
　26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

総務費

担当課：総務課
事業費：395万円

■西根庁舎来客駐車場側溝改修
　工事（新）

　本庁舎（西根庁舎）前、来客駐車場のくぼみの部
分を平らにして、グレーチングを設置します。

担当課：税務課
事業費：341万円

■市税納税通知書作成業務
　委託料（新）

　市県民税、固定資産税、軽自動車税の納税通知
書の印刷製本および封入封

ふうかん

緘業務を委託します。

担当課：地域振興課
事業費：1,750万円

■地域づくり一括交付金

　協働によるまちづくり補助を見直し、旧まちづ
くり補助に「ごみ集積所設置補助」と「防犯灯設
置補助」相当分を統合しました。

担当課：総務課
事業費：16億4,856万円

■新庁舎等整備事業

　新庁舎の建設工事、外溝工事、上水道工事負担
金、備品購入などです。

建設中の新庁舎

田村市長（中央）と地域おこし協力隊員
（左から松本篤英さん、今川友美さん、
中村明子さん、安原直史さん）

担当課：地域振興課
事業費：842万円

■防災用太陽光発電設備
　整備事業（新）

　西根（市総合運動公園）、松尾（松尾コミュニティ
センター）、安代（安代診療所付近）に、10㌔㍗程
度の太陽光発電パネルおよび蓄電池を設置するた
めの設計を行います。

防災用太陽光発電設備を設置する
予定の市総合運動公園体育館南側

担当課：地域振興課
事業費：１億6,284万円

■コミュニティセンター
　指定管理料（新）

　市民との協働をさらに推し進めるため、市の施
設である地区公民館12施設をコミュニティーセ
ンターとして、地元地域振興協議会が指定管理す
るものです。

畑コミュニティセンター

議会費

担当課：議会事務局
事業費：532万円

■市議会政務活動費交付金

　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。

酪農教育ファームの取り組みを視察（愛知県岡崎市） 担当課：総務課
事業費：１億9,225万円

■ＪＲ北森駅移設関連事業負担金

　ＪＲ花輪線北森駅の移転整備および運賃・ダイ
ヤ改正に伴うシステム改修費用に係るＪＲへの負
担金です。

ＪＲ花輪線北森駅の移転予定地付近

担当課：地域振興課
事業費：1,730万円

■地域おこし協力隊事業

　地域おこし協力隊員を平成25年11月に１人採
用。26年４月に新たに３人を採用しました。隊員
は、地域が活性化するよう創意工夫して地域振興
のための事業を実践するほか、観光事業として教
育旅行などを立案・誘致しながら、関係団体との
コーディネート役を担います。
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担当課：地域福祉課
事業費：１億1,357万円

■臨時福祉給付金給付事業（新）

　消費税の引き上げに伴い、住民税非課税者（課
税者の被扶養者を除く）に対し、１万円（年金受給
者などは５千円の加算）を支給します（平成26年
度限り）。

担当課：地域福祉課
事業費：70万円

■出会い成婚祝い金

　上記の出会い支援事業でカップルとなった人が
入籍した際に20万円、さらに１年間市内に居住し
た場合に30万円の祝い金を支給します。祝い金
は、全て市共通商品券で支給します。

担当課：地域福祉課
事業費：150万円

■出産祝い金

　第３子以降を出産した場合、５万円を祝い金と
して贈ります。

担当課：地域福祉課
事業費：2,749万円

■子育て世帯臨時特例給付金
   給付事業（新）

　消費税の引き上げに伴い、平成26年１月分児童
手当受給者（臨時福祉給付金の対象者などを除く）
に対し、１万円（対象児童手当１人当たり）を支給
します（平成26年度限り）。

