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１ 平成３１年度予算について                                           

  

平成３１年度予算の特徴 

 

◇ 市街地活性化事業等 

平成３１年度においては、平成３０年度から継続している『事業を完成』させ、『新

たな事業に着手』し、将来のまちづくりに必要となる『新たな事業の計画策定』を行

います。 

 

①完成事業 

平成３１年度においては、総合花巻病院移転整備を完了し、東和コミュニティセンタ

ー建物工事及び外構工事を完了させます。 

②着手事業 

（仮称）「西南道の駅」土木工事、建物建築工事に着手し、「石鳥谷道の駅」の施設再

編のための基本設計を行います。また、国道４号線花巻・北上間の拡幅に関連し花巻

パーキングエリアへのスマートインターチェンジ（仮称「花巻スマートインターチェ

ンジ」）の調査、測量、設計等の費用を予算計上します。また、第一工業団地隣接地

における産業用地を整備し、さらに花巻スマートインターチェンジ整備を見据え花

南地区における企業立地用地整備に関する基本計画の策定及び測量・地質調査を行

います。また、材木町公園の芝生化を進めるため排水等整備を実施します。 

③計画策定事業 

平成３１年度においては、（仮称）花巻中央図書館整備に関して土地所有者等の協議

を継続し、アドバイザー委託など基本計画策定に向けた準備に取り組みます。花巻駅

中央通路整備については引き続きその可否の検討を行います。総合花巻病院跡地活

用も見据え、花巻中央地区のエリアリノベーションまちづくり構想の策定作業を行

います。また、まちなか創業支援につなげるため花巻中央地区における都市機能誘導

区域内の空き物件情報調査を新たに実施します。 

 

◇ 子育て支援等 

平成３０年度に引き続き市内私立保育施設の新規設置及び改築支援（平成３１年度

定員１０７名増予定）を行い待機児童の解消に努めるとともに、市内公立保育園やこ

ども発達相談センターのエアコン未整備保育室、職員室、相談室へのエアコン整備を

行い、子どもたち及び保育士の健康を守ります。 

また、乳児を対象としたロタウィルス予防接種を新たに実施するほか、小学校医療費

助成については、本年８月から現物給付を行うこととし、窓口での支払い負担を軽減

します。 

さらに、岩手県立大迫高等学校生徒確保対策事業費を計上し、市外からの留学生受け

入れに必要な寮費などを確保することとします。 
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◇ 移住定住者・新規就農者支援・スマート農業支援 

県外等から市内に転入する子育て世帯や農業に従事する方、空き家バンクを利用し

て住宅を購入、賃貸又は新築する方の引越し、改修費等への支援の内、中古住宅の改

修費用については、市内事業者を利用して改修することを条件に、補助上限額の範囲

内で１/２補助から全額補助に改善します（平成３１年２月１日より実施）。 

また、知的障がい者がアーティストとして活動している「るんびにぃ美術館」と連携

して、まちなかに作品を展示して市内をまるごと美術館に見立てるなど、移住定住さ

れる方へ花巻市の新たな魅力を発信します。 

さらに、市外から転入して新規就農する方に加えて市民の方も、市内で新たに農業経

営を開始する方について、農業用機械等取得費用や農地賃借料、農業研修期間中の住

宅確保等の支援対象とするよう制度を拡充します。 

また、花巻市は北上盆地をカバーするＧＰＳ基地局を設置し農業法人等に対してト

ラクター、コンバインのＧＰＳ電波受信機器設置に補助を行っている他、中山間地の

農地を耕作している農業者を対象として農業用ドローンの免許取得費用の補助を行

っているなどスマート農業の推進にいち早く取り組んでおりますが、平成 31 年度予

算においては農業用ドローン免許取得支援対象を平場の農業者にも拡大するともに、

農業用ドローン取得費用の支援を行い、さらにＧＰＳ電波を受信した自動操舵シス

テムへの補助を開始するなどスマート農業をさらに進めることとしています。 

 

◇ 医療を受けやすい環境の向上 

総合花巻病院の移転新築を促進するとともに、高度医療を担う岩手医科大学附属病

院の矢巾移転にあわせ、花巻駅、石鳥谷駅と岩手医科大学附属矢巾新病院間の連絡バ

スを運行します。 

 

◇ 当市第三セクター経営健全化 

株式会社とうわ地域資源開発公社及び株式会社東和町総合サービス公社の経営を立

て直すため、それぞれの経営健全化方針を策定するとともに、市が株式会社とうわ地

域資源開発公社に 6,502 万円、株式会社東和町総合サービス公社については 5,500

万円の増資を行い、経営を立て直します。 

 

 ◇ 結果、平成３１年度一般会計予算（案）については、以下のとおりです。  

   歳入歳出予算総額  ４８５億３，９２９万円 

（前年度当初予算比 ９億２１９万円増（１．９％増）） 

 

この内、投資的経費は 64 億 6,550 万円で前年度当初予算対比 2 億 9,175 万円増です

が、投資的経費の主な増額要因として新たに介護施設整備補助金 5 億 6,488 万円の

増額があげられます。介護施設整備補助金については全額県補助金が見込まれます。 

また、民生費は 154 億 9,762 万円と前年度当初予算対比で 7 億 9,691 万円増ですが、

これの主な要因としては投資的経費の主な増額要因でも述べた介護施設整備補助金
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5 億 6,488 万円の増、後期高齢者医療特別会計への繰出金が前年度当初予算対比 1 億

円増の 14 億 3,157 万円となることがあげられます。 

このほか平成 31 年度については、保育園・幼稚園の無償化に伴う費用の増加が見込

まれており、民生費（保育園）で 2,579 万円、教育費（幼稚園）で 7,216 万円の増で

す。保育園・幼稚園の無償化に伴う費用は全額国からの補助金が見込まれます。 

 

   また、市債の発行額は 51 億 7,840 万円の見込みで前年度当初予算対比 2 億 4,420 万

円の減となります。 

 

 

 ◇ なお、国の平成３０年度補正予算において本市に対する国庫補助金の配分の通知を

いただいたエアコン設置などによる小・中学校施設維持事業などの８事業、 

総額１２億１，７７２万円については、平成３０年度１２月補正予算（第５号）及び

３月定例会に上程する平成３０年度補正予算案（第６号）へ前倒して予算措置し、平

成３１年度予算と一体で事業を実施します。 

 

 ◇ これにより、平成３１年度一般会計予算と平成３０年度に前倒しを行う事業費を合

わせた平成３１年度の実質的な予算規模は、４９７億５，７０１万円となり、平成 

３０年度の実質的な予算規模「４８１億２，０３５万円」と比較すると、 

「１６億３，６６６万円の増」、率にして「３．４％の増」となるものです。 

 

◇ 平成 32 年 3 月末における当市の市債発行残高は 581 億 476 万円となり本年 3 月末見

込額対比 1 億 6,742 万円の増となると見込まれますが、平成 31 年度予算について

も、合併特例債、過疎債、辺地債など国による交付税措置割合が高い市債を重点的に

発行することにより、市独自の財源により返済する必要のある市債の実質負担額残

高は平成 32 年 3 月末現在で 148 億 7,864 万円となり、本年 3 月末現在の実質負担額

152 億 1,480 万円と比べて 3 億 3,616 万円の減となる見込みです。 
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２ 主な取り組み                            

 

◇子育て支援を強力に推進 

①保育施設環境整備支援 ＜事業費 3 億 2,430 万円＞ 

・新規保育施設 ２施設（定員 95 人） 

・新規小規模保育施設 １施設（定員 12 人） 

・改築保育施設 １施設（定員±0 人） ※３０年度より継続 

 

