
議会費

総務費

担当課：市長公室
事業費：1,145万円

■コンビニ収納システム導入
　委託料（新）

　コンビニエンスストアでも税などの納付ができ
るよう、システムを改修します。実施は、26年度
からです。

　25年度一般会計歳出予算で実施する主な事業などを科目別に紹介します。
　※事業名などの後ろに付いている（新）は、今年度の新規事業を表します（今年度から始まる新た
　　な継続事業も含みます）。
　※「担当課」は予算を執行する主な部署で、「事業費」は１万円未満を四捨五入しています。

一般会計歳出予算の主な事業内容

■市議会政務活動費交付金
担当課：議会事務局
事業費：576万円

　市議会の会派または議員が行う調査研究、その
他の活動の経費の一部を交付するものです。

政務活動費を活用した市議会会派研修　

担当課：総務課
事業費：84万円

■江間章子生誕100年祭開催事業（新）

　平成25年に生誕100年を迎える名誉市民・江間
章子さんの記念式典を開催します。

江間章子さん碑文前（市立図書館隣）での合唱　

担当課：庁舎建設推進室
事業費：1,820万円

■北森駅移設実施設計負担金

　ＪＲ北森駅のホームおよび旧駅舎撤去に係る実
施設計業務を行います。

ＪＲ北森駅　

担当課：庁舎建設推進室
事業費：13億220万円

■新庁舎等整備事業

　新庁舎の建設工事、外溝設計、上水道工事負担
金などの予算です。

新庁舎建設現場　

担当課：地域振興課
事業費：615万円

■地域おこし協力隊事業（新）

　人口減少や高齢化などの進行が著しい地方で、
地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着
を目的に、意欲ある都市住民のニーズに応えなが
ら、地域力の維持・強化を図る取り組みです。
　本市では、２人を募集し、うち１人からは田山
地区の活性化を図る手立てを創意工夫していただ
く予定です。もう１人からは、教育旅行の立案・
誘致を図りながら、教育旅行商品のコーディネー
ト役を担っていただく予定です。

田山軽トラ市　

担当課：地域振興課
事業費：100万円

■住宅用太陽光発電システム
　導入促進費補助金

　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対し、
かさ上げで補助するものです。１㌔㍗当たり３万
円で、10万円を上限とします。

太陽光ソーラーパネル　

担当課：地域振興課
事業費：1,935万円

■自治集会所建設工事費補助金

　自治集会所などの建設や修繕に係る経費に対し
て補助するもので、25年度は、次の自治公民館な
どを予定しています。
・平舘駅前自治公民館（新築）
・日泥自治公民館（新築）
・仲町自治公民館（修繕）
・薬師集落センター（修繕）
・土沢自治公民館（修繕）
・石名坂自治公民館（修繕）

昨年、農業集落排水に接続した下平笠自治公民館　

1110 号 外　◎2013． 6． 6



民生費 衛生費

担当課：健康福祉課
事業費：240万円

■養育医療給付費（新）

　身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要と
する乳児が、指定養育医療機関で入院治療を受け
る場合、その治療に要する医療費を公費で負担す
る制度です。2,000㌘以下の乳児で、チアノーゼ、
けいれんなどがある場合の入院費を補助します
（県から権限移譲された事業）。

労働費

担当課：地域福祉課
事業費：107万円

■八幡平市出会い支援事業

　真剣に結婚を望む独身男女の出会いの場を支援
していきます。ことしは、計４回開催予定。この
事業でカップルとなった人が入籍した際には20
万円を支給し、さらに１年間市内に居住した場合
には30万円を支給します。
　なお、24年度には、事業を通じて出会った１組
のカップルが入籍しました。

はちまんたいＨＡＰＰＹカップリング　
（この写真には加工を施しています）　

担当課：地域福祉課
事業費：1,000万円

■がんばろう岩手基金活用支援事業
　補助金

　市内で活動している団体などが被災者支援のた
めに行う活動に対し、「がんばろう岩手基金」から、
補助金（上限100万円×10団体）を交付するもので
す。

男女共同参画フォーラム（昨年度、基金を活用）　

担当課：地域福祉課
事業費：8,298万円

■放課後児童健全育成事業
　（学童保育）

　放課後の児童に適切な生活の場を提供し、健全
な育成を図るため、放課後児童クラブの運営を指
定管理者などに委託します。
・学童保育指定管理（大更、大更第二、渋川、田頭、
寺田、松野、寄木、柏台、あしろ）

