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【当初予算の比較】 （単位：千円）

会計名称 令和２年度 令和３年度 前年度比較 伸び率

一般会計 47,340,000 40,970,000 △ 6,370,000 △13.5％

　１　基本的な考え方

　令和３年度当初予算は、今後10年間のまちづくりの羅針盤となる新しい総合計画において定めている10の基本方針に対応
した「持続可能なまちづくり推進プロジェクトの実行」の視点により編成するとともに、「持続可能なまちづくり実行予
算」と位置づけ、新総合計画ならびに市長マニフェストの実現に向けた事業を中心に、各種施策の推進を図るものです。こ
れまで実施してきた「子育て応援１億円」、「子育ち応援１億円」に加え、新たに「多子世帯応援１億円」を追加のうえ、
「子ども未来投資枠３億円」として、多子世帯の経済的負担軽減や学力の向上等を図ることとしております。また、市政全
体に及ぶ効果や緊急度を総合的に判断し、より優先度の高い事業に経営資源を集中させています。
　令和３年度の一般会計当初予算は、東部地区統合小学校のほか、交流センターなどの建設事業や施設老朽化に対応した長
寿命化事業により、令和２年度に次ぐ規模となりました。
　加えて、国の補正予算と連動して令和２年度補正予算計上した繰越事業（約25億円）の実施も見込まれており、まちづく
りの推進に寄与する予算として編成したものです。

持続可能なまちづくり実行予算
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【４つの基本目標】

　新しい総合計画の基本構想に掲げる「ひと」「なりわい」「くらし」「しく
み」の４つの基本目標のもと、基本計画では10の基本方針を掲げるとともに、
それぞれの基本方針に対応した形で「持続可能なまちづくり推進プロジェク
ト」を取りまとめ、市の目指す姿を具体的にわかりやすく表現し、今後10年間
において戦略的に取り組むこととしております。

　２　当初予算の特徴
　持続可能なまちづくり推進プロジェクト実行の視点

「ひと」　　：未来に輝く、未来を創る人づくり

「なりわい」：挑戦する心を原動力とした力強い地域経済の創出

「くらし」　：生きる喜びと生涯安心のくらしをサポート

「しくみ」　：誰もが主体的に参画する市民協働の深化、より良いまちづくり
　　　　　　　に挑戦し続ける行財政改革

 

基
本
目
標 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

子
育
て
寄
り
添
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

学
び
の
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

地
域
を
つ
く
る
文
化
・
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
チ
ャ
レ
ン
ジ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

「
北
上 ×

 

は
た
ら
く
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

い
き
い
き
元
気
ラ
イ
フ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

拠
点
形
成
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

私
か
ら
始
め
る
減
災
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

市
民
が
創
る
・
ま
ち
育
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

自
治
体
の
ス
マ
ー
ト
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

ひ
と 

1 未来に輝く人づくり ●          

2 未来を創る人づくり  ●         

3 
すべての人が活躍 
できる環境づくり 

  ●      
 

 

な
り
わ
い 

4 力強い地域経済の創出    ●       

5 
多様な人材が 
働きやすい環境の向上 

    ●      

く
ら
し 

6 
健康と安心の 
地域づくりの推進 

     ●     

7 
良好な住環境を支える 
適切な土地利用と 
基盤整備 

      ●    

8 
環境にやさしい、 
安全・安心な暮らしの 
形成 

       ●   

し
く
み 

9 
誰もが主体的に 
参画する市民協働の 
深化 

        ● ● 

10 
まちづくりを支える 
しくみづくり 

         ● 

基本方針 

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り 

推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 



3

①　子育て寄り添いプロジェクト（基本目標：ひと）

②　学びの改革プロジェクト（基本目標：ひと）

　「（仮称）北上市文化芸術推進基本計画」の策定を進め、文化芸術を生かしたまちづくりを推進します。また、国指定史跡「八天遺
跡」の保存活用・整備計画の策定を進め、地域資源である文化財を確実に次世代へ継承します。スポーツ分野では、生涯を通じていつ
でも、どこでも、誰でも日常的にスポーツに親しむことができる環境の整備を進めていきます。

　兼業農家の効率的な生産体制構築のため、農業用機械の共同購入や、農業用ドローン、自動灌水装置などスマート農業技術の導入に
対する支援を実施していくこととしています。また、効率的な森林経営の実現に向け、森林資源調査を実施するとともに、林業経営者
の高性能林業機械等の導入を支援していきます。
　これに加えて、村崎野地内に新たな産業業務団地の整備を進めることとし、詳細設計及び用地買収に着手していきます。

③　地域をつくる文化・芸術・スポーツプロジェクト（基本目標：ひと）

④　イノベーションチャレンジプロジェクト（基本目標：なりわい）

　これまで展開してきた「子育て応援１億円」に加え、「多子世帯応援１億円」を追加し、多子世帯の経済的負担軽減に取り組むこと
としています。また、保育士確保事業を継続し、保育人材の確保に努めるとともに、民営の保育所や認定こども園の整備を支援し、３
歳の壁の解消を図っていきます。

　統合小学校等の整備を着実に進めるとともに、学校の適正規模化・適正配置に努めていくこととしています。また、「子育ち応援１
億円」のもと、コミュニティ・スクールの本格導入を見据え、学校運営協議会と連携して地域学校協働活動に取り組む地域学校協働本
部を設置し、地域教育力の向上を図っていくこととしています。
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⑤　『北上×はたらく』プロジェクト（基本目標：なりわい）

　 ⑥　いきいき元気ライフプロジェクト（基本目標：くらし）

　　⑦　拠点形成・ネットワークプロジェクト（基本目標：くらし）

　自立支援協議会など関係機関と連携して、障がいのある方々の多様な就労の場を確保していきます。また、農業の担い手確保対策と
して、新規就農者への支援に加え、中心経営体の後継者や親元就農者への支援を実施していきます。雇用人材の確保に向けては、市内
に立地する企業の魅力を伝える機会を充実させ、新規学卒者の市内就職割合を高めるほか、就労相談会等を通じて求職者と求人企業と
のマッチングを図っていくこととしています。加えて、北上地区勤労者福祉サービスセンターと連携を図り、中小企業勤労者の福利厚
生サービスの充実を図っていきます。

　健康福祉ポイント制度を導入し、ウォーキングなど日常的な運動習慣の定着を促すとともに、特定健診や各種がん検診の受診率向上
を図り、生活習慣病の予防と病気の早期発見につなげていきます。また、保健事業と介護予防事業の一体的実施体制の構築により、生
活習慣病の重症化やフレイルの予防を推進し、健康寿命の延伸を図っていきます。
　これらに加えて、ひきこもり当事者や家族への支援策として、居場所を継続して確保するほか、相談窓口の設置やアウトリーチ支援
委員の配置による相談支援体制を構築していきます。また、財産管理など権利擁護に関する支援を必要とする方々が、自らの権利を守
りながら住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、北上市権利擁護支援センターを設置し、関係機関と連携しながら総合的
な支援を行っていきます。

　北上駅西口周辺について、現在、整備が進められている東口の複合施設との相乗効果により都市拠点の機能を強化していきます。ま
た、公共交通の整備にあたっては、地域ターミナルの設置など利便性を高める施策を展開するとともに、地域公共交通計画の策定を進
めます。
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　　⑧　私から始める減災プロジェクト（基本目標：くらし）

　 ⑨　市民が創る・まち育てプロジェクト（基本目標：しくみ）

　　⑩　自治体のスマート化プロジェクト（基本目標：しくみ）
　コンビニ交付サービスへの課税所得証明書の追加や市税納付のキャッシュレス決済の導入などにより市民の利便性の向上を図ってい
きます。市が発注する業務の業者選定においては、電子入札を導入し、入札参加者の利便性を高めるとともに、透明性や公正性の向上
を図っていきます。

　自主防災マイスターを中心に自主防災組織の活性化を図るとともに、岩手県総合防災訓練を通じて地域防災力の強化を図っていきま
す。また、消防団の強化に向けては、団員の準中型免許の取得やオートマ限定解除の支援を継続し、機動力を高めていきます。

