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１．予算編成の基本方針

○

○

○

○

２．重点配分の考え方と主な取組み

「「「「観光観光観光観光・スポーツ・・スポーツ・・スポーツ・・スポーツ・文化文化文化文化でででで　　　　賑賑賑賑わいとわいとわいとわいと活気活気活気活気あるまちづくりあるまちづくりあるまちづくりあるまちづくり」」」」

○

○

○

○

○  〔このほかの主な事業〕

３．主な財政指標

地方債残高（H25末見込み） 549549549549億億億億7777,,,,772772772772万円万円万円万円（H24末見込 568億5,219万円）

実質公債費比率 １３１３１３１３．．．．２２２２％％％％（H24見込 １４．６％）

平成２５年度　花巻市当初予算について

(1)

(2)

　平成25年度の予算編成にあたっては、合併後10年間の財政支援措置終了後の適正な
財政規模への段階的な移行に向けて、その取組初年度の努力目標として前年度比５億
円減、総額430億円の予算要求フレームを設定した。

　地方財政対策を踏まえて確実な歳入の確保に努めるとともに、各部の次年度経営方
針に掲げる目標・重点施策を推進するための課題を把握したうえですべての事務事業
を精査し、課題解決に向けた事業の選択と構築を行い、限られた財源の重点的かつ効
果的な活用に努めた。

　また、国の補正予算を最大限活用した経済対策関連予算を平成24年度３月補正予算
において約６億円規模（特別会計・企業会計を含めて総額10億円規模）で措置し、当
初予算と一体となった切れ目ない対応により、市内経済の活性化に努める。

　平成25年度予算では、人口減少時代において賑わいと活気あるまちづくりを創出す
るため、豊富な温泉宿泊施設・高速交通の要衝などの本市の強みを生かして、スポー
ツのハード・ソフト両面の充実、宮沢賢治や高村光太郎などの偉大な先人の顕彰によ
る交流人口拡大に向けた施策の展開に重点的に取り組む。

　スポーツにおいては、スポーツキャンプむらや石鳥谷ふれあい運動公園、クレー射
撃場など国体関連施設の整備を進めるとともに、はなまきスポーツコンベンション
ビューローの充実によりスポーツ大会・合宿を積極的に誘致し交流人口の拡大を図っ
ていく。

　2016年（平成28年度）の宮沢賢治生誕120年を目標に宮沢賢治記念館や童話村一帯
の「賢治ゾーン」の再整備に着手するとともに、高村光太郎生誕130年を迎えるにあ
たり花巻歴史民俗資料館を利用して市立記念館として運営し、2015年（平成27年度）
の花巻移住70年に向けて整備を進める。

・コミュニティ活動拠点施設の機能を高めるため、振興センター（花北、花巻中央、
谷内）の整備を進めるとともに、防災拠点として耐震診断を行う。
・地域医療体制の充実に向けて、二次救急医療体制確保の支援を拡充する。
・子育て支援の充実を図るため、学童クラブの新設、小規模学童クラブの支援充実、
保育料の寡婦（夫）控除みなし適用を実施する。

　さらに文化で賑わいと活気を創出していくため、先人記念館や中ホールの機能を備
えた複合施設として図書館を整備するための基本計画・基本設計を行う。

　結果、平成25年度の一般会計当初予算は「「「「426426426426億億億億1111,,,,030030030030万円万円万円万円」」」」となり、前年度と比較
して「「「「9999億億億億2222,,,,490490490490万円万円万円万円のののの減額減額減額減額」」」」、伸び率で「「「「2222....1111%%%%のののの減減減減」」」」となった。
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■ 一般会計予算
（単位：千円）

平成25年度 42,610,305

平成24年度 43,535,206

　　※　財源内訳の「地方債」に「臨時財政対策債」を加えた金額が、歳入予算の「市債」と一致する。

■ 全会計予算額（上水道事業会計を除く）
（単位：千円）

増減率

% 

△ 2.1

4.5

4.2

2.0

△ 11.8

△ 3.4

△ 2.5

△ 1.2

△ 0.6合　　　　　　　　　計

8,855,234

317,200 359,805老人保健施設事業特別会計老人保健施設事業特別会計老人保健施設事業特別会計老人保健施設事業特別会計

介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計

公設地方卸売市場事業特別公設地方卸売市場事業特別公設地方卸売市場事業特別公設地方卸売市場事業特別
会計会計会計会計

下水道事業特別会計下水道事業特別会計下水道事業特別会計下水道事業特別会計

69,103,996 69,511,746

4,538,942

1,786,520 1,714,157

国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計

一般会計一般会計一般会計一般会計

平 成 25 年 度

△ 17,489

△ 2,021

△ 99,680

9,606,234

A-B 

農業集落排水等汚水処理農業集落排水等汚水処理農業集落排水等汚水処理農業集落排水等汚水処理
事業特別会計事業特別会計事業特別会計事業特別会計

3,936,520

△ 407,750

56,791 58,812

3,836,840

財　　  源　  　内　  　訳

175,851

B 

1,428,289 1,445,778

10,036,966

増  減  額

△ 924,901

430,732

△ 42,605

72,363

42,610,305 43,535,206

9,031,085

平成２５年度 花巻市当初予算

30,719,787

30,313,794

※ 地 方 債 そ の 他 一般財源
予 算 額区    分

国庫支出金 県支出金

2,787,3434,730,634

3,127,362

3,558,235 2,145,200

2,630,1141,594,100

A 

平 成 24 年 度
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【 歳  入 】
（単位：千円）

増減額 増減率

予算額(A) 構成比 予算額(B) 構成比 （A-B） (％)

