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国民健康保険に加入している人が病気やけがで

診療を受けた際、被保険者が自己負担した残りの

医療費を負担します。

・療養費の給付（１９億６,７０３万円）

・高額療養費の給付（２億６,２７６万円）

・出産育児一時金の給付（１,２６１万円）

・葬祭費の支給（３００万円）

・後期高齢者支援金の拠出（４億４,７０５万円）

・前期高齢者納付金の拠出（５２万円）

・介護保険の納付（２億１,９４４万円）

・共同事業への拠出（４億１,８９４万円）

・特定健康診査事業費の負担（１,９４２万円）

■国民健康保険医療の給付

国民健康保険特別会計（事業勘定）
担当：市民課

事業費：３５億７,１１３万円

安代診療所と田山診療所で市民が安心して医療

を受けられるよう、内科の一般診療のほか、外科

の専門外来診療を行います。

また、定期的に医療機器の保守点検などを行い、

地域医療の質とサービスの向上に努めます。

※事業費には、診療所職員の人件費を含みます。

■診療所の運営

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）
担当：安代診療所、田山診療所

事業費：３億３,７３９万円

②医療

■母子保健事業
担当：健康福祉課

事業費：２,４４９万円

■精神保健事業
担当：健康福祉課

事業費：２４７万円

■後期高齢者医療の負担

後期高齢者医療特別会計
担当：市民課

事業費：２億２,９５５万円

地域医療の充実を図るため、内科、外科、小児

科の一般診療に加え、循環器・糖尿病の専門外来

診療、呼吸器・血液・神経・腎臓の各内科系専門

外来診療や、夜間、休日などの救急患者への対応

を行います。

また、医師確保に引き続き取り組むほか、介護

老人保健施設などと連携した地域医療、在宅支援

が必要な患者のための訪問診療・看護を行います。

このほか、停電に対応するための自家発電設備

の改修を行うほか、医療機器の充実を図るため、

マッサージ器、画像処理システム画像ファイリン

グ装置、Ｘ線透視撮影装置内ＤＲ装置、給湯器、

業務用冷蔵庫などを購入します。

※事業費には、病院職員の人件費を含みます。

■西根病院の運営

国民健康保険西根病院事業会計
担当：西根病院

事業費：７億４,１７４万円

■医師養成事業貸付金
担当：健康福祉課

事業費：２４０万円

岩手郡内における休日昼間の初期救急医療体制

を確保するため、休日診療を行う在宅当番医の調

整や事業の実施、地域住民への救急医療知識の普

及推進などを岩手郡医師会に委託し実施します。

また、盛岡地区二次救急医療事業の充実に必要

な経費を負担し、地域医療充実に努めるほか、輸

血用血液確保のため献血の推進や、松尾、安代の

保健センターの管理などを行います。

■地域医療の拠点づくり
担当：健康福祉課

事業費：１億７,９００万円

安心して子どもを産み育てられるよう、保健師

による妊産婦・乳幼児の訪問活動、特定不妊治療

への助成を行っています。

また、各種健康診査や乳児健康相談、離乳食講

習会、親子教室など、親子の交流できる場を提供

し、妊娠や育児の悩みを解消するための支援をし

ます。

市民の皆さんの心の健康維持や自殺の減少など

を目的として、自殺予防対策に取り組みます。

ゲートキーパーの養成や専任の相談員を配置する

など、市民と連携し、予防対策に努めます。

後期高齢者医療制度運営のため、県後期高齢者

医療広域連合に対し、負担金を納付します。

・保険料徴収分（２億２,５５７万円）

・支援システム機器保守など（２８２万円）

市として、医師を養成するため、修学資金の貸

し付けを行います。
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生活に困っている人や高齢者など、弱い立場の