　「協働」についての企画立案からマッチング、実施、評価に至る一連のしくみを確立し、市民や事業者、行政などのまちづくりの主
体が互いにメリットを享受できるよう更なる深化を図っていくこととしています。また、人材育成協定に基づく取組みを継続的に展開
し、地域づくり組織の次世代の担い手を育成していきます。加えて、地域の特性を生かしたまちづくりを実践できるように地域づくり
交付金の拡充を図っていきます。また、トリプルアニバーサリーを迎えることから、各種周年記念行事を展開し、北上市の魅力を発信
していきます。
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（単位：千円）
➣ 地域子育て支援センター事業 16,540 P27

➣ 地域子育て支援センター運営事業 16,463 P29

➣ 子育て支援コンシェルジュ設置事業 5,583 P28

➣ 虐待対応専門員設置事業 2,803 P28

➣ 保育士等子育て支援助成金 900 P28

➣ 一時保育事業 12,301 P28

➣ 保育士等就職支援助成金 5,650 P28

➣ 保育士等奨学金返還支援補助金 720 P28

➣ （仮称）立花認定こども園整備事業費補助金 20,591 P28・P46

➣ 岩手保健医療大学附属認定こども園整備事業費補助金 54,324 P28・P46

➣ （仮称）虹色の輪保育園整備事業費補助金 165,965 P28

➣ 多子世帯定額給付金事業 96,068 P28

➣ 保育士確保事業 219 P29

➣ ひとり親家庭医療費給付事業 35,843 P29

➣ 子ども・妊産婦医療費給付事業 161,330 P29

➣ 妊産婦乳幼児訪問相談事業 5,112 P30

➣ 妊娠・出産包括支援事業 25,121 P31

➣ 不妊治療助成事業 13,215 P31

①　子育て寄り添いプロジェクト

　３　持続可能なまちづくり推進プロジェクト推進事業



7

（単位：千円）

➣ 外国人語学指導助手招致事業 50,366 P44

➣ 北上市コミュニティ・スクール等推進事業 1,135 P44

➣ 地域学校協働本部設置事業 7,534 P46

➣ 教育相談員設置事業 21,585 P44

➣ 教育研究事業 22,339 P44

➣ 学力ステップアップ事業 4,507 P44

➣ 英検受験料補助金 6,159 P44

➣ 情報機器管理事業（小学校） 118,349 P45

➣ 情報機器管理事業（中学校） 61,448 P45

②　学びの改革プロジェクト
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（単位：千円）
➣ 交流センター生涯学習事業 1,269 P46

➣ 芸術文化振興事業 1,141 P46

➣ 北上市民俗芸能推進事業 6,262 P46

➣ 民俗芸能保存団体事業費補助金 400 P46

➣ 北上市民俗芸能支援事業 255 P46

➣ 多聞院伊澤家住宅消防道路設置事業 46,748 P46

➣ 八天遺跡保存活用・整備計画策定事業 5,961 P46

➣ 企画展示等事業（博物館） 1,082 P46

➣ 特別展示事業（博物館） 2,500 P46

➣ さくらホール備品購入事業 1,506 P47

➣ 企画展・特別展（鬼の館） 1,067 P48

➣ 大学生スポーツ合宿事業費補助金 2,000 P48

➣ スポーツ日常化支援事業 1,713 P48

③　地域をつくる文化・芸術・スポーツプロジェクト
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（単位：千円）
➣ 産地パワーアップ事業費補助金 30,000 P34

➣ 園芸産地ブランド推進事業 4,100 P35

➣ 兼業農家等支援事業 5,000 P35

➣ 農地中間管理事業 2,223 P35

➣ きたかみ牛ブランド強化事業費補助金 4,925 P36

➣ 北上木材流通促進事業補助金 4,800 P36

➣ 森林経営管理事業 26,603 P36

➣ 高性能林業機械等導入補助金 5,447 P36

➣ 北上市企業設備投資奨励補助金 20,000 P37

➣ 商店街振興事業補助金 2,700 P37

➣ 北上市産学共同研究補助金 1,000 P37

➣ 新事業創出支援事業 3,033 P38

➣ ふるさと便ＰＲ事業 388,102 P38

➣ ふるさと便推進事業 60,804 P38

➣ 観光宣伝事業 5,039 P38

➣ 北上観光コンベンション協会運営費補助金 45,713 P38

➣ 北上工業団地整備事業 128,389 P52

➣ 北部産業業務団地整備事業 455,000 P52

④　イノベーションチャレンジプロジェクト
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（単位：千円）
➣ 介護人材養成事業費補助金 14,400 P25

➣ 介護人材確保推進事業費補助金 811 P25

➣ 介護の仕事インターンシップ・職場体験導入促進事業 364 P25

➣ 北上雇用対策協議会負担金 7,392 P33

➣ 北上地域人材確保定着サポート事業 11,274 P33

➣ 大学生等インターンシップ強化事業 4,130 P33

➣ 女性ＵＩターン定住促進事業費補助金 120 P33

➣ 中小企業のためのＵＩターン支援事業補助金 240 P33

➣ 移住支援事業費補助金 2,200 P33

➣ 未就業者新規就業応援助成金 700 P33

➣ 中小企業福利厚生向上支援事業補助金 1,500 P34

➣ 経営継承・発展等支援事業 3,600 P35

➣ 親元就農支援事業 1,200 P35

➣ 基盤技術高度化推進事業 23,000 P37

➣ ３次元ものづくり技術人材育成事業費補助金 10,000 P37

➣ 小学生職業体験事業費補助金 650 P37

⑤　『北上×はたらく』プロジェクト
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（単位：千円）
➣ 権利擁護支援センター事業 842 P25

➣ 成人歯科保健事業 845 P31

➣ 健康福祉ポイント事業 11,020 P32

➣ 都市再生基本構想策定事業 323 P41

➣ 人口減少地域地域拠点内住宅取得支援事業補助金 12,800 P42

➣ 拠点再生プロジェクト推進事業 9,878 P42

➣ 一般交通運輸対策事業 619 P42

➣ 拠点間交通運行補助金 30,585 P42

➣ 地域内交通運行補助金 6,700 P42

➣ 拠点間交通運行事業 9,369 P42

➣ 消防団員免許取得等支援事業 668 P43

➣ 総合防災推進事業 477 P43

➣ 防災ラジオ普及促進事業 50 P44

⑦　拠点形成・ネットワークプロジェクト

⑧　私から始める減災プロジェクト

⑥　いきいき元気ライフプロジェクト
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（単位：千円）
➣ コミュニティリーダー研修等実施事業 371 P22

➣ 地域づくり交付金 235,003 P22

➣ シティプロモーション推進事業 8,841 P23

➣ ２０２１年周年事業（広報・プロモーション事業） 2,466 P23

➣ 市民と行政のパートナーシップ推進事業 6,179 P24

➣ 業務系システム管理運営事業 104,327 P22

➣ 情報系システム管理運営事業 215,539 P22

➣ 情報系システムセキュリティ対策事業 67,390 P22

➣ 電子入札システム導入事業 5,693 P23

➣ ＩＣＴ利活用推進事業 4,979 P23

➣ 定型行政事務自動化推進事業 4,628 P23

➣ 証明書コンビニ交付サービス管理事業 6,122 P23

➣ マイナポータル活用推進事業 1,705 P23

➣ ＷＥＢアンケートシステム管理運営事業 792 P23

➣ コミュニティＦＭ関連設備管理事業 2,155 P24

⑨　市民が創る・まち育てプロジェクト

⑩　自治体のスマート化プロジェクト
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（単位：千円）
令和３年度 令和２年度 前年度比較 伸び率

Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｃ／Ｂ
40,970,000 47,340,000 △ 6,370,000 △13.5%