1 市税 10,599,762 24.9 10,277,673 23.6 322,089 3.1

2 地方譲与税 850,400 2.0 940,400 2.2 △ 90,000 △ 9.6

3 利子割交付金 16,200 0.0 19,700 0.0 △ 3,500 △ 17.8

4 配当割交付金 8,100 0.0 8,100 0.0 0 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 1,500 0.0 1,500 0.0 0 0.0

6 地方消費税交付金 948,500 2.2 899,700 2.1 48,800 5.4

7 ゴルフ場利用税交付金 16,700 0.0 14,200 0.0 2,500 17.6

8 自動車取得税交付金 172,000 0.4 153,300 0.4 18,700 12.2

9 地方特例交付金 56,000 0.1 36,200 0.1 19,800 54.7

10 地方交付税 15,890,000 37.5 16,210,000 37.2 △ 320,000 △ 2.0

11 交通安全対策特別交付金 17,200 0.0 17,000 0.0 200 1.2

12 分担金及び負担金 646,430 1.5 621,074 1.4 25,356 4.1

13 使用料及び手数料 818,037 1.9 822,184 1.9 △ 4,147 △ 0.5

14 国庫支出金 4,538,942 10.7 4,730,634 10.9 △ 191,692 △ 4.1

15 県支出金 3,127,362 7.3 3,558,235 8.2 △ 430,873 △ 12.1

16 財産収入 98,881 0.2 57,342 0.1 41,539 72.4

17 寄附金 2 0.0 2 0.0 0 0.0

18 繰入金 66,950 0.2 56,370 0.1 10,580 18.8

19 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

20 諸収入 1,241,838 2.9 1,463,391 3.4 △ 221,553 △ 15.1

21 市債 3,495,500 8.2 3,648,200 8.4 △ 152,700 △ 4.2

42,610,305 100.0 43,535,206 100.0 △ 924,901 △ 2.1合　　　　計

科　　　　　目

平成２５年度 花巻市一般会計

平成24年度平成25年度
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【 歳  出 （ 目 的 別 ） 】
（単位：千円）

増減額 増減率

予算額(A) 構成比 予算額(B) 構成比 （A-B） (％)

1 議会費 333,478 0.8 340,672 0.8 △ 7,194 △ 2.1

2 総務費 5,260,511 12.3 5,150,715 11.8 109,796 2.1

3 民生費 12,626,451 29.6 12,258,803 28.2 367,648 3.0

4 衛生費 3,175,444 7.5 3,048,152 7.0 127,292 4.2

5 労働費 276,036 0.7 1,062,977 2.4 △ 786,941 △ 74.0

6 農林水産業費 2,320,975 5.4 2,298,244 5.3 22,731 1.0

7 商工費 1,685,688 4.0 2,026,148 4.7 △ 340,460 △ 16.8

8 土木費 4,987,382 11.7 5,329,261 12.2 △ 341,879 △ 6.4

9 消防費 1,611,364 3.8 1,612,134 3.7 △ 770 0.0

10 教育費 4,183,826 9.8 3,893,578 8.9 290,248 7.5

11 災害復旧費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

科　　　　　目
平成24年度平成25年度

12 公債費 6,107,149 14.3 6,472,521 14.9 △ 365,372 △ 5.6

13 諸支出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

14 予備費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

42,610,305 100.0 43,535,206 100.0 △ 924,901 △ 2.1合計（目的別）
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【 歳 出 （ 性 質 別 ） 】
（単位：千円）

増減額 増減率

予算額(A) 構成比 予算額(B) 構成比 （A-B） (％)

人件費 8,154,785 19.1 8,218,429 18.9 △ 63,644 △ 0.8

扶助費 7,443,257 17.5 7,450,084 17.1 △ 6,827 △ 0.1

公債費 6,106,797 14.3 6,472,169 14.9 △ 365,372 △ 5.6

21,704,839 50.9 22,140,682 50.9 △ 435,843 △ 2.0

普通建設事業費 3,853,362 9.1 3,837,311 8.8 16,051 0.4

うち補助事業費 1,659,388 3.9 1,640,576 3.8 18,812 1.1

うち単独事業費 2,193,974 5.2 2,196,735 5.0 △ 2,761 △ 0.1

災害復旧事業費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

3,855,362 9.1 3,839,311 8.8 16,051 0.4

物件費 6,108,656 14.4 6,645,513 15.3 △ 536,857 △ 8.1

維持補修費 873,461 2.0 828,537 1.9 44,924 5.4

補助費等 3,254,208 7.6 3,142,680 7.2 111,528 3.5

積立金 418,586 1.0 418,526 1.0 60 0.0

投資及び出資貸付金 1,192,185 2.8 1,461,742 3.4 △ 269,557 △ 18.4

繰出金 5,163,008 12.1 5,018,215 11.5 144,793 2.9

予備費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

17,050,104 40.0 17,555,213 40.3 △ 505,109 △ 2.9

42,610,305 100.0 43,535,206 100.0 △ 924,901 △ 2.1合計（性質別）

計

計

計

そ
の
他
の
経
費

平成24年度平成25年度

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

科　　　　　目
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１．「しごと」 地域資源の連携強化で活力ある産業振興

1 雇用安定支援事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

2 農林水産部

【事業目的】 畜産林務課

【事業内容】

3 農林水産部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度　　　　当初予算当初予算当初予算当初予算　　　　主要事業主要事業主要事業主要事業

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

11,121 千円

地域雇用の安定のため、求職者の支援を行う。

○ジョブカフェはなまき運営
　求職者に対するキャリアカウンセリング、セミナー、講習会、就職ガイダ
ンス等の実施
○労働関係実態調査等
　花巻雇用開発協会負担金の交付、労働実態調査