人の相談援助を進めるため、民生連絡員（１０６

人）を委嘱し、地域福祉の向上を図ります。

■民生連絡員設置事業
担当：地域福祉課

事業費：７９７万円

社会福祉団体など（八幡平市身体障害者福祉協

会、八幡平市民生児童委員協議会、八幡平市手を

つなぐ育成会、八幡平市母子寡婦福祉協会）に運

営費を補助し、活動の活性化を図ります。

■社会福祉団体育成事業
担当:地域福祉課､児童福祉課

事業費：２７３万円

生活保護法に基づき、生活に困っている人の最

低限度の生活を保障するとともに、その自立を助

けるため、困窮の程度に応じ必要な保護費（生活

扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、

生業扶助、葬祭扶助など）を支給します。

■生活保護費の支給
担当：地域福祉課

事業費：２億９,１１５万円

③地域福祉

地域社会福祉増進のため、八幡平市社会福祉協

議会に福祉関係事業の実施を委託するとともに、

運営などを補助し、福祉事業の推進を図ります。

■社会福祉協議会育成事業
担当：地域福祉課

事業費：５,５５７万円

消費生活相談員を１人配置し、消費者相談の充

実を図るほか、消費者啓発を行い、市民生活の安

心・安全の確保と市民サービス向上に努めます。

■消費生活対策事業
担当：市民課

事業費：１,５６１万円

④高齢者福祉

■敬老事業
担当：健康福祉課

事業費：１,３５８万円

精神上の理由や環境上の理由など、やむを得な

い理由で在宅での生活が困難な６５歳以上の高齢者

が、養護老人ホームに入所する費用を助成します。

この事業は国の老人福祉法に基づくもので、所

得に応じた自己負担や扶養義務者負担があります。

■老人保護措置事業
担当：健康福祉課

事業費：２,７５９万円

■地域包括支援センター事業
担当：健康福祉課

事業費：６,４００万円

要援護高齢者や障がい者の生活支援のため、ト

イレ改修、手すり設置や段差解消などの住宅改修

の経費に対し、補助金を交付します。

助成額は、改修工事にかかった費用（上限１１０

万円）から２０万円（介護保険などの給付分）を引

いた額の３分の２（補助限度額は６０万円）です。

担当：健康福祉課

事業費：３６０万円

■高齢者及び障害者にやさしい住ま

いづくり推進事業

７５歳以上の高齢者を対象に、西根地区４会場、

松尾地区１会場、安代地区６会場で敬老会を開催

します。また、満１００歳を迎えた人に長寿祝い金

（１０万円）を贈呈します。

高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすこと

ができるように、包括的および継続的な支援を行

います。

・介護予防事業（温泉を利用した健康教室など）

・包括的支援事業（総合相談支援業務など）

・任意事業など（家族介護教室、配食サービス事

業、ふれあいいきいきサロン事業など）
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市内の６５歳以上の高齢者が健康な生活を送るこ