②保育力の充実 ＜事業費 1,040 万円＞ 

・花巻市内保育施設見学・体験ツアー開催（対象：県内保育士養成学校生）（新規） 

・保育士の保育料補助（対象：市内私立保育施設等に勤務する保育士等）（継続） 

・保育士の奨学金返還支援（対象：市内私立保育施設等に勤務する保育士等）（継続） 

・賃貸住宅家賃補助（対象：市内私立保育施設等に勤務する保育士等）（継続） 

・支援金貸付け（対象：市内私立保育施設に再就職する保育士等）（継続） 

 

③子どものための予防接種助成 ＜事業費 3,323 万円＞ 

・ロタウィルス予防接種実施（新規） 

・子どものためのインフルエンザ予防接種実施（継続） 

 

④子どものための医療費助成 ＜乳幼児医療費助成事業費 1 億 1,800 万円、小学生医療

費助成事業費 3,200 万円、中学生医療費助成事業費 1,100 万円、高校生医療費助成事

業費 900 万円＞ 

・小学生医療費助成（平成３１年８月より現物給付開始） 

・中学生、高校生医療費助成（現物給付実施検討） 

 

⑤産前・産後サポート、産後ケアの実施 ＜事業費 1,052 万円＞ 

・生活保護世帯に加え、非課税世帯の利用者負担額無料化実施（拡充） 

 

⑥外国語教育推進事業 ＜小学校事業費 2,987 万円、中学校事業費 2,384 万円＞ 

・小学校及び中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）派遣（拡充） 

・中学生英語検定受検手数料負担（継続） 

 

⑦学力向上推進事業 ＜事業費 2,153 万円＞ 

・漢字能力検定受検手数料負担（新規） 

 

⑧岩手県立大迫高等学校生徒確保対策事業 ＜事業費 658 万円＞ 

・「高校生おおはさま留学生」として全国から入学生募集（新規） 
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◇移住定住者支援 

①定住促進事業 ＜事業費 2,555 万円＞ 

・住宅を取得等した場合に引越し、改修費等支援（継続） 

（対象：県外等から花巻市内に転入する子育て世帯、市外から農業に従事するため転

入する方及び花巻市空き家バンク登録物件を購入、賃貸された方） 

※市内事業者を利用して中古住宅を改修した場合、補助金額の上限の範囲内で全額補

助（平成３１年２月１日より制度拡充） 

・地域サービス拠点に住宅を取得、又は、親等と同居または近居するための住宅取得に

奨励金交付（継続） 

（対象：子育て世帯） 

 

②シティプロモーション推進事業 ＜事業費 723 万円＞ 

・るんびにぃ美術館と連携して障がい者の作品をまちなか展示（新規） 

 

③新規就農者支援 ＜事業費 612 万円＞ 

・農業用機械等取得費用や農地賃借料、農業研修期間中の住宅確保等支援（拡充） 

（対象：市外から移住してきた新規就農者に加えて、市内で新たに農業経営を開始す

る新規就農者（親元就農者は除く）） 

 

 

◇医療を受けやすい環境の向上 

①花巻病院の移転整備を支援 ＜総合花巻病院移転整備支援事業費 5 億 8,500 万円、都

市再生推進事業費 2,710 万円＞ 

・移転整備への支援を継続。本年１０月の工事完成予定 

※新病院への移転時期は総合花巻病院において検討中 

 

②岩手医科大学附属病院利用者連絡バスの運行 ＜事業費 951 万円＞ 

・花巻駅などと岩手医科大学附属病院（矢巾町）を連絡するシャトルバス運行（新規） 

 

 

◇積極的なインフラ整備を実施 

①花巻スマートインターチェンジの整備 ＜事業費 3,280 万円＞ 

・測量調査等実施 

 

②産業団地整備 ＜事業費 2 億 8,262 万円＞ 

・花巻第一工業団地付近に４ha の産業団地整備 

・花南地区における企業立地に係る基本計画策定等実施 
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③道の駅整備 ＜事業費 3 億 7,965 万円＞ 

・（仮称）道の駅「西南」整備（継続） 

 

④道の駅「石鳥谷」施設再編 ＜事業費 1,608 万円＞ 

・施設再編のための基本設計実施 

 

 

◇観光施策の充実と交流人口の拡大 

①外国人観光客誘致促進 ＜事業費 1,246 万円＞ 

・観光施設でのキャッシュレス決済導入と音声翻訳機配備（新規） 

・広域連携市町のタクシー全車両への指差し会話用ボード配置など（遠野市、平泉町の

ほか、新たに奥州市が広域連携参加） 

 

②観光ルート整備事業 ＜事業費 3,240 万円＞ 

・団体旅行貸切バスツアーへ支援（継続・増額） 

・「どんぐり号・やまねこ号」の運行支援（継続） 

 

 

◇地域の活性化を推進 

①特産品を活用した産業振興 ＜花巻クラフトワイン・シードルブランド化推進事業費

1,849 万円、商店街賑わいづくり推進事業費 5,902 万円＞ 

・ワインツーリズム企画実施（継続） 

・「日本ワインフェスティバル花巻大迫」を本年も大迫を会場に開催（本年は５月２５・

２６日の２日間開催予定） 

 

②スマートアグリ推進事業＜事業費 688 万円＞ 

・農業用ドローンの機体購入補助（拡充）、免許取得教習費用補助（継続・増額） 

・中山間地域での農業用ドローン活用実証実験 

 

③森林経営支援事業 ＜事業費 2,376 万円＞ 

・ＩＣＴ機器活用によるスマート林業の構築支援や森林経営計画の作成支援、森林施業

プランナー育成支援、林業者の技術向上支援（新規） （森林環境譲与税を活用） 

 

④東和コミュニティセンター整備事業 ＜事業費 4 億 6,739 万円＞ 

・本年１０月完成（継続） 

 

⑤図書館整備事業 ＜事業費 1,304 万円＞ 

・土地所有者との協議継続。新図書館整備基本計画の策定など（新規） 
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⑥公共交通確保対策事業 ＜事業費 1 億 4,329 万円＞ 

・西南地域に当日予約乗合バス導入（新規） 

・大迫バス待合所整備（新規） 

 

⑦まちなかの賑わい創出 ＜リノベーションまちづくり推進事業費 2,716 万円、商店街

賑わいづくり推進事業費（再掲）5,902 万円＞ 

・都市再生手法を学ぶリノベーションスクール開催（継続） 

・民間遊休不動産や公共施設の活用によるリノベーションまちづくり構想策定（新規） 

・都市機能誘導区域内における空き店舗等の物件情報調査実施（新規） 

・中心市街地エリアで新規創業をする事業者への事業計画策定等支援 

 

⑦公園整備事業 ＜事業費 2,120 万円＞ 

・材木町公園芝生化準備 



■ 一般会計予算
（単位：千円）

平成31年度 48,539,294

平成30年度 47,637,102

増減額 902,192

■ 実質的な予算規模
（単位：千円）

平成30年度
補正で前倒し

計上
1,217,724

平成31年度＋
平成30年度補正
で前倒し計上

49,757,018

■ 一般会計及び特別会計予算額
（単位：千円）

増減率

% 

1.9

△ 5.2

5.0

0.3

65.2

△ 59.3

0.6

予 算 額

※歳入予算の市債のうち「臨時財政対策債」は一般財源に含まれる。(Ｈ31臨時財政対策債 1,164,900千円)

