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八幡平市長

田 村 正 彦

　市民の皆さまには、日頃から本市のまちづ

くりに対し、深いご理解とご協力を賜り、厚

く御礼を申し上げます。

　平成 30 年度の一般会計予算総額は、220

億 3,300 万円とし、市誕生以来最大となりま

すが、第２次総合計画前期基本計画の計画期

間中間年、まち・ひと・しごと創生総合戦略

の 4 年目となるため、積極的な予算を編成

し、主要施策の進
しんちょく

捗を図ります。

　市の基幹産業である農業と観光の振興や雇

用の確保、子育て支援、定住・移住の促進な

ど人口減少の課題に積極的な取り組みを進

め、今を生きる市民の皆さまと将来を担う子

どもたちのために、市政運営を行ってまいり

ます。

　本市の恵まれた自然環境、地域資源を活
い

か

し、しあわせを実感できる「農と輝の大地　

八幡平市」を目指し、市民と共にまちづくり

を進める上で、本冊子がその一助となること

を願います。

　　　　　　　　　　　　　平成30年５月
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総合計画と基本目標
八幡平市の総合計画～計画の骨子と施策の構成～

　まちづくりの基本方針となる「総合計画」は、まちづくりの理念や将来像と、それらを実現するための施策の大綱を示

す「基本構想」、そして、具体的な施策の展開の方向性と達成すべき目標を定めた「基本計画」で構成されています。

≪計画の構成≫

基本構想

前期基本計画 後期基本計画

29 30 31 3228 33 34 35 36 37

≪計画の内容≫

将

来

像

農
みのり

と輝
ひかり

の大地 － ともに暮らし、しあわせ感じる八幡平市 －

　多様で豊かな自然環境、観光資源に恵まれた八幡平市。この財産を活かし、働く場の確保・創出を図るととも
に、子どもたちから高齢者まで安全・安心に暮らすことのできるまちづくりに努め、これまでも、これからも八
幡平市に住み、働き、学び、楽しむことのできる喜びやしあわせを実感できるまちを目指します。
　また、心のふるさと、第 2 のふるさととして八幡平市を訪れる喜びを感じていただくとともに、移り住んでし
あわせを実感するまちを目指します。
　そして、お互いのしあわせを願い、八幡平市でともに暮らし、しあわせを実感できるまちを目指します。

5つのまちづくり基本目標 24の施策

１　未来への希望にもえるまちづくり 【まちづくりの指針】
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

２　ともに学び働き、暮らし豊かなまちづくり 【産業の振興】
３　産業基盤として持続する農業の推進
4　おもてなしの観光による交流人口の増加
5　地元企業の発展と企業誘致の推進
6　商業の拠点づくりと買い物支援
７　山林の保全と林業の活性化

３　心身ともに健康で、活力に満ちたまちづくり 【保健・医療・福祉の充実】
8　心も体も健やかに暮らせるまちづくり
９　元気に長生き高齢社会の実現
10　地域を見守る福祉の推進
11　安心できる医療の充実

【学習・スポーツ・文化の振興】
12　地域に根ざした教育の充実
13　心豊かな人生を送る学習機会の充実
14　スポーツ活動の推進

4　自然をはぐくみ、景観にすぐれたまちづくり 【景観・環境の保全と活用】
15　自然環境、生活環境の保全
16　自然エネルギーの有効活用

5　ふれあいを大切にする、人情あふれるまちづくり 【共助のまちづくり】
17　コミュニティを大切にするまちづくり

基本方針の実現化にあたって
【5つの基本目標を支える社会基盤の整備と行政経営の方針】

【社会基盤の整備】
18　市街地整備と地域拠点づくり
19　交通網・道路網の維持整備
20　良質な水環境の提供
21　安心・安全なまちづくり
22　情報通信の積極的活用

【行政経営の方針】
23　広域での連携と交流
24　協働による行政経営
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八幡平市まち・ひと・しごと創生総合戦略

総　合　戦　略　と　は　？

　市では、まち・ひと・しごと創生法に基づき八幡平市まち・ひと・しごと創生人口ビジョ
ン及び総合戦略を平成 27年度に策定しました。
　総合戦略は、八幡平市総合計画によるまちづくりを基本として、国や県の総合戦略を
勘案し、人口減少に歯止めをかけることを目的に、今後５年間の施策の基本的方向や具
体的な施策、指数値目標を示すもので、人口ビジョンで示す市の現状と将来展望が重要
な基礎となっています。

28 29 30 3127

4つの基本目標 17のプロジェクト

１　八幡平市の特性を活かした、生きが
　いを感じる働く場の創造

１　八幡平市の農（みのり）と輝（ひかり）のブランド強化プ　

　ロジェクト

２　大学等連携による産業・雇用・人材強化プロジェクト

３　地熱エネルギーを活かした地域活性化プロジェクト

4　農（みのり）と輝（ひかり）の職場アピールプロジェクト

２　八幡平市の豊かな自然や絆を活か
　し、新たな人が流入する流れを創る

5　健康リゾート強化プロジェクト

6　広域スポーツイベント・合宿の拠点づくりプロジェクト

７　観光客もてなし体制強化プロジェクト

8　観光マネジメント体制強化（日本版 DMO※ ) による教育旅行

　活性化プロジェクト

９　生涯活躍のまち（日本版 CCRC) 構想※プロジェクト

３　八幡平市の地で縁を結び、次世代の
　成長と笑顔を育む

10　若者等の定住促進プロジェクト

11　子育て支援サポートプロジェクト

12　出会い・縁づくりサポートプロジェクト

4　各地域の元気を活かしたコンパク
　トなまちづくりにより持続性を高め
　る

13　地域拠点（小さな拠点）等活性化プロジェクト

14　自然の恵みと共生する資源循環型まちづくりプロジェクト

15　八幡平市全国プロモーション・プロジェクト

16　協働のまちづくり活性化プロジェクト

17　盛岡広域連携強化プロジェクト

4つの基本目標と 17 の施策（プロジェクト）

　八幡平市の総合戦略は、次の４つの基本目標と 17の施策（プロジェクト）で構成して
います。

DMO
※

・・・Destination Marketing/Management Organizationの略。地域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、地域自らが来訪者を集める事業推進主体のこと。

生 涯活躍のまち（日本版 CCRC）構想
※

・・・首都圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地方や「まちなか」に移         

り住み、地域住民や多世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療・介護を受けることがで

きるような地域づくりのこと。　

32 年度以降見直し
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平成30年度予算の概要
　一般会計、特別会計および公営企業会計予算

