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①治山・治水

施策（１）
自然環境の保全と活用

米代川水系の根石ダム（平成１２年完成）

■河川の維持管理
担当：建設課、土木林業課

事業費：４５２万円

大雨などによる浸食の著しい小河川などの維持

修繕や障害物除去などを行います。

自然と共生する、快適な住環境のまちづくり

基本目標Ⅰ

自然と共生する、快適な住環境を形成していくため、地域の骨格を形成する土

地利用や道路などの社会基盤の整備をはじめ、環境保全、安全対策などの生活環

境整備に取り組んでいきます。

県の委託で、安代防災ダム群（荒沢１号・２

号・３号ダム、根石ダムなど）を維持管理します。

■農地防災ダムの管理
担当：土木林業課

事業費：４,０８１万円

市民が設置する住宅用太陽光発電システムのう

ち、国の補助金交付決定がされているものにかさ

上げで補助します。（住宅用太陽光発電システム

導入促進費補助金＝新規事業。１㌔㍗当たり３万

円で１０万円が上限）

■住宅用太陽光発電システムの促進
担当：地域振興課

事業費：２００万円

松尾地区の明治百年記念公園内に完成した小水

力発電所や松川地熱発電所などを組み合わせ、

小・中学生の環境学習の場とします。八幡平御在

所地区で調査検討をしている地熱発電の事業化に

向け取り組むなど、「豊かな自然エネルギー供給

のまち 八幡平市」の全国発信に努めます。

②資源エネルギー

■地熱発電の事業化を働き掛け

担当：地域振興課

事業費：１３７万円

07号 外 ◎２０１2．６．７

道路の新設改良などを、次のとおり行います。

・市道日影山蟹沢線（改良舗装２８０㍍ほか）

・市道堀切線赤川橋橋梁（橋梁下部工事２基ほか）

・市道山子沢線（用地取得ほか）

・市道大更中央線（用地取得ほか）

・市道中田野駄森線（改良舗装６２０㍍ほか）

・市道牧野線（改良舗装２００㍍）

・市道八幡平温泉郷幹線（改良舗装２３０㍍）

・市道下愛宕線七時雨橋橋梁整備（耐震補強）

・県道焼走り線（改良舗装２３０㍍ほか）

・市道共新住宅線（改良舗装１２７㍍ほか）

・市道堀切東線（用地測量）

・市道松森山後谷地線（測量設計用地調査）

・市道北切線（用地取得ほか）

・市道いこいの村線外２（改良舗装３３０㍍ほか）

・大更駅前広場整備（駅西口駅前広場実施設計）

・市道交通広場線（改良工事１１６㍍ほか）

・市道森子支線（改良工事２３４.３㍍ほか）

・市道南北線（改良工事２３５㍍ほか）

・市道永持１号線（改良工事２１０㍍ほか）

他路線は緊急度や利用状況を踏まえ適切に対応

■市道の新設改良

担当：建設課

事業費：８億５，４２５万円

■県道の維持管理
担当：建設課

事業費：５,２３９万円

平成１９年度から権限移譲された県道６路線（柏

台松尾線、田山停車場線、大更停車場線、荒屋新

町停車場線、田代平西根線、焼走り線。総延長約

２９.５㌔㍍)について、除雪などの管理を行います。

①道路

市総合運動公園までの整備済み約１.０㌔㍍ 区間

は、３月１６日に使用が開始されました。未完成区

間４.７㌔㍍のうち、用地補償の終了した区間約１.６

㌔㍍の改良工事を実施する旨、県から伺っていま

す。用地などでは、現在未契約となっている数人

の地権者から同意をいただけるよう、県と一体と

なり、引き続き積極的な取り組みを実施します。

なお、用地補償業務については、県から委託を

受け市が実施します。（２５年度まで）

■国道２８２号西根バイパスの整備
担当：岩手県、建設課

事業費：1億６,９８９万円

施策（２）
社会基盤の整備

市道の補修などを行うとともに、道路維持作業

の車両管理を行います。除雪は、地区の実情に応

じた体制で行うとともに、想定外の降雪に対する

危機管理対策の検証も行っていきます。

また、老朽化した前森地区の除雪機械格納庫を

建て替えるほか（３４２万円）、除雪ドーザと小型

ロータリ各１台を購入します（３，３００万円）。

■市道の維持補修と除雪
担当：建設課、土木林業課

事業費：４億３,４１３万円

小屋の沢水源を活用した事業に着手し、順次、

配水池の建設にも取り組んでいきます。また、今

後、安定した給水を確保するためにも、経営の確

立を重視しながら料金改定に取り組んでいきます。

②上水道

■水道給水区域の拡張

水道事業会計

担当：上水道課

事業費：１億１,４００万円

■簡易水道施設の更新
担当：上水道課

事業費：１,１００万円

道路改良などに伴う布設替工事や、施設監視シ

ステム更新のための実施設計を行います。
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住宅の耐震化を促進するため、引き続き民間木

