■家庭的保育支援事業（新）

一般会計歳出予算の主な事業内容
総合計画に掲げる基本目標を実現するため、28年度一般会計歳出予算で実施するを主

担当課：地域福祉課

担当課：市民課

事業費：68万円

事業費：1 億 8,004万円

な事業などを施策別に紹介します。
※

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

■医療費助成事業

待機児童対策として、家庭的保育事業の取り組
みを促進するための研修会を実施します。

たな継続事業も含みます）
。

０歳児から中学生（中学生は28年８月から対
象）
、
障がい者、
妊産婦、
ひとり親等までの医療費助
成を行います。

※ 「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。

■私立保育所整備事業（新）
１．未来への希望にもえるまちづくり

■木造住宅建築支援事業
担当課：建設課

担当課：地域福祉課
事業費：1 億 6,605万円

事業費：1,250万円

１.住んでしあわせを感じるまちづくり

■定住対策事業
担当課：企画財政課
事業費：710万円

都市部から地方への移住を検討している方に対
し、八幡平市の情報を発信するため、移住定住セ
ミナー、移住体験ツアー等を実施するほか、移住
定住に関する情報発信、相談事業を行います。

木造住宅の新築または10平方㍍を超える増改
築を行い、その工事費用が100万円（消費税抜き）
以上の場合に、50万円を上限として助成します。
加えて、５立方㍍以上の市産木材を使用した場合
は、1立方㍍あたり2万円（上限50万円）の加算助
成をします。

市内の私立保育園の改築に対して支援し、保育
環境の整備を進めます。
８月から医療費助成は中学生まで拡大（写真：松尾中学
校入学式、4月6日）

■高等学校等通学定期購入支援事業
担当課：地域振興課

■住宅水洗化リフォーム支援事業
担当課：建設課

事業費：340万円

増改築を予定している杉の子保育園

公共交通機関の通学定期券の購入に補助支援を
行います。

事業費：1,000万円

お住まいの住宅を水洗化する20万円（消費税抜
き）
以上の改築工事に対して工事費の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。

■放課後児童健全育成事業
担当課：地域福祉課
事業費：8,145万円

■出会い支援事業
担当課：地域福祉課

２.安心して子育てができるまちづくり

学童保育クラブを管理・運営し、民間クラブに
は運営費補助を行うなど、子どもの健全育成を支
援します。

昨年11月１日ふるさと回帰支援センター（東京）で開催
された岩手県定住セミナー

事業費：276万円

結婚を望む男女の出会いの場をつくり、成婚に
結びつくよう支援を行います。

■出産祝い金支給事業
担当課：地域福祉課

■地域おこし協力隊事業
担当課：地域振興課
事業費：3,776万円

28年４月現在、４名の地域おこし協力隊が市内
で活動しています。計７名までの市外からの若者
の採用を予定し、地域活動の支援や新たな雇用の
創出を図るなど、地域の活性化に努めます。

10

事業費：175万円

出産する1年前から本市に住所を有するとと
もに生活の根拠がある方で、養育している 18歳未
満の第3子以降の子を出産した時に、その母親に
対し、５万円をお祝い金として支給します。
大更学童ミズキ団子づくり
成婚祝い金の贈呈式
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２．ともに学び働き、暮らし豊かなまちづくり

