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１．予算編成の基本方針と予算概要 
 
□ 平成２７年度の予算編成は、花巻市まちづくり総合計画に掲げる将来都市像の実現に

向けて、第１期中期プランに掲げる各種施策の事業化に努めるとともに、４つの重点戦

略として設定した「①人口減少対策」、「②市街地の再生」、「③交流人口の拡大」及び「④

防災力の強化」に関する事業を可能な限り盛り込んで編成しました。 

□ また、来年度は、第７１回国民体育大会冬季大会及びリハーサル大会の開催をはじめ、

大迫中学校の校舎改築、八重畑学童クラブ、谷内振興センター、イーハトーブ養育セン

ターや消防団施設などの各種ハード整備に要する事業費、マイナンバー制度への対応や

立地適正化計画の策定などに要する経費を措置したほか、国の制度への対応に伴う多面

的機能支払交付金や農地集積協力金などの大幅な事業費の増額を見込みました。 

□ これにより、平成２７年度の一般会計当初予算（案）は、平成１８年の新市誕生以降

最大規模となる「４６４億２０７万円」で、前年度当初予算比「２５億２，６２０万円

の増」、伸び率で「５．８％増」、また、新たな施策を肉付けした６月補正後予算比でも

「２２億４，４７４万円の増」、伸び率で「５．1％増」の積極型予算として編成したと

ころです。 

□ さらに、国の平成２６年度補正予算等に対応し、湯口中学校校舎改築事業や農畜産業

生産施設整備への補助事業をはじめ、地域経済対策及び喫緊の課題である人口減少対策

を主とした花巻ならではの地方創生に関連する新規・拡充の１９事業、さらには生活道

路１８路線の整備等について、事業効果の早期発現を図るため平成２６年度補正予算

（案）へ「１５億５，９００万円」を前倒して措置し、当初予算と一体で予算編成を行

いました。 

□ 結果、平成２６年度３月補正予算（案）に前倒しを行った事業費と合わせた平成２７

年度の実質的な予算規模は、「４７９億６，１０７万円」となったところです。 

 

 

２． 主な取り組み（平成２６年度３月補正予算計上事業を含む） 
 
〔４つの重点施策に関する主な事業等〕 

① 人口減少対策 83 億 781 万円（うち平成 26 年度前倒し 4 億 4,856 万円） 

・ 花巻版地方創生の実現に向けて、「総合戦略」と「人口ビジョン」を策定します。 

・ ＵＪＩターン者が市内事業所へ正社員として就業する場合に、本人並びに雇用者に

対し奨励金を交付します。 

・ 子育て世帯のＵＪＩターン者が住宅を取得する場合に、経費の一部を助成します。 

・ 新規就農者等に対し、生産資材購入や農地賃借料への助成を行うなど、就農しやす

い環境を整備します。 

・ 雇用環境の充実に向けて、ジョブカフェはなまきの支援体制強化及び新たな工業・

流通団地整備に向けて実施計画等を策定します。 

・ 第３子以降の保育料の負担軽減を図るとともに、３歳以上の未就学児の医療費及び

こどものためのインフルエンザ予防接種費用の負担軽減を拡充します。 

 ② 市街地の再生 13 億 7,506 万円（うち平成 26 年度前倒し 4 億 6,840 万円） 

・ 人口減少社会に対応可能な住みよいまちの形成に向けて、立地適正化計画を策定し

既存の都市計画区域と組み合わせて居住密度を高めていく「居住誘導区域」と、その

中でも特にまち全体として必要な機能の維持と新規立地を促す「都市機能誘導区域」

を定めます。 

・ 立地適正化計画に位置付ける公共施設等の整備に向けて、民間の意欲や発想、能力
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を活用し公民が一体となって取り組む指針として公民連携基本計画を策定します。 

 

 

 ③ 交流人口の拡大 26 億 9,054 万円（うち平成 26 年度前倒し 2 億 1,817 万円） 

  ・ 平成２７年春にリニューアルオープンする宮沢賢治記念館及び高村光太郎記念館に

ついて、情報発信や企画展示事業を行いさらなる誘客を図ります。 

・ 冬期間の花巻温泉郷への誘客を図るため、市内温泉宿泊施設と連携しながら各種特

典付きキャンペーンを展開するなど、花巻温泉郷の魅力発信を支援します。 

・ オーストリア国ベルンドルフ市との国際友好都市提携５０周年を記念し、記念式典

及び記念誌の発行等を行います。 

  ・ 本市の花であるハヤチネウスユキソウが、早池峰山の固有種として誕生し８０年を

迎えることから、その保護と市民の理解を深めるため記念行事を開催します。 

・ 第７１回国民体育大会冬季大会及びリハーサル大会の開催を支援するとともに、石

鳥谷アイスアリーナのフロアーリンク冷却管改修工事など、国体関連施設を改修整備

します。 

④ 防災力の強化 40 億 5,362 万円（うち平成 26 年度前倒し 8 億 1,099 万円） 

 ・ 災害発生時における住民の安全確保と迅速な避難のため、浸水想定区域や土砂災害

警戒区域等の危険箇所、避難場所等を掲載したハザードマップを作成し全世帯に配布

します。 

・ 防災ラジオを１千台購入し、自主防災組織や土砂災害危険箇所の世帯等に貸与しま

す。 

  ・ 平成２６年度に引き続き消防救急デジタル無線を整備するとともに、消防団組織へ

の連絡体制を強化するためデジタル簡易無線登録局を整備します。 

〔このほかの主な事業〕 

・ 市の基幹産業である農業の支援のため、平成２６年度に引き続き土壌改良資材の購

入費用を助成するほか、米価下落対策として、肥料・農薬購入経費を助成し、農家の

負担を軽減します。 

・ 市が所有する公共施設等の現状把握や将来見通しの分析を行い、その管理の基本的

な方針を定めるため、公共施設等総合管理計画の策定に着手します。 

・ 老朽化、狭隘化しているイーハトーブ養育センターについて、施設整備に係る基本

設計等を行います。 

・ コミュニティ活動の拠点性を高めるため、谷内振興センターを整備します。 

  ・ 大迫中学校の改築整備に向けて、基本設計及び実施設計等を行います。 

・ 都市部の人材を地域おこし協力隊として最大５名採用し、花巻、大迫、石鳥谷、東

和の各地域において、中心市街地活性化や農業等の活動への従事に加えて、地域活性

化に向けた取り組みや情報発信等を行っていただき、地域力の維持・強化を図ります。   

 

 

３．主な財政指標 
□ 地方債残高（平成２７年度末見込み） ５３８億８，６９４万円 

□ 実質公債費比率           １１．２％ 

 



■ 一般会計予算
（単位：千円）

平成27年度 46,402,071

平成26年度 43,875,876

※歳入予算の市債のうち「臨時財政対策債」1,690,900千円は、一般財源に含まれる。

（参考）
（単位：千円）

平成26年度
への前倒し

(1,559,001)

平成27年度
＋平成26年度
　への前倒し

(47,961,072)

