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

 ◇ 平成２９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２期中期プランで掲げた「人口減少対策」、「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、昨年度策定した「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、中学校校舎改築、道路橋梁整備、災害公営住宅、東和コミュニティセン

ターやこども発達相談センターなどの施設整備事業をはじめ、総合花巻病院移転整備

支援、宿場町おおはさま４００年記念事業、産業団地整備事業など、その他地方創生

に資する事業費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、合併特例債や過疎対策事業債に加えて、新たに辺

地総合整備計画の策定を前提とした辺地対策事業債など、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２９年度一般会計予算（案）については、以下のとおりとするものです。  

   歳入歳出予算総額  ４６６億１，７４８万円 

（前年度当初予算比 ２３億７，８０４万円減（４．９％減）） 

 ◇ なお、国の平成２８年度第２次補正予算に対応し、賃貸工場整備事業や市営住宅環

境改善事業など９事業、総額１４億４，３１７万円については、平成２８年度の補正

予算（第４号）及び３月定例会に上程する同補正予算案（第６号）へ前倒して措置し、

平成２９年度予算と一体で事業実施します。 

 ◇ これにより、平成２８年度に前倒しを行う事業費と合わせた平成２９年度の実質的

な予算規模は、４８０億６，０６５万円となります。 

    

 

２ 主な取り組み                            

 (1) 人口減少対策 

  ① 産業の立地を誘導し雇用創出に繋げるため、新たな産業団地について基本計画策

定等を行うとともに、将来的な産業団地の適地選定や開発手法等を調査します。 

② 女性の社会進出や少子高齢化社会における労働力の確保等を図るため、テレワー

クを活用したスモールビジネスの創出を支援します。 

  ③ 妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的な相談支援を提供するワンストップ拠

点を整備し切れ目ない支援を実施するため、花巻保健センター内に子育て世代包括

支援センターを設置します。 

  ④ 市民が安心して必要な医療を受けられるよう、地域医療の中核を担う総合花巻病

院が行う病院及び看護学校の整備事業を支援します。 

⑤ 病気回復期にあって集団保育等が困難な小学生以下の児童について、看護師や保

育士などの専門スタッフを配置し一時的に預かるための専用施設を設置します。 
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⑥ 老朽化の著しいこども発達相談センターを改築します。 

⑦ 経済的な事情により進学が困難な学生に対して、奨学金の返還免除により進学を

後押しし、将来の自立に向けた支援を行います。 

⑧ 東和地域における生涯学習や各種団体の活動、地域づくりの拠点として、老朽化

した東和コミュニティセンターの整備に着手します。 

⑨ 企業誘致をはじめ、市内企業の新事業進出、新商品開発など企業競争力強化及び

新規雇用の創出等を促進するため、賃貸工場を整備します。（Ｈ28 年度前倒し） 

 

 (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を整備します。 

  ② 遊休化した建物や土地、空間を活用し、エリア価値を高めるための都市再生手法

を学ぶ全国的なリノベーションスクールについて、当市を会場に開催します。 

  ③ 東日本大震災の沿岸被災者の住居を確保するため、花巻地区の中心市街地に災害

公営住宅を整備します。 

 

 (3) 交流人口の拡大 

  ① 首都圏での食イベントや都内飲食店関係者を対象とした現地ツアーの開催など、

首都圏消費者と市内生産者の交流を促進し、花巻産農産物の販路拡大を図ります。 

  ② 大迫地域の現在の街並みが形成されて４００年の節目を記念し、日本各地のワイ

ナリーを招聘しての日本ワインフェスティバルほか、各種記念事業を実施します。 

  ③ 遠野市と連携し、首都圏での観光情報発信や両市を結ぶ観光ルートの景観保全、

スポーツ合宿誘致活動等を展開し、広域連携による来訪者の拡大を目指します。 

  ④ 市内の産業について市民の理解を深め、職業観の醸成や新たな事業展開を推進す

るため、はなまき産業大博覧会を開催します。 

  ⑤ 希望郷いわて国体のレガシーを継承し、国内で初めての開催となる第５回東アジ

アＵ－２２ハンドボール選手権の開催を支援します。 

  ⑥ 田瀬湖ボート場の艇庫等を改築し、ボート競技の合宿誘致を推進します。 

  ⑦ 花巻の魅力や資源のブランド化とその情報発信技法について学ぶ市民参加型ワー

クショップ等の開催により、本市のシティプロモーションを推進します。 

   

 (4) 防災力の強化 

  ① 市民の防災意識を高め災害時の避難行動が迅速に行われるように、最大浸水想定

区域及び土砂災害警戒区域を示したハザードマップを作成し、対象地域に配布しま

す。また、指定緊急避難場所への誘導看板を追加設置します。 

  ② 水槽付消防ポンプ自動車等の常備消防施設を整備するとともに、消防屯所、消防

ポンプ自動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 木造住宅の耐震化を推進するため、耐震補強工事に対する補助限度額を引き上げ

るとともに、新たに簡易耐震補強工事を行う場合に経費の一部を補助します。 



■ 一般会計予算
（単位：千円）

平成29年度 46,617,479

平成28年度 48,995,518

増減額 △ 2,378,039

※歳入予算の市債のうち「臨時財政対策債」1,686,000千円は、一般財源に含まれる。

■ 実質的な予算規模
（単位：千円）

平成28年度
への前倒し

1,443,168

平成29年度
＋平成28年度
　への前倒し

48,060,647

■ 一般会計及び特別会計予算額
（単位：千円）

増減率

% 

△ 4.9

△ 0.7

2.6

3.4

△ 4.7

6.2

△ 2.7

6,022,116 3,655,176 4,460,800 2,686,448 31,236,107

※国の第２次補正予算に対応し、平成29年度から前倒して、平成28年度予算に1,443,168千円を計上
　平成28年度予算への前倒し計上分を含めた実質的な平成29年度当初予算規模は、48,060,647千円

　◇前倒し事業（9事業）　*事業内容については、26～28ページを参照のこと。
　　賃貸工場整備事業、橋梁維持事業（橋梁点検）、市営住宅環境改善事業、空家等対策事業、臨時給
　　付金支給事業、小学校施設維持事業、中学校施設維持事業、大迫中学校校舎改築事業、湯口中学校
　　校舎改築事業