　市の家計簿に当たるのが「会計」で、会計のうち、最も金額の多いものが一般会計です。

一般会計は、特別会計や公営企業会計に属さない全ての歳入（収入）・歳出（支出）を管理

する会計です。除雪やごみ収集のほか、健康診断や小・中学校の運営など、私たちの身

近な行政サービスにかかる経費のほとんどが、一般会計から支出されます。

　30年度の一般会計当初予算の総額は、220億3，300万円で、前年度当初より24億800万円、

12.3％の増となりました。　

※   各数値は、１万円未満、0.1％未満を四捨五入しています。そのため、一部の表では、合計

　金額や合計割合などが一致しない場合があります。

■一般会計・特別会計

会　計　別 平成30年度 平成29年度 増　減 伸び率

一般会計 220億3,300万円 196億2,500万円 24億　　800万円 12.3％

特
別
会
計

国民健康保険特別会計（事業勘定） 30億8,276万円 39億7,222万円 △8億8,946万円 △22.4％

後期高齢者医療特別会計 2億6,882万円 2億5,681万円 1,201万円 4.7％

国民健康保険特別会計（診療施設勘定） 2億4,000万円 2億8,764万円 △4,764万円 △16.6％

公共下水道事業特別会計 9億5,613万円 5億8,626万円 3億6,987万円 63.1％

農業集落排水事業特別会計 6億4,473万円 6億4,389万円 84万円 0.1％

浄化槽事業特別会計 8,004万円 7,998万円 6万円 0.1％

計 52億7,248万円 58億2,679万円 △5億5,431万円 △9.5％

合　　　　　　　計 273億　　548万円 254億5,179万円 18億5,369万円 7.3％

■公営企業会計

会　計　別 平成30年度 平成29年度 増　減 伸び率

水道事業会計

収益的
収入 6億1,260万円 6億2,487万円 △1,227万円 △2.0％

支出 6億　　459万円 6億1,709万円 △1,250万円 △2.0％

資本的
収入 2億5,784万円 2億7,247万円 △1,463万円 △5.4％

支出 4億5,744万円 4億8,655万円 △2,911万円 △6.0％

西根病院事業会計

収益的
収入 8億6,810万円 8億5,573万円 1,237万円 1.4％

支出 9億　　286万円 8億7,647万円 2,639万円 3.0％

資本的
収入 8億7,628万円 1億2,998万円 7億4,630万円 574.2％

支出 10億3,772万円 1億4,080万円 8億9,692万円 637.0％

▶公営企業会計…地方公営企業法の適用を受けて、地方公共団体が経営する上水道や病院事業のように、そ
の事業収入で経営を行うために設けられている会計

・収益的収入・支出…単年度の企業の経営活動に伴い予定される全ての収益と、それに対応する全ての
費用

・資本的収入・支出…企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良や企業債償還金などの支出と、その
財源となる収入

▶一般会計…市税や地方交付税などを主な財源として、道路や水路の整備、福祉や教育など、市が行うさま
ざまな分野の事業やサービスを行うための会計

▶特別会計…国民健康保険や公共下水道のように、特定の収入で特定の事業を行うため、一般会計と区分す
るために設けられている会計
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ふるさと応援基金の活用事業
　29年度に受けた「ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）」については、寄附金の総額から必

要経費を差し引いた額をふるさと応援基金に積み立て、30年度の事業に活用していきます。

　なお、29年12月末現在の寄附金合計額は、1億3,062万円となっています。

１．豊かな自然環境の保全・活用

■　木質バイオマスエネルギーを活用した暖房設備導入補助費用　〔農林課〕 100 万円

■　国立公園等の環境保全、自然エネルギーの有効活用費用　〔商工観光課〕 1,339 万円

２．躍進する産業の振興

■　「安代りんどう」の品種開発費用　〔花き研究開発センター〕 308 万円

３．創造性あふれる人材の育成

■　地域の将来を担う人材育成費用　〔地域振興課〕 60 万円

■　小学校の学力向上（英語教育）のための費用　〔教育総務課〕 24 万円

■　市指定無形民俗文化財電子映像記録事業費用　〔教育総務課〕 130 万円

■　図書購入費用 298 万円

4．福祉の充実

■　出生記念品（こどもスプーン）贈呈費用　〔市民課〕 45 万円

■　高齢者福祉車両購入費用　〔健康福祉課〕 199 万円

■　高齢世帯等への除雪活動費用　〔健康福祉課〕 100 万円

5．その他上記以外の事業

■　市内小中学生の田山スキー場利用無料化費用　〔田山スキー場〕 43 万円

6．特に使途を指定しない

■　少人数学校等の児童・生徒サポートのための教職員配置費用　〔教育総務課〕 1,028 万円

■　市内小学校への防犯カメラ増設費用　〔教育総務課〕 245 万円

配　分　額　合　計 3,919 万円

市の特産である安比塗の「こどもスプーン」 田山スキー場で大会に挑む児童
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一般会計歳入・歳出予算の内容