■ 全会計予算額
（単位：千円）

増減率

% 

5.8

10.7

1.6

2.7

134.3

3.0

△ 1.0

5.8合　　　　　　　　　計

9,616,411

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

11,332,653

介護保険特別会計

農業集落排水等汚水処理
事業特別会計

公設地方卸売市場事業特別
会計

下水道事業特別会計 116,804

1,627,113

43,875,876

9,879,682

2,526,195一般会計

75,340,141 71,240,945

△ 15,558

83,384

4,099,196

145,475 62,091

4,054,236 3,937,432

平成２７年度 花巻市当初予算

31,279,399

30,703,207

※ 地 方 債 そ の 他

10,238,510

財　　  源　  　内　  　訳
国庫支出金 県支出金 ※ 地 方 債

A-B A 

平 成 26 年 度

46,402,071

(2,663,870) (31,434,471)

※国の地域住民生活等緊急支援のための交付金への対応などにより、平成26年度予算に1,559,001千円を前倒し計
上している。
　平成26年度予算への前倒し計上分を含めた実質的な平成27年度当初予算額は47,961,072千円である。
　前倒しする事業…湯口中学校校舎改築（国の補正予算対応）、生産施設等整備（国の補正予算対応）、
　　　　　　　　　地域消費喚起（国の交付金対応）、乳幼児医療費助成（国の交付金対応）、
　　　　　　　　　生活道路整備（過疎対策事業債の追加配分）ほか

(426,190) (281,739)

そ の 他 一般財源

予 算 額区    分
財　　  源　  　内　  　訳

5,374,262

2,864,859 2,333,600

2,663,8702,656,900

区    分 予 算 額

(0) (155,072)

(5,800,452) (4,709,379) (3,352,900)

(696,000)

263,271

B 

1,611,555

国庫支出金 県支出金

3,416,0734,558,137

4,427,640

平 成 27 年 度 増  減  額

一般財源

1,094,143

30,9571,914,469 1,883,512
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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 10,921,808 23.5 10,858,545 24.8 63,263 0.6

2 地方譲与税 777,700 1.7 818,800 1.9 △ 41,100 △ 5.0

3 利子割交付金 15,300 0.0 17,100 0.0 △ 1,800 △ 10.5

4 配当割交付金 16,100 0.0 13,500 0.0 2,600 19.3

5 株式等譲渡所得割交付金 7,700 0.0 2,500 0.0 5,200 208.0

6 地方消費税交付金 1,572,900 3.4 1,045,100 2.4 527,800 50.5

7 ゴルフ場利用税交付金 13,600 0.0 14,800 0.0 △ 1,200 △ 8.1

8 自動車取得税交付金 111,400 0.2 97,500 0.2 13,900 14.3

9 地方特例交付金 28,400 0.1 32,700 0.1 △ 4,300 △ 13.1

10 地方交付税 15,430,000 33.3 15,730,000 35.9 △ 300,000 △ 1.9

11 交通安全対策特別交付金 11,800 0.0 14,800 0.0 △ 3,000 △ 20.3

12 分担金及び負担金 602,011 1.3 599,047 1.4 2,964 0.5

13 使用料及び手数料 766,635 1.7 828,367 1.9 △ 61,732 △ 7.5

14 国庫支出金 5,374,262 11.6 4,558,137 10.4 816,125 17.9

15 県支出金 4,427,640 9.6 2,864,859 6.5 1,562,781 54.6

16 財産収入 49,980 0.1 58,852 0.1 △ 8,872 △ 15.1

17 寄附金 15,001 0.0 2 0.0 14,999 749,950.0

18 繰入金 571,790 1.2 788,716 1.8 △ 216,926 △ 27.5

19 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

20 諸収入 1,340,243 2.9 1,337,050 3.0 3,193 0.2

21 市債 4,347,800 9.4 4,195,500 9.6 152,300 3.6

46,402,071 100.0 43,875,876 100.0 2,526,195 5.8合　　　　計

科　　　　　目

平成２７年度 花巻市一般会計

平成26年度平成27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 299,269 0.6 323,568 0.6 △ 24,299 △ 7.5

2 総務費 5,525,092 11.9 5,163,458 11.8 361,634 7.0

3 民生費 13,210,961 28.5 12,807,605 29.2 403,356 3.1

4 衛生費 2,929,536 6.3 3,188,057 7.3 △ 258,521 △ 8.1

5 労働費 189,156 0.4 181,572 0.4 7,584 4.2

6 農林水産業費 4,253,911 9.2 2,572,998 5.9 1,680,913 65.3

7 商工費 1,940,318 4.2 1,740,466 4.0 199,852 11.5

8 土木費 5,028,883 10.8 5,003,043 11.4 25,840 0.5

9 消防費 2,026,231 4.4 2,179,632 5.0 △ 153,401 △ 7.0

10 教育費 5,006,401 10.8 4,743,983 10.8 262,418 5.5

11 災害復旧費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

12 公債費 5,950,312 12.8 5,929,493 13.5 20,819 0.4

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

46,402,071 100.0 43,875,876 100.0 2,526,195 5.8合計（目的別）

科　　　　　目
平成26年度平成27年度
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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 7,881,539 17.0 7,742,084 17.7 139,455 1.8

扶助費 7,897,208 17.0 7,684,037 17.5 213,171 2.8

公債費 5,950,095 12.8 5,929,136 13.5 20,959 0.4

21,728,842 46.8 21,355,257 48.7 373,585 1.7

普通建設事業費 4,588,420 9.9 4,340,282 9.9 248,138 5.7

うち補助事業費 1,997,372 4.3 1,136,619 2.6 860,753 75.7

うち単独事業費 2,591,048 5.6 3,203,663 7.3 △ 612,615 △ 19.1

災害復旧事業費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

4,590,420 9.9 4,342,282 9.9 248,138 5.7

物件費 6,755,803 14.6 6,311,315 14.4 444,488 7.0

維持補修費 1,033,134 2.2 1,005,627 2.3 27,507 2.7

補助費等 5,071,866 10.9 3,606,697 8.2 1,465,169 40.6

積立金 447,126 1.0 437,571 1.0 9,555 2.2

投資及び出資貸付金 1,155,525 2.5 1,168,057 2.6 △ 12,532 △ 1.1

繰出金 5,579,355 12.0 5,609,070 12.8 △ 29,715 △ 0.5

予備費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

20,082,809 43.3 18,178,337 41.4 1,904,472 10.5

46,402,071 100.0 43,875,876 100.0 2,526,195 5.8

平成26年度平成27年度

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

科　　　　　目

合計（性質別）

計

計

計

そ
の
他
の
経
費
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１．「しごと」 仕事いっぱい、雇用がいっぱい、活力に満ちたまち

1 就労支援事業 商工観光部

商工労政課
【事業目的】

【事業内容】

2 担い手育成支援事業 農林部

農政課
【事業目的】

【事業内容】

平成２７年度　当初予算　主要事業

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

12,046 千円

（平成26年度前倒し 30,692千円）

雇用の安定のため、若年者や高齢者等の求職者支援を行う。

○シルバー人材センター支援
　花巻市シルバー人材センター事業補助金
○花巻雇用開発協会支援
　花巻雇用開発協会負担金

（平成26年度前倒し）
○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
　＜ジョブカフェはなまきの概要＞
　対象：原則として35歳未満の若年層の求職者
　内容：キャリアカウンセリング（就職相談）、面接対策、
　　　　履歴書記載指導、セミナー等
　相談員：キャリアカウンセラー（常勤3人）
○既学卒者等就業奨励金≪新規≫
　Ｕターン、Ｉターンの求職者を正社員として新規雇用した事業所及び雇用対象者
に奨励金を交付