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

667,378 676,500 99,290

合　　　　　　　　　計

10,193,196

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

10,769,592

介護保険特別会計

公設地方卸売市場事業特別
会計

71,542,100 73,514,272

一般会計

10,847,740

46,617,479

1,898,610

48,995,518

農業集落排水等汚水処理
事業特別会計

△ 1,972,172

△ 3,36067,502 70,862

1,601,837 1,508,346 93,491

平成２９年度 花巻市予算

31,136,817

31,250,376

※ 地 方 債 そ の 他

5,235,885

3,655,176

予 算 額区    分
財　　  源　  　内　  　訳

5,354,738

4,659,102 4,767,100

2,686,4483,784,300

A 

平 成 28 年 度

区    分 予 算 額

国庫支出金 県支出金

3,083,055

一般財源

△ 78,148

118,853 △ 1,003,926 △ 982,800 △ 396,607

A-B 

△ 113,559

344,729

B 

49,1551,947,765

平 成 29 年 度 増  減  額

10,537,925

△ 2,378,039

財　　  源　  　内　  　訳
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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 11,049,471 23.7 10,853,200 22.1 196,271 1.8

2 地方譲与税 835,500 1.8 830,600 1.7 4,900 0.6

3 利子割交付金 11,000 0.0 15,600 0.0 △ 4,600 △ 29.5

4 配当割交付金 31,500 0.1 45,400 0.1 △ 13,900 △ 30.6

5 株式等譲渡所得割交付金 25,000 0.1 23,700 0.0 1,300 5.5

6 地方消費税交付金 1,674,700 3.6 1,789,800 3.7 △ 115,100 △ 6.4

7 ゴルフ場利用税交付金 14,000 0.0 14,500 0.0 △ 500 △ 3.4

8 自動車取得税交付金 113,000 0.2 109,500 0.2 3,500 3.2

9 地方特例交付金 38,600 0.1 30,800 0.1 7,800 25.3

10 地方交付税 14,530,000 31.2 15,080,000 30.8 △ 550,000 △ 3.6

11 交通安全対策特別交付金 14,600 0.0 14,500 0.0 100 0.7

12 分担金及び負担金 504,604 1.1 622,920 1.3 △ 118,316 △ 19.0

13 使用料及び手数料 698,417 1.5 708,168 1.4 △ 9,751 △ 1.4

14 国庫支出金 5,354,738 11.5 5,235,885 10.7 118,853 2.3

15 県支出金 3,655,176 7.8 4,659,102 9.5 △ 1,003,926 △ 21.5

16 財産収入 42,349 0.1 47,314 0.1 △ 4,965 △ 10.5

17 寄附金 200,001 0.4 223,001 0.5 △ 23,000 △ 10.3

18 繰入金 1,433,488 3.1 1,309,507 2.7 123,981 9.5

19 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

20 諸収入 921,034 2.0 1,120,120 2.3 △ 199,086 △ 17.8

21 市債 5,470,300 11.7 6,261,900 12.8 △ 791,600 △ 12.6

46,617,479 100.0 48,995,518 100.0 △ 2,378,039 △ 4.9合　　　　計

科　　　　　目

平成２９年度 花巻市一般会計

平成28年度平成29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 266,897 0.6 270,544 0.6 △ 3,647 △ 1.3

2 総務費 5,600,528 12.0 5,498,419 11.2 102,109 1.9

3 民生費 14,071,496 30.2 14,416,823 29.4 △ 345,327 △ 2.4

4 衛生費 2,778,194 6.0 2,557,142 5.2 221,052 8.6

5 労働費 149,565 0.3 169,240 0.4 △ 19,675 △ 11.6

6 農林水産業費 3,585,927 7.7 4,077,280 8.3 △ 491,353 △ 12.1

7 商工費 1,462,123 3.1 2,217,207 4.5 △ 755,084 △ 34.1

8 土木費 6,430,111 13.8 5,495,662 11.2 934,449 17.0

9 消防費 1,606,844 3.4 1,655,190 3.4 △ 48,346 △ 2.9

10 教育費 4,981,093 10.7 6,793,867 13.9 △ 1,812,774 △ 26.7

11 災害復旧費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

12 公債費 5,642,700 12.1 5,802,143 11.8 △ 159,443 △ 2.7

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

46,617,479 100.0 48,995,518 100.0 △ 2,378,039 △ 4.9

歳入の構成 　 歳出（性質別）の構成

合計（目的別）

科　　　　　目
平成28年度平成29年度

人件費 

81億6,445万円 

扶助費 

81億5,675万円 

公債費 

56億4,249万円 
普通建設事業費 

54億4,039万円 

災害復旧費 

200万円 

物件費 

65億2,180万円 

補助費等 

45億137万円 

繰出費 

57億6,556万円 

その他 

24億2,267万円 

義務的 

経費 

47.1％ 

投資的 

経費11.7％ 

その他の 

経費 

41.2％ 

自主財源
31.9% 

依存財源 
68.1% 

市税 

110億4,947万円 

繰越金など 

37億9,989万円 

地方交付税 

145億3,000万円 

国庫支出金 

53億5,474万円 

県支出金 

36億5,518万円 

市債 

54億7,030万円 

その他 

27億5,790万円 
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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 8,164,447 17.5 8,292,763 16.9 △ 128,316 △ 1.5

扶助費 8,156,750 17.5 7,980,514 16.3 176,236 2.2

公債費 5,642,492 12.1 5,801,932 11.9 △ 159,440 △ 2.7

21,963,689 47.1 22,075,209 45.1 △ 111,520 △ 0.5

普通建設事業費 5,440,388 11.7 5,743,357 11.7 △ 302,969 △ 5.3

うち補助事業費 2,609,454 5.6 3,259,589 6.6 △ 650,135 △ 19.9

うち単独事業費 2,830,934 6.1 2,483,768 5.1 347,166 14.0

災害復旧事業費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

5,442,388 11.7 5,745,357 11.7 △ 302,969 △ 5.3

物件費 6,521,802 14.0 6,386,594 13.0 135,208 2.1

維持補修費 978,313 2.1 1,007,945 2.1 △ 29,632 △ 2.9

補助費等 4,501,370 9.6 5,906,293 12.0 △ 1,404,923 △ 23.8

積立金 521,234 1.1 527,979 1.1 △ 6,745 △ 1.3

投資及び出資貸付金 883,126 1.9 1,579,938 3.2 △ 696,812 △ 44.1

繰出金 5,765,557 12.4 5,726,203 11.7 39,354 0.7

予備費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

19,211,402 41.2 21,174,952 43.2 △ 1,963,550 △ 9.3

46,617,479 100.0 48,995,518 100.0 △ 2,378,039 △ 4.9合計（性質別）

計

計

計

そ
の
他
の
経
費

平成28年度平成29年度

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

科　　　　　目
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46,617,479 千円 48,995,518 千円