　一般会計の歳入のうち、市税は、個人・法人市民税の増額などにより、29 年度と比べ

0.6％ 増の29 億6，876 万円を計上しました。また、地方交付税は昨年度と比べ 6.1％ 減の

77 億円を予算化しています。

　なお、自主財源の比率は28.7％、依存財源の比率は71.3％ となっており、市税や寄付

金などの自主財源の割合が、前年度の 25.5％ に比べ3.2 ポイント増えました。

１　科目別歳入の内訳

科　目
平成30年度 平成29年度 比　較

予算額 割合 予算額 割合 増　減 伸び率

自
　
主
　
財
　
源
　

市税 29億6,876万円

13.5％

29億5,049万円

15.0％

1,827万円 0.6％

個人市民税 8億1,496万円 7億7,806万円 3,690万円 4.7％

法人市民税 1億8,950万円 2億　　640万円 △1,690万円 △8.2％

固定資産税 15億　　338万円 14億9,935万円 403万円 0.3％

国有資産等所在市町村交付金 1億　　641万円 1億　　742万円 △101万円 △0.9％

軽自動車税 9,652万円 9,204万円 448万円 4.9％

市たばこ税 1億8,263万円 1億9,240万円 △977万円 △5.1％

入湯税 7,537万円 7,482万円 55万円 0.7％

分担金及び負担金 8,717万円 0.4％ 8,174万円 0.4％ 543万円 6.6％

使用料及び手数料 1億2,147万円 0.6％ 1億1,976万円 0.6％ 171万円 1.4％

財産収入 1億　　353万円 0.5％ 1億1,586万円 0.6％ △1,233万円 △10.6％

寄附金 2億　　　　　　　円 0.9％ 1億　　　　　万円 0.5％ 1億　　　　　万円 100.0％

繰入金 24億2,073万円 11.0％ 12億4,005万円 6.3％ 11億8,068万円 95.2％

繰越金 0万円 0.0％ 0万円 0.0％ 0万円 0.0％

諸収入 4億2,882万円 1.9％ 3億9,191万円 2.0％ 3,691万円 9.4％

小　計 63億3,047万円 28.7％ 49億9,980万円 25.5％ 13億3,067万円 26.6％

依
　
存
　
財
　
源

地方譲与税 2億3,646万円 1.1％ 2億4,251万円 1.2％ △605万円 △2.5％

利子割交付金 303万円 0.0％ 239万円 0.0％ 64万円 27.1％

配当割交付金 509万円 0.0％ 683万円 0.0％ △174万円 △25.5％

株式等譲渡所得割交付金 496万円 0.0％ 543万円 0.0％ △47万円 △8.7％

地方消費税交付金 5億　　　29万円 2.3％ 4億6,400万円 2.4％ 3,629万円 7.8％

ゴルフ場利用税交付金 2,191万円 0.1％ 2,142万円 0.1％ 49万円 2.3％

自動車取得税交付金 4,272万円 0.2％ 3,459万円 0.2％ 813万円 23.5％

国有提供施設等所在市町村助成交付金 105万円 0.0％ 106万円 0.0％ △1万円 △0.7％

地方特例交付金 593万円 0.0％ 471万円 0.0％ 122万円 25.9％

地方交付税 77億　　　　　　　円

34.9％

82億　　　　　　　円

41.8％

△5億　　　　　万円 △6.1％

普通交付税 73億　　　　　　　円 78億　　　　　　　円 △5億　　　　　万円 △6.4％

特別交付税 4億　　　　　　　円 4億　　　　　　　円 0万円 0.0％

交通安全対策特別交付金 490万円 0.0％ 512万円 0.0％ △22万円 △4.3％

国庫支出金 22億　　381万円 10.0％ 19億6,733万円 10.0％ 2億3,648万円 12.0％

県支出金 12億8,638万円 5.8％ 13億　　231万円 6.6％ △1,593万円 △1.2％

市債 36億8,600万円 16.7％ 23億6,750万円 12.1％ 13億1,850万円 55.7％

小　計 157億　　253万円 71.3％ 146億2,520万円 74.5％ 10億7,733万円 7.4％

歳　入　合　計 220億3,300万円 100.0％ 196億2,500万円 100.0％ 24億　　800万円 12.3％
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市税
29億6,876万円
（13.5％）

繰入金
24億2,073万円
（11.0％）

諸収入
4億2,882万円
（1.9％）

その他自主財源
5億1,217万円
（2.3％）

自主財源
（28.7％）

依存財源
（71.3％）

歳入総額

220億3,300万円

地方交付税
77億万円
（34.9％）

市債
36億8,600万円

（16.7％）

国庫支出金
22億381万円

（10.0％）

県支出金
12億8,638万円

（5.8％）

その他依存財源
8億2,633万円
（3.8％）

　ちょっとひと休み 〔 財政用語・一口解説 ❶ 〕

▶歳入…市に入るお金
▶自主財源…市税や市営住宅使用料など、市が独自に集めるお金
▶依存財源…地方交付税や国庫（県）支出金など、国や県の意思に

より定められ、交付されるお金
▶市税…市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税
▶分担金…自治体が事業を行う際に、その事業によって公共サー

ビスを受ける者から、そのサービスの限度で収入するお金
▶財産収入…自治体が所有する財産を貸し付けたり、売り払った

りすることによって収入となるお金
▶繰入金…積立金の取り崩しや、ある会計から別な会計に繰り入れるお金
▶繰越金…その年度に使わずに、翌年度へ繰り越したお金
▶地方譲与税…自動車重量税などから、一定割合で交付されるお金
▶地方交付税…所得税など国税から財政状況に応じて交付されるお金
▶国庫（県）支出金…特定の行政目的を達成するために、その経費に充てることを条