35,479 千円

（平成26年度前倒し 4,798千円）

地域農業の担い手となる農業者や新規就農者、集落営農組織の育成を図る。

○人・農地プラン作成事業
　人・農地プランの見直しを行い、担い手や農地の集積情報を充実
○農業経営法人化等支援事業
　複数経営体による農業経営の法人化等に係る経費を負担
○認定農業者協議会運営支援
　担い手農業者を対象として研修会、情報提供、国の農業制度への加入の促進
○トータルアドバイザー設置
　認定農業者の掘り起しと経営改善計画の作成支援、達成に向けた指導を行うトー
タルアドバイザー(6人)の設置に係る経費
○新規就農者の育成確保
　青年就農給付金の交付

（平成26年度前倒し）
○新規就農者支援事業≪新規≫
　新農業人フェア等への参加による花巻市への就農促進、就農した際の農地の賃借
料や生産資材等の経費の一部を補助、新規就農者の研修を受入れした指導者への謝
礼
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

3 農地有効活用事業 農林部

【事業目的】 地域農業推進室

【事業内容】

4 生産施設等整備事業 農林部

農政課
【事業目的】

【事業内容】

5 家畜防疫対策事業≪新規≫ 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

（平成26年度前倒し 252,347千円）

○いわて地域農業マスタープラン実践支援
　認定農業者や集落営農組織等が行う基盤整備、生産機械等の導入に対する補助
13件
○経営体育成支援
　地域農業マスタープランに位置付けられた中心経営体が行う機械、施設の導入に
対する支援　1件
○強い農業づくり交付金
　農畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化及び食品流通の合理化等、地域に
おける生産から流通・消費までの対策にかかる支援　1件

（平成26年度前倒し）
○経営体育成支援
　地域農業マスタープランに位置付けられた中心経営体が行う機械、施設の導入に
対する支援　5件
○畜産競争力強化緊急整備
　農畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化及び食品流通の合理化等、地域に
おける生産から流通・消費までの対策にかかる支援　2件

480 千円

牛呼吸器病及び牛ウイルス性下痢・粘膜病の予防及びまん延防止のため、花巻市内
の肉用繁殖牛及び乳用牛にワクチンを接種した経費に対して、一部補助する。

○家畜防疫対策事業補助金
　花巻市内の肉用繁殖牛及び乳用牛に6種混合ワクチンを接種した場合に補助
　接種頭数　2,400頭

農地の利用調整と効率的な営農を進め、農地の有効活用を図る。

○機構集積協力金交付事業
　農地中間管理機構を活用し農地集積に取り組んだ地域や個人に対し協力金を交付
・地域集積協力金
　対象：地域
　卖価：貸付割合に応じ20千円、28千円、36千円/10a
・経営転換協力金
　対象：個人
　卖価：貸付面積に応じ300千円、500千円、700千円
・耕作者集積協力金
　対象：個人
　卖価：20千円/10a
○農地中間管理事業事務推進費
　農地中間管理機構が行う担い手への農地集積を目的とした業務の一部を受託
○花巻農業振興公社運営支援
　農地中間管理機構と連携した農地の利用調整事業等に係る経費を負担

429,508 千円

花巻市の農業を担う認定農業者や集落営農組織等の経営の複合化・多角化、基盤強
化、産地拡大、６次産業化を推進する生産施設等の整備に対して補助を行う。

451,191 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

6 花巻米生産確立支援事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

7 水田営農継続緊急支援事業≪新規≫ 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

8 森林整備事業 農林部

【事業目的】 農村林務課

【事業内容】

9 企業誘致推進事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課
企業立地推進室

【事業内容】
○企業誘致活動
　企業情報の収集・訪問活動及び市企業誘致促進協議会等への参画による誘致活動
の展開
○工業用地等環境整備
　工業団地の除草、緑地保全等の実施
○立地企業支援
　工業団地等に立地する企業への支援のための補助
○賃貸工場管理運営

○森林整備
　市有林の保育（下刈り、除間伐等）　対象面積50ha
○民有林保全対策
　私有林において実施する除間伐等の嵩上げ補助
○森林整備活動支援交付
　森林施業の実施に不可欠な作業に対しての交付金　対象面積200ha
○林道整備計画調査≪新規≫
　林道整備の計画路線の現地調査等
○市有林基本調査≪新規≫
　市有林の活用を図るための現況調査等

172,876 千円

雇用の拡大と地域経済の振興を図るため、工業団地等への優良企業誘致を進めると
ともに、既立地企業の快適な企業活動、事業拡大を誘導する。

民有林（市有林・私有林）の多面的機能を維持増進するため、良好な森林資源を確
保する。

千円

52,791 千円

花巻米の産地化を進めるとともに農業経営の安定化を図る。

○花巻米の産地確立支援
　米政策の見直しによる減収の影響を受ける主食用米の生産者に対し、生産意欲の
高揚と花巻米の産地を確立するため、ケイ酸を含む土壌改良資材費の一部を助成
（米の直接支払交付金対象水田にケイ酸を含む土壌改良資材の購入経費4,000円（税
抜）/10aの3/10を補助する事業実施主体に対し、経費の2/3を補助）

（平成26年度補正予算 98,970千円）

米価下落による減収の影響を受ける主食用米の生産者に対し、影響緩和策として肥
料や農薬の購入経費に対する支援を行い、生産意欲の減退を防ぐとともに農業経営
の安定化を図る。

○生産資材（肥料・農薬）購入経費補助
　補助対象者　　認定方針作成者
　補助対象面積　米の直接支払い対象面積を上限
　補助単価　　　肥料：　500円/10a（1袋200円×2.5袋/10a）
　　　　　　　　農薬：1,000円/10a（1袋500円×2袋/10a）

20,826
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

10 工業・流通団地整備事業 商工観光部

【事業目的】 企業立地推進室

【事業内容】

11 商店街賑わい再生戦略事業≪新規≫ 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

12 広域観光推進事業 商工観光部

観光課
【事業目的】

【事業内容】

13 観光情報発信事業 商工観光部

【事業目的】 観光課

【事業内容】

商業形態の多様化を図り魅力ある商店街とするため、商業団体等が自ら取り組む事
業性のある事業への支援を行う。

○事業の掘り起こし
　専門家による商店街関係者を対象としたセミナー・ワークショップの開催
○商店街賑わい再生戦略事業補助
　商店街等が実施する、事業性、継続性のある事業を継続的に支援