△ 4.9 ％ 5.6 ％

△ 5.1 ％ 6.8 ％

31.9 ％ 30.4 ％

60.8 ％ 58.8 ％

11.7 ％ 12.8 ％

10.4 ％ 10.6 ％

577 千円 575 千円

※1　自主財源：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

※2　一般財源：市税～地方交付税の合計金額

※3　市債依存度：歳入総額に占める市債の割合

※4　市民一人当たり市債残高：平成29年１月末現在の住民登録人口97,934人により算出した金額

■基金の状況（財政調整基金・減債基金・まちづくり基金）

財政調整基金 5,008 千円 920,000 千円 6,836,251 千円 △ 914,992 千円

減債基金 15,803 千円 21,983 千円 1,169,716 千円 △ 6,180 千円

まちづくり基金 500,328 千円 373,215 千円 4,540,809 千円 127,113 千円

521,139 千円 1,315,198 千円 12,546,776 千円 △ 794,059 千円

■市債の状況（合併特例債・辺地対策事業債・過疎対策事業債・その他の市債）

1,844,200 千円 1,106,088 千円 15,473,466 千円 936,912 千円

93,200 千円 42,098 千円 169,979 千円 51,102 千円

1,022,200 千円 383,498 千円 4,585,094 千円 439,902 千円

2,510,700 千円 3,702,291 千円 36,283,411 千円 △ 1,191,591 千円

5,470,300 千円 5,233,975 千円 56,511,950 千円 236,325 千円

積立 取崩（繰入）

償還元金
市債残高

（年度末見込額）

平成２８年度平成２９年度

自主財源比率

一般財源比率

平成28年度末残高
見込額との比較

財政規模

伸び率

基金残高
（年度末見込額）

平成28年度末残高
見込額との比較

基金の名称

合　　計

一般歳出（公債費を除いた額）

市債依存度

実質公債費比率

主　要　財　政　指　標

合　　計

合併特例債

過疎対策事業債

辺地対策事業債

その他の市債

市民一人当たり市債残高

区　分

市債の名称 発行額

※1 

※2 

※3 

※4 
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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 都市農村交流推進事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

2 スマートアグリ推進事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

3 農業振興地域整備計画策定事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

4 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】

○農業生産革新実証事業≪新規≫
　農業ロボット技術、ＩＣＴ機器を利用した低コスト・省力化生産技術の実証や技
術研修会の開催
○農業用ロボット技術・ＩＣＴ機器導入支援補助金≪新規≫
　水田における農作業の省力化、コスト低減、生育状況均一化を目的としたロボッ
ト技術・情報通信技術（ＩＣＴ）機器（自動操舵システム等）の導入を支援

千円

農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用等による農業の健全な発展を図
るため、農業振興地域整備計画を策定する。

千円9,600

○はなまきグリーン・ツーリズム推進協議会運営支援
　受入農家の研修や修学旅行誘致及び農業体験ツアー開催経費を支援
○消費者と生産者との交流推進≪新規≫
　首都圏における消費者と市内生産者との交流イベント開催
　・首都圏消費者と市内生産者の交流ワークショップ等の開催
　・都内飲食店での市内農産物を用いた食イベントの開催

○農業振興地域整備計画策定業務委託
　農地利用計画及びマスタープランの策定

30,853

水稲生産者の生産意欲向上と花巻米の産地確立を図るため、水稲生産者が、ケイ酸
を含む土壌改良資材を投入する場合に支援を行う。

○花巻米生産確立支援事業補助金≪拡充≫
　水稲（主食用米・加工用米）生産者が、稲体強化に効果のあるケイ酸を含む土壌
改良資材を投入する場合に助成
※平成29年度より、加工用米を補助対象に追加するとともに、補助率を3分の2から4
分の3に引上げ

42,600 千円

平成２９年度予算　主要事業

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

7,208 千円

交流人口の拡大を図るため、農村の自然・文化・人との交流を楽しむグリーン･ツー
リズムを推進する。

農業の生産性向上や経営コスト削減を図るため、農業用ロボット技術・ＩＣＴ機器
の導入に向けた環境整備を行う。

8



№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5 担い手育成支援事業 農林部

【事業目的】 農政課

大迫総合支所

【事業内容】 地域振興課

6 森林資源活用事業 農林部

【事業目的】 農村林務課

【事業内容】

7 森林整備事業 農林部

【事業目的】 農村林務課

【事業内容】

○しいたけ等特用林産物生産施設整備
　しいたけ生産用ほだ木の購入に対する補助
○木質資源活用支援≪新規≫
　作業道敷設経費に対する補助、バイオマス発電燃料材納入時の運搬経費や松くい
虫被害木活用に対する補助

森林資源の活用を推進するため、木材の利用や特用林産物の生産を拡大する事業者
に対して支援する。

40,728 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。

○人・農地問題解決加速化事業
　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
　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
　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た研修会開催、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
○農業次世代人材投資資金交付金
　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）を交付
○新規就農者支援　≪拡充≫
　市外から移住してきた新規就農者を対象に、機械等の取得費用、農地の賃借料及
び研修期間の住宅確保等を支援（研修期間の住宅支援を拡充）
○花巻版農業女子プロジェクト事業　≪拡充≫
・女性農業者を対象としたトラクター等の講習会や農産物の販売促進・商品開発に
関する研修会の開催
・女性農業者が生産した農産物や加工品のＰＲ活動（市内イベント出店等）
・飲食店等異業種関係者との交流会の開催

