
令和２年度予算の概要

花　　巻　　市



１ 令和２年度予算について 

令和２年度予算の特徴 

～住みたい、住み続けたい 魅力あるイーハトーブはなまきへ～ 

（１）将来世代を育む 子育て支援を強力に推進

『出産サポート』 

令和元年度９月補正で予算計上しました助産師等確保対策を継続するとともに、

産後ケア事業の利用できる回数を増やします。新たに岩手県が実施するハイリスク

妊産婦への交通費支援に加え、市独自で全ての妊産婦への交通費を支援することに

より、安心して出産できる環境づくりを進めていきます。 

『保育環境の充実・保護者負担の軽減』 

市内保育施設については、令和元年度までに施設の新規設置及び改築支援を行っ

たことにより、受け入れ定員が増加しましたが、待機児童の解消に向けて引き続き保

育力充実事業を推進し保育士確保に努めていきます。保育環境においては、令和元年

度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等にエアコ

ン整備を行いましたが、令和２年度は国や県の補助対象とならない市内私立保育園

や幼稚園などへのエアコン整備支援を市独自で行い、子どもたち及び保育士の健康

を守ります。学童クラブにおいては、待機児童が発生している宮野目学童クラブを増

築するとともに、花巻学童クラブ仮移転に伴う建物の借り上げを行うほか、実施状況

が異なっているひとり親又はきょうだい同時入所世帯の保育料減免基準を全ての学

童クラブで統一することにより、各学童においてひとり親又はきょうだい同時入所

世帯の保育料が同一基準により減免されることとなるようにいたします。 

  『医療費負担の軽減』 

中学生医療費助成については県内他市町村と同様本年８月から現物給付を行うと

ともに、高校生等医療費助成については市独自で市内の医療機関限定ではあります

が現物給付を実施できるよう関係機関と協議を進めており、窓口での支払い負担を

軽減します。 

『家族で笑顔』 

親世帯との同居、近居並びに生活サービス拠点に住宅を取得した子育て世帯へ奨

励金を引き続き交付することにより、子どもから親まで安心して住み続けられる子

育て支援を行います。 
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（２）インフラなどの整備 継続した取り組みを着実に

令和２年度においては、令和元年度から継続している『事業の完成』と、将来のま

ちづくりに必要な『継続事業の着実な進捗』に取り組んでいきます。

『完成事業』 

道の駅「はなまき西南」の地域振興施設工事及び外構工事を完了し、平成２８年度

から工事に着手した大迫中学校校舎改築事業も、グラウンド整備を行い全て完了さ

せます。 

『着実な継続事業の進捗』 

道の駅「石鳥谷」の施設再編に向け、南部杜氏伝承館の曳家を行うなど本格的な整

備を始めます。 

また、国道４号花巻・北上間の拡幅実現に向け、引き続き県・近隣市町とともに国

へ要望していくほか、市として（仮称）花巻ＰＡスマートインターチェンジの事業進

捗を図るための調査、測量、設計等の費用を予算計上します。 

さらに、二枚橋地区における産業用地の整備を進めるほか、（仮称）花巻ＰＡ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産業団地整備に関する基本計

画の策定及び排水路系統調査等を行います。 

（３）安心できる 暮らし環境の充実

『公共交通の充実 医療を受けやすく』 

市街地循環バスや予約乗合バスなどの運行費補助等により、高齢者・若年者など交

通手段を持たない市民の交通手段の確保を図るとともに、交通結節点であるイトー

ヨーカドーバス停留所に待合室を整備するための設計を行うほか、市街地循環バス

星めぐり号を更新します。令和２年度においては、新たに路線バス廃止が心配される

路線バス大迫石鳥谷線を利用する高校生を対象とした通学定期券購入への補助を実

施し、高校生の保護者の負担の軽減を図るとともに、利用者が減少している大迫石鳥

谷線の利用者の増加を図ります。 

また、令和元年度まで大迫高等学校同窓会にも負担いただいていた大迫地域外か

ら県立大迫高等学校に通学する高校生に対するタクシー代補助については、令和２

年度においては市単独で行うこととし、内容を充実します。 

さらに、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て実施してい

る花巻駅、石鳥谷駅と岩手医科大学附属矢巾新病院間の連絡バスの運行については、

妊産婦への交通費支援に加えて、引き続き実施し、安心して受診できるよう取り組ん

でいきます。 

併せて、公共交通が整備されていない等の事情により、通院困難な高齢者の健康を

守るため、通院交通費の助