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市民の皆さまには、日頃から本市のまちづくりに対し、深いご理解とご協力

を賜り、厚く御礼を申し上げます。

昨年３月１１日に発生した東日本大震災から１年が経過しました。甚大な被害

を被った沿岸市町村は、今、復興に向け一歩一歩力強く歩みはじめています。

市としましても、被災市町村との絆をさらに深めながら、復興に向けた支援を

一層進めてまいります。

さて、平成２４年度は、八幡平市総合計画後期基本計画２年目であり、八幡平

市が誕生して８年目となる年です。

福島第一原子力発電所事故に伴う風評被害など、本市を取り巻く現状は依然

として厳しい状況にありますが、今こそ持てる力を結集し、この困難を克服し

ていかなければならないと考えています。

市ではことしも、本年度の事業内容や財政状況を市民の皆さまに分かりやす

く説明し、ご理解いただくために、平成２４年度八幡平市予算説明書「ことしの

予算の使いみち」を発行することとしました。

この予算説明書で市の事業をご理解いただくとともに、今後の市政について

共に考え、よりよいまちづくりを進めるきっかけとなることを願っています。

平成２４年６月

田 村 正 彦
八幡平市長
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総合計画・基本目標と

≪計画の構成≫

≪計画の内容≫

基本構想

後期基本計画前期基本計画

１８ １９ ２０ ２１ ２５ ２６ ２７→ → → → → → → →→

施
策

分
野

基
本
目
標

施

策

将
来
像 農と

みのり

輝の大地
ひかり

－岩手山・八幡平・安比高原の恵みに満ちた、

交流新拠点をめざして－

自然と共生する、快適な

住環境づくりのため、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

の生活環境整備取り組

んでいきます。

生きがいや喜びにあふ

れ、健やかに日々を送る

ことのできるまちをつく

るため、保健や福祉・医

療、教育や地域連携など

の充実に取り組んでいき
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八幡平市の総合計画～計画の骨子と施策の構成～

基本目標Ⅲ

健やかな、

創造性あふれる

人材のまちづくり

自然環境や広域交通機

能を生かし、連携・協調

の輪を広げることで産業

の振興を図るほか、人づ

くりや雇用確保などのた

め、さらなる産業の活性

化に取り組んでいきます。

基本目標Ⅱ

連携によって築く、

躍進する産業の

まちづくり

基本目標Ⅰ

自然と共生する、

快適な住環境の

まちづくり

自然と共生する、快適

な住環境づくりのため、

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、生活環境

の整備に取り組んでいき

ます。

２２ ２３ ２４

≪計画の構成≫

まちづくりの基本方針となる「総合計画」は、まちづくりの理念や将来像と、それら
を実現するための施策の大綱を示す「基本構想」、具体的な施策展開の方向性と達成す
べき目標を定めた「基本計画」で構成されています。
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一般会計
市税や地方交付税など

を主な財源として、福祉

や教育、道路や公園の整

備など、市が行うさまざ

まな分野の事業やサービ

スを行うための会計です。

公営企業会計
国民健康保険や公共下

水道のように、特定の収

入で特定の事業を行うた

め、一般会計と区分する

ために設けられている会

計です。

地方公営企業法の適用

を受けて、地方公共団体

が経営する上水道や病院

事業のように、その事業

収入で経営を行うために

設けられている会計です。

特別会計

05号 外 ◎２０１2．６．７

平成２４年度一般会計、特別会計および企業会計予算

平成２４年度一般会計の予算総額は１８３億２,１００万円で、前年度当初より１０億６,８００万円、
６.２㌫の増となり、４年連続の増額予算となりました（合併後の最高額）。また、企業
会計を除く７会計の合計も、前年度当初比４.６㌫増の２３７億８,０５１万円の予算額となりま
した。
一般会計では、歳入で市税を２７億956万円計上していますが、景気低迷などの影響で
23年度と比べて4.3㌫の減となっています。また、普通地方交付税は、前年度当初予算
対比で２億５,０００万円増の７７億５,０００万円、特別地方交付税は、同額の３億円を予算化し
ました（詳細は32㌻に掲載）。

（注）各数値は、単位未満を四捨五入しています。そのため、合計金額と異なる場合があります。

伸び率増 減平成２３年度平成２４年度会 計 別

０．４％△１９８万円５億４，５８２万円５億４，３８４万円収入
収益的

水道事業会計
△０．９％△４９５万円５億４，５２８万円５億４，０３３万円支出

△１７．６％△２，６０１万円１億４，７７８万円１億２，１７７万円収入
資本的

△１５．１％△５，６１０万円３億７，０９９万円３億１，４８９万円支出

０．１％８１万円７億１，９２６万円７億２，００７万円収入
収益的

西根病院事業会計
０．１％８１万円７億１，９２６万円７億２，００７万円支出

△５７．９％△２，２０８万円３，８１３万円１，６０５万円収入
資本的

△５７．５％△２，９３０万円５，０９７万円２，１６７万円支出

■公営企業会計

伸び率増 減平成２３年度平成２４年度会 計 別

６．２％１０億６，８００万円１７２億５，３００万円１８３億２，１００万円一般会計

７．５％２億４，９１９万円３３億２，１９４万円３５億７，１１３万円国民健康保険特別会計（事業勘定）

特
別
会
計

△１２．８％△７，９８７万円６億２，４０４万円５億４，４１７万円公共下水道事業特別会計

△２４．９％△２億３，６４５万円９億５，１２６万円７億１，４８１万円農業集落排水事業特別会計

６．４％３７８万円５，８６８万円６，２４６万円浄化槽事業特別会計

１０．５％３，２１１万円３億 ５２８万円３億３，７３９万円国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

０．７％１４９万円２億２，８０６万円２億２，９５５万円後期高齢者医療特別会計

△０．５％△２，９７５万円５４億８，９２６万円５４億５，９５１万円計

４．６％１０億３，８２５万円２２７億４，２２６万円２３７億８，０５１万円合 計

■一般会計・特別会計

平成２４年度予算の概要
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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
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中山間地域の多面的機能を維持するために、１７

集落に対して直接支払いを行います。

■中山間地域等直接支払事業
担当：農政課

事業費：１,５７０万円

連携によって築く、躍進する産業のまちづくり

基本目標Ⅱ

自然環境や広域交通機能を生かし、さまざまな連携・協調の輪を広げることで、

躍動感あふれる産業の振興を進めるほか、人づくり、雇用確保などの観点からも、

産業活性化に向けて取り組んでいきます。

施策（１）
産業の振興

①農業

付加価値の創造を支援する農畜産物の６次産業

化支援事業を継続します。

■農畜産物の６次産業化支援
担当：農政課

事業費：１００万円

ほうれんそうの安定出荷を目的として、生産者、

市、ＪＡで基金を積み立て、価格安定を図ります。

■ほうれんそう価格補填対策事業
担当：農政課

事業費：７５０万円

担い手育成・確保および集落営農組織による農

業生産構造への移行と、コメ依存からの脱却を図

るために実施する営農振興対策に対し、ＪＡ新い

わて営農振興支援対策事業費補助金を交付します。

■営農振興支援対策事業
担当：農政課

事業費：７４３万円

りんどうのヨーロッパ輸出の課題であるユーロ

安対策として、運搬経費補助を行います。

■りんどう海外輸出支援事業
担当：農政課

事業費：１２５万円

新品種開発事業やりんどう親株の増殖事業など

で生産拡大を促すほか、ニュージーランドとの合

同育種事業や、同国とチリでの栽培を継続して推

進し、さらなる発展につながる施策を展開します。

・りんどうの新品種開発４０９万円

・ニュージーランドりんどう共同研究負担金１５０万円

・親株増殖業務４３０万円ほか

■りんどうの生産拡大と品種開発
担当：花き研究開発センター

事業費：２,６８１万円

市全体のりんどう生産規模拡大を図るため、新

規栽培農家に対し経費の一部を補助します。

■りんどう生産規模拡大対策事業
担当：農政課

事業費：１４０万円

13号 外 ◎２０１2．６．７

新規に設立された集落営農組織および既存組織

の育成のため、助成を行います。

■集落営農組織支援事業
担当：農政課

事業費：３９４万円

コメの生産数量目標の達成、農業者戸別所得補

償制度の円滑な運営を図るため、農業再生協議会

に助成を行います。

■戸別所得補償推進事業
担当：農政課

事業費：１,２２０万円

葉たばこの廃作により、新規に野菜を栽培する

費用の一部を助成します。

■葉たばこ廃作対策事業
担当：農政課

事業費：２３２万円

各種農業制度資金の利子補給を行います。

・農業近代化資金１０６万円

・農業経営基盤強化資金２８４万円など

■農業金融対策事業
担当：農政課

事業費：４１５万円

意欲と能力のある農業経営体の育成や経営指導

を支援するために、専門的知識のある担い手指導

員を配置し、担い手の育成や経営改善指導、集落

営農組織育成指導、新規就農者の育成支援、農地

利用集積などの推進を行います。

■農業経営基盤強化促進対策事業
担当：農政課

事業費：６０７万円

ほうれんそうやりんどうの生産拡大を推進する

ため、生産施設や管理用機械の導入に対し、補助

金を交付し支援します。

■いわて未来農業確立総合支援事業
担当：農政課

事業費：６,５５０万円

市内の水田における自己保全など、約５６０㌶ の

遊休農地化を防止する対策として、作付面積の規

模を拡大しようとする集落営農組織に助成します。

■遊休農地活用促進対策事業
担当：農政課

事業費：５５０万円
地域農業マスタープランに位置付けられ、農地

集積に協力する農業者に助成を行います。

経営転換３００万円、分散錯圃解消１００万円
ほ

■農地集積推進事業
担当：農政課

事業費：４００万円

ほうれんそうで２人、りんどうで１人の新規農

業者を確保したほか、今後も新規就農者や就農体

験者に助成を行うなど、積極的に取り組みます。

新規就農者支援金（継続３世帯、新規１世帯）

７７７万円、研修受入農家支援金２２５万円、家賃助成

（２万円×７カ月×３世帯）４２万円、後継者就農

研修支援金（１５万円×１２カ月）１８０万円

■新規就農者等支援事業
担当：農政課

事業費：１,２２４万円

40歳未満の青年の独立自営就農の促進を図るた

めに実施する実践研修や相談会などに補助します。

（同額県補助あり）

■新規就農総合支援事業
担当：農政課

事業費：１,８００万円
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乳用牛の育成、肉用牛や馬の生産振興のため、

