運営費補助

北上市総合福祉センター運営
費補助金

14,250 総合福祉センターへの運営費補助
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

北上市民生児童委員協議会運
営費補助金

15,811 民生児童委員協議会が行う各種活動及び民生委員・児童委員の活動に対
する支援及び補助

● 介護人材養成事業費補助金 15,840 介護人材を確保するため、介護福祉士養成施設入学者の学費等の一部に
対し補助

● 介護人材確保推進事業費補助金 823 介護人材を確保するため、介護業務従事者の奨学金返還に対し補助
障害者福祉費 身体障がい者等補装具費支給

事業
19,549 障がい者の日常生活および仕事環境の向上を図るため、補装具購入費用

の一部を支給（国1/2、県1/4、市1/4）
障がい者日常生活用具購入費
助成事業

19,849 障がい者等が日常生活に必要な用具を購入する費用の一部を助成（国
1/2、県1/4、市1/4）

特別障がい者手当給付事業 51,810 在宅重度障がい者の負担軽減のため手当を給付（国3/4、市1/4）
障がい者介護給付費等事業 1,595,435 障がい者等が利用する障害福祉サービス等費用の支給（国1/2、県1/4、

市1/4）
北上市福祉タクシー事業 3,500 重度身体障がい者等にタクシー料金の一部を助成（福祉タクシー券の交

付）
障がい者相談支援事業 37,157 障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、当事

者相談や専門福祉機関との連携により、サービスの利用援助、生活支援
を実施（国1/2、県1/4、市1/4）

身体障がい者等訪問入浴サー
ビス事業費補助金

5,741 デイサービスセンター入浴車による居宅訪問入浴介助事業に対する補助
（国1/2、県1/4、市1/4）

更生医療給付事業 23,054 身体障がい者に対する障がいを軽減、改善するための医療費への給付
（国1/2、県1/4、市1/4）

重度心身障がい者医療費給付
事業

153,803 重度心身障がい者に対する医療費給付（県1/2）

地域活動支援センター事業費
補助金

12,000 地域活動支援センターで行う在宅障がい者に対する創作活動や機能訓
練、入浴等のサービス事業に対する補助

日中一時支援事業費補助金 15,552 障がい者の家族の就労や介護を支援するため、日中一時支援（障がい者の活動の
場を確保）を行う事業者に対する補助（国1/2、県1/4、市1/4）
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

育成医療給付事業 2,726 障がい児又は治療を行わないと障がいを残すと認められる児童への医療
費給付（国1/2、県1/4、市1/4）

療養介護医療給付事業 17,610 病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下
における介護及び日常生活上の世話を要する者に対する医療部分の給付
（国1/2、県1/4、市1/4）

老人福祉費 福祉ふれあいホットライン事
業

15,483 一人暮らし老人等の相談及び緊急事態に対応するため、装置を貸与し、
消防本部、市本庁舎と電話回線により結ぶ

介護施設等整備事業費補助金 227,030 地域密着型サービス施設整備を行う事業者に対し補助金を交付
● 高齢者バス運賃助成事業 5,782 70歳以上の高齢者に対し、市内を発着する路線バス、コミュニティバ

ス、予約型乗合タクシー、北上地区タクシー及び公共交通空白地有償運
送利用券を交付（100円券3,000円分）

ふれあいデイサービス事業 12,079 高齢者の社会参加を促し自立生活の助⾧を図るため、自治公民館等を活
用し介護予防等のサービスを提供

要援護老人ホーム措置事業 135,567 要援護高齢者の養護老人ホーム（北星荘、他市町村施設）への入所措置
を実施

国民健康保険費 国民健康保険特別会計繰出金 515,967 国民健康保険特別会計繰出金（基準内）
介護保険費 介護保険特別会計繰出金 1,112,967 介護保険特別会計繰出金（基準内）
後期高齢者医療
費

後期高齢者医療特別会計繰出
金

951,840 後期高齢者医療特別会計繰出金（基準内）

児童福祉総務費 ● 病後児保育事業 9,796 子育てと就労の両立を支援するため、病気の回復期にある児童を預かる
「病後児保育室」を運営（国1/3、県1/3）

私立保育園運営費補助金 17,330 私立保育園の円滑な運営のため運営費の補助
延⾧保育促進事業費補助金 10,324 私立保育園等が実施する延⾧保育事業への助成（国1/3、県1/3）
障がい児保育事業費補助金 47,212 私立保育園等が実施する障がい児保育事業への助成

● 家庭児童相談室設置事業 4,526 家庭児童相談員２名を配置し、児童に係る養育や家庭問題の相談受付と
サポートを実施
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

● ファミリーサポートセンター
事業

4,537 登録会員同士による相互援助活動を通して、子育てを支援（国1/3、県
1/3）

放課後児童健全育成事業 302,109 昼間保護者が家にいない放課後児童の健全育成活動を学童保育所へ委託
（国1/3、県1/3）

地域子育て支援センター事業 15,902 私立保育所に専任職員を配置し、育児相談、育児講座、子育てサークル
支援等の事業を委託（ときわだい保育園、おにやなぎ保育園）（国
1/3、県1/3）

● 病後児保育事業費補助金 7,746 病気の回復期にある児童を預かる病後児保育室事業を実施する私立保育
園への助成（いいとよ保育園）

学童保育所運営費補助金 8,500 昼間保護者が家にいない放課後児童の健全育成活動を行っている学童保
育所に対し運営費を助成（14学童保育所）

学童保育所施設建設事業 174,233 江釣子学童保育所の増築
● 子育て世帯住宅支援事業費補

助金
40,000 子育て世帯の住宅取得の費用の一部に対し、補助金を交付

● 小規模保育設置促進事業費補
助金

39,798 小規模保育事業を開始する事業者へ整備費を補助（国2/3）

児童措置費 保育園保育実施事業（委託） 972,426 民間保育所及び市外私立保育所へ市内児童の保育を委託（国1/2、県
1/4）

児童扶養手当給付事業 397,173 母子家庭世帯及び父子家庭世帯への児童扶養手当の支給（国1/3）
児童手当等給付事業 1,508,000 中学校卒業までの児童を養育する世帯への児童手当の支給（国37/45又

は4/6、県4/45又は1/6）
保育所費 保育所運営事業（子育て支援

課）
18,682 公立保育園６園の嘱託医及び施設管理等に係る経費

保育所運営事業（各園） 208,659 ６保育所の運営経費
地域子育て支援センター運営
事業

14,936 大通り、江釣子保育所において育児相談、指導、サークル支援などの子
育て支援事業を実施（国1/3、県1/3）
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