造住宅の耐震診断と耐震改修を進めます。

また、居住環境の向上や、地域経済の活性化を

図るため、５０万円以上の住宅リフォーム事業に対

し、八幡平市共通商品券により、事業費の５分の

１（最大２０万円）の助成を引き続き実施します。

なお、住宅マスタープランで掲げる住宅関連産

業の支援と住宅産業における地産地消の促進、移

住による定住の促進を図るため、新たに木造住宅

の新築または１０平方㍍以上の増改築を行い、工事

費が１００万円を超える場合に５０万円を上限として

助成を行うとともに、さらに５５平方㍍以上の新築

または増改築で市産材を使用した場合には、１立

方㍍当たり２万円を加算助成します。

■民間住宅

担当：建設課

事業費：２,１５０万円
時森地区の管渠整備と、松尾地区農業集落排水

処理施設の機能強化事業を実施します。

■農業集落排水事業

農業集落排水事業特別会計
担当：下水道課

事業費：１億８,３７９万円

④宅地・住宅

市営住宅３８６戸のうち、耐用年限を経過した住

宅が過半数を占めることから、これらの適正な管

理運営を行うとともに、長寿命化対策として、市

営柏台第一住宅２棟について、屋根外壁改修工事

を実施します。

また、耐用年数が経過し、老朽化が著しい仲町

住宅の建て替えを進めるため、設計を行います。

■市営住宅

担当：建設課、土木林業課

事業費：７,７７３万円

公共下水道整備事業として、両沼（大更）と平

舘高校付近の管渠整備などに取り組みます。
きょ

③下水道

■公共下水道施設の整備

公共下水道事業特別会計

担当：下水道課

事業費：２億６,１１１万円

■浄化槽

浄化槽事業特別会計

公共下水道事業と農業集落排水事業以外の区域

を、市が設置して管理を行う浄化槽市町村整備推

進事業で引き続き取り組みます。

担当：下水道課

事業費：４,０９８万円

09号 外 ◎２０１2．６．７

子育て期の家庭の経済的負担を軽減するため、

公共交通機関を利用して高校などに通学する生徒

の通学定期購入費の一部助成（通学定期購入費の

７㌫の額）を行います。

■通学定期補助
担当：地域振興課

事業費：３６１万円

市内全ＮＴＴ局はＡＤＳＬ化されていますが、

ＮＴＴ局から遠距離地域はＡＤＳＬサービスが利

用できない状況なので、情報通信の地域格差是正

に努めます。２４年度は、ＮＴＴ安代交換局内エリ

アに民設民営光ブロードバンド基盤整備を促すた

め、光回線加入者の需要喚起や加入促進を支援し、

光ブロードバンド化の早期実現を図ります。

■ブロードバンド基盤整備

担当：総務課

事業費：７万円

⑤公共交通

高齢者などの移動手段の確保を図るため、安代

地区コミュニティバスの運行を継続するとともに、

２３年４月から試験運行していた西根、松尾地区で

も、２４年４月１日から本格運行を開始しました。

■コミュニティバスの運行
担当：地域振興課

事業費：５,５３８万円

⑥情報

東日本大震災でアナログ放送が延長されていた

岩手など３県が、４月１日から地上デジタル放送

に完全移行しました。新たに発生する難視聴地域

を解消するため、関係機関と協力して地上系受信

対策の促進や市民相談に応じます。

■地上デジタルテレビ放送

担当：総務課

⑦都市計画・土地利用

大更駅周辺および隣接地域のまちづくり環境整

備基本計画に基づき、２４年度から事業展開を行い

ます。都市計画道路大更駅前線の整備については、

関係者との話し合いを通して検討するほか、関連

のある大更駅前広場について実施設計を行います。

■都市計画

担当：建設課

事業費：１,０４３万円
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②公園・緑地

■市内公園、河川公園の維持管理
担当：建設課、土木林業課

事業費：６３７万円

次の公園や河川公園の維持管理を行います。