農林業系副産物処理事業≪新規≫ 91,738 千円

畜産農家及び原木しいたけ生産者の経営安定を図るため、放射性物質の基準
値を超過した農林業系副産物（牧草、稲わら、原木しいたけほだ木）を処理
する。

○牧草・稲わら・ほだ木の一時保管場所からの運搬
○ほだ場の除染作業（落葉層の除去）
○農林業系副産物の焼却処理

６次産業化推進事業 446 千円

農家所得の向上を図るため、市内農畜産物を活用した商品の開発に向けた素
材の掘り起こしを行う。

4 農林水産部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

○6次産業化推進
　花巻産農畜産物を活用した料理コンテストの開催、入賞作品のレシピ紹介

水田農業経営安定事業 47,293 千円

農業所得の向上と経営の安定のため、経営所得安定対策に的確に対応し、水
田農業を中心として野菜や果樹、花き、雑穀、畜産等の振興を図る。

○水田農業経営安定対策
　対象事業を行う農業者、集落営農組織に補助金を交付
　＜内訳＞
　・アスパラガス倍増3ヵ年事業
　・園芸生産拡大支援事業
　・良食味米確立支援事業
　・果樹産地育成支援事業
　・環境保全型農業推進対策事業
　・雑穀産地確立支援事業
　・基礎雌牛増頭推進事業
　・花巻産牛銘柄確立対策事業
○数量調整円滑化推進
　需要に応じた水稲生産実施計画の円滑な作成のため花巻市農業推
進協議会へ補助
○経営所得安定対策推進
　経営所得安定対策推進事務のため花巻市農業推進協議会へ補助
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5 農林水産部

【事業目的】 畜産林務課

【事業内容】

6 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

7 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

森林環境保全事業 70,500 千円

民有林の保全のため、松くい虫被害拡大を防止するとともに、林野火災等森
林災害の未然防止、適正な維持管理をする。

○森林病害虫駆除
　生活に支障のでる恐れがある箇所や景観上好ましくない箇所を重点的に駆
除
　被害拡大を防止するため樹幹注入の実施や樹幹注入への補助の実施
　駆除　3,730㎥、樹幹注入　400本、樹幹注入補助　1,080本
○森林管理維持増進
　民有林巡視業務委託　年間60日

企業活動総合支援事業 25,925 千円

市内企業の企業競争力の強化、他産業への進出などを総合的に支援する。

○中小企業総合支援
　産業支援アドバイザー等の派遣による経営課題解決に対する支援

○企業競争力強化支援
　展示会の出展や人材育成などの企業競争力強化に資する自立的活動に対す
る支援

○成長分野進出
　新たな成長分野における商品開発・技術開発等に対する支援

○6次産業化推進
　花巻産農畜産物を活用した新たな加工品開発等に対する支援

産業情報発信事業 25,000 千円

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

8 商工観光部

【事業目的】 観光課

【事業内容】

市内企業への就業意識の動機づけ及び経済活性化の誘引のため、情報発信
を行う。

○はなまき産業大博覧会開催
　はなまき産業大博覧会実行委員会負担金
　＜はなまき産業大博覧会の内容＞
　・花巻の産業の紹介（工業、商業、農業、林業、観光）
　・産業（仕事）を実感できる体験
　・ものづくりへの興味、職業観の醸成のための企画
　・花巻の物産、特産品紹介、試食、販売等
　・市民がともに楽しむイベント

観光情報発信事業 56,578 千円

より多くの人に花巻の魅力を知ってもらうため、観光情報の発信を行う。

○花巻市ブランドイメージ強化推進
　花巻市のブランドイメージを強化向上させるフリーペーパーの作成　年4
回発行（首都圏版5,000部、市内版1,000部）
○いわて観光キャンペーン推進協議会負担金
　アフターＤＣ（デスティネーションキャンペーン）として行う地域限定観
光キャンペーンの推進（平成25年4月～9月）
○関係団体負担金
　岩手県観光協会、北東北国際観光テーマ地区推進協議会
○花巻観光協会支援
　花巻観光協会が行う観光振興と誘客に対する支援
　・観光ポスター、観光パンフレット、マスコミ、新聞による宣伝の実施
　・旅行博、観光キャンペーンを通じた誘客
○イーハトーブ大使
　主要都市における観光宣伝への協力
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

9 商工観光部

【事業目的】 観光課

【事業内容】

10 みちさき案内推進事業≪新規≫ 商工観光部

【事業目的】 観光課

【事業内容】

11,000 千円

花巻市を訪れる方々が、観光施設等までスムーズに移動できるようサイン等
による案内を充実させる。

○案内サイン設置
 平成28年度岩手国体に向けて、主要競技会場及び宿泊拠点となる温泉郷に
重点的に案内サインを設置。平成25年度は、総合体育館及び花巻球場を中心
としたエリアに30基設置

観光ルート整備事業 10,000 千円

観光客の利便性向上のため、二次交通の充実と市内回遊性を高める事業に対
し支援を行う。

○花巻オリジナルツアー運行支援≪新規≫
　花巻観光協会が実施する夜のオリジナルツアーに対して補助
　＜花巻オリジナルツアーの概要＞
　名　称：賢治が夢見た遥かな宇宙（そら）へ！カムパネルラ号で
　　　　　「銀河鉄道の夜」を巡るツアー
　コース：花巻温泉郷～宮沢賢治童話村～めがね橋～銀河鉄道壁画
　　　　　～花巻温泉郷
　実施期間：4～9月　定員：18人
　料　金：大人1,000円（就学前児童500円）
　利用方法：タクシー業者へ利用申込み
○あったかいなはん花巻号運行支援
　花巻観光協会が実施する市内の主な観光施設を巡るツアーに対して補助
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２．「暮らし」 安心・安全のネットワーク拡充で健康・快適な暮らし