担当課：健康福祉課
事業費：57万円

■高齢者福祉計画策定事業（新）

　高齢者福祉計画（計画期間：平成27年度～29年
度）の策定に係る経費です。

担当課：商工観光課
事業費：1,500万円

■震災被災者リフレッシュ宿泊事業
　委託料

　震災被災者から本市に宿泊していただき、観光
体験などを提供し、被災者のリフレッシュを図り
ます（市観光協会に事業を委託）。

担当課：地域福祉課
事業費：322万円

■保育所民営化支援補助金（新）

　平成26年４月１日に民営化した大更保育園の安
定した運営を図るための補助金です。

大更保育園の園児

担当課：健康福祉課
事業費：70万円

■長寿祝い金

　100歳になられた方に１人10万円を祝い金とし
て給付します。

100歳の方に長寿祝い金を贈呈

担当課：地域福祉課
事業費：424万円

■保育所民営化引継保育負担金

　平成27年度から民営化するあしろ保育所と畑分
園の引継保育の負担金です。

あしろ保育所

担当課：健康福祉課
事業費：288万円

■看護師養成事業貸付金

　市として、看護師養成のため学資などの融資を
行うものです（１カ月８万円以内）。平成26年度は
１人利用中です。

西根病院でのふれあい看護体験

衛生費

担当課：健康福祉課
事業費：480万円

■医師養成事業貸付金

　市として、医師養成のため学資などの融資を行
うものです。平成26年度は１人利用中です。

西根病院外科での診察

民生費

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

　少子化対策として、男女の出会いの場を提供す
るものです。平成26年度は、対象年齢などを変え
て、年４回開催する予定です。
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担当課：土木林業課
事業費：150万円

■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

　薪ストーブまたはペレットストーブ購入のため
の補助金です。

労働費

担当課：商工観光課
事業費：3,991万円

■八幡平ＦＡＮ情報発信事業委託料

　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。

担当課：商工観光課
事業費：3,019万円

■ふるさと元気隊八幡平市ＰＲ
　ラジオ番組制作事業委託料

　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。

担当課：土木林業課
事業費：599万円

■森林整備事業高性能林業機械
　導入補助金

枝払いや集積作業ができるプロセッサ

農林水産業費

担当課：農政課
事業費：22万円

■りんどう生産規模拡大対策事業
　利子補給費補助金（新）

　りんどう生産に新規参入する栽培者に対して、
資材購入経費融資の利子を補助します。

りんどうの圃
ほ

場（安代地内）

担当課：農政課
事業費：583万円

■いわて型牧草地再生対策事業
　委託料

　牧草地が放射性セシウム濃度22ベクレル以上
の場合、市が希望する農家などに委託して草地更
新を実施します。

牧草地での耕起作業

担当課：農政課
事業費：9,443万円

■多面的機能支払事業負担金

　農地の維持管理活動や老朽化が進む農業用用排
水路などの長寿命化のための補修・更新活動事業。
全体事業のうち、国が２分の１、県が４分の１の
交付金を活動団体に直接交付するものです。

