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　総合計画に掲げる基本目標を実現するため、30年度一般会計歳出予算で実施する主な

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：450万円

■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：2，995万円

■地域おこし協力隊事業

　30年４月現在、５人の地域おこし協力隊員が市

内で活動しています。さらに１人が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人まで市外か

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：5,229万円

■統合保育所整備事業（新）

　松野保育所と寄木保育所を統合し、移転新築す

るための設計・地質調査を行います。（平成 33 年

4 月開所予定）

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：400万円

■出産祝金支給事業

　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：240万円

■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

に必要な改修費の支援を行います。

１.住んでしあわせを感じるまちづくり

２.安心して子育てができるまちづくり

地域おこし協力隊として、馬を介した観光誘致や
自然との共生に取り組む、阿部文子隊員

建築から 46年が経過した寄木保育所
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担当課：地域福祉課

事業費：9，084万円

■放課後児童健全育成事業

　学童保育クラブ（13クラブ）を指定管理や業務

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：地域振興課

事業費：462万円

■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 10％を助成します。

リニューアルしたＪＲ大更駅の利用者

担当課：地域福祉課

事業費：6 億 255万円

■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。

担当課：地域福祉課

事業費：552万円

■保育対策総合支援事業費
　補助金（拡充）

　保育士不足解消のため、宿舎借り上げ支援と奨

学金の返還について支援を行うことにより、新規

保育士採用の促進を図り、待機児童の解消につな

げます。

担当課：地域福祉課

事業費：282万円

■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

結び付くよう支援を行います。

担当課：市民課

事業費：1億9，073万円

■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。

担当課：地域福祉課

事業費：720万円

■結婚新生活支援事業費補助金

　結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世

帯に対し、新生活にかかる引っ越しや家賃等の費

用（最大 30 万円まで）を支援します。

市の婚活イベントを通じて成婚した場合
祝い金が贈呈されます（支給条件あり）

元気いっぱいの子どもたち
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担当課：花き研究開発ｾﾝﾀｰ

事業費：3，266万円

■花き品種開発事業

　「安代りんどう」のオリジナル品種や、花きの

新品目の開発普及により生産意欲を喚起し、市内

の花き生産者の所得向上につなげます。

担当課：農林課

事業費：628万円

■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。

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

　業費補助金

　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：4，125万円

■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

海外からも安代りんどうを視察に来ています

担当課：農業委員会

事業費：1，689万円

■農業委員会運営事業

　これまでは農業委員 28人にて農業委員会の運

営を行っていましたが、9月からは農業委員 19人

と農地利用最適化推進委員 27人で、農業委員会の

運営や農地利用の最適化を推進します。

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

　安代りんどうの海外需要拡大や国際ブランド化

を図るため、ヨーロッパでの鉢物需要市場調査、

試作を継続して行います。

担当課：農林課

事業費：455万円

■ブランド牛地域一貫生産緊急
　導入奨励事業費補助金（拡充）

　八幡平牛の肥育素牛の安定生産に向けて支援を

行います。

毎年 7 月 15 日は農地の日です
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■ラグビートップリーグチーム合
　宿招へい事業

　ラグビーのトップリーグ所属チームの合宿に対

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。

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

山賊まつりを盛り上げる子どもたち

29 年度は、ラグビートップリーグ強豪のパナソニッ
クワイルドナイツが合宿を行いました

担当課：商工観光課

事業費：6億 7，317万円

■八幡平温泉郷引湯管等整備事業

　29 年度からの継続事業で、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、新規ルートでの引湯管布設工事を行いま