1 総務部

【事業目的】 防災危機管理課

【事業内容】

2 生活福祉部

【事業目的】 長寿福祉課

【事業内容】

3 生活福祉部

【事業目的】 長寿福祉課

【事業内容】

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

防災資器材備蓄事業 3,881 千円

災害発生時の初動に対応するため、防災資器材を整備する。

○防災資器材の備蓄
　保存食、飲料水、災害用トイレの購入（保存期間に応じた更新）

高齢者在宅生活支援事業 33,572 千円

高齢者の在宅生活を支援するため、在宅福祉サービスを提供する。

○ひとり暮らし高齢者緊急通報体制整備　9,718千円
　緊急時の通報手段を確保するため通報装置を設置
○在宅高齢者生活支援　23,737千円
　軽易な日常作業の支援、住宅改造費の補助（補助対象工事費の見直しによ
り補助対象枠を拡大）、タクシー券の交付（利用制限の撤廃）、日常生活用
具の給付貸与
○寝たきり高齢者生活支援　117千円
　寝具の洗濯乾燥消毒クリーニング、理美容組合店舗からの出張にかかる費
用補助

高齢者福祉サービス基盤整備事業 425,126 千円

高齢者福祉サービス施設等の整備促進のため、社会福祉法人等に対し施設整
備に係る経費等の補助を行う。

○老人福祉施設建設資金借入償還金補助

新設施設内容（平成26年度開設）

4 生活福祉部

【事業目的】 地域福祉課

【事業内容】

○老人福祉施設建設資金借入償還金補助
　老人福祉施設の建設、改築時の借入償還金元利補給　10施設
○介護サービス施設整備補助≪新規≫
　特別養護老人ホームの入所待機者の解消等のため、介護保険事業計画に基
づき新設する介護サービス施設整備への補助
○施設開設準備経費助成≪新規≫
　介護サービス施設を開設するための準備経費に係る補助

施設種別 施設数 1施設あたり定員数

地域密着型特別養護老人ホーム 2施設 　29名（入所定員）

小規模多機能型居宅介護施設 2施設 　 9名（宿泊定員）

障がい者等在宅生活支援事業 165,677 千円

障がい者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営むことが
できるよう支援するため、各種障がい福祉サービスを提供する。

項　目 内　容

相談支援
相談支援事業委託（3事業所）、花巻市地域自立支
援協議会運営委託、相談員の設置

地域生活支援
手話奉仕員養成≪新規≫、日常生活用具給付、日
中一時支援、職親委託等の実施

補助・給付

難聴児補聴器購入助成補助≪新規≫、住宅改造費
の補助（補助対象工事費の見直しにより補助対象
枠を拡大）、タクシー券の交付（利用制限の撤
廃、助成額の見直し）等の実施
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5 健康こども部

【事業目的】 健康づくり課

【事業内容】

6 健康こども部

【事業目的】 健康づくり課

各種健康教室、健康相談等を通して、市民の健康づくりの意識啓発を図る。

【事業内容】

救急医療確保事業 68,264 千円

救急医療を必要とする市民のために、夜間・休日等の救急医療体制の確保・
充実を図る。

項　目 内　容

休日等歯科診療所運営
花巻市歯科医師会に診療業務等を委託し、花巻保
健センター内の休日歯科診療所において日曜及び
休日等に応急診療を実施

在宅当番医制対策
花巻市医師会に委託し、休日における一次救急患
者の医療を確保するため、在宅当番医制事業等を
実施

病院群輪番制運営

休日及び夜間における二次救急患者の医療確保の
ため、岩手中部地域で実施する民間病院群輪番制
参加病院に対し事業運営経費を補助
(総合花巻病院、花巻温泉病院、北上済生会病院)

救急医療確保支援

休日及び夜間における二次救急医療体制の確保を図るた
め、病院群輪番制に参加する民間二次救急告示病院(総
合花巻病院、花巻温泉病院)の輪番当番日以外の医師等
の経費への補助支援(補助額の拡充)

健康教育相談事業 9,666 千円

項　目 内　容

7 生活福祉部

【事業目的】 生活環境課

【事業内容】

市営墓園区画数

項　目 内　容

健康相談
自治公民館等での健康相談、健康手帳の交付、保
健指導が必要な方への家庭訪問等の実施

健康教育
身近な地域での「健康アップ講座」の展開、自殺
予防、保健大学の開催等の実施

墓園管理事業 18,998 千円

市営墓園の整備及び維持管理を行う。

○各墓園の維持管理
　清掃・草刈り・除雪の実施
○区画整備
　松園墓園区画整備の実施　225区画

現在区画 H25整備 H25末区画

松園墓園 897 225 1,122

高木墓園 448 448

石沢墓園 793 793

東和墓園 192 192

計 2,330 225 2,555
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

8 生活福祉部

【事業目的】 生活環境課

【事業内容】

9 建設部

【事業目的】 道路維持課

【事業内容】

10 建設部

【事業目的】 道路建設課

道路維持課
都市整備課

再資源化推進事業 28,673 千円

ごみ減量化のため、再資源化を推進する。

○資源集団回収団体への支援
　自治会等が実施する資源集団回収事業に対する奨励金の交付
○ごみ分別表印刷
　各家庭へ配布する家庭ごみ分別表・カレンダーの作成
○生ごみの堆肥化（大迫地域）
　各家庭で分別された生ごみを回収し、堆肥化施設へ搬入
○不法投棄防止対策
　不法投棄防止看板作成及び設置、不法投棄廃棄物撤去委託
○使用済小型電子機器の回収≪新規≫
　携帯電話、デジタルカメラ等の分別回収の実施