6,171,555 4,535,832 4,870,600 2,734,524 31,444,507

財　　  源　  　内　  　訳
そ の 他 一般財源

233,374 101,342 857,100 25,908

合　　　　　　　　　計

10,598,413

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

8,221,751

介護保険特別会計

公設地方卸売市場事業特別会
計

69,817,827 69,371,605

一般会計

8,670,881

48,539,294

2,058,184

47,637,102

汚水処理事業特別会計

財　　  源　  　内　  　訳

446,222

52,269132,401 80,132

133,025 326,893 △ 193,868

国庫支出金 県支出金

平成３１年度 花巻市予算

31,418,599

31,190,331

※ 地 方 債 そ の 他

5,930,028

4,434,490

予 算 額区    分
国庫支出金

3,945,645 3,963,000

2,734,5244,013,500

A 

平 成 30 年 度

区    分

※国の補正予算に対応し、平成31年度から前倒して、平成30年度予算に1,217,724千円を計上
　平成30年度予算への前倒し計上分を含めた実質的な平成31年度当初予算規模は、49,757,018千円

◇前倒し計上事業（8事業）
　　高齢者福祉サービス基盤整備事業(5,677千円)、生産施設等整備事業(101,342千円)、プレミアム付
　商品券事業(7,383千円)、宅地耐震化推進事業(6,400千円)、小学校施設維持事業(651,069千円)、中学
　校施設維持事業(331,874千円)、大迫中学校校舎改築事業(99,700千円)、
　幼稚園教育環境充実事業(14,279千円)

地 方 債

県支出金

2,608,098

一般財源

△ 449,130

8,153 488,845 50,500 126,426

A-B 

5,938,181

228,268

30,886

B 

103,8732,162,057

平 成 31 年 度 増  減  額

10,629,299

902,192

- 8 -



【 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 11,192,179 23.1 11,167,224 23.4 24,955 0.2

2 地方譲与税 860,960 1.8 888,900 1.9 △ 27,940 △ 3.1

3 利子割交付金 14,100 0.0 32,100 0.1 △ 18,000 △ 56.1

4 配当割交付金 22,100 0.1 23,500 0.1 △ 1,400 △ 6.0

5 株式等譲渡所得割交付金 19,000 0.0 22,800 0.0 △ 3,800 △ 16.7

6 地方消費税交付金 1,874,800 3.9 1,746,900 3.7 127,900 7.3

7 ゴルフ場利用税交付金 12,200 0.0 12,400 0.0 △ 200 △ 1.6

8 自動車取得税交付金 55,400 0.1 139,100 0.3 △ 83,700 △ 60.2

9 環境性能割交付金 44,400 0.1 0 0.0 44,400 皆増

10 地方特例交付金 189,600 0.4 46,500 0.1 143,100 307.7

11 地方交付税 13,750,000 28.3 13,870,000 29.1 △ 120,000 △ 0.9

12 交通安全対策特別交付金 12,800 0.0 14,900 0.0 △ 2,100 △ 14.1

13 分担金及び負担金 384,776 0.8 511,161 1.1 △ 126,385 △ 24.7

14 使用料及び手数料 713,743 1.5 717,233 1.5 △ 3,490 △ 0.5

15 国庫支出金 5,938,181 12.2 5,930,028 12.4 8,153 0.1

16 県支出金 4,434,490 9.1 3,945,645 8.3 488,845 12.4

17 財産収入 72,442 0.2 139,282 0.3 △ 66,840 △ 48.0

18 寄附金 250,001 0.5 200,001 0.4 50,000 25.0

19 繰入金 2,496,409 5.1 1,842,527 3.9 653,882 35.5

20 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

21 諸収入 1,023,312 2.1 964,300 2.0 59,012 6.1

22 市債 5,178,400 10.7 5,422,600 11.4 △ 244,200 △ 4.5

48,539,294 100.0 47,637,102 100.0 902,192 1.9合　　　　計

科　　　　　目

平成３１年度 花巻市一般会計

平成30年度平成31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 283,437 0.6 267,033 0.6 16,404 6.1

2 総務費 5,747,926 11.8 5,642,166 11.8 105,760 1.9

3 民生費 15,497,617 31.9 14,700,705 30.9 796,912 5.4

4 衛生費 3,303,148 6.8 3,216,337 6.7 86,811 2.7

5 労働費 153,155 0.3 174,696 0.4 △ 21,541 △ 12.3

6 農林水産業費 3,572,575 7.4 3,706,766 7.8 △ 134,191 △ 3.6

7 商工費 1,860,123 3.8 1,447,790 3.0 412,333 28.5

8 土木費 6,221,715 12.8 6,891,996 14.5 △ 670,281 △ 9.7

9 消防費 1,600,803 3.3 1,635,809 3.4 △ 35,006 △ 2.1

10 教育費 4,944,838 10.2 4,436,182 9.3 508,656 11.5

11 災害復旧費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

12 公債費 5,311,956 11.0 5,475,621 11.5 △ 163,665 △ 3.0

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

48,539,294 100.0 47,637,102 100.0 902,192 1.9

歳入の構成 　 歳出（性質別）の構成

合計（目的別）

科　　　　　目
平成30年度平成31年度

人件費

83億9,506万円

扶助費

88億8,491万円

公債費

53億1,175万円普通建設事業費

64億6,350万円

災害復旧費

200万円

物件費

73億2,712万円

補助費等

59億9,726万円

繰出金

37億9,027万円

その他

23億6,742万円

義務的

経費

46.6％

投資的

経費13.3％

その他の

経費

40.1％

自主財源
33.2%

依存財源
66.8%

市税

111億9,218万円

繰越金など

49億4,068万円

地方交付税

137億5,000万円

国庫支出金

59億3,818万円

県支出金

44億3,449万円

市債

51億7,840万円

その他

31億536万円
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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 8,395,057 17.3 8,292,321 17.4 102,736 1.2

扶助費 8,884,916 18.3 8,537,280 17.9 347,636 4.1

公債費 5,311,754 11.0 5,475,418 11.5 △ 163,664 △ 3.0

22,591,727 46.6 22,305,019 46.8 286,708 1.3

普通建設事業費 6,463,496 13.3 6,171,750 13.0 291,746 4.7

うち補助事業費 2,586,381 5.3 2,831,759 6.0 △ 245,378 △ 8.7

うち単独事業費 3,877,115 8.0 3,339,991 7.0 537,124 16.1

災害復旧事業費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

6,465,496 13.3 6,173,750 13.0 291,746 4.7

物件費 7,327,121 15.1 6,757,350 14.2 569,771 8.4

維持補修費 956,886 1.9 990,828 2.0 △ 33,942 △ 3.4

補助費等 5,997,263 12.4 5,998,450 12.6 △ 1,187 0.0

積立金 13,289 0.0 425,926 0.9 △ 412,637 △ 96.9

投資及び出資貸付金 1,357,245 2.8 1,234,650 2.6 122,595 9.9

繰出金 3,790,267 7.8 3,711,129 7.8 79,138 2.1

予備費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

19,482,071 40.1 19,158,333 40.2 323,738 1.7

48,539,294 100.0 47,637,102 100.0 902,192 1.9合計（性質別）

計

計

計

そ
の
他
の
経
費

平成30年度平成31年度

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

科　　　　　目
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■主要財政指標

48,539,294 千円 47,637,102 千円

1.9 ％ 2.2 ％

2.5 ％ 2.9 ％

33.2 ％ 32.6 ％

57.8 ％ 58.7 ％

10.7 ％ 11.4 ％

606 千円 598 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31年１月末現在の住民登録人口95,899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 5,047 千円 1,960,000 千円 5,438,372 千円 △ 1,954,953 千円

減債基金 7,784 千円 10,715 千円 1,163,416 千円 △ 2,931 千円

まちづくり基金 417 千円 515,079 千円 4,534,310 千円 △ 514,662 千円

13,248 千円 2,485,794 千円 11,136,098 千円 △ 2,472,546 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）