市営牧野３カ所で受託放牧を行います。

・上坊牧野（乳用種）

・七時雨牧野（日本短角種、黒毛和種、馬）

・長久保牧野（黒毛和種）

■放牧事業
担当：農政課

事業費：３,３３３万円

牛、豚、ブロイラーなどの価格補填事業や、地
てん

域ブランドである「八幡平牛」の浸透を図るため

に、八幡平市牛肉推進協議会が行う消費拡大事業

などについて支援します。

・養豚経営安定対策事業費補助金４１７万円

・種雄牛管理事業費補助金２９９万円

・県畜産振興総合対策推進指導事業費補助金２６８万円

・県ブロイラー価格安定対策事業費補助金１９６万円

・肉用牛肥育経営安定特別対策事業費補助金１８０万円

・優良牛保留対策事業費補助金１６０万円

・ブランド牛推進事業費補助金７５万円 ほか

■畜産振興対策事業
担当：農政課

事業費：１,６７４万円

県事業である「基幹水利施設ストックマネジメ

ント事業」に対して助成し、土地改良施設の長寿

命化を図るための維持補修工事を推進します。

・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金４５０万円

・国営造成施設管理体制整備促進事業費負担金２３２万円

・県営事業等工事費償還負担金３，２８８万円 ほか

■県営土地改良事業等促進対策事業
担当：農政課

事業費：４,５９２万円

共同活動支援や向上活動支援に加え、新たに復

旧活動支援により、農業基盤の低下を生じた水路

補修などに取り組む集落組織の活動を支援します。

■農地・水保全管理支払事業
担当：農政課

事業費：６,２６５万円

稚魚などの放流に要する事業の経費を助成し、

淡水漁業の振興を支援します。

■淡水漁業の振興
担当：農政課

事業費：２６万円

乳用牛や肉用牛の改良を促進しながら、市内の

牛群のレベルアップを図るため、優良牛の導入を

図る農業者に対して支援します。

■優良牛導入資金貸付基金積立金
担当：農政課

事業費：２,０００万円

集落・地域が抱える人と農地の問題を解決する

ための「未来の設計図」作成を、市農業再生協議

会に委託します。（同額県補助あり）

■人・農地プラン作成事業
担当：農政課

事業費：８９万円

上坊牧野に新たに用水施設を整備するため、上

坊地区用水施設整備工事設計業務を行います。

■上坊地区用水施設整備
担当：農政課

事業費：２９８万円

15号 外 ◎２０１2．６．７

緑化思想の高揚を図るため、社団法人県緑化推

進委員会などと連携し、募金活動や森林愛護少年

団の活動を支援します。

また、農作物に被害を及ぼす有害鳥獣の駆除を

行います。

■緑化推進・有害鳥獣駆除
担当：土木林業課

事業費：１９４万円

②林業

国が策定した「森林・林業再生プラン」の基本

理念である、森林の有する多面的機能の確保、人

工林資源の積極的な活用および木材の安定供給体

制の確立や低炭素社会の構築などを図るため、搬

出間伐と作業路網整備を進めるとともに、伐期を

迎えた人工林の主伐や再生可能エネルギーとして

の木質バイオマスエネルギーの活用を進めます。

・林道維持補修事業１，５８８万円

・林業振興事業１，１４６万円

・木質バイオマスエネルギー利用設備普及促進事

業補助金１５０万円

■林業振興事業

担当：土木林業課

事業費：２,９１０万円

貸工場の維持管理を行い、入居促進を図るとと

もに､貸工場入居企業や地元企業に対し工場適地､

空き工場などの物件紹介や支援事業などの情報提

供などを行い、入居企業の二次展開支援などに努

めます。

■起業家の支援
担当：商工観光課

事業費：３２８万円

③工業

市内企業が持つ新技術などの販路拡大を支援す

るため、市内企業が新製品や新技術を首都圏の展

示会や商談会に出展する際の経費として、１社25

万円を上限として補助します。

■ものづくり販路拡大支援事業

担当：商工観光課

事業費：１００万円

民間貸工場に入居している企業に対し、家賃の

半額を３年間補助します。

■空き工場等賃借料補助

担当：商工観光課

事業費：１,２００万円
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東日本大震災の影響などにより、中小企業の経