・学童保育運営委託（東大更、平笠、平舘、田山）

あしろ学童保育　

担当課：健康福祉課
事業費：192万円

■看護師養成事業貸付金（新）

　看護師養成のため、将来、市内の医療施設に勤
務を希望する看護学生に対して修学資金の貸し付
けを行います（上限8万円×12カ月×２人）。看護
師免許取得後、市内医療施設に５年間勤務すると、
返還が免除されます。

国保西根病院ふれあい看護体験　

担当課：商工観光課
事業費：2,936万円

■ふるさと元気八幡平市ＰＲラジオ
　番組制作事業

　本市の観光やイベント、物産品などを紹介する
ラジオ番組の製作・放送に係る費用です。

ＨＡＰＰＹはちまんたいの放送（エフエム岩手提供）　

担当課：商工観光課
事業費：3,950万円

■八幡平ＦＡＮ情報発信事業

　本市の観光やイベント、風物詩などを紹介す
るテレビ番組の製作およびウェブサイトによる情
報・映像の配信に係る費用です。

八幡平 FANの番組撮影（安代漆器工房）　

担当課：地域福祉課
事業費：16万円

■難聴児補聴器購入助成費（新）

　身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中
等度の難聴児に対して、補聴器購入費の一部を助
成します。
　対象となるのは、両耳の聴力レベルが30デシベ
ル以上70デシベル未満で、市内に住所がある18歳
未満の方です。
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農林水産業費

担当課：農政課
事業費：250万円

■リーディング経営体育成支援事業費
　補助金（新）

　認定農業者の経営規模拡大などを進め、他の経
営体（個人、法人、集落営農など）の模範となるよ
うな「リーディング経営体」を育成するもので、全
体事業費の６分の１を補助します。25年度は、ホ
ウレンソウハウスを増設する経営体に対し、補助
します。

ホウレンソウハウス　
補助を活用して導入した動力噴霧機　

担当課：農政課
事業費：249万円

■地域農業支援組織連携強化
　活動事業（新）

　「人・農地プラン」の作成・実行に向け、地域内
の合意形成を効率的・効果的に進められるよう、
地域農業支援組織の連携推進体制を強化するもの
です。そのため、地域連携推進員１人の設置に必
要な費用と事務費について、予算措置しました（全
額県の補助）。

地域農業マスタープランの作成　

担当課：農政課
事業費：2,358万円

■いわて地域農業マスタープラン実践
　支援事業費補助金

　地域農業マスタープランの実現に向け、ホウレ
ンソウ、リンドウなどの生産施設や管理用機械な
ど生産から流通の条件整備を支援します。（県が
事業費の３分の２を補助）。25年度は、３組合へ
補助する予定です。

担当課：農政課
事業費：300万円

■りんどう優良種苗供給支援事業費
　補助金（新）

　育苗ハウス整備による償還金（10年償還）が反
映され、苗代が値上げとなるため、その緩和策と
して助成するものです（5円×20㌶×75,000本×
40％）。ＪＡも市と同様、40％助成します。

安代りんどう育苗施設（横間）　

担当課：農政課
事業費：242万円

■岩手県利用自粛牧草等処理
　円滑化事業費補助金（新）

　農家などが県の要請などにより、牧草の利用を
自粛し、牧草地を除染する場合、除染作業前の除
草作業などについての経費に対して、県が全額補
助するものです（24年度は補正予算で対応）。

牧草をはむ乳牛　

担当課：農政課
事業費：1,770万円

■新規就農者支援事業補助金

　市の重点推進作物「ホウレンソウ」と「リンドウ」
の新規就農者に対し、次の支援を実施します。
・新規就農者支援金（継続２世帯、新規３世帯）の
交付
・研修受入農家支援金の交付（４世帯）
・新規就農体験者研修支援金の交付
・後継者就農研修支援金の交付（２世帯）

研修制度を備えた新規就農者支援事業　
担当課：農政課
事業費：2,321万円

■経営体育成支援事業交付金（新）

　「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体
などが、融資を受けて農業用機械などを導入する
際、融資残に10分の３を上限として交付金を交付
するものです（全額県の交付金）。