延⾧保育促進事業 17,145 保護者の勤務体制や時間外勤務に対応した延⾧保育を実施
〔実施保育所〕大通り、二子、横川目

こども療養セン
ター費

児童発達支援事業 7,514 心身に障がい又は発達の遅れのある児童に対し、保護者と協力して早期
療育を実施（どんぐり教室、たけのこ教室、リハビリ教室の開催）

少年センター費 少年センター運営事業 5,087 青少年の健全育成と非行防止のため、問題少年の補導、青少年の指導、
育成、相談を実施

母子福祉費 ひとり親家庭医療費給付事業 32,825 ひとり親家庭等に対し医療費を給付（県1/2）
● 子ども・妊産婦医療費給付事

業
191,063 子ども、妊産婦に対し医療費を給付（妊産婦、未就学児、小学生の入院

のみ県1/2）
児童福祉施設費 施設型給付費等負担金 358,230 教育・保育を提供するために必要な経費を認定こども園等に給付（国

1/2、県1/4）
地域型給付費等負担金 650,192 保育を提供するために必要な経費を小規模保育事業所等に給付（国

1/2、県1/4）
生活保護総務費 ● 子どもの学習支援事業 2,725 生活困窮世帯の子どもに対する学習ボランティアによる学習会の開催

と、保護者に対する学習支援員による相談支援等を実施（国1/2）
生活困窮者自立支援事業 14,670 生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、困窮状態から早期に脱却

するための支援を実施（国3/4）
扶助費 生活保護扶助費 999,153 生活に困窮する者に対し、最低生活保障を行い、自立を支援（国3/4）
災害救助費 震災避難者支援事業 3,053 東日本大震災による内陸避難者への支援や災害公営住宅入居予定者等に

対するコミュニティ支援を実施（国10/10）
4款
衛生費

保健衛生総務費 健康管理センター等整備事業 21,989 老朽化した健康管理センター等に替わり、新たな保健施設と子育て支援
施設を一体的に整備するため、基本設計等を実施

予防費 予防接種事業 226,503 乳幼児及び児童並びに66歳以上の者の法定の定期予防接種

● 小児インフルエンザ予防接種
助成事業

1,400 生活保護受給世帯、住民税非課税世帯の小学校６年生までの小児に対し
て、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

環境衛生費 北上市公衆衛生組合連合会事
業費補助金

8,693 地域の生活環境と公衆衛生の向上に資するため組合を組織し、環境美化
とリサイクルを推進

公衆衛生指導員設置 6,250 地域の環境美化、ごみの分別、リサイクルの指導・支援、ごみ集積所の
清掃管理を行うため、公衆衛生指導員を設置

合併処理浄化槽設置費補助金 48,985 浄化槽の設置に要する経費を助成
北上地区広域行政組合事務費
負担金（総務・火葬場費）

44,796 北上地区広域行政組合の総務費及び火葬場費に係る事務費負担金

ごみ減量専任指導員設置事業 4,136 啓発活動やごみ出しの指導など、ごみ減量とリサイクルを推進するた
め、専任指導員を設置

北上地区広域行政組合施設整
備負担金（火葬場）

4,998 北上地区広域行政組合の火葬場費に係る施設整備負担金

環境保全費 公害防止監視測定事業 9,010 事業所への立入測定とその他環境に関する各種測定を実施（法律や協定
基準の順守状況の確認）

地域エネルギーマネジメント
事業

8,618 あじさい型スマートコミュニティ事業において構築した地域エネルギー
マネジメントシステムの運用経費

住宅用おひさまパワー活用設
備設置補助金

10,025 住宅用の太陽光発電・熱利用設備を導入する経費に対し補助

母子保健費 妊産婦乳幼児訪問相談事業 4,742 安心して妊娠・出産・育児期を過ごせるための支援と、育児困難、虐待
等を予防するための訪問相談を実施

妊婦・乳児個別健康診査事業 85,224 ・出生届出時に乳児一般健康診査票を交付
・妊娠届出時に妊婦健康診査票及び子宮頚がん検診受診票を交付

乳幼児集団健康診査事業（１
歳６月、３歳６月児）

14,627 １歳６カ月児と３歳６カ月児の健康診査の実施

乳幼児集団健康診査事業（４
月、10月、２歳６月児）

4,141 ４カ月児と10カ月児、２歳６カ月児の健康診査の実施

未熟児養育医療給付事業 6,548 １歳までの未熟児の医療費給付
● 新生児聴覚検査費助成事業 1,600 新生児聴覚検査の費用の一部を助成
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

● 妊娠・出産包括支援等事業 6,234 産後健康診査及び産後ケア事業を助産師による訪問型で実施
健康づくり推進
費

健康診査実施事業（後期高齢
者分）

22,142 後期高齢者に係る健康診査及び歯科健診の実施

肝炎ウイルス検診事業 3,999 Ｂ型・C型肝炎ウィルス検査について、40歳節目検診及び41歳以上の未
受診者の検診を実施（県2/3）

結核・肺がん検診 17,099 疾病の早期発見、早期治療に結びつけるため、結核・肺がん検診を実施
各種がん検診 79,038 疾病の早期発見、早期治療に結びつけるため、各種がん（胃がん、大腸

がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん）検診を実施
がん対策基金活用事業 2,630 ・がん患者の生活の質的向上を図るため、基金を活用し、介護用品のレ

ンタル代等や乳房補正具、頭髪補正具等の購入費を助成
・ボランティア養成講座や市民講演会の開催、市民活動への助成
・市のがん検診初年度年齢料金無料化への対応

水道整備費 岩手中部水道企業団出資金 246,354 広域化対策企業債元金償還分 11,253千円
アセットマネジメント分   235,101千円

岩手中部水道企業団補助金 2,379 広域化対策企業債利子償還分  526千円
児童手当支給費補助     1,853千円

地域医療対策費 岩手中部地域病院群輪番制事
業負担金

5,000 岩手中部地域の指定病院による輪番制事業により、休日夜間の救急医療
体制を確保

市町村医師養成事業負担金 7,575 岩手県内の公立病院等（北上済生会病院を含む）に将来従事しようとす
る医学部学生への修学資金貸付事業への市負担金（実施主体:岩手県国
保連）

北上済生会病院救急医療等事
業費補助金

72,298 救急医療、小児医療等の不採算部門の医療を提供する公的病院に対する
助成

● 北上済生会病院新病院建設支
援総合補助金

749,147 北上済生会病院新病院の建設事業費の一部を補助（一部対象経費につい
て国1/2、起債90%）

清掃総務費 集団資源回収事業費補助金 5,230 リサイクルを推進するため、集団資源回収を行う団体に対し、資源ごみ
量に応じた助成を実施
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

岩手中部広域行政組合事務費
負担金

67,482 岩手中部広域行政組合に対する総務費、公債費、運営費分の負担金

じん芥処理費 資源ごみ収集運搬事業 73,148 家庭系資源ごみの収集運搬（収集運搬業務委託）
資源ごみ加工保管事業 41,262 収集した資源ごみを再商品化するための加工保管（加工保管業務委託）
家庭ごみ収集運搬事業（可
燃、不燃）