4,931

○森林整備
　市有林の再造林、保育（下刈り、除間伐等）対象面積40.45ha
　観光地の森林整備（胡四王山周辺）≪新規≫
○林道整備計画調査
　林道整備計画路線の現地調査（漆山線）
○市有林調査業務
　市有林の保育を図るための現況調査等
○森林整備活動支援
　森林施業の実施に不可欠な活動に対しての交付金　対象面積130ha
○民有林保全対策≪拡充≫
　私有林において実施する除間伐等のかさ上げ補助
　（再造林、下刈、作業道の補助を拡充）
○森林整備・林業等振興整備事業交付金≪新規≫
　苗木生産の省力化に向けたコンテナ苗生産施設への補助

千円

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。

58,061
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

8 森林環境保全事業 農林部

【事業目的】 農村林務課

【事業内容】

9 サービス業生産性向上支援事業≪新規≫ 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

10 宿場町おおはさま４００年記念事業≪新規≫ 大迫総合支所

【事業目的】 地域振興課

【事業内容】

11 花巻・遠野広域連携事業≪新規≫ 総合政策部

【事業目的】 秘書政策課

【事業内容】

遠野市と連携し、両市の強みを生かした効果的な情報発信や観光ルート保全等を行
う。

○首都圏における観光情報発信
　東京駅に近接している外国人観光客やビジネス客向けの観光情報案内所へ遠野市
及び平泉町とともに共同出展し、観光情報を発信するほか、首都圏でのインバウン
ドイベントを実施
○多言語動画の制作
　本市及び遠野市の観光ＰＲ動画の制作
○観光ルート景観保全
　本市及び遠野市を結ぶ主要な観光ルート沿いの松くい虫被害木の伐採・駆除
○スポーツツーリズムによる地域振興
　本市及び遠野市へのスポーツ合宿誘致活動の実施

○日本ワインフェスティバル
　日本各地のワイナリーを招聘してのフェスティバルの実施　6月3日・4日開催
○記念式典、記念講演
　京都清水寺の森清範貫主による記念講演の実施　7月下旬開催
○大名行例
　南部家入宿行列、小芝居の実施　7月下旬開催
○大迫あんどん山車と青森県平川ねぷたの共演
　大迫あんどんまつりにおいて共演　8月14日開催
○特別番組制作
　宿場町おおはさま400年を記念した特別番組の制作　11月下旬

大迫の中心市街地の賑わいを創出するため、現在の街並みが形成されてから４００
年の節目の年を記念した各種イベントを開催する。

12,950 千円

千円61,309

29,909 千円

1,400 千円

市内企業の競争力を高めるため、経理・業務・生産体制改善のための支援を行う。

○サービス業カイゼン導入促進事業補助金
　専門家の指導による市内企業の生産性向上の取組に対する補助

○森林病害虫駆除
　松くい虫被害対策の方針に基づき、計画的な駆除と樹種転換や樹幹
　注入の防除対策を実施
　駆除　1,725㎥、樹幹注入作業 400本、樹幹注入薬剤購入補助 1,000本
　樹種転換　10ha
○森林管理維持増進
　民有林巡視業務委託　年間44日

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、適正な維持管理を行う。
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

12 広域観光推進事業 商工観光部

【事業目的】 観光課

【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

東和総合支所

【事業内容】 地域振興課

14 地域産業安定化事業≪新規≫ 大迫総合支所

【事業目的】 地域振興課

【事業内容】

15 産業団地整備事業≪新規≫ 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】

50,796 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。

○（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への誘客と、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、田瀬湖利用機関
関係連絡会、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
○宿泊施設利用促進への支援≪新規≫
　（一社）花巻観光協会が実施する市内宿泊施設への誘客キャンペーンを支援
○映像作品のロケ誘致
　映画、ＣＭ、テレビ番組等のロケを誘致

17,000 千円

○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
○体験型観光推進
　体験型観光を推進するため、体験メニューの創出・強化を支援
○花巻・遠野・平泉観光推進事業支援≪新規≫
　花巻・遠野・平泉観光推進協議会が実施する広域的な誘客への取組を支援

企業誘致用地の今後の不足感を解消し、立地環境を整備するため、産業団地の拡充
を図る。

○産業団地の整備に向けた基本計画等の策定
　短期的に整備を行う産業用地の基本計画策定及び測量、地質調査
○産業団地の開発に向けた調査
　新たな産業団地の選定及び規模、開発手法等の調査

○紫波町が保有する（株）エーデルワイン株の一部取得

22,190 千円

地場産業の振興とぶどう栽培農家の経営安定化を図るため、地域のぶどうを生かし
たワイン製造と販売を担う第三セクターへ出資を行う。

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。

4,757 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

16 産業情報発信事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

17 テレワーク活用事業 ≪新規≫ 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】
○テレワーク普及促進
　テレワーク普及セミナーの開催、端末等の環境整備、テレワーカーの研修等に係
る事業補助金
※テレワークとは、情報通信機器等を活用して、時間や場所の制限を受けずに柔軟
に働くことができる勤労形態の一種

女性の社会進出や少子高齢化社会における労働力の確保等を図るため、テレワーク
を活用したスモールビジネス創出を支援する。

20,000 千円

市内の産業（しごと）に対する市民等の理解を深め、職業観の醸成や新たな事業展
開を推進するため、はなまき産業大博覧会を開催する。

2,000 千円

○はなまき産業大博覧会開催
　市内の産業（しごと）の展示、職業体験、物産・特産品の販売、ステージイベン
ト、商談会等の開催
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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 公園整備事業 市民生活部

【事業目的】 生活環境課

【事業内容】

2 道の駅整備事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

○道の駅整備

　基本設計等業務委託、整備検討委員会開催

3 生活道路整備事業 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

○生活道路整備

76路線（うち新規35路線）

4 橋梁整備事業 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

5 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】

オンデマンド交通
石鳥谷地域を運行する予約乗合バスに係るオンデマンド
交通システム運用管理業務委託・停留所設置業務委託等

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。

○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）

安全で快適に通行できる道路網を構築するため、市道橋梁の架け替えを行う。

○橋梁整備
　橋梁架替工事  上町・成田線（豊沢橋）

108,811 千円

新設改良 46路線

445,500 千円

現道舗装 19路線

側溝整備 10路線 雪寒対策  1路線

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

市民が安全・快適に公園や緑地を利用することができるようにするため、公園施設
の整備を行う。

16,100 千円

28,628 千円

道の駅を核とした地域の連携強化を図り、道路利用者に安全で快適な交通環境を提
供するため、太田・笹間地区へ道の駅を整備する。

1,286,983 千円

○公園施設整備
　鳥谷ヶ崎公園池防護柵改修
　鳥谷ヶ崎公園西御門外ライトアップ整備
　星が丘3号公園法面改修
　公園トイレ塗装（若葉公園、高田北公園）

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。
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