5,700 千円

（平成26年度前倒し 1,000千円）

○（一社）花巻観光協会への運営支援
　（一社）花巻観光協会が実施する旅行博や観光キャンペーン等の観光誘客と、ポ
スター・パンフレット・テレビ・新聞・ホームページ等を利用した観光宣伝に対す
る支援
○イーハトーブ大使によるＰＲ
　イーハトーブ大使による主要都市における観光宣伝
○国際観光誘致促進事業の支援
　各商談会への参加、台湾人観光客の誘致、外国人向けパンフレットの作製、外国
人受入研修会の開催等に対する支援
○関係団体負担金
　いわて観光キャンペーン推進協議会、（公財）岩手県観光協会、北東北国際観光
テーマ地区推進協議会、東北都市観光協議会、田瀬湖利用関係機関連絡会議、温泉
所在都市協議会への負担金交付
○イーハトーブ大使・在京花巻ふるさと会との意見交換会
　イーハトーブ大使や在京人会の方々と、現状報告及び情報収集のための意見交換
会の開催
○観光パンフレット等作製
○花巻温泉郷利用促進キャンペーンの支援≪新規≫
　（一社）花巻観光協会が実施する冬期間の温泉郷誘客促進事業への支援

55,080

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。

千円

今後、市内への新たな企業誘致を行う際に必要な用地が不足することが想定される
ため、将来を見据えた工業・流通団地の拡充を図る。

○工業・流通団地整備の実施計画の策定等
　用地選定を踏まえた実施計画の策定及び法的手続き等の実施

1,508 千円

市内への誘客を促進するため、広域的に観光地と連携した事業を展開する。

○イーハトーブ周遊観光促進支援
　花巻・遠野・平泉・釜石の観光素材を連携させた特典付きツアー「いわてクラ
シック街道」の実施への支援
○いわてまるごと肉フェスタ開催支援
　県单広域エリアが連携して開催する「いわてまるごと肉フェスタ2015」の実施へ
の支援
○釜石線沿線活性化事業支援
　釜石線沿線の自治体等が連携して、ＳＬ銀河の運行を軸とした観光ＰＲを行う釜
石線沿線活性化委員会への負担金

（平成26年度前倒し）
○産業観光パンフレットの作製
　近隣市町と連携した広域的な産業観光パンフレットの作製

45,342 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

14 優良乳用牛確保対策事業≪新規≫ 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

15 畜産基盤強化対策事業≪新規≫ 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

16 地域消費喚起事業≪新規≫ 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】
○プレミアム付商品券の発行・販売
　プレミアムを2割上乗せし、1冊（1,000円×12枚）を1万円で販売

優良な後継牛を効率的に確保するため、酪農家が実施する乳用牛の雌雄判別精液利
用に対して一部補助する。

○優良乳用牛確保対策事業補助金
　雌雄性判別精液を利用した場合に、定額で一部補助
　対象頭数　ホルスタイン種　　延べ200頭
　　　　　　ブラウンスイス種　延べ40頭

（平成26年度前倒し 1,350千円）

生産基盤強化を図るため、簡易畜舎、畜舎の付帯設備に関連する新築並びに増築、
低コスト生産機械の導入及び電気牧柵設置に対して一部補助する。

○畜産基盤強化対策事業補助金
　簡易畜舎及び付帯施設整備　2棟
　低コスト機械整備　4台
　電気牧柵設置　3箇所

（平成26年度前倒し 720千円）

（平成26年度前倒し 236,994千円）

地域住民生活等緊急支援のための交付金事業を活用し、当市の消費喚起を目的とし
たプレミアム付商品券を発行し販売する。
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２．「暮らし」 自然豊かな地域で共に支え、誰もが安心して、いきいきと快適に暮らすまち

1 公共交通確保対策事業 建設部

都市政策課
【事業目的】

【事業内容】

2 避難対策事業≪新規≫ 総合政策部

【事業目的】 防災危機管理課

【事業内容】

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

103,411 千円

（平成26年度前倒し 4,502千円）

快適で便利かつ持続可能な公共交通サービスを提供するため、コミュニティバス等
を運行する。

○バス運行業務等委託

項　　目 内　　容

市営バス
東和地域を運行する市営バスの運転業務委託・公金収納
事務委託等（5路線　小山田線・山の神線・浮田線・中
内線・田瀬線）

大迫公共施設連絡バス
大迫地域内の公共施設や医療機関等を循環するバスの運
行業務委託（平日1便）

○バス等運行事業補助

項　　目 内　　容

市街地循環バスふくろう号
公共施設、医療機関及び市街地を循環するバス（ふくろ
う号）の運行に要する補助金（毎日10便）

県立中部病院連絡バス
大迫地域から県立中部病院までの直通バスとして、大
迫・花巻地域間連絡バスをＪＲ花巻駅から延伸するバス
の運行に要する補助金（平日4往復）

予約乗合タクシー
公共交通不便地域の解消と、利便性の向上、運行の効率
化を目的に実施している予約乗合タクシーの運行に要す
る補助金

広域生活路線バス等
市内を運行している民間事業者の路線バスのうち、不採
算路線の運行維持に要する補助金

○啓発用印刷物作成等
　啓発用時刻表の作成等

（平成26年度前倒し）
○地域公共交通網形成計画策定
　公共交通に係るマスタープランとしての役割を持ち、立地適正化計画の策定と連
携し策定
○公共交通会議運営
　花巻市地域公共交通会議委員報酬

19,510 千円

災害時における迅速な避難及び避難所の円滑な運営を行うため、環境整備を行う。

○ハザードマップの作成・配布
　ハザードマップ（地域別）の全世帯配布
○防災ラジオの貸与拡大
　土砂災害危険箇所区域内住民、施設等への防災ラジオ貸与 1,000台
○大迫防災行政無線空中線移設
　同報系防災行政無線通信環境の向上
○防災倉庫設置
　拠点避難所(3か所)に市備蓄物資用倉庫を設置
○ＦＭアンテナ設置補助
　ＦＭ難聴世帯への屋外アンテナ等の設置補助

大迫・花巻地域間連絡バス
大迫地域から花巻中心部への直通バスの運行に要する補
助金（平日4往復・土日2往復）
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

3 被災者支援事業 総合政策部

【事業目的】 防災危機管理課

【事業内容】

4 臨時給付金支給事業 健康福祉部

【事業目的】 臨時福祉給付金室

【事業内容】

5 在宅医療介護連携推進事業≪新規≫ 健康福祉部

【事業目的】 長寿福祉課

【事業内容】

6 障がい者等相談支援事業 健康福祉部

【事業目的】 障がい福祉課

【事業内容】

4,904 千円

市内に居住する被災者の交流活動の促進と経済的負担の軽減を図るため、各種助成
を実施する。

○被災者交流活動事業補助金
　市内に本拠地を置く被災者支援団体が行う被災者の交流事業経費への補助
○被災者生活支援事業補助金
　被災者世帯が市外又は市内に引越する際の経費に対する補助
○被災者支援タクシー助成券
　自動車を所有していない65歳以上のみの世帯へタクシー券を交付

203,960 千円

消費税率の引上げ（5％→8％）による影響を緩和するため、低所得者及び子育て世
帯に対して臨時的な給付措置を行う。

○臨時福祉給付金
　市町村民税（均等割）が課税されていない者に対し、1人につき6千円の給付金を
支給
○子育て世帯臨時特例給付金
　平成27年6月分の児童手当の対象となる児童を養育する児童手当受給者に対し、対
象児童1人につき3千円の給付金を支給