生活道路維持事業 667,111 千円

生活道路の安全安心な通行を確保するため、維持修繕（舗装の打ち換え、
オーバーレイ等）や除排雪を行う。

○道路の維持管理
　・道路施設の点検及び補修、舗装補修
　・冬期の通行確保のため道路除雪
　・街路樹･緑地管理、路面･側溝清掃等

生活道路整備事業 1,173,398 千円

安全で快適に通行できる道路網を構築するため、各コミュニティ地区の土木
施設整備要望に沿って、市道の新設改良、現道舗装、側溝整備を行う。

【事業内容】

○生活道路整備

101路線（うち新規49路線）

11 建設部

【事業目的】 都市整備課

【事業内容】

12 消防本部

【事業目的】 総務課

【事業内容】

新設改良 54路線 現道舗装 28路線 側溝整備 16路線

防雪柵整備 1路線 都市計画道路 1路線 融雪設備 1路線

清水寺上後藤線 上町花城町線 宮沢賢治記念館線

都市施設機能改善事業 63,985 千円

安全で快適に通行できる都市施設環境を利用者へ提供する。

○花巻駅前の利便性向上
　駅前広場バスシェルター設置　3基
○交通広場管理
　駅周辺施設（駐車場･駐輪場等）の整備改修、維持管理

消防団活動活性化事業 37,261 千円

消防団員の装備の充実を図り、地域防災の要となる消防団の自主的ま
た災害時活動の更なる活性化を促進する。

消防演習の実施 訓練成果披露、防災ヘリ展示 等／平成25年6月（予定）
消防団員活動装備 背負い式水のう　188基（更新・再配備）

ヘッドライト　1,859個（新規配備）
雨合羽　1,859着（新規配備）
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

13 消防本部

【事業目的】 総務課

【事業内容】

消防団第16分団第4部（八重畑・滝田）

消防団施設等整備事業 80,342 千円

地域消防力の充実強化を図るため、消火栓維持管理や防火水槽等の計画
的な整備、消防屯所や消防団のポンプ自動車、小型動力ポンプ及び積
載車を計画的に更新整備する。

屯所の整備

消防団車両の整備 消防ポンプ車 消防団第9分団第2部1班（内川目・立石）

小型ポンプ積載車 消防団第15分団第1部（八重畑・関口）

消防団第6分団第3部（太田・下坂井）

小型ポンプ軽積載車 消防団第9分団第2部2班（内川目・鍋屋敷）

消防水利施設の整備 防火水槽 谷内第2行政区

消火栓 市内10基
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３．「人づくり」 地域で育む子育てと教育で心豊かな人づくり

1 政策推進部

【事業目的】 国際交流室

【事業内容】

2 政策推進部

【事業目的】 国際交流室

【事業内容】

3 まちづくり部

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

国際都市推進事業 22,312 千円

花巻市の国際都市化を推進するため、国際都市推進員を活用した環境整備
と、海外への情報発信を行い、異文化理解の促進と国際感覚の醸成を図るた
め、公益財団法人花巻国際交流協会の事業を市民に提供する。

○国際都市推進員の雇用と大連市研修員の受入
　国際都市化の推進のため、情報発信を行う国際都市推進員３名の雇用と大
連市研修員１名の受入を行う。
○公益財団法人花巻国際交流協会補助
　各種国際理解推進事業への補助（多文化サロン、市民語学講座、定住外国
人ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援、定住外国人生活支援、情報提供、関係団体活動支援、国
際フェアINはなまき等）
○国際交流センター運営業務等
○岩手県日墺協会会費、青年海外協力隊を育てる会会費

姉妹都市等交流推進事業 16,186 千円

市民の国際感覚を醸成し、国際交流人口を拡大するため、国際姉妹友好都市
等との相互交流事業を実施する。

○姉妹都市等交流研修事業への補助
　公益財団法人花巻国際交流協会が実施（青少年海外派遣研修、海外青少年
受入交流、市民等受入事業、海外来訪者受入事業等）
○ホットスプリングス市姉妹都市提携20周年記念事業
　公式訪問団旅費、寄贈図書

賢治のまちづくり推進事業 122,850 千円3 まちづくり部

【事業目的】 賢治まちづくり課

【事業内容】

○賢治を学ぶ場づくり

○イベントの開催による交流人口の拡大

賢治のまちづくり推進事業 122,850 千円

交流人口を拡大し、市街地の活性化、産業の振興、芸術文化の振興を図るた
め、花巻市の強みである宮沢賢治を活かしたまちづくりを推進する。

賢治セミナー
市民講座として賢治セミナーを実施。全10回
開催。定員70名

賢治の世界セミナー
市内小中学生・一般を対象に、宮沢賢治作品
をわかりやすく紹介する出前講座等を開催
（30講座程度）

賢治の世界ワークショップ
市内の小中学生を対象に、観察会や演劇によ
る宮沢賢治作品の体験型講座を開催

宮沢賢治賞・イーハトーブ賞
賢治の名において優れた研究・評論・創作・
実践活動を顕彰

賢治研究者による講演会・セ
ミナー

賢治に関する研究成果や創作等の講演会・セ
ミナー・企画展を開催

全国高校生童話大賞
全国の高校生から童話作品を募集し表彰（表
彰式　12/22開催予定）

宮沢賢治生誕祭全国俳句大会
宮沢賢治生誕の日に行う全国俳句大会の開催
経費補助（8/27 開催予定）
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