担当課：農政課
事業費：375万円

■県営農業農村整備事業負担金（新）

　後藤川地区圃
ほ

場整備事業調査費に係る市の負担
金です。

後藤川幹線水路と付近の水田（平舘地内）

タイ国タマサート大学生の表敬訪問を取材する
八幡平ＦＡＮの佐々木茂博所長（中央）

永井秀昭さん（右端）を取材するエフエム岩手
八幡平支局の福士信幸支局長（中央）

地域住民による側溝清掃作業（帷子地内）

　森林組合が高性能林業機械を導入する経費への
かさ上げ補助です。平成26年は、プロセッサ（造
材機）購入に補助します。

担当課：土木林業課
事業費：231万円

■特用林産施設体制整備
　事業費補助金（新）

　放射能被害により生産困難となっている国産き
のこ類の生産力増強対策のため、国の補助金制度
を活用し、原木導入するものです。

シイタケの原木
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商工費

担当課：商工観光課
事業費：348万円

■全国展開支援事業補助金（新）

　商工会が実施する全国展開事業に対し、補助し
ます。
❶　観光資源開発事業（体験プログラムの構築、

観光ルートの設定、盛岡発着型の観光ツアーの
開催、東京発着型の広域型観光ツアーの開催）

❷　特産品開発事業（特産品の研究開発、特産品
の普及拡大）

担当課：商工観光課
事業費：250万円

■全日本自転車競技選手権大会
　開催補助金

　６月に開催予定の全日本自転車競技選手権の運
営費に対して補助します。

第81回全日本自転車競技選手権大会ロード・レース
（平成24年4月29日、岩手山パノラマライン）

担当課：商工観光課
事業費：8,575万円

■あずみの湯改修工事（新）

　高齢者福祉施設機能を追加するため、あずみの
湯を改修します。

綿帽子温泉館あずみの湯

担当課：商工観光課
事業費：107万円

■ブナ二次林周辺バス転回場
　整備工事（新）

　安比高原ブナの二次林入口付近に、バスの転回
場を整備します。

バス転回場の整備予定場所

担当課：商工観光課
事業費：１億8,574万円

■上寄木グラウンド整備工事等（新）

　増設グラウンド１面分の設計業務、Ａ・Ｂグラ
ウンドの天然芝整備工事、防球ネット設置工事、
ラグビーゴール設置工事、Ｃ・Ｄグラウンドの芝
生整備などを行います。

上寄木グラウンド

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月に開催予定の自転車レースの運
営費に対して補助します。

第5回全日本ステージレース in いわて
（平成25年9月6日、安比高原）

担当課：商工観光課
事業費：80万円

■七時雨マウンテントレイルフェス
　開催補助金

　６月に開催予定の七時雨マウンテントレイル
フェスの運営費に対して補助します。

第１回七時雨マウンテントレイルフェス
（平成25年6月9日、七時雨山荘前）

担当課：商工観光課
事業費：1,027万円

■観光案内板整備工事（新）

　「道の駅にしね」に設置する観光案内板の工事費
です。

道の駅にしね
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土木費

担当課：建設課
事業費：2,369万円

■除雪車両購入費

　除雪ドーザ１台を購入します。

除雪ドーザ

担当課：建設課
事業費：１億円

■橋梁
りょう

補修事業（新）

　平成25年度に策定した橋梁長寿命化計画に基
づき、橋の補修を行います。

26年度に整備予定の中渡橋（大更地内）

担当課：建設課
事業費：250万円

■大更地区用排水路整備工事

　大更・下町地内から大更保育園までの用排水路
を整備します。

工事中の大更地区用排水路

担当課：建設課
事業費：3,757万円

■都市計画道路大更駅前線実施設計
　及

およ
び沿道整備換地設計業務委託料

　都市計画道路大更駅前線整備に係る各種詳細設
計などを委託します。

ＪＲ花輪線大更駅前

担当課：建設課
事業費：6億3,265万円

■市道等整備

●整備工事予定路線
　▶西根地区
　　•市道日影山蟹沢線（西根・松尾地区）
　　•市道堀切線　　　　　•市道山子沢線
　　•県道焼走り線　　　　•市道堀切東線
　　•市道松森山後谷地線　•市道北切線
　　•大更駅西口駅前広場整備
　▶松尾地区
　　•市道牧野線（西根・松尾地区）
　▶安代地区
　　•市道矢神線
●測量設計・用地補償予定路線
　▶西根地区
　　•県道大更停車場線　　•市道渋川堀切線
　▶安代地区
　　•市道鴨志田線外