○バス等運行事業補助

6 都市施設機能改善事業 建設部

【事業目的】 都市政策課

石鳥谷総合支所

地域振興課

【事業内容】

7 建築物耐震対策促進事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

大規模建築物の耐震化を図るため、耐震診断の結果報告が義務付けられた大規模建
築物の耐震補強設計及び耐震改修工事費用の一部を助成する。

○耐震補強設計費用の補助
　大規模建築物の耐震補強設計費用の３分の２を補助
○耐震改修工事費用の補助
　大規模建築物の耐震補強工事費用の44.8％を補助（補助限度額50,300円/㎡）

○公共交通会議運営
　花巻市地域公共交通会議委員報酬
○路線バス利用促進企画バス運行≪新規≫
　石鳥谷夢まつり等に行く際に、岩手県交通の大迫石鳥谷線を利用した方の帰りの
無料送迎バスを運行
○啓発用印刷物作成等
　バス路線マップ作成等

84,328 千円

駅周辺環境の良好な管理運営及び駅利用者の利便性向上のため、駅前駐車場整備
（舗装等）を行う。

○新花巻駅前駐車場整備
　駐車場舗装工事、区画線設置、市道付替え工事
　工事期間中の利用休止告知看板設置等
○石鳥谷駅前駐車場整備≪新規≫
　駐車場舗装工事、区画線設置、ガードパイプ設置、照明設置
　駐車場設置に伴う電柱移設補償等

77,200 千円

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）

予約応答型乗合交通
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応答型乗合交通の運行に要
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

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）

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
行に要する補助金（平日1便）

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）

項　　目 内　　容
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

8 木造住宅耐震化推進事業 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

9 都市再生推進事業 建設部

【事業目的】 都市再生室

【事業内容】

10 リノベーションまちづくり推進事業 建設部

【事業目的】 都市再生室

【事業内容】

11 公営住宅等建設事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

283,278 千円

東日本大震災の沿岸被災者の住居を確保するため、花巻地区中心市街地に災害公営
住宅を建設する。

上町及び仲町地区に25戸（３棟）の災害公営住宅（仮称）花巻上町アパートを整備

立地適正化計画における誘導施設として総合花巻病院移転整備への支援を行うほ
か、エセナ跡地をまちなか回遊、休憩のための広場として整備するとともに、都市
再生整備計画の見直しに向けた検討を行う。

○旧エセナ跡地広場整備実施設計
○都市再生整備計画調査≪新規≫
　都市再生整備計画に関する検討及び必要な事業スキームの企画提案
○総合花巻病院移転事業に対する補助
○都市再生協議会の開催等

7,750 千円

持続的な担い手育成と不動産オーナーの意識啓発を図り、リノベーションのまちづ
くりを推進するため、リノベーションスクールを開催するとともに、新たな担い手
である民間自立型まちづくり会社の育成支援を行う。

○リノベーションスクールの開催≪新規≫
　遊休化した建物や土地、空間を利用し、エリア価値を上げるための都市再生手法
を実践を通じて学習

1,618 千円

安心・安全なまちづくりを進めるため、現行の耐震基準に満たない住宅の耐震化を
推進する。

○耐震診断委託
　旧耐震基準の木造住宅の診断委託　15件
○耐震補強助成≪拡充≫
　耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満のものを、補強工事により1.0以上とする
工事費の補助　1件（補助上限額を600千円→900千円に拡充）
○簡易耐震補強助成≪新規≫
　耐震診断結果の上部構造評点が0.7未満のものを、補強工事により0.7以上1.0未満
とする工事費の補助　1件

283,531 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

12 避難対策事業 総合政策部

【事業目的】 防災危機管理課

【事業内容】

13 消防拠点施設等整備事業 消防本部

【事業目的】

【事業内容】

14 消防団施設等整備事業 消防本部

【事業目的】

【事業内容】

15 高齢者運転免許返納支援事業≪新規≫ 市民生活部

【事業目的】 市民生活総合

相談センター

【事業内容】

68,187 千円

1,800 千円

○高齢者運転免許返納支援
　65歳以上の運転免許証自主返納者に対し、バス及びタクシーの利用料金の一部を
助成

運転に自信のなくなった高齢者が、運転免許証を自主返納しやすい環境づくりを進
めることにより、高齢運転者の交通事故防止を図るため、高齢者運転免許証自主返
納者への支援を行う。

常備消防の災害対応力の充実強化のため、経年劣化した車両を更新する。

○消防団施設の整備
　屯所新築　1棟　第16分団第2部（石鳥谷・東中島）
○公共下水道への接続
　　第7分団第1部（花巻・南笹間）
○消防団車両等の整備
　消防ポンプ自動車　2台
　　第6分団第1部（花巻・太田中央）、第14分団第1部（石鳥谷・八幡）
  小型動力ポンプ積載車　2台
　　第7分団第6部（花巻・横志田）、第10分団第4部第1班（大迫・旭の又）
　小型動力ポンプ　4台
　　第2分団第1部（花巻・鉛）、第5分団第4部（花巻・田力）、第7分団第6部
　　（花巻・横志田）、第16分団第1部（石鳥谷・五大堂）

災害対応力の強化のため、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。

84,006 千円

○消防車両の整備
　水槽付消防ポンプ自動車（花巻北消防署）
　※車両の更新時に、南海トラフ巨大地震等の対応のため緊急消防援助隊消火小隊
　　として登録する。

41,381 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。

○避難行動要支援者名簿の整備
　要支援者から本人同意を得た避難行動要支援者名簿の作成と避難支援等関係者へ
の名簿の提供
○ハザードマップの作成・配布
　ハザードマップ（洪水・土砂災害の告示があった地域）の作成・配布
○災害情報システム機器等の整備
　災害現場の状況を的確に把握するための伝送映像システム等機器を整備
○避難行動要支援者システムの改修
　災害想定区域ごとに作成を要する個別支援計画作成用システムの改修
○指定緊急避難場所等の看板設置
　指定緊急避難場所等の誘導看板（10基）を追加設置
○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
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