営環境の悪化が心配されることから、引き続き、

中小企業振興資金の新規融資分の利息を全額補助

し、中小企業の振興育成を図ります。

■商工業金融対策事業

担当：商工観光課

事業費：１億８,４４２万円

大更コミュニティー公園（フーガの広場）の適

正な維持管理と利用促進を図ります。

■フーガの広場維持管理と利用促進

担当：商工観光課

事業費：１４７万円

④商業

荒屋新町商店街が実施する体験型観光商店街推

進事業に助成を行います。

■体験型観光商店街推進事業
担当：商工観光課

事業費：３０万円

八幡平市商工会の運営組織強化に努めるととも

に、市商工会が実施する振興対策事業や商工会員

などが実施する商店街活性化事業に助成します。

■商工振興対策事業

担当：商工観光課

事業費：２,２２５万円

市内の購買向上や商店街の活性化に寄与してい

る「プレミアム付き八幡平市共通商品券」を引き

続き実施するため、商品券１億２,０００万円分の特

典５㌫ に相当する６００万円と、事業に要する事務

費を補助します。

■プレミアム付き商品券
担当：商工観光課

事業費：７００万円

⑤観光

市内全宿泊施設で、宿泊者に山ぶどう原液コッ

プ１杯分を提供します。

■いわてＤＣウエルカムキャンペー

ン事業
担当：商工観光課

事業費：３８０万円

東北観光博、東北六魂祭などを通じ、全国に情

報を発信し誘客を図るなど、次の事業の支援を行

います。

・岩手山焼走りマラソン全国大会

・八幡平市夏まつり

・はちまんたい大集合フェスタ

・八幡平山賊まつり

・焼走り熔岩流まつり

・八幡平市雪まつり

・イーハトーブトライアル大会

■観光客誘致対策事業

担当：商工観光課

事業費：４,８１９万円

世界遺産の平泉などから八幡平へのガイド付き

バスルートのパッケージ商品開発を委託します。

■いわてＤＣ（デスティネーション

キャンペーン）２次交通整備事業
担当：商工観光課

事業費：２８０万円

■小規模宿泊施設誘客対策

民宿やペンションなど市内小規模宿泊施設の誘

客促進のため、宿泊者１人につき１,０００円の商品

券を当該宿泊施設に交付します。

担当：商工観光課

事業費：２,０００万円

17号 外 ◎２０１2．６．７

■全日本自転車競技選手権・ロードレース２０１２

４月２８、２９の両日、ロンドン五輪予選を兼ね岩

手山パノラマラインで開催した大会に補助します。

担当：商工観光課

事業費：１５０万円

観光施設の維持管理や環境整備を行います。

・八幡平山頂レストハウス

・七時雨地区体験観光施設

・さくら公園

・桜松公園

・分水嶺公園

・明治百年記念造園地

・長者屋敷公園

・野駄舘公園

・柏台公共園地

・七時雨山公衆トイレ

・見返り峠さわやかトイレ

・安比高原さわやかトイレ

・安代地区登山道

・観光地美化事業

・七時雨地区体験観光施設周辺整備事業

・不動の滝遊歩道整備事業

■観光施設の維持管理
担当：商工観光課

事業費：２,５４６万円

９月７日から９日まで、岩手山パノラマライン

や安比高原で開催する大会への補助を行います。

■全日本ステージ・レースinいわて

担当：商工観光課

事業費：５０万円

観光客や施設利用者が快適に施設を利用できる

よう、温泉・産直施設の維持管理を行います。

・岩手山焼走り国際交流村

・なかやま荘

・森乃湯

・安代林業センター

・綿帽子温泉館あずみの湯

・道の駅にしね

・物産館あすぴーて

■温泉・産直施設の管理
担当：商工観光課

事業費：２,７３３万円

国・県指定の自然公園区域の保護･保全により､

自然を観光資源として活用するため、自然公園

（焼走り熔岩流、安比高原、松川・藤七温泉）や

公園施設の保護管理を行うほか、登山道や遊歩道

の刈り払いなど、環境整備に努めます。

・松尾八幡平ビジターセンター

・御在所地区公衆トイレ

・松川登山口公衆トイレ

・自然保護監理員８人

・自然保護指導員１人

・松川キャンプ場

・一般県道雫石東八幡平線道路パトロール業務

・安比高原遊々の森活性化事業

・ぶなの駅身障者用トイレ整備事業

■自然公園の保護管理
担当：商工観光課

事業費：１,９９６万円

焼走りを訪れる観光客や岩手山登山客の利用が

多い焼走りキャンプ場トイレの水洗化工事を行い

ます。

■焼走り駐車場トイレ整備
担当：商工観光課

事業費：２,９６０万円
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⑥雇用対策

雇用情勢の悪化に伴う雇用確保のため、全額県

補助金により、次の事業を行います。

・広域向け情報発信番組制作事業

・ふるさと元気隊八幡平市ＰＲラジオ番組制作事業

・観光復興対策事業

・伝統・創作工芸品展示・制作推進事業

・水土里情報利活用業務支援対策事業

・ウインターリゾート八幡平市の魅力発信事業

・世代間連携子育て推進事業

・食文化継承・地域づくり推進事業

■緊急雇用の創出

担当：商工観光課

事業費：１億８７９万円

出会い支援イベントを年３回実施するほか、任

意の団体が企画する出会い支援イベントに補助し

ます。また、出会い支援事業を通じて結婚した夫

婦が市内に居住した場合には商品券２０万円分、１

年経過後にさらに商品券３０万円分を贈呈する八幡

平市出会い成婚祝金制度などを実施します。

⑦後継者育成

■独身男女の出会い支援

担当：地域福祉課

事業費：２００万円

漆器産業の定着と地場産業振興のため、漆器の

生産、販売業務を八幡平市産業振興株式会社に委

託します。また、修学旅行生や一般客などに対す

る絵付け体験などの受け入れを行います。

■安比塗漆器工房の業務委託
担当：商工観光課

事業費：４９９万円

スポーツを通じた誘客などを図るため、グラウ

ンドや公園などの維持管理を行います。

・自然休養村施設指定管理委託（上寄木グラウン

ド、鬼清水グラウンド、陸上競技場、野球場）

・上寄木グラウンド水道工事

・鬼清水グラウンドジュニア用サッカーゴール購入

■自然休養村の管理
担当：商工観光課

事業費：１,１４６万円

地場産業振興のため、漆工技術後継者の育成や

漆器などの試作研究を行います。

・技術指導（研修生１年生２人、２年生２人）

・安比塗漆器工房で販売する商品の開発と研究

■漆工技術研究センター
担当：商工観光課

事業費：３７２万円

全額県補助金により、広域（県内全域および青

森県八戸市、関東圏）における八幡平市情報発信

番組「はちまんたいむっ」を制作します。

■ふるさと雇用再生特別基金事業
担当：商工観光課

事業費：１,７９５万円

19号 外 ◎２０１2．６．７

健やかな、創造性あふれる人材のまちづくり

基本目標Ⅲ

生きがいや喜びにあふれ、健やかに暮らすことのできるまちをつくるため、保

健や福祉・医療、教育、地域連携などの充実に取り組んでいきます。

施策（１）
保健・福祉の充実

■成人・高齢者保健事業
担当：健康福祉課

事業費：８,６０７万円

①保健

■予防接種事業
担当：健康福祉課

事業費：８,３２５万円

■健康づくり推進事業
担当：健康福祉課

事業費：２８６万円

生涯を通じた健康づくりを推進するため、知識

の普及啓発や保健推進員・食生活改善推進員など

地区組織の育成を図ります。

また、保健福祉連携協議会では、第２次市健康

づくり２１プランを策定します。

■予防接種事業

次のとおり各種検診事業を行います。

・胃がん検診（４０歳以上の人、無料）

・大腸がん検診（３５歳以上の人、無料）

・子宮がん検診（２０歳以上偶数年齢の女性、無料）

・乳がん検診（４０歳以上偶数年齢の女性、無料）

・肺がん検診（４０歳以上の人、無料）

・骨粗しょう症予防検診（２０・２５・３０・３５・４０・

４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の人、無料）

・長寿健診（血液検査、尿検査など、７５歳以上の

人、無料）

・前立腺がん検診（５０歳以上の男性、無料）

・Ｃ型肝炎ウイルス検診（４０歳の人・４１歳以上で

検査を受けたことがない人、無料）

・成人歯科健診(２０・３０・４０・５０・６０・７０歳の人、

無料）

・１日人間ドック（３５・３８・４１・４４・４７・５０・53

・５６・５９・６２・６５・６８・７１・７４歳の人、市助成

金1０,０００円。自己負担あり）

・脳ドック（３５・４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０・

75歳の人、市助成金1０,０００円。自己負担あり）

・特定健診（４０歳から７４歳までの国保加入者。自

己負担額は､課税世帯が１人あたり１,０００円、非

課税世帯や７０～74歳の人は無料）

感染予防、発病防止、症状の軽減や病気のまん

延防止などのため、対象者に予防接種法に基づく

予防接種（三種混合、ＭＲ「麻疹・風疹混合」ワ

クチン、二種混合、ポリオ、ＢＣＧ､日本脳炎､イ

ンフルエンザ（65歳以上）)を実施します。

また、引き続き子宮頸がん等ワクチン接種緊急

促進事業を推進します｡子宮頸がん予防ワクチン､

ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種を保

護者が希望する場合は、費用を全額助成します。

なお、インフルエンザ予防接種助成事業は、抵

抗力の低い就学前幼児について、希望者を対象に

実施し、感染拡大および重度化防止に努めます。
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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
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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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事業の内容予算額事業名

産直イベントなどに対する経費を補助 するもので、23
年度に実施した被災地支援事業として宮古の産直を招待
する事業を24年度も実施します。

８３万円八幡平市産直連携協議会補助金

23年度の補正予算対応で新設した補助金です。転入被災
者で民間賃貸住宅に入居した人が市内事業者に常用雇用
者として就職した場合、２年間家賃の半額を補助します。

３６０万円転入被災者就労支援民間住宅家賃補助金

大震災で被災した住宅の復旧費用を助成します。
（全額県補助）

１，１６９万円被災者生活再建住宅支援事業（新規）

小・中学校の文化系・体育系の大会などの参加経費補助
や主催事業経費を補助するもので、23年度で補正対応し
た被災地支援事業を継続します。
（がんばろう岩手基金）

１，８１８万円小中学校文化体育連盟補助金

被災した幼児を就園する際の経費を補助します。
（国庫補助あり）

１８万円被災幼児就園支援事業費補助金（新規）

地域の子どもたちが取り組んでいる伝統芸能の発表、能
楽鑑賞、被災地・宮古市の神楽団体を招待し、伝統芸能
の発表交流会を開催します。（全額県補助）

３５０万円
学びを通じた被災地の地域コミュニティ再
生支援事業（新規）

23年度に実施した被災地とのスポーツ交流事業（主にス
ポ少）を継続します。（がんばろう岩手基金）

５００万円震災復興スポーツ交流大会開催事業補助金

被災市町への職員派遣３人を継続します。１，１９８万円被災地職員派遣関係

ＮＰＯや自治会が行う被災地支援に補助します。（１００
万円×10団体、がんばろう岩手基金）

１，０００万円震災被災地支援団体補助金

東日本大震災被災者支援に伴う主な事業

震災復興少年柔道交流大会（３月４日、西根第一中学校体育館）

平成24年度も引き続き、東日本大震災によって被災した沿岸市町村の復興に支援して
いきます。一般会計に計上している主な被災地支援事業は、次のとおりです。

31号 外 ◎２０１2．６．７

資料編 ①

基金（貯金）と市債（借金）の状況

地方自治体の貯金に当たるのが「基金」です。基金は目的別に積み立てられ、役立て
られています。一方、市の借金を「市債」といいます。市債は、合併当初から毎年返済
に努め、年々減少しています。
なお、県内市町村の基金残高や市債（地方債）の状況は、３８～３９㌻をご覧ください。

１ 基金の状況

・財政調整基金 国や地方自治体は単年度会計が原則ですが、年度によって収入が増減するため、安定

した行政サービスを提供するために、余裕があるときに貯金として積み立て、災害などでお金が不足す

るときに取り崩して賄っています。このようにして積み立てられたお金を財政調整基金といいます。

・減債基金 借金を返済するために使う積立金です。

・その他の目的基金 庁舎整備や地域づくり、まちづくりのためなどに使う「目的を決めた基金」があ

ります。八幡平市の均衡ある発展のため、平成２０年度から合併特例債を活用して合併市町村振興基金を

設置しています。いずれの基金も条例に基づいて設置し、管理運営しています。

・市債 公共施設の整備など、一度に多額の費用がかかる事業を行う場合、その年度の予算で賄うこと

はできません。また、公共施設などは将来も利用できるので、その施設を利用する将来の市民にも負担

していただくため、自治体に認められている借金の制度を起債といいます。ただし、起債は後年度に返

済しなければならないので、国から財政支援が受けられるものを選ぶなど、慎重な対応が求められます。

２ 市債の状況
平成１９年度平成２０年度平成２１年度平成２２年度

１９３億５,７５０万円１８３億４,１６１万円１７７億２,３０９万円１７１億４,７１３万円一般会計（旧西根地区衛生事務組合分含む）

３４億 ９６９万円３８億５,４７９万円３９億５,９０９万円４０億２,８８８万円公共下水道事業特別会計

７０億７,７５９万円７１億８,５０２万円７２億４,６８１万円７３億 １２１万円農業集落排水事業特別会計

８,２３０万円１億 ２３０万円１億２,３９０万円１億３,９７０万円浄化槽事業特別会計

０万円３７０万円３７０万円２７９万円国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

２億２,１０５万円１億９,４６５万円－－索道事業会計特別会計

２億 ６５５万円１億９,６１２万円７,９６６万円６,０９３万円西根病院事業会計

４１億 ３７５万円３９億３,４３８万円３８億４,６５９万円３７億４,０５８万円水道事業会計

３４４億５,８４３万円３３８億１,２５７万円３２９億８,２８４万円３２４億２,１２２万円合計

平成１９年度平成２０年度平成２１年度平成２２年度

１４億５,４４３万円１６億５,１５７万円２２億 ４０４万円２６億７,０８７万円財政調整基金

４億１,２９３万円４億１,９２９万円７億３,６２０万円１０億 ６２７万円減債基金

６,８１７万円７,０２４万円７,０４３万円７億７,０５６万円公共施設整備基金

１億４,１４３万円２億 ２９万円１億 ２００万円９,１４３万円まちづくり基金

１億９,９１１万円１億８,６９４万円１億７,５４６万円１億６,４５０万円国際交流基金

３億９,３１８万円３億５,７０５万円３億２,１４３万円２億８,５７３万円地域福祉基金

６億 ７６万円８億 ２６２万円１０億 ３９０万円９億８,４１９万円庁舎整備基金

１億３,５９１万円１億２,２４３万円１億 ８４２万円９,５９０万円地域振興基金

１億７,２２０万円２億３,２５３万円４億８,３２９万円５億５,１８６万円農と輝の大地基金

－３億円６億 ５５万円９億 １０４万円合併市町村振興基金

１,６０８万円１,６１０万円１,６１３万円８１４万円ふるさとの水と土保全基金

１７万円０万円０万円８３万円家畜導入事業基金

３５億９,４３７万円４３億５,９０６万円５８億２,１８５万円７５億３,１３２万円合計
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１ 科目別歳入の内訳
比 較平成２３年度平成２４年度

科 目
伸び率増 減割合予算額割合予算額

△４．３％△１億２,０４７万円

１６．４％

２８億３,００３万円

１４．８％

２７億0,９５６万円市税

自

主

財

源

△１．４％△９２３万円６億６,８２５万円６億５,９０２万円（個人市民税）

６．８％1,１９６万円１億７,６２１万円１億８,８１７万円（法人市民税）

△８．２％△１億２,７９１万円１５億６,６４１万円１４億３,８５０万円（固定資産税）

△３．９％△４８６万円１億２,４６９万円１億１,９８３万円（国有資産等所在市町村交付金）

10．０％1,４３３万円１億４,３２７万円１億５,７６０万円（市たばこ税）

△７．８％△６３１万円８,１１５万円７,４８４万円（入湯税）

２．２％１５５万円７,００５万円７,１６０万円（軽自動車税）

△６．２％△６００万円０．６％９,６７３万円０．５％９,０７３万円分担金及び負担金

△３．７％△４７6万円０．８％１億２,８９０万円０．７％１億２,４１４万円使用料及び手数料

△１２．９％△１,６２２万円０．７％１億２,６２２万円０．６％１億１,０００万円財産収入

０．０％０万円０．０％０万円０．０％０万円寄附金

１１．７％２,８３５万円１．４％２億４,１４２万円１．５％２億６,９７７万円繰入金

０．０％０万円０．０％０万円０．０％０万円繰越金

△０．９％△４０４万円２．６％４億５,１２２万円２．４％４億４,７１８万円諸収入

△３．２％△１億２,３１４万円２２．５％３８億７,４５２万円２０．５％３７億５,１３８万円小 計

△０．３％△８４万円１．６％２億７,６７３万円１．５％２億７,５８９万円地方譲与税

依

存

財

源

０．０％０万円０．０％４６０万円０．０％４６０万円利子割交付金

△３．４％△６万円０．０％１７６万円０．０％１７０万円配当割交付金

０．０％０万円０．０％６０万円０．０％６０万円株式等譲渡所得割交付金

△２．２％△５９８万円１．６％２億７,０７９万円１．５％２億６,４８１万円地方消費税交付金

△１０．０％△２３７万円０．１％２,３６６万円０．１％２,１２９万円ゴルフ場利用税交付金

７．９％３３６万円０．２％４,２５４万円０．３％４,５９０万円自動車取得税交付金

０．０％０万円０．０％１１８万円０．０％１１８万円国有提供施設等所在市町村助成交付金

△８４．１％△３,６９１万円０．３％４,３９１万円０．０％７００万円地方特例交付金

３．２％２億５,０００万円

４５．２％

７８億円

４３．９％

８０億５,０００万円地方交付税

３．３％２億５,０００万円７５億円７７億５,０００万円（普通交付税）

０．０％０万円３億円3億円（特別交付税）

△４．８％△３３万円０．０％６８４万円０．０％６５１万円交通安全対策特別交付金

１８．１％２億６,７０１万円８．６％１４億７,７２４万円９．５％１７億４,４２５万円国庫支出金

△１１．２％△１億４,２７４万円７．４％１２億７,６９３万円６．２％１１億３,４１９万円県支出金

４０．０％８億６,０００万円１２．５％２１億５,１７０万円１６．４％３０億１,１７０万円市債

８．９％１１億９,１１４万円７７．５％１３３億７,８４８万円７９．５％１４５億６,９６２万円小 計

６．２％１０億６,８００万円１００．０％１７２億５,３００万円１００．０％１８３億２,１００万円歳 入 合 計

（注）割合(構成比)は、各項目を四捨五入していますので、合計は必ずしも一致しません。

一般会計歳入・歳出予算の内容

まちの家計簿に当たるのが「会計」です。会計のうち、最も大きいのが一般会計です。
一般会計は、特別会計や企業会計（５ ㌻ 参照）に属さない全ての歳入（収入）・歳出
（支出）を管理する会計です。除雪やごみ収集のほか、健康診断や小・中学校の運営な
ど、私たちの身近な行政サービスのほとんどが一般会計から支出されます。