2,013,700 千円 1,228,179 千円 18,406,309 千円 785,521 千円

73,100 千円 23,118 千円 182,549 千円 49,982 千円

1,120,600 千円 336,686 千円 5,851,861 千円 783,914 千円

1,971,000 千円 3,422,997 千円 33,664,036 千円 △ 1,451,997 千円

5,178,400 千円 5,010,980 千円 58,104,755 千円 167,420 千円

■市債の残高と実質的将来負担額の推移

57,937,335 千円 58,104,755 千円

15,214,798 千円 14,878,643 千円

※平成31年度市債残高見込額58,104,755千円のうち、後年度に地方交付税として受けることができる額を
41,952,792千円と見込んでおり、実質的な花巻市の将来負担額は16,151,963千円となり、平成30年度末比
444,827千円減となります。この金額からさらに民間企業に貸付を行う場合に発行する地域総合整備資金貸付
事業債（後年度、民間企業より市に償還される）分を除くと、国からの地方交付税及び民間企業からの償還
金額を財源とするのではなく、花巻市独自の財源により返済しなければならない将来負担額は14,878,643千
円となり、平成30年度末比336,155千円減となります。

うち実質的将来負担額

市債残高（年度末見込額）

市民一人当たり市債残高

Ｈ３０ Ｈ３１

合　　計

積立

償還元金

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

平成３０年度平成３１年度

自主財源比率

一般財源比率

平成30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30年度末残高
見込額との比較

市債残高
（年度末見込額）

基金の名称

一般歳出（公債費を除いた額）

市債依存度

区　分

市債の名称 発行額

取崩（繰入）

※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 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】

2 担い手育成支援事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

○農業生産革新実証等
　農業用ロボット技術・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≪拡充≫
　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・ＩＣＴ機器（自動操舵システム等）の導入、農業用ドローンの機体購入に
補助
○農業用ドローン教習費補助金
　農業用ドローンの免許取得にかかる費用の補助

平成３１年度予算　主要事業

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

千円6,881

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・情報通信技
術（ＩＣＴ）機器等の導入に向けた環境整備を行う。

千円40,401

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。

○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
を補助
○農業次世代人材投資資金交付金等
　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
○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
活動を支援
○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)を設置
○新規就農者支援
　・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
　・市内で新たに農業経営を開始する新規就農者を対象に、機械等の取得費用、農
　　地の賃借料等を補助
○農業女子プロジェクト事業
　農業女子プロジェクト事業に対するアドバイザーを設置するほか、女性農業者を
中心に結成されたグループが実施する事業への補助
　・マルシェ出店（女性農業者が生産した農産物や加工品の販売）
　・異業種交流会の開催（スペシャルランチフェアの開催）
　・女性農業者を講師とした各種講習会の開催
　・女性農業者の研さんのための研修会
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

3 生産施設等整備事業 農林部

【国補正対応前倒し分】 農政課

【事業目的】

【事業内容】

4 土地改良事業 農林部

【事業目的】 農村林務課

建設部

【事業内容】 道路課

石鳥谷総合支所

地域振興課

234,725 千円

生産性の高い農地を確保するため、ほ場整備やかんがい排水施設等の生産基盤の整
備を行う。

○農業経営高度化支援
　圃場整備事業地区の土地利用調整等に対する補助
　対象：外台地区、万丁目地区、大沢地区、平良木地区、柴沼地区
○他団体土地改良
　土地改良区等が実施した土地改良事業に係る負担金
○国営造成施設管理体制整備促進
　国営造成施設管理体制整備事業に係る負担金
○県営土地改良
　県営土地改良事業に係る負担金
　・経営体育成基盤整備事業
　　　外台地区、万丁目地区、大沢地区、平良木地区、柴沼地区
　　　(調査地区)太田地区、砂子地区、大興寺地区、鍋割地区、小山田地区、
　　　　　　　　大瀬川地区、石鳩岡地区
　・かんがい排水事業　大曲地区
　・農村地域防災減災事業　鏑地区、東和北地区、東和南地区、炭焼沢地区
　　　　　　　　　　　　(調査地区)田沢ため池地区
○他団体農道舗装
　土地改良区等が実施した農道舗装事業に係る負担金
○国営土地改良事業償還基金利子積立
○ため池保全対策
　・未登録ため池の地震・豪雨時の防災のための点検業務
　・千座沢ため池廃止業務
　・ため池データ管理システム整備業務

○担い手確保・経営強化支援
　花巻市地域農業マスタープランに位置付けられた中心経営体かつ認定農業者が、
売上高の拡大や経営コストの縮減等に取り組む際に必要となる生産機械・施設の導
入に対する補助
※担い手確保・経営強化支援事業補助金の交付に伴い、平成30年度に前倒して予算
計上

千円101,342

82,669 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、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。

○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販売額の向上等に取り組む際に必要となる基盤整
備、生産機械・施設の導入に対する補助
○強い農業・担い手づくり総合支援
　認定農業者や集落営農組織等が経営規模の拡大等に取り組む際に必要となる生産
機械・施設の導入に対する補助
○新しい園芸産地づくり支援≪新規≫
　生産者や実需者で組織する協議会が土地利用型野菜の大規模機械化体系に取り組
む際に必要となる生産機械・施設の導入に対する補助

【国補正対応前倒し分】
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5 森林資源活用事業 農林部

【事業目的】 農村林務課

【事業内容】

6 森林経営支援事業≪新規≫ 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
○安全なきのこ原木導入支援《新規》
　東電原発事故による影響のない地域から安全なきのこ原木を導入するための取組
に対する補助
○木質資源活用支援
　作業道敷設経費やバイオマス発電燃料材納入時の運搬経費、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。

千円5,562

23,760

花巻市内の森林の適切な管理を図るため、持続的な林業経営が行えるように支援す
る。

千円

○スマート林業の構築
　・森林資源情報の把握・解析
　・林地台帳のデータ更新
　・ＩＣＴ機器の導入に対する支援
○森林経営の推進
　・森林所有者の意向調査・個別相談及び森林経営計画作成支援
　・森林の集約化に必要な作業道の整備及び既設作業道の維持管理支援
○人材の確保育成
　・森林経営計画推進のための森林施業プランナー育成に対する支援
　・林業者の技術向上に対する支援
○里山整備の促進
　里山整備等への取組（技術指導等研修、保全作業の実践活動、里山の間伐）に対
する補助
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

7 技術力・経営力向上支援事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

8 商店街賑わいづくり事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

大迫総合支所

【事業内容】 地域振興課

石鳥谷総合支所

地域振興課

9 プレミアム付商品券事業≪新規≫ 商工観光部

【国補正対応前倒し分】 商工労政課

【事業目的】

【事業内容】

千円

○企業競争力強化支援≪拡充≫
　展示会へ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
○花巻工業クラブ事業支援
　花巻工業クラブ事業補助金
○産業のまちネットワーク推進協議会支援
　産業のまちネットワーク推進協議会負担金
○産業支援施策制度説明会の開催
　市と関係機関の各種支援施策等の紹介

59,023

15,166 千円

○プレミアム付商品券事務費
　管理システムの構築等に係る経費
※国の平成30年度2次補正に対応して、平成30年度に前倒して予算計上

7,383 千円

154,742

消費税の増税に伴う低所得者や子育て世帯の消費に与える影響を緩和するため、地
域における消費喚起を行う。

○プレミアム付商品券交付
　低所得者及び3歳未満の子がいる子育て世帯へプレミアム付商品券を販売
※1人あたりの購入限度額は2万円（プレミアム分の上限5千円を上乗せした
　　　　　　　　　　　　　　　　最大2万5千円分の額面として販売）