○賢治の香りあふれるまちの整備

賢治の里花巻で歌う賢治の歌
全国大会

宮沢賢治作品を歌で発表する全国大会の開催
経費補助（9/1 開催予定）

宮沢賢治記念館企画展
｢賢治と光太郎（4月～8月）｣｢平泉と賢治（4
月～9月）｣｢イーハトーヴォ海岸と賢治（10月
～3月）｣をテーマに企画展開催

共同企画展（宮沢賢治記念
館・宮沢賢治イーハトーブ
館）

文化施設の共同企画展。賢治記念館・イーハ
トーブ館では「賢治の叔父 宮沢磯吉」をテー
マに12/1～1/31開催予定

シンポジウム「世界における
宮沢賢治」≪新規≫

海外で注目されている宮沢賢治を改めて顕彰
する機会としてシンポジウムを開催（12/1 開
催予定）

「イーハトーヴ交響曲」花巻
公演≪新規≫

冨田勲作曲の「イーハトーヴ交響曲」の
花巻公演

賢治風のステージ
賢治をテーマとした演劇・音楽等の発表
（8/24 開催予定）

イーハトーブ音楽祭
市内外の音楽家が花巻のまちをステージに演
奏する音楽イベントへの開催経費補助（8/3･4
開催予定）

イーハトーブフォーラム
光と音のページェント(花火）及び賢治のまち
を歩くツーデーマーチ（8/17･18 開催予定）

賢治のイーハトーブまつり
郷土芸能の公演や花巻の方言で聞く賢治童話
の朗読会等を内容としたイベントを開催
（7/27･28開催予定)

賢治ゆかりの地案内板整備≪
新規≫

市内の宮沢賢治ゆかりの地に案内板を整備

○情報発信・ＰＲツールとしての商品開発

新規≫
市内の宮沢賢治ゆかりの地に案内板を整備

新花巻駅～賢治胡四王の森案
内板等整備≪新規≫

宮沢賢治関連施設及びその周辺を「賢治 胡四
王の森」と位置づけ新花巻駅から賢治胡四王
の森間に案内板等を整備

宮沢賢治記念館遊歩道整備≪
新規≫

歩いて宮沢賢治記念館を訪れる観光客の
ために遊歩道を整備

宮沢賢治記念館整備≪新規
≫

宮沢賢治記念館の展示全面改修に向けた設計

賢治の広場運営
観光客の市街地誘導による商店街振興に向け
た「賢治の広場」の運営

賢治カレンダー作成
宮沢賢治ゆかりの地やイベント日程をまとめ
たカレンダーを作成
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

4 健康こども部

【事業目的】 国保医療課

【事業内容】

5 健康こども部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

6 健康こども部

【事業目的】 こども課

乳幼児妊産婦医療費助成事業 109,000 千円

乳幼児及び小学生の児童を持つ保護者、妊産婦及びその配偶者等が安心して
子育てができる環境づくりを図るため、経済的負担を軽減する。

項　目 対　象

乳幼児医療費助成 出生の日から就学前まで

妊産婦医療費助成 妊娠5月に達する月の初日から出産した翌月末まで

小学生医療費助成
≪新規≫

小学生1年生から6年生まで

児童育成支援事業 95,384 千円

児童の放課後をはじめとした安心安全な居場所づくりと地域との交流を促進
し、児童の健全育成を図る。

○放課後児童対策
　学童クラブ事業委託　21か所　≪(仮称)八重畑学童クラブ新設予定≫
　小規模学童クラブへの単独加算（開設日数等）の実施≪新規≫
○放課後子ども教室開設
　開設場所：内川目小学校・亀ヶ森小学校
○こどもフェスティバル開催
　親子ふれあいの場、遊びの場の提供　5月5日予定

児童保育事業 1,766,187 千円

働きながら子育てしている家庭を支援するため、私立保育園での多様な保育
サービスを提供する。

【事業内容】

7 教育部

【事業目的】 就学養育課

【事業内容】

サービスを提供する。

○児童保育運営委託
　通常保育の委託（市内私立保育園19園、市外公立私立保育園）
　保育料の寡婦（夫）控除みなし適用の実施≪新規≫
○多様な保育サービス
　延長保育、一時預かり、病児・病後児保育等の保育サービスの実施
○保育園運営支援
　産休等代替職員費補助、私立保育園運営補助
○矢沢保育園施設整備補助≪新規≫

幼稚園教育環境充実事業 98,092 千円

幼児教育の充実を図るため、幼稚園における教育環境の整備を行う。

○なかよしサポート支援
　発達の差により支援を要する幼児への適切な指導のため、指導教諭を４名
配置する
○幼稚園就園奨励補助
　幼児教育振興のため就園経費の一部を補助する
　寡婦(夫)控除みなし適用の実施(公立幼稚園の保育料含む)≪新規≫
○私学運営補助
　私立幼稚園７園の運営、及び預かり保育事業に補助する
○幼稚園維持修繕
　公立幼稚園の環境維持のため、必要な改修工事を行う(土沢幼稚園屋根塗
装)
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

8 教育部

【事業目的】 就学養育課

【事業内容】

9 ニコニコ交流事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 就学養育課

【事業内容】

10 教育部

【事業目的】 小中学校課

複式学級に在籍する児童に、集団で行う実技教科を適正な人数で体験させる。

【事業内容】

保育所保育環境充実事業 15,200 千円

公立保育園の安心・安全な保育環境を保つため、保育環境整備及び計画的な
維持管理を行う。

○公立保育園環境整備
　施設の改修、修繕（湯本保育園給水管、湯口保育園床改修、成島保育園屋
根・外壁塗装）
○２歳児保育室エアコン整備≪新規≫
　夏季の体調管理のため、すべての公立保育園の２歳児保育室にエアコンを
整備する。