資料編 ②

33号 外 ◎２０１2．６．７

比 較平成２３年度平成２４年度
科 目

伸び率増 減割合予算額割合予算額

△１０．７％△２,４１６万円１．３％２億２,６３８万円１．１％２億 ２２２万円議会費１

３５．４％７億４,６９０万円１２．２％２１億 ９５１万円１５．６％２８億５,６４１万円総務費２

２．３％９,６３６万円２４．６％４２億４,５８８万円２３．７％４３億４,２２４万円民生費３

２７．４％４億１,８９２万円８．９％１５億３,１６４万円１０．６％１９億５,０５６万円衛生費４

△３２．４％△６,０９１万円１．１％１億８,８２０万円０．７％１億２,７２９万円労働費５

３．７％４,２０５万円６．７％１１億５,１６５万円６．５％１１億９,３７０万円農林水産業費６

１５．６％７,６７９万円２．８％４億９,１４３万円３．１％５億６,８２２万円商工費７

１３．４％２億５,４７６万円１１．０％１９億 ５５２万円１１．８％２１億６,０２８万円土木費８

０．７％５１５万円４．６％７億８,６５５万円４．３％７億９,１７０万円消防費９

△２２．０％△４億４,３４２万円１１．７％２０億１,２５３万円８．６％１５億６,９１１万円教育費１０

０．０％０万円０．０％1８０万円０．０％1８０万円災害復旧費１１

△１．７％△４,４４４万円１４．９％２５億７,１９１万円１３．８％２５億２,７４７万円公債費１２

０．０％０万円０．０％０万円０．０％０万円諸支出金１３

０．０％０万円０．２％３,０００万円０．２％３,０００万円予備費１４

６．２％１０億６,８００万円１００．０％１７２億５,３００万円１００．０％１８３億２,１００万円歳出合計

比 較平成２３年度平成２４年度
科 目

伸び率増 減割合予算額割合予算額

△１．２％△３,６８４万円１７．３％２９億８,４６５万円１６．１％２９億４,７８１万円人件費義
務
的
経
費

０．１％２５１万円１２．２％２１億 ２９７万円１１．５％２１億 ５４８万円扶助費

△１．７％△４,４４３万円１４．９％２５億７,１８８万円１３．８％２５億２,７４５万円公債費

△１．０％△７,８７６万円４４．４％７６億５,９５０万円４１．４％７５億８,０７４万円義務的経費計

△６．２％△１億７,０２６万円１６．０％２７億５,２４９万円１４．１％２５億８,２２３万円物件費

任
意
的
経
費

△３．８％△１,５９７万円２．４％４億２,１８１万円２．２％４億 ５８４万円維持補修費

５．１％９,４６３万円１０．７％１８億５,２４３万円１０．６％１９億４,７０６万円補助費等

１９５．７％２億３,５９４万円０．７％１億２,０５６万円１．９％３億５,６５０万円積立金

△２２．８％△２,５０６万円０．６％１億１,００３万円０．５％８,４９７万円投資及び出資金

３２．７％３,３４０万円０．６％１億 ２００万円０．７％１億３,５４０万円貸付金

１２．５％２億２,５５９万円１０．５％１８億 ７６９万円１１．１％２０億３,３２８万円繰出金

５．３％３億７,８２７万円４１．５％７１億６,７０１万円４１．１％７５億４,５２８万円任意的経費計

３２．１％７億６,８４９万円１３．９％２３億９,４６９万円１７．３％３１億６,３１８万円普通建設事業費

投
資
的
経
費

１１４．７％４億７,０６２万円２．４％４億１,０３２万円４．８％８億８,０９４万円（補助）

１５．０％２億９,７８７万円１１．５％１９億８,４３７万円１２．５％２２億８,２２４万円（単独）

０．０％０万円０．０％１８０万円０．０％１８０万円災害復旧事業費

０．０％０万円０．０％０万円０．０％０万円（補助）

０．０％０万円０．０％１８０万円０．０％１８０万円（単独）

３２．１％７億６,８４９万円１３．９％２３億９,６４９万円１７．３％３１億６,４９８万円投資的経費計

０．０％０万円０．２％３,０００万円０．２％３,０００万円予備費

６．２％１０億６,８００万円１００．０％１７２億５,３００万円１００．０％１８３億２,１００万円歳出合計

２ 目的別・性質別歳出の内訳

■目的別歳出

■性質別歳出
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標準財政規模は、標準的な市税収入見込み額に

地方譲与税や普通交付税などを加えたもので、地

方公共団体（都道府県や市区町村）の標準的な一

般財源の規模を示すものです。財政力指数や実質

収支比率など、各種財政分析数値を算出する際の

分母として用いられます。

標準財政規模

平成２１年度平成２2年度

６２９億４,２８４万円盛岡市６４１億９,０２１万円盛岡市１

３７２億６,６５９万円一関市３８５億５,５６６万円一関市２

３５６億９,３６６万円奥州市３７２億４,４０５万円奥州市３

２８６億１,７２５万円花巻市３００億７,１５４万円花巻市４

２１５億５,８４０万円北上市２２２億４,４３０万円北上市５

１８３億８,４１６万円宮古市１９２億２,７８１万円宮古市６

１１９億 ５８３万円八幡平市１２６億２,９１４万円八幡平市７

１１４億３,９３９万円久慈市１１９億４,４５９万円久慈市８

１０８億５,１９３万円遠野市１１３億４,７８８万円遠野市９

１０８億４,７１６万円大船渡市１１１億９,２４１万円大船渡市１０

１０３億５,００９万円釜石市１０６億６,２０１万円釜石市１１

１００億６,３９０万円二戸市１０３億６,５９１万円二戸市１２

９３億１,８９３万円滝沢村９６億５,８１９万円滝沢村１３

８２億 ５１９万円紫波町８４億９,９８８万円紫波町１４

７０億６,１６０万円陸前高田市７１億７,４１８万円陸前高田市１５

６７億 ５９１万円洋野町７１億３,０５８万円洋野町１６

６１億４,４４０万円矢巾町６３億８,６４２万円矢巾町１７

６０億６,５０５万円雫石町６３億４,５９９万円雫石町１８

５５億３,８９３万円岩泉町５８億 ２１４万円岩泉町１９

５４億３,２２７万円岩手町５６億５,８２９万円岩手町２０

５２億５,３６７万円金ヶ崎町５４億５,００６万円金ヶ崎町２１

５０億９,９５５万円一戸町５２億９,７１３万円一戸町２２

５０億 ６３７万円山田町５１億６,９４７万円山田町２３

４５億９,４５９万円西和賀町４８億１,５５３万円西和賀町２４

４１億 ６８５万円大槌町４２億８,３０３万円大槌町２５

４０億１,２９０万円軽米町４１億７,６２３万円軽米町２６

３８億５,８１２万円葛巻町４０億３,７２５万円葛巻町２７

３７億８,４７２万円藤沢町３９億３,３４５万円藤沢町２８

２９億８,０１３万円住田町３１億２,８０７万円住田町２９

２８億９,１７７万円平泉町２９億９,１１０万円平泉町３０

２７億８,７０７万円九戸村２９億 ４７９万円九戸村３１

２２億１,６６８万円田野畑村２４億 ５１６万円田野畑村３２

２０億 １５４万円野田村２０億８,４５１万円野田村３３

１７億５,３８１万円普代村１８億 ８６４万円普代村３４

１１０億２,１８０万円市町村平均１１４億３,５７５万円市町村平均

２１３億 ６３７万円市平均２２０億６,５３６万円市平均

４６億５,５１６万円町村平均４８億５,５５２万円町村平均

地方税の収入能力や地方交付税へ

の依存割合を示す指標で、基準財政

収入額（市税などの７５㌫に地方譲与

税などを加えたもの）を標準財政規

模で割ったもので、過去３年間の平

均で算出します。この数値が高いほ

ど財源に余裕があるとされます。

財政力指数

19～２1年度平均20～２2年度平均

０.７２盛岡市０.６８盛岡市１

０.７１北上市０.６８北上市１

０.６２矢巾町０.６１矢巾町３

０.６１滝沢村０.５８滝沢村４

０.５７金ヶ崎町０.５６金ヶ崎町５

０.５１釜石市０.４６釜石市６

０.４７花巻市０.４５花巻市７

０.４３紫波町０.４２紫波町８

０.４３奥州市０.４２奥州市８

０.４３大船渡市０.４１大船渡市１０

０.４２雫石町０.４１雫石町１0

０.４０一関市０.３９久慈市１２

０.３９久慈市０.３８一関市１３

０.３６宮古市０.３４宮古市１４

０.３５二戸市０.３４二戸市１4

０.３２大槌町０.３１大槌町１６

０.３２八幡平市０.３０八幡平市１７

０.３１平泉町０.３０平泉町１7

０.３０一戸町０.３０一戸町１7

０.３０岩手町０.２９岩手町２０

０.２８山田町０.２７山田町２１

０.２８陸前高田市０.２７陸前高田市２1

０.２８遠野市０.２６遠野市２３

０.２３洋野町０.２２洋野町２４

０.２３藤沢町０.２２藤沢町２4

０.２２軽米町０.２１軽米町２６

０.１９九戸村０.１８九戸村２７

０.１８野田村０.１７野田村２８

０.１８住田町０.１７住田町２8

０.１６西和賀町０.１５西和賀町３０

０.１６葛巻町０.１５葛巻町３0

０.１５岩泉町０.１５岩泉町３0

０.１４普代村０.１４普代村３３

０.１４田野畑村０.１３田野畑村３４

０.３５市町村平均０.３３市町村平均

０.４３市平均０.４１市平均

０.２９町村平均０.２８町村平均

資料編 ③

経経経経経経経経経経常常常常常常常常常常的的的的的的的的的的なななななななななな支支支支支支支支支支出出出出出出出出出出のののののののののの割割割割割割割割割割合合合合合合合合合合がががががががががが減減減減減減減減減減経常的な支出の割合が減少少少少少少少少少少少
財政力指数標準財政規模
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福祉の充実や基盤の整備など、各種行政サービスを行うためにはお金が必要です。
そこで、市の財政が今どういう状況であるかを市民の皆さんに理解していただくため、
市の財政状況を県内の他市町村と比較してみました。

