
　総合計画に掲げる基本目標を実現するため、29年度一般会計歳出予算で実施するを主
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、本年度の新規事業を表します（本年度から始まる新
　　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

担当課：企画財政課
事業費：651万円

■定住対策事業

　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、オークフィー
ルド八幡平や安比高原メゾンでお試し居住を実施
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。

担当課：地域振興課
事業費：3,200万円

■地域おこし協力隊事業

　29年４月現在、４名の地域おこし協力隊員が市
内で活動しています。さらに３名が３年の任期を
終え、市内に定住し、新たな事業を行っています。
地域おこし協力隊は現隊員も含め７名までの市外
からの採用を予定し、地域活動の支援や新たな雇
用の創出を図るとともに、活動を終えた隊員にも
支援を行い、地域の活性化に努めます。

担当課：地域福祉課
事業費：8,851万円

■放課後児童健全育成事業

　学童保育クラブ（13クラブ）を指定管理および
業務委託によって管理・運営し、民間クラブ（１ク
ラブ）には運営費補助を行うなど、放課後児童の
健全育成を図ります。

担当課：企画財政課
事業費：2,484万円

■生涯活躍のまち基本計画策定支
　援業務委託料（新）

　生涯活躍のまち基本計画を策定し、市の現状や
地域資源、移住形態等を把握し、活躍できる場づ
くりを検討し、また、市外からの移住者の継続的
な確保についての検討を行います。

１．未来への希望にもえるまちづくり

担当課：地域福祉課
事業費：410万円

■出産祝い金支給事業

　出産の１年以上前から本市に住所を有し生活の
根拠がある方で、養育している第２子以降の子を
出産した方（母親）に、５万円をお祝い金として支
給します。

担当課：地域福祉課
事業費：401万円

■家庭的保育支援事業

　家庭的保育（０歳児から２歳児までの乳幼児を、
保育士と補助者が家庭的な環境の中で、きめ細や
かな保育を行う。定員１～５人）を実施するため
に必要な改修費や人件費の支援を行います。

担当課：地域振興課
事業費：476万円

■高等学校等通学定期購入支援事業

　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
に対し、通学定期購入費の一部助成を行います。
29年度からは通学定期購入費の 10％を支援しま
す。

１.住んでしあわせを感じるまちづくり

担当課：商工観光課
事業費：1,797万円

■起業志民プロジェクト事業

　ＩＴ関連の起業に必要なプログラミングの技
術・知識の取得の支援のほか、市内で起業するた
めの環境整備に支援を行い、ＩＴ企業等の誘致を
図ります。

２.安心して子育てができるまちづくり

担当課：地域福祉課
事業費：5 億 876万円

■保育等実施事業

　市内の私立保育所や市外の保育所に運営業務を
委託するほか、市内の小規模保育に支援を行い、
さまざまな保育サービスを提供します。

28年度開催スパルタキャンプ

29年３月で地域おこし協力隊を終え、5月から松尾地
区に定住し、民宿を開業する元協力隊員

盛岡方面へ通学する高校生たち

家庭的保育研修会

寺田地区学童クラブによる花壇づくり
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担当課：商工観光課
事業費：1億 4,354万円

■八幡平温泉郷引湯管等整備事業

　28 年度に行った事業の継続で、松川地熱発電
所から八幡平温泉郷へ通じる熱水（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。28 年度は貯湯槽を整備し、29 年度から３年
かけ、引湯管整備を行います。

担当課：花き研究開発ｾﾝﾀｰ
事業費：500万円

■安代りんどう品種海外活用事
　業（新）

　安代りんどうの国際ブランド化を図るため、Ｅ
Ｕ圏内での市場調査、分析、生産関係者との協議
等を行います。

担当課：農林課
事業費：834万円

■新規就農者支援事業

　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。

■ラグビートップリーグチーム合
　宿招へい事業委託料（新）

　ラグビーのトップリーグ所属チームの合宿誘致
に対し支援を行い、スポーツ交流や、ラグビー教
室、イベント等を行います。

担当課：商工観光課
事業費：2,882万円

■訪日外国人誘客促進事業委託料

　海外でのプロモーション活動を展開し、外国の
旅行業者を対象にしたモニターツアーや宿泊助成
を実施し、海外ヘ八幡平市をＰＲするとともに、
外国人観光客の誘致に努めます。

担当課：商工観光課
事業費：6,835万円

■温泉産直施設管理事業

　安代林業センターの給水・給湯配管を更新し、
源泉循環ポンプ・ろ過器・熱交換器の取替工事を
行います。
　焼走りキャンプ場管理事務所等を解体します。
　道の駅にしね生産物直売所及びレストランの屋
根を修理します。