田頭館山公園、山崎堀切地区河川公園、涼川河

川公園、平舘まちかど公園、松川河川公園、妻の

神公園キャンプ場、川原河川公園、小柳田河川公

園、五日市河川公園、米白河川公園

①環境衛生

施策（３）
生活環境の整備

新しい最終処分場は、平成２４年度内の完成予定

となっていますので、今後の管理運営について、

協議を進めていきます。

■最終処分場の建設
担当：市民課

事業費：５億６,３２５万円

市内から発生する一般廃棄物を清掃センターで

処理します。

■一般廃棄物の処理
担当：市民課、清掃センター

事業費：２億４,９２８万円

県内沿岸被災地のガレキ焼却処理の受け入れを

行い、復興を支援します。

■東日本大震災のがれき焼却
担当：市民課、清掃センター

事業費：４,１９８万円

一般家庭用ごみの分別収集による資源ごみの再

資源化などを促進し、ごみ減量化とリサイクルの

推進による循環型社会構築に努めます。また、地

域のごみ収集場所整備に補助を行います。

■廃棄物の減量化とリサイクル
担当：市民課

事業費：１億９９５万円

民間の専門性や効率性が発揮され、市民サービ

スの向上、経費の縮減、行政運営の効率化を図る

ため、包括的な管理運営方式を導入し、本年４月

１日から民間委託を行いました。

■市斎場の運営
担当：市民課

事業費：２,４２１万円

③公害防止

福島第一原子力発電所事故による放射線対策と

して、保育所や学校など１９カ所の空間放射線量の

測定を継続して行うほか、県からの権限移譲によ

り、東北自動車道沿線など１０カ所の騒音測定を実

施します。さらに、油漏れ事故発生時の水質汚濁

対策などを実施し、生活環境保全に努めます。

■放射線量など監視対策の強化
担当：市民課

事業費：１,０２３万円

11号 外 ◎２０１2．６．７

⑥消防・防災

八幡平消防署の運営のため、盛岡地区広域消防

組合に対し、運営管理費を支出します。

■常備消防活動
担当：総務課

事業費：５億６,５６４万円

火災予防思想の高揚と防火意識を喚起するため、

火災予防運動期間を中心に、予防活動を実施しま

す。また、消防団員の士気高揚と技量向上を図る

ため､消防演習や消防訓練大会などを開催します｡

■非常備消防活動
担当：総務課

事業費：１億７８５万円

消防団施設や車両の維持管理を行うとともに、

老朽化した消防車両の更新などを行います。

■消防施設の整備
担当：総務課

事業費：７,７９０万円

東日本大震災での教訓を踏まえ、早期に新たな

「地域防災計画」を策定するとともに、防災意識

の高揚や防災体制の強化に向けた取り組みを積極

的に推進し、地域防災の要となる消防団や関係機

関、団体との地域連携により防災力の向上を図り

ます。また、引き続き被災地支援に努めます。

■災害対策

担当：総務課

事業費：３,９２０万円

水害時の対応への技量向上のため、関係機関と

合同で北上川上流盛岡地区水防訓練を行います。

■水防
担当：総務課

事業費：１１２万円

道路の危険箇所などの把握に努め、関係機関へ

改善を要望するとともに、カーブミラーやガード

レールなどの交通安全施設整備に努めます。

■交通安全施設整備事業
担当：市民課

事業費：４０万円

犯罪のない安心・安全な地域をつくるため、防

犯隊など関係機関と連携し、啓発活動などに取り

組みます。また、集落内の防犯灯設置補助や市が

管理する防犯灯の維持管理を行います。

⑤犯罪防止

■地域安全活動の推進

担当：市民課

事業費：１,００６万円

④交通安全

前年と比較し、交通事故件数は減少傾向にある

ものの、死亡事故が発生するなど、依然として予

断を許さない状況にあります。そのため、なお一

層の交通安全対策に努めるとともに、高齢者に対

して交通安全対策を講じます。

■交通安全活動の推進
担当：市民課

事業費：１,３４７万円