16 福祉相談体制充実事業 健康福祉部

【事業目的】 地域福祉課

【事業内容】

17 婦人相談事業 健康福祉部

【事業目的】 地域福祉課

【事業内容】

18 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】

○婦人相談
　家庭内暴力や離婚問題等に悩む女性への助言指導の実施
　　婦人相談員の配置　1人
　婦人相談業務、女性弁護士相談、スキルアップ講座（委託）
　　婦人相談と助言指導の実施≪拡充≫
　　土曜日・日曜日に加え平日も実施
　　女性弁護士相談の実施（月1回）
　　女性の自立を支援するためのスキルアップ講座実施≪新規≫（年4回）
○母子・父子及び寡婦福祉資金貸付
　申請受付と県への進達

7,462 千円

女性の生活の安定と自立を図るため、家庭内暴力（ＤＶ）や離婚などに関する女性
からの相談に応じ、必要な助言・指導等を行う。

44,449 千円

○民生相談
　支援を必要とする地域住民への訪問や相談　民生相談員246人
○地域福祉訪問相談≪拡充≫
　民生委員児童委員と連携し、一人暮らし高齢者等への訪問相談と災害時要援護者
台帳の登録推進を図り、民生委員児童委員活動の負担を軽減（地域福祉訪問相談員
を8人から10人に増員）

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
談支援を実施するとともに各種団体で実施する事業に対して補助を行う。

○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（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、相談支援体制の強化を図るための経費
○団体活動支援
　身体障害者福祉協会事業補助金
　三障がい連絡会事業補助金
　手をつなぐ育成会事業補助金
○第5期障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定≪新規≫
　H30年度～H32年度の障がい福祉サービス量等の実施計画策定

44,290 千円

地域住民が抱えている様々な問題の解決に向けて、民生相談員や地域福祉訪問相談
員を配置し、関係機関等との連携を図りながら広く相談に応じる。
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

19 母子保健事業 健康福祉部

【事業目的】 健康づくり課

【事業内容】

20 総合花巻病院移転整備支援事業≪新規≫ 健康福祉部

【事業目的】 地域医療対策室

【事業内容】
○総合花巻病院移転整備支援
　公益財団法人総合花巻病院が移転新築整備基本構想に則り、病院及び看護学校の
整備を行う場合に要する経費に対して補助

107,588 千円

妊娠前から子育て期にわたる母子保健や、育児に関する様々な悩み等に円滑に対応
するため、健康診査、相談支援、産前産後ケアを実施する。

○妊婦・乳幼児健康診査及び相談
　妊婦一般健康診査の実施　健診回数14回
　乳児一般健康診査の実施
　（1か月児、4か月児、7か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳児親子歯科、3歳児）
○子育て世代包括支援センターの設置≪新規≫
　相談支援員2人を配置し、妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的な相談支援体
制の構築
　産前産後ケア事業を委託し実施
○ふれあい体験教室
　中学生と赤ちゃんのふれあい体験　10回

200,000 千円

市民が安心して必要な医療を受けられるよう、地域医療の中核を担う総合花巻病院
の移転整備事業の実現に向けた支援を行う。
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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 放課後児童支援事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

2 子育て推進事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

3 保育サービス向上支援事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

118,295 千円

私立保育園等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（3園）
　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
○障がい児保育（8園）
　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
○一時預かり（17園）
　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
○延長保育（24園）
　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
○病児保育（6園）
　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
○認可外保育施設健康管理
　認可外保育施設の児童の健康診断への補助
○実費徴収に係る補足給付
　生活保護世帯の保護者が特定教育・保育施設等に対して支払うべき教材・行事費
等及び給食費を補助
○病後児保育≪新規≫
　病気回復期で集団保育等が困難な期間にある児童を専用施設で一時的に預かる

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
　子育てガイドブックの配布（改訂版）
○子育て支援員研修事業≪新規≫
　小規模保育事業等の従事者を養成する研修会の開催

担当部署

219,567 千円

千円3,200

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。

○学童クラブ
　学童クラブ事業委託　19クラブ
　・児童の送迎を行う学童への燃料費支援≪新規≫
　・小規模学童に対する基本加算（市単）≪新規≫
　・障がい児支援職員加算（市単）≪新規≫
　・放課後児童支援員等処遇改善等事業補助　23支援の単位
○放課後子ども環境整備事業補助≪新規≫
　環境改善が必要な学童クラブの施設改修への補助
○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）

№ 事　業　内　容　の　説　明
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

4 こども発達相談センター改築事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

5 学力向上推進事業 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

6 小学校外国語教育推進事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

7 中学校外国語教育推進事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

生徒の語学力向上のため、外国人講師を活用した授業を行うほか、英語検定の受験
費用を負担する。

○学力向上支援員≪新規≫
　学力調査等の結果を分析し、各校の学力向上の取組を支援する支援員を配置
○はなまき授業サポーター
　30人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
　30人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
○学習定着ワーク
　生徒の学力向上を図るため、中学2年生に「アクションシート」（国語・数学）を
配付し、学校における補充指導を支援
○到達度学力検査
　児童生徒の学力を把握するため、全国的に用いられている到達度学力検査を実施

8,765

102,156 千円

千円

乳幼児の発達障がいを早期に発見し、発達を促すため、老朽化したこども発達相談
センターを改築し、駐車場等の実施設計を行う。

○こども発達相談センター改築
　改築工事、備品購入
○こども発達相談センター設計
　駐車場等実施設計

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。

外国語を学ぶ素地や国際理解力を養うため、外国人講師を活用した外国語学習、異
文化に触れる授業を行うほか、授業のあり方や内容等の調査検討を進める。

○小学生国際理解推進
　ネイティブスピーカーによる英語指導の実施　対象全小学校19校
　小学校5･6年生を対象に1クラスあたり年間18時間
○調査検討≪新規≫
　平成32年度から小学校3年生で必修化、5年生で教科化が実施される英語授業のあ
り方や内容等の調査検討