とができるように、なかやま荘と森乃湯の利用１

回につき、１５０円を負担します。

■温泉入浴料の一部負担
担当：健康福祉課

事業費：２５８万円

■老人憩の家の管理運営
担当：健康福祉課

事業費：３,７３０万円

１人暮らしの高齢者や重度身体障がい者の単身

世帯に、緊急通報装置を無償で貸し出します（所

得制限あり）。

■緊急通報体制等整備事業
担当：健康福祉課

事業費：３０３万円

生活支援ハウス（高齢者世帯や１人暮らし高齢

者に介護支援・居住・交流機能を総合的に提供す

る施設）の管理運営を指定管理者に委託します。

■生活支援ハウスの運営
担当：健康福祉課

事業費：８１１万円

■老人クラブ育成事業
担当：健康福祉課

事業費：３３８万円

出産する１年以上前から本市に住所と生活の本

拠を有している人が、第３子以上の子どもを出産

した場合、出産祝い金５万円を支給します。

■出産祝い金の支給
担当：児童福祉課

事業費：２０５万円

育児支援が必要な家庭に子育て支援ヘルパーを

派遣し、産前産後の育児負担軽減を図ることによ

り、子育て中の家庭を支援します。

■子育て支援ヘルパー派遣事業
担当：児童福祉課

事業費：２７万円

児童の養育が一時的に困難になった場合や緊急

保護を必要とする場合に、一定期間養育や保護を

行います。

■子育て短期支援事業
担当：児童福祉課

事業費：３６万円

高齢者が、仕事を通じて生きがいのある生活を

送るとともに、高齢者の社会参加を促すため、シ

ルバー人材センターの運営を支援します。

■シルバー人材センター運営事業
担当：健康福祉課

事業費：７９６万円

⑤児童福祉

乳幼児などの健康を守るため、０歳児から小学

校を卒業するまでの子どもが医療機関を受診した

場合、医療費の自己負担額全額を助成するほか、

妊産婦（妊娠５カ月の初日から出産日の翌月末ま

で）に対し、医療費を助成します。

■乳幼児や妊産婦などに医療費助成
担当：市民課

事業費：６,１３２万円

老人クラブ連合会や各単位老人クラブ（西根地

区４１クラブ、松尾地区１5クラブ、安代地区１4クラ

ブ）に助成し、老人クラブの活動を支援します。

教養と娯楽の場を提供し、高齢者の福祉増進を

図るため、西根地区と安代地区の老人憩の家の管

理運営に必要な経費を支出します。
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子どもを扶養しているひとり親家庭の生活の安