田植え　

担当課：農政課
事業費：4,518万円

■いわて型牧草地再生対策事業費
　補助金（新）

　牧草地の放射性物質低減対策として、草地更新
などを実施する場合、その作業代と種子や肥料な
どの資材代に対して補助するものです。対象見込
み面積は 113㌶で、県と市が２分の１ずつ補助し
ます。

牧草地での種まき作業　
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商工費
担当課：商工観光課
事業費：70万円

■八幡平・七時雨マウンテン
　トレイルフェス開催補助金（新）

　観光振興計画で、七時雨地域についても観光振
興を図ることとしており、その一環として開催す
るロードレース大会に対し、補助します。

担当課：商工観光課
事業費：100万円

■山ぶどう博覧会実行委員会
　負担金（新）

　県内の山ぶどう産地市町村を会場として、県が
主導して開催しているイベントの負担金で、25年
度は本市で行われます。イベントの詳細は今後の
会議で決まるため、金額は概算です。

昨年の全国山ぶどうサミット（久慈市提供）　

担当課：商工観光課
事業費：100万円

■全日本ステージレース in いわて
　開催補助金

　8月末から９月初めにかけて開催される予定の
自転車レース大会に対し、補助します。

全日本自転車競技選手権大会ロード・レース　

担当課：商工観光課
事業費：33万円

■盛岡・八幡平元気まるごと
　発信事業（新）

　盛岡広域振興局が事務局として、冬季イベント
やスイーツフェアを開催します。その経費につい
て、負担金などで対応するものです。

いわてＳー１スイーツフェア　

担当課：商工観光課
事業費：1,103万円

■観光案内板整備工事（新）

　市内のインターチェンジの出口などに、観光案
内板を設置します。

東北縦貫自動車道・松尾八幡平料金所　

担当課：商工観光課
事業費：146万円

■観光道路名称看板設置工事（新）

　24年度に募集・決定した観光道路（県道、市道
各１路線）名称の看板を設置します。

安比高原レインボーライン　

担当課：商工観光課
事業費：862万円

■ぶなの駅多目的トイレ増築工事（新）

　安比高原ぶなの駅にある既存のトイレに多目的
トイレを増築し、スロープを設置します。設計は、
24年度に終了しています。

ぶなの駅　

担当課：商工観光課
事業費：900万円

■八幡平市共通商品券特典事業補助金

　八幡平市共通商品券の特典５％分を補助するも
のです。21年度からの継続事業で、消費動向調査
を行い、利用状況を調べ、次年度事業への参考に
していきます。

八幡平市共通商品券　

七時雨山　
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土木費

担当課：建設課
事業費：700万円

■道路整備計画策定業務委託料

　市道の整備計画を策定します。道路体系のあり
方や年間投資額を検討の上、整備優先度の評価な
どを実施し、今後の整備方針とします（25年度で
完了の予定）。

担当課：商工観光課
事業費：203万円

■上寄木グラウンド階段工事

　グラウンド敷地内にある階段の段差を低くする
工事を行います。

上寄木グラウンド敷地内の階段　

担当課：商工観光課
事業費：270万円

■あずみの湯改修事業（新）

　あずみの湯（綿帽子温泉館）の機械設備を改修す
るために、実施設計業務を行います。
　なお、工事施工は、26年度を予定しています。

あずみの湯　

担当課：庁舎建設推進室
事業費：１億5,497万円

■新庁舎建設関連道路整備

　新庁舎に関連する道路・４路線（南北線、永持
１号線、交通広場線、庁舎自由通路線）を整備し
ます。

南北線（道路奥が新庁舎建設地）　

担当課：建設課
事業費：2,630万円

■橋りょう長寿命化計画策定業務
　委託料

　市内に370ほどある橋の維持管理計画を３カ年
事業で策定するものです。この計画を策定するこ
とで、橋の長寿命化に係る国の交付金活用が可能
になります（25年度が策定の最終年）。

市道兄川支線折合（おりあわせ）橋　

担当課：商工観光課
事業費：2,473万円

■中山陸上競技場改修事業（新）

　平成28年度の国民体育大会の開催に向け、中
山陸上競技場をラグビー練習場に特化する事業で
す。トラック周囲にあるＵ字溝を撤去し、芝生を
植えてグラウンドの整備を図るほか、管理用のス
ポーツトラクターを購入します。
　また、老朽化しているスタンドを改修し、屋根
鉄骨部分は撤去します。