816

○相談支援事業
　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（ろうあ者、障がい者、身体障がい者・知的障がい者）、支援員（精神障
がい者）の設置
○各種団体補助
　団体への補助　3団体
　第55回手をつなぐ育成会東北ブロック大会補助金≪新規≫
○障がい児・障がい者支援施設整備事業補助金≪新規≫
　放課後等デイサービス・グループホーム・就労支援事業所の整備に対する補助

千円

医療介護の継ぎ目のないサービス提供体制を推進するため、医療介護等関係者間の
ネットワークの構築を図る。

○在宅医療介護連携推進事業
　医療介護関係者による意見交換会、研修会及び医療介護を考える市民向け普及啓
発講演会の開催

49,841 千円

障がい者が慣れ親しんだ地域で、安心していきいきと暮らせるようにするため、相
談支援や事業に対する補助を行う。
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

7 特定妊婦支援事業≪新規≫ 健康福祉部

【事業目的】 健康づくり課

【事業内容】

8 イーハトーブ養育センター整備事業≪新規≫ 健康福祉部

【事業目的】 障がい福祉課

【事業内容】

9 感染症予防対策事業 健康福祉部

健康づくり課
【事業目的】 市民生活部

生活環境課
【事業内容】

10 ハヤチネウスユキソウ誕生８０年記念事業≪新規≫ 市民生活部

【事業目的】 生活環境課

【事業内容】

11 ごみ処理事業 市民生活部

【事業目的】 生活環境課

【事業内容】

4,515 千円

安心・安全な妊娠期や出産のために特定妊婦の把握を行い、計画的な支援を行う。

○特定妊婦支援
　特定妊婦の把握：母子健康手帳交付時にアンケート等により把握
　内　容：支援計画の作成
　　　　　支援の実施（家庭訪問、電話訪問、関係機関との連携等）
＊特定妊婦とは、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必
要と認められる妊婦のことをいう。

10,826 千円

現行施設の老朽化・狭隘化に伴うイーハトーブ養育センターの施設整備のため、基
本設計及び諸調査を実施する。

○設計等業務委託
　基本設計委託、地盤調査・測量調査委託

295,768 千円

（平成26年度前倒し 37,122千円）

感染症の発生や蔓延を予防するため、各種予防接種を実施する。

○予防接種
　定期予防接種：三種混合、二種混合、四種混合、不活化ポリオ、麻しん風しん、
日本脳炎、ＢＣＧ､高齢者インフルエンザ、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチ
ン、小児肺炎球菌、水痘（平成26年度から）、高齢者肺炎球菌（平成26年度から）
○狂犬病予防
　狂犬病予防接種の実施

（平成26年度前倒し）
任意接種：こどものインフルエンザ補助
　対象者：生後6か月から小学校6年生までのこども
　補助：1回1,000円（1人2回まで）、就学前のこども　1回3,000円を上限に2回まで
（拡大）、小学生の第2子以降　1回3,000円を上限に2回まで（拡大）

1,981 千円

ハヤチネウスユキソウをはじめとする高山植物の保護について理解を得るため、ハ
ヤチネウスユキソウ誕生80年記念行事を開催する。

○（仮称）うすゆきそうサミットの開催

○家庭ごみ分別表・カレンダー作成配布
○ごみ分別大辞典再販
○岩手中部広域行政組合への負担
　岩手中部広域行政組合の運営費（可燃物は平成27年10月より岩手中部広域行政組
合で処理）
○花巻温泉郷廃棄物処理組合への補助
○一般廃棄物処理基本計画策定≪新規≫
○廃棄物減量等推進委員審議会開催

ごみの適正処理のため、家庭ごみ分別表・カレンダーの配布や広域でのごみ処理の
推進を行う。

257,013 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

12 生活道路整備事業 建設部

道路課
【事業目的】

【事業内容】

38路線（うち新規6路線）

18路線（うち新規1路線）

13 立地適正化計画策定事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

14 都市施設機能改善事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

15 市営住宅環境改善事業 建設部

都市政策課
【事業目的】

【事業内容】

（平成26年度前倒し）

○生活道路整備

新設改良 16路線

側溝整備  2路線

○市営住宅改修
　市営天下田住宅Ｆ棟（24戸）改修工事
　市営天下田住宅Ｇ棟（24戸）改修工事実施設計
　市営天下田住宅Ｆ棟給排水に係る移転補償

（平成26年度前倒し）
○旧教員住宅等一部修繕
　葡萄沢、旭町、六本木

16,980 千円

既成市街地における都市機能の整備等を通じて、持続可能な都市の構築と地域の活
性化の実現を目的とする立地適正化計画を策定する。

○立地適正化計画策定業務
　居住誘導区域、都市機能誘導区域の設定と誘導施策の策定、
　目標指標の設定

23,230 千円

良好な駐車場の運営管理を行うため、駐車場整備（舗装等）を行い、新花巻駅利用
者の利便性を向上させる。

○駐車場舗装新設工事
　新花巻駅無料駐車場の舗装、区画線設置、フェンス設置

160,373 千円

19路線 現道舗装 11路線

側溝整備  5路線 雪寒対策  3路線

（平成26年度前倒し 212,670千円）

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。

○生活道路整備

新設改良

（平成26年度前倒し 4,990千円）

入居者が安心して生活できる住環境の提供及び施設の長寿命化を図るため、市営住
宅等の大規模修繕を行う。

608,802 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

16 消防救急デジタル無線整備事業 消防本部

【事業目的】

【事業内容】

17 消防団施設等整備事業 消防本部

【事業目的】

【事業内容】

18 乳幼児医療費助成事業 健康福祉部

【事業目的】 国保医療課

【事業内容】

426,017 千円

通信指令環境の良化を図るため、消防救急無線の周波数移行とアナログ方式からデ
ジタル方式への変更を行う。

○消防救急デジタル無線整備工事
　署所無線機器設置工事
　 (卓上型固定無線機7台、空中線等)
　車載型無線機器設置工事及び機器試験調整
  （車載型無線機25台、空中線等、ＡＶＭ端末23台）
　無線のデジタル化に対応した指令システムの改修及び機器更新
　無線機器と指令システムの総合試験調整、試験運用
　アナログ無線機及び空中線の撤去
○無線整備工事監理

94,929 千円

地域消防力の充実・強化のため、消防団の施設及び車両を更新整備するとともに、
消防団組織への連絡体制を強化するため、消防救急無線の周波数移行とアナログ方
式からデジタル方式への変更を行う。

○消防団施設の整備
　屯所新築　1棟
　　第21分団第1部（東和・中内）
○公共下水道への接続
　　第3分団第3部（花巻・湯本地区消防コミュニティセンター）
○消防団車両等の整備
　消防ポンプ車更新　1台
　　第1分団第1部（花巻・豊沢町）
　小型ポンプ軽積載車更新　1台
　　第21分団第4部（東和・倉沢）
　小型ポンプ積載車更新　1台
　　第18分団第3部（東和・土沢鏑町）
　小型動力ポンプ更新　4台
　　第3分団第10部（花巻・大畑）
　　第5分団第3部（花巻・下似内）
　　第6分団第4部（花巻・太田柴林）
　　第18分団第3部（東和・土沢鏑町）
○デジタル簡易無線登録局の整備
　　固定局 5局、車載型移動局 134局、携帯型移動局 107局