国民健康保険特別会計 7,416,974 7,410,271 6,703 0.1%

後期高齢者医療特別会計 1,592,939 1,617,976 △ 25,037 △1.5%

介護保険特別会計 8,203,500 8,538,339 △ 334,839 △3.9%

工業団地事業特別会計 805,213 804,407 806 0.1%

駐車場事業特別会計 90,207 104,307 △ 14,100 △13.5%

宅地造成事業特別会計 15,068 14,113 955 6.8%

電気事業特別会計 154,084 162,937 △ 8,853 △5.4%

小計 18,277,985 18,652,350 △ 374,365 △2.0%

59,247,985 65,992,350 △ 6,744,365 △10.2%

　４　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
（％）

13,535,462 33.0 146,526 13,773,637 29.1 148,814 △ 238,175 △ 1.7
3,139,400 7.7 33,985 3,021,480 6.4 32,645 117,920 3.9
5,065,000 12.4 54,830 5,323,000 11.2 57,511 △ 258,000 △ 4.8

135,346 0.3 1,465 141,703 0.3 1,531 △ 6,357 △ 4.5
607,220 1.5 6,573 627,723 1.3 6,782 △ 20,503 △ 3.3

7,153,135 17.5 77,435 7,354,666 15.5 79,462 △ 201,531 △ 2.7
2,911,595 7.1 31,519 3,143,577 6.6 33,964 △ 231,982 △ 7.4

218,175 0.5 2,362 250,514 0.5 2,707 △ 32,339 △ 12.9
811,202 2.0 8,782 801,203 1.7 8,656 9,999 1.2

2,485,213 6.1 26,903 2,459,269 5.2 26,571 25,944 1.1
うち市債管理基金繰入金 425,769 1.0 4,609 760,477 1.6 8,216 △ 334,708 △ 44.0

100,000 0.2 1,083 100,000 0.2 1,080 0 0.0
923,352 2.3 9,996 943,728 2.0 10,196 △ 20,376 △ 2.2

3,884,900 9.5 42,055 9,399,500 19.9 101,555 △ 5,514,600 △ 58.7
40,970,000 100.0 443,513 47,340,000 100.0 511,474 △ 6,370,000 △ 13.5

　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

　地方譲与税等※

科目
令和３年度 令和２年度 前年度比較

　市税

　５　一般会計当初予算比較表

　諸収入
　市債

※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、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金
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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
（％）

296,813 0.7 3,213 298,261 0.6 3,222 △ 1,448 △ 0.5
5,023,222 12.3 54,378 4,408,627 9.3 47,632 614,595 13.9

13,485,148 32.9 145,981 12,982,262 27.4 140,264 502,886 3.9
2,796,886 6.8 30,277 3,703,089 7.8 40,009 △ 906,203 △ 24.5

135,047 0.3 1,462 146,408 0.3 1,582 △ 11,361 △ 7.8
2,022,704 4.9 21,896 2,080,605 4.4 22,479 △ 57,901 △ 2.8
2,058,825 5.0 22,287 2,405,376 5.1 25,988 △ 346,551 △ 14.4
4,543,574 11.1 49,186 6,201,294 13.1 67,000 △ 1,657,720 △ 26.7
1,613,602 3.9 17,468 1,560,625 3.3 16,861 52,977 3.4
5,321,827 13.0 57,610 6,837,654 14.4 73,876 △ 1,515,827 △ 22.2

7,751 0.0 84 7,256 0.0 78 495 6.8
3,564,601 8.7 38,588 6,608,543 14.0 71,400 △ 3,043,942 △ 46.1

100,000 0.2 1,083 100,000 0.2 1,080 0 0.0
40,970,000 100.0 443,513 47,340,000 100.0 511,474 △ 6,370,000 △ 13.5

92,376 92,556

　衛生費

科目

住民基本台帳登録人口 令和２年12月31日現在 令和元年12月31日現在

　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

令和２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

令和３年度 前年度比較

　総務費
　民生費
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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
（％）

17,483,282 42.7 189,262 19,727,027 41.7 213,136 △ 2,243,745 △ 11.4
 人件費 5,862,151 14.3 63,460 5,784,001 12.2 62,492 78,150 1.4
 扶助費 8,056,563 19.7 87,215 7,334,509 15.5 79,244 722,054 9.8
 公債費 3,564,568 8.7 38,588 6,608,517 14.0 71,400 △ 3,043,949 △ 46.1

 　物件費 8,074,974 19.7 87,414 7,259,613 15.3 78,435 815,361 11.2
 　維持補修費 536,794 1.3 5,811 601,714 1.3 6,501 △ 64,920 △ 10.8
 　補助費等 5,358,828 13.1 58,011 5,642,909 11.9 60,968 △ 284,081 △ 5.0
 　投資的経費 4,733,731 11.6 51,244 8,860,322 18.7 95,729 △ 4,126,591 △ 46.6

普通建設事業 4,725,980 11.5 51,160 8,853,066 18.7 95,651 △ 4,127,086 △ 46.6
　うち補助事業費 2,924,299 7.1 31,657 6,255,127 13.2 67,582 △ 3,330,828 △ 53.2
　うち単独事業費 1,801,681 4.4 19,504 2,597,939 5.5 28,069 △ 796,258 △ 30.6

 災害復旧事業費 7,751 0.0 84 7,256 0.0 78 495 6.8
 　積立金 1,004,858 2.5 10,878 852,558 1.8 9,211 152,300 17.9
 　投資及び出資金 579,429 1.4 6,273 1,114,848 2.4 12,045 △ 535,419 △ 48.0
 　貸付金 131,400 0.3 1,422 152,280 0.3 1,645 △ 20,880 △ 13.7
 　繰出金 2,966,704 7.2 32,116 3,028,729 6.4 32,723 △ 62,025 △ 2.0
 　予備費 100,000 0.2 1,083 100,000 0.2 1,080 0 0.0

40,970,000 100.0 443,514 47,340,000 100.0 511,474 △ 6,370,000 △ 13.5

令和２年度 前年度比較
科目

　義務的経費

合計

令和３年度
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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決算 R01決算 R02見込 R03見込

公債費 5,346,662 4,975,471 6,917,779 5,410,716 4,583,665 4,372,008 3,587,682 3,153,110 3,227,233 3,564,601

人口１人当たり公債費 57 53 74 58 49 47 39 34 35 39

起債残高 44,881,276 43,304,862 39,638,780 37,389,972 35,540,482 34,549,513 35,286,089 37,915,950 44,522,880 45,055,532

人口１人当たり起債残高 480 460 422 399 379 370 380 409 481 488

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 92,556 92,376

（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。

（注４）R02の公債費は借換分を除いたものです。

　６　一般会計主要指標の推移

44,881,276 43,304,862
39,638,780 37,389,972 35,540,482 34,549,513 35,286,089 37,915,950

44,522,880 45,055,532

5,346,662 4,975,471 

6,917,779 

5,410,716 
4,583,665 4,372,008 

3,587,682 
3,153,110 3,227,233 3,564,601 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

H24決算 H25決算 H26決算 H27決算 H28決算 H29決算 H30決算 R01決算 R02見込 R03見込

起債残高 公債費
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 (2)　プライマリーバランスの推移 （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決算 R01決算 R02見込 R03見込

歳入総額　① 35,944,473 40,571,066 40,525,178 38,799,947 36,825,935 38,077,514 39,850,806 42,594,170 59,784,946 40,970,000

地方債　　② 2,477,200 2,774,300 2,699,200 2,695,000 2,351,000 3,048,900 4,037,100 5,531,100 7,704,400 3,884,900

歳出総額　③ 34,562,779 39,088,065 39,524,782 37,763,409 36,373,351 37,622,823 38,926,341 41,810,416 59,784,946 40,970,000

公債費　　④ 5,346,662 4,975,471 6,917,779 5,410,716 4,583,665 4,372,008 3,587,682 3,153,110 3,127,233 3,564,601

プライマリーバランス
（①-②）-（③-④）

4,251,156 3,684,172 5,218,975 3,752,254 2,685,249 1,777,799 475,047 △ 1,594,236 △ 4,577,167 △ 320,299

　※令和２年度は借換債分を控除した数値

4,251,156
3,684,172

5,218,975
3,752,254

2,685,249
1,777,799

475,047

△ 1,594,236

△ 4,577,167

△ 320,299

△ 6,000,000

△ 4,000,000

△ 2,000,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

H24決算 H25決算 H26決算 H27決算 H28決算 H29決算 H30決算 R01決算 R02見込 R03見込

プライマリーバランス
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 (3)　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決算 R01決算 R02見込 R03見込