妊産婦と未就学児は病院での自己負担が一部または全
額免除になります

担当課：地域福祉課
事業費：288万円

■出会い支援事業

　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。

成婚祝い金の贈呈式

２．ともに学び働き、暮らし豊かなまちづくり

担当課：農林課
事業費：2,500万円

■八幡平市農の大地担い手育成支援事
　業補助金（新）

　地域農業の下支えとなる、意欲ある担い手の育
成・確保のため農業用機械等の導入を支援します。

担当課：農林課
事業費：4,725万円

■農業次世代人材投資事業（経営
　　開始型）交付金

　新規就農者に支援金を交付し、就農の定着と安
定した農業経営を目指します。

１.産業基盤として持続する農業の振興

２.おもてなしの観光による交流人口の増加

担当課：商工観光課
事業費：600万円

担当課：地域福祉課
事業費：1億6,533万円

■保育所等整備補助金

　定員増となる私立保育園の改築等に対して支援
し、保育環境の整備を進めるとともに待機児童の
解消に努めます。

担当課：市民課
事業費：1億8,758万円

■医療費助成事業

　子ども（０歳児から中学生まで）、障がい者、妊
産婦、ひとり親等の医療費を助成します。

野駄地区の稲刈り

海外からも安代りんどうを視察に来ています

29 年度は道の駅にしねの屋根を直します

28 年度は海外の有名選手を迎えてラグビー交流をし
ました
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担当課：健康福祉課
事業費：176万円

■除雪要支援世帯助成金交付モ
　デル事業

　高齢者等が冬期間に安心して日常生活を営むこ
とができるよう、自力で除雪が困難な世帯に対し
除雪支援を行います。（平成 29 年度は安代地区
をモデル事業として実施）

担当課：地域福祉課
事業費：56万円

■人工透析患者通院費助成事業（新）

　人工透析患者の通院費に対し、支援を行います。担当課：健康福祉課
事業費：5,300万円

■予防接種事業

　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。29年度からは小・
中学生のインフルエンザ予防接種に対しても一部
助成を行います。

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

２.元気に長生き高齢社会の実現

八幡平商工会発行のフリーマガジン「ハチクラ」

５.山林の保全と林業の活性化

４.商業の拠点づくりと買い物支援

担当課：農林課
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

　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
２分の１（上限10万円）です。

担当課：商工観光課
事業費：203万円

■都市圏販路開拓支援事業補助
　金（新）

　都市圏の製造・加工、開発した製品およびサー
ビス等の販路開拓・拡大のため、展示会や商談会
等への出展に意欲のある商工業者に支援を行いま
す。

担当課：商工観光課
事業費：623万円

■商工観光情報誌発行事業補助金

　八幡平をもっと楽しむためのフリーマガジン
「ハチクラ」作成に支援します。作成したハチク
ラは県内外の店舗に配布していますが、29年度
からは新たに県内のコンビニエンスストアにも配
布します。

担当課：農林課
事業費：18万円

■狩猟免許新規取得費補助金（新）

　猟銃免許の新規取得に係る経費に対し支援を行
います。

担当課：農林課
事業費：348万円

■林業新規就労者対策事業費補助
　　金（新）

　林業の新規就労をする方や受け入れをする事業
者に支援金を給付し、林業後継者の育成を図りま
す。

■認知症高齢者等見守り推進事業
　費補助金（新）

　認知症高齢者が一人歩きなどで行方不明となるこ
との予防および、万が一行方不明となった場合に早
期発見し身の安全を確保するため、位置情報検索シ
ステム専用端末機購入に対し支援を行います。

担当課：健康福祉課
事業費：19万円

３.地域を見守る福祉の推進３.地元企業の発展と企業誘致の推進

担当課：商工観光課
事業費：5,787万円

■企業立地促進事業費補助金

　市内に固定資産を新たに投資する事業に対し支
援を行います。（２社）

新規の狩猟免許取得希望者を募集中

予防接種は忘れずに受けましょう

４.安心できる医療の充実

担当課：健康福祉課
事業費：2,520万円

■医師養成事業貸付金

　医師養成のため、入学一時金（大学入学者のみ
900万円）や学資など（月額30万円）の貸し付け
を行います。（２人分）

担当課：健康福祉課
事業費：480万円

■看護師養成事業貸付金

　看護師養成のため、学資など（月額最大８万円）
の貸し付けを行います。（５人分）

市内中高生による看護体験
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担当課：教育総務課
事業費：174万円

■江間章子賞開催事業

　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、詩を通じて情操
教育を行います。20周年を迎える本年、記念事
業を開催します。

