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１ 予算編成の基本方針と予算概要                                           

 ◇ 平成２８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期中期プランで掲げた「人口減尐対策」、「市街地の再生」、「交流人

口の拡大」、「防災力の強化」の４つの重点戦略を念頭に、各事業の緊急度、必要性を

検討しながら、限られた財源の中で可能な限り事業化を図り編成しました。 

 ◇ また、昨年１０月に策定した「花巻市人口ビジョン」で示す将来展望の実現に向け

て、「花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる４つの基本目標に対応した各

種事業を重点的に展開するよう努めたところです。 

 ◇ 来年度は、湯口中学校・大迫中学校校舎改築や道路橋梁整備などの各種ハード事業

をはじめ、第７１回国民体育大会、宮沢賢治生誕１２０年記念事業などの各種イベン

ト、その他地方創生に資する事業費等を計上していますが、これら事業の実施にあた

っては、国・県補助金等の財源確保に努めるととともに、「花巻市新市建設計画」の変

更や過疎地域自立促進計画の策定を前提に、合併特例債や過疎対策事業債といった財

政上有利な地方債を最大限活用し編成しました。 

 ◇ 結果、平成２８年度一般会計予算（案）は以下のとおりであり、平成１８年の新市

誕生以降最大規模となる積極型予算として編成したところです。 

   歳入歳出予算総額  ４８９億９，５５２万円 

（前年度当初予算比 ２５億９，３４５万円増（５．６％増）） 

 

 

２ 主な取り組み                            

 (1) 人口減少対策 

  ① 本市への移住・定住を促進するため、移住定住相談窓口やポータルサイトの設置

運営、首都圏でのＰＲ活動のほか、新たに定住促進ツアーの実施や本市の魅力のブ

ランド化に向けた取り組みを行います。 

  ② 今年度に引き続き、都市部の人材を地域おこし協力隊として新たに最大５名採用

し、地域活性化に向けた活動や情報発信等を通して地域力の維持・強化を図ります。 

  ③ 就農希望者を発掘し本市へ誘導するため、新規就農希望者等を対象とした農業体

験ツアーを実施するとともに、首都圏における情報発信等により本市への女性就農

希望者の発掘・誘導を行います。 

  ④ 老朽化・狭隘化が著しいイーハトーブ養育センターの改築整備を支援するととも

に、同じく老朽化しているこども発達相談センターの改築に着手します。 

  ⑤ 入所希望の多い地域の学童クラブ新設整備を支援し、子育て環境の充実を図りま

す。 

  ⑥ ３歳以上の未就学児、妊産婦及びひとり親家庭の未就学児に対する医療費助成に

ついて、本年８月診療分から現物支給方式を開始するとともに、これまで対象とな

っていなかった中軽度の障がいのある中学生から１８歳未満の障がい児の医療費負

担の軽減を図るため、新たに医療費助成制度を開始します。 

  ⑦ ことばの教室事業について、新たに巡回指導員を配置し、ことばの教室設置校以

外の学校の児童が自校で指導を受けることができる体制を整備します。 
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 (2) 市街地の再生 

  ① 立地適正化計画に基づき、まちなかの快適な歩行空間確保及び回遊性向上による

賑わい創出に向けて、旧エセナ跡地の広場整備に着手するとともに、老朽化した総

合花巻病院の移転整備を支援します。 

  ② 空家等の所有者や近隣住民等への迅速な対応を行うため、空家等対策計画を策定

するとともに、市内全域の空家の実態調査による現状把握やデータベース構築を行

います。 

③ 中心市街地における利用者の利便性向上を図るため、市街地循環バスふくろう号

を増便します。 

 

 (3) 交流人口の拡大 

  ① 第７１回国民体育大会・第１６回全国障がい者スポーツ大会の円滑な運営を支援

するとともに、来花される方々への歓迎・おもてなしのイベント等を行います。 

  ② 今年は、宮沢賢治生誕１２０年にあたることから、宮沢賢治をあらためて顕彰し

賢治のまち花巻を発信するため宮沢賢治生誕１２０年記念事業を開催するとともに、

関係団体が実施する記念事業を支援します。 

  ③ 同じく、高村光太郎没後６０年及び高村智恵子生誕１３０年にあたることから、

光太郎や智恵子に係る記念講座や企画展を開催します。併せて、記念館周辺の展望

台や遊歩道等の環境整備を行います。 

④ 早池峰神楽が、国の重要無形民俗文化財第１号に指定され４０周年となることを

記念し、全国で伝承されている神楽を招聘し相互交流とお披露目を行います。 

  ⑤ 早池峰山の登山道や遊歩道等の環境整備を行い、登山者の安全確保と新たな早池

峰ファンの獲得を図ります。 

  ⑥ 米国ラットランド市との国際姉妹都市提携３０周年を記念し、公式訪問団の記念

式典出席等により更なる交流を図ります。 

  ⑦ 花巻観光協会が実施する遠野市、平泉町、釜石市、大槌町、大船渡市、陸前高田

市の観光素材を連携させた特典付きツアー企画を支援し、広域連携による誘客促進

を図ります。 

  ⑧ 団体旅行の誘客を図るため、貸切バスによる市内宿泊団体ツアーを対象にバス料

金を助成します。また、花巻観光協会が実施する北海道新幹線開業に合わせた市内

温泉郷への誘客観光ツアーの実施を支援します。 

   