（平成26年度前倒し 94,000千円）

就学前の児童の健康づくりを図るため、保護者の経済的負担を軽減する。

○乳幼児医療費助成
　対象者：出生の日から就学前までの者
　　　　　3歳未満所得制限なし
　　　　　3歳以上所得制限あり　→（平成27年8月より事業拡充）所得制限なし
　給付額：3歳未満自己負担なし
　　　　　3歳以上自己負担あり　→（平成27年8月より事業拡充）自己負担なし
　　　　　（1医療機関1月につき、500円）
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

19 公民連携推進事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】
○公民連携推進　

　公共施設等の整備計画に公民連携手法を導入

　市街地の再生に向けた民間主導エリアマネジメント手法の導入

（平成26年度前倒し 2,230千円）

新たな産業と雇用の創出、市街地の魅力と価値の向上を図るため、公共施設の整備
や運営、遊休不動産活用を民間主導で行うことにより、持続的な都市運営を実現す
る。
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３．「人づくり」 郷土を愛し、丈夫な体と深い知性を持つ心豊かな市民が育つまち

1 国際姉妹都市等交流推進事業 生涯学習部

【事業目的】 国際交流室
大迫総合支所

【事業内容】 地域振興課

2 賢治のまちづくり推進事業 生涯学習部

【事業目的】 賢治まちづくり課

宮沢賢治記念館

生涯学習交流課

【事業内容】
○賢治を学ぶ場づくり　

異文化への理解を深め、国際感覚の醸成を図る。

○公益財団法人花巻国際交流協会補助
　公益財団法人花巻国際交流協会が行う交流研修事業への補助
　・青尐年海外派遣研修事業
　・海外青尐年受入交流事業
　・市民等受入事業
　・海外来訪者受入事業　等
○国際友好都市提携50周年記念事業開催実行委員会負担金≪新規≫
　・ベルンドルフ市との友好都市提携50周年記念事業の開催
○ベルンドルフ市への高校生派遣
○友好の木植樹式の開催≪新規≫

58,559

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

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

千円

賢治及び賢治のまち花巻に魅力を感じる市民及び来訪者を増やすため、賢治の作品
や考え方に触れる機会を提供する。

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

賢治の名において優れた研究・評論・創作・実践
活動を顕彰

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

15,562 千円

○賢治イベントの開催　

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 12/20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開催する全国俳句大会の経費
補助（8/27開催予定）

賢治の里花巻でうたう賢治の歌
全国大会

賢治作品を歌で発表する全国大会の経費補助（9月
開催予定）

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
（10月開催予定）

イーハトーブ・アニメフェス
ティバル

一線で活躍する識者の講演や新旧の優れたアニメ
作品の上映、人気声優のステージ等（10月開催予
定）

宮沢賢治創造演劇公演
影絵劇団かしの樹による「みるコンサート物語
セロ弾きのゴーシュ」の舞台公演（8/1開催予定）
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

○賢治情報の発信　

3 小学生医療費助成事業 健康福祉部

【事業目的】 国保医療課

【事業内容】

4 放課後児童支援事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】
○学童クラブ
　学童クラブ事業委託　21クラブ
　学童クラブ開所時間延長支援事業補助　15クラブ≪新規≫
○八重畑学童クラブ整備≪新規≫
　八重畑小学校内に学童クラブを整備
○放課後子供教室
　学童クラブのない学区での放課後子供教室の開設　2か所
　（教育活動サポーター、教育活動推進員の配置）

42,000 千円

小学生の保護者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。

○小学生医療費助成
　対象者：小学校1年生から6年生に該当する者
　給付額：1医療機関1月につき、入院2,500円、入院外750円を控除した額

194,855 千円

児童の健全育成を図るため、放課後や長期休暇などの安心安全な居場所づくりと地
域の交流を促進する。

賢治カレンダー
賢治ゆかりの地やイベント日程、おみやげ品など
をまとめたカレンダーを作成

賢治ゆかりの地案内板等整備 市内の宮沢賢治ゆかりの地に案内板を整備

賢治アートストリート事業
宮沢賢治をテーマとした絵を市内外から募集し、
優秀作品を新花巻駅から賢治胡四王の森間に展示

賢治詩碑周辺整備事業
≪新規≫

宮沢賢治詩碑北側斜面の整備

宮沢賢治記念館各種記念事業
≪新規≫

展示リニューアルオープンセレモニー・記念講
演、来館者700万人達成記念セレモニー、開館記念
事業の開催

宮沢賢治記念館特別展
≪新規≫

特別展示室のオープンにあわせ原稿解説、資料・
パネル展示など企画展を開催

○賢治の香りあふれるまちの整備　
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5 子育て推進事業 教育部

こども課
【事業目的】

【事業内容】

6 保育委託事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

7 保育サービス向上支援事業 教育部

こども課
【事業目的】

【事業内容】

○児童保育運営委託
　市内私立保育園運営委託　19園
　市外私立、公立保育園運営委託　7園
○子どものための教育・保育給付≪新規≫
　1号認定に係る給付費　4園
　3号認定に係る給付費（認定こども園）　1園
　3号認定に係る給付費（小規模保育事業所） 1園

91,303 千円

（平成26年度前倒し 900千円）

私立保育園での多様な保育サービスを提供するため、地域での子育て活動などに支
援する。

○地域子育て拠点
　地域子育ての拠点として、子育て支援センターの運営を委託 3園
○保育所地域活動
　保育園の創意工夫による食育の推進や地域交流、世代間交流を図る事業の委託 10
園
○障がい児保育
　障がいのある児童を安心して預けられる環境整備のための事業の委託 6園
○一時預かり
　保育園に通所していない児童を冠婚葬祭など緊急時に保育する事業への補助 16園
○延長保育
　就労形態の多様化に対応するため開所時間を超えて保育する事業への補助 19園
○病児・病後児保育
　保育中に体調不良になった児童の看護師対応を行う保育園への補助 5園

（平成26年度前倒し）
○認可外保育施設健康管理事業補助≪新規≫
　認可外保育施設入所児童の健康診断実施に係る補助 6園

子育て環境充実のため、子ども・子育て支援事業計画を推進する。

○子ども・子育て支援事業計画の推進
　子ども・子育て会議による計画の進行管理
　子ども・子育て支援事業計画の配布

（平成26年度前倒し）
○子育てガイドブックの作成≪新規≫
　市の子ども・子育て支援に関する総合的なガイドブックを作成

1,696,202 千円

働きながら子育てする家庭を支援するため、市内・市外の認可保育園に保育を委託
するほか、小規模な保育事業所等を通じて給付を行う。
また、幼児期の教育を希望する家庭のため、市内・市外の幼稚園や認定こども園を
通じて給付を行う。