す。（平成 29 年度～ 31 年度：３か年事業）

担当課：商工観光課

事業費：7，225万円

■八幡平市版 DMO運営事業（新）

　海外観光振興対策として、市内の官民協働や広

域的な地域連携により地域全体の観光マネジメン

トを一本化し、海外からの交流人口の増加を図り

ます。

・DMO 基幹調査（観光客動向動態・消費実態等）

立案（商品造成戦略）業務

・交通網実態調査及び実証運行試験事業

・プロモーション事業分析業務

・外国人受入基盤整備事業

担当課：商工観光課

事業費：2，081万円

■誘客イベント開催補助事業

　八幡平ふるさと花火まつり、はちまんたい大集

合フェスタ、八幡平山賊まつり、八幡平・安比ゆ

きフェスティバル、焼走り熔岩流まつりの運営に

対し、支援を行います。

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：4，675万円

■中渡工場適地整備事業（新）

　市内に企業を誘致するため、用地整備を行いま

す。このことにより、雇用創出と地域産業の活性

化を図ります。（平成 30～ 31 年度：２か年事業）

担当課：農林課

事業費：1，400万円

■県営農業農村整備事業

　岩手県が行う後藤川地区県営農業農村整備事

業、戸沢地区県営農業農村整備事業に対し、負担

金を支払います。

熱水は、新たな引湯管から貯湯槽を経由して
供給されます
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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：商工観光課