定と、自立の促進を図るため、児童扶養手当を支

給します。

■児童扶養手当の支給
担当：児童福祉課

事業費：１億１,７４４万円

経済的理由や家庭内暴力被害などで困っている

人を母子生活支援施設に入所保護し、自立促進の

ための生活を支援します。

■母子保護の実施
担当：児童福祉課

事業費：４８９万円

子育てを行う家庭の経済的負担の軽減と、次代

を担う児童の健全な育成を図るため、子ども手当

を支給します。

■子ども手当の支給
担当：児童福祉課

事業費：４億８９０万円

地域の子育て支援機能を充実させるため、社会

福祉法人杉の子会が実施する育児相談、子育て

サークルなどの事業に対し､補助金を交付します｡

■地域子育て支援拠点事業
担当：児童福祉課

事業費：８００万円

保護者の就労と育児の両立支援を図るとともに、

多様な保育需要に対応するため、私立保育園が実

施する延長保育、休日保育および一時保育などの

特別保育事業に対し、補助金を交付します。

■私立保育園への特別保育委託
担当：児童福祉課

事業費：３,２９２万円

児童遊園（八坂、舘山、共新、寺田）および愛

の鐘の施設管理運営を行い、児童の健全育成に努

めます。また、八坂児童遊園トイレの舗装工事を

行います。

■児童遊園の管理
担当：児童福祉課

事業費：１３１万円

子育ての負担感を解消し、安心して育児ができ

る環境を整備するとともに、地域の子育て支援機

能を充実させるため、育児の相談や子育てに関す

る情報提供を行います。

■つどいの広場事業
担当：児童福祉課

事業費：１６５万円

放課後児童に適切な生活の場を与え、健全な育

成を図るため、放課後児童クラブを運営するほか、

一部の放課後児童クラブについては、指定管理者

に委託を行います。

寄木学童保育クラブにフェンスを設置します。

■放課後児童健全育成事業
担当：児童福祉課

事業費：７,９２６万円

家庭で保育ができない乳幼児について、私立保

育園や市外保育所に保育を委託します。

■私立保育園への保育委託
担当：児童福祉課

事業費：３億１,２４１万円

家庭で保育ができない家庭のため、公立保育所

８施設で保育や特別保育（延長保育など）を行い

ます。

また、田山保育所外壁張替等工事の実施設計を

行うほか、保育所にＡＥＤ（自動体外式除細動

器）を設置します。

■公立保育所の運営
担当：児童福祉課

事業費：１億４,９８７万円
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⑥障害者福祉

在宅障がい者の生活安定と社会参加を促すため、

補装具費を支給します。

■補装具費支給事業
担当：地域福祉課

事業費：１,０２６万円

在宅重度障がい者（児）に対し、障害者手当を

給付します。

■特別障害者手当等給付事業
担当：地域福祉課

事業費：６６１万円

やむを得ない事情などで、障害者支援施設など

に入所が必要な人の施設入所を支援します。

■障害者支援事業
担当：地域福祉課

事業費：６８５万円

障害者自立支援法を円滑に進めるため、新しい

事業にすぐ移行できない事業者に対し、経過的な

支援を行います。

■障害者自立支援対策臨時特例事業
担当：地域福祉課

事業費：３０万円

母子家庭の母親の就業促進を図り、母子家庭の

自立を支援します。

■母子家庭自立支援事業
担当：児童福祉課

事業費：１８９万円

障がいのある人が自立した日常生活を送ること

ができるよう､自立支援給付費などを給付します｡

①自立支援給付費（５億７,８０５万円）

・介護給付（居宅介護、生活介護、短期入所、ケ

アホームの共同生活介護、施設入所支援など）

・訓練等給付（自立訓練、就労移行支援、就労継

続支援、グループホームの共同生活支援など）

・特定障害者特別給付費（施設などの入所者に食

費などを補足給付）

②自立支援医療費給付（６９６万円）

・障がいを軽減し、日常生活を送るため、医療費

を給付

■障害者自立支援給付事業
担当：地域福祉課

事業費：５億８,５０１万円

①身体障がい者に医療費を助成（４０８万円）

②重度心身障がい者に医療費を助成（９,４８０万円）

③在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障がい者

（身体障害者手帳１・２級の人を除く）の酸素濃

縮器使用に係る電気料金の一部助成（９万円）

■身体障がい者への医療費助成
担当：地域福祉課

事業費：９,８９７万円