経常収支比率とは、経常収支（借り入れ

たお金の返済金である公債費のほか、人件

費や扶助費など、経常的に支出される額）

を、毎年経常的に収入される一般財源で

割った数値です。財政構造の弾力性を判断

する指標とされ、数値が低いほど、臨時的

な経費の財源を確保できることになります。

経常収支比率（％）

平成２１年度平成２２年度

７８.７金ヶ崎町７１.２金ヶ崎町１

８１.３大槌町７１.８大槌町２

８１.９矢巾町７４.７九戸村３

８２.０山田町７６.６野田村４

８２.３雫石町７７.０住田町５

８２.４野田村７７.６矢巾町６

８２.５住田町７９.１山田町７

８２.６岩泉町７９.６北上市８

８２.９北上市７９.７岩泉町９

８３.４紫波町８０.０雫石町１０

８３.４遠野市８０.０藤沢町１０

８３.８田野畑村８０.２遠野市１２

８４.２普代村８０.２田野畑村１２

８４.３久慈市８０.２久慈市１２

８５.１一戸町８０.５陸前高田市１５

８５.４九戸村８１.５宮古市１６

８５.５藤沢町８１.９花巻市１７

８５.９滝沢村８２.０紫波町１８

８６.１陸前高田市８２.１滝沢村１９

８６.７葛巻町８２.５普代村２０

８７.３軽米町８２.７一戸町２１

８７.８八幡平市８３.０西和賀町２２

８８.０花巻市８３.５岩手町２３

８８.１一関市８３.６軽米町２４

８８.４西和賀町８４.０釜石市２５

８８.８大船渡市８５.２一関市２６

８８.９洋野町８５.６大船渡市２７

９０.０岩手町８５.８八幡平市２８

９０.９平泉町８６.０葛巻町２９

９１.３二戸市８６.７洋野町３０

９１.６奥州市８７.２奥州市３１

９１.６宮古市８７.３平泉町３２

９２.３釜石市８８.８二戸市３３

９５.９盛岡市９０.４盛岡市３４

８６.２県平均８１.７県平均

８８.６市平均８３.９市平均

８４.７町村平均８０.３町村平均

実質収支比率とは、実質収支（決算上の

単純差引残額から翌年度に繰り越す額を差

し引いた額で、翌年度への純繰越金となる

もの）を、標準財政規模で割った数値です。

一般に、３～５㌫が適当とされ、マイナス

２０㌫を超えると、原則として新規の市債発

行（借金）ができなくなります。

実質収支比率（％）

平成２１年度平成２2年度

８.０葛巻町１８.４山田町１

７.１軽米町１２.０大槌町２

５.９一戸町９.８藤沢町３

５.８一関市７.４軽米町４

５.６藤沢町7.１葛巻町５

５.２久慈市６.８釜石市６

５.１矢巾町６.０一戸町７

４.４遠野市５.９田野畑村８

４.１普代村５.８住田町９

４.１二戸市５.０九戸村１０

４.０北上市４.８久慈市１１

４.０大船渡市４.８洋野町１１

３.８九戸村４.７陸前高田市１３

３.８金ヶ崎町４.６北上市１４

３.８陸前高田市４.４遠野市１５

３.７岩泉町４.３二戸市１６

３.７大槌町４.１金ヶ崎町１７

３.６住田町４.１八幡平市１７

３.６八幡平市４.０滝沢村１９

３.３野田村３.６花巻市２０

３.２田野畑村３.４盛岡市２１

３.１釜石市３.２西和賀町２２

３.０花巻市３.０普代村２３

３.０宮古市２.９雫石町２４

２.９紫波町２.７矢巾町２５

２.８西和賀町２.７岩泉町２５

２.８滝沢村２.７岩手町２５

２.７平泉町２.４一関市２８

２.７岩手町２.３宮古市２９

２.６洋野町２.３紫波町２９

２.５雫石町１.８平泉町３１

２.３奥州市１.６奥州市３２

２.２山田町１.５大船渡市３３

１.９盛岡市－９.６野田村３４

３.８市町村平均４.４市町村平均

３.７市平均３.７市平均

３.９町村平均４.９町村平均

実質収支比率 経常収支比率
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実質公債費比率は、平成１９年成立の財政