250 千円

就学前に集団遊び等を経験させる機会を設けることで、小学校へのスムーズ
な接続を図る。

○他園保育園児との交流会開催
　少人数の環境にある保育園と、同地域内の他園保育園児との集団遊び等を
実施する交流会を２園で開催する。

まなび交流学習事業 ≪新規≫ 300 千円

○まなび交流学習
　複式学級のある小規模校の児童と中規模校の児童が、音楽、体育、総合的

11 教育部

【事業目的】 教育企画課

【事業内容】

　複式学級のある小規模校の児童と中規模校の児童が、音楽、体育、総合的
な学習の時間等の交流を行う。

小学校施設維持事業 89,500 千円

良好な学習環境と安全･安心な学校運営を図るため、施設の維持管理･長寿
命化を図る。

○施設の通常修繕
○病害虫（ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ等）の防除
○校庭、駐車場への補修資材（砂、砕石）の購入
○トイレ洋式化（小学校高学年トイレの和式便器を洋式便器へ交換、13校）
○小学校施設長寿命化
　・八幡小学校プール改修
　・老朽化している屋外キュービクル（受変電設備）の更新（２校）≪新規
≫
　・教職員の執務環境の改善や体調を崩した児童に対応するため、職員室、
保健室にエアコンを設置（２校）≪新規≫
○非構造部材耐震化事業調査≪新規≫
　外装材、内装材、天井材、照明器具、窓ガラス等の非構造部材の耐震調査
（18校）
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

12 教育部

【事業目的】 教育企画課

【事業内容】

13 まちづくり部

【事業目的】 生涯学習課

学習機会と発表の場の提供により、市民の生涯学習への取り組みを支援する。

【事業内容】

中学校施設維持事業 31,500 千円

良好な学習環境と安全･安心な学校運営を図るため、施設の維持管理･長寿
命化を図る。

○施設の通常修繕
○病害虫（ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ等）の防除
○校庭、駐車場への補修資材（砂、砕石）の購入
○中学校施設長寿命化
　・老朽化している屋外キュービクル（受変電設備）の更新（２校）≪新規
≫
　・教職員の執務環境の改善や体調を崩した生徒に対応するため、職員室、
保健室にエアコンを設置（２校）≪新規≫
○非構造部材耐震化事業調査≪新規≫
　外装材、内装材、天井材、照明器具、窓ガラス等、非構造部材の耐震調査
（７校）

生涯学習活動支援事業 37,592 千円

○各種講座開催
　富士大学花巻市民セミナー、高齢者学級、女性学級、振興センター生涯学
習、市民講座、生涯学習講師派遣、ふれあい出前講座
○生涯学習フェア
　生涯学習の成果発表の場として生涯学習フェアを開催
○学習資源公共施設活用推進
　学習資源検索システムの構築、まなびキャンパスカードを発行
○視聴覚教育

14 まちづくり部

【事業目的】 生涯学習課

【事業内容】

15 まちづくり部

【事業目的】 賢治まちづくり課

【事業内容】

　視聴覚教育の相談及び機材の貸出、16ミリ映写機操作講習会、16ミリ映写
機保守点検、図書館子供映画会開催、夏・冬休み子供映画会、休日ほっと映
画会

（仮称）花巻中央図書館整備事業≪新規≫ 39,300 千円

生涯学習の中核施設として市民ニーズに的確に対応できる図書館機能とサー
ビスの充実をはかるため施設整備を行う。

○（仮称）花巻中央図書館整備基本計画、基本設計の作成

高村光太郎記念館整備事業≪新規≫ 14,474 千円

高村光太郎に関する資料の収集、保存及び展示を行い、文化の向上を図ると
ともに地域振興の推進に寄与するため、高村光太郎記念館を整備する。

○花巻市高村光太郎記念館整備
　現在の「花巻歴史民俗資料館」を新たに「高村光太郎記念館」として整備
し、国内唯一の高村光太郎記念館としての存在価値を高める。
・実施設計業務、資料展示業務
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

16 競技スポーツ支援事業 まちづくり部

【事業目的】 スポーツ振興課

地元選手の競技力向上と底辺拡大の推進のため、大会出場者の支援を行う。

【事業内容】

17 スポーツ大会・合宿誘致推進事業 まちづくり部

【事業目的】 スポーツ振興課

【事業内容】

25,710 千円

○全国体育大会等出場支援
　全国等のスポーツ大会に出場するチーム・選手等に対する経費の補助

○スポーツ大会開催支援
　スポーツ大会開催にかかる負担金・補助金の交付
　　レディース駅伝
　　（仮称）イーハトーブ花巻ハーフマラソン大会≪新規≫
　　岩手県高校駅伝
　　ふれあいソフトボール（高校女子招待）
　　早起き野球リーグ
　　第21回全日本マスターズハンドボール大会≪新規≫
○専門の競技指導者及び選手の養成・確保
　競技スポーツ推進事業補助
  国体開催予定4種目の指導者養成（サッカー、ハンドボール、バレーボー
ル、ソフトボール）
　競技スポーツ講習会・教室の開催

9,495 千円

大規模なスポーツ大会やスポーツ合宿の誘致を推進し、交流人口の拡大と地
域経済効果及び競技力の向上を図る。

○コンベンションビューロー負担金
　大会誘致・支援活動
　スポーツイベント招致、観戦支援
　　(BJリーグ、楽天、ハンドボール）
○㈶花巻市体育協会スポーツ大会・合宿誘致推進事業補助金