⑦母子・父子福祉

ひとり親家庭（高校卒業まで）や寡婦（後期高

齢者医療の非該当者）などに医療費を助成します。

■ひとり親家庭などの医療費助成
担当：市民課

事業費：１,５３２万円

①地域生活支援事業（２,５９４万円）

障がい者の能力や適性に応じ、自立した生活や

社会生活を送れるよう、相談支援、コミュニケー

ション支援、移動支援、地域活動支援センター、

訪問入浴サービス、知的障害者職親委託、日中一

時支援、生活支援（障害者憩いの場）、生活サ

ポート、代読・代筆ヘルパー派遣、声の広報発行

の各種事業を委託などにより実施します。

②日常生活用具給付（８５６万円）

③自動車運転免許取得費助成事業・自動車改造費

助成事業（３０万円）

④障害者社会参加促進交通費助成事業（１４万円）

⑤更生訓練費給付費（１５万円）

⑥成年後見人報酬助成費（４３万円）

■障害者地域生活支援事業
担当：地域福祉課

事業費：３,５５２万円

①福祉タクシー助成事業（１６１万円）

②障がい児通学支援手当給付事業（３０万円）

■障害者等福祉対策事業
担当：地域福祉課

事業費：１９１万円

25号 外 ◎２０１2．６．７

施策（２）
教育・文化の充実

小・中学校に長距離通学する児童生徒の負担緩

和を図るため、スクールバスを運行します。

■スクールバス運行事業
担当：学校教育課

事業費：４,６８８万円

家庭や地域、関係機関と連携しながら、児童の

登下校の安全確保をさらに充実させるため、各地

区にスクールガードリーダーを配置するなどの取

り組みを行います。

■学校安全体制整備推進事業
担当：学校教育課

事業費：３３万円

①学校教育

学校施設の改修工事などを行います。

・柏台小学校塗装等工事

・松野小学校給水設備改修工事

・大更小学校防火設備改修工事

・松尾中学校トイレ洋式化工事

・西根中学校校舎改修工事

・西根第一中学校校舎改修工事

■児童生徒への個別指導支援
担当：学校教育課

事業費：３,４３７万円

専任教員を配置し、複式学級や特別な配慮が必

要な児童生徒などに、きめ細かな指導を行います。

・教育相談員を委嘱し、児童生徒や保護者との教

育相談のほか、教職員との相談に応じます。

・小学校に「にこにこサポート推進員」を配置し、

複式学級児童の支援を行います。

・小学校に「ひかりサポート推進員」を配置し、

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）などの児童の

対応に当たります。

・中学校に「みのりサポート推進員」を配置し、

特別に配慮を必要とする生徒を支援します。

・小・中学校に「理科支援員」を配置し、理科授

業の準備補助などの支援を行います。

・適応指導教室を設置し、不登校児童・生徒の学

校への復帰支援を行います。

新学習指導要領に基づく小学校５・６年生の英

語必修への対応や中学生の基礎学力向上のため、

各地区に外国語指導助手を配置します。

■外国語指導助手の配置
担当：学校教育課

事業費：１,６９１万円

西根地区学校給食センター（西根地区・松尾地

区の小学校９校・中学校３校に１,９０４人分の給食

を提供）と、安代地区学校給食センター（安代地

区の小学校２校・中学校２校に３３６人分の給食を

提供）の運営を行います。

なお、給食用食材は､学校給食費で賄われます｡

■学校給食
担当：学校給食センター

事業費：２億６６６万円

名誉市民である故・江間章子さんの詩の心を多

くの児童・生徒に広め引き継ぎ、心豊かな成長を

願い、県内に住む児童・生徒を対象に、少年少女

の詩「江間章子賞」事業を行います。

■少年少女の詩「江間章子賞」事業
担当：学校教育課

事業費：８５万円

■学校施設の環境整備
担当：学校教育課

事業費：２億５,５３２万円

災害により停電になっても、保護者へメール一

斉送信を行うことができるようにするため、小・

中学校にパソコン用無停電電源装置を設置します。

■小・中学校パソコン用電源の確保
担当：学校教育課

事業費：７０６万円

幼児教育の振興を図るため、私立幼稚園就園奨

励事業を行うほか、第３子以降の幼児を入園させ

る保護者に対し、私立幼稚園保育料を助成します。

■私立幼稚園に対する支援
担当：学校教育課

事業費：１,０２６万円
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②社会教育

子ども、学校、家庭、地域、行政の５者が協力