※　整備工事予定路線のうち、市道牧野線以外
　の路線は、工事と並行して測量設計・用地補
　償も行う予定です。

県道焼走り線（平笠地内）

担当課：建設課
事業費：5億6,259万円

■新庁舎建設関連道路整備

　新庁舎関連道路５路線（市道南北線、市道永持
１号線、市道交通広場線、庁舎自由通路線、市道
森子支線）を整備します。

市道森子支線
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担当課：建設課
事業費：1,726万円

■大更駅自由通路基本設計業務
　負担金（新）

　ＪＲ花輪線大更駅舎の隣から線路をまたぐ自由
通路の基本設計業務に係るＪＲへの負担金です。

ＪＲ花輪線大更駅

担当課：総務課
事業費：2,783万円

■第5分団コミュニティ消防センター
　整備

　第５分団屯所を建設します（平屋建て120平方
メートル）。

消防費

現在の第5分団屯所（田頭地内）

担当課：総務課
事業費：3,216万円

■消防車両購入費

　ポンプ車および小型動力ポンプ付き積載車を購
入します。

昨年度購入した消防車両

担当課：学校教育課
事業費：1,426万円

■屋内吊
つり

天井対策実施設計業務

　小・中学校屋内運動場の吊天井崩落防止工事に
係る実施設計を行います。
　対象校は、田頭小学校、安代小学校、田山小学
校、松尾中学校です。

教育費

田頭小学校講堂の吊天井

担当課：地域振興課
事業費：150万円

■はらから塾40周年記念事業費
　補助金（新）

　「同
はらから

胞」40周年記念事業として、山田洋次監督、
倍賞千恵子さん、寺尾聰さんほか７人をゲストに
迎え、映画上映会などを開催します。

同胞20周年記念碑（松尾コミュニティセンター
駐車場前）

担当課：建設課
事業費：1,000万円

■住宅リフォーム支援事業

　50万円以上の住宅リフォーム工事を行った市
民に対し、工事費の５分の１（上限20万円）を八幡
平市共通商品券で助成します。

担当課：建設課
事業費：1,000万円

■木造住宅建築支援事業助成費

　木造住宅の新築または10平方㍍以上の増改築
を行い、その工事費用が100万円を超える場合に、
50万円を上限として助成します。
　加えて、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は、木材１立方㍍当たり２万
円の加算助成をします。

新築中の木造住宅

担当課：建設課
事業費：550万円

■被災者生活再建住宅支援事業

　東日本大震災で被災した住宅の復旧費用を助成
します。
　補助内容は、補修工事、耐震改修工事、バリア
フリー改修工事、県産材使用改修工事、利子補給、
被災住宅宅地復旧工事です（平成30年まで）。
※　東日本大震災で被災した内容の罹

り
災証明が必

要です。
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公債費

担当課：市長公室
事業費：22億5,225万円

■地方債償還元金

　今まで発行した地方債の償還元金です。

担当課：国体推進室
事業費：１億3,293万円

■冬季国体関連施設等改修事業（新）

　矢神飛躍台電光掲示板、田山グラウンド速報掲
示板などの改修工事を行います。

現在の矢神飛躍台電光掲示板

担当課：スポーツ推進課
事業費：122万円

■松尾Ｂ＆Ｇ海洋センターろ過装置
　交換工事実施設計業務委託料

　老朽化した松尾Ｂ＆Ｇ海洋センターろ過装置を
交換するため、実施設計業務を委託します。

松尾Ｂ＆Ｇ海洋センター

災害復旧費

担当課：農政課
事業費：2,249万円

■農業用施設災害復旧事業

　昨年８月の豪雨、９月の台風18号によって被害
を受けた農業用施設や農地の復旧工事、設計など
に係る費用です。

復旧工事が進む農地（大更地内）

担当課：国体推進室
事業費：1,072万円

■田山射撃場天井・壁張り替え
　工事（新）

　国体に向けて、老朽化した射撃場の天井と壁を
張り替えます。

田山射撃場

担当課：国体推進室
事業費：45万円

■国体啓発用看板作製業務
　委託料（新）

　国道282号田山スキー場入口に設置する広告塔
の作製業務を委託します。

現在ある広告塔（中央）に看板を設置

担当課：地域振興課
事業費：120万円

■学びを通じた被災地の
　地域コミュニティ再生支援事業

　地域の伝統芸能に取り組んでいる子どもたちを
対象に、能楽などの指導者を招き、体験学習を行
うものです。

伝統芸能ワークショップで行われた小鼓体験
（平成25年9月８日、浅沢コミュニティセンター）

担当課：国体推進室
事業費：7,193万円

■希望郷いわて国体
　八幡平市実行委員会補助金

　平成28年度に開催される希望郷いわて国体の
八幡平市実行委員会に対する補助金です。

希望郷いわて国体市実行委員会第２回総会
（26年5月22日、西根地区市民センター）
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