 (4) 防災力の強化 

  ① 自主防災組織のリーダー研修会を開催するとともに、地域や防災協定締結団体と

の協働により防災訓練を実施します。 

  ② 高規格救急車や小型動力ポンプ付水槽車等の常備消防施設を整備するとともに、

消防屯所、消防ポンプ車や小型動力ポンプ等を更新し地域防災力を強化します。 

③ 老朽化の著しい湯口中学校及び大迫中学校の校舎棟や屋内運動場等の改築を行い、

安全安心で快適な学習環境を整備します。  



■ 一般会計予算
（単位：千円）

平成28年度 48,995,518

平成27年度 46,402,071

増減額 2,593,447

※歳入予算の市債のうち「臨時財政対策債」1,494,800千円は、一般財源に含まれる。

■ 一般会計及び特別会計予算額
（単位：千円）

増減率

% 

5.6

△ 4.3

△ 0.8

3.2

△ 51.3

△ 6.4

皆減

△ 2.4

※下水道事業特別会計の減は、公営企業会計への移行によるものである。

合　　　　　　　　　計

9,879,682

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

10,847,740

介護保険特別会計

公設地方卸売市場事業特別
会計

（下水道事業特別会計）

73,514,272 75,340,141

一般会計

11,332,653

48,995,518

1,914,469

46,402,071

農業集落排水等汚水処理
事業特別会計

△ 1,825,869

△ 74,61370,862 145,475

4,054,236 △ 4,054,236

1,508,346 1,611,555 △ 103,209

平成２８年度 花巻市予算

31,250,376

31,279,399

※ 地 方 債 そ の 他

5,374,262

4,659,102

予 算 額区    分
財　　  源　  　内　  　訳

5,235,885

4,427,640 2,656,900

3,083,0554,767,100

A 

平 成 27 年 度

国庫支出金 県支出金

2,663,870

一般財源

△ 484,913

△ 138,377 231,462 2,110,200 419,185

A-B 

△ 29,023

313,514

B 

△ 15,8591,898,610

平 成 28 年 度 増  減  額

10,193,196

2,593,447
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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 10,853,200 22.1 10,921,808 23.5 △ 68,608 △ 0.6

2 地方譲与税 830,600 1.7 777,700 1.7 52,900 6.8

3 利子割交付金 15,600 0.0 15,300 0.0 300 2.0

4 配当割交付金 45,400 0.1 16,100 0.0 29,300 182.0

5 株式等譲渡所得割交付金 23,700 0.0 7,700 0.0 16,000 207.8

6 地方消費税交付金 1,789,800 3.7 1,572,900 3.4 216,900 13.8

7 ゴルフ場利用税交付金 14,500 0.0 13,600 0.0 900 6.6

8 自動車取得税交付金 109,500 0.2 111,400 0.2 △ 1,900 △ 1.7

9 地方特例交付金 30,800 0.1 28,400 0.1 2,400 8.5

10 地方交付税 15,080,000 30.8 15,430,000 33.3 △ 350,000 △ 2.3

11 交通安全対策特別交付金 14,500 0.0 11,800 0.0 2,700 22.9

12 分担金及び負担金 622,920 1.3 602,011 1.3 20,909 3.5

13 使用料及び手数料 708,168 1.4 766,635 1.7 △ 58,467 △ 7.6

14 国庫支出金 5,235,885 10.7 5,374,262 11.6 △ 138,377 △ 2.6

15 県支出金 4,659,102 9.5 4,427,640 9.6 231,462 5.2

16 財産収入 47,314 0.1 49,980 0.1 △ 2,666 △ 5.3

17 寄附金 223,001 0.5 15,001 0.0 208,000 1,386.6

18 繰入金 1,309,507 2.7 571,790 1.2 737,717 129.0

19 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

20 諸収入 1,120,120 2.3 1,340,243 2.9 △ 220,123 △ 16.4

21 市債 6,261,900 12.8 4,347,800 9.4 1,914,100 44.0

48,995,518 100.0 46,402,071 100.0 2,593,447 5.6合　　　　計

科　　　　　目

平成２８年度 花巻市一般会計

平成27年度平成28年度

P4



【 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 270,544 0.6 299,269 0.6 △ 28,725 △ 9.6

2 総務費 5,498,419 11.2 5,525,092 11.9 △ 26,673 △ 0.5

3 民生費 14,416,823 29.4 13,210,961 28.5 1,205,862 9.1

4 衛生費 2,557,142 5.2 2,929,536 6.3 △ 372,394 △ 12.7

5 労働費 169,240 0.4 189,156 0.4 △ 19,916 △ 10.5

6 農林水産業費 4,077,280 8.3 4,253,911 9.2 △ 176,631 △ 4.2

7 商工費 2,217,207 4.5 1,940,318 4.2 276,889 14.3

8 土木費 5,495,662 11.2 5,028,883 10.8 466,779 9.3

9 消防費 1,655,190 3.4 2,026,231 4.4 △ 371,041 △ 18.3

10 教育費 6,793,867 13.9 5,006,401 10.8 1,787,466 35.7

11 災害復旧費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

12 公債費 5,802,143 11.8 5,950,312 12.8 △ 148,169 △ 2.5

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

48,995,518 100.0 46,402,071 100.0 2,593,447 5.6

歳入の構成 　 歳出（性質別）の構成

合計（目的別）

科　　　　　目
平成27年度平成28年度

人件費 

82億9,276万円 

扶助費 

79億8,052万円 

公債費 

58億193万円 
普通建設事業費 

57億4,336万円 

災害復旧費 

200万円 

物件費 

63億8,660万円 

補助費等 

59億629万円 

繰出費 

57億2,620万円 

その他 

31億5,586万円 

義務的 

経費 

45.1％ 

投資的 

経費11.7％ 

その他の 

経費 

43.2％ 

自主財源
30.4% 

依存財源, 
69.6% 

市税 

108億5,320万円 

繰越金など 

40億3,103万円 

地方交付税 

150億8,000万円 

国庫支出金 

52億3,589万円 

県支出金 

46億5,910万円 

市債 

62億6,190万円 

その他 

28億7,440万円 
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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 8,292,763 16.9 7,881,539 17.0 411,224 5.2