担当課：教育総務課
事業費：400万円

■平舘高等学校教育振興事業

　国際交流事業や部活動強化および各種大会派遣
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：教育総務課
事業費：6,781万円

■スクールバス運行事業

　遠距離通学の児童・生徒の安全安心な通学を支
援するため、スクールバスを更新します。

担当課：教育総務課
事業費：250万円

■無形民俗文化財電子映像記録
　制作業務委託料

　無形民俗文化財の後継者育成等のため、電子映
像（ＤＶＤ）を作成し、文化財の記録・保存に努め
ます。

担当課：地域振興課
事業費：100万円

■東北高等学校ラグビーフットボ
　ール大会補助金（新）

　第68回東北高等学校ラグビーフットボール大
会開催に対し支援を行います。

６.心豊かな人生を送る学習機会の充実

７.スポーツ活動の推進５.地域に根ざした教育の充実

担当課：教育指導課
事業費：98万円

■教育研究所事業（新）

　市の小中学校教職員の研究と修養を奨励し、市
の教育の方針の実現を図るため教育研究所を設置
し、教育課程や教材の調査研究、教職員の研修推
進、教育相談、教育情報の収集・発信を行います。

28年度の東北大会に平舘高校相撲部が出場しました

28年度もスクールバスを 1台購入しました

28年度の江間章子章授与式

八幡平市ラグビー競技場で開催します

担当課：地域振興課
事業費：200万円

■あっぴリレーマラソン大会負担金

　子どもから大人まで誰でも気軽に参加できる
あっぴリレーマラソン大会を開催し、生涯スポー
ツの振興、交流人口の拡大を図ります。

職場や家族でチームを組んでタスキをつないでいます

担当課：地域振興課
事業費：350万円

■岩手山焼走りマラソン全国大会
　実行委員会負担金

　全国のマラソン愛好者を対象に第26回岩手山
焼走りマラソン全国大会を開催し、市のスポーツ
振興を進めるとともに、岩手山や焼走りなどの観
光資源をＰＲします。

駒澤大学陸上部も招待選手として参加しています

担当課：地域振興課
事業費：2,718万円

■八幡平市ラグビー場トレーニン
　グ機器購入（新）

　ラグビースポーツ合宿等誘致に伴う環境整備の
ため、トレーニング機器を購入します。

担当課：地域振興課
事業費：8,565万円

■体育施設指定管理料

　八幡平市体育協会へ市所有体育施設の指定管理
を委託し、施設の利用促進とスポーツ事業の活性
化を図ります。
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担当課：地域振興課 他
事業費：1,750万円

■協働によるまちづくり推進事業

　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、
地域づくり一括交付金を交付し、その活動を支援
します。

５．ふれあいを大切にする、人情あふれるまちづくり

基本方針の実現にあたって

担当課：建設課
事業費：2,434万円

■大更駅周辺環境整備事業

　大更駅の駅舎を改築し、自由通路を整備します。
29 年度は自由通路の用地購入、大更駅看板作成、
備品購入等を行います。

担当課：企画財政課
事業費：940万円

■地熱開発理解促進関連事業支援
　業務委託料

　エネルギー自給率やクリーンイメージ向上のた
め、地熱発電の先進地視察やシンポジウム・市民
向け勉強会等を開催し、再生可能エネルギーの導
入を促進します。

担当課：地域振興課
事業費：1億8,138万円

■コミュニティセンター等管理事業

　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、施設の利用促進を図るとともに生涯
学習等事業の活性化と地域の活性化を図ります。

１.コミュニティを大切にするまちづくり

１.市街地整備と地域拠点づくり田山スキー場

松尾コミュニティセンターふれあいまつり

２.自然エネルギーの有効活用

４．自然をはぐくみ、景観にすぐれたまちづくり

１.自然環境、生活環境の保全

担当課：田山スキー場
事業費：7,217万円

■田山スキー場用地購入（新）

　借地の田山スキー場用地を購入し、「ウインター
スポーツのまち八幡平市」の核となるスキー場と
して位置付け、各種大会の誘致とともに交流人口
の増大を図ります。

担当課：清掃センター
事業費：1億3,903万円

■ごみ焼却施設基幹的設備改良事
　業（新）

　平成10年から稼働している市のごみ焼却施設
の延命化のため、主な機械設備等の更新や施設の
改修を行います。

担当課：市民課
事業費：756万円

■地球温暖化対策実行計画策定業
　務委託料（新）

　地域レベルから地球温暖化対策を推進するた
め、市民、事業者、行政などが連携し取り組むた
めの実行計画を策定します。

担当課：建設課
事業費：3億3,411万円

■都市計画道路大更駅前線整備事業

　大更駅前の道路整備を進めるため、28 年度に
引き続き移転補償を行います。また、街区整地工
事、区画道路工事、公共下水道汚水管の布設工事
等、土地区画整理を行います。