件に国（県）から交付されるお金
▶市債…建設事業などを行うために市が借りるお金

歳入



10

■目的別歳出

科　目
平成30年度 平成29年度 比　較

予算額 割合 予算額 割合 増　減 伸び率

１ 議会費 1億7,994万円 0.8％ 1億7,942万円 0.9％ 52万円 0.3％

２ 総務費 26億1,605万円 11.9％ 22億4,339万円 11.4％ 3億7,266万円 16.6％

３ 民生費 49億3,691万円 22.4％ 48億5,167万円 24.7％ 8,524万円 1.8％

４ 衛生費 35億2,111万円 16.0％ 16億7,165万円 8.5％ 18億4,945万円 110.6％

５ 労働費 37万円 0.0％ 37万円 0.0％ 0万円 △0.8％

６ 農林水産業費 15億8,042万円 7.2％ 16億1,798万円 8.2％ △3,756万円 △2.3％

７ 商工費 14億6,875万円 6.7％ 8億4,703万円 4.3％ 6億2,172万円 73.4％

８ 土木費 20億8,559万円 9.5％ 24億7,865万円 12.6％ △3億9,306万円 △15.9％

９ 消防費 13億6,418万円 6.2％ 13億5,212万円 6.9％ 1,207万円 0.9％

10 教育費 13億　　204万円 5.9％ 14億3,790万円 7.3％ △1億3,586万円 △9.4％

11 災害復旧費 170万円 0.0％ 140万円 0.0％ 30万円 21.4％

12 公債費 29億4,594万円 13.4％ 29億1,342万円 14.8％ 3,252万円 1.1％

13 諸支出金 0万円 0.0％ 0万円 0.0％ 0万円 0.0％

14 予備費 3,000万円 0.1％ 3,000万円 0.2％ 0万円 0.0％

歳出合計 220億3,300万円 100.0％ 196億2,500万円 100.0％ 24億　　800万円 12.3％

■性質別歳出

科　目
平成30年度 平成29年度 比　較

予算額 割合 予算額 割合 増　減 伸び率

義
務
的
経
費

人件費 27億2,382万円 12.4％ 27億3,280万円 13.9％ △898万円 △0.3％

扶助費 26億　　634万円 11.8％ 24億4,561万円 12.5％ 1億6,073万円 6.6％

公債費 29億4,593万円 13.4％ 29億1,342万円 14.8％ 3,252万円 1.1％

義務的経費計 82億7,610万円 37.6％ 80億9,183万円 41.2％ 1億8,427万円 2.3％

任
意
的
経
費

物件費 36億5,931万円 16.6％ 32億2,570万円 16.4％ 4億3,361万円 13.4％

維持補修費 3億9,364万円 1.8％ 4億4,178万円 2.3％ △4,814万円 △10.9％

補助費等 24億9,422万円 11.3％ 24億9,237万円 12.7％ 185万円 0.1％

積立金 6,070万円 0.3％ 70万円 0.0％ 6,000万円 8,559.3％

投資及び出資金 8億2,702万円 3.8％ 1億9,685万円 1.0％ 6億3,017万円 320.1％

貸付金 1億6,916万円 0.8％ 1億6,200万円 0.8％ 716万円 4.4％

繰出金 21億1,874万円 9.6％ 21億4,381万円 10.9％ △2,507万円 △1.2％

任意的経費計 97億2,279万円 44.1％ 86億6,320万円 39.3％ 10億5,959万円 4.8％

投
資
的
経
費

普通建設事業費 40億　　251万円 18.2％ 28億3,869万円 14.5％ 11億6,382万円 41.0％

補助 22億6,204万円 10.3％ 12億4,044万円 6.3％ 10億2,160万円 82.4％

単独 17億4,048万円 7.9％ 15億9,826万円 8.1％ 1億4,222万円 8.9％

災害復旧事業費 160万円 0.0％ 128万円 0.0％ 320万円 25.0％

補助 0万円 0.0％ 0万円 0.0％ 0万円 0.0％

単独 160万円 0.0％ 128万円 0.0％ 32万円 25.0％

投資的経費計 40億　　411万円 18.2％ 28億3,997万円 14.5％ 11億6,414万円 41.0％

予備費 3,000万円 0.1％ 3,000万円 0.2％ 0万円 0.0％

歳出合計 220億3,300万円 100.0％ 196億2,500万円 100.0％ 24億800万円 12.3％

２　目的別歳出と性質別歳出の内訳
　一般会計歳出予算の特徴は、衛生費が清掃センター焼却施設の延命化工事費などの増

額により、前年度に比べ110.6％増え、35 億2，111 万円となったことです。一方、土木

費費は都市計画道路大更駅前線の整備などを昨年度に引き続き実施しますが、町裏住宅

の建設工事費の減額などにより、前年度に比べ15.9％減り、20 億8，559 万円となりまし

た。
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歳出総額

220億3,300万円

議会費
1億7,994万円

（0.8％）

総務費
26億1,605万円

（11.9％）

民生費
49億3,691万円

（22.4％）

衛生費
35億2,111万円

（16.0％）

農林水産業費
15億8,042万円

（7.2％）

商工費
14億6,875万円

（6.7％）

土木費
20億8,559万円

（9.5％）

消防費
13億6,418万円

（6.2％）

教育費
13億204万円

（5.9％）

公債費
29億4,594万円

（13.4％）

予備費
3,000万円

（0.1％）

災害復旧費
170万円

労働費 37万円