■熱水資源有効活用事業

■産地パワーアップ事業助成（新）

担当課：農林課

担当課：農林課

事業費：422万円

事業費：4,850万円

１.産業基盤として持続する農業の振興

■新規就農者等支援事業

引湯管を使った熱水ハウスの有効利用を図るた
め、試験栽培及び栽培データの収集を行います。

収益力向上のため、生産コスト削減や高収益な
作付体系への転換などの計画的な取組を支援しま
す。

担当課：農林課
事業費：527万円

■りんどう海外展開共同研究事業

新規就農を目指して研修を行う方や受け入れを
する農家などに支援金を給付し農業後継者の育成
を図ります。

事業費：150万円

■青年就農給付金
上寄木地区熱水ハウス

担当課：商工観光課
事業費：548万円

岩手山焼走りマラソン全国大会、七時雨マウン
テントレイルフェスへの開催補助支援のほか、ス
ポーツ合宿誘致への取り組みを行います。

■誘客イベント開催補助事業
担当課：商工観光課
事業費：2,076万円

八幡平市観光イベント実行委員会に四季を通じ
たイベント開催に係る補助金を交付し、市内イベ
ントの実施による誘客を図ります。

事業費：5,250万円

新規就農者に支援金を給付し、就農の定着と安
定した農業経営を目指します。

■スポーツツーリズム推進事業

担当課：花き研究開発ｾﾝﾀｰ

品種開発したりんどうの海外での生産活用を推
進し、りんどうを世界に広めていきます。
担当課：農林課

２.おもてなしの観光による交流人口の
増加

■農業振興地域整備計画事業
担当課：農林課

■振興作物推進事業
（りんどう、ほ
うれんそう）
担当課：農林課
事業費：1,030万円

事業費：545万円

28年度は、
「八幡平農業振興地域整備計画」
を見
直し、市の将来ビジョンを見据えながら、地域の
農業発展につながるよう計画を策定します。

ルワンダでのりんどう海外共同研究

りんどう、ほうれんそうの生産拡大やほうれん
そうの価格補てんなどの支援を行います。

昨年10月10日～12日に開催された八幡平山賊まつり

■りんどう親株増殖事業
担当課：花き研究開発ｾﾝﾀｰ
事業費：404万円

すでに開発されているりんどうの品種や親株の
増殖を行い、生産の拡大や新品種の開発促進に努
めます。
本年度は5年に一度の農業振興地域整備計画の見直し
の時期です

■観光客誘致対策事業
担当課：商工観光課
事業費：4,865万円

観光宣伝に係るパンフレット等の印刷発行のほ
か、外国人観光客の誘客に係る展覧会への出展や
補助支援などを行うとともに、八幡平の観光ガイ
ドの養成を行います。

りんどうの圃場

12
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■御在所トイレ、駐車場敷地購入費
（新）
担当課：商工観光課

３.地元企業の発展と企業誘致の推進

４.商業の拠点づくりと買い物支援

５.山林の保全と林業の活性化

■企業誘致推進事業

■八幡平市物産振興会事業費補助金

■森林整備事業補助金

事業費：1,584万円

八幡平御在所にあるトイレ、駐車場を含めた一
帯の敷地を取得し、観光資源としての整備を進め
ます。

八幡平御在所地区にある公衆トイレと駐車場

■八幡平温泉郷引湯管等整備事業

担当課：商工観光課

担当課：商工観光課

担当課：農林課

事業費：2,483万円

事業費：300万円

事業費：2,744万円

企業誘致活動を行うとともに、工場等の新設、
増設に対して補助支援を行います。

市内特産品・物産の販路拡大に向けた首都圏等
での出展に補助支援を行います。

■起業家支援対策事業

■共通商品券特典事業費補助金

担当課：商工観光課

担当課：商工観光課

事業費：305万円

事業費：900万円

貸工場を適正管理し、市内立地に向けて支援を
行います。また、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。

造林、間伐、下刈を行い、森林の適正管理と整
備を行います。

市内の店舗で活用できる共通商品券のプレミア
ム分を補助し、地元店舗での購買力向上や商店街
の活性化に努めます。
間伐作業

■安比塗振興・販路開拓事業

担当課：商工観光課

担当課：安代漆工技術研究センター

事業費：3億 4,627万円

事業費：628万円

■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
担当課：農林課

松川地熱発電所からの熱水供給管、県民の森の
貯湯槽をはじめとして、八幡平温泉郷の熱水（温
泉）の引湯管について新規ルートでの新設改良工
事を行います。

安比塗の漆器文化を継承しながら、時代に合っ
た新たな用途に合わせた新しいものづくりを提
案、地場産業の活性化とブランド力の向上を目指
します。

事業費：150万円

八幡平市共通商品券

間伐材などの林地内未利用材を活用し、化石燃
料を使用するより二酸化炭素の発生が少ない薪ス
トーブ・ペレットストーブの設置を促進するた
め、補助金を交付します。補助額は、設置費用の
約2分の1
（上限10万円）です。