総合的な企業競争力の強化や経営課題解決のため、市内企業の技術力や経営力を向
上させる支援を行う。

【国補正対応前倒し分】

商店街の賑わい創出のため、中小企業等の支援団体への補助、賑わいづくりイベン
ト補助、新規出店者の経営支援等を行う。

○各種団体補助金・負担金
　花巻商工会議所事業補助金
　まちの駅連絡協議会会費
　岩手県中小企業団体中央会補助金
○商店街活性化イベント補助金
　商店街団体等が実施する賑わいづくりイベント事業への補助
○まちなか創業支援
　中心市街地で未利用店舗等を活用して新たに創業する事業者への補助及び経営指
導
　都市機能誘導区域における物件情報調査≪新規≫
○日本ワインフェスティバル花巻大迫の開催
　北海道・東北・関東・甲信越地方のワイナリーを招聘して、5／25・26に有料試飲
会を開催

千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

10 道の駅「石鳥谷」施設再編事業 石鳥谷総合支所

【事業目的】 地域振興課

【事業内容】

11 地域産業安定化事業≪新規≫ 東和総合支所

【事業目的】 地域振興課

【事業内容】

12 外国人観光客誘致促進事業 商工観光部

【事業目的】 観光課

【事業内容】

13 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】

千円32,400

訪日外国人観光客を誘致するため、海外に向けたプロモーション及び受入態勢を整
備する。

地域の重要な観光資源である温泉施設を運営する第三セクターの財務基盤の強化と
経営改善の支援を行う。

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
○「どんぐり号・やまねこ号」運行支援
　市内の主な観光施設を巡るツアーの運行支援
○団体旅行貸切バスツアー運行支援
　県外及び海外からの貸切バスを利用する団体ツアーに対し、バス1台あたり30,000
円を補助

66,516 千円

○経営改善事業補助金
　専門的な経営コンサルティング経費に対する補助
○株式会社とうわ地域資源開発公社への増資

12,459 千円

○商談会への参加
　国内外で開催される外国人観光客誘致商談会への参加
○外国人観光客誘致促進事業への支援
　(一社）花巻観光協会が実施する海外プロモーションへの事業支援
○関係団体負担金
　北東北三県観光立県推進協議会国際観光部会、日本政府観光局賛助団体への負担
金交付
○公共施設等の外国人観光客受入環境整備
　公共施設のキャッシュレス決済導入及び音声翻訳機の配備≪新規≫
○広域での外国人観光客誘致
　遠野市・奥州市・平泉町との連携によるプロモーション強化と受入態勢整備、滞
在型コンテンツの充実化を実施

16,078 千円

道の駅「石鳥谷」の施設の魅力向上、利便性の向上を図るため、施設の再編を行
う。

○設計等業務委託
　道の駅「石鳥谷」基本設計業務委託
○国や関係機関との協議等・共通経費
　国や関係機関との協議、専門家等との打ち合わせ
○施設再編基本構想・基本計画検討委員会
　学識経験者や各種団体代表者から基本構想・基本計画(案)への意見聴取
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

14 花巻クラフトワイン・シードルブランド化推進事業 地域振興部

【事業目的】 ６次産業推進室

【事業内容】

15 産業団地整備事業 商工観光部

【事業目的】 企業立地推進室

【事業内容】

ワイン・シードル産地の形成と認知度向上を図るため、ワイン・シードル製造者に
対する支援や産地としてのＰＲ活動を行う。

企業誘致の推進にあたり、立地環境を整備するため、産業団地の拡充を図る。

18,490 千円

○いわてワインヒルズ推進協議会負担金等
　構成団体負担金、先進地視察旅費
○ワイン・シードル醸造志向者に対する支援
　醸造技術習得支援事業補助金、先進地視察バス運行、セミナー開催、ワイナリー
整備等事業費補助金
○ワインツーリズム
　ワークショップの開催、ワインツーリズムの企画・実施
○花巻ワインプロモーションイベント開催
　首都圏でのプロモーションイベントの開催

○産業用地整備
　二枚橋地区における産業用地（約４．３ha）の整備
○産業団地基本計画策定業務委託
　企業立地用地整備に係る基本計画の策定及び測量・地質調査

282,622 千円

- 18 -



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 建設部

【事業目的】 公園緑地課

【事業内容】

2 道の駅整備事業 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

3 花巻スマートインターチェンジ整備事業 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

4 公共バス支援事業≪新規≫ 東和総合支所

【事業目的】 地域振興課

【事業内容】

5 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

60路線

側溝整備 15路線 雪寒対策

現道舗装

56,500 千円

公共交通サービス事業を行う第三セクターの財務基盤の強化と経営改善の支援を行
う。

○経営改善事業補助金
　専門的な経営コンサルティング経費に対する補助
○株式会社東和町総合サービス公社への増資

379,649 千円

○道の駅整備
　建築監理業務委託、土質試験業務委託、土木工事、建築工事、
　農業集落排水分担金、水道加入金、整備検討委員会開催

32,800 千円

高速道路の利便性を向上し、産業振興等の発展を図るため、東北縦貫自動車道花巻
パーキングエリアにスマートインターチェンジを整備する。

○地区協議会の設立
○測量調査等の実施

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、市道の道路改良、現道舗装、側溝整備、雪寒対策を行う。

道路改良 41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。

21,199 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。

1,283,045 千円

○公園施設整備
　材木町公園改修
　（広場排水、芝生張替に伴う基盤整形、馬面電車囲い柵及び車両）
　大堰川プロムナード土留柵改修
　石鳥谷上町公園・戸塚森森林公園管理棟・材木町公園トイレ洋式化

2路線

2路線

- 19 -



№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

6 公共交通確保対策事業 建設部

【事業目的】 都市政策課

大迫総合支所

地域振興課

【事業内容】

○バス等運行事業補助

※次ページに続く

143,289 千円

路線バス経路図看板修正
花巻駅前・イトーヨーカドー前の路線バス経路図看板の
修正業務委託≪新規≫

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）

支線路線バスの代替として一定区域内を予約に応じて運
行する予約乗合バスの運行に要する補助金
・石鳥谷地域、東和地域、大迫地域
・西南地域≪新規≫

項　　目 内　　容

○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
　石鳥谷地域及び大迫地域で開催されるイベント等に行く際に、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
  時刻表・ポスター等の作成、車庫光熱水費等

市街地循環バスふくろう
号・星めぐり号

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・星めぐり号）の運行に要する補助金
　毎日、右回り10便、左回り10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

支線路線バスの代替として定時定路線型で予約に応じて
運行する予約乗合タクシーの運行に要する補助金（湯口
地域）

予約応答型乗合交通

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。また、大迫バスターミナル閉鎖後
のバス待合環境を整備するため、バスターミナル跡地にバス待合所の整備を行う。

○バス運行業務等委託

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）

市所有バス管理 市所有バス車両維持管理業務委託等

項　　目 内　　容

予約乗合バスに係るオンデマンド交通システムの導入設
定及び運用管理業務委託
・石鳥谷、東和地域、大迫地域
・西南地域≪新規≫

予約乗合バスの停留所設置及び成果分析業務委託

予約乗合バス運行
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

6 公共交通確保対策事業 建設部

※前ページからの続き 都市政策課

大迫総合支所

地域振興課

7 都市再生推進事業 建設部

【事業目的】 都市再生室

【事業内容】

8 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】

バス待合所の清掃業務及び防犯カメラ監視業務委託

バス待合所建築用地の測量調査業務委託

○リノベーションスクールの開催
　遊休化した建物や土地、空間を活用し、エリア価値を上げるための事業プラン構
築に関する都市再生手法の実践的学習
○エリアリノベーション検討会議の開催
　都市経営課題の共有を図りながら地域の将来像を検討
○リノベーションまちづくり構想の策定
　課題解決及び公共空間の高度利用を図る公民連携事業の構築、リノベーションま
ちづくりを推進するための構想策定