　財政調整基金 880,227 896,682 897,327 898,130 898,870 899,854 901,314 903,875 905,493 906,993

　市債管理基金 4,689,880 4,549,617 4,033,473 4,113,450 4,020,092 3,747,324 5,094,581 5,326,557 3,713,170 3,537,601

　その他の基金 1,035,265 972,968 1,133,418 1,627,994 1,820,996 2,158,456 1,948,479 2,575,433 2,927,222 1,970,656

合計 6,605,372 6,419,267 6,064,218 6,639,574 6,739,958 6,805,634 7,944,374 8,805,865 7,545,885 6,415,250

（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。

880,227 896,682 897,327 898,130 898,870 899,854 901,314 903,875 905,493 906,993

4,689,880 4,549,617 4,033,473 4,113,450 4,020,092 3,747,324
5,094,581 5,326,557

3,713,170 3,537,601

1,035,265 972,968
1,133,418 1,627,994 1,820,996 2,158,456

1,948,479
2,575,433

2,927,222
1,970,656

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

H24決算 H25決算 H26決算 H27決算 H28決算 H29決算 H30決算 R01決算 R02見込 R03見込

財政調整基金 市債管理基金 その他の基金
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令和３年２月 財務部財政課

令和３年度

当初予算主要事業
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

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 104,327 住民基本台帳等を扱う基幹系情報システムの管理運営（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 215,539 文書管理、財務会計やLGWANネットワークとの接続を扱う情報系情報
システムの管理運営（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

67,390 外部メールや情報収集等を扱うインターネット系情報システムの管理運
営（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

● コミュニティリーダー研修等
実施事業

371 地域づくり講座開催業務委託、地域づくり組織の研修参加旅費

● 地域づくり交付金 235,003 16地区の地域づくり組織が行う地域づくり事業、生涯学習事業、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

文書費 市史編さん事業 40,000 市史編さんの実施（市史の刊行、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） 28,249 行政情報、地域情報の提供のため広報紙を毎月１回発行（全世帯及び市
内事業所等に配布）

広報事業（市政番組制作等） 13,932 ＣＡＴＶを活用した、行政情報の提供（年10本の特集番組、月２本のお
知らせ番組を放送）

広報事業（行政・地域情報番
組制作等）

13,200 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分程度の番組を放送）

　８　当初予算主要事務事業
 (1)　一般会計

予算区分



23

●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

財政管理費 ●
★

電子入札システム導入事業 5,693 電子入札システム構築作業委託経費及びシステム使用料

財産管理費 ★ 包括施設管理事業 199,700 施設の維持管理水準の向上及び予防保全型の公共施設マネジメントを推
進するため、本庁舎を含む複数施設の管理業務を一括で委託するもの

庁舎管理費 ★ 本庁舎屋上防水等改修事業 52,900 本庁舎、議会棟及び現業棟の屋上防水改修工事
★ 和賀庁舎東側大型車両車庫屋

根防水改修事業
11,046 和賀庁舎大型車両車庫の屋根の防水改修工事

企画費 北上市近未来政策研究所運営
事業

1,248 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 8,841 シビックプライド醸成のための各種プロモーション
● ２０２１年周年事業（広報・

プロモーション事業）
2,466 2021年に「展勝地開園100周年」「第60回北上みちのく芸能まつり」

「市制施行30周年」という大きな節目を迎えるため、市内外に広く発信
するための取組

★ 市制施行30周年記念式典開催
事業

8,000 市民とともに市制施行30年の歩みを確認し、市民とともにお祝いする場
として、記念式典を開催する。

● ＩＣＴ利活用推進事業 4,979 行政事務のデジタル化を推進するための各種取組

● 定型行政事務自動化推進事業 4,628 定型の行政事務をRPAやAI－OCR等革新的技術を用い自動化し、職員で
なければできない業務（相談、訪問、企画など）に注力できる環境を創
出

●
★

証明書コンビニ交付サービス
管理事業

6,122 住民票・印鑑登録証明・税証明（R3.6～）のコンビニ交付

●
★

マイナポータル活用推進事業 1,705 国が運営するポータルサイトを使った電子申請利用環境の構築（R3は子
育てワンストップサービス）

●
★

ＷＥＢアンケートシステム管
理運営事業

792 WEBアンケートシステムを導入し、ICTを活用した多様な広聴機会を確
保する。
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

● コミュニティＦＭ関連設備管
理事業

2,155 コミュティFM放送施設・設備の管理運営

石垣市友好都市交流事業 6,073 友好都市提携を行っている石垣市の中学生と本市中学生との交流

国際交流ルーム管理運営事業 10,504 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
6,179 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

交通安全推進費 交通指導員設置事業 14,321 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）

101,630 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）

和賀地区交流センター新築事
業

238,632 新和賀地区交流センターの建設工事

交流センター空調設備設置事
業

3,025 交流センターに空調設備を計画的に設置（Ｒ３：黒岩地区交流セン
ター）

交流センタートイレ改修事業 6,968 交流センターのトイレ洋式化を計画的に実施（Ｒ３：江釣子地区交流セ
ンター）

和賀地区交流センター改修事
業

34,046 現和賀地区交流センターの改修工事

戸籍住民基本台
帳費

戸籍電算システム管理事業 13,060 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

4,179 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

20,303 個人番号カードの発行及び管理等
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

衆議院議員選挙
費

★ 衆議院議員選挙費 31,319 令和３年度に実施される衆議院議員総選挙に係る経費

諸統計調査費 ★ 経済センサス 3,314 経済センサスの実施（全産業分野の事業所・企業を対象とした調査）
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

73,905 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

● 権利擁護支援センター事業 842 成年後見制度利用促進審議会に関する事務、市基本計画（推進）に関す
る事務、成年後見制度利用促進のための広報、普及啓発活動

北上市民生児童委員協議会運
営費補助金

16,069 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 14,400 介護人材を確保するため、市内の介護福祉士養成施設入学者の学費等に
対し補助

● 介護人材確保推進事業費補助金 811 介護人材を確保するため市内の事業所で働く、介護従事者の奨学金返還
に対し補助

● 介護の仕事インターンシップ・職
場体験導入促進事業

364 介護の仕事の理解促進と長期的な人材育成を行うため、中高生等を対象
とした介護事業所のインターンシップと職場体験の実施

★ ひきこもり支援事業 16,800 ひきこもり支援に関する事業で、主にアウトリーチ支援とひきこもりサ
ポート事業（居場所の設置等）を実施（自立支援機能強化事業：国
10/10、ひきこもりサポート事業：国1/2）

障害者福祉費 身体障がい者等補装具費支給
事業

18,491 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）

障がい者等日常生活用具購入
費助成事業

19,740 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）

特別障がい者手当等給付事業 51,388 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 1,540,635 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）
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

障がい児給付費等事業 313,460 障がい児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）（児童福祉法による障害児通所給付費等）

北上市福祉タクシー事業 3,079 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 39,770 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

5,495 入浴車による訪問入浴サービス事業に対する補助（国1/2、県1/4、市
1/4）

更生医療給付事業 24,416 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

157,839 重度心身障がい者に対し医療費を給付（県1/2）

地域活動支援センター事業費
補助金

11,282 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 12,292 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）

育成医療給付事業 1,856 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 17,896 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

15,737 一人暮らし高齢者の相談及び火災等の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

高齢者バス運賃助成事業 6,013 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
送の利用券を交付（100円券3,000円分）
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

ふれあいデイサービス事業 14,565 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 141,120 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 544,863 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 1,182,886 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

930,230 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 6,188 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」の運営を医療機関へ委託（国1/3、県1/3）

延長保育促進事業費補助金 9,752 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 6,119 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
虐待対応専門員設置事業 2,803 児童虐待に関する相談及び虐待が認められる家庭等への相談支援や関係

機関との連絡調整等を実施
ファミリーサポートセンター
事業

5,604 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 389,572 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
または指定管理により実施（国1/3、県1/3）