3,490 千円

（平成26年度前倒し 1,145千円）

- 20 -



№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

8 地域子育て支援センター事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

9 宮沢賢治童話村整備事業≪新規≫ 生涯学習部

【事業目的】 賢治まちづくり課

【事業内容】

10 学力向上推進事業 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

11 大迫中学校校舎改築事業 教育部

【事業目的】 教育企画課

【事業内容】

児童生徒の学力向上を図るため、きめ細かな指導の充実と教師の資質向上に資する
事業を行う。

○はなまき授業サポーター
　児童の学力を向上させるため、30名を超える学級を有する小学校に授業サポー
ターを配置
○中学サポーター≪新規≫
　生徒の学力を向上させるため、30名を超える学級を有する中学校に中学サポー
ターを配置
○授業力向上支援
　教員の意識改革を推進し、指導力・授業力を高めるため、外部講師による講義や
模範授業等の研修を実施

104,061 千円

老朽化した大迫中学校校舎の安全確保のため、学校の適正規模を見通し、安全・快
適な教育環境を整備する。

○大迫中学校校舎改築
　基本設計、地質調査、実施設計、屋外環境整備実施設計
　及びプール解体工事を実施

19,081 千円

子育て家庭を支援するため、子育て中の親子の交流促進、子育て相談、講習会、情
報提供を行う。また、地域全体で子育てを支援する情報ネットワークの推進を図
る。

○地域子育て支援センター事業
　子育て相談、親子の交流促進、子育てに関する講習、情報発信、子育てサークル
等の支援
　公立分：3カ所（こどもセンター、宮野目保育園、大迫保育園）
○地域子育て支援情報ネットワーク事業≪新規≫
　地域の子育て支援活動団体や関係者の交流会（情報交換、研修）や地域支援事業

20,000 千円

賢治の学校及び周辺施設の整備、調査、検討を行い、宮沢賢治童話村を訪れる方々
に賢治について楽しくふれあう場を提供する。

○賢治の学校「天空の部屋」マルチモニター交換

11,837 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

12 青尐年活動推進事業 生涯学習部

生涯学習交流課

【事業目的】

【事業内容】

13 高村光太郎記念館企画展示事業≪新規≫ 生涯学習部

【事業目的】 生涯学習交流課

【事業内容】

14 第７１回国民体育大会等開催事業 生涯学習部

【事業目的】 国体推進課
　

【事業内容】

　

　　　

○こどもの集い
　子どもたちの豊かな体験活動を育む機会として開催　年1回開催
○青尐年関係団体支援
　青尐年育成に取り組む団体の活動への補助
　交付先：ガールスカウト岩手県第5団、花巻尐年尐女発明クラブ、花巻市青尐年育
成市民会議　3団体
○成人式開催
  成人の意義を改めて考え、新成人を祝うととも郷土の素晴らしさを認識する機会
として成人式を開催

（平成26年度前倒し）
○はなまき！子ども探検隊≪新規≫
　児童の郷土を愛する心を育むよう、学校区を超えた交流と、花巻の歴史や魅力を
感じる体験や学びの機会を提供　年6回開催

・広報啓発活動の推進
　国体ＰＲ看板、のぼり旗、国体ＰＲイベントの開催
・市民運動活動の推進
　大会運営ボランティアの募集、花いっぱい運動の推進

2,702 千円

（平成26年度前倒し 255千円）

児童・生徒・青年の健全育成を図るため、体験活動の場の提供や青尐年関係団体へ
の支援を行うとともに、成人式を開催する。

4,313 千円

高村光太郎をより多くの方々に紹介するため、企画展を開催するとともに、演出映
像を作成する。

○開館記念式典等の開催
　リニューアルオープンに伴う記念式典等の開催
○企画展開催
○展示演出映像作成
　四季の風景を取り入れた演出をするための映像を作成
○環境整備の実施
　記念館、遊歩道周辺の樹木伐採及び枝の剪定

263,561 千円

平成28年の第71回国民体育大会及び第16回全国障がい者スポーツ大会開催の準備を
進めるため、必要な事業を行う。

・第71回国民体育大会（希望郷いわて国体）冬季大会の開催

○第71回国体（冬季大会）、競技別リハーサル大会の開催及び国体開催における各
事業の推進

競　技 会　期 種　別 競技会場

アイスホッケー
H28.1/27(水)
～1/31(日）

成年男子
尐年男子

石鳥谷アイスアリーナ

・第71回国民体育大会(希望郷いわて国体)競技別リハーサル大会の開催

競　技 会　期 競技会場

ボート 7/17(金)～7/19(日) 田瀬湖ボート場

ハンドボール 8/9(日)～8/12(水) 花巻市総合体育館、富士大学スポーツセンター

バレーボール 8/28(金)～8/30(日) 花巻市総合体育館

クレー射撃 9/5(土)～9/6(日) 花巻市クレー射撃場

ソフトボール 9/19(土)～9/21(月) 石鳥谷ふれあい運動公園

サッカー 10/17(土)～10/18(日) 花巻市スポーツキャンプむら
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

15 スポーツ施設環境整備事業 生涯学習部

【事業目的】 スポーツ振興課

国体推進課

【事業内容】

16 第３子以降保育料負担軽減事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

17 湯口中学校校舎改築事業 教育部

【事業目的】 教育企画課

【事業内容】

18 学校給食施設基本方針策定事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

156,527 千円

スポーツ施設の快適な利用環境を整えるとともに、国体や大規模大会の開催に備え
るため、計画的な施設の改修や整備を行う。

○スポーツ施設改修・整備　

施設 改修・整備内容

石鳥谷アイスアリーナ 冷却管改修

花巻市クレー射撃場
通路舗装、屋根修繕、トラップハウス修繕、フェンス整
備

総合体育館 荷受出入口改修、広場舗装

スポーツキャンプむらほか
各国体競技会場

駐車場出入口測量調査及び整備

花巻球場 音響設備改修

石鳥谷体育館・柔剣道場 アリーナ天井等改修

武徳殿 消防設備修繕

東和Ｂ＆Ｇ海洋センター トイレ改修、モーターボート船外機交換

太田野球場 外野フェンス等修繕

花巻市の学校給食の課題を整理し、将来にわたって持続可能な学校給食の在り方に
関する基本方針を策定する。

○基本方針策定
　学校給食及び学校給食施設の現況調査
　学校給食の在り方に関する基本方針の策定
　施設の修繕・更新等に係る費用の試算
　今後における施設整備方針策定に必要な資料の作成

備品整備 給水ドラム、テニス得点板、アイスホッケーゴール

（平成26年度前倒し 36,648千円）

安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するため、保育料負担
を軽減する。

○第３子以降保育料負担軽減事業補助
　幼稚園、保育所及び認可外保育施設等に在籍する児童の世帯の第3子（小学生の最
年長者を第1子として第3子以降に該当する児童）以降の利用者負担額の一部を補助

（平成26年度前倒し 598,315千円）

老朽化した湯口中学校校舎の安全確保のため、学校の適正規模を見通し、安全・快
適な教育環境を整備する。

○湯口中学校校舎改築
　校舎改築、敷地造成、解体工事を実施

（平成26年度前倒し 5,400千円）
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４．「地域づくり」 すべての市民が手と心をつなぐ、個性あふれる自立したまち