　ちょっとひと休み 〔 財政用語・一口解説 ❷ 〕

▶歳出…市が使うお金
▶議会費…市議会の運営のために使うお金
▶総務費…行政全般の事務に関する経費、財産管理などに使うお金
▶民生費…障がいのある方や高齢者の支援、子育て支援や生活保護などに使うお金
▶衛生費…予防接種、健康診断、ごみ処理などに使うお金
▶労働費…雇用確保のための費用など
▶農林水産業費…農業や林業振興に使うお金（花き研究開発センターなどの経費も

含みます）
▶商工費…商工業の振興や観光イベントなどに使うお金
▶土木費…道路補修や除雪、市営住宅の管理などに使うお金
▶消防費…消防署の経費の負担や消防団員の報酬など
▶教育費…小・中学生などの教育のために使うお金
▶災害復旧費…公共土木施設（河川や道路など）が異常気象な

どで被災した場合、従前の機能を回復するために使うお金
▶公債費…市債（借入金）を返済するために支払うお金

歳出
（目的別）
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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
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基金と市債の状況
　地方自治体の貯金に当たるのが「基金」です。基金は目的別に積み立てられ、役立てら

れています。一方、市の借入金を「市債」といいます。平成28年度末の市債は、合併年度

の17年度末に比べ、49億1，260万円減の312億8，240万円となりました。

　なお、県内各市町村の基金残高や市債（地方債）の状況は、29㌻をご覧ください。

資 料

▶財政調整基金…国や地方自治体は単年度会計が原則ですが、年度によって収入が増減することから、安

定した行政サービスを提供するために、余裕があるときに貯金として積み立て、災害などでお金が不足

するときに取り崩して賄っています。このようにして積み立てられたお金を財政調整基金といいます。

▶減債基金…借入金を返済するために使う積立金です。

▶その他の目的基金…庁舎整備や地域づくり、まちづくりのためなどに使う「目的を決めた基金」がありま

す。八幡平市の均衡ある発展のため、平成20年度から合併特例債を活用して合併市町村振興基金を設置

しています。いずれの基金も、条例に基づいて設置し、管理運営しています。

１　基金の状況
名　称 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成17年度

財政調整基金 46億3,178万円 52億3,052万円 48億8,349万円 9億3,503万円

減債基金 24億7,534万円 24億7,441万円 22億7,250万円 7億1,085万円

市有財産整備基金 21億1,003万円 18億5,770万円 10億7,816万円 6,857万円

まちづくり基金 2,625万円 3,331万円 4,091万円 1億7,352万円

国際交流基金 6,709万円 8,455万円 9,976万円 2億2,134万円

地域福祉基金 1億5,433万円 1億7,656万円 2億703万円 4億5,709万円

庁舎整備基金 0万円 0万円 5億9,058万円 2億円　　　　　　　　

地域振興基金 5,772万円 1,842万円 4,098万円 1億2,000万円

農と輝の大地基金 3億9,028万円 2億2,859万円 3億45万円 －

合併市町村振興基金 14億4,618万円 18億549万円 18億355万円 －

ふるさとの水と土保全基金 0万円 0万円 115万円 1,607万円

家畜導入事業基金 5万円 5万円 0万円 96万円

がんばろう岩手基金 3,725万円 3,522万円 6,791万円 －

合　計 113億9,630万円 119億4,482万円 113億8,647万円 29億　　343万円

※有価証券も含みます。

※数字は各年度末のもの

▶市債…学校や福祉施設などを建設する場合のように、長期間にわたって多くの市民が利用でき、多額の

費用が必要なもののために、市が、政府や銀行などから調達する長期的な借入金を「市債」といいます。

市債は、後年度に返済しなければなりませんので、市では、国から財政支援が受けられる有利なものを

選択するなど、借り入れに当たっては慎重な姿勢で臨んでいます。

名　称 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成17年度

一般会計（旧西根地区衛生事務組合分含む） 178億4,334万円 185億8,405万円 193億2,590万円 216億7,881万円

公共下水道事業特別会計 38億5,990万円 39億5,867万円 40億3,766万円 27億8,015万円

農業集落排水事業特別会計 59億8,736万円 63億　　424万円 66億2,188万円 69億　　632万円

浄化槽事業特別会計 2億0,697万円 1億9,750万円 1億8,958万円 2,630万円

国民健康保険特別会計（診療施設勘定） 1,397万円 1,701万円 2,004万円 3,552万円

索道事業会計特別会計 － － － 2億4,710万円

西根病院事業会計 2億7,141万円 1億2,991万円 8,152万円 2億2,291万円

水道事業会計 30億9,945万円 31億6,337万円 32億9,549万円 42億9,383万円

公共用地先行取得事業特別会計 － － － 405万円

合　計 312億8,240万円 323億5,475万円 335億7,207万円 361億9,500万円

２　市債の状況 ※数字は各年度末のもの
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実質公債費比率（％）