扶助費 7,980,514 16.3 7,897,208 17.0 83,306 1.1

公債費 5,801,932 11.8 5,950,095 12.8 △ 148,163 △ 2.5

22,075,209 45.1 21,728,842 46.8 346,367 1.6

普通建設事業費 5,743,357 11.7 4,588,420 9.9 1,154,937 25.2

うち補助事業費 3,259,589 6.7 1,997,372 4.3 1,262,217 63.2

うち単独事業費 2,483,768 5.1 2,591,048 5.6 △ 107,280 △ 4.1

災害復旧事業費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

5,745,357 11.7 4,590,420 9.9 1,154,937 25.2

物件費 6,386,594 13.0 6,755,803 14.6 △ 369,209 △ 5.5

維持補修費 1,007,945 2.1 1,033,134 2.2 △ 25,189 △ 2.4

補助費等 5,906,293 12.1 5,071,866 10.9 834,427 16.5

積立金 527,979 1.1 447,126 1.0 80,853 18.1

投資及び出資貸付金 1,579,938 3.2 1,155,525 2.4 424,413 36.7

繰出金 5,726,203 11.7 5,579,355 12.0 146,848 2.6

予備費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

21,174,952 43.2 20,082,809 43.3 1,092,143 5.4

48,995,518 100.0 46,402,071 100.0 2,593,447 5.6合計（性質別）

計

計

計

そ
の
他
の
経
費

平成27年度平成28年度

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

科　　　　　目
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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 有害鳥獣被害対策事業費 農林部

【事業目的】 農村林務課

【事業内容】

2 ６次産業化推進事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

3 畜産基盤強化対策事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

平成２8年度予算　主要事業

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5,718 千円

1,073

生産性や農村環境の向上を図るため、農林産物や人身に被害を及ぼす鳥獣対策を行
う。

農業・農村の活性化を図るため、農業者等が６次産業化に取り組むための支援を行
う。

○鳥獣被害対策実施隊の活動
　有害鳥獣の追い払い、捕獲活動
○鳥獣被害防止対策
　ハクビシンやシカ等の捕獲の支援、有害鳥獣出没に対する周知活動等
○有害獣対策事業補助金
　有害獣から農林産物の被害を防止するための電気柵設置にかかる補助(3戸以上の
団体設置に対する補助を拡充)

○６次産業化推進事業
　６次産業化戦略・構想の策定、セミナー、相談会、研修会の開催等

千円

畜産農家の生産性及び作業効率の向上、耕作放棄地等の未利用地解消のため、簡易
施設、機械整備及び電気牧柵を設置する際の経費を一部補助する。

○畜産基盤強化対策事業補助金
　簡易畜舎、畜舎の付帯設備に関連する新築並びに増築、低コスト生産機械導入、
電気牧柵設置に要する経費の一部を補助。
　　簡易畜舎及び付帯設備整備　4棟
　　低コスト機械整備　8台
　　電気牧柵設置　  4箇所

2,680

千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

4 担い手育成支援事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

5 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】

6 農村環境保全事業 農林部

【事業目的】 農政課

農村林務課

【事業内容】

393,789 千円

60,721 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。

1,082,211

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通じて農地を一定以上貸し付けた地域や、機構に農地を貸し
付けることにより経営転換又はリタイアした農業者、機構が借り受けている農地に
隣接する農地等を貸し付けた者等に協力金を交付
○特定地域農地流動化交付金交付事業≪新規≫
　中山間地域等の借受希望者が尐ない地域における農地を借り受けた者に対し交付
　単価：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

○多面的機能支払交付金
・農地維持支払
　多面的機能を支える活動を支援
・資源向上支払（共同活動）
　地域資源の質的向上を図る共同活動を支援
・資源向上支払（長寿命化）
　農業用用排水路、農道などの施設の長寿命化を支援
○環境保全型農業直接支払交付金
　化学肥料、化学合成農薬の５割低減の取組と合わせて、地球温暖化や生物多様性
保全に効果の高い農業生産活動を支援
○推進交付金
　事業の実施に必要な経費を支援

千円

農村環境保全のため、農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や、地球温
暖化防止、生物多様性保全に効果の高い生産活動等の支援を行う。

○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
○担い手農業者等法人化支援事業≪新規≫
　農業経営法人化等支援事業の補助対象とならない一戸一法人等の設立に係る経費
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
○青年就農給付金（経営開始型）の給付
　新規就農者の経営を支援するため、就農後５年間にわたり最大150万円/年（夫婦
の場合225万円/年）を給付
○新規就農者支援事業
　市外から移住してきた新規就農者を対象に、機械等の初期費用、農地の賃借料及
び研修費等を支援
○新規就農者技術指導員の設置≪新規≫
　市内全域の新規就農者のフォローアップや技術指導を行う新規就農者技術指導員
の設置に係る経費
○花巻版「農業女子プロジェクト」事業≪新規≫
　県内の若手女性農業者のネットワーク形成及び女性農業者と首都圏の女性就農希
望者（農業大学生等）とのマッチング
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

7 スマートアグリ推進事業≪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 広域観光推進事業 商工観光部