145,087 各家庭から排出された家庭ごみの収集運搬（収集運搬業務委託）

家庭ごみ手数料化事業 41,765 家庭ごみ手数料化に係る手数料袋及びシール券の製造配送保管業務委託
及び手数料袋等取扱業務委託

最終処分場管理事業 20,099 最終処分場（臥牛）の維持管理に係る経費
最終処分場機器更新事業 8,888 最終処分場（臥牛）のポンプ等機器の更新

清掃事業所費 清掃事業所管理費 104,593 清掃事業所の維持管理に係る経費
し尿処理費 し尿収集運搬事業 137,158 し尿の収集運搬に係る業務委託料ほか

北上地区広域行政組合事務費
負担金（し尿）

121,511 北上地区広域行政組合のし尿処理施設管理に係る負担金

北上地区広域行政組合施設整
備負担金（し尿）

5,011 北上地区広域行政組合のし尿処理施設整備に係る負担金

地域衛生処理セ
ンター費

流通基地衛生処理センター管
理事業

13,668 流通基地衛生処理センターの施設維持管理業務（処理センターの運転、
水質管理、汚泥処理、管渠の保守）

5款
労働費

労働諸費 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

9,942 中小企業労働者の労働環境の改善を図るため、福利厚生事業を共同で実
施する同センターの運営費に対する助成

職業訓練法人北上情報処理学
園運営費補助金

11,000 地域のＩＴ人材育成のため、北上コンピュータ・アカデミーの運営費を
補助

シルバー人材センター運営費
補助金

10,739 高齢者の労働能力活用を促進するため、シルバー人材センターの運営費
を助成

北上雇用対策協議会負担金 7,392 人材の確保、育成、定着等雇用対策事業全般を行う北上雇用対策協議会
への負担金
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

北上地域人材確保定着サポー
ト事業

14,019 若年者等への就労支援を行う「ジョブカフェさくら」を北上雇用対策協
議会に委託し、求職者向けの就業相談やセミナー等の開催、求職者の掘
り起し、企業向け人材育成セミナーを実施

大学生等インターンシップ強
化事業

3,518 大学等新卒者の地域定着により企業における人材確保を図るため北上雇
用対策協議会に委託（コーディネーターによるインターンシップの受入
れ企業と学生とのマッチングと交通費を助成）

● 職業訓練法人北上情報処理学
園施設整備費補助金

43,196 北上情報処理学園パソコンリース料相当額に対し、国庫補助を活用し助
成（国10/10）

中小企業のためのＵＩターン
支援事業補助金

2,300 県外からのＵＩターンの促進と中小企業の人材確保を支援するため、対
象者の面接に係る交通費や引っ越し費用を補助

勤労者福祉施設
費

サンレック北上管理事業 9,885 サンレック北上の施設管理業務

農業委員会費 農業委員会運営事務 31,884 農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬、並びに農業委員会の運営
に関する事務

農業振興費 農業中間支援事業 14,606 農業者のニーズに対応するため、必要な情報収集及び提供、関係機関と
の連携を行い、農業振興を支援する業務を委託により実施

環境保全型農業直接支払交付
金

12,459 環境保全効果の高い営農を行う農業者に対する国基準に基づく交付金
（国1/2、県1/4）

中山間地域等直接支払交付金 98,234 中山間地域の急傾斜地等生産条件の不利な農地で、集落・個別協定に基
づき5年以上継続する農業生産活動に対し助成（対象地域:黒岩、更
木、口内、稲瀬、横川目、岩崎）

農業次世代人材投資資金 19,500 青年就農者の定着を図るため、就農直後の所得補償として資金を給付
（国10/10）

いわて地域農業マスタープラ
ン実践支援事業費補助金

9,000 マスタープラン等に基づき、必要な機械・施設の整備を支援

産地パワーアップ事業費補助
金

3,840 地域の営農戦略に基づき、その達成に向けた施設整備等の取組に対し補
助（国10/10）

6款
農林水産業費
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

口内地区新規就農プロジェク
ト推進事業

2,400 口内地区の新規就農者となる人材を地域おこし協力隊制度により登用
し、地域の活力アップを図る

口内地区新規就農プロジェク
ト推進事業費補助金

1,600 登用した口内地区地域おこし協力隊の活動費に対し補助

★ 口内地区新規就農プロジェク
ト起業費補助金

1,000 口内地区の地域おこし協力隊が起業するための経費に対し補助

更木地区養蚕再生プロジェク
ト推進事業

4,800 養蚕によるふるさと振興を企画する人材を、更木地区の地域おこし協力
隊として登用し、安定的な養蚕体制の構築を図る

更木地区養蚕再生プロジェク
ト推進事業費補助金

3,200 登用した更木地区地域おこし協力隊の活動費に対する補助

● 北上市次世代農業創出プロ
ジェクト事業

1,000 ・兼業農家の収益力向上につながるアイデア募集の実施
・兼業農家向けの有機栽培転換支援の実施

● 北上市次世代農業創出プロ
ジェクト事業費補助金

1,500 兼業農家の収益力向上モデル事業の実施経費について補助

★ 園芸産地ブランド推進事業 5,000 ・重点振興作物を中心とした園芸産地を強化していくための支援
・小規模でも園芸作物の面積拡大に取り組む生産者の支援

★ 強い農業・担い手づくり総合
支援交付金

50,030 産地・担い手の発展の状況に応じた、農業用機械・施設の導入費用の補
助（国10/10）

水田農業経営確
立対策事業費

経営所得安定対策推進事業費
補助金

21,667 販売価格が生産コストを恒常的に下回っている作物を対象に、その差額
を補助することを目的とする経営所得安定対策を円滑に実施するため、
その事務費を北上市農業再生協議会に補助（県10/10）

農地集積・集約化対策事業 31,517 地域の担い手が効率的に耕作を行うことができるよう、農地中間管理機
構に農地を貸し付け、農地集積に協力する地域又は個人に協力金を交付
（国10/10）

農業者施設費 親水公園等管理事業 7,277 えづりこすずの里（佐野公園、新渡戸公園）、日平親水公園、鳩岡崎親
水公園、新堰水辺公園、新堰東水辺公園、更木ビオトープ公園、黒岩ビ
オトープの施設管理事務
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

農業者施設管理事業 72,801 農業者施設（農村体験実習館、農村環境改善センター、多目的研修セン
ター、農村交流センター）の管理運営（指定管理料ほか）

畜産業費 ★ 畜産経営安定対策事業費補助
金

2,942 価格下落時の畜産農家の経営安定のための生産者の積立金補助

市営牧野費 牧野管理事業 12,414 稲瀬牧野と水上牧野の維持管理経費
農地費 農業集落排水事業特別会計繰

出金
631,610 農業集落排水事業特別会計に対する繰出

・基準内   615,865千円
・基準外  15,745千円

県営ほ場整備事業負担金 44,290 県営基盤整備事業に伴う県工事費負担金（六原地区、水押地区、和賀中
部岩崎地区）
・負担割合 国50%、県27.5%（30％）、市10%、地元12.5%