16,814 千円

18,885 千円

○中学生国際理解推進
　各中学校に英語指導助手(ＡＬＴ)を派遣　1クラスあたり年間12時間
　英語指導、スピーチ・コンテスト指導、英語教員の研修補助、学習教材の作成等
を実施
○英語検定助成≪新規≫
　各中学校で実施する英語検定の受験手数料の全額（年1回分）を負担
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

8 小中連携強化事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

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 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】

11 （仮称）大迫学校給食センター整備事業 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

12 はなまき夢応援奨学金事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

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。

○大迫中学校校舎改築
　工事補助監理委託(校舎棟Ⅱ期)、市道拡幅用地補償設計委託
　改築工事（校舎棟Ⅱ期）
　既存校舎棟解体工事
　学校備品の購入他

○はなまき夢応援奨学金
　対象：生活保護世帯、児童養護施設入所者、ひとり親家庭で非課税世帯、特別
　　　　支援学校高等部在籍者のいずれかに該当し、
　　　　高等学校などを卒業後、大学・短期大学・専修学校専門課程等に進学し、
　　　　卒業後に市内に居住する意思を持つ者
　貸与額：学資金　月額20,000円

3,443 千円

○実践校の取組支援
　小中連携教育実践校を指定し、小中合同の研修会や情報交換会の実施、9年間を見
越したカリキュラムや教材の作成などを支援

21,570 千円

179,463 千円

○湯口中学校校舎改築
　工事補助監理委託(クラブハウス・屋外トイレ)
　改築工事（クラブハウス、屋外トイレ）
　屋外環境整備工事（自転車置場整備、屋外附帯、屋外照明設備）
　体育備品の購入他

515,779

大迫中学校改築に伴い、学校給食施設を整備する。

経済的な事情により就学に向けた支援が必要な者を後押しするため、返還免除のあ
る奨学金により経済的支援を行う。

○（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の外構工事・備品購入

113 千円

学校生活環境の変化による学校不適応などの「中1ギャップ」の解消と学力向上をさ
らに推進するため、小中連携教育実践校を指定し、その取組を支援する。

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。
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

13 生涯学習施設整備事業≪新規≫ 大迫総合支所

【事業目的】 地域振興課

【事業内容】

14 東和コミュニティセンター整備事業≪新規≫ 東和総合支所

【事業目的】 地域振興課

【事業内容】

15 学校図書館支援事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

16 第５回東アジアＵ-２２ハンドボール選手権開催事業≪新規≫ 生涯学習部

【事業目的】 スポーツ振興課

【事業内容】

17 田瀬湖ボート場環境整備事業≪新規≫ 生涯学習部

【事業目的】 スポーツ振興課

【事業内容】

○艇庫改築設計等

○艇庫改築工事

スポーツツーリズムの推進のため、第５回東アジアＵ-２２ハンドボール選手権の円
滑な運営を図る。

2,600 千円

学校図書館の水準向上のため、花巻市学校図書館等支援員を配置して学校を巡回
し、図書整備や学校図書館運営に関する助言を行う。

○学校図書館巡回支援
　専門知識や実務経験のある学校図書館支援員を配置し、各小中学校を巡回しての
図書整備及び利用等の運営に関する助言指導を実施

スポーツ合宿等の誘致による交流人口の拡大を図るため、田瀬湖ボート場の艇庫等
の改修や整備を行う。

○第５回東アジアＵ-２２ハンドボール選手権の開催
　東アジアハンドボール連盟加盟国（7か国）が参加する国内初開催の第５回アジア
U-22ハンドボール選手権の大会運営を支援
　（開催場所）　花巻市総合体育館第3アリーナ
　（開催日程）　平成29年6月26日から7月2日までを予定

千円

千円

千円

東和地域における生涯学習及び地域づくりの充実を図るため、東和コミュニティセ
ンターを整備する。

○既存施設解体設計
○施設整備基本設計

6,506 千円

8,327

早池峰神楽（大償神楽）の活動拠点施設の機能強化と利用者の利便性向上を図るた
め、神楽の館の駐車場を整備する。

○神楽の館駐車場舗装

8,673

71,406
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

18 萬鉄五郎記念美術館企画展示事業 生涯学習部

【事業目的】 萬鉄五郎記念美術館

【事業内容】

19 賢治のまちづくり推進事業 生涯学習部

【事業目的】 生涯学習課

賢治まちづくり課

宮沢賢治記念館

【事業内容】

千円84,885

11,422 千円

萬鉄五郎を顕彰するとともに市民の美術に対する関心を高めるため、企画展覧会を
開催する。

「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
童話「やまなし」展　　　　　4/29～8/27
同人誌「アザリア」100周年記念展
　　　　　　　　　　　　　　9/2～9/24
賢治と樹木「虔十公園林」展　10/1～3/31

○賢治イベントの開催

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。

○賢治を学ぶ場づくり

賢治セミナー
市民講座として賢治セミナーを実施
全6回開催

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
賢治の世界を体験する「ゆかりの地探訪」「星」
「鳥」「石」の講座を開催

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

羅須地人協会駐車場整備事業
≪新規≫

羅須地人協会を訪れる方のための駐車場を整備

宮沢賢治記念館特別展

○賢治情報の発信

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

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 12/24開催予定）

宮沢賢治創造演劇公演
演劇等の芸術分野の第一線で活躍する団体による
賢治作品の上演（１月開催予定）

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）

賢治フェスティバル（仮称）

宮沢賢治童話村の自然とオブジェ類を融合して賢
治作品世界を表現する「童話村の森ライトアッ
プ」、音楽や映画等の芸術分野に賢治が与えた影
響を紹介する「イーハトーブフェスティバル（仮
称）」の実施

○賢治の香りあふれるまちの整備　

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

○企画展覧会の開催
  ・没後90年　萬鉄五郎展≪新規≫　　　　　 4月15日～ 6月18日
　　萬没後90年に当たり、岩手県立美術館、神奈川県立近代美術館、新潟県立近代
　　美術館との共同開催による大規模な回顧展を実施
　・葉祥明-地平線の彼方へ-展　　　　 　　　6月25日～ 9月10日
　・橋本正展　　　　　　　　　　　　　  　 9月16日～11月28日
  ・菅沼綠展(収蔵品展)　　　  　　平成30年 2月24日～ 3月31日
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