【事業目的】 観光課

【事業内容】

10 観光情報発信事業 商工観光部

【事業目的】 観光課

東和総合支所

【事業内容】 地域振興課

16,052 千円

5,900

47,678 千円

○ＧＰＳ基地局の設置
　ＧＰＳ電波を利用した農作業を推進するため、ＧＰＳ地上基地局（３基）を設置

ＩＣＴを活用した効率的な農業経営の推進を図るため、ＧＰＳ基地局設置等の環境
整備を実施する。

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。

29,411 千円

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。

○森林整備
　市有林の再造林、保育（下刈り、除間伐等）　対象面積45ha
○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180ha
○林道整備計画調査
　林道整備の計画路線の現地調査等
○市有林基本調査
　市有林の活用を図るための現況調査等
○市有林売払立木調査≪新規≫
　売却予定市有林の公売価格算定

○イーハトーブ周遊観光促進支援
　花巻・遠野・平泉・釜石・大槌・大船渡・陸前高田の観光素材を連携させた特典
付きツアー実施への支援
○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
○産業観光パンフレット作製
　北上・金ヶ崎と連携し、工場見学等を紹介する産業観光パンフレットを作製

市内への誘客を促進するため、広域的な観光資源の組み合わせによる事業を展開す
る。

○（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
○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、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
○イーハトーブ大使との意見交換会
○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
　（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
○映像作品のロケ誘致≪新規≫
　映画、ＣＭ、テレビ番組等のロケ地を誘致

千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

11 観光ルート整備事業 商工観光部

【事業目的】 観光課

【事業内容】

12 地域イノベーション戦略事業≪新規≫ 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

13 起業化支援センター機能強化事業≪新規≫ 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

14 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】

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。

○大型環境試験室等更新
　大型環境試験室及び低温恒温恒湿器の入れ替え

2,042 千円

千円

25,400

○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
○自動車人材育成補助金≪新規≫
　市内企業が自動車産業へ参入するために行う人材育成を支援
○賃貸工場管理運営

地元企業が活躍できるビジネス環境を創出するため、開発、提案、設計力強化を目
的とした開発プロジェクトの立ち上げと関係機関等相互の連携強化を図る。

○課題解決・開発プロジェクトの実施
　企業間連携による新製品等の開発に向けた共同活動を支援
○花巻版ビジネスアイディアグランプリの開催
　新たな需要と市場を創出するビジネスアイディアを広く募集し、創業を支援

27,066

市内企業への支援を拡充するため、起業化支援センター施設の機能強化を図る。

17,663 千円

○花巻温泉郷共同送迎バス運行支援
　花巻温泉郷が共同運行する、ＪＲ新花巻駅～各温泉施設の無料送迎バスの運行支
援
○観光客の二次交通運行支援
　花巻市内の主な観光施設を巡る「あったかいなはん花巻号」、及び北海道新幹線
利用客に対応した「盛岡発花巻温泉郷ルート」の運行支援
○団体旅行貸切バスツアー運行支援≪新規≫
　貸切バス料金の値上げに対応するため、20名以上で市内に1泊以上宿泊する団体ツ
アーに対し、バス1台あたり30,000円を補助

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。
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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 早池峰地域活性化事業≪新規≫ 大迫総合支所

【事業目的】 地域支援室

【事業内容】

2 公園整備事業 市民生活部

【事業目的】 生活環境課

【事業内容】

3 道の駅整備調査事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

4 生活道路整備事業 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

67路線（うち新規7路線）

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5,400 千円

道路利用者への安全で快適な交通環境を提供するため、道の駅設置に向けた検討を
行う。

○道の駅整備調査業務委託

市民が安全・快適に利用することができるようにするため、公園緑地の整備を行
う。

○公園施設整備
　四日町東公園整備工事
　鳥谷ヶ崎公園トイレ改築工事
　公園トイレ塗装業務（ぎんどろ公園、高田南公園）

1,183,670 千円

17,909 千円

早池峰山の貴重な自然資源を良好に保存継承するとともに、有効に活用するため、
登山者の安全確保を軸とした事業を実施する。

28,700 千円

○登山道機能の向上
　登山道整備（浮石解消・支障木除去）
　登山道案内標識設置
　河原の坊登山口案内サイン設置
○緊急避難施設の向上
　うすゆき山荘改修
○シャトルバス運行環境の向上
　岳地域駐車場整備
○遊歩道整備案内板設置

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。

側溝整備  6路線 雪寒対策  1路線

○生活道路整備

新設改良 44路線 現道舗装 16路線
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5 橋梁整備事業 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

6 公共交通確保対策事業 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

7 都市施設機能改善事業 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

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）

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

○バス等運行事業補助

大迫公共施設連絡バス

402,105 千円

○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）

○公共交通会議運営
　花巻市地域公共交通会議委員報酬
○啓発用印刷物作成等
　バス時刻表作成、市営バス回転所土地借上料等

市道利用者が安全で快適に通行できる道路網を構築するため、市道橋梁の架替を行
う。

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便に加え4便増
便）

○告知看板設置業務委託
　工事期間中の利用休止告知看板の設置
○駐車場舗装整備工事等
　新花巻駅無料駐車場の舗装、区画線設置、フェンス設置

○橋梁整備
　橋梁架替工事
　・熊野内野線（太田橋）
　・上町成田線（豊沢橋）

107,071 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、コミュニティバスの
運行及び民間路線バスへの運行費補助等を行う。

18,356 千円

新花巻駅駐車場の良好な管理運営及び駅利用者の利便性向上のため、駐車場整備
（舗装等）を行う。

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
行に要する補助金（平日1便）

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

大迫・花巻地域間連絡バス
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

8 都市再生推進事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 都市再生室

【事業内容】

9 定住促進事業 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

10 空家等対策事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

11 消防拠点施設等整備事業 消防本部

【事業目的】

【事業内容】

12 消防団員育成強化事業 消防本部

【事業目的】

【事業内容】

5,080 千円

101,289 千円

常備消防の災害対応力の充実強化を図るため、新規車両の整備及び経年劣化した車
両等の更新を行う。

○消防車両等の整備
　指揮車（花巻中央消防署）
　高規格救急車（花巻南温泉分遣所）
　小型動力ポンプ付水槽車（花巻北消防署）
　自動心臓マッサージ器（花巻中央消防署）