健全化法に基づく健全化判断比率の一つと

して採用されている指標です｡基本的には、

地方債の元利償還金（公債費）を標準財政

規模で割ったもので、この数値が１８㌫を超

えると地方債許可団体に、２５㌫を超えると

起債制限団体となります。

実質公債費比率（％）

１９～２１年度平均２０～２２年度平均

１０.４住田町８.２住田町１

１０.８滝沢村１０.１滝沢村２

１２.３大船渡市１０.１大槌町２

１２.４釜石市１１.３大船渡市４

１２.５一戸町１１.５野田村５

１２.７北上市１１.６岩泉町６

１３.０田野畑村１１.６田野畑村６

１３.０岩泉町１１.９釜石市８

１３.３盛岡市１２.４一戸町９

１３.６大槌町１２.５北上市１０

１４.６野田村１２.９洋野町１１

１５.２洋野町１３.０遠野市１２

１５.３葛巻町１３.１葛巻町１３

１５.３遠野市１３.３盛岡市１４

１５.６山田町１３.７九戸村１５

１５.７宮古市１４.２宮古市１６

１６.０軽米町１４.４八幡平市１７

１６.０久慈市１４.５山田町１８

１６.１雫石町１４.６雫石町１９

１６.５金ヶ崎町１４.８西和賀町２０

１６.６八幡平市１４.９軽米町２１

１６.８九戸村１５.５金ヶ崎町２２

１６.８西和賀町１５.８久慈市２３

１７.５二戸市１５.９二戸市２４

１７.６一関市１６.０普代村２５

１８.０矢巾町１６.３矢巾町２６

１８.２普代村１６.８一関市２７

１９.０紫波町１６.８紫波町２７

１９.０陸前高田市１８.２陸前高田市２９

１９.２花巻市１８.２花巻市２９

１９.６岩手町１８.２平泉町２９

２１.２平泉町１８.４岩手町３２

２１.８奥州市１９.９奥州市３３

－藤沢町－藤沢町

１５.８市町村平均１４.３市町村平均

市町村が自主的に収入できる財源（地方

税、分担金及び負担金、使用料、手数料、

財産収入など）を自主財源といい、それ以

外の財源（地方交付税など）を依存財源と

いいます。自主財源比率とは、収入全体に

占める自主財源の割合のことで、この数値

が高いほど､財源に余裕があるとされます｡

自主財源比率（％）

平成２１年度平成２２年度

４９.９北上市４５.７盛岡市１

４９.３矢巾町４３.０矢巾町２

４７.８盛岡市４１.０金ヶ崎町３

４４.３金ヶ崎町４０.５滝沢村４

４２.７滝沢村３６.１北上市５

４１.２釜石市３５.８紫波町６

３５.３紫波町３４.０釜石市７

３２.０雫石町３４.０藤沢町７

３１.５花巻市３０.７花巻市９

３１.０大船渡市３０.７雫石町９

３０.０奥州市３０.５岩手町１１

２９.８八幡平市２９.７大船渡市１２

２９.６久慈市２９.０奥州市１３

２８.４岩手町２８.７久慈市１４

２７.７二戸市２６.８大槌町１５

２６.４平泉町２６.７一関市１６

２６.４宮古市２５.９二戸市１７

２６.１一関市２５.４宮古市１８

２５.３一戸町２５.４一戸町１８

２５.２大槌町２５.２遠野市２０

２４.５遠野市２４.９八幡平市２１

２４.２陸前高田市２４.７平泉町２２

２２.８住田町２３.７陸前高田市２３

２１.８山田町２２.５住田町２４

２０.７葛巻町２１.０山田町２５

２０.３軽米町２０.０田野畑村２６

２０.０普代村１７.６葛巻町２７

１９.０藤沢町１７.６軽米町２７

１８.８九戸村１６.５洋野町２９

１８.７洋野町１６.１野田村３０

１８.２野田村１５.５九戸村３１

１７.７岩泉町１４.２西和賀町３２

１５.６田野畑村１３.４普代村３３

１３.２西和賀町１３.０岩泉町３４

２８.１市町村平均２６.６市町村平均

３２.３市平均２９.７市平均

２５.５町村平均２４.８町村平均

資料編 ④

自主財源比率 （健全化判断比率等）実質公債費比率

37号 外 ◎２０１2．６．７

健全化判断比率の一つで、将来負担額

（公債費のほか、複数の市町村で構成する

事務組合の公債費や、第３セクターの損失

補償額など、将来支払う借金的な金額）か

ら基金（貯金）残高を引いた額を、標準財

政規模で割ったものです。早期健全化基準

は３５０㌫で、２００㌫以上は要注意とされます。

将来負担比率（％）

平成２１年度平成２２年度

５.３住田町１５.８九戸村１

２１.４野田村１７.８野田村２

３８.９岩泉町１８.１葛巻町３

４４.０葛巻町３８.６岩泉町４

５９.１九戸村４１.６八幡平市５

６４.５滝沢村５４.３滝沢村６

６６.４八幡平市５９.４田野畑村７

６７.２田野畑村６３.４普代村８

８３.１大槌町７７.２一戸町９

８８.８山田町７８.７遠野市１０

８９.４遠野市８１.６洋野町１１

９０.４普代村８３.８大槌町１２

９８.６洋野町８６.６紫波町１３

９９.５一戸町８８.４平泉町１４

１０１.０矢巾町９８.３軽米町１５

１０２.０平泉町９９.６山田町１６

１１５.３紫波町１０５.１二戸市１７

１１６.７軽米町１０５.３西和賀町１８

１２３.５二戸市１０９.４岩手町１９

１２９.２盛岡市１０９.９宮古市２０

１２９.７宮古市１１７.０盛岡市２１

１３０.３雫石町１１７.１雫石町２２

１３３.３西和賀町１２０.９花巻市２３

１３４.６岩手町１３１.０釜石市２４

１４０.１釜石市１４３.０一関市２５

１４７.９大船渡市１４３.８大船渡市２６

１５１.０花巻市１５０.６陸前高田市２７

１５１.６一関市１５６.３矢巾町２８

１７２.２陸前高田市１５７.５北上市２９

１８９.６北上市１６４.１金ヶ崎町３０

１９７.１久慈市１６７.２久慈市３１

２０５.９奥州市１７９.２奥州市３２

２２８.８金ヶ崎町ー住田町３３

ー藤沢町ー藤沢町３４

１１２.６市町村平均９９.４市町村平均

（健全化判断比率等）将来負担比率

健全化判断比率の一つで、一般会計など

税金が主な収入源の会計収支が、標準財政

規模に占める赤字の割合です。市町村の場

合、早期健全化基準（イエローカード）は

財政規模に応じ１１．２５～１５㌫ で、また、財

政再生基準（レッドカード）は２０㌫で、そ

れぞれ該当となります。

実質赤字比率（％）

平成２１年度平成２２年度

－全市町村９.５６野田村

連結実質赤字比率（％）

平成２１年度平成２２年度

－全市町村５.９０野田村

健全化判断比率の一つで、企業会計を含

む全会計の収支が、標準財政規模に占める

赤字の割合です。市町村の場合、早期健全

化基準は財政規模に応じて１６．２５～２０㌫で、

財政再生基準は３０㌫を超えると該当になり

ます。

資金不足比率（％）

２１年度２２年度事業会計名

１８.３１７.６工業団地造成事業会計
北上市

１９.５１７.０宅地造成事業会計

資金不足比率は、公営企業会計ごとに資

金不足額を事業規模（営業収益の額から受

託工事収益額を引いた額）で割ったもので

す。県内では１市２会計が資金不足です。

２０㌫を超えると経営健全化基準（早期健全

化基準に相当する基準)に該当となります。

夕張市の財政破綻をきっかけに、平成１９年に財政健全化法（地方公共団体の健全化
に関する法律）が定められ、健全化判断比率と呼ばれる４指標の公表が義務付けられ
ました。公営企業会計における資金不足比率も同様に公表義務があります。

（健全化判断比率等）実質赤字比率

（健全化判断比率等）連結実質赤字比率

（健全化判断比率等）資金不足比率
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資料編 ⑤

基金残高

平成２１年度平成２２年度

９１億７,０５５万円一関市１２５億５,０４４万円一関市１

５８億９,８９４万円盛岡市８５億１,９３２万円奥州市２

５８億２,２４１万円八幡平市８４億７,０７６万円盛岡市３

５８億１,８０５万円奥州市７５億３,１８９万円八幡平市４

５０億７,０４５万円花巻市５９億 ３７１万円花巻市５

４１億８,９３０万円岩泉町４７億２,９２３万円岩泉町６

３９億９,８８０万円宮古市４４億９,１３８万円北上市７

３２億６,６８７万円洋野町４４億１,３０８万円宮古市８

３１億６,５７７万円二戸市４０億１,０２２万円二戸市９

３０億８,１４４万円遠野市３９億５,８８４万円洋野町１０

２７億６,６５０万円北上市３６億１,７４０万円遠野市１１

２４億７,２３６万円住田町２８億８,９５１万円矢巾町１２

２２億４,３４６万円矢巾町２８億５,００３万円住田町１３

１８億８,２５５万円山田町２４億２,５７４万円葛巻町１４

１７億７,７９６万円紫波町２１億７,７２８万円久慈市１５

１７億４,３７３万円大船渡市２１億５,７７７万円金ヶ崎町１６

１７億 ２４万円田野畑村２０億２,８４９万円山田町１７

１６億９,４８６万円葛巻町２０億２,７１２万円九戸村１８

１６億２,７４８万円久慈市１９億２,６５２万円西和賀町１９

１５億３,１５５万円西和賀町１９億 １万円大船渡市２０

１４億１,３１４万円金ヶ崎町１８億６,３５１万円田野畑村２１

１４億 ８０５万円九戸村１８億 ９６万円一戸町２２

１４億 ４０万円一戸町１７億７,９３９万円釜石市２３

１３億８,４８６万円滝沢村１６億７,３７１万円滝沢村２４

１３億２,５５２万円野田村１６億２,０４１万円紫波町２５

１２億７,６４１万円釜石市１４億５,６７０万円軽米町２６

１１億７,００３万円大槌町１４億１,０９３万円野田村２７

１１億５,１４３万円雫石町１３億４,９０９万円雫石町２８

１０億８,７７７万円軽米町１１億８,７０８万円大槌町２９

９億８,５６９万円陸前高田市１０億３,６２６万円普代村３０

９億３,４９６万円岩手町９億１,１６４万円陸前高田市３１

８億２,５５８万円普代村８億９,４３７万円岩手町３２

６億９,３２１万円平泉町８億５,２５６万円平泉町３３

４億 ８９４万円藤沢町４億８,２１７万円藤沢町３４

２４億８,２０４万円市町村平均３１億４,４０４万円市町村平均

３８億７,８９４万円市平均50億９,８１９万円市平均

１６億１,７２９万円町村平均１９億３,４３３万円町村平均

市町村の貯金を「基金」といいます。基金は、

特定の目的のために積み立てる「特定目的基

金」、毎年度のやりくり用の「財政調整基金」、

借金返済用に積み立てる「減債基金」に大きく

分けられます。一般的に、財政的に余裕がある

ときに基金を積み立て、急な出費や災害などの

際に取り崩して活用します。

基金残高を標準財政規模で割った

数値です。基金残高が同じであれば

予算規模が小さいほど数値は高く、

予算規模が同じであれば基金残高が

多いほど数値は高くなります。数値

が高いほど、不測の収入減や支出増

加に弾力的に対応できるとされます。

基金残高対標準財政規模（％）

平成２１年度平成２２年度

８３.０住田町９１.１住田町１

７６.７田野畑村８１.５岩泉町２

７５.６岩泉町７７.５田野畑村３

６６.２野田村６９.８九戸村４

５０.５九戸村６７.７野田村５

４８.９八幡平市６０.１葛巻町６

４８.７洋野町５９.６八幡平市７

４７.１普代村５７.３普代村８

４３.９葛巻町５５.５洋野町９

３７.６山田町４５.２矢巾町１０

３６.５矢巾町４０.０西和賀町１１

３３.３西和賀町３９.６金ヶ崎町１２

３１.５二戸市３９.２山田町１３

２８.５大槌町３８.７二戸市１４

２８.４遠野市３４.９軽米町１５

２７.５一戸町３４.０一戸町１６

２７.１軽米町３２.６一関市１７

２６.９金ヶ崎町３１.９遠野市１８

２４.６一関市２８.５平泉町１９

２４.０平泉町２７.７大槌町２０

２１.８宮古市２３.０宮古市２１

２１.７紫波町２２.９奥州市２２

１９.０雫石町２１.３雫石町２３

１７.７花巻市２０.２北上市２４

１７.２岩手町１９.６花巻市２５

１６.３奥州市１９.１紫波町２６

１６.１大船渡市１８.２久慈市２７

１４.９滝沢村１７.３滝沢村２８

１４.２久慈市１７.０大船渡市２９

１４.０陸前高田市１６.７釜石市３０

１２.８北上市１５.８岩手町３１

１２.３釜石市１３.２盛岡市３２

１０.８藤沢町１２.７陸前高田市３３

９.４盛岡市１２.３藤沢町３４

２２.５市町村平均２７.５市町村平均

１８.２市平均２３.１市平均

３８.９町村平均４４.５町村平均

基金残高 基金残高対標準財政規模

39号 外 ◎２０１2．６．７

基金は一般家庭の貯金に、地方債は借金に当たります。自治体は、将来の施設整備
や急な出費に備えて基金を積み立てるほか、国の財政支援を受けられる過疎債などの
有利な起債制度を活用し、貯金と借金のバランスを考えながら事業を進めています。