光熱水費、使用料及び賃借
料等

光熱水費、防犯カメラ監視システム及び駐車場用地の使
用料、NTT電信柱移転補償費等

待合所建築工事請負費

待合所用地購入費

用地測量調査等業務委託

木造平屋建て、トイレ付き、面積17.59㎡

敷地面積75.57㎡

警備清掃等業務委託

駐車場整備業務委託 待合所南側駐車場の転落防止柵の整備業務委託

30,559 千円

立地適正化計画に基づく持続可能な都市の形成と地域の活性化を実現するため、総
合花巻病院移転整備への支援を継続するなど、都市機能整備等を推進する。

○総合花巻病院移転事業に対する補助
○立地適正化計画変更業務委託≪新規≫
　誘導区域内に存在する土砂災害特別警戒区域を除外するほか、国の施策に対応し
た所要の変更を実施
○都市再生協議会の開催等
○コンパクトなまちづくり推進協議会負担金

項　　目 内　　容

27,160 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、地域の将来像
を検討するエリアリノベーション検討会議の開催、公共と民間が共有する「リノ
ベーションまちづくり構想」の策定を進める。

○大迫バス待合所整備≪新規≫
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

9 地域優良賃貸住宅等支援事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 建築住宅課

【事業内容】

10 浄化槽事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 下水道課

【事業内容】

市民が快適で衛生的な生活を送るための公衆衛生を確保し、併せて公共用水域の水
質を保全するために、浄化槽処理区域での浄化槽整備を推進する。

○浄化槽設置整備補助
　個人が設置する浄化槽の設置工事費の9割を補助　60基（7人槽）
○浄化槽維持管理補助（撤去）
　浄化槽を更新のために撤去する場合に撤去費用の一部を補助
　　撤去の費用の1/2　上限25万円
○私設汚水管設置費補助
　排水設備及び浄化槽放流管への補助
　　30ｍを超えた延長に対し1ｍあたり4,000円　上限24万円
○排水設備設置促進事業補助
　65歳以上または18歳未満が居住する世帯への補助
　　排水設備工事費相当額　上限10万円
○水洗便所等改造資金利子補給補助
　市が融資あっせんした水洗便所等の改造資金への利子の補給
○岩手県浄化槽推進協議会負担金
○全国浄化槽推進市町村協議会負担金

61,967 千円

○高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助
　花城さくらマンション
　こっぽら土澤
○子育て世帯向け地域優良賃貸住宅家賃減額補助
　ル・サントル

16,656 千円

まちなか居住の推進のため、子育て世帯向け地域優良賃貸住宅と、高齢者向け優良
賃貸住宅に対し家賃の補助を行う。
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

11 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】

12 消防拠点施設等整備事業 消防本部

【事業目的】

【事業内容】

13 高齢者福祉サービス基盤整備事業 健康福祉部

【国補正対応前倒し分】 長寿福祉課

【事業目的】

【事業内容】

千円110,559

32,775 千円

○消防車両等の整備
　小型動力ポンプ付大型水槽車（花巻中央消防署）
　高規格救急車（花巻中央消防署）
○消防指令センター装置更新整備≪新規≫
　停電時における各装置の瞬断を防ぎ、安定した電源供給を得るため、経年劣化し
た無停電電源装置を更新

消防拠点施設の充実・強化のため、施設及び車両を更新整備する。

○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　4施設
○介護施設等整備事業費補助
　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
　　地域密着型特別養護老人ホーム　3施設
　　認知症高齢者グループホーム　2施設
　　小規模多機能型居宅介護施設　1施設

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。

595,319 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
　要支援者の新規対象者への制度案内や保留者等の同意確認事務
○ハザードマップの作成・配布
　土砂災害警戒区域等の告示があった地域について作成し、対象世帯に配布
○指定緊急避難場所看板設置業務
　新たに指定緊急避難場所となった箇所を含めて避難所の周知を図るため、市内に
避難所誘導看板7基と入口案内板2基を設置
○北上川上流花巻地区合同水防演習の実施≪新規≫
　花巻、北上、胆江、両磐、盛岡の5地区が輪番制で持回りで開催地域の市町村が主
催し、北上川上流洪水予報・水防連絡会が共催で実施
※平成３１年度は当市が会場
○避難所環境整備
　八幡小学校体育館入口の段差解消のためスロープを設置
　八幡小学校に備蓄品を置くための倉庫を設置
○災害ＦＭ機器等更新
　災害ＦＭ中継局の機器、中継局の送信機等経年劣化による更新
○ＦＭアンテナ設置補助金
　ＦＭ難聴世帯への屋外アンテナ等の設置補助
○災害時の対応
　避難勧告等の発令時に指定緊急避難場所の避難者へ食料を調達
　文化会館を指定緊急避難場所として開設する場合のボイラー運転業務を委託
○災害情報管理システムの更新
　災害情報管理システムのレイヤーの一つである住宅地図データの更新

5,677 千円

【国補正対応前倒し分】

○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
　利用者の安全性確保等の観点から、老朽化に伴う緊急災害用の自家発電設備の整
備に対する補助
※国の平成30年度2次補正に対応して、平成30年度に前倒して予算計上

- 23 -



№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

14 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】

15 障がい児通所等給付事業 健康福祉部

【事業目的】 障がい福祉課

【事業内容】

16 感染症予防対策事業 健康福祉部

【事業目的】 健康づくり課

【事業内容】 市民生活部

生活環境課

障がいの特性、発達段階に応じた適切な療育支援が安定して行われるよう、障がい
児通所支援の利用等に要する費用を給付する。

○障がい児通所等給付
　児童発達支援（10月より利用料一部無償化≪新規≫）、放課後等デイサービス、
保育所等訪問等に係るサービス利用に対する給付

○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（ろうあ者等、障がい者等、身体障がい者・知的障がい者）、支援員（精
神障がい者）の設置
　意思疎通支援
○団体活動支援
　身体障害者福祉協会事業補助金
　手をつなぐ育成会事業補助金
○障がい児・障がい者支援施設整備への支援
　法人が実施する障がい児・障がい者支援施設の整備に対する補助
○基幹相談支援センター設置事業≪新規≫
　相談支援専門員設置業務委託、基幹相談支援センターの運営

54,553 千円

345,211 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。

○定期予防接種
　二種混合、四種混合、不活化ポリオ、麻しん風しん1期・2期、日本脳炎、ＢＣ
Ｇ、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、水痘ワク
チン、Ｂ型肝炎ワクチン、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌ワクチン
○任意予防接種費用への助成
  こどものインフルエンザ予防接種費用の助成
  ロタウイルス予防接種費用の助成≪拡充≫
○風しん抗体検査及び風しん定期予防接種≪新規≫
  風しん抗体保有率の低い世代の男性に実施
○狂犬病予防
　狂犬病予防注射及び犬の登録管理、鑑札・注射済票の交付を実施

202,798

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。

千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

17 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】

18 地域医療ビジョン推進事業 健康福祉部

【事業目的】 地域医療対策室

【事業内容】

19 総合花巻病院移転整備支援事業 健康福祉部

【事業目的】 地域医療対策室

【事業内容】

112,210 千円

○妊産婦・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
  産後健康診査の実施　健診回数2回
　新生児聴覚検査の実施
　乳幼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相談支援
　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
制による切れ目のない支援の実施
○産後ケア等業務委託
　産後ケア事業の実施
　産前・産後サポート事業の実施
○赤ちゃんとのふれあい体験教室
　中学生と赤ちゃんのふれあい体験　10回