25,412 千円

千円

立地適正化計画に基づく都市再生整備計画を推進するとともに、総合花巻病院移転
整備にかかる支援を行う。

○都市再生整備計画事業（広場整備測量調査業務）
　旧エセナ跡地広場測量調査
○上町エリア施設再配置検討業務
○都市機能立地支援事業補助金
　総合花巻病院移転事業に対する補助
○都市再生協議会開催等

定住促進のため、ＵＩＪターン者による住宅の取得並びに空家バンク利用者による
空家の取得及び賃借に対し、支援を行う。

10,000 千円

○ＵＩＪターン者住宅購入補助事業
　ＵＩＪターン者のうち、子育て世帯の住宅取得及び空家バンク活用者の住宅取得
に対する補助　4件
　空家バンク利用者の住宅賃借に対する補助　2件

地域防災の中核を担う持続可能な消防団の構築のため、組織編成の改革や入団を促
進するとともに、消防団員の装備品の充実や地域の応援体制の強化を図る。

○消防団員への教育、研修
　県消防学校へ入校し、階級に応じて必要となる知識・技能を習得
　他の消防団組織や団活動を視察し、市消防団の今後のあり方を検討
○消防演習の実施
　市民等の消防団への関心を高め充足率向上につなげるため、日ごろの訓練成果を
披露
○消防団員活動装備
　災害活動内容に即した装備の配備
　摩耗した被服等の更新及び団員の安全装備充実のため新防火服、防火ヘルメット
を整備

空家等対策を効率的かつ効果的に行うため、市内の空家等の実態を調査し現状を把
握する。

○空家データベース整備等業務委託
　市内全域における空家実態の調査及びデータベースの整備

68,147
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

13 消防団施設等整備事業 消防本部

【事業目的】

【事業内容】

14 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】

15 高齢者福祉サービス基盤整備事業 健康福祉部

【事業目的】 長寿福祉課

【事業内容】

介護施設整備内容

地域密着型特別養護老人ホーム 2  29名×2施設

認知症高齢者グループホーム

施設種別 施設数 定員

千円

看護小規模多機能型居宅介護施設 1  宿泊定員9名

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
　老人福祉施設の建設、改築時の借入償還金元利補給　8施設
○介護施設等整備事業費補助≪新規≫
　地域密着型介護サービス施設の整備費に対する補助
　介護サービス施設を開設するための準備経費に対する補助
　計5施設

130,465 千円

460,839

消費税率の引上げ（5％→8％）による影響を緩和するため、低所得者に対して臨時
的な給付措置を行う。また、一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩恵を受
けにくい低年金受給者に対して支援を行う。

○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3千円の給付金を
支給
○年金生活者等支援臨時福祉給付金≪新規≫
　平成28年度臨時福祉給付金の対象者のうち、障害基礎年金・遺族基礎年金を受給
している者に対し、1人につき3万円の給付金を支給
○システム改修等事務費

○消防団施設の整備
　屯所新築　1棟
　　第4分団第6部（花巻・矢沢）
○公共下水道への接続
　　第3分団第11部（花巻・北湯口の一）
○消防団車両等の整備
　消防ポンプ車更新　1台
　　第19分団第2部（東和・町井舘迫）
　小型ポンプ軽積載車更新　1台
　　第17分団第4部（石鳥谷・山根）
　小型ポンプ積載車更新　1台
　　第17分団第2部（石鳥谷・種森）
　小型動力ポンプ更新　4台
　　第9分団第2部2班（大迫・鍋屋敷）
　　第17分団第2部（石鳥谷・種森）
　　第17分団第4部（石鳥谷・山根）
　　第17分団第6部（石鳥谷・上郷）

2  18名×1施設、9名×1施設

消防団の災害対応力の充実強化を図るため、消防屯所や消防車両及び積載装備品を
計画的に更新整備する。

62,458 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

16 イーハトーブ養育センター整備事業 健康福祉部

【事業目的】 障がい福祉課

【事業内容】

17 大迫生活習慣病対策３０周年記念事業≪新規≫ 健康福祉課

【事業目的】 健康づくり課

【事業内容】
○大迫生活習慣病対策３０周年記念事業の実施
　内容　記念講演『開始から30年の経過と今後の展望』
　　　　シンポジウム
　　　　健康チェック（血圧、体組成等の測定、塩分栄養診断等）
　　　　血圧計などの健康管理機器の展示及び体験
  　　　大迫生活習慣病対策30年の取り組みのパネル展示
　会場　大迫交流活性化センター

344,899 千円

現行施設の老朽化・狭あい化に伴うイーハトーブ養育センターの施設整備のため、
土地造成等工事の実施及び施設建設に対する支援を行う。

○土地造成等工事
　土地造成工事・擁壁工事・消火栓工事
○イーハトーブ養育センター整備事業費補助金

1,036 千円

大迫生活習慣病対策における、これまでの取組みについて広く周知するとともに、
健康づくりの重要性について意識向上を図る。

P15



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 発達支援事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

2 保育施設運営支援事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

3 放課後児童支援事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

4 奨学金活用人材確保支援事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】
○ふるさと保育士確保事業補助金
　市内認可保育園で勤務している保育士に返還金の半額を補助することで、保育士
の確保を行う。
○ふるさと奨学生定着事業補助金
　市内大学を卒業後に市内に居住している者に返還金の半額を補助することで、優
秀な人材の定住化を図る。