18 第71回国民体育大会等開催事業≪新規≫ まちづくり部

【事業目的】 スポーツ振興課

【事業内容】

※　国体終了後に、第16回全国障がい者スポーツ大会を開催する予定。
※　国体前年（平成27年）には、リハーサル大会を開催。

○㈶花巻市体育協会スポーツ大会・合宿誘致推進事業補助金

14,150 千円

平成28年度に開催される第71回国民体育大会の準備を進めるため、実行委員
会を組織し、推進体制を構築する。

○第71回国民体育大会の推進
　平成25年度活動概要
　・国体推進室の設置
　・花巻市実行委員会の設立
　・国体基本方針の策定
　・国体開催に係る各種計画の策定
　花巻開催種目9競技1行事（正式・特別競技7、公開競技2、デモンストレー
ションスポーツ1）

種目 種別 会場

正式

サッカー 成年男子 花巻市スポーツキャンプむら
ボート 全種別 田瀬湖ボート場

バレーボール
少年男子

花巻市総合体育館
少年女子

ハンドボール 全種別
花巻市総合体育館
花巻市民体育館
富士大学スポーツセンター

ソフトボール
成年男子

石鳥谷ふれあい運動公園成年女子
少年女子

クレー射撃 全種別 花巻市クレー射撃場
特別 硬式 高等学校野球 全種別 花巻球場

公開
ゲートボール 日居城野陸上競技場
綱引 花巻市総合体育館

デモスポ リレーション3 東和ふれあい広場
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

19 スポーツ施設環境整備事業 まちづくり部

【事業目的】 スポーツ振興課

【事業内容】

338,934 千円

スポーツ施設の効果的な利用環境を整えるため、計画的な施設の改修や整備
を図る。

○石鳥谷ふれあい運動公園の整備
　グラウンド整備　67,000㎡
　備品収納庫整備　1棟
　競技用備品一式
○スポーツキャンプむらの整備
　メイングラウンド人工芝整備
○花巻球場の整備
　バックスクリーン・ラバーフェンス塗装
○花巻クレー射撃場の整備
　敷地雨水排水改修
　電光掲示板整備　4台
○ストリートスポーツ施設の整備
　スケートボード場整備（日居城野運動公園）
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４．「地域」 都市内分権構築で市民参画・協働の結い社会

1 まちづくり部

【事業目的】 地域づくり課

 

【事業内容】

2 まちづくり部

【事業目的】 地域づくり課

【事業内容】

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

地域コミュニティ推進事業 201,720 千円

○花北振興センター外構工事及び旧センター解体
○花巻中央振興センター用地取得及び施設改修
○湯本振興センター駐車場用地取得
○谷内振興センター基本設計
○耐震診断
　昭和56年以前に建築した耐震診断未実施施設の耐震診断　9センター（花
南、湯本、矢沢、宮野目、太田、笹間、亀ヶ森、浮田、田瀬）

住民による自主的な地域づくり活動の推進及び地域課題解決のため地域づく
り交付金を交付する。
市民のまちづくりに対する参画意識の高揚と気運の醸成を図るため、地域づ
くりへの参画を促すイベントを開催する。

○コミュニティ会議活動支援
　地域づくり交付金により地域課題解決等の取り組みを支援
　（交付金の配分基準：均等割50％、世帯割35％、面積割15％）
○地域元気フェスティバル
　スポーツ交流大会の開催を通じ地域づくりへの参画を促進

振興センター等整備事業 170,920 千円

コミュニティ活動の拠点施設であるとともに、生涯学習の場である振興セン
ターの利便性、安全性を向上させるため、施設の整備を行う。
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42,610,30542,610,30542,610,30542,610,305 千円千円千円千円 43,535,20643,535,20643,535,20643,535,206 千円千円千円千円

伸び率 △ 2.1 ％ △ 3.4 ％
一般歳出
（公債費を除いた額） △ 1.5 ％ △ 4.0 ％

市税 3.1 ％ △ 0.8 ％

地方交付税 △ 2.0 ％ 0.6 ％

国庫支出金 △ 4.1 ％ △ 1.9 ％

県支出金 △ 12.1 ％ 9.9 ％

市債 △ 4.2 ％ △ 26.4 ％

31.6 ％ 30.5 ％

71.5 ％ 69.1 ％

歳入（伸び率）

自主財源比率

一般財源比率

市債依存度

主　要　財　政　指　標

区　　　　　分 平成２５年度 平成２４年度

財政規模

※2

※3

※1

8.2 ％ 8.4 ％

人件費 △ 0.8 ％ △ 3.7 ％

公債費 △ 5.6 ％ 0.3 ％

普通建設事業費 0.4 ％ △ 33.5 ％

　うち単独分 △ 0.1 ％ △ 37.5 ％

13.213.213.213.2 ％％％％ 14.614.614.614.6 ％％％％

市債残高（年度末見込） 54,977,72154,977,72154,977,72154,977,721 千円千円千円千円 56,852,19656,852,19656,852,19656,852,196 千円千円千円千円

542 千円 561 千円

※1　自主財源とは、市税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入の合計で

　　 ある。

※2　一般財源とは、市税～交安交付金の合計に臨時財政対策債を加えた金額である。

※3　市債依存度とは、歳入総額に占める市債の割合である。

※4　市債残高の年度末見込みは、当初予算編成時における見込み数値である。

※5　市民一人当たり残高は、平成25年１月末現在の住民登録人口 101,359人により算出した金額である。

市民一人当たり残高

市債依存度

歳出（伸び率）

実質公債費比率

※3

※5

※4

－21－