昨年6月10日から12日に東京で開催された
「インテリア
ライフスタイル展」
に安比塗を出展

25、
26年度台風被害により実施した市温泉郷引湯管整備

14
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２.元気に長生き高齢社会の実現

３.地域を見守る福祉の推進

■敬老事業

■障がい者地域生活支援事業

３．心身ともに健康で、活力に満ちたまちづくり

１.心も体も健やかに暮らせるまちづくり

■生活習慣病予防事業
担当課：健康福祉課
事業費：5,448万円

担当課：健康福祉課

担当課：地域福祉課

事業費：1,554万円

事業費：4,662万円

長年に渡り社会に貢献してきた老人を敬愛し、長
寿を敬うために、75歳以上の高齢者を対象に、敬老
会を開催します。

各種健診事業を行い、病気の早期発見や生活習
慣病の予防に取り組んでいきます。

障がい者の能力や適応に応じ、自立した生活や
社会生活を送れるよう、各種サービスや支援を行
います。

■東八幡平病院施設等整備事業費補
助金交付事業（新）
担当課：健康福祉課
事業費：３億円

東八幡平病院施設の建築整備に対し、補助しま
す。

■臨時福祉給付金等給付事業
担当課：地域福祉課
事業費：4,458万円

昨年9月10日荒屋地区敬老会

■後期高齢者医療事業

28年度住民税非課税者（課税されている者の被
扶養者、生活保護受給者を除く）に 3,000 円を
支給します。また、28年度末で65歳未満の障害ま
たは遺族基礎年金受給者にはさらに 30,000 円を
支給します。

新築工事が進む東八幡平病院施設

担当課：市民課

５.地域に根ざした教育の充実

事業費：4 億 8,787万円

特定健診
（田山コミュニティセンター体育館）

後期高齢者医療制度を運営し、保険証の発行や
医療費の給付手続き等を行います

■母子保健事業

■医師養成事業貸付金

担当課：健康福祉課
事業費：2,804万円

４.安心できる医療の充実

■包括的支援事業

担当課：教育総務課
事業費：406万円

担当課：健康福祉課
事業費：240万円

安心して子どもを産み育てられるよう、各種健
診や相談、親子教室など、親子が交流できる場を
提供します。また、
28年度からは特定不妊治療助
成を男性にも拡大します。

■就学支援事業

担当課：健康福祉課
事業費：1,795万円

高齢者の相談窓口などを設置し、生活を支援し
ます。

幼児ことばの教室の開催や就学時健診を実施す
るなど、就学への支援を行います。

医師養成のため学資などの融資を行います。
（1人分）

■看護師養成事業貸付金

■予防接種事業
担当課：健康福祉課
事業費：5,411万円

■温泉利用負担金

担当課：健康福祉課
担当課：健康福祉課

事業費：280万円

事業費：1,030万円

各種病原体に対する免疫を持たない方に予防接
種を行い、感染予防・発症予防・重症化予防・感
染症のまん延予防に努めます。

16

市が、満60歳以上の高齢者に温泉入浴券を交付
します
（1人につき最大24枚）
。温泉入浴券1枚に
つき400円を助成し、200円で利用できます
（市内
に住所がある65歳以上の人および老人クラブ会
員は、入浴券が無くても綿帽子温泉館と西根老人
憩の家を200円で利用できます）
。

看護師養成のため学資などの融資を行います。
（3人分）
八幡平市西根総合支所で幼児のことば教室を開催中
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■江間章子賞開催事業
担当課：教育総務課
事業費：85万円

県内小・中学校から詩を募集し、名誉市民であ
る江間章子さんを顕彰するとともに、詩の作成を
通じて情操教育を行います。

■平舘高等学校教育振興事業

７.スポーツ活動の推進

■ラグビーワールドカップ等キャン
プ地招致事業
（新）

■八幡平市ラグビー場グラウンド増
設工事
担当課：スポーツ推進課

担当課：市民課

事業費：7,580万円

事業費：1億 2,904万円

担当課：スポーツ推進課
事業費：284万円

2019年のラグビーワールドカップ開催などに
係るチームキャンプ地の招致活動を行います。

八幡平市ラグビー場の増設グラウンド1面分を
整備します。28年度は雨排水整備・給水設備など
の工事を行います。

事業費：400万円

国際交流事業や部活動強化及び各種大会派遣の
ために、平舘高等学校教育振興会へ補助支援を行
います。

担当課：スポーツ推進課
事業費：250万円

第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平Ａ
ＰＰＩ大会開催への支援を行い、「農と輝の大地」
を全国に発信します。