● 地域子育て支援センター事業 16,540 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 16,288 病気の回復期にある児童又は保育中の体調不良の児童を預かる病後児保
育室事業を実施する私立認定こども園等への助成

学童保育所運営費補助金 10,579 昼間保護者が家にいない放課後児童の健全育成活動を委託している学童
保育所に対し運営費を助成（９学童保育所）
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

● 子育て支援コンシェルジュ設
置事業

5,583 子育てに関する各種相談対応や情報提供（国1/3、県1/3）

一時預かり事業 27,411 施設型給付を受ける私立幼稚園及び私立認定こども園に預かり保育業務
を委託（国1/3、県1/3）

● 虐待対応専門員設置事業 2,803 虐待に対応する専門員の配置(国1/2）
● 保育士等子育て支援助成金 900 市内の保育所等に勤務する市外在住の保育士等の子どもが市内保育所等

を利用の場合、保育料の一部を助成
●
★

児童相談システム管理事業 3,256 子ども家庭総合支援拠点の設置に伴い児童相談システムを導入（国
1/2）

●
★

一時保育事業 12,301 保健・子育て支援複合施設（hoＫko）内で一時保育室を実施（国1/3、
県1/3）

●
★

保育士等就職支援助成金 5,650 保育士確保のため、保育士等として新規就労した者に助成金を支給

●
★

保育士等奨学金返還支援補助
金

720 保育士確保のため、保育士返済する奨学金の一部を補助する。

●
★

（仮称）立花認定こども園整
備事業費補助金（保育分）

12,165 立花保育園が施設を移転新築し認定こども園に移行するため、保育機能
部分の建設費の一部を補助する（国1/2）

●
★

岩手保健医療大学附属認定こ
ども園整備事業費補助金（保
育分）

35,057 学校法人二戸学園が認定こども園を整備するため、保育機能部分の建設
費の一部を補助する（国2/3）

●
★

（仮称）虹色の輪保育園整備
事業費補助金

165,965 社会福祉法人虹の輪が保育所を整備するため、建設費の一部を補助する
（国2/3）

●
★

多子世帯定額給付金事業 96,068 ７歳以下の第３子以降の子どもを養育する保護者に対し給付金を支給

児童措置費 保育園保育実施事業（委託） 1,121,624 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 334,512 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）
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

児童手当等給付事業 1,413,800 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 190,665 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） 51,993 6保育所の運営経費

● 地域子育て支援センター運営
事業

16,463 大通り、江釣子保育園において育児相談、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）

延長保育促進事業 19,092 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

● 保育士確保事業 219 保育士等確保のため保育士等養成教育機関と連携した事業を実施
こども療養セン
ター費

児童発達支援事業 9,615 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 6,389 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 35,843 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
161,330 子ども、妊産婦に対し医療費を給付（未就学児及び妊産婦:県1/2、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 817,774 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 704,312 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）
施設等利用費負担金 152,047 私立幼稚園や認可外保育施設等を利用し、幼児教育・保育の無償化の対

象となる子どもの保護者に保育料に相当する額を給付（国1/2、県1/4）
生活保護総務費 子どもの学習支援事業 2,890 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 22,153 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 929,845 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）



30

●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

災害救助費 震災避難者支援事業 3,017 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 保健・子育て支援複合施設管
理事業

48,794 保健・子育て支援複合施設の管理事業を実施

予防費 予防接種事業 221,719 乳幼児及び児童並びに65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

13,580 所得制限を廃止し、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

環境衛生費 北上市公衆衛生組合連合会事
業費補助金

8,590 地域の生活環境と公衆衛生の向上に資するため組合連合会を組織し、環
境美化とリサイクルを推進

公衆衛生指導員設置事業 6,512 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 48,982 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負担金
（総務・火葬場費）

40,976 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 5,176 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）

5,638 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 8,957 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

10,324 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
備設置費補助金

11,605 住宅用の太陽光発電・熱利用設備、蓄電設備を導入する経費に対する補
助

母子保健費 ● 妊産婦乳幼児訪問相談事業 5,112 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
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

妊婦・乳児個別健康診査事業 81,021 ・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）

10,174 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）

4,485 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 6,472 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 1,178 新生児聴覚検査の費用の一部を助成

● 妊娠・出産包括支援事業 25,121 産後健康診査、産前・産後サポート事業及び産後ケア事業（デイサービ
ス型・訪問型）の実施

● 不妊治療助成事業 13,215 一般不妊治療及び特定不妊治療の費用の一部を助成
子育て世代包括支援センター
設置事業

5,507 令和３年３月末より子育て世代包括支援センターを開設。育児不安や虐
待予防に寄与するため妊産婦・乳幼児等の状況を継続的包括的に把握
し、切れ目なく必要な支援の調整提供をする。

健康づくり推進
費

健康診査実施事業（後期高齢
者）

19,287 後期高齢者に係る健康診査及び歯科健診の実施

● 成人歯科保健事業 845 40歳を対象とした歯科検診の実施

肝炎ウイルス検診事業 3,561 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・肺がん検診事業 15,724 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
各種がん検診事業 83,111 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 2,571 ・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
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

●
★

健康福祉ポイント事業 11,020 健康寿命の延伸を図るため、健康診査の受診や運動等に対するポイント
を付与し、インセンティブを付与する事業を実施

水道整備費 岩手中部水道企業団出資金 119,118 岩手中部水道企業団の施設等整備費に係る出資金（北上アセット分）
岩手中部水道企業団補助金 1,592 地方公営企業繰出基準等に基づく児童手当支給費補助

地域医療対策費 岩手中部地域病院群輪番制事
業負担金

4,364 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 8,330 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

73,151 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

清掃総務費 集団資源回収事業費補助金 4,700 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

岩手中部広域行政組合事務費
負担金

52,790 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 77,483 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 41,419 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 159,207 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 47,828 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 19,479 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 2,763 最終処分場（臥牛）のポンプ等機器の更新

清掃事業所費 清掃事業所管理事業 117,854 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 135,275 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）

133,029 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）

3,164 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
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

地域衛生処理セ
ンター費

流通基地衛生処理センター解
体事業

40,911 用途廃止した流通基地衛生処理センターを解体

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

10,339 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
に補助

● 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

● 北上地域人材確保定着サポー
ト事業

11,274 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

4,130 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）

● 女性ＵＩターン定住促進事業
費補助金

120 女性のＵＩターンを促進することにより市内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

● 中小企業のためのＵＩターン
支援事業補助金

240 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

● 移住支援事業費補助金 2,200 地方創生推進交付金（移住・起業・就業タイプ）を活用し、北上市に移
住したUIJターンによる起業・移住者へ移住支援金を給付

● 未就業者新規就業応援助成金 700 市内在住で、ハローワークの紹介時点で失業状態にある者が、需給のミ
スマッチが特にも大きい接客・給仕・飲食物調理の職業に6ヶ月以上就
労した場合に、3ヶ月分を上限に月額2万円を給付
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

中小企業等人材確保支援事業
補助金

1,000 市内在住で、ハローワークの紹介時点で失業状態にある高齢者や女性等
を一定の条件のもと新たに雇用し、一定期間就業させた事業所・企業に
対し、補助金を支給する。また、職場定着を図るため環境整備を行った
場合、当該費用の一部を補助

● 中小企業福利厚生向上支援事
業補助金

1,500 市内中小企業の求人充足を図るため、福利厚生の水準を向上させ企業の
魅力を高める

勤労者福祉施設
費

サンレック北上管理事業 9,930 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 20,725 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 14,740 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

9,567 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 120,640 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 14,250 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

30,000 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）

更木地区養蚕再生プロジェク
ト推進事業

5,592 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

6款
農林水産業費
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

● 園芸産地ブランド推進事業 4,100 ・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

50,000 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）

★ 経営拡大推進事業 1,400 地域農業を持続的に発展させるため、担い手が経営面積の拡大に取り組
む際に要する経費（ハウス資材）に対して補助する。

●
★

経営継承・発展等支援事業 3,600 地域の中心経営体等の後継者が、経営継承後の経営発展に向けた取組に
関する計画を策定し、経営を継承した場合に補助(国1/2)