市町村の借金を地方債といい、地方債によって

借金することを「地方債を起こす」などといいま

す。起債は、将来世代も使う公共施設や基盤整備

に限られていて、人件費などに使うことはできま

せん。また、地方債には、過疎債や合併特例債な

どのように、地方交付税として、国からその一部

が交付されるものもあります。

地方債残高

平成２１年度平成２２年度

３０億２,８８１万円野田村２９億７,０７８万円野田村１

３４億７,７１５万円普代村３４億５,５７４万円普代村２

３９億８,２０５万円九戸村３８億５,５８７万円九戸村３

４５億１,３５２万円藤沢町４４億５,３０３万円藤沢町４

４７億８,８０２万円田野畑村４７億８,５５０万円田野畑村５

５１億２,６３９万円住田町４９億３,８１８万円住田町６

５３億２,１５０万円平泉町５１億８,３０５万円平泉町７

６５億１,０７５万円軽米町６３億５,３３０万円葛巻町８

６６億４,０３４万円大槌町６４億３,６５０万円軽米町９

６７億３,２７８万円葛巻町６９億２,８６０万円大槌町１０

６９億６,８２７万円雫石町７７億７,０４９万円雫石町１１

８５億６,４８９万円西和賀町８０億３,６２４万円西和賀町１２

８８億４,６８０万円山田町９２億８,３４４万円山田町１３

９９億４,６０９万円一戸町９６億８,２１８万円一戸町１４

１００億９,２４６万円岩泉町９７億７,５５３万円紫波町１５

１０３億 ３３７万円紫波町１０４億１,７９２万円岩泉町１６

１０６億２,０７０万円矢巾町１０８億２,３６３万円矢巾町１７

１１４億９,３７０万円岩手町１０９億６,７１３万円岩手町１８

１１５億８,９８１万円洋野町１２０億２,１３９万円金ヶ崎町１９

１２６億９,１２８万円金ヶ崎町１２０億６,４４５万円洋野町２０

１４６億３,５８１万円陸前高田市１４４億８,７４６万円陸前高田市２１

１５８億１,４８３万円滝沢村１５６億９,２６１万円滝沢村２２

１７７億２,３０９万円八幡平市１７１億４,７１３万円八幡平市２３

１８３億７,２６９万円遠野市１８７億３,３４１万円遠野市２４

２０６億３,０１０万円釜石市２０５億 ２３９万円釜石市２５

２１８億２,２６６万円大船渡市２２１億８,１７９万円二戸市２６

２２７億７,６５５万円二戸市２２４億１,６９４万円大船渡市２７

２７５億８,６７２万円久慈市２７１億７,３２６万円久慈市２８

３８８億 ６５５万円宮古市３８９億４,８７１万円宮古市２９

４０３億１,１００万円北上市４８６億７,９０８万円北上市３０

５９４億１,２３９万円花巻市５９１億９,１６１万円花巻市３１

７４２億２,９７６万円一関市７４１億２,６３７万円一関市３２

８０２億５,０７０万円奥州市７８１億９,４６０万円奥州市３３

１,３２９億６,００５万円盛岡市１,３０４億７,０２９万円盛岡市３４

２１６億６,３８７万円市町村平均２１７億１,０２５万円市町村平均

４３８億 ９０８万円市平均４４０億１,９４６万円市平均

７９億５,４９３万円町村平均７８億９,９７９万円町村平均

地方債残高と債務負担行為（複数

年契約などで発生する債務について、

将来支払う約束をすること）の合計

から基金残高を引いた額を、標準財

政規模で割った数値です。この数値

が高いほど、将来、財政的に苦しく

なることが見込まれます。

将来にわたる実質的な財政負担（％）

平成２１年度平成２２年度

８６.５野田村６５.５九戸村１

８９.４住田町６７.０住田町２

９５.３九戸村８０.５野田村３

１０４.１雫石町９９.７葛巻町４

１１１.４岩泉町１０５.８八幡平市５

１２４.５八幡平市１０７.８雫石町６

１２５.０洋野町１１４.３洋野町７

１３３.３葛巻町１１７.３岩泉町８

１３３.９紫波町１２０.１紫波町９

１３８.９軽米町１２３.３田野畑村１０

１４２.７山田町１２３.７軽米町１１

１４４.２田野畑村１２８.７西和賀町１２

１４５.８大槌町１３９.９遠野市１３

１４７.０矢巾町１４３.９山田町１４

１４８.９遠野市１４５.８大槌町１５

１５５.５西和賀町１４５.９平泉町１６

１６１.６平泉町１４９.９滝沢村１７

１６３.２滝沢村１５２.３一戸町１８

１７９.１一関市１６４.１一関市１９

１８０.５北上市１６４.８普代村２０

１８６.６一戸町１７７.０二戸市２１

１８８.９普代村１８２.１釜石市２２

１９３.８釜石市１８６.２花巻市２３

１９６.８二戸市１８７.２金ヶ崎町２４

１９９.３花巻市１９２.０岩手町２５

２００.７陸前高田市１９７.１陸前高田市２６

２００.９大船渡市１９７.６宮古市２７

２１２.１宮古市２００.４大船渡市２８

２１３.０岩手町２０４.５北上市２９

２２２.８金ヶ崎町２０５.４奥州市３０

２２４.９奥州市２２７.３盛岡市３１

２２６.７盛岡市２３９.２久慈市３２

２４３.５久慈市２５６.８藤沢町３３

２９１.１藤沢町２９９.１矢巾町３４

１８９.０市町村平均１８１.９市町村平均

２０１.９市平均１９４.３市平均

１５１.４町村平均１３９.４町村平均

地方債残高 将来にわたる実質的な財政負担
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資料編 ⑥

平均給料月額は、職員の平均年齢が高いほど高くなります。そこで、経験年数別構成など

の条件が国と同じと仮定し、国家公務員の給料を１００とした場合の地方自治体職員給料を数値

で表したものがラスパイレス指数です。

平成２３年４月１日現在、八幡平市のラスパイレス指数は９３.４で、これは、県内市町村平均

や県内町村平均を下回る数字で、３４市町村中、２２番目となっています。

平成２２年４月１日現在平成２３年４月１日現在

一般行政職全職種
職員数

一般行政職全職種
職員数 ラスパイ

レス指数平均年齢職員数
ラスパイ
レス指数平均年齢職員数

９９.８４３.０歳１,０８４人２,３３５人盛岡市９９.９４２.９歳１,０８３人２,２９４人盛岡市１

９８.３４２.８歳６７９人１,２７５人奥州市９８.１４２.８歳６６０人１,２４７人奥州市２

９７.６４２.６歳９０人１３６人一戸町９７.８４２.３歳７１人１１１人平泉町３

９７.５４３.０歳３１６人４２１人釜石市９７.７４３.２歳２０４人２９０人滝沢村４

９７.５４３.１歳２０９人２９６人滝沢村９７.６４２.２歳９１人１３５人一戸町５

９７.３４２.３歳７５人１１４人平泉町９６.８４２.３歳２８５人４１９人大船渡市６

９６.８４２.４歳１６２人２９２人陸前高田市９６.７４３.３歳３１３人４１１人釜石市７

９６.６４１.７歳２７８人４１２人大船渡市９５.９４３.６歳２７２人３９６人遠野市８

９６.５４３.２歳２７５人４０２人遠野市９５.８４１.６歳９６人１７８人西和賀町９

９６.３４１.３歳９６人１７９人西和賀町９５.０４２.８歳３６０人６３５人北上市１０

９５.６４１.２歳１００人１４６人岩手町９４.９４４.３歳１３５人１８９人山田町１１

９５.４４４.６歳７１４人１,３５８人一関市９４.８４４.８歳６９１人１,３１５人一関市１２

９５.３４４.２歳１２６人１８４人山田町９４.６４１.２歳１００人１４４人岩手町１３

９４.４４２.４歳１５０人２４３人紫波町９４.５４４.２歳２３６人３５５人二戸市１４

９４.３４２.７歳９６人１６０人金ヶ崎町９４.４４２.７歳１５２人２４３人紫波町１５

９４.１４３.９歳３６１人６３５人北上市９４.４４２.６歳９４人１５６人金ヶ崎町１５

９４.１４４.２歳２３９人３６３人二戸市９４.３３９.８歳２７９人３８０人久慈市１７

９４.０４０.１歳２８１人３８２人久慈市９４.１４３.５歳６７人１４９人葛巻町１８

９４.０４０.８歳１０１人１３６人大槌町９３.８４３.０歳３８３人６７８人宮古市１９

９３.６４３.４歳６９人１４９人葛巻町９３.７４２.４歳６９人１０６人住田町２０

９３.３４３.１歳３７５人６７０人宮古市９３.６４２.８歳１２８人１８３人岩泉町２１

９３.３４２.８歳２３６人３９６人八幡平市９３.４４２.３歳２２７人３８５人八幡平市２２

９３.３４４.９歳１１１人１７９人矢巾町９３.１４４.１歳１１０人１７７人矢巾町２３

９３.０３９.３歳１４３人２３９人雫石町９２.５４４.７歳４７人７２人九戸村２４

９２.８４２.４歳６８人１０３人住田町９２.３３９.４歳１４５人２３６人雫石町２５

９２.８４３.３歳１２７人１８３人岩泉町９１.９４４.２歳５５５人１,０３４人花巻市２６

９２.２４４.１歳５７９人１,０６４人花巻市９１.６４１.５歳４９人５５人野田村２７

９１.７４６.９歳８８人１５５人軽米町９１.０４６.５歳８８人１５３人軽米町２８

９１.０４２.６歳４８人５４人野田村９０.９４６.９歳７５人１９２人藤沢町２９

９１.０４５.４歳４７人６９人九戸村９０.４４２.８歳１６１人３０２人洋野町３０

９０.０４２.３歳１５９人３０９人洋野町９０.０４７.３歳５１人７２人田野畑村３１

８９.２４６.５歳５１人７３人田野畑村８６.４４４.１歳４１人５７人普代村３２

８６.６４８.０歳４７人６０人普代村－－－－陸前高田市３３

８６.４４６.４歳８０人１９６人藤沢町－－－－大槌町３４

９５.５４３.２歳２２５人３９３人市町村平均９５.４４３.１歳２２８人３９８人市町村平均

９６.１４３.２歳４２９人７７０人市平均９６.０４３.２歳４４５人７９５人市平均

９３.７４３.１歳９９人１６０人町村平均９３.８４３.０歳９８人１６０人町村平均

ラスパイレス指数

41号 外 ◎２０１2．６．７

給料や報酬などを他市町村と比較してみました。一般職員の給料は、県内３４市町村
の平均よりも低い金額となっています。また、市では、市行政改革集中改革プランに
基づき、職員の定員管理の適正化を図るなど、なお一層の人件費抑制に努めています。

給料月額(平成２３年４月１日現在)

教育長副市長村長市町村長

６８４,０００円８３７,０００円１,０８０,０００円盛岡市１

６０１,０００円７１８,０００円８９８,０００円花巻市２

６１７,０００円６９８,０００円８６４,０００円一関市３

５７８,０００円６６４,０００円８０１,０００円久慈市４

５４８,０００円６４８,０００円７９２,０００円釜石市５

５１１,２００円６３６,３００円７８９,３００円北上市６

５７５,０００円６１０,０００円７８０,０００円紫波町７

５７２,０００円６２０,０００円７７６,０００円八幡平市８

５９４,０００円６３４,０００円７７３,０００円滝沢村９

５１２,０００円５９９,０００円７７０,０００円矢巾町１０

５５４,０００円６０７,０００円７６７,０００円雫石町１１

５６２,０００円６０１,０００円７５６,０００円岩手町１２

４９９,０００円６２１,０００円７４９,０００円遠野市１３

５５３,０００円５９０,０００円７４４,０００円金ヶ崎町１４

５４７,０００円６０６,６００円７４３,４００円奥州市１５

５３６,０００円６７５,０００円７３４,４００円大船渡市１６

５５５,１００円６２２,９００円７２４,８００円二戸市１７

５５０,０００円５６７,０００円７０５,０００円山田町１８

５２５,０００円５５５,０００円６９０,０００円岩泉町１９

５２９,０００円５７３,０００円６８４,０００円洋野町２０

５４２,０００円５６１,０００円６８４,０００円平泉町２０

５２９,０００円５５０,０００円６７５,０００円葛巻町２２

５９０,０００円６０３,０００円６６４,０００円宮古市２３

４９５,０００円５４０,０００円６５５,０００円住田町２４

５１５,０００円５３３,０００円６３９,０００円西和賀町２５

５１２,０００円５２２,０００円６２８,０００円軽米町２６

５４８,７００円５５８,０００円６２４,０００円一戸町２７

５０６,０００円５１６,０００円６２２,０００円田野畑村２８

５００,０００円５２５,０００円６１５,０００円野田村２９

５０１,５００円５９３,３００円６１０,１００円陸前高田市３０

５００,０００円６１０,０００円九戸村３１

５１８,０００円５２３,０００円５７０,０００円普代村３２

４５４,０００円４７１,０００円５４７,０００円藤沢町３３

４８０,０００円５００,０００円５３２,０００円大槌町３４

５４０,９８５円５７８,７６８円７１４,５８８円市町村平均

５６４,６００円６５７,１６１円７８６,６１５円市平均

５２６,３６７円５５６,７５０円６７０,０００円町村平均

市町村長の給料月額を比較すると、八

幡平市長は７７６,０００円で、県内３４市町村

中、８番目の額となっています。

・減額条例などにより給料を減額して

いる市町村については、減額後の月額を

記載しています。

・九戸村では副村長を置いていません。

八幡平市議会議長の報酬月額は３５１,０００円、

副議長の報酬月額は２８４,０００円、議員の報酬月

額は２７１,０００円で、３４市町村の中では１４番目の

額となっています。

・減額条例などにより報酬を減額している

市町村については、減額後の月額を記載して

います。

報酬月額(平成２３年４月１日現在)