26～28年度平均 25～27年度平均

1 九戸村 3.8 九戸村 3.9

2 葛巻町 5.0 葛巻町 5.8

3 住田町 5.9 野田村 6.1

4 野田村 6.4 岩泉町 6.3

5 岩泉町 6.7 住田町 6.4

6 滝沢市 7.5 滝沢市 6.9

6 一戸町 7.5 一戸町 8.3

8 西和賀町 8.5 西和賀町 8.8

9 田野畑村 8.6 平泉町 9.0

10 山田町 8.7 田野畑村 9.0

11 雫石町 8.9 軽米町 9.3

12 軽米町 9.0 洋野町 9.6

13 平泉町 9.3 八幡平市 9.9

14 盛岡市 9.6 雫石町 9.9

15 花巻市 9.9 山田町 9.9

15 大槌町 9.9 盛岡市 10.4

15 洋野町 9.9 花巻市 10.5

18 大船渡市 10.6 大船渡市 10.9

19 八幡平市 10.9 大槌町 11.1

20 二戸市 11.1 二戸市 11.2

21 宮古市 11.4 遠野市 11.4

22 普代村 11.5 宮古市 11.7

23 岩手町 11.6 普代村 11.7

24 一関市 11.9 岩手町 12.0

25 釜石市 13.1 紫波町 12.5

26 遠野市 13.5 一関市 12.8

27 陸前高田市 13.7 陸前高田市 14.1

28 紫波町 13.8 釜石市 14.1

29 久慈市 13.9 久慈市 14.2

30 矢巾町 14.3 矢巾町 14.9

31 北上市 15.5 北上市 16.1

32 奥州市 16.0 奥州市 16.2

32 金ケ崎町 16.0 金ケ崎町 16.6

市町村平均 10.4 市町村平均 10.7

標準財政規模

　標準財政規模は、標準的な市税収入見込み

額に地方譲与税や普通交付税などを加えたも

ので、地方公共団体（都道府県や市区町村）の

標準的な一般財源の規模を示すものです。財

政力指数や実質収支比率など、各種財政分析

数値を算出する際の分母として用いられます。

実質公債費比率 ※

　実質公債費比率は、平成19年成立の財政健

全化法に基づく健全化判断比率の一つとして

採用されている指標です｡ 基本的には、地方

債の元利償還金（公債費）を標準財政規模で

割ったもので、この数値が18％を超えると地

方債許可団体に、25％を超えると起債制限団

体になります。

健全化判断比率は全て適正

標準財政規模

28年度 27年度

1 盛岡市 640億8,036万円 盛岡市 642億7,256万円

2 一関市 412億3,414万円 一関市 418億2,448万円

3 奥州市 355億5,706万円 奥州市 360億6,512万円

4 花巻市 288億9,489万円 花巻市 289億9,921万円

5 北上市 221億1,266万円 北上市 219億4,818万円

6 宮古市 181億9,345万円 宮古市 187億6,603万円

7 八幡平市 121億7,293万円 八幡平市 121億8,444万円

8 久慈市 117億3,168万円 久慈市 118億9,150万円

9 大船渡市 109億5,564万円 大船渡市 113億5,449万円

10 遠野市 108億5,129万円 遠野市 113億3,764万円

11 釜石市 105億7,358万円 釜石市 106億9,482万円

12 滝沢市 103億3,185万円 滝沢市 103億2,782万円

13 二戸市 100億7,976万円 二戸市 102億5,666万円

14 紫波町 81億0,837万円 紫波町 83億6,595万円

15 陸前高田市 69億0,516万円 陸前高田市 69億5,238万円

16 洋野町 67億7,080万円 洋野町 69億　 105万円

17 矢巾町 64億2,054万円 矢巾町 63億9,735万円

18 雫石町 62億0,586万円 雫石町 62億6,924万円

19 岩泉町 55億5,136万円 岩泉町 56億7,020万円

20 岩手町 53億4,413万円 岩手町 54億6,349万円

21 金ケ崎町 51億7,687万円 一戸町 52億5,545万円

22 一戸町 51億4,410万円 金ケ崎町 52億1,025万円

23 山田町 49億2,328万円 山田町 50億1,299万円

24 西和賀町 44億3,678万円 西和賀町 46億6,213万円

25 大槌町 42億3,137万円 大槌町 43億3,054万円

26 軽米町 39億1,806万円 軽米町 39億7,044万円

27 葛巻町 38億0,112万円 葛巻町 39億3,845万円

28 住田町 31億0,409万円 住田町 31億6,124万円

29 平泉町 29億2,023万円 平泉町 29億5,840万円

30 九戸村 27億5,355万円 九戸村 28億2,162万円

31 田野畑村 23億2,651万円 田野畑村 23億5,779万円

32 野田村 20億3,548万円 野田村 20億6,011万円

33 普代村 17億7,010万円 普代村 17億7,990万円

市町村平均 114億7,324万円 市町村平均 116億2,005万円

資 料
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将来負担比率（％）

28年度 27年度

1 陸前高田市 － 陸前高田市 －

1 葛巻町 － 釜石市 －

1 住田町 － 八幡平市 －

1 大槌町 － 葛巻町 －

1 岩泉町 － 住田町 －

1 田野畑村 － 大槌町 －

1 野田村 － 山田町 －

1 九戸村 － 岩泉町 －

1 普代村 3.8 田野畑村 －

1 山田町 5.9 野田村 －

11 八幡平市 6.4 九戸村 －

12 釜石市 6.7 普代村 3.3

13 宮古市 21.6 宮古市 20.2

14 金ケ崎町 30.9 平泉町 39.9

15 洋野町 33.1 金ケ崎町 42.6

16 二戸市 42.4 洋野町 42.7

17 雫石町 45.8 二戸市 52.6

18 岩手町 48.5 岩手町 56.6

19 平泉町 48.9 滝沢市 60.0

20 一戸町 52.5 一戸町 60.6

21 西和賀町 61.9 西和賀町 68.3

22 北上市 63.6 雫石町 70.2

23 盛岡市 68.6 軽米町 72.6

24 滝沢市 71.8 盛岡市 73.0

25 遠野市 73.3 遠野市 79.1

26 軽米町 83.5 大船渡市 82.1

27 一関市 94.9 花巻市 97.7

28 花巻市 99.6 一関市 104.3

29 奥州市 111.4 北上市 108.5

30 大船渡市 113.0 紫波町 114.6

31 紫波町 121.7 奥州市 122.0

32 矢巾町 123.2 久慈市 134.2

33 久慈市 132.9 矢巾町 186.5

市町村平均 62.6 市町村平均 76.9

将来負担比率 ※

　健全化判断比率の一つで、将来負担額（公債

費のほか、複数の市町村で構成する事務組合

の公債費や、第３セクターの損失補償額など、

将来支払う借金的な金額）から基金（貯金）残

高を引いた額を、標準財政規模で割ったもの

です。早期健全化基準は350％で、200％以上

は要注意とされます。

実質赤字比率 ※

　健全化判断比率の一つで、一般会計など税

金を主な収入源とする会計収支が、標準財政

規模に占める赤字の割合です。市町村の場合、

その財政規模に応じ、早期健全化基準は

11.25～15％で、また、財政再生基準は20％

で、それぞれ該当となります。

実質赤字比率（％）

28年度 27年度

全市町村 該当なし 全市町村 該当なし

連結実質赤字比率 ※

　健全化判断比率の一つで、企業会計を含む

全会計の収支が、標準財政規模に占める赤字

の割合です。市町村の場合、その財政規模に

応じ、早期健全化基準は16.25～20％で、財政

再生基準は30％で、それぞれ該当となります。

連結実質赤字比率（％）

28年度 27年度

全市町村 該当なし 全市町村 該当なし

資金不足比率

　公営企業会計ごとに、資金不足額を事業規

模（営業収益の額から受託工事収益額を引い

た額）で割ったものです。20％を超えると経営

健全化基準（早期健全化基準に相当する基準）

に該当しますが、本市の２会計（水道事業、西

根病院事業）は、いずれも該当しません。

資金不足比率（％）

28年度 27年度

全市町村 該当なし 全市町村 該当なし

　平成19年に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（財政健全化法）が定められ、

実質公債費比率など4つの健全化判断比率（表題の右上に※印のあるもの）の公表が義務

付けられました。

　同様に、公営企業会計の資金不足比率の公表も義務付けられました。
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自主財源比率（％）