国営造成施設管理体制整備促
進事業負担金

8,119 国営造成土地改良施設の管理、整備強化を図るための協議会負担金（岩
手中部地区外３地区）
・負担割合 国50％、県25％、市25％×属地率

農業水利施設保全合理化事業
負担金

14,250 県営土地改良事業に伴う工事負担金（和賀中央地区、十文字地区、国見
地区）
・負担割合 国50％、県27.5％、市10％、地元12.5％）

多面的機能支払交付金 561,196 農地、農業施設維持保全や自然や景観を守る活動及び水路等の施設の⾧
寿命化を図る活動に対する交付金（国1/2、県1/4）

農村地域防災減災事業負担金 48,186 市管理施設である岩崎農場ため池（外１地区）の農村地域防災減災事業
に伴う工事負担金
・負担割合 国55％、県36％、市9％）

林業振興費 林業施設管理事業 13,511 林業施設（北上市憩いの森、生活環境保全林）の管理業務（指定管理料
ほか）

森林病害虫等防除事業 5,040 松くい虫被害木の駆除、焼却及びくん蒸処分等に要する経費
北上木材流通促進事業補助金 3,766 木材供給に係る運搬経費に対し、補助金を交付
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

★ 森林経営管理事業 9,837 市内私有林の適切な経営管理を推進する事業、事業推進のため地域林政
アドバイザーを雇用

7款
商工費

商工総務費 工業団地事業特別会計繰出金 169,746 工業団地事業特別会計への繰出金（基準外）
・公債費の一部を繰出し

商工振興費 北上市企業立地促進補助金 10,000 県補助制度に基づく立地企業への補助（県1/2）
・固定資産投資額の1/10（限度額3億円）

● 高度金型技術者育成事業 8,720 地元大学に高度金型技術者育成事業を委託することにより、地域の金型
技術者の育成を図る

北上商工会議所事業費補助金 13,240 商工会議所が行う商工業振興のための事業費に対し助成
国際リニアコライダー推進事
業

405 国際リニアコライダー誘致に関する普及啓発活動を実施

中小企業県制度融資利子補給
金

17,000 県単制度融資（普通小口資金、創業資金、商工観光振興資金、小規模小口資金）
を利用した融資に係る貸付利息に対して対して行う定率の利子補給

中小企業融資保証料補給金 5,000 北上市中小企業融資制度に基づく融資に付させる信用保証の保証料補給
中小企業融資利子補給金 11,000 北上市中小企業融資に係る貸付利息に対して行う定率の利子補給

● 基盤技術高度化推進事業 14,606 基盤技術に係る研究、調査、技術相談、人材育成などを岩手大学に事業
委託

３次元ものづくり技術人材育
成事業費補助金

10,000 ３次元技術を活用した地域産業の発展のため、「いわてデジタルエンジ
ニアセンター」で行う３次元ものづくり技術に関する人材育成と地域企
業への普及事業を補助

● 若者・女性のためのチャレン
ジショップ事業費補助金

3,362 「若者や女性の商業による創業を支援するチャレンジショップ事業」の
設置・運営の経費の一部に補助金を交付

★ 起業家成⾧応援ファンド事業 3,000 創業支援ファンドに出資することで、起業家の成⾧を支援し地域経済の
活性化を図る

産業連携推進費 新事業創出支援事業 3,033 市内の中小企業者、起業予定者、農業者などに対し、産業の枠を超えた
連携による新事業の創出に係る費用の一部を補助
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

● ふるさと便ＰＲ事業 263,737 ふるさと納税者に対し、市の農産物等特産品を返礼することにより、広
く北上市農産物等特産品のＰＲを実施

● ふるさと便推進事業 53,975 ふるさと納税に係る受付業務、受発注業務、お礼の品の開発を委託
農楽工楽クラブ事業費補助金 800 西和賀町との定住自立圏連携事業として農楽工楽クラブの活動を位置づ

け、活動費を２市町で補助するもの
● ローカルカンパニー魅力発信

隊事業
7,200 地域おこし隊を雇用し、市内企業の魅力や産業支援活動を掘り起こし、

発見された強みを広くPR
● ローカルカンパニー魅力発信

事業費補助金
4,800 ローカルカンパニー魅力発信隊の活動費に対し補助

消費生活対策費 消費者救済資金貸付事業 23,000 多重債務者等の生活再建を支援するため、低利資金の融資事業への資金
預託

消費生活センター運営事業 7,072 多様化する消費生活問題に対応するため、関係機関と連携し相談業務を
実施

観光費 観光宣伝事業 7,335 観光宣伝に係る報償費及び旅費、観光パンフレット等の作成、宣伝広告
の掲載経費

北上観光コンベンション協会
運営費補助金

18,575 観光案内所、その他の運営経費に対する助成

みちのく芸能まつり事業費補
助金

13,000 みちのく芸能まつり運営事業費に対する助成

北上展勝地さくらまつり事業
費補助金

10,000 北上展勝地さくらまつり運営事業費に対する補助

● みちのく三大桜名所プロモー
ション強化事業

2,300 弘前市、仙北市と連携し、さくら名所の海外へのプロモーションを強化
（国4/5）

夏油高原国有林野借上事業 7,793 当市の主要な観光エリアである夏油高原への誘客促進のため、夏油高原
スキー場の施設所有者として、国有林野使用料を負担

★ 夏油高原スキー場調査研究事
業

3,000 夏油高原スキー場の経済波及効果等の調査研究
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

観光施設費 夏油高原スキー場施設管理事
業

43,429 夏油高原スキー場の施設整備委託料等経費

展勝地レストハウス管理事業 5,036 展勝地レストハウスの施設管理費
みちのく民俗村管理事業 58,533 みちのく民俗村の指定管理に係る指定管理料
民俗村民家屋根葺替事業 34,348 みちのく民俗村の民家の茅葺屋根の葺替えを実施
みちのく民俗村トイレ改修事
業

5,029 みちのく民俗村敷地内にあるトイレ洋式化への改修工事

工業施設費 技術交流センター管理事業 9,129 企業における各種研修、交流による技術力向上を図る技術交流センター
の管理運営費（指定管理）

● 産業支援センター管理事業 60,983 各産業の包括的な支援により、産業間連携や起業による新事業創出を支
援する産業支援センターの管理運営費（指定管理）

商業施設費 市民交流プラザ管理事業 17,910 市民交流プラザの管理運営費
企業立地促進費 ● 北上工業団地周辺道路整備事

業
376,000 北上工業団地拡張に伴い外周道路の整備

● 北上工業団地地域交流拠点施
設整備事業

520,000 工業団地拡張に伴い屋内運動場の移設が必要となり、近接地に移転先を
設け地域交流館として整備するもの

★
●

宿成田線道路拡幅整備事業 86,500 北上工業団地拡張に伴い外周道路の整備

★
●

北部勤労者屋内運動場解体事
業

50,000 北上工業団地拡張に伴い北部勤労者屋内運動場を移転するため、旧施設
の解体をするもの

8款
土木費

土木総務費 県道北上和賀線地域連携道路
整備事業（県実施分）

3,000 県が実施する県道北上和賀線の水路部分の敷地を取得（県10/10）

道路橋りょう総
務費

道水路境界確認事務 13,549 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、現地境界
立会等の事務