●
★

親元就農支援事業 1,200 農業を主たる生計としている農業経営者に就農しようとする者に対する
補助

●
★

兼業農家等支援事業 5,000 兼業農家等の支援のため、機械の共同購入費の補助及び先進技術を応用
した機械等の購入の補助を行うもの

水田農業経営確
立対策事業費

● 人・農地問題解決推進事業 455 地域の中心となる経営体の育成・確保のため、市内の13地区で地域農業
の在り方について議論を進め、中心経営体及び農地の集積に係るプラン
を更新する。

経営所得安定対策推進等事業
費補助金

17,714 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 25,017 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）

● 農地中間管理事業 2,223 地域の担い手への農地集積・集約を促進するため、農地の借り受け、貸
し付けを実施

農業者施設費 親水公園等管理事業 7,388 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

農業者施設管理事業 69,327 農業者施設（農村体験実習館、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）
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

畜産業費 畜産経営安定対策事業費補助
金

6,459 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

● きたかみ牛ブランド強化事業
費補助金

4,925 市内の繁殖・肥育牛の生産基盤の強化を図るため、優良な素牛の導入
や、きたかみ牛の生産を奨励するための補助金

市営牧野費 牧野管理事業 13,702 稲瀬牧野と水上牧野の維持管理経費
農地費 農業集落排水事業出資金 81,917 下水道事業会計（農業集落排水施設分）への出資金

・基準内：81,917千円
農業集落排水事業補助金 365,000 下水道事業会計（農業集落排水施設分）への補助金

・基準内：290,000千円
・基準外：75,000千円

県営ほ場整備事業負担金 3,500 県営調査事業（経営体育成基盤整備事業（水押地区）））に伴う負担金
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）

農業水利施設保全合理化事業
負担金

1,290 団体営土地改良事業（和賀中央地区）に伴う工事負担金
※国営かんがい排水事業を補完する工事

多面的機能支払交付金 563,443 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 62,423 県営農村地域防災減災事業（岩崎農場ため池2期地区、東和北地区、後
藤・横川目地区）に伴う工事負担金

林業振興費 林業施設管理事業 13,305 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 4,800 木材供給に係る運搬経費に対し、補助金を交付
● 森林経営管理事業 26,603 事業推進のための地域林政アドバイザー雇用及び市内私有林の適切な経

営管理を推進する業務委託ほか
● 高性能林業機械等導入補助金 5,447 市内民有林の適切な管理に伴う作業を支援するため、林業事業体の高性

能林業機械導入に対する補助
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

7款
商工費

商工総務費 工業団地事業特別会計繰出金 157,258 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 40,000 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）

● 北上市企業設備投資奨励補助
金

20,000 北上市企業設備投資奨励補助金交付要綱に基づき、工業団地等に立地す
る企業が工場等を設置した場合に補助
・固定資産税相当額を３年間補助

北上商工会議所事業費補助金 13,305 商工会議所が行う商工業振興のための事業費に対し補助
● 商店街振興事業補助金 2,700 商店街・商店会等商業団体が実施する振興事業への補助

● 北上市産学共同研究補助金 1,000 大学等研究機関と共同研究契約を締結した市内中小企業に対し、大学等
研究機関に支払う経費の一部を補助

中小企業県制度融資利子補給
金

53,054 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行う定率の利子補給

中小企業融資保証料補給金 4,280 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 9,000 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
きたかみ・かねがさきテクノ
メッセ事業費補助金

6,369 子どもたちのものづくりや科学技術への関心の高揚を目的とする「きた
かみ・かねがさきテクノメッセ」事業に対する補助

● 基盤技術高度化推進事業 23,000 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
ニア育成センター」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

特定区域産業活性化奨励事業
費補助金

250,000 一定の投資額、雇用人数を超える工場等の新設を行う製造業を営む企業
に対し補助（キオクシア㈱に対し、10年間各2.5億円で計25億円）

● 小学生職業体験事業費補助金 650 小学生に対し職業体験を通じ働くことを考える機会を与えるため、小学
生職業体験事業に対し補助するもの
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

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、産業の枠を越えた
連携による新事業の創出に係る費用の一部を補助

● ふるさと便ＰＲ事業 388,102 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 60,804 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
消費生活対策費 消費者救済資金貸付事業 19,000 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 8,965 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 5,039 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
45,713 観光案内所、その他の運営経費に対する助成（令和2年度より、イベン

ト業務及びスポーツコンベンション業務強化）
みちのく芸能まつり事業費補
助金

20,000 みちのく芸能まつり運営事業費に対する補助

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

夏油高原国有林野借上事業 6,342 夏油高原スキー場および夏油温泉施設用地の国有林野使用料を負担
● 産業観光振興事業 260 北上地域で操業している事業所の工場見学を旅行業者にPRし、北上市の

イメージアップと観光誘客を図る。
全国さくらシンポジウム実行
委員会負担金

2,400 4月に開催する全国さくらシンポジウム実行委員会に対する負担金

観光施設費 夏油高原スキー場施設管理事
業

36,025 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 5,558 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 62,293 みちのく民俗村の指定管理に係る指定管理料
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

民俗村民家屋根葺替事業 10,425 みちのく民俗村の民家の茅葺屋根の葺替えを実施
商工施設費 技術交流センター管理事業 9,164 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 67,265 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）
企業立地促進費 北上工業団地周辺道路整備事

業
345,000 北上工業団地拡張に伴う外周道路整備及び交差点改良工事

8款
土木費

土木総務費 ★ 自転車活用推進事業 1,678 自転車活用推進計画フォローアップ及び全体計画策定等

★ 交通安全環境整備事業 13,320 自転車活用推進計画のモデルルート概略設計ほか
道路橋りょう総
務費

道水路境界確認事務 19,458 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 100,000 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 350,000 道路除排雪に係る委託料及び地域除排雪協力者謝金
みちづくり支援事業費補助金 9,600 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 76,300 除雪ドーザ、除雪グレーダ、道路維持作業車をそれぞれ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 270,800 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　８路線
・側溝・照明修繕更新工事　１式
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

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 332,210 生活道路の道路改良により、安全で快適な環境を確保（15路線）
・下川原32号線（鬼柳）
・上江釣子補助幹線（江釣子）
・沢の入大官森線（岩崎）
・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）
・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）
・下門岡中部線（稲瀬）

長清水中野線整備事業 45,500 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=180ｍ

飯豊和田線道路改良事業 205,000 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
・道路改良工事　L=400m
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

柏野笠松小線整備事業 109,800 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
・道路改良　L=142m
・用地取得　Ａ＝183㎡
・物件補償　１式

林崎蒲谷地線整備事業 82,000 道路整備（国50％）
・用地測量　１式

後藤野工業団地防雪柵設置事
業

93,000 防雪柵設置　272ｍ

橋りょう費 道路メンテナンス補助事業 435,500 橋梁等の長寿命化を図るため、急速に老朽化が進む橋梁等の計画的・予
防的な修繕を実施（国55％）
・橋梁補修設計業務　１式
・橋梁外点検業務　１式
・工事委託費（ＪＲ）　１式
・土地借上げ料　１式
・橋梁補修工事
　北上中央橋、八幡橋、煤孫橋、開拓１号橋、大橋、林崎橋、塚１号橋
・物件移転補償費（電力）　１式

牡丹橋整備事業 10,150 ・土地借上げ料　１式
・作付補償費　１式
・休耕田復旧工事　１式

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）

22,000 飯豊川河川改修工事の実施
・改修工事L=50ｍ

都市計画総務費 ● 都市再生基本構想策定事業 323 北上駅周辺を中心とする都市拠点形成に向けた課題と対策を整理するた
め、研究会を開催し、整備事業化へつなげるもの。
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