事業費：324万円

■大更駅前顔づくり施設等建設
　概略設計業務（新）

　大更駅前顔づくり施設の概略設計を行います。

担当課：商工観光課

事業費：1，000万円

■共通商品券特典事業費補助金

　市内の登録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。

担当課：農林課

事業費：12万円

■狩猟免許新規取得費補助金

　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：商工観光課

事業費：150万円

■クラウドファンディング活用
　支援補助金（新）

　クラウドファンディングを活用して新たな事業

を行う者に対し、ファンドの組成に要する手数料

の２分の１（上限 50 万円）を補助し、地域産業

の活性化を図ります。

担当課：商工観光課

事業費：108万円

■安比塗販路開拓事業

　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新たな販路開拓を目指し

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

　八幡平市をもっと楽しむためのフリーマガジン

「ハチクラ」作成を支援します。県内外の店舗や

県内のコンビニエンスストア、ふるさと納税をし

てくださった方へ配布し、市の魅力を PRします。

担当課：商工観光課

事業費：300万円

■八幡平物産振興会事業費
　補助金

　市内特産品・物産の販路拡大に向けた首都圏等

での出店と、観光ＰＲを支援します。

担当課：商工観光課

事業費：200万円

■都市圏販路開拓支援事業
　補助金

　都市圏の製造・加工、開発した製品やサービス

等の販路開拓・拡大のため、展示会や商談会等へ

の出展に意欲的な商工業者に支援を行います。

実際に漆器を使って良さを実感
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担当課：地域福祉課

事業費：122万円

■人工透析患者通院費助成事業

　人工透析患者の通院に対し、支援を行います。

担当課：健康福祉課

事業費：5，391万円

■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。1 歳以上の未就学

児や小・中学生、65 歳以上の高齢者等のインフ

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

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

　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。

■自立支援給付事業

　障がい者が、自立した日常生活や社会生活を送

るための支援を行います。

担当課：地域福祉課

事業費：7 億 8，050万円

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：3，240万円

■医師養成修学資金貸付金

　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。（新規２人分（入学一時金と月額貸付

金）、既貸付者２人分（月額貸付金））

担当課：健康福祉課

事業費：7 万円

■地域敬老会開催モデル事業費
　補助金（新）

　地域団体が自主開催する敬老事業に対し、モデ

ル地域を指定し支援します。

担当課：健康福祉課

事業費：5，637 万円

■高齢者等温泉館管理運営事業

　七時雨憩の湯、なかやま温泉館、綿帽子温泉館

を管理運営し、市民が娯楽や入浴により健康で生

きがいのある生活を送れるよう努めます。

３.地域を見守る福祉の推進
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担当課：教育指導課

事業費：98万円

■コミュニティ・スクール導入等
　促進事業

　文部科学省が進めている「地域とともにある学

校づくり」を推進するコミュニティ・スクールを

市内全小・中学校へ導入するに当たり、市コミュ

ニティ・スクール推進協議会の設置と CSディレ

クターを活用し、推進体制の構築を図ります。

担当課：教育総務課

事業費：80万円

■平舘高等学校創立 70 周年記念
　事業補助金（新）

　平舘高等学校の創立 70 周年記念式典に対し、

補助金支援を行います。

担当課：教育総務課

事業費：427万円

■平舘高等学校教育振興事業

　平舘高等学校教育振興会が行う各種事業（国際

交流事業、部活動強化および各種大会派遣事業へ

の補助、国公立大学進学希望者に対し予備校講師

による特別課外授業を実施する進路指導事業）へ

補助支援を行います。

６.心豊かな人生を送る学習機会の充実

５.地域に根ざした教育の充実

伝統の紫薫枕を製作する平舘高校の生徒たち
担当課：健康福祉課

事業費：6億 3，139万円

■西根病院事業会計出資金

　建設改良費（新病院建築分）６億円を含んだ額

を出資します。

新西根病院イメージ図

担当課：健康福祉課

事業費：576万円

■看護師養成修学資金貸付金

　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。（新規２人分、既貸付者

４人分）

看護体験をする学生たち

■図書資料購入費

担当課：図書館

事業費：367万円

　市立図書館に、子どもから大人まで楽しめる図

書資料約 1,900冊を購入します。
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７.スポーツ活動の推進

担当課：地域振興課

事業費：3，848万円

■松尾テニスコート砂入人工芝
　張替工事

　松尾地区にあるテニスコート２面を人工芝張

替、照明器具ＬＥＤ化を行います。

担当課：地域振興課

事業費：150万円

■八幡平市オリンピック等参加
　選手報奨金（新）

　オリンピック競技大会またはパラリンピック競

技大会に選手として参加した個人に対し、報奨金

１人 50万円を交付します。

ピョンチャンオリンピックでは、市出身の３選手
が子どもたちに夢と希望を与えてくれました

担当課：地域振興課

事業費：8，601万円

■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。

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27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。

29年度は、全国から約 1,800人のランナーが
参加しました

工事が予定されている松尾テニスコート

フィールドＸ（クロス）レースは、八幡平市が発
祥で、19年度から開催されています
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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活動に対し

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：企画財政課

事業費：800万円

■地熱開発理解促進関連事業支援
　業務

　地熱を活用したまちづくりに向けた沸騰地熱塾

や、平舘高校の生徒による地熱探検隊、小・中学

生向けの取り組みを実施し、市内における地熱発

電や地域資源の理解を深めるとともに、市内の地

熱関連の取り組みに関する啓発資料を情報発信す

ることで、地熱エネルギー活用に関する理解を促

進します。

担当課：地域振興課

事業費：1億8，361万円

■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

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

ごみの分別にご協力ください

花壇の整備を行う寺田地域振興協議会

担当課：清掃センター

事業費：12億7，366万円

■焼却施設基幹的設備改良事業

　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、主な機械設備などの更新や施設

の改修を行います。（H29 ～ H30：２か年事業）

担当課：市民課

事業費：1 億 3，794万円

■塵芥処理事業

　良好な生活環境の維持のため、家庭系一般廃棄

物を迅速に収集します。なお、30年度から一部

地区において、月曜日が祝日又は振替休日にあた

る日も、燃えるゴミを収集します。
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２.交通網・道路網の維持・整備

担当課：建設課

事業費：3億5，839万円

■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、4 年目とな

る 30 年度は用地売買、物件移転補償契約を進め、

工事を継続していきます。

担当課：地域振興課

事業費：7，166万円

■コミュニティバス運行事業
　（一部新）

　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。30 年度は田山地

区で定時定路線とデマンドの混合運行の試験運行

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、

ＪＲ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：地域振興課

事業費：726万円

■地域内幹線交通運行補助金

　ＪＲ花輪線の減便対策として、減便となった昼

の時間帯に、西根病院と兄畑駅（田山・荒屋新町

駅経由）を結ぶ１日１往復のバス試験運行を実施

します。

地域の足として欠かせないコミュニティバス

担当課：建設課

事業費：3 億 9，500万円

■市道等整備事業

　大更西口駅前広場整備や、市道 12 路線の整備

と畑スマートインターチェンジ整備の可能性調査

を行い、交通・道路網の整備に努めます。

担当課：建設課

事業費：1億4，212万円

■橋りょう長寿命化対策事業

　老朽化した橋りょうの長寿命化を図るため、橋

梁
りょう

長寿延命化計画に基づき、橋りょうの点検や

補修工事 (荒川橋ほか３橋）を行います。

30 年度に工事を行う金沢橋（柏台地内）
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担当課：防災安全課