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

29,929 千円

千円41,587

乳幼児の発達障がいを早期に発見し、発達を促すため、総合的な指導及び援助を行
う。また、老朽化したこども発達相談センターを改築するため、実施設計を行う。

○こども発達相談センター運営
　発達相談、親子教室、発達支援保育巡回訪問指導、保育士研修会等の実施
○こども発達相談センター改築≪新規≫
　改築工事実施設計

218,785 千円

児童の健全育成のため、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と
の交流促進を図る。

○学童クラブ
　学童クラブ事業委託　21クラブ
　放課後児童支援員等処遇改善等事業補助　18支援の単位
○学童クラブ施設整備補助≪新規≫
　（仮称）ぴっころ学童クラブの施設整備を補助
○放課後子ども教室
　学童クラブのない学区での開設　2か所
　（教育活動サポーター、教育活動推進員の配置）

534 千円

市内私立保育園等の適正な保育環境を維持・管理するため、運営費に対して支援す
る。

花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた目標を達成するため、市奨学金の
返還者へ支援を行うことにより、奨学金制度を活用した人材確保を行う。

○私立保育園産休等代替職員費補助
　産休等の代替職員の雇用に要する経費の補助
○石鳥谷町保育協会運営事業補助
　円滑な運営を支援するため、協会の運営費に対して補助
○私立保育園運営事業補助
　円滑な運営を支援するため、保育園の運営費に対して補助　19園
○業務効率化推進事業補助≪新規≫
　保育システム導入、カメラ設置経費に対して補助
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5 心身障がい児医療費助成事業≪新規≫ 健康福祉部

【事業目的】 国保医療課

【事業内容】

6 公立保育園再編事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

7 特別支援事業 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

8 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】

859,140 千円

○湯口中学校校舎改築
　・工事補助監理委託(校舎Ⅱ期・屋内運動場Ⅰ期)
　・改築工事(校舎Ⅱ期・屋内運動場Ⅰ期)
　・既存校舎及び屋内運動場解体工事
　・学校備品の購入

心身障がい児の保護者が安心して子育てができる環境づくりを推進するため、経済
的負担を軽減する。

公立保育園の再編のため、民営化を受ける法人の公募・選定を実施するとともに、
公立園の移管にあたって、運営法人との引き継ぎ保育を実施する。

○民営化を受ける法人の公募・選定
　公募選定委員会委員報酬及び交通費の費用弁償
○引き継ぎ保育事業負担金
　運営法人から公立園へ派遣される人員の代替人員確保費用

1,712 千円

62,427 千円

授業中に特別な支援を必要とする児童生徒に対する生活・学習支援や、不登校・不
登校傾向にある児童生徒への登校支援を行う。

○心身障がい児医療費助成
　対象者：身体障害者手帳3～6級等の対象者で、中学生から
　　　　　18歳までの児童
　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（就学前の児童は乳幼児医療費助成の例による額）
　給付方法：就学前の児童については、平成28年8月から現物給付
　　　　　　（後日給付ではなく、窓口負担を軽減）

10,042 千円

○ふれあい共育推進
　特別な支援が必要な児童生徒に対し支援を行うふれあい共育推進員を配置　43名
○特別支援体制の推進
  障がいのある児童生徒への教育支援体制の推進
○学校適応支援
　問題を抱える児童生徒及び保護者への教育相談や、特別な支援が必要な児童生徒
に関する巡回指導等のため、教育相談員（5名）及びスクールソーシャルワーカー
（7名）を配置
○ことばの教室巡回指導≪新規≫
　「ことばの教室」での指導を必要とする児童に対する巡回指導のため、ことばの
教室指導員（4名）を配置

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。
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

9 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】

10 学校地域連携事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

11 （仮称）大迫学校給食センター整備事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

12 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

13 スポーツ大会・合宿誘致推進事業 生涯学習部

【事業目的】 スポーツ振興課

【事業内容】

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
○国際姉妹都市提携30周年記念事業≪新規≫
　・ラットランド市との姉妹都市提携30周年記念事業の実施
○ベルンドルフ市への高校生派遣

○情報発信・誘致・支援活動
　はなまきスポーツコンベンションビューローによる大規模大会誘致・開催支援、
スポーツ合宿誘致・支援、スポーツイベント招致、観戦支援
○スポーツ大会・合宿誘致推進事業補助
　はなまきスポーツコンベンションビューローへの補助
○スポーツ合宿支援補助≪新規≫
　県外の大学等の団体が市内スポーツ施設及び宿泊施設を利用する合宿を開催する
場合の交通費と宿泊費に対して補助

学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てるため、家庭・地域と
の連携による学校経営を推進する。

161,549 千円

14,379 千円

575,998 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。

2,836 千円

6,683 千円

スポーツツーリズムの推進のため、大規模なスポーツ大会やスポーツ合宿の誘致を
図る。

○大迫中学校校舎改築
　工事補助監理(Ⅰ期)、通学路整備実施設計及び校舎棟改築(Ⅰ期)工事

○教育活動支援
　2つの中学校区に地域コーディネーターを配置し、地域と学校の連携・協働による
学校支援活動を実施

大迫中学校改築に伴い、学校給食施設を整備する。

○（仮称）大迫学校給食センター整備
　大迫地区小中学校4校に給食を提供する給食センターを整備
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

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】

　

　　　

10/22(土)～
10/24(月）

知的 石鳥谷ふれあい運動公園

 フットベース
 ボール

知的 石鳥谷ふれあい運動公園

バレーボール
身体・知的・

精神
花巻市総合体育館

クレー射撃
10/8(土)～
10/10(月)