● 人口減少地域地域拠点内住宅
取得支援事業補助金

12,800 人口流出対策及び定住促進を目標とし、人口減少地域の地域拠点におい
て新築住宅を取得した者に補助金を交付

●
★

拠点再生プロジェクト推進事
業

9,878 官民連携まちなか再生推進事業における未来ビジョン策定に係る外部委
員の報酬費等及び業務委託費。

公共下水道事業出資金 378,394 下水道事業会計（公共下水道及び特定公共下水道分）への出資金
・基準内：378,394千円

公共下水道事業補助金 530,000 下水道事業会計（公共下水道及び特定公共下水道分）への補助金
・基準内：298,000千円
・基準外：232,000千円

公共下水道事業負担金 21,467 下水道事業会計への雨水処理経費等に係る負担金
・基準内：21,467千円

公園管理費 公園緑地管理事業 174,835 都市公園等の管理、保守、修繕、占用及び使用許可等に係る事務等を行
う事業。

★ 市立公園展勝地桜並木延命化
対策事業

29,500 土壌改良、腐朽処理、エアレーション、不定根誘導等業務委託

公園整備費 公園施設長寿命化推進事業 8,900 四阿塗装塗替工事、照明灯ＬＥＤ化工事
交通政策費 ● 一般交通運輸対策事業 619 公共交通利用促進事業（時刻表の印刷、配布など）の実施

広域バス路線運行費補助金 742 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

● 拠点間交通運行補助金 30,585 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 9,369 都市拠点及び地域拠点間を結ぶ定時定路線の自家用有償旅客運送

幹線交通ＩＣＴ化推進事業 575 バスロケーションシステムの運用
★ 北上市地域公共交通計画策定

事業
3,100 あじさい都市きたかみ公共交通網形成計画の後継計画の策定

いわて花巻空港シャトルバス
運行補助金

7,358 いわて花巻空港と北上駅（北上工業団地経由）を結ぶシャトルバス運行
に対する補助
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

住宅総務費 宅地造成事業特別会計繰出金 5,375 宅地造成事業特別会計への繰出金
生活再建住宅支援事業利子補
給補助金

2,250 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

5,700 東日本大震災により被災した損壊家屋等の再建のため、バリアフリー対
応等の住宅新築に対して助成（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 1,793 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

空き家利活用促進事業補助金 3,800 人口減少地域の地域拠点における空き家バンク登録物件を購入し、改修
した場合に補助。低所得世帯の高齢者が空き家を解体した場合に補助

市営住宅管理費 市営住宅管理事業 70,477 市営住宅の管理経費
市営塚腰住宅解体事業 41,580 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 204,270 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

1,299,564 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

15,191 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 68,479 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）
● 消防団員免許取得等支援事業 668 消防団車両の運行管理のため、消防団員が準中型運転免許等を取得する

経費を補助
消防施設費 消防車両整備事業 47,280 消防ポンプ車１台、小型動力ポンプ付積載車２台を購入

消防屯所整備事業 25,339 第８分団第１部屯所（立花）の移転新築に係る建築工事及び第11分団第
3部屯所（藤根）の用地測量、設計を実施

防災費 防災備蓄品整備事業 1,206 保存期限の到来する防災備蓄品（アルファ米、水、粉ミルク等）を購入
● 総合防災推進事業 477 自主防災活動の活性化を図るため、自主防災組織対象の研修会、自主防

災マイスター認定講習会を実施する。
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

防災訓練事業 2,000 北上市、西和賀町を会場に岩手県総合防災訓練を実施することにより、
防災対応能力の強化を図る。

● 防災ラジオ普及促進事業 50 防災ラジオの販売に係る委託料
10款
教育費

事務局費 特別支援教育事業 3,135 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 50,366 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 62,208 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

● 北上市コミュニティ・スクー
ル等推進事業

1,135 学校運営協議会（コミュニティスクール）委員の報酬及び先進地視察等
研修の実施

中学校・高等学校連携研究事
業

500 中学校と高校の意見交換会の実施などを通じ、高校進学のニーズや連携
のあり方について研究する。

奨学事業費 奨学資金貸与事業 44,625 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 21,585 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：
４人、ことばの教室指導員：３人）

● 教育研究事業 22,339 教育研究に係る委託、総合学力調査、幼児ことばの教室の設置及び適応
支援教室の移設に係る事業をそれぞれ実施

● 学力ステップアップ事業 4,507 小・中学校が連携して児童・生徒の学力向上を図るため、学習支援員を
配置し、少人数での指導等を行う

● 英検受験料補助金 6,159 北上市立中学校在籍中学生に対して、１人につき年１回英検受験料を全
額補助する。（受験希望者）
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

小学校管理費 小学校遠距離通学支援事業 57,681 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管
理事業

42,325 コンピュータ教室等へのパソコン整備（リース費用）

●
★

情報機器管理事業（小学校） 118,349 国の「児童生徒１人１台端末整備の加速」に基づき、ＬＴＥ通信による
児童生徒１人１台端末を整備（リース費用）

小学校就学援助事業 26,877 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

小学校建設費 東部地区統合小学校建設事業 540,447 立花小学校、黒岩小学校、照岡小学校、口内小学校の統合小学校建設
笠松小学校新校舎建設事業 40,100 笠松小学校の移転改築

★ 黒沢尻東小学校煙突解体事業 6,039 旧ボイラー用煙突解体
★ 黒沢尻東小学校屋根改修事業 17,195 校舎屋根カバールーフ

中学校管理費 中学校遠距離通学支援事業 17,375 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

中学校部活動指導員事業 9,278 教職員の働き方改革を受けて部活動指導支援員を雇用し、生徒の部活動
の質の向上を図るもの

中学校教育振興
費

中学校教育用コンピュータ管
理事業

2,603 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 27,390 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

●
★

情報機器管理事業（中学校） 61,448 国の「児童生徒１人１台端末整備の加速」に基づき、ＬＴＥ通信による
児童生徒１人１台端末を整備（リース費用）

中学校建設費 ★ 飯豊中学校プール改修事業 13,908 プール防水シート改修
★ 和賀東中学校校舎屋上防水改

修事業
30,404 校舎屋上防水シート改修

幼稚園費 私立幼稚園実費徴収に係る補
足給付事業

5,940 多子世帯又は低所得世帯を対象に、私立幼稚園を利用する際に保護者が
負担する給食費の一部を給付（国1/3、県1/3）
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

●
★

（仮称）立花認定こども園整
備事業費補助金（教育分）

8,426 立花保育園が施設を移転新築し認定こども園に移行するため、幼稚園機
能部分の建設費の一部を補助する（国1/2）

●
★

岩手保健医療大学附属認定こ
ども園整備事業費補助金（教

19,267 学校法人二戸学園が認定こども園を整備するため、幼稚園機能部分の建
設費の一部を補助する（国1/2）

社会教育総務費 自治公民館活動交付金 13,423 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 1,269 地区交流センターの公民館保険料
● 芸術文化振興事業 1,141 文化芸術推進基本計画策定に関する費用等

北上市民芸術祭開催費補助金 7,000 市民芸術祭に対する補助金
● 北上市民俗芸能推進事業 6,262 北上市民俗芸能協会に対する業務委託費
● 地域学校協働本部設置事業 7,534 学校を核とした地域づくりを推進するため、地域学校協働本部の設置を

進めるもの
文化財保護費 ● 文化財保護審議会委員設置事

業
82 指定候補物件の選定、指定諮問に対する答申、文化財保護に関する重要

事項に対する意見提出
● 民俗芸能保存団体事業費補助

金
400 民俗芸能を伝承するための道具購入や修繕費用の補助、活動の節目とし

て行う記念事業の補助
● 北上市民俗芸能支援事業 255 市内民俗芸能団体の発表の機会を創出

● 多聞院伊澤家住宅消防道路設
置事業

46,748 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%）

● 八天遺跡保存活用・整備計画
策定事業

5,961 国指定史跡八天遺跡の保存活用計画等を策定し、計画書を刊行

図書館費 図書資料整備事業 13,897 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 9,943 博物館の管理運営業務

● 企画展示等事業 1,082 特定のテーマに基づく企画展示の実施
● 特別展示事業 2,500 トリプルアニバーサリー記念展・長期研究に基づく特別展示の実施

利根山光人記念美術館企画事
業

4,024 美術館運営事業費、利根山光人生誕100周年及び美術館開館25周年記念
事業開催費
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