し合い、地域の実情に応じた取り組みを行う教育

振興運動の推進のため、小学校区単位に組織され

た実践区に補助金を交付するとともに、リーダー

研修会や子どもフェスティバルなどを開催します。

■教育振興運動推進事業
担当：生涯学習課

事業費：１４１万円

男女共同参画推進大会を開催し、男女共同参画

社会推進に対する市民の意識醸成を図ります。

■男女共同参画推進事業
担当：生涯学習課

事業費：３０万円

各地区の生涯学習の中核的施設（公民館１４施設、

分館１４施設）で、各種講座や公民館まつりなどを

開催します。

■公民館事業の運営
担当：生涯学習課、各公民館

事業費：１億３,１６１万円

③スポーツ

各年代でスポーツやレクリエーションに親しむ

よう、体育指導員やスポーツ推進員などによるス

ポーツ活動の普及推進を行うとともに、スポーツ

教室やスポーツ大会を開催します。また、市体育

協会に体育事業負担金を交付するほか、各種大会

の開催経費について助成します。

・各種スポーツ大会を開催支援

・各種スポーツ教室を開催

・学校体育施設開放事業の実施

・スポーツリーダー研修会の開催

・体育協会へ体育事業負担金を助成

・地区体育振興会実施事業負担金

・西根４地区運動会負担金

・あっぴリレーマラソン大会負担金

・市体育協会補助金

・市スキー大会実行委員会開催大会補助金

・いわて・安比オープンテニス大会補助金

・第６５回東北高等学校相撲選手権大会補助金

・第８６回全日本学生スキー選手権大会八幡平市実

行委員会補助金

■スポーツ活動の推進
担当：生涯学習課

事業費：７,９３０万円

全市を対象とした３歳児親子図書館訪問事業の

ほか、子ども図書館まつりや文学散歩などの事業

を実施し、図書館利用の向上を図ります。

■図書館の運営
担当：図書館

事業費：２,３８２万円

生涯学習推進のため、市生涯学習推進大会を開

催します。

■生涯学習推進事業
担当：生涯学習課

事業費：５０万円

児童・生徒が取り組む地域の伝統芸能の発表・

交流事業を実施します。また、交流を深めること

を目的に、国庫委託事業として宮古市の保存団体

を招き、伝統芸能を披露していただきます。

■学びを通じた被災地の地域コミュ

ニティ再生支援事業
担当：生涯学習課

事業費：３５０万円

27号 外 ◎２０１2．６．７

田山スキー場管理のほか、スキー競技センター

や圧雪車専用車庫の屋根外壁塗装工事を行います。

■田山スキー場の管理
担当：生涯学習課

事業費：３,５７８万円

地域に根差した芸術文化活動の発表の場と機会

を提供するために、西根・松尾地区芸術祭や安代

地区芸術祭を開催します。

■芸術文化振興事業
担当：生涯学習課

事業費：１１９万円

④芸術文化

児童生徒に優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供す

るため、青少年劇場を開催します。

■青少年劇場の開催
担当：生涯学習課

事業費：３１万円

体育施設の管理業務を委託するほか、施設の改

修を実施します。

・田山スポーツ交流館浄化槽解体撤去工事

・田山グラウンド管理棟浄化槽解体撤去工事

・田山体育館浄化槽解体撤去工事

■体育施設の管理
担当：生涯学習課

事業費：９,５４６万円

施策（３）
行財政の効率化

市政の円滑な運営を図るため、外部との交際に

要する経費として、主に慶弔費や、各種行事に出

席する場合の会費として支出します。

■市長交際費
担当：市長公室

事業費：１８０万円

①行政組織

職員研修を実施し、職員の能力や資質の向上、

勤務能率の向上を図ります。

・庁内研修（法制執務研修、行政評価研修など）

・庁外研修（県央地区市町村職員研修、市町村ア

カデミーなどへの派遣参加）

・自主研修（通信教育講座受講などへの助成）

■職員の研修
担当：総務課

事業費：１８７万円

②財政

地域振興事業の原資とするため、合併市町村振

興基金に合併特例債を財源として積み立てます。

■合併市町村振興基金への積み立て
担当：市長公室

事業費：３億円

情報システムの円滑な稼働と業務の円滑性を確

保するため、住民情報系、内部情報系、ネット

ワークシステムなどのソフトウエアを賃借すると

ともに、情報機器の保守管理を行います。

■情報システムの管理
担当：総務課

事業費：９,１２６万円

③行政改革

市行政改革懇談会を開催し、社会情勢の変化に

応じた簡素で効率的な市政の実現を目指します。

■行財政改革の推進
担当：市長公室