道路維持費 道路維持補修事業 100,812 市道の安全確保を図るため、路面損傷部の補修及び道路・側溝修繕を実
施

道路除排雪事業 300,000 道路除排雪に係る委託料及び地域除排雪協力者謝金
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

みちづくり支援事業費補助金 5,640 地域の課題解決のため、地域が主体的に行う道路整備に対して補助
道路管理車両購入事業 88,500 ロータリー除雪車、除雪ドーザ、凍結防止剤散布車をそれぞれ１台購入

● 街路灯設置事業費補助金 10,125 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
一部に対して補助

道路新設改良費 道路機能回復事業 106,000 路面及び道路施設の機能回復修繕を実施
・道路構造物点検業務 １式
・修繕設計業務 １式
・舗装修繕工事 ２路線
・歩道橋修繕 ２橋
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

生活道路等整備事業 366,510 生活道路の道路改良により、安全で快適な環境を確保（18路線）
・下川原32号線（⿁柳）
・上江釣子補助幹線（江釣子）
・本郷坂線（岩崎）
・沢の入大官森線（岩崎）
・中屋敷枝線（更木）
・川岸川端線（黒東）
・中島線（立花）
・旭ヶ丘４５、１３号線（飯豊）
・川端５１号線（二子）
・平沢１４号線（黒岩）
・和賀公民館北３３号線（和賀）
・能登坂線（岩崎）
・岩沢１４号線（和賀）
・⾧沼９９号線（藤根）
・岡田７４号線（飯豊）
・岩崎１６号枝線（岩崎）
・外山線枝３４号線（更木）
・下雲南51号線（口内）

飯豊北線整備事業 305,500 北上市と花巻市を結ぶ広域都市計画道路を順次整備（国50％）
・飯豊北線蓬田橋架替工事
・用地購入 A=89㎡
・物件補償 立木補償、電柱移設

金栗線整備事業 5,500 江釣子小学校前の歩道整備とＪＲ和野踏切の拡張の実施（国50％）
・実施設計 １式（電気通信設備実施設計）

⾧清水中野線整備事業 20,000 交通量の多い⾧清水中野線の歩道を整備（国50％）
・歩道整備 L=133ｍ
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

★ 蛭川住宅団地接続道路整備事
業

6,800 蛭川団地内への緊急車両の通行可能な接続道路の整備

北工業団地雨水排水施設整備
事業

130,000 北工業団地に雨水管を敷設することで、頻繁に発生する道路の冠水を防
止する

上川原常盤台線改良事業 11,200 上川原常盤台線と県道北上停車場線の交差点に右折レーンを設置する
・交差点改良 L=150ｍ
・歩道改良  L=120ｍ

北上警察署東線道路整備事業 21,000 生活道路の改良舗装（国50％）
・道路改良 L＝160ｍ

飯豊和田線道路改良事業 24,000 飯豊和田線から流通センター内への車両進入を容易にするため、上り車
線に２車線を設けるもの
・測量設計業務 １式

柏野笠松小線整備事業 14,520 県道花巻和賀線の柏野団地南端部を起点とし、市道笠松大槻線の笠松小
学校南方150ｍ地点に至る延⾧2ｋｍの整備
・用地測量 １式
・用地取得 Ａ＝183㎡
・物件補償 １式

林崎蒲谷地線整備事業 20,000 道路整備（国50％）
・道路詳細設計 １式

後藤野工業団地防雪柵設置事
業

89,000 防雪柵設置 700ｍ

橋りょう費 ● 橋梁⾧寿命化修繕事業 497,000 橋りょうの⾧寿命化を図るため、急速に老朽化が進む橋梁の計画的・予
防的な修繕を実施（国55％）
・国見橋 ・北上中央橋
・人当橋 ・中の橋
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

牡丹橋整備事業 212,700 老朽化が進んだ橋梁の架け替えの実施（国50％）
・仮設道路用地借上料
・旧橋撤去、上部工製作
・作付補償

交通安全施設整
備費

交通安全施設整備事業 15,000 交通安全施設（カーブミラー、ガードレール、区画線）の整備

河川費 飯豊川改修事業（市単独河川
整備事業）

20,000 飯豊川河川改修工事の実施
・改修工事L=60ｍ

都市計画総務費 駐車場事業特別会計繰出金 156,819 駐車場事業特別会計への繰出金
・基準外 156,819千円

下水道事業会計出資金 365,537 下水道事業会計への出資金
・基準内:365,537千円

下水道事業会計補助金 687,254 下水道事業会計への補助金
・基準内:546,226千円
・基準外:141,028千円

下水道事業会計負担金 21,487 下水道事業会計への負担金
・基準内:21,487千円

公園管理費 公園緑地管理事業 165,705 都市公園等の管理、保守、公園施設の修理の実施、施設の占用、使用等
に関する事務

展勝地開園100周年保全事業 6,396 2021年に開園100周年を迎える展勝地公園陣ヶ丘の保全を実施
公園整備費 展勝地公園整備事業 233,000 社会資本整備総合交付金を活用し、公園施設を拡張整備

・ＳＬ建屋新築工事
・ＳＬ広場整備工事
・案内看板整備

公園施設⾧寿命化推進事業 109,086 公園施設⾧寿命化計画に基づく公園施設の改修
交通政策費 ● 広域バス路線運行費補助金 3,785 日常生活の利便性を確保するため、生活路線バス（広域運行）へ補助

・県単単独補助路線:成田線、北上線
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

● 拠点間交通運行補助金 16,752 都市拠点及び地域拠点間を結ぶ拠点間交通への運行補助
● 地域内交通運行補助金 6,700 タクシー事業者又は自治組織あてに乗合タクシー等の運行経費に対する

補助
★ 拠点間交通運行事業 17,703 都市拠点及び地域拠点間を結ぶ定時定路線の市町村運営有償運送
★ まちなかターミナルバス待合

室整備事業
22,341 まちなかターミナルにおいて、さくら野百貨店の店舗空きスペースを利

活用した待合室の整備
住宅総務費 宅地造成事業特別会計繰出金 3,831 宅地造成事業特別会計への繰出金

・基準外:3,831千円
生活再建住宅支援事業利子補
給補助金

3,000 東日本大震災により被災した全壊家屋等の再建のため、住宅新築に係る
借入に対する利子補給（県10/10）

生活再建住宅支援事業補修工
事等補助金

56,700 東日本大震災により被災した損壊家屋等の再建のため、修繕費等に対し
て助成（県10/10）

被災者住宅再建支援事業費補
助金

5,000 東日本大震災の被災者が市内に住宅を建設又は購入した場合に補助

● 空き家対策事業 2,983 空き家対策の推進に関する特別措置法、北上市空き家対策条例及び北上
市空き家等対策計画に基づく特定空家等への措置等経費

● 空き家対策工事ローン利子補
給補助金

258 空き家所有者が、改修、解体費用を金融機関からの借入金で賄う場合
に、その利息の一部を補助

★ 特定空家等解体事業 38,485 相続放棄された危険な空き家を略式代執行により解体するもの
市営住宅管理費 市営住宅管理事業 71,577 市営住宅の管理経費