1 振興センター等整備事業 総合政策部

【事業目的】 地域づくり課

【事業内容】

2 地域おこし促進事業≪新規≫ 総合政策部

【事業目的】 秘書政策課
建設部

都市政策課
【事業内容】 大迫総合支所

地域振興課
石鳥谷総合支所

地域振興課
東和総合支所
地域振興課

3 移住・定住促進対策事業≪新規≫ 総合政策部

【事業目的】 秘書政策課

【事業内容】

4 婚活支援団体育成事業≪新規≫ 総合政策部

【事業目的】 地域づくり課

【事業内容】

（平成26年度前倒し 300千円）

婚姻数を増やすため、結婚活動支援団体を支援する。

○結婚活動支援団体への補助金交付
　結婚活動支援団体の結婚仲介により成婚し、婚姻者が市内に居住した場合、1件当
たり30千円の補助金を交付

（平成26年度前倒し 6,310千円）

移住希望者に花巻市を移住先候補として認識してもらうため、移住に関する情報発
信の強化を行う。

○空き家バンク
　空き家情報の発掘・発信及び移住希望者と空き家物件のマッチング
○首都圏でのＰＲ活動
　首都圏における移住希望者を対象としたイベントへの出展・説明会の開催
○ホームページによる情報の発信
　移住・定住支援情報、子育て支援情報発信用ホームページの作成
○有識者からの意見聴取
　人口減尐対策全般について、有識者等から意見聴取するための会議開催
○移住支援相談員の配置
　電話やメール、窓口での移住相談受付対応、移住情報提供に関するホームページ
の更新作業等を行う相談員の配置

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

18,018 千円

244,454 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。

○谷内振興センター整備
　振興センター建築工事、工事監理、備品購入、建築確認申請手数料
○用途変更に伴う改修整備
　田瀬振興センター（旧田瀬中）、成島振興センター（旧成島小）、外川目振興セ
ンター(旧外川目小）の用途変更に伴う改修工事の実施設計
○湯本振興センター改修整備
　湯本振興センターの耐震補強工事実施設計

地域の魅力を再発見し、地域の活性化を図るため、総務省「地域おこし協力隊」を
活用し、隊員による各地域での地域活性化に係る支援活動を行う。

○地域おこし協力隊員による活動
　地域おこし協力隊による地域振興支援や地域の魅力発掘、情報発信
○地域おこし協力隊員の募集と着任後の隊員サポート
　民間業者や専門家との連携により、広く隊員の募集活動を行う他、着任後のサ
ポートや任期満了後の定住に向けた支援を実施
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5 定住促進事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

５．「行政経営」 市民目線で経営する強くて優しいまち

1 市有財産適正管理事業 財務部

【事業目的】 契約管財課

【事業内容】

2 イーハトーブ花巻応援寄附金推進事業 総合政策部

【事業目的】 秘書政策課

【事業内容】

3 番号制度導入事業 総合政策部

【事業目的】 マイナンバー対策室

市民生活部
市民登録課

【事業内容】

168,207 千円

○寄付者への記念品贈呈
○寄付手続きの簡略化
　インターネットからの寄付申出手続きとクレジットカード決済を一括で可能にす
るシステムの導入

○基幹系システムの改修等
　番号制度に対応するための住民基本台帳システム、地方税務システム、社会保障
関係システムの改修等
○関係条例の整備
　市の個人番号利用、個人情報保護等に関する条例の整備
○市民への制度周知
　個人番号の付番、個人番号カード発行等制度周知に向けた広報の実施
○個人番号カードの発行

社会保障・税番号制度の円滑な導入と活用を図るため、基幹系システムの改修、制
度の周知等を実施する。

ＵＩＪターン者に花巻市を選んで定住してもらうため、ＵＩＪターン者の住宅購入
を推進する。

○ＵＩＪターン者への住宅購入補助
　花巻市内に定住を希望するＵＩＪターン者が、新築又は中古住宅を購入すること
に対する支援

（平成26年度前倒し 12,000千円）

自主財源の確保と市の地場産品のＰＲのため、「ふるさと納税」制度の寄付者への
記念品を拡充するとともに、寄付手続きを簡略化する。

10,305 千円

持続可能で健全な財政経営のため、市有財産の適切な維持管理と有効な活用を図
る。

○市有財産売却促進
　未利用市有財産を売却するための測量登記等の実施、宅地建物取引業団体へ売却
媒介依頼
○公共施設等総合管理計画策定≪新規≫
　公共施設等の更新・長寿命化などを計画的に行うことで、財政負担の軽減・平準
化及び最適な施設保有量の実現を図るための計画策定

9,084 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

4 証明書コンビニ交付サービス事業≪新規≫ 市民生活部

【事業目的】 市民登録課

【事業内容】

5 総合政策部

【事業目的】 秘書政策課

【事業内容】

人口減尐対策及び地域活性化の課題に対応していくため、中期的な人口ビジョン及
び総合戦略を策定する。

○人口ビジョン・総合戦略策定関連調査
　地方人口ビジョンの策定を行うとともに、総合戦略の基本目標に即した具体的な
施策を構築するため、人口増減要因の把握に必要なデータ収集や意識調査を行い、
課題抽出や将来展望を分析
○まち・ひと・しごと・創生推進会議（仮称）の開催
　人口ビジョン及び総合戦略に広く関係者の意見を反映させるため、市民を始め産
業界や行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア（産官学金労言）によ
る推進会議を設置し、人口ビジョン及び総合戦略の方向性や具体案について審議・
検討

市民が利用しやすい新たな窓口サービスを提供するため、個人番号カードを利用し
た証明書コンビニ交付サービスシステムを構築し、平成28年4月1日からのコンビニ
エンスストアでの各種証明書交付サービスの開始を目指す。

○システム開発
○稼働試験立会
○回線設定変更
○コンビニ交付サービスの周知

まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業≪新規≫ （平成26年度前倒し 14,313千円）

40,168 千円
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46,402,071 千円 43,875,876 千円

伸び率 5.8 ％ 3.0 ％
一般歳出
（公債費を除いた額） 6.6 ％ 4.0 ％

市税 0.6 ％ 2.4 ％

地方交付税 △ 1.9 ％ △ 1.0 ％

国庫支出金 17.9 ％ 0.4 ％

県支出金 54.6 ％ △ 8.4 ％

市債 3.6 ％ 20.0 ％

30.7 ％ 33.0 ％

62.3 ％ 65.3 ％

9.4 ％ 9.6 ％

人件費 1.8 ％ △ 2.1 ％

公債費 0.4 ％ △ 2.9 ％

普通建設事業費 5.7 ％ 15.7 ％

　うち単独分 △ 19.1 ％ 53.2 ％

11.2 ％ 11.5 ％

市債残高（年度末見込） 53,886,945 千円 54,938,826 千円

541 千円 551 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～地方交付税の合計金額である。

※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27年１月末現在の住民登録人口 99,677人により算出した金額である。

歳出（伸び率）

区　　　　　分 平成２７年度 平成２６年度

財政規模

主　要　財　政　指　標

市民一人当たり残高

歳入（伸び率）

自主財源比率

一般財源比率

市債依存度

実質公債費比率

※2 

※3 

※1 

※5 

※4 
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