事業費：95 万円

■空家等対策事業

　空き家等対策協議会を開催し、空き家について

協議するとともに、空き家等の適切な管理と予防

を図ります。

担当課：防災安全課

事業費：1，350万円

■消防車両購入

　耐用年数を経過し、老朽化した小型動力ポンプ

付積載車を更新し、火災等各種災害に対応します。

担当課：上下水道課

事業費：2 億4,842万円

■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。

29 年度に更新した小型動力ポンプ付積載車

担当課：地域振興課

事業費：582万円

■防犯灯台帳作成業務（新）

　市が管理する防犯灯（約 1,000 灯）の現地調

査を行い、位置の GIS（地理情報システム）デー

タを作成し、維持管理の効率化に役立てます。

４.安心・安全なまちづくり

29年度に更新したロータリ除雪車

担当課：建設課

事業費：3，996万円

■除雪車両購入費

　除雪グレーダを購入し、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。

28年度に整備され利用されている、小屋の沢配水池

３.良質な水環境の提供
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担当課：企画財政課

事業費：944万円

■広報活動事業

　市政や市民活動、市内のイベントなどの情報発

信のツールとして、「広報はちまんたい」の毎月

発行と、「八幡平ＦＡＮ」による映像を随時配信

します。

担当課：総務課

事業費：375万円

■テレビ難視聴地域解消事業費
　補助金

　安代五日市テレビ共同受信施設組合に対し、老

朽化したテレビ共同受信施設の更新費用を支援し

ます。

従来の肉声放送から、パソコンによる音声合成で
放送します

担当課：防災安全課

事業費：4億8，816万円

■防災行政無線整備事業

　住宅環境の変化による聞き取りにくさなどに対応

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る工事を行います。

台風や大雨、岩手山噴火による災害や火災などの

発生時に防災情報を市民へ発信し、災害を最小限

に食い止めます。（H29 ～ H30：２か年事業）

５.情報通信の積極的活用

担当課：総務課

事業費：1，938万円

■総合収納システム導入業務（新）

　市税などの納入先の多様化（ゆうちょ銀行での

窓口納付）と、収納事務の合理化を図ります。

６.広域での連携と交流

担当課：企画財政課

事業費：88万円

■産学官連携事業

　各大学と市内中小企業などと市が連携して、地

域の活性化に向け共同研究を行い、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：100万円

■市民研修交流支援事業

　将来にわたる地域の活性化を図るため、産業、

福祉、スポーツや芸術文化の各分野で中核となる

人材の育成、又は青少年の育成に係る研修・交流

事業に要する経費について支援します。

担当課：地域振興課

事業費：139万円

■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イな

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
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担当課：市民課

事業費：1，364万円

■消費者行政相談

　消費生活相談員を配置し、県や盛岡広域組織と

連携を図りながらトラブルの解決に当たります。

また、被害を未然に防止するため、情報誌の発行

や出前講座などの啓発を行います。

安代総合支所

担当課：総務課

事業費：1 億 6，430 万円

■旧松尾総合支所解体工事（新）

　旧松尾総合支所の解体工事を行います。

　（H30 ～ H31：２か年事業）

旧松尾総合支所

担当課：企画財政課

事業費：2 億 1，248 万円

■ふるさと応援寄附金推進事業

　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活動や、寄附金の取

り扱いを行います。

７.協働による行政経営

担当課：安代総合支所

事業費：1,913万円

■安代総合支所駐車場舗装補修
　工事（新）

　安代総合支所駐車場のアスファルト舗装や、区

画線の補修工事を行います。

担当課：選挙管理委員会

事業費：4，769万円

■市議会議員選挙

　任期満了に伴う市議会議員選挙を執行します。

皆さんの大切な一票です

心を込めて返礼品をお送りします