20 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】

21 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29年1月末現在）

10,712 千円

宮沢賢治童話村の魅力を高めるため、賢治の学校及び周辺施設の整備を行う。

有形文化財 6 16 122

市指定 合計

57,391

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。

○設備改修
　ステージテント張り替え
○屋外施設改修調査検討
　キッチンブースの新設・ステージ設備の改修に向けた検討

145

無形文化財 0

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
　・熊谷家の屋根葺き替え工事≪新規≫
　　文化財としての価値を維持しつつ、郷土芸能公演等での活用を図るため、損耗
　　の著しい熊谷家の茅葺き屋根を修理
　・花輪堤ハナショウブ群落調査≪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

民俗文化財 2

0 1 1

記念物 4 5 63 72

計 12 28 243 284

文化的景観 0 0 0 0

伝統的建造物群 0 0 0 0
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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 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

各総合支所

地域振興課

2 シティプロモーション推進事業 総合政策部

【事業目的】 秘書政策課

【事業内容】

3 地域再生スモールビジネス創出事業≪新規≫ 総合政策部

【事業目的】 秘書政策課

【事業内容】

○市民参加型のワークショップの開催
　・研修ワークショップの開催
　　市民による花巻市らしさのブランド化と発信に向けた手法や考え方を学ぶワー
    クショップの実施
　・プロモーションワークショップの開催
　　市民が市のウェブサイトを利用し魅力を発信するための手法を学ぶ
　・花巻来訪プラン発信ワークショップの開催
　　参加した市民が花巻の魅力や資源を再認識し市民独自の旅プランの作り方を
　　ワークショップを通じて学び、発信
○ワークショップ成果の発信≪新規≫
　　ワークショップの経過とその成果を首都圏等で発信するための印刷物を作成

2,784

○地域おこし協力隊員による活動
　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ほか、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（新規協力隊員3人を募集予定）

9,000 千円

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。

担当部署事　業　内　容　の　説　明

55,191 千円

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」制
度を活用し、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。

№

○実践型インターンシップの実施
　大学生等をインターンシップとして１か月程度の間、市内企業に受け入れ、企業
の社員と共に企業が抱えているプロジェクト等に参加してもらうなどのコーディ
ネートを委託

千円

県内外の大学生などに花巻市での仕事の実体験の場を提供するため、市内企業にお
いてインターンシップを実施する。
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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 賃貸工場整備事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

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 橋梁維持事業 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

2 市営住宅環境改善事業 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

3 空家等対策事業 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

国補正対応前倒し分　　　　　　　　　　　　平成２９年度予算　主要事業

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

219,669 千円

企業立地の際の初期投資の軽減を図るとともに、既存施設の増設までの生産を補完
するため、賃貸工場を整備する。

○賃貸工場新築整備
　180坪タイプ（工場部分）　延床面積　約610㎡　　1棟
　花巻第一工業団地テクノパーク内（予定）
○企業コーディネート支援
　地域企業の新事業展開や競争力強化、販路拡大等のための企業コーディネートを
支援し、賃貸工場整備の効果を促進
※地方創生拠点整備交付金の交付内示に伴い、平成28年度に前倒して予算計上

千円

交通の安全を確保するとともに橋梁の延命化を図るため、花巻市橋梁長寿命化修繕
計画に基づき、早期に対策すべき橋梁を優先して修繕する。

○橋梁点検
　橋梁定期点検（15m以下）　140橋→250橋
※社会資本総合整備総合整備交付金の追加交付に伴い、平成28年度に前倒して予算
計上

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。

○市営住宅改修
　市営天下田住宅住宅Ｈ棟（16戸）の改修工事、給排水及び通信設備に係る移転補
償他
※社会資本総合整備交付金の内定に伴い、平成28年度に前倒して予算計上

108,683

担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

21,725

5,000 千円

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。

○空家データベース構築
　市内全域における空家等実態の調査及びデータベースの整備
※社会資本総合整備交付金の内定に伴い、平成28年度に前倒して予算計上
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

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】

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 小学校施設維持事業 教育部

【事業目的】 教育企画課

【事業内容】

2 中学校施設維持事業 教育部

【事業目的】 教育企画課

【事業内容】

3 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】

担当部署

平成26年4月の消費税率の引上げに伴う低所得者への影響緩和のため、臨時福祉給付
金（経済対策分）を支給する。

○臨時福祉給付金（経済対策分）
平成28年度市町村民税（均等割）が課税されていない者に対し、1人につき1万5千円
の給付金を支給
○システム改修等事務費
※国の経済対策の一環として、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括し
て給付する臨時福祉給付金を平成28年度に前倒して予算計上

千円314,070

295,227 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　295,227千円
　・屋内体育館・昇降口改築（Ⅰ期）工事
　・既存屋内体育館及び一部校舎棟解体工事
※学校施設環境改善交付金の内定に伴い、平成28年度に前倒して予算計上

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

○中学校施設長寿命化　45,157千円
　・非構造部材耐震化工事
　　照明器具の落下防止（南城中・宮野目中）
　・矢沢中学校下水道接続工事
　　公共下水道供用開始に伴い、浄化槽等から切替
※学校施設環境改善交付金の内定に伴い、平成28年度に前倒して予算計上

№ 事　業　内　容　の　説　明

○小学校施設長寿命化　69,232千円
　・非構造部材耐震化工事
　　窓ガラス及び照明器具の落下防止（南城小・湯本小・太田小・笹間第一小）
　・太田小学校空調設置工事
　　老朽化している温風式暖房からＦＦ式石油暖房へ切替
※学校施設環境改善交付金の内定に伴い、平成28年度に前倒して予算計上

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

69,232 千円

45,157 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

4 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】
○湯口中学校校舎改築　364,405千円
　・屋内運動場・柔剣道場棟改築（Ⅱ期）工事
　・既存武道場解体
　・屋外環境整備工事
　・駐車場等整備工事
　・屋外付帯・外構工事
※学校施設環境改善交付金の内定に伴い、平成28年度に前倒して予算計上

364,405 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。
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