安心安全な妊娠・出産を迎え、子どもの心身ともに健やかな成長と発達を支援する
ため、健康診査及び健康教室、相談支援、産後ケア等を実施する。

○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

19,963 千円

将来の医療供給体制を確保するため、地域医療ビジョンに掲げる施策を推進する。

○病診連携の推進
　岩手中部地域医療情報ネットワーク協議会への補助、病診連携の啓発、岩手医科
大学附属病院利用者連絡バス運行の補助等≪新規≫
○医療従事者確保
　岩手県国民健康保険団体連合会が運営する市町村医師養成事業に係る市町村負担

585,000 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 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 保育施設環境整備支援事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

担当部署

23,051 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、総合的な指導及び援助を行
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、保育士研修会等の実施
○こども発達相談センターエアコン整備≪新規≫
　こども発達相談センターのエアコン未整備室にエアコンを設置

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。

市内私立保育施設の適正な保育環境整備を支援するため、施設整備に係る経費等の
補助を行う。

○施設整備費への補助等
　島保育園、みどりの保育園、(仮)わこの家保育園、(仮)つくし保育園

324,303 千円

○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
○私立保育園運営助成事業補助
　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　24園
○特定施設2歳児就園支援費補助
　私立幼稚園等の2歳児保育料等の減免に対して補助　7園
○保育体制強化事業費補助≪新規≫
　保育園等の清掃業務や保育に係る周辺業務を行う職員の雇用に要する経費の補助
　15園
○引継保育事業負担金≪新規≫
　笹間保育園に係る引継保育を実施するために、法人から公立園に１年間３名を派
遣。派遣期間中の法人における代替保育士の確保費用を負担
○保育士加配補助≪新規≫
　年度途中の保育需要の増加に備えて、年度当初から保育士を雇用する経費に対し
て補助　8園

№ 事　業　内　容　の　説　明

55,189
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

4 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】

5 児童手当・児童扶養手当支給事業 健康福祉部

【事業目的】 地域福祉課

【事業内容】

1,908,725 千円

児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母に児童手当及び児童扶
養手当を支給する。

○児童手当支給
　中学校修了前の児童を養育している者に対して、手当を支給
　支給児童数　10,190人（月平均）

児童手当支給額

第1子、2子 第3子以降

3歳未満 15,000円 15,000円

3歳以上小学校修了前 10,000円 15,000円

中学生 10,000円 10,000円

特例給付(所得制限) 5,000円 5,000円

○児童扶養手当支給
　ひとり親家庭で18歳に達した日の属する年度末までの児童を養育している者に、
所得に応じて手当を支給　受給者数801人（月平均）
○未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給≪新規≫

千円146,256

○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
○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　9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
　17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
　30園
○病児保育
　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　8園
○認可外保育施設等利用補助≪新規≫
　認可保育園等に入所できない児童が、認可外保育施設等を利用した場合に、利用
料の一部を補助
○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
　傷病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
（市内に住所を有する小学生以下の児童について2病名3人まで）

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。
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

6 保育力充実事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

7 保育所保育環境充実事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

8 幼稚園教育環境充実事業 教育部

【国補正対応前倒し分】 こども課

【事業目的】

【事業内容】

保育所入所待機児童の解消を図るため、保育士確保等のための取組を実施する。

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
　施設改修・修繕（笹間保育園屋根塗装、成島保育園屋根改修）
○公立保育園安全整備
　屋外遊具補修
○公立保育園備品整備
　備品購入（暖房機、冷房機、ピアノ）
○公立保育園エアコン整備≪新規≫
　公立保育園のエアコン未整備保育室、事務室にエアコンを設置
○旧内川目保育園更地化≪新規≫
　旧内川目保育園アスベスト調査、園舎解体設計を実施

10,398

○花巻市内保育施設見学・体験ツアーの実施
　県内保育士養成校の学生を対象に、市内の保育施設の見学・体験ツアーを実施
○保育士等保育料補助金
　保育士等が認可保育施設へ子どもを預ける場合の保育料への補助
○一時預かり保育料補助金
　一時預かり保育利用料に上限を定め、上限以上の保育利用料へ補助
○保育士等家賃補助金
　採用された日から起算して3年以内の保育士等が負担する家賃の一部を補助
○保育士等奨学金返済支援補助金
　奨学金を利用し資格を取得した保育士等の奨学金返済額の半額を補助
○保育士等再就職支援貸付
　保育士等資格取得者が保育施設に就職する場合に必要な経費を貸付

119,170 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。

○幼稚園維持修繕
　屋外遊具補修
○幼稚園備品購入
　備品購入（大型積木）
○私学運営補助
　私立幼稚園運営事業補助　5園
　私立幼稚園預かり保育事業補助　5園
○私立幼稚園就園奨励補助
　幼児教育振興のため4月～9月分の就園経費への補助
○私立幼稚園無償化給付費補助≪新規≫
　10月より私立幼稚園の入園料、保育料を補助
○私立幼稚園等預かり保育利用料補助≪新規≫
　10月より幼稚園等の預かり保育の利用料を補助

115,065 千円

14,279 千円

【国補正対応前倒し分】

○幼稚園施設整備
　市内公立幼稚園へのエアコン設置
※冷房設備対応臨時特例交付金の交付に伴い、平成30年度に前倒して予算計上

千円
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

9 学力向上推進事業 教育部

【事業目的】 学校教育課

【事業内容】

10 小学校外国語教育推進事業 教育部

【事業目的】 学校教育課

【事業内容】

11 中学校外国語教育推進事業 教育部

【事業目的】 学校教育課

【事業内容】

12 岩手県立大迫高等学校生徒確保対策事業≪新規≫ 大迫総合支所

【事業目的】 地域支援室

【事業内容】

○学力向上支援員
　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　1人
○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　8人
○中学サポーター
　生徒の学力を向上させるため、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　4人
○学習定着教材の活用≪新規≫
　中学校数学の学力向上のため、モデル校における中学1,2年生の授業補充教材とし
て「Gアップシート」を活用
○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
○知能検査
　個々に応じた学習指導の充実を図るため、到達度学力検査と相関する知能検査を
実施
○漢字能力検定助成≪新規≫
　読解力向上と家庭学習の習慣、動機付けを図るため、小学5,6年生を対象に受検手
数料（年1回分）を全額助成

○中学生外国語教育推進≪拡充≫
　各中学校に外国語指導助手(ＡＬＴ)を派遣　4人
　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
　各中学校で実施する英語検定の受検手数料（年1回分）を全額助成
　英語検定問題集を各学校で購入

6,579 千円

岩手県立大迫高等学校の生徒確保のため、全国から高校生おおはさま留学生を募集
して受け入れる。

23,835 千円

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、英語検定の受検
費用を負担する。

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。

○小学生外国語教育推進≪拡充≫
　各小学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を派遣　6人
　学級担任とＡＬＴによるティーム・ティーチングを実施
○外国語教育支援員の配置
　外国語教育に不慣れな小学校教諭の支援及び外国語指導能力向上のための研修会
を実施