ごみの分別にご協力ください

28 年９月に開催した地熱シンポジウム in 八幡平

交付された補助金は横間虫追い祭り（写真）など地域の事
業に活用されています

担当課：建設課
事業費：1億5,920万円

■市営住宅整備事業

　昨年に引き続き町裏住宅建替整備を行います。
29 年度は３棟７戸を整備し、新しい町裏住宅は
４棟９戸になります。

28 年度に建築した市営町裏住宅
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担当課：防災安全課
事業費：917万円

■空家等対策計画策定業務委託（新）

　市内の空家等の実態調査の結果に基づき、空家
等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた
めの基本的な方針を定める空家等対策計画を策定
します。

担当課：企画財政課
事業費：189万円

■ホームページ管理運営事業

　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。

担当課：企画財政課
事業費：1,180万円

■広報活動事業

　『広報はちまんたい』は 29年１月からカラー
ページを増やしており、さらに見やすく分かりや
すい広報紙を作成します。また、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。

担当課：防災安全課
事業費：3,525万円

■消防車両購入

　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。

担当課：総務課
事業費：327万円

■テレビ難視聴地域解消事業費補助
　金

　赤坂田地区のテレビ共同受信施設が老朽化した
ため、更新費用を支援します。

４.安心・安全なまちづくり

29年度はバス運行のサービスを強化します

タイ国タマサート大学との交流

明るく見やすいホームページを目指します

３.良質な水環境の提供

担当課：上下水道課
事業費：2 億3,694万円

■水道整備費（水道事業会計）

　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。

担当課：建設課
事業費：4,453万円

■除雪車両購入費

　除雪ロータリを購入し、老朽化した除雪車両を
更新して、冬期間の交通路の確保に努めます。

２.交通網・道路網の維持・整備

新しい消防車を園児にお披露目

担当課：地域振興課
事業費：7,168万円

■コミュニティバス運行事業

　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。29年度は田山地
区で電話予約による運行（デマンド化）の試行を実
施します。

担当課：地域振興課
事業費：568万円

■地域内幹線交通運行補助金（新）

　ＪＲ花輪線の減便対策として、減便となった昼
の時間帯に大更駅と田山駅（荒屋新町駅経由）を
結ぶバスを１日１往復の試験運行を実施します。

担当課：地域振興課
事業費：102万円

■田山地域平舘高等学校通学支援
　車運行業務委託料

　田山地域から荒屋新町駅まで、朝のみ片道、Ｊ
Ｒ花輪線荒屋新町駅始発の電車に乗車できるよう
支援を行います。

担当課：建設課
事業費：1億7,021万円

■橋りょう長寿命化対策事業

　橋梁長寿延命化計画に基づき、橋りょうの点検
や橋りょうの補修を行います。

29年度に工事を行う愛宕橋（叺田地内）

担当課：防災安全課
事業費：5億3,797万円

■防災行政無線整備事業（新）

　住宅環境の変化による聞き取りにくさ等に対応
するため、２年にわたり防災行政無線をアナログ
方式からデジタル方式へ切り替えます。台風や大
雨、岩手山噴火による発災時に防災情報を市民に
発信し、災害を最小限に食い止めます。

５.情報通信の積極的活用
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７.協働による行政経営

６.広域での連携と交流

担当課：企画財政課
事業費：146万円

■産学官連携事業

　岩手大学と市内中小企業等と市が連携して地域
の活性化等への共同研究を行い、新技術の導入や
技術の高度化による産業振興を図ります。

担当課：地域振興課
事業費：31万円

■国際交流支援事業

　タイ国タマサート大学の学生のホームスティな
ど国際交流事業を支援します。

タイ国タマサート大学との交流

担当課：企画財政課
事業費：7,847万円

■ふるさと応援寄附金推進事業（新）

　ふるさと納税制度の趣旨に基づき、市外に居住
する本市出身の方や、市の取り組みに共感してく
ださる方に対して寄附を募り、八幡平市を外から
応援していただくためのＰＲ活動を行います。

担当課：西根総合支所
事業費：1 億 584万円

■西根総合支所改修工事

　新築後、30 年経過した西根総合支所の屋根の
全面改修、高圧受電設備等の改修、浄化槽用放流
管の撤去工事を行います。

西根総合支所

担当課：総務課
事業費：518万円

■旧松尾総合支所解体工事実施設計
　業務委託料（新）

　旧松尾総合支所を解体するための費用を算出し
ます。

旧松尾総合支所
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