定数議員報酬副議長報酬議長報酬

42人６１７,０００円６４５,０００円７１１,０００円盛岡市１

30人3４０,５00円３７１,６00円４４３,３00円北上市２

34人3６０,０00円３８６,０00円４３８,０00円一関市３

34人3３９,０00円３６９,０00円４３１,０00円花巻市４

２８人3２０,０００円３３９,０００円４０１,０００円宮古市５

34人３２１,０00円３４５,０00円３９９,０00円奥州市６

26人３２０,０00円３３９,０00円３９２,０00円大船渡市７

23人3１３,０00円３３８,０00円3９２,０00円釜石市７

26人３０３,０00円３３１,０00円３８６,０00円久慈市９

20人3００,０00円３３０,０00円3８０,０00円陸前高田市１０

2２人3０１,０00円３１８,０00円3８０,０00円二戸市１０

2０人3０２,０00円３２６,０00円3７５,０00円遠野市１２

2０人２９３,０00円３０３,０00円３６０,０00円滝沢村１３

24人２７１,０00円２８４,０00円３５１,０00円八幡平市１４

２２人２４８,０00円２７５,０00円３３８,０00円紫波町１５

１８人２４０,０00円２５８,０00円３２３,０00円矢巾町１６

１６人２２７,０00円２４５,０00円３１０,０00円一戸町１７

20人２３８,０00円２４８,０00円３０６,０00円雫石町１８

１６人２１７,０00円２２７,０00円２８７,０00円岩手町１９

１８人２１２,０00円２２９,０00円２８３,０00円金ヶ崎町２０

１６人２１6,０00円２３１,０00円２８０,０00円山田町２１

１６人２１０,０00円２２６,０00円２７９,０00円岩泉町２２

１８人２１１,０00円２２９,０00円２７３,０00円洋野町２３

１２人２０３,０00円２１８,０00円２７１,０00円平泉町２４

１４人１９５,０00円２１９,０00円２６２,０00円軽米町２５

１４人１９６,０00円２０７,０00円２５８,０00円住田町２６

10人１８８,０00円２０３,０00円２５３,０00円葛巻町２７

１０人１９０,０00円２０３,０00円２５１,０00円藤沢町２８

１８人１９２,０00円２０５,０00円２４９,０00円大槌町２９

１２人１７５,０00円１９４,０00円２４６,０00円野田村３０

１６人１８１,０00円１９６,０00円２４３,０00円西和賀町３１

１０人１７０,０00円１８９,０00円２３６,０00円普代村３２

１０人１７０,１00円１８９,０00円２３５,０00円田野畑村３３

１４人１６５,０00円１８２,０00円２３０,０00円九戸村３４

２５７,１９４円２７６,４００円３３０,９５０円市町村平均

３３９,０３９円３６３,２００円４２１,４８５円市平均

２０６,５２９円２２２,６６７円２７４,９０５円町村平均

市町村長給料月額 議長・議員報酬
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八幡平市行政機構一覧表
市では、平成24年４月から、市の行政組織・機構を改正しました。主な改正点は、次のとおりです。

市長の意思決定を補佐する機能を強化するため、企画総務部内に「市長公室」を新設

総務課地域安全係を「消防防災係」とし、防犯や交通安全業務を行う「地域安全係」を市民課に設置

地域振興課を「地域振興係」「協働推進係」の２係体制に再編

庁舎建設対策室を「庁舎建設推進室」に名称変更

市民部と福祉部を「市民福祉部」に統合し、長寿社会課と医療、保健部門を「健康推進課」に再編

課や係の統合・再編で、効率的な組織を構築、など

主 な 業 務係 名所属課など

企画総務部

秘書、広報広聴、統計調査など秘書広報係

市長公室 広域行政、政策調整、行政改革など総合政策係

予算編成、寄付採納、ふるさと納税など財政係

表彰、議会招集、職員、文書など行政係

総務課
地デジ対策、ホームページなど地域情報係

災害対策、消防団、防災行政無線など消防防災係

入札･契約、財産管理､指定管理者制度など契約管財係

地域振興、国際交流、通学定期補助など地域振興係
地域振興課

協働のまちづくり、コミュニティ助成など協働推進係

庁舎建設庁舎建設推進室

市民税の賦課、国民健康保険税の賦課など市民税係
税務課

固定資産税の賦課、土地・家屋評価など資産税係

市税の徴収・督促・減免など収納管理係
収納課

滞納整理など収納整理係

市民福祉部（福祉事務所）

戸籍、住民基本台帳、旅券事務など戸籍住民係

市民課
環境保全、公衆衛生、公害防止など環境衛生係

交通安全、防犯、自衛官募集など地域安全係

国保、国民年金、後期高齢者医療など国保年金係

清掃センター、斎場

生活保護、民生委員、社会福祉団体など生活福祉係
地域福祉課

自立支援、身体障害者手帳など障がい福祉係

保育所、子ども手当、児童虐待防止など児童福祉係
児童福祉課

少子化対策、育児支援、児童福祉施設など子育て支援係

保育所、児童館

保健・医療・福祉連携、献血など地域医療係

健康福祉課

地域包括支援センター

保健指導、母子健康手帳、食生活改善など健康推進係

高齢者対策、高齢者福祉、敬老事業など高齢福祉係

介護保険、介護予防ケアマネジメントなど包括支援センター係

産業部

農業振興、農業振興地域整備計画など農政係
農政課

畜産振興、飼養管理指導、家畜防疫など畜産係

農業振興支援センター

花き研究開発センター

商工業振興、中小企業振興、雇用対策など商工労政係

商工観光課 観光振興、観光施設・自然公園管理など観光振興係

企業立地推進、起業家支援、誘致企業など企業立地推進係

安代漆工技術研究センター

安代漆器工房

係 名所属課など

企画総務部

行政係

総務課 広報統計係

地域安全係

政策調整係
総合政策課

行政経営係

庁舎建設対策室

財政係

財政課 管財係

契約係

地域振興係地域振興課

市民部

戸籍住民係
市民課

環境衛生係

清掃センター、斎場

国保年金係
保健課

保健係

市民税係
税務課

資産税係

収納第一係

収納課 収納第二係

収納第三係

福祉部（福祉事務所）

福祉総務係

地域福祉課 生活保護係

障害福祉係

児童福祉係
児童福祉課

子育て支援係

保育所、児童館

高齢福祉係長寿社会課

地域包括支援センター 包括支援センター係

産業部

農政係
農政課

畜産係

農業振興支援センター

花き研究開発センター

商工労政係
商工観光課

観光振興係

安代漆工技術研究センター

安代漆器工房

企業対策室

≪平成２３年度の行政機構≫ ≪平成２４年度の行政機構≫
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主 な 業 務係 名所属課など

建設部

道路・橋の維持管理、用地取得、除雪など管理係

建設課
道路・橋の新設や災害復旧、河川改修など土木係

市営住宅、建築確認申請など建築係

都市計画、宅地等開発行為、景観形成など都市計画係

料金算定・収納、会計処理、資産管理など総務経営係
上水道課

水道施設の建設・改築、水質検査など工務係

料金算定・収納、受益者負担金など管理係
下水道課

処理施設の建設・改築、浄化槽補助金など工務係

会計課

支出書類の審査、決算調製、収入証紙など審査係
会計課

収入書類の審査、小切手の振り出しなど出納係

病院・診療所

内科、外科、小児科、薬局、放射線室、臨

床検査室、理学療法室、看護科、栄養科
医局

西根病院

事務局

内科、外科、歯科医局
安代診療所

内科、外科、歯科事務係

内科、外科医局
田山診療所

事務係

議会

本会議・委員会、請願・陳情、会議録など議事係事務局

監査委員

監査、決算審査の計画・実施など事務局

教育委員会

委員会庶務、奨学金、教育施設整備など総務係

学校教育課 教職員定数、通学区、就学援助など学事係

教職員の指導助言、教科書、教育相談など指導係

小・中学校、西根地区学校給食センター、安代地区学校給食センター

生涯学習、教育振興運動、文化財保護など生涯学習係
生涯学習課

スポーツ振興、体育団体の育成など体育振興係

市民センター、地区公民館、図書館、博物館、体育施設

農業委員会

農地の権利移転・転用、農地流動化など農地調整係
事務局

農作業賃金、農業者年金、後継者対策など農業振興係

選挙管理委員会

選挙の管理、選挙人名簿、選挙啓発など（総務課）事務局

西根総合支所

地域審議会、行政連絡員、通学定期補助など地域振興係地域振興課

松尾総合支所

地域審議会、行政連絡員、通学定期補助など地域振興係
地域振興課

戸籍、住民基本台帳、諸税収納など市民福祉係

安代総合支所

地域審議会、行政連絡員、通学定期補助など地域振興係
地域振興課

戸籍、住民基本台帳、諸税収納など市民福祉係

戸籍、住民基本台帳、諸税収納など市民係田山支所

林業振興対策、林道、有害鳥獣捕獲など林業係
土木林業課

道路などの維持管理、除雪など産業建設係

安代防災ダム管理所

係 名所属課など

建設部

管理係

建設課
土木係

建築係

都市計画係

総務経営係
上水道課

工務係

管理係
下水道課

工務係

会計課

審査係
会計課

出納係

病院・診療所

医局

西根病院 庶務係

医事係

医局
安代診療所

事務係

医局
田山診療所

事務係

議会

庶務係
事務局

議事係

監査委員

事務局

教育委員会

総務係

学校教育課 学事係

指導係

小・中学校、西根地区学校給食セ

ンター、安代地区学校給食センター

生涯学習係
生涯学習課

体育振興係

市民センター、地区公民館、図書館、
博物館、体育施設

農業委員会

農地調整係
事務局

農業振興係

選挙管理委員会

（総務課）事務局

西根総合支所

地域振興係地域振興課

松尾総合支所

地域振興係
地域振興課

市民福祉係

安代総合支所

地域振興係
地域振興課

市民福祉係

田山支所

産業建設係
土木林業課

林業係

安代防災ダム管理所

≪平成２３年度の行政機構≫ ≪平成２４年度の行政機構≫
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平成２４年度 八幡平市予算説明書

ここここここここここととととととととととししししししししししのののののののののの予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算のののののののののの使使使使使使使使使使いいいいいいいいいいみみみみみみみみみみことしの予算の使いみちちちちちちちちちちち

古紙を配合した再生紙

を使用しています

（平成２２年１１月３日制定）

八幡平市民憲章（平成１８年１１月３日制定）

八幡平市は、岩手山・八幡平・安比高原の裾野に広がる大自然に恵まれた農と輝の大地です。
すそ の みのり ひかり

わたくしたちは、心を一つにして、お互いの幸せを願い、この憲章を定めます。

１、わたくしたちは、自然をはぐくみ、景観にすぐれたまちをつくります。

１、わたくしたちは、心身をきたえ、活力にみちたまちをつくります。

１、わたくしたちは、ふれあいを大切に、人情あふれるまちをつくります。

１、わたくしたちは、共に学び働き、暮らしのゆたかなまちをつくります。

１、わたくしたちは、限りない未来に向け、希望にもえるまちをつくります。
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（平成２２年１１月３日制定）