事業費：２１万円
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④行政推進

効率的で効果的な行政運営や職員の意識改革の

ほか、市民に開かれた行政経営の実現を目指しま

す。本年度は事務事業評価に加えて施策評価を実

施し、行政評価制度の充実と定着に取り組みます。

■行政評価
担当：市長公室

事業費：５２７万円

庁舎建設の実施設計が終わり、用地買収、各種

許認可手続きを完了しました。３月から造成工事

に入り、ことし秋ごろ終了する予定です｡その後､

庁舎と多目的ホールの建築工事に着手し、２６年秋

の完成を目指します。ＪＲ花輪線北森駅移設は、

基本調査設計が終了したことから、移設に係る実

施設計についてＪＲと協議を進めていきます。

■庁舎の建設
担当：庁舎建設推進室

事業費：７億９,３９２万円

介護保険事業を行う盛岡北部行政事務組合に対

し、本市負担分を支出します。

■介護保険事業の負担
担当：健康福祉課

事業費：４億６,２０３万円

県内全市町村で運営する県後期高齢者医療広域

連合に対し、本市負担分を支出します。

■後期高齢者医療広域連合への負担
担当：市民課

事業費：４億１,５７７万円

②自立したコミュニティ活動

地域住民の公益的活動を支援し、協働によるま

ちづくりを推進するため、地域振興基金を活用し、

市民の自主的な活動に補助金（地域振興協議会５０

万円以内、自治会など１０万円以内）を交付します。

■協働によるまちづくり活動へ補助
担当：地域振興課

事業費：１,６００万円

地区住民の地域振興を促し、自治組織を活性化

するため、自治会活動に要する経費に対して補助

金を交付します。

■自治会活動への補助
担当：地域振興課

事業費：１,１８０万円

地域住民の自主的な活動をより一層推進するた

め、自治集会所機能の充実を図ることを目的に、

下水道や農業集落排水への接続工事に要する経費

の一部を助成します。

■自治集会所の機能充実への助成
担当：地域振興課

事業費：３７４万円

２市２町でし尿の広域処理を行う盛岡北部行政

事務組合に対し、本市負担分を支出します。

■し尿の広域処理
担当：市民課

事業費：１億９,０１０万円

施策（４）
連携・交流の促進

①広域行政の推進

新たな政策への迅速な対応、地域主権戦略大綱

に基づく権限移譲、協働のまちづくりの一層の推

進、効率的で効果的な組織機構の構築などのため、

２４年度から３カ年で行政組織機構改革を進めます。

■市の行政組織機構再編
担当：市長公室

29号 外 ◎２０１2．６．７

③交流ネットワークの形成

オーストリア・アルテンマルクト町、ニュー

ジーランド・ホロフェヌア地区、タイ国・タマ

サート大学などとの国際交流を推進するため、市

国際交流協会に対し､運営費補助金を交付します｡

■国際交流支援事業
担当：地域振興課

事業費：２０万円

施策（５）
開かれたまちづくりの推進

①情報公開の推進

市議会の活動を市民に伝えるため、「はちまんた

い議会だより」を年４回発行します。

また、市議会定例会や臨時会での審議内容を記

録するため、会議録を作成します。

■議会議員活動などの情報提供
担当：議会事務局

事業費：４６９万円

首都圏やその周辺に住む市出身者の親睦・交流

を通じ、都市間交流の推進や郷土の発展に寄与す

るため､八幡平ふるさと会に補助金を交付します｡

■ふるさと交流事業
担当：地域振興課

事業費：６０万円

幅広い市民の声を市政に反映させるため、「市

長とのフリートーク」を開催するほか、３２カ所に

設置した「わたしの提言箱」で提言を募集します。

②市民の参加によるまちづくりの推進

■個別・対話型広聴事業の実施
担当：市長公室

事業費：２万円

市民に必要な情報や地域の話題などを提供し、

市民主体のまちづくりを進めるため、広報はちま

んたいを毎月２回（第１・３木曜日）発行します。

また、市の予算や１年間の市政推進に関する情

報を皆さんと共有するため、「八幡平市予算説明

書（ことしの予算の使いみち）」を発行します。

■広報・市予算説明書の発行
担当：市長公室

事業費：９３２万円

③地域審議会の設置

地域特性を生かしたまちづくりのため、西根、

松尾、安代の各地区地域審議会を開催します。

■地域審議会の開催
担当：地域振興課

事業費：７２万円
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