市営塚腰住宅解体事業 7,662 老朽化した市営塚腰住宅の一部を解体
市営住宅建設費 市営中層住宅改修事業 42,900 江釣子駅前住宅の屋根・外壁等改修工事

9款
消防費

常備消防費 北上地区消防組合事務費負担
金

1,187,139 北上地区消防組合の事務費に係る負担金

北上地区消防組合施設整備負
担金

195,399 北上地区消防組合の施設整備に係る負担金

非常備消防費 消防団運営事業 66,964 市内消防団の運営に係る経費（消防団報酬及び手当、活動服費等）
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

消防施設費 消防車両整備事業 31,319 小型動力ポンプ付積載車３台を購入
消防屯所整備事業 28,233 第４分団第３部屯所（滑田）の建替を実施

防災費 ★ 防災ハザードマップ更新事業 10,962 最新の浸水想定区域や土砂災害警戒区域の指定に対応するためハザード
マップを更新するもの

10款
教育費

事務局費 ● 特別支援教育事業 3,103 支援を要する児童・生徒の学びの場検討のため、特別支援教育専門調査
員を配置し、日常の児童の観察や相談対応等を実施

● 外国人語学指導助手招致事業 35,252 外国人英語指導員（ＡＬＴ）を招致し、小中学校及び幼稚園において外
国語に触れ、国際理解を深める機会を設けるもの

● 個別指導支援事業 50,989 学習にあたって特に配慮が必要な児童生徒に対し、非常勤職員を任用し
て学校生活での介助、支援を実施

通学路の安全整備事業 5,000 通学路の安全を確保するため、交差点・路側帯のカラー舗装化、標識の
設置等を実施

★ 中学校部活動指導員事業 7,098 教職員の負担軽減、働き方改革のため、部活動指導支援員を雇用し、教
職員の勤務時間削減を図るもの

奨学事業費 奨学金貸与事業 37,445 経済的理由により修学困難な高校生、大学生への貸付
・高校生10,000円／月、大学生30,000円／月

教育研究所費 教育相談員設置事業 13,377 児童生徒の問題行動、不登校指導、教育相談、言語指導の充実強化を図
るため教育相談員等を設置（教育相談員:1人、適応支援教室指導員
（ひまわり広場）:１人、ことばの教室指導員:３人）

教育研究事業 8,084 教育研究に係る委託、標準学力検査、幼児ことばの教室の設置に係る事
業をそれぞれ実施

● 学力ステップアップ事業 4,567 小・中学校が連携して児童・生徒の学力向上を図るため、学習指導員を
配置し、少人数での指導等を行う

小学校管理費 小学校遠距離通学支援事業 68,477 児童の遠距離通学対策として、通学バス定期券等を援助、また公共交通
機関の無い地域については、スクールバス運行を委託

小学校教育振興
費

小学校教育用コンピュータ整
備事業

71,590 コンピュータ教室等へのパソコン整備（リース費用）
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

小学校就学援助事業 29,905 経済的理由により、就学困難と認められる児童の保護者に対し、学用
品、給食費、医療費、修学旅行費等を援助

プログラミング教育事業 4,400 平成32年度から本格実施される学習指導要領に基づくプログラミング学
習のため教材を整備

小学校建設費 ● 二子小学校ＬＥＤ照明改修事
業（ＣＯ２対策事業）

150,035 二子小学校の校舎の照明のＬＥＤ化を実施

東部地区統合小学校建設事業 181,392 立花小学校、黒岩小学校、照岡小学校の統合小学校建設
★ 更木小学校プール防水改修事

業
15,582 高学年用プール防水シートの改修

中学校管理費 中学校遠距離通学支援事業 17,879 生徒の遠距離通学対策として、通学バス定期券等を援助し、公共交通機
関の無い地域については、スクールバス運行を委託

中学校教育振興
費

中学校教育用コンピュータ整
備事業

31,306 コンピュータ教室等へのパソコン整備（借上）

中学校就学援助事業 27,454 経済的理由により、就学困難と認められる生徒の保護者に対し、学用
品、給食費、医療費、修学旅行費等の援助

中学校建設費 ● 江釣子中学校⾧寿命化改良事
業

307,962 江釣子中学校⾧寿命化改良事業に係る改修工事

飯豊中学校暖房機器更新事業 35,241 飯豊中学校の暖房機器の更新

和賀東中学校ＬＥＤ照明改修
事業（ＣＯ２対策事業）

179,718 和賀東中学校の校舎の照明のＬＥＤ化を実施

★ 上野中学校屋根改修事業 23,793 老朽化している屋内運動場屋根を改修するもの

★ 北上北中学校屋根改修事業 20,958 老朽化している屋内運動場屋根を改修するもの

幼稚園費 ● 私立幼稚園就園奨励費補助金 173,007 保護者の経済的負担を軽減するため、私立幼稚園園児保護者の所得に応
じて保育料等を助成（国1/3）
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

★ 横川目幼稚園仮園舎設置事業 6,410 耐震性不足の園舎（笠松小学校施設）の一部についてプレハブ仮園舎を
設置するもの

社会教育総務費 自治公民館活動交付金 13,400 自治公民館の活動費に対する交付金
交流センター生涯学習事業 68,924 地区交流センターが行う生涯学習事業の指定管理料等