全種別 花巻市クレー射撃場

綱引
9/3(土)～
9/4(日)

─ 花巻市総合体育館

サッカー
10/3(月)～
10/4(火)

成年男子 花巻市スポーツキャンプむら

10/6(木)～
10/10(月)

10/6(木)～
10/9(日)

全種別 田瀬湖ボート場

ハンドボール

第１６回全国障害者スポーツ大会(希望郷いわて大会)

競　技 会　期 種　別 競技会場

ソフトボール

リレーション３ 8/28(日) ─ 花巻市スポーツキャンプむら

ゲートボール
9/17(土)～
9/18(日)

─ 日居城野陸上競技場

高等学校野球
（硬式）

10/2(日)～
10/3(月)

─ 花巻球場

ソフトボール
10/2(日)～
10/4(火)

成年男子
成年女子
尐年女子

石鳥谷ふれあい運動公園

バレーボール
10/2(日)～
10/5(水)

尐年男子
尐年女子

花巻市総合体育館

 フットベース
 ボール

知的 石鳥谷ふれあい運動公園

バレーボール
身体・知的・

精神

第７１回国民体育大会(希望郷いわて国体)本大会の開催

競　技 会　期 種　別 競技会場

花巻市総合体育館

6/12(日）

ソフトボール

948,768 千円

花巻球場
6/9(木)～
6/11(土）

高等学校野球（硬
式）

第１６回全国障害者スポーツ大会（希望郷いわて大会）リハーサル大会

競　技 会　期 種　別 競技会場

知的 石鳥谷ふれあい運動公園

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

ボート

第７１回国民体育大会及び第１６回全国障害者スポーツ大会の円滑な運営を図る。

○第７１回国民体育大会、第１６回全国障害者スポーツ大会及び競技別リハーサル
大会の開催

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

競　技 会　期 競技会場
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

（14）

15 宮沢賢治生誕１２０年記念事業≪新規≫ 生涯学習部

【事業目的】 賢治まちづくり課

【事業内容】

○広報啓発活動
　歓迎看板、のぼり旗の設置、炬火イベント等の開催
○市民運動活動
　大会運営ボランティア研修、花いっぱい運動等の実施
○観光接伴活動
　選手及び観客へのふるまい実施、ミニプログラム等の作成
○各競技会の運営
  正式競技6競技、特別競技1競技、公開競技2競技、デモンストレーションスポーツ
1競技、障害者大会3競技の開催
  仮設施設の設置、選手・監督のバス運行管理
○輸送交通の実施
　各競技会場と主要駅等を結ぶ観客用シャトルバスの運行管理

○東北横断道跨道橋ライトアップ

　胡四王の森エリアへの「入口」として、国道456号を跨ぐ東北横断道跨道橋の北側
面をライトアップ

○公開テレビ番組会場設営

　ＮＨＫ公開収録番組「ベストオブクラシック」の実施に係る会場設営

○情報発信テレビ番組制作

　賢治と「賢治のまち花巻」を広く紹介するため、テレビ番組を制作

○宮沢賢治記念館特別展

千円

賢治生誕120年の節目に賢治並びに「賢治のまち花巻」を広く発信するため、民間団
体との協働により生誕記念事業を実施する。

○宮沢賢治生誕１２０年記念事業の開催

イーハトーブフェスティバル
（仮称）

音楽や映像、文学などの側面から賢治を顕彰する
ステージイベント（8/26～28開催予定）

童話村ライトアップ
童話村の森をライトアップし、賢治の作品世界を
イメージした幻想的な空間を演出（4/29～10/23ま
での間、37日間を予定）

シンポジウム
宮沢賢治賞・イーハトーブ賞受賞者、東日本大震
災被災地の方、市民代表によるシンポジウム
（9/17開催予定）

81,914

賢治の短歌カルタ制作
賢治の短歌に市内小中学校の児童・生徒が絵を付
け、カルタを制作

映像・音声番組の制作
賢治と賢治を育んだ花巻に焦点を当てた番組を制
作

○国際研究大会の開催

○賢治祭特別事業の開催

　（一財）宮沢賢治記念会と花巻市の共催により、賢治生誕120年記念「賢治祭」を
開催。従来の賢治祭のメニューに加え、花巻市文化会館において「音楽と演劇の夕
べ」を開催（9/16・9/21開催予定）

　国内外の賢治愛好者・研究者が集い、記念講演や研究発表、シンポジウム、エク
スカーションを実施（事務局：宮沢賢治学会イーハトーブセンター）（8/27～8/29
開催予定）

　「本物に出会える空間」として資料を定期的に入れ替えながら展示
　「雨ニモマケズ手帳」展　8/20～8/28
　「賢治の青春」展　　　　9/17～9/25
　「賢治と石」展　　　　　10/1～
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

16 高村光太郎記念館企画展示事業 生涯学習部

高村光太郎記念館整備事業≪新規≫ 生涯学習交流課

【事業目的】

【事業内容】

17 文化財保護活用事業 教育部

【事業目的】 文化財課

【事業内容】

花巻市内指定文化財件数（平成28年1月末現在）

18 全国神楽大会開催事業≪新規≫ 大迫総合支所

【事業目的】 地域支援室

【事業内容】

記念物 4 5 62 71

計 12 28 241 281

文化的景観 0 0 0 0

伝統的建造物群 0 0 0 0

○企画展の開催
　高村光太郎没後60年、妻智恵子生誕130年のメモリアルイベントとして、智恵子が
晩年に遺した作「紙絵」を展示
○高村光太郎没後60年記念講座の開催≪新規≫
　花巻で過ごした高村光太郎の足跡を探り、高村光太郎を深く知るための講座
○周辺施設整備
　智恵子展望台改修、遊歩道改修等