○高校生おおはさま留学生の受け入れ
  ホテルベルンドルフの客室を学生寮として提供するほか、寮長や生活支援員を配
置し留学生の生活全般を支援

21,526 千円

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。

29,866 千円
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

13 小学校施設維持事業 教育部

【国補正対応前倒し分】 教育企画課

【事業目的】

【事業内容】

14 中学校施設維持事業 教育部

【国補正対応前倒し分】 教育企画課

【事業目的】

【事業内容】

15 大迫中学校校舎改築事業 教育部

【国補正対応前倒し分】 教育企画課

【事業目的】

【事業内容】
○大迫中学校自転車置場等整備

千円

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。

千円

331,874

27,622 千円

千円

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。

27,740

【国補正対応前倒し分】

○大迫中学校屋外環境整備
※学校施設環境改善交付金の交付に伴い、平成30年度に前倒して予算計上

17,756

99,700 千円

○病害虫防除業務
　薬剤散布等によるアメリカシロヒトリ等の防除
　校庭草木の収集及び処分
○補修資材
　校庭、駐車場の補修資材（砂、砕石）購入
○小学校施設長寿命化
　老朽化し、欠損している外壁維持改修　2校
　老朽化している放送設備の更新　2校
　老朽化している電話設備の更新　1校
○消耗品
　施設修繕部品

【国補正対応前倒し分】

○病害虫防除業務
　薬剤散布等によるアメリカシロヒトリ等の防除
　校庭草木の収集及び処分
○補修資材
　校庭、駐車場の補修資材（砂、砕石）購入
○中学校施設長寿命化
　老朽化し、欠損している外壁維持改修　2校
　劣化している屋内運動場屋根の改修　1校
○消耗品
　施設修繕部品

【国補正対応前倒し分】

○小学校施設整備
　市内全小学校へのエアコン設置
※冷房設備対応臨時特例交付金の交付に伴い、平成30年度に前倒して予算計上

651,069

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。

○小学校施設整備
　市内全小学校へのエアコン設置
※冷房設備対応臨時特例交付金の交付に伴い、平成30年度に前倒して予算計上
○小学校施設長寿命化
　照明器具落下防止　4校
※学校施設環境改善交付金の交付に伴い、平成30年度に前倒して予算計上

- 30 -



担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

16 図書館整備事業≪新規≫ 生涯学習部

【事業目的】 生涯学習課

【事業内容】

17 東和コミュニティセンター整備事業 東和総合支所

【事業目的】 地域振興課

【事業内容】

18 はなまきベースボールフェスタ開催事業 生涯学習部

【事業目的】 スポーツ振興課

【事業内容】

19 インターハイ開催事業≪新規≫ 生涯学習部

【事業目的】 スポーツ振興課

【事業内容】

野球を通じた本市のＰＲと技術のレベルアップを図るため、プロ野球公式戦におけ
る花巻デーの実施や、本市ゆかりのプロ野球選手による野球教室を開催する。

東和地域における地域づくり及び生涯学習等の市民活動拠点施設として、東和コ
ミュニティセンターの整備を行う。

467,390 千円

13,040 千円

○アドバイス等業務委託
　有識者からのアドバイスと市民からの意見を踏まえ、新花巻図書館整備基本計画
を策定
○測量調査等業務委託
　候補地の地質調査・測量調査・不動産鑑定評価業務を委託

○新築工事等
　新築（建築・電気設備・機械設備）工事、工事監理業務
○外構整備工事
　駐車場整備工事
○備品整備等
　机、椅子等の備品整備等

生涯学習の拠点施設として、知識の向上や心の豊かさを求める市民ニーズに的確に
対応できる機能を備えた新しい図書館を整備する。

○「キラキラはなまき銀河鉄道ナイター」の開催
　埼玉西武ライオンズ メットライフドームで行われる公式戦に合わせ「キラキラは
なまき銀河鉄道ナイター」を開催し、花巻市のＰＲ等を実施
　開催予定日　平成31年7月30日（火）
○野球教室の開催
　花巻市にゆかりのある埼玉西武ライオンズの選手を講師に招き野球教室を開催
　開催予定日　平成31年12月1日（日）

7,613 千円

7,578 千円

全国高等学校総合体育大会（インターハイ）ハンドボール競技を開催するため、実
行委員会を設置し、円滑な大会運営を行う。

２０２０年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）ハンドボール競技
＜競技日程＞　平成32年8月10日（月）～15日（土）
＜開催場所＞　花巻市総合体育館（3面）、花巻市民体育館（1面）
　　　　　　　※1・2回戦は、盛岡市でも開催
＜出場チーム＞男子48チーム、女子48チーム　計96チーム

○開催準備事務
○実行委員会負担金
　実行委員会による開催準備活動、インターハイ周知活動及び高校生活動支援を実
施

- 31 -



担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

20 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

【事業内容】

トイレ洋式化

改修・整備内容

柔道畳整備

陸上競技場リレーゾーン改修

第１・第２リフト減速機等整備
無線機更新

プールサイド改修工事（工事監理含む）

アリーナ改修工事
バスケットボールシステムカウンター整備

人工芝公認更新整備

田瀬湖公認コースワイヤーウインチ交換
シングルカヌー整備

高圧気中開閉器更新

ハンドボールゴール整備
インターハイ練習会場（若
葉小、桜台小）

太田地区社会体育館

スポーツキャンプむら

東和Ｂ＆Ｇ海洋センター

笹間野球場

総合体育館

日居城野運動公園

鉛温泉スキー場

市民プール

市民体育館

スポーツ施設の快適な利用環境を整えるとともに、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

千円200,355
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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 シティプロモーション推進事業 地域振興部

【事業目的】 定住推進課

【事業内容】

2 定住促進事業 地域振興部

【事業目的】 定住推進課

【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 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】

№ 担当部署事　業　内　容　の　説　明

7,231 千円

移住希望者に花巻市を移住先として認識してもらうため、市民とともに花巻市の魅
力や情報発信を行う。

25,550 千円

子育て世帯や移住希望者の市内における住宅取得等を支援するため、奨励金や補助
金を交付する。

○花巻市子育て世帯住宅取得奨励金
　・親等と同居または近居するために住宅取得した子育て世帯を支援
　・花巻、大迫、石鳥谷、東和地域の生活サービス拠点に住宅を取得した子育て世
　　帯を支援
○空き家バンク制度の充実
　・空き家バンクの情報管理、情報発信及び全国空き家バンクとの連携
　・登録物件数の増加を目指した周知活動及び登録物件の調査等
　・市外の方と成約した空き家登録者へ奨励金（10万円/件）を交付
○花巻市定住促進住宅取得等補助金
　・子育て世帯や空き家バンク登録物件利用者で、県外から市内に転入し、住宅を
　　取得等した場合の改修費、引越し費用等への補助
　・農業に従事する予定で市内に転入し住宅を取得した場合の改修費、引越し費用
　　等への補助
　・市内事業者等を利用して行った中古住宅の改修費用については、補助金額の上
　　限の範囲内で全額を補助（Ｈ31.2.1から制度拡充）

市民が利用しやすい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行う。

○各種証明書のコンビニ交付
　交付場所：市内外のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート
　交付時間：午前6時30分～午後11時（戸籍謄・抄本、戸籍の附票の写しは、平日の
　　　　　　　　　　　　　　　　　 午前9時～午後5時15分）
　交付証明書：住民票の写し、印鑑登録証明書、課税（所得）証明書､戸籍全部・個
　　　　　　　人事項証明書（戸籍謄・抄本）、戸籍の附票の写し
○本籍地交付対応システム導入≪新規≫
　花巻市に本籍がある市外居住者に対し、戸籍及び戸籍の附票のコンビニ交付サー
ビスを提供するための既存システムの改修

12,226 千円

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

○「まきまき花巻」での魅力発信
　首都圏等での本市の認知度を向上させるため、市と市民や移住希望者等が交流で
きる双方向参加型サイト「まきまき花巻」を運用し、市民ライターの目線で本市の
魅力を発信
　「まきまき花巻」へ記事投稿する市民ライター数を増やすため、市民ライター講
座を開催
○福祉分野と連携したブランディングの実施≪新規≫
　市内の福祉施設等と連携し、新たな目線で本市の魅力を発信
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