中山陸上競技場　

担当課：商工観光課
事業費：431万円

■上寄木グラウンド増設調査業務
　委託料（新）

　既設グラウンド隣接地にグラウンドを増設する
ため、地質調査と基本設計業務を行います。

上寄木グラウンド　

担当課：建設課
事業費：1,000万円

■通学路等舗装修繕工事

　通学路などの歩道施設の修繕および危険箇所の
解消のため、工事を実施します。25年度は、柏台
小学校付近などの歩道を補修する予定です。

柏台小学校付近の通学路　
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担当課：建設課
事業費：１億382万円

■市営仲町住宅整備（新）

　市営仲町住宅（昭和44年建築・10戸）について、
既存住宅10戸の解体撤去工事を実施します。ま
た、木造平屋建て１棟（２戸）、木造２階建て２棟
（４戸）を建築し、附帯屋外施設および共同施設を
整備します。

市営仲町住宅　

担当課：建設課
事業費：8,697万円

■都市計画道路大更駅前線調査設計
　検討業務委託料

　整備予定地域の建物調査や換地計画案の策定業
務を行います。

都市計画道路大更駅前線街路整備地権者会　

担当課：建設課
事業費：4,379万円

■除雪車両購入費

　除雪ドーザ２台を購入します。

除雪ドーザ　

担当課：建設課
事業費：3,300万円

■除雪機械格納庫建築工事

　老朽化した前森除雪車庫を建て替えます（24年
度に設計済み）。

前森除雪車庫　

担当課：建設課
事業費：６億4,480万円

■市道等整備

　次の市道を整備します（順不同）。
●整備工事予定路線
▶西根地区
・市道日影山蟹沢線　　・市道堀切線
・市道山子沢線【歩道】　・市道大更中央線
・県道焼走り線　　　　・市道共新住宅線
・市道堀切東線　　　　・市道北切線
・市道中田野駄森線（西根・松尾地区）
▶松尾地区
・市道松尾線外１
・市道八幡平温泉郷幹線
・市道牧野線（松尾・西根地区）

●測量設計・用地補償予定路線
▶西根地区
・市道松森山後谷地線　・県道大更停車場線
・市道山子沢支線　　　・市道森合線外１
・市道山崎線
▶松尾地区
・市道関口若林線
▶安代地区
・市道矢神線

市道日影山蟹沢線　

担当課：建設課
事業費：３億3,900万円

■大更駅前広場整備事業

　ＪＲ大更駅に駅前広場を整備します（27年度完
了予定）。25年度は、用地購入と支障物件の補償
を行います。

ＪＲ大更駅前　

担当課：建設課
事業費：2,000万円

■大更地区用排水路整備工事

　大更保育所の西側を通る用排水路の工事を行い
ます。

整備予定の用排水路　
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教育費 災害復旧費

公債費

担当課：市長公室
事業費：22億3,773万円

■地方債償還元金

　今まで発行した地方債の償還元金です。

消防費

担当課：建設課
事業費：11億500万円

■市道道路災害復旧（凍上災）（新）

　24年に発生した道路凍上災害の復旧工事を計
58カ所実施します。

凍上災害による亀裂　

担当課：図書館
事業費：1,272万円

■図書館一部業務委託料（新）

　図書館業務の一部を民間委託するものです（３
年間の複数年契約）。

市立図書館窓口　

担当課：生涯学習課
事業費：422万円

■松尾相撲場トイレ改修工事（新）

　松尾相撲場を水洗トイレに改修します（女子３、
男子大１・小４）。

松尾相撲場トイレ　

担当課：生涯学習課
事業費：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

　24年度は、「子ども伝統芸能フェスティバル」
を開催しましたが、25年度も引き続き、地域の子
どもたちが取り組んでいる伝統芸能の伝承を支援
します（国庫委託事業）。

子ども伝統芸能フェスティバル　

担当課：学校教育課
事業費：713万円

■スクールバス購入費（新）

　安代地域のスクールバスとして、2９人乗りマイ
クロバスを購入します。

現・安代地域スクールバス　

担当課：総務課
事業費：3,127万円

■消防車両購入費

　消防ポンプ自動車と小型動力ポンプ付積載車を
各１台更新します。

小型動力ポンプ付積載車　

担当課：総務課
事業費：2,000万円

■第13分団コミュニティ消防センター
　整備

　第13分団屯所を建設します。

第13分団屯所（荒木田）　
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