28年度 27年度

1 山田町 59.6 大船渡市 54.0

2 釜石市 57.9 釜石市 52.3

3 大槌町 50.7 田野畑村 51.9

4 北上市 49.3 陸前高田市 49.7

4 矢巾町 49.3 山田町 48.6

6 盛岡市 46.9 北上市 47.1

7 金ケ崎町 46.8 盛岡市 45.3

8 大船渡市 46.2 矢巾町 45.2

9 田野畑村 42.7 宮古市 43.8

10 宮古市 41.7 野田村 43.4

11 野田村 40.4 金ケ崎町 40.0

12 陸前高田市 36.9 滝沢市 37.4

13 滝沢市 36.2 久慈市 37.2

13 雫石町 36.2 紫波町 36.7

15 久慈市 35.1 雫石町 35.3

16 紫波町 34.6 大槌町 35.0

17 花巻市 33.6 花巻市 33.4

18 一戸町 32.4 一戸町 32.7

19 岩泉町 31.7 八幡平市 29.5

20 二戸市 31.3 奥州市 29.5

21 平泉町 31.2 遠野市 29.1

22 遠野市 30.4 二戸市  29.1

23 一関市 30.3 平泉町 27.7

24 八幡平市 29.8 岩手町 27.1

25 奥州市 29.4 一関市 26.8

25 岩手町 29.4 岩泉町 26.5

27 軽米町 27.5 洋野町 23.4

28 葛巻町 26.7 住田町 20.9

29 洋野町 26.4 西和賀町 19.0

30 西和賀町 25.1 軽米町 19.0

31 住田町 21.8 九戸村 18.9

32 九戸村 20.8 葛巻町 17.1

33 普代村 18.4 普代村 16.9

市町村平均 36.0 市町村平均 34.2

自主財源比率

　市町村が自主的に収入できる財源（地方税、

分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収

入など）を自主財源といい、それ以外の財源

（地方交付税など）を依存財源といいます。自

主財源比率とは、収入全体に占める自主財源

の割合のことで、この数値が高いほど､ 財源

に余裕があるとされます｡

経常収支比率

　経常収支比率は、経常収支（借り入れたお金

の返済金である公債費のほか、人件費や扶助

費など、経常的に支出される額）を、毎年経常

的に収入される一般財源で割った数値です。

財政構造の弾力性を判断する指標とされ、数

値が低いほど、臨時的な経費の財源を確保で

きることになります。

経常収支比率（％）

28年度 27年度

1 九戸村 76.2 九戸村 74.6

2 岩泉町 77.7 金ケ崎町 76.8

3 金ヶ崎町 78.4 岩泉町 79.4

4 葛巻町 82.2 大槌町 81.2

5 大槌町 82.4 葛巻町 81.6

6 野田村 83.1 住田町 81.9

7 住田町 83.7 岩手町 84.1

8 西和賀町 85.3 田野畑町 84.3

9 山田町 86.0 西和賀町 84.4

10 普代村 87.0 八幡平市 85.9

10 一戸町 87.0 野田町 85.9

12 花巻市 87.3 山田町 86.3

13 田野畑村 87.9 軽米町 86.4

14 平泉町 88.2 陸前高田市 86.8

15 八幡平市 88.6 花巻市 87.1

15 軽米町 88.6 遠野市 87.1

17 岩手町 88.7 紫波町 87.3

18 陸前高田市 88.9 雫石町 87.4

18 紫波町 88.9 平泉町 88.3

20 二戸市 89.3 一戸町 88.5

21 北上市 89.7 一関市 88.6

22 雫石町 89.8 二戸市 88.9

23 一関市 89.9 普代村 89.1

24 宮古市 90.8 奥州市 89.3

25 洋野町 91.1 北上市 89.5

26 盛岡市 92.3 大船渡市 89.9

27 久慈市 92.4 洋野町 90.9

28 滝沢市 92.5 久慈市 91.9

29 遠野市 92.6 滝沢市 92.2

30 大船渡市 92.7 宮古市 92.4

30 奥州市 92.7 盛岡市 94.6

32 矢巾町 93.4 矢巾町 94.6

33 釜石市 97.6 釜石市 98.8

市町村平均 88.0 市町村平均 87.2

着実に基金を積み立て

資 料
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基金残高

28年度 27年度

1 大槌町 649億9,546万円 釜石市 832億4,098万円

2 陸前高田市 637億3,118万円 大槌町 708億8,513万円

3 釜石市 593億9,258万円 陸前高田市 606億5,436万円

4 山田町 530億3,185万円 山田町 586億3,182万円

5 宮古市 321億2,188万円 宮古市 377億  513万円

6 大船渡市 248億6,479万円 大船渡市 271億7,297万円

7 一関市 244億7,883万円 一関市 223億9,119万円

8 奥州市 153億1,352万円 奥州市 151億6,843万円

9 盛岡市 139億6,619万円 花巻市 131億3,365万円

10 花巻市 135億4,440万円 盛岡市 128億5,931万円

11 八幡平市 113億9,630万円 八幡平市 119億4,482万円

12 田野畑村 94億5,888万円 田野畑村 109億  348万円

13 北上市 67億3,995万円 岩泉町 73億  465万円

14 洋野町 64億6,946万円 北上市 66億3,957万円

15 岩泉町 57億3,082万円 野田村 63億8,458万円

16 二戸市 55億1,840万円 洋野町 61億4,617万円

17 葛巻町 51億6,670万円 二戸市 53億2,153万円

18 九戸村 49億7,168万円 葛巻町 51億9,684万円

19 野田村 42億6,637万円 久慈市 47億9,778万円

20 遠野市 41億7,863万円 九戸村 46億7,001万円

21 住田町 41億7,219万円 遠野市 45億6,637万円

22 久慈市 40億8,366万円 住田町 39億7,175万円

23 金ケ崎町 34億2,903万円 金ケ崎町 31億8,323万円

24 西和賀町 32億6,652万円 西和賀町 31億1,426万円

25 一戸町 25億5,997万円 矢巾町 25億1,598万円

26 矢巾町 23億7,354万円 一戸町 23億4,602万円

27 雫石町 23億3,024万円 雫石町 23億1,341万円

28 紫波町 19億4,421万円 軽米町 23億  829万円

29 軽米町 19億1,460万円 紫波町 19億9,418万円

30 岩手町 18億7,664万円 平泉町 18億7,927万円

31 滝沢市 18億3,823万円 岩手町 18億5,682万円

32 平泉町 17億0,995万円 普代村 17億3,012万円

33 普代村 16億5,010万円 滝沢市 16億  705万円

市町村平均 140億1,475万円 市町村平均 152億8,904万円

地方債残高

28年度 27年度

1 野田村 35億2,919万円 野田村 32億3,497万円

2 普代村 39億2,085万円 普代村 36億5,703万円

3 九戸村 42億2,924万円 九戸村 41億  135万円

4 田野畑村 44億8,554万円 田野畑村 44億2,048万円

5 平泉町 46億8,117万円 平泉町 48億5,175万円

6 大槌町 59億9,162万円 大槌町 59億8,623万円

7 住田町 63億3,118万円 住田町 61億6,963万円

8 葛巻町 72億7,991万円 葛巻町 62億6,801万円

9 軽米町 73億5,641万円 山田町 69億9,573万円

10 西和賀町 74億9,741万円 軽米町 71億2,196万円

11 山田町 78億5,865万円 西和賀町 75億8,950万円

12 一戸町 78億7,245万円 一戸町 79億6,585万円

13 金ケ崎町 81億7,852万円 雫石町 84億2,533万円

14 雫石町 82億6,762万円 金ケ崎町 87億  833万円

15 岩手町 87億8,665万円 岩手町 91億  418万円

16 紫波町 115億5,273万円 紫波町 113億3,880万円

17 矢巾町 128億2,680万円 陸前高田市 123億3,750万円

18 陸前高田市 129億9,095万円 矢巾町 132億  453万円

19 岩泉町 141億5,626万円 岩泉町 134億2,193万円

20 洋野町 147億1,214万円 洋野町 145億7,446万円

21 滝沢市 172億0,171万円 滝沢市 158億4,840万円

22 八幡平市 178億4,334万円 八幡平市 185億8,405万円

23 二戸市 188億9,455万円 二戸市 199億7,750万円

24 遠野市 204億3,232万円 釜石市 201億  929万円

25 釜石市 211億8,096万円 遠野市 214億3,775万円

26 大船渡市 235億5,606万円 大船渡市 214億9,855万円

27 久慈市 242億4,018万円 久慈市 252億1,638万円

28 北上市 355億5,654万円 宮古市 341億9,446万円

29 宮古市 360億2,463万円 北上市 374億1,578万円

30 花巻市 541億1,398万円 花巻市 533億2,836万円

31 奥州市 778億8,780万円 奥州市 795億5,957万円

32 一関市 858億0,214万円 一関市 880億8,124万円

33 盛岡市 1,319億4,315万円 盛岡市 1,320億5,124万円

市町村平均 220億3,584万円 市町村平均 220億2,364万円

基金残高

　市町村の貯金を「基金」といいます。基金は、

特定の目的のために積み立てる「特定目的基

金」、毎年度のやりくり用の「財政調整基金」、

借金返済用に積み立てる「減債基金」に大きく

分けられます。一般的に、財政的に余裕があ

るときに基金を積み立て、急な出費や災害な

どの際に取り崩して活用します。

地方債残高

　市町村の借入金を地方債といい、地方債を借り

入れることを「起債」といいます。起債は、将来世

代も使う公共施設や基盤整備に限られていて、人

件費などに使うことはできません。また、地方債

には、過疎債や合併特例債などのように、地方交

付税として、国からその大半が交付される有利な

ものもあります。

　平成28年度末の本市の基金（貯金）の残高は、113億9，630万円で、県内市町村の中で11

番目に多い額となっています。

　一方、一般会計の地方債（借入金）は、178億4，334万円で、県内全市町村の平均220億

3，584万円よりも少ない金額となっています。
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八幡平市の行政機構
　市は、平成30年4月から、市の行政組織・機構を再編しました。主な改正点は、次のとおりです。