143

無形文化財 0 0 1 1

民俗文化財 2 7 57 66

県指定

千円

○文化財保護
　文化財の調査と指定
　市が所有する文化財の適切な管理運営
　熊谷家の改修≪新規≫
　個人が所有する指定文化財の管理指導や修理費の補助
○文化財活用
　文化財説明板や案内板の新規設置や修繕
　文化財セミナーや早池峰自然観察会の実施

区分 国指定

1,840 千円

20,000

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。また、晩年を花
巻で過ごした高村光太郎を顕彰し、高村光太郎記念館を魅力ある記念館とするた
め、周辺施設の整備を行う。

有形文化財 6 16 121

4,000 千円

市指定 合計

34,363

千円

○全国神楽大会ハヤチネ2016の開催
　市・市観光協会等で構成される実行委員会による開催
　開催日　平成28年9月3日（土）～4日（日）
　会　場　愛宕山公園特設会場（花巻市大迫町）

国重要無形民俗文化財指定40周年を記念し、全国の神楽団体との交流や来場者への
鑑賞機会提供を通じ、神楽の里としてのイメージアップと伝承活動の充実を図る。

市内にある文化財を保護するため、文化財指定を行い適切な保存管理に努めるとと
もに、市民文化の向上のため、文化財を積極的に活用し周知を図る。
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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 移住・定住促進等対策事業 総合政策部

【事業目的】 秘書政策課

【事業内容】

2 地域おこし促進事業 総合政策部

【事業目的】 秘書政策課

農林部

農政課

【事業内容】 建設部

都市再生室

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

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

42,484 千円

7,635 千円

本市への移住定住を進めるために、移住者に対する情報提供環境の整備や支援制度
充実を図る。

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、情報発信を行う。
○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する。

○花巻市への移住に関する窓口の設置
　移住相談員の配置、移住に対する総合受付体制の構築
○移住定住に関する意見交換会の開催
　花巻市への移住者や有識者等による移住支援策等に関する意見交換会を開催
○ポータルサイトの充実
　市の移住施策等の情報発信を図るため、移住施策や子育て環境に関するポータル
サイトを整備
○空家バンク活用奨励金
　空家バンクに登録されている物件を市外からの移住者が利用した場合、空家の所
有者へ奨励金を交付
○首都圏開催の移住フェア等への出展
　本市の移住施策を広く周知するため、移住支援全国組織等が開催する移住フェア
等へ出展
○本市への移住体験ツアーの実施≪新規≫
　本市の移住施策を広く周知し、移住先としての認知度を高めるため、移住体験ツ
アーを実施
○市内で開催される同窓会支援≪新規≫
　Ｕターンを促すため、市内で開催される同窓会において、県外からの出席数に応
じた開催経費への助成を行い移住施策等をＰＲ
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

3 シティプロモーション推進事業≪新規≫ 総合政策部

【事業目的】 秘書政策課

【事業内容】

4 地域づくり活動推進事業 総合政策部

【事業目的】 地域支援室

【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 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】

2 証明書コンビニ交付サービス事業 市民生活部

【事業目的】 市民登録課

【事業内容】

200,974 千円

74,456 千円

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
付金を交付するほか、地域づくりを進める人材の育成を図る。

○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％）
○コミュニティ会議を中心とした地域づくり活動に関するワークショップ等の開催
≪新規≫

○基幹系システムの制度対応等
　平成29年度に開始する他の行政機関等との情報連携に向け、基幹系システムの総
合運用テストへの対応等を行う。
○関係条例の整備
　市の個人番号独自利用に関する条例の整備を行う。
○個人番号カードの発行等
　市民への個人番号付番・通知、個人番号カードの発行を行う。
○市民への制度周知
　個人番号カードの普及等市民への制度周知を継続する。

10,606 千円

社会保障・税番号制度の円滑な運用と活用を図るため、基幹系システムの制度対
応、市民への制度周知等を行う。

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
たコンビニエンスストアでの各種証明書交付サービスを実施する。

○コンビニ交付サービスシステム構築等
　システム改修、機器のリース、保守
○証明書発行手数料
○証明書コンビニ交付センター運営負担金

○市民とともに市の魅力発信
　市民参加型のワークショップ等を開催し、本市の魅力を共有化する（仮）花巻ブ
ランドスクールの開設（5～7月）
　首都圏における花巻プロモーションイベントの開催（8、11、1月　計3回）
　プロモーション用メディア製作（9～3月）
　花巻ファンの獲得（随時）

本市の移住先としての首都圏での認知度を向上させるため、市民とともに魅力発信
を行う。

8,738 千円
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48,995,518 千円 46,402,071 千円

伸び率 5.6 ％ 5.8 ％
一般歳出
（公債費を除いた額） 6.8 ％ 6.6 ％

市税 △ 0.6 ％ 0.6 ％

地方交付税 △ 2.3 ％ △ 1.9 ％

国庫支出金 △ 2.6 ％ 17.9 ％

県支出金 5.2 ％ 54.6 ％

市債 44.0 ％ 3.6 ％

30.4 ％ 30.7 ％

58.8 ％ 62.3 ％

12.8 ％ 9.4 ％

人件費 5.2 ％ 1.8 ％

公債費 △ 2.5 ％ 0.4 ％

普通建設事業費 25.2 ％ 5.7 ％

　うち単独分 △ 4.1 ％ △ 19.1 ％

10.6 ％ 10.7 ％

市債残高（年度末見込） 55,379,969 千円 54,436,335 千円

560 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28年１月末現在の住民登録人口 98,843人により算出した金額である。

歳出（伸び率）

区　　　　　分 平成２８年度 平成２７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 

P24