■スクールバス運行事業

市清掃センター

担当課：教育総務課

遠距離通学の児童・生徒の安全安心な通学を行
うため、スクールバスを運行します。

一般ごみ、粗大ごみの収集運搬業務を委託する
ほか、資源ごみの収集により、ごみの少量化と資
源の再活用に努めます。

■全日本マスターズスキー選手権八
幡平市実行委員会補助金（新）

担当課：教育総務課

事業費：9,558万円

■塵芥処理事業

市ラグビー場

■希望郷いわて国体八幡平市実行委
員会補助金

４．自然をはぐくみ、景観にすぐれたまちづくり

２.自然エネルギーの有効活用

担当課：国体推進室
事業費：6億 3,978万円

６.心豊かな人生を送る学習機会の充実

■芸術文化振興事業

八幡平市は28年度に開催される希望郷いわて
国体では、ラグビー・相撲・テニス・ゴルフ・ライ
フル射撃の競技が行われます。

１.自然環境、生活環境の保全

■公害対策事業

■再生可能エネルギー推進事業（新）
担当課：企画財政課
事業費：2億 4,745万円

担当課：市民課

担当課：地域振興課

事業費：303万円

事業費：151万円

再生可能エネルギー導入を促進し、地熱を活用
した施設整備などを検討・実施します。

水質汚濁や騒音等の公害防止に係る取り組みを
行います。

芸術祭や青少年劇場を開催するとともに、芸術
文化協会の活動を支援します。

■小水力発電事業費補助金（新）

■図書館管理事業

担当課：農林課
事業費：1,080万円

担当課：図書館
事業費：2,832万円

昨年の希望郷いわて国体相撲競技リハーサル大会

刈屋地区温水路における小水力発電所整備に対
し、支援を行います。

図書の購入、適正な施設管理を行い、広く市民
に活用される図書館の運営を図ります。

国道282号が新しく建設されてから２年が経過

18
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５．ふれあいを大切にする、人情あふれるまちづくり

１.コミュニティを大切にするまちづくり

■協働によるまちづくり推進事業

基本方針の実現にあたって

■コミュニティバス運行事業

担当課：建設課

担当課：地域振興課

事業費：１億2,375万円

事業費：7,389万円

１.市街地整備と地域拠点づくり
■大更駅前商店街再編調査事業補助金
（新）

担当課：地域振興課

担当課：商工観光課

事業費：2,351万円

事業費：945万円

地域振興協議会を中心とした地域住民の協働に
よる公共性・公益性のあるまちづくりに対して、
支援を行います。

■市営住宅整備事業

耐用年数を経過し老朽化した市営住宅の建替え
を行い、住環境の向上を図ります。28年度は既存
の町裏住宅を解体し、
新たに建替整備を行います。

高齢者などの移動手段の確保を図るため、コ
ミュニティバスを運行します。

■田山スマートインターチェンジ構
想調査業務委託料（新）

大更駅前線の整備と併せ、新しい街並みとな
る大更駅前商店街の賑わいづくりに向けた各種調
査、検討を行います。

担当課：建設課
事業費：440万円

交流人口の拡大による地域活性化を図るため、
田山スマートインターチェンジの可能性につい
て、現地を調査し、資料収集を行い、検討します。

■自治会活動支援事業
担当課：地域振興課
事業費：1,824万円

市営町裏住宅

自治会活動や自治集会所の建設、増改築（上下
水道への接続を含む）に要する経費へ支援を行い
ます。

担当課：建設課
事業費：4,682万円

大更駅前商店街

２.交通網・道路網の維持・整備

■コミュニティセンター等管理事業
担当課：地域振興課
事業費：１億 8,420万円

各地域振興協議会へコミュニティセンターの指
定管理を行い、施設の利用促進と生涯学習等事業
の活性化を図ります。

■除雪車両購入費

■大更駅周辺環境整備事業
■都市計画道路大更駅前線整備事業
担当課：建設課

国道282号西根バイパスの開通に伴い、
28年度
に大更及び平舘の旧国道282号が市に移管されま
した。市の管理する道路の増加により、冬期にお
ける交通の確保のため、除雪ドーザと融雪剤散布
車を新規購入します。