❶ 市民課環境衛生係を環境企画係、生活衛生係に再編

❷農林課農政係、農業振興支援センター係を農政推進係、経営支援係、農村整備係に再編

❸西根病院の内部組織のうち、薬局を薬剤科に、放射線室を放射線科に、臨床検査室を臨床検査科

に、理学療法室をリハビリテーション科に名称変更

❹安代診療所の歯科を廃止

　平成30年度の行政機構は、次のとおりです。

課・所属所など 係　名 主　な　業　務

企画財政課

秘書政策係 秘書、総合計画、政策調整、行政評価など

地域戦略係 移住・定住、ふるさと納税、再生可能エネルギーなど

広報広聴係 広報、広聴、要覧、市勢記録、ホームページなど

財政係 財政計画、予算編成、行政改革、財政公表など

総務課

行政係 請願、職員採用、人事給与、例規など

契約係 入札、契約、入札参加業者資格審査など

管財係 公有財産総括管理、指定管理者選定、公用バス運行管理など

情報統計係 地域情報化、行政情報化、統計、情報公開など

防災安全課
地域安全係 交通安全、防犯、交通災害共済、空き家対策、山岳遭難など

消防防災係 消防団運営、婦人消防協力隊運営、災害対策など

地域振興課

地域振興係 国際交流、姉妹都市、交通対策、通学定期補助など

生涯学習係 協働のまちづくり、地縁団体、社会教育、芸術文化など

スポーツ推進係 スポーツ振興、体育団体の育成、体育施設管理運営など

税務課

市民税係 市民税・国民健康保険税・軽自動車税の賦課など

資産税係 固定資産税の賦課、土地・家屋評価、国土調査など

収納係 納税相談、税金の収納業務、納税証明書の発行など

市民課

戸籍住民係 戸籍、住民登録、埋火葬許可、旅券事務など

環境企画係 環境、ごみ処理計画など

生活衛生係 衛生、墓地・公葬地など

国保年金係 国保、後期高齢者医療、国民年金、医療費助成など

清掃センター 一般廃棄物（ごみ）の中間処理・最終処分など

斎場 斎場の管理運営

地域福祉課

福祉総務係 民生委員、社会福祉法人指導監査、出会い支援事業など

生活保護係 生活保護法による保護決定及び実施など

障がい福祉係 障がい者支援、障害福祉サービスなど

児童福祉係 児童手当、家庭児童相談、保育所、学童保育など

保育所 保育所の管理運営

健康福祉課
（地域包括支援センター）

健康推進係 各種検診（健診）、保健指導、母子保健、食生活改善など

高齢福祉係 高齢者福祉、敬老事業、高齢者生活支援など

包括支援センター係 高齢者の総合相談、介護予防、成年後見制度など

農林課

農政推進係 農業振興、経営所得安定（転作）、農業振興地域整備計画など

経営支援係 認定農業者、担い手（新規就農等）育成確保など

農村整備係 農村整備、多面的機能支払交付金事業、中山間地域活性化推進など

畜産係 畜産振興、市営牧野の放牧、家畜防疫など

林業係 林業振興、市有林管理、林道管理、有害鳥獣対策など

≪平成30年度の行政機構≫

資 料
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課・所属所など 係　名 主　な　業　務

花き研究開発センター 花きの新品種、新品目の開発など

商工観光課

商工労政係 商工業振興、中小企業融資、雇用対策など

企業立地推進係 企業立地推進、起業家支援、誘致企業の育成など

観光振興係 観光振興、観光情報宣伝など

自然公園係 自然公園、観光施設、自然保護、温泉資源など

安代漆工技術研究センター 漆器の技術研究、技術者育成など

安比塗漆器工房 漆器作成・販売など

建設課

管理係 道路・河川・橋梁の維持管理、除雪、用地取得など

土木係 道路・橋梁の新設改良、河川改修など

建築係 市営住宅、建築確認申請など

都市計画係 都市計画、宅地等開発行為など

上下水道課

経理係 上下水道料金の算定・収納、会計処理、資産管理など

維持管理係 給排水指定店、上下水道施設の維持管理、水質検査など

工務係 上下水道事業計画、上下水道施設の建設・改築など

会計課
出納係 収入書類の審査、有価証券の出納、小切手の振出しなど

審査係 支出書類の審査、決算の調製、県収入証紙の販売など

西根総合支所
地域振興係 自治会活動費の補助、通学定期の購入補助など

市民福祉係 戸籍、住民基本台帳、諸税収納など

西根地区市民センター 西根地区市民センターの管理運営など

安代総合支所

地域振興係 自治会活動費の補助、通学定期の購入補助など

市民福祉係 戸籍、住民基本台帳、諸税収納など

土木林業係 道路・林道・河川などの維持管理、除雪など

田山支所 市民係 戸籍、住民基本台帳、諸税収納など

安代診療所
医局 内科、外科

事務係 所内事務など

田山診療所
医局 内科、外科

事務係 所内事務など

防災ダム管理所 防災ダム群の維持管理など

田山スキー場 田山スキー場、索道の管理運営など

病院事業

西根病院
医局

内科、外科、小児科、薬剤科、放射線科、臨床検査科、リ
ハビリテーション科、栄養科、看護科、地域医療連携室

事務局 病院内事務、建設など

議会

事務局 議事係 本会議・委員会の運営、請願・陳情、会議録作成など

教育委員会

教育総務課

総務係 委員会庶務、奨学金、教育施設整備、総合教育会議など

学事係 学級編成、通学区、教科書の無償給与、就学援助など

文化財係 文化財の保護、調査研究など

教育指導課（教育研究所） 指導係 教職員への指導助言、教材、教育相談など

小・中学校 小・中学校の管理運営など

学校給食センター

西 根 地 区 学 校 給 食 セ ン
ター

学校給食の計画、学校給食センターの管理運営など
安 代 地 区 学 校 給 食 セ ン
ター

図書館 図書館の管理運営など

博物館 博物館の管理運営など

選挙管理委員会

事務局 選挙の管理・執行、選挙人名簿、選挙啓発など

監査委員

事務局 監査、決算審査の計画・実施・結果報告など

農業委員会

事務局
農地調整係 農地の権利移転・転用、農地流動化、農地相談など

農業振興係 農作業賃金、農業者年金、後継者対策など

（30ページからの続き）
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八幡平市市民憲章（平成18年11月３日制定）

八幡平市は、岩手山・八幡平・安比高原の裾
す そ の

野に広がる大自然にめぐまれた農
みのり

と輝
ひかり

の大地です。

わたくしたちは、心を一つにして、お互いの幸せを願い、ここに市民憲章を定めます。

１、わたくしたちは、自然をはぐくみ、景観にすぐれたまちをつくります。

１、わたくしたちは、心身をきたえ、活力にみちたまちをつくります。

１、わたくしたちは、ふれあいを大切に、人情あふれるまちをつくります。

１、わたくしたちは、共に学び働き、暮らしのゆたかなまちをつくります。

１、わたくしたちは、限りない未来に向け、希望にもえるまちをつくります。
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八幡平の山頂付近にある鏡沼で、5月中旬頃から姿を現す「八幡平ドラゴンアイ」