生涯学習セン
ター費

生涯学習センター管理事業 117,048 生涯学習センターの施設管理
・建物借上料等

● まちづくり出前講座 290 まちづくり出前講座運営費（消耗品費や通信運搬費等）
● 講座開催事業 606 市民大学及びゼミナール等講座開催費
● さくらホール備品購入事業 1,506 録音用PCとソフト購入

文化交流セン
ター費

さくらホール管理事業 302,869 さくらホールの管理運営
・指定管理料等

★ さくらホール屋上シート更新
事業

89,197 さくらホールの屋上シートの修繕

日本現代詩歌文
学館費

日本現代詩歌文学館管理事業 126,095 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
に対する補助金

★ 俳句フェスティバル開催事業
費補助金

3,000 文学館開館30周年記念事業開催に対する補助金

★ 日本現代詩歌文学館変圧設備
更新事業

7,273 高圧コンデンサー等の変圧設備の更新

埋蔵文化財セン
ター費

発掘調査事業 29,679 個人住宅建設や民間開発等に伴う緊急発掘調査

● 資料等公開事業 523 埋蔵文化財の発掘調査の成果を公開
鬼の館費 ● 鬼学講座 65 成人対象の鬼に関する講座を開催

● 芸能公演 730 鬼剣舞をはじめとする地域に伝承される民俗芸能の公演を開催
● 大乗神楽大会 321 北上地方に伝承される特異な民俗芸能「大乗神楽」の公演を開催
● 福豆鬼節分会 342 地域に伝承される小正月や節分の行事及び民俗芸能に対し、楽しみなが

ら認識を深めることができるイベントの開催
● 鬼っ子わんぱく講座 249 子どもを対象にした鬼に関する創作活動支援や伝統文化体験事業の推進

1　子どもの日わくわくイベントの開催
2　鬼っこわんぱく講座鬼剣舞体験とステージ発表の実施
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●印はプロジェクト事業、★印は新規事業　（単位：千円）
区
分

事務事業名 事業費 事業の内容

 (1)　一般会計
予算区分

● 企画展・特別展 1,067 企画展、特別展、逢魔が時ナイトミュージアムの実施
保健体育総務費 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

2,000 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

東京五輪機運醸成事業 4,000 東京オリンピックに係る聖火リレー関連事業、セルビア 共和国のホスト
タウンとして交流事業を実施し、開催機運醸成を図るもの

●
★

スポーツ日常化支援事業 1,713 市民の日常的なスポーツ習慣につなげるため、スポーツ関連情報サイト
の管理運営や商業施設等での距離表示、セミナーを実施するもの

体育施設費 ★ 藤沢広場夜間照明自動点灯盤
更新事業

3,342 老朽化した夜間照明の自動点灯盤の更新を実施するもの

学校給食費 北部学校給食センター給食実
施事業

153,399 幼稚園２園、小学校４校、中学校２校へ給食を提供

南部学校給食センター給食実
施事業

171,789 小学校９校、中学校４校へ給食を提供
北部学校給食センター所管校へ主食とアレルギー対応食を提供

西部学校給食センター給食実
施事業

270,988 幼稚園2園、小学校5校、中学校4校へ給食を提供

南部学校給食センター管理事
業

316,395 ＰＦＩ方式で整備した南部学校給食センターの施設整備費および委託料
の分割払い及び施設の運営・維持

総合運動公園体
育施設費

★ 北上陸上競技場ウレタン補修事業 2,310 北上陸上競技場トラックの傷んでいるウレタン部分の補修を実施するも
の

★ 北上陸上競技場大型映像装置
パソコン機器更新事業

5,025 陸上競技場大型映像装置システムのパソコンＯＳの更新を実施するもの

★ 北上陸上補助競技場第３種公
認更新事業

9,504 北上陸上補助競技場の日本陸連第３種公認更新のため必要な修繕を実施
するもの

12款
公債費

公債費 市債償還元金 3,357,249 市債償還元金

市債償還利子 206,119 市債償還利子
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★印は新規事業、●はプロジェクト事業　（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 4,700,307 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

一般被保険者療養費 29,799 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 14,861 診療報酬審査に係る手数料

一般被保険者高額療養費 547,843 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

出産育児一時金支給費 18,910 被保険者の出産に対する一時金給付(１件最大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）

1,289,180 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

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）

462,510 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

国民健康保険事業費納付金
（介護納付金分）

128,110 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

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

保健事業事務 20,304 医療費通知に係る電算処理委託料等

特定保健指導事業 13,762 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 70,903 特定健診の実施に係る委託料等の経費

糖尿病性腎症重症化予防事業 2,805 糖尿病性腎症重症化予防に係る保健指導等実施

後期高齢者医療特別会計 保険料収納事務費 6,040 保険料の徴収に要する経費

 (2)　特別会計
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★印は新規事業、●はプロジェクト事業　（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

後期高齢者医療広域連合納付
金

1,579,067 ・医療費分：700,655千円
・保険料軽減分：177,632千円
・連合事務費分：40,291千円
・保険料分：660,487千円
・延滞金分： 2千円

介護保険特別会計 介護認定審査会事務 5,431 介護認定審査会の開催経費
認定調査等事務 55,774 要介護認定調査の実施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 2,769,022 居宅系サービスを利用し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 1,651,193 地域密着型介護サービスを利用し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 2,231,390 施設サービスを利用し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 6,094 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 10,939 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 323,253 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 118,916 居宅系サービスを利用し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

10,337 地域密着型介護サービスを利用し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 2,073 要支援認定者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 5,956 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 26,366 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 8,126 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 169,734 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
高額医療合算介護サービス費 18,498 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 285,276 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
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★印は新規事業、●はプロジェクト事業　（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

介護予防・生活支援サービス
事業

197,882 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 25,597 要支援認定者または介護予防・生活支援サービス事業対象者が自立した
生活が維持できるよう支援するための計画作成費用に対する給付費

介護予防普及啓発事業 24,505 介護予防のために行う教室、講座等に係る経費

地域介護予防活動支援事業 15,693 住民による介護予防のための体操の場の運営にかかる経費、地域の見守
り活動を行う住民グループを支援するための委託料

地域リハビリテーション活動
支援事業

992 ケアマネジャー、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の「通
いの場」等へリハビリテーション専門職等の関与を促進するための派遣
等に対する経費

包括的・継続的ケアマネジメ
ント支援事業

117,056 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 3,955 介護者に対する介護用品支給券の給付
成年後見制度利用支援事業 2,060 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 8,255 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
認知症サポーター養成事業 120 認知症に対する正しい知識と理解の普及を目的として、「認知症サポー

ター養成講座」及び「孫世代のための認知症講座」の開催に対する経費
在宅医療・介護連携推進事業
費

18,483 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 36,053 高齢者を支える地域の支え合い体制の構築を支援する生活支援コーディ
ネーターを配置するための経費

認知症初期集中支援推進事業 434 認知症初期集中支援チームを運営するための経費
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 5,844 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
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★印は新規事業、●はプロジェクト事業　（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

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 12,835 雨水排水路等清掃、刈払等の工業団地管理経費

● 北上工業団地整備事業 128,389 北上工業団地の拡張整備
・測量設計業務委託
・立木伐採

● 北部産業業務団地整備事業 455,000 新たな産業用地の整備
・埋蔵文化財調査
・立木伐採
・用地取得　A=32ha
・物件移転補償（電柱）

市債償還元金 135,136 市債償還元金
市債償還利子 1,739 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

駐車場事業特別会計 本通り駐車場管理運営事業 4,109 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 32,395 本通り駐車場の塗装修繕の実施
市債償還元金 37,027 市債償還元金
市債償還利子 527 市債償還利子

宅地造成事業特別会計 柏野住宅団地分譲事業費 1,629 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 2,794 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 452 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 9,693 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 発電施設管理事業 28,106 発電施設の維持管理経費
市債償還元金 57,168 市債償還元金
市債償還利子 4,628 市債償還利子
一般会計繰出金 53,152 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
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　令和３年度　北上市予算（案）の概要

　担　当　財務部財政課財政係
　連絡先　電　話　0197-72-8249（ダイヤルイン）
　　　　　ＦＡＸ　0197-64-2173
　　　　　E-Mail　zaisei@city.kitakami.iwate.jp
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