担当課：建設課
事業費：1億 2,849万円

事業費：5億 7,592万円

大更駅前の沿道整備街路事業を行います。28
年度は引き続き用地買収移転補償を進めるととも
に、昨年施工認可を受けた土地区画整理事業とし
て、本路線と接続する区画道路及び土地の区画整
理、水路整備を行います。

大更駅の駅舎を改築し、
自由通路を整備します。
28年度は仮駅設置、既存駅撤去を進め、28、29
年度、駅舎及び自由通路の新設工事を行います。

３.良質な水環境の提供

■水道整備費（水道事業会計）
担当課：上下水道課
事業費：3 億7,257万円

水道事業の整備など、水道事業会計の適正な運
営を図るため、補助負担等を行います。

寺田コミセンまつりで毎年恒例の
「寺田喜劇団」
による
公演
（３月13日）
大更駅
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４.安心・安全なまちづくり

■消防車両購入費

■防災マップ作成業務委託料
（新）

■ホームページ管理運営事業

■姉妹・友好都市交流事業

担当課：防災安全課

担当課：企画財政課

担当課：地域振興課

事業費：3,494万円

事業費：189万円

事業費：292万円

担当課：防災安全課
事業費：635万円

各世帯に防災マップを配布し、防災意識の向上
に努めます。

■空家対策事業（新）

耐用年数を経過し老朽化した消防ポンプ自動
車、小型動力ポンプ付積載車を更新し、火災等各
種災害に対応します。

■給水車購入費（新）
担当課：上下水道課
事業費：1,540万円

担当課：防災安全課

市ホームページを適正に管理し、多くの人に閲
覧される運用を図ります。

本年度、
姉妹都市
（宮古市）
・友好都市
（沖縄県名
護市）
締結10周年を迎えます。引き続き、姉妹・友
好都市と相互に積極的な交流を行います。

６.広域での連携と交流

■地域連携共同研究負担金

事業費：613万円

市内空き家の調査を実施し、空き家の特定を行
い、活用や撤去などの対策について検討を進めま
す。

■消防団員防火衣等購入費
（新）

災害等による断水や、広域での災害支援に備え
て、給水車を購入します。

担当課：企画財政課
事業費：62万円

岩手大学との連携により、産業の振興、地域の
活性化に向けた共同研究・学習を行います。

５.情報通信の積極的活用

■国際交流支援事業
担当課：防災安全課

■広報活動事業

事業費：1,979万円

担当課：地域振興課
担当課：企画財政課

耐用年数を経過し老朽化した消防団の防火衣を
耐熱・耐炎性能に優れた防火衣に更新し、火災、
災害現場活動時における作業の安全性を高めま
す。

沖縄県名護市で開催された第54回名護さくらまつりに
参加（１月30、31日）

事業費：31万円

事業費：1,262万円

広報はちまんたいの定期発行に加えて、市内イ
ベントなどに関する映像をインターネットを通じ
て積極的に配信します。

７.協働による行政経営

■行政改革推進事業
担当課：企画財政課

タイ国タマサート大学とのホームステイなど国
際交流事業を支援します。

事業費：152万円

第3次行政改革大綱を策定し、費用対効果を考
慮するとともに職員の資質向上を行う行政経営を
図ります。

■公共施設等総合管理計画策定業務
委託料
担当課：総務課
事業費：2,712万円

タイ国タマサート大学との交流

市内公共施設の有効活用と老朽化等による廃止
など、施設の適正運営に係る計画を策定します。

映像制作作業
消防演習
（昨年6月21日）
の様子
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