文化財保護費 史跡江釣子古墳群史跡等購入
事業

14,837 国指定史跡の保存と活用のため史跡用地を購入

多聞院伊澤家住宅消防道路設
置事業

9,112 文化庁の補助を活用し、多聞院伊澤家住宅までの緊急車両用道路を整備
（国1/2、起債100%）

図書館費 図書資料整備事業 13,756 貸出、閲覧に供する雑誌、図書、映像資料等の購入
博物館費 博物館管理事業 14,429 博物館の管理運営業務

企画展示等事業 5,149 特定のテーマに基づく企画展示の実施
生涯学習セン
ター費

生涯学習センター管理事業 105,295 生涯学習センターの施設管理
・建物借上料等

文化交流セン
ター費

さくらホール管理事業 293,581 さくらホールの管理運営
・指定管理料等

さくらホール舞台機構設備制
御装置更新事業

39,240 さくらホールの舞台機構の設備制御装置の更新及びスパイラリフトの一
部更新

● さくらホールＬＥＤ照明改修
事業（ＣＯ２対策事業）

158,027 さくらホールの照明（ホール以外）のＬＥＤ化

★ さくらホールアプローチ改修
事業

6,600 さくらホール玄関上部アプローチデッキの改修

日本現代詩歌文
学館費

日本現代詩歌文学館管理事業 124,006 日本現代詩歌文学館の管理運営
・指定管理料等

日本現代詩歌文学館振興会運
営費補助金

4,275 現代詩歌に関する図書等の収集と情報提供を行う文学館振興会の運営費
に対する補助

★ 日本現代詩歌文学館舞台吊物
設備改修事業

27,343 日本現代詩歌文学館の舞台吊物設備の改修
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

★ 日本現代詩歌文学館図書資料
管理システムソフト更新事業

10,206 日本現代詩歌文学館の図書資料管理システムソフトの更新

埋蔵文化財セン
ター費

発掘調査事業 34,236 個人住宅建設や民間開発等に伴う緊急発掘調査

⿁の館費 ⿁の館管理事業 15,614 ⿁の館の管理運営業務
保健体育総務費 ● スポーツツーリズムプロ

デューサー設置事業
2,400 地域資源を活かしたスポーツツーリズムを展開できる人材を地域おこし

協力隊制度により登用し、地域の魅力アップを図る
● スポーツツーリズムプロ

デューサー活動費補助金
1,600 登用したスポーツツーリズムおこし協力隊に対し、活動費補助金を交付

いわて北上マラソン大会開催
事業費補助金

4,850 いわて北上マラソン大会の開催に係る経費を実行委員会に補助

大学生スポーツ合宿事業費補
助金

5,000 市内に宿泊して実施する大学生等スポーツ合宿に対して事業費の一部を
補助するもの

● ラグビーW杯・東京五輪事前
合宿等誘致事業

3,044 ラグビーW杯公認チームキャンプ地としての対応のほか、東京五輪に向
け、関連イベント等の誘致活動に係る経費

● スポーツコミッション推進事
業

9,313 スポーツを観光資源としたツーリズムを推進するため、各種大会や合宿
誘致、スポーツイベント等を創出する活動組織に対し、負担金を交付

● ラグビーワールドカップ２０
１９公認キャンプ地推進事業

10,784 ラグビーワールドカップ2019地域交流計画を実施し、異文化理解、シ
ティプロモーション、ワールドカップの機運醸成につなげるもの

★ 東京五輪機運醸成事業 1,000 オリンピックＰＲ関連事業を実施し、オリンピック・パラリンピックの
開催機運醸成につなげるもの

体育施設費 ★ 江釣子体育館屋根改修事業 30,494 江釣子体育館の劣化した屋根の改修

★ 江釣子野球場設備改修事業 24,660 江釣子野球場の防球ネットの設置

★ 和賀川グリーンパークテニス
コート通路補修事業

4,000 和賀川グリーンパークテニスコートの通路をアスファルト舗装するもの
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1) 一般会計

予算区分

学校給食費 北部学校給食センター給食実
施事業

53,475 小学校2校、中学校5校へ給食を提供

中央学校給食センター給食実
施事業

57,112 幼稚園1園、小学校10校へ給食を提供

西部学校給食センター給食実
施事業

140,768 幼稚園3園、小学校5校、中学校4校へ給食を提供

（仮称）新中央学校給食セン
ター建設事業

532,506 新中央学校給食センターをＰＦＩ方式で建設するもの

北部学校給食センター蒸気配
管更新事業

41,613 北部学校給食センターのボイラー蒸気配管の更新

総合運動公園体
育施設費

● ラグビーワールドカップ２０１９
公認キャンプ地施設整備事業

35,611 ラグビーワールドカップ2019の公認チームキャンプ地契約に基づいた設
備の整備

★ 北上陸上競技場第６ゲート
シャッター更新事業

3,982 北上陸上競技場第６ゲートのモーターとシャッターの更新

★ 北上総合体育館監視カメラ更
新事業

7,560 北上総合体育館の経年劣化した監視カメラ装置の更新

★ 北上陸上競技場光波距離測定
装置購入事業

4,123 北上陸上競技場の投擲競技用光波距離測定装置の購入

12款
公債費

公債費 市債償還元金 2,801,749 市債償還元金

市債償還利子 291,153 市債償還利子
13款
諸支出金

諸支出金 土地取得特別会計繰出金 773 土地取得特別会計への繰出金（基準外）
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）

会計区分
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

国民健康保険特別会計 一般被保険者療養給付費 4,578,048 一般被保険者の疾病及び負傷に係る療養の給付に要する経費
退職被保険者等療養給付費 5,625 退職被保険者等の疾病及び負傷に係る療養の給付に要する経費
一般被保険者療養費 31,731 一般被保険者の疾病及び負傷に係る療養費の給付に要する経費
診療報酬審査費 15,480 診療報酬審査に係る手数料
一般被保険者高額療養費 490,257 一般被保険者の疾病及び負傷に係る高額療養費の給付に要する経費
退職被保険者等高額療養費 7,679 退職被保険者等の疾病及び負傷に係る高額療養費の給付に要する経費
出産育児一時金支給費 24,373 被保険者の出産に対する一時金給付(１件42万円）
葬祭費支給費 6,450 死亡した被保険者の葬祭に対する給付(１件５万円）
国民健康保険事業費納付金
（一般被保険者医療給付費
分）

1,275,545 県から割当てられた事業費納付金（一般被保険者医療給付費分）に係る
経費
※財政運営が県との共同化により伴い平成30年度に新設

国民健康保険事業費納付金
（退職被保険者等医療給付費
分）

1,805 県から割当てられた事業費納付金（退職被保険者等医療給付費分）に係
る経費
※財政運営が県との共同化により伴い平成30年度に新設

国民健康保険事業費納付金
（一般被保険者後期高齢者支
援金等分）

510,088 県から割当てられた事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等
分）に係る経費
※財政運営が県との共同化により平成30年度に新設

国民健康保険事業費納付金
（退職被保険者等後期高齢者
支援金等分）

730 県から割当てられた事業費納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等
分）に係る経費
※財政運営が県との共同化により平成30年度に新設

国民健康保険事業費納付金
（介護納付金分）

157,072 県から割当てられた事業費納付金（介護納付金分）に係る経費
※財政運営が県との共同化により平成30年度に新設

人間ドック受診料助成事業 5,000 人間ドック受診料助成事業

 (2) 特別会計
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）

会計区分
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (2) 特別会計

保健衛生普及費 10,783 医療費通知に係る電算処理委託料等
特定保健指導事業 11,064 特定保健の指導に係る臨時筆耕賃金等の経費
特定健診実施事業 69,260 特定健診の実施に係る委託料等の経費

後期高齢者医療特別会計 保険料収納事務費 6,435 保険料の徴収に要する経費
後期高齢者医療広域連合納付
金

1,533,677 ・連合事務費分:35,000千円
・医療費分:701,832千円
・保険料分:594,567千円
・保険料軽減分:202,276千円
・延滞金等: 2千円

介護保険特別会計 介護認定審査会費 7,149 介護認定審査会の開催経費
認定調査等事務費 51,121 要介護認定調査員の設置及び主治医意見書作成に係る経費
居宅介護サービス給付費 2,870,000 居宅系サービスを受けた要介護認定者の費用に対する給付費
地域密着型介護サービス給付費 1,750,000 地域密着型介護サービスを受けた要介護認定者の費用に対する給付費
施設介護サービス給付費 2,130,791 施設サービスを受けた要介護認定者の費用に対する給付費
居宅介護福祉用具購入費 10,000 在宅の要介護認定者の福祉用具購入費用に対する給付費
居宅介護住宅改修費 14,500 要介護認定者の住宅改修に要する費用に対する給付費
居宅介護サービス計画給付費 333,380 要介護認定者の居宅介護支援に係る計画作成費用に対する給付費
介護予防サービス給付費 109,736 居宅系サービスを受けた要支援認定者の費用に対する給付費
地域密着型介護予防サービス
給付費

13,651 地域密着型介護サービスを受けた要支援認定者の費用に対する給付費

介護予防福祉用具購入費 2,256 要支援認定者の日常生活自立のための福祉用具購入費用に対する給付費
介護予防住宅改修費 5,688 要支援認定者の住宅改修に要する費用に対する給付費
介護予防サービス計画給付費 25,000 要支援認定者の居宅介護支援に係る計画作成費用に対する給付費
審査支払手数料 9,597 介護報酬請求に係る国保連審査手数料
高額介護サービス費 134,604 要介護認定者が利用した介護サービス利用負担額が高額となった際に、

一定額以上を負担する給付費
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）

会計区分
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (2) 特別会計

高額医療合算介護サービス費 17,783 要介護認定者の医療保険の自己負担額と介護保険の利用負担額の合算額
が著しく高額になった際に、一定額以上を負担する給付費

特定入所者介護サービス費 261,509 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者
のうち低所得者の食費及び居住費の軽減措置に対する軽減分の給付費

介護予防・生活支援サービス
事業

182,851 サービス事業者等が行う介護予防訪問介護、介護予防通所介護、運動器
機能向上通所介護サービスの給付費、住民による支え合い訪問介護、支
え合い通所介護の補助金

介護予防ケアマネジメント事業 26,054 自立した生活が維持できるよう支援するための事業に係る経費
介護予防普及啓発事業 21,915 介護予防のために市の主催により行う教室、講座等に係る経費
地域介護予防活動支援事業 13,752 住民が介護予防のための体操の場を運営する場合に、市が貸し出す備品

にかかる経費、集いの場の運営費に対する補助金
地域リハビリテーション活動
支援事業

6,157 介護予防のため、地域住民が主体となった「通いの場」を継続的・効果
的に運営されるようにするための、リハビリテーション専門職の派遣等
に対する経費

包括的・継続的マネジメント
事業

110,121 地域包括支援センター委託料、地域包括支援センター運営協議会謝金等

家族介護支援事業 4,719 介護者に対する介護用品支給券の給付や慰労金等の経費
成年後見制度利用支援事業 1,127 要介護者等の成年後見制度の利用を支援する経費
地域自立生活支援事業 7,635 １人暮らし高齢者等に安否確認を兼ねて食事提供するための経費
在宅医療介護連携推進事業 18,585 在宅医療と介護サービスを一体的に提供するため、医療機関と介護サー

ビス事業者の連携推進に係る経費
生活支援体制整備事業 34,209 高齢者を支える地域の支え合い体制の構築を支援する経費

工業団地事業特別会計 企業折衝事務 5,000 企業誘致に係る旅費等
企業誘致説明会開催事業 5,600 企業誘致説明会（東京）の開催

きたかみ企業ネットワーク（名古屋）の開催
工業団地分譲事業 5,000 分筆登記業務委託等経費
工業団地管理事業 12,681 雨水排水路等清掃、刈払等の工業団地管理経費
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）

会計区分
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (2) 特別会計

★ 後藤野工業団地整備事業 74,600 後藤野工業団地拡張地を分割分譲するために工事を実施するもの

北上工業団地整備事業 679,667 北上工業団地の拡張整備
立木伐採業務 A＝約3.0ha
埋蔵文化財調査 A＝約6.3ha
造成工事 A＝約6.6ha

市債償還元金 182,320 市債償還元金
市債償還利子 14,128 市債償還利子
一般会計繰出金 50,000 土地売却収入相当額を一般会計に繰出し

農業集落排水事業特別会計 農業集落排水施設維持管理費 136,081 農業集落排水処理施設の維持管理費（12地区農業集落排水施設）
農業集落排水施設移設事業 5,000 道路整備等に伴い支障物件となった排水施設の移設工事費用
排水施設設置事業 8,403 住宅新築等に伴う公共枡の設置費用
農業集落排水事業総務費 25,893 農業集落排水事業に係る通信運搬費、料金徴収業務委託料、公課費（支

払消費税）等
市債償還元金 497,138 市債償還元金
市債償還利子 114,952 市債償還利子

駐車場事業特別会計 北上駅東口駐車場管理運営事業 5,908 北上駅東口駐車場の管理運営経費（施設管理委託・施設修繕工事等）
本通り駐車場管理運営事業 4,841 本通り駐車場の管理運営経費（施設管理委託・施設修繕工事等）
本通り駐車場塗装修繕事業 35,468 本通り駐車場の塗装修繕の実施

★ 本通り駐車場床改修事業 123,756 本通り駐車場の床改修（ひび割れ修繕・防水・防滑）の実施
★ 本通り駐車場駐車区画等整備

事業
13,750 本通り駐車場の区画幅を120台分広げ、子育て世代や高齢者の利便性を

向上させるもの
市債償還元金 208,304 市債償還元金
市債償還利子 4,228 市債償還利子
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★印は新規事業、●は重点事業 （単位:千円）

会計区分
新
規

事務事業名 事業費 事業の内容

 (2) 特別会計

宅地造成事業特別会計 柏野住宅団地分譲事業費 1,173 柏野住宅団地分譲地の草刈等維持管理経費及び分譲媒介手数料
卯の木住宅団地分譲事業費 1,038 卯の木住宅団地分譲地の草刈等維持管理経費及び分譲媒介手数料
さくら通り宅地分譲事業費 620 さくら通り住宅団地分譲地の草刈等維持管理経費及び分譲媒介手数料
一般会計繰出金 16,153 土地売却収入相当額を一般会計に繰出し

電気事業特別会計 発電施設維持管理事業 23,075 発電施設の維持管理経費
市債償還元金 56,262 市債償還元金
市債償還利子 5,534 市債償還利子
一般会計繰出金 92,887 エネルギー・環境施策に係る事業費の財源として一般会計に繰出し

土地取得特別会計 市債償還元金 763 市債償還元金
市債償還利子 10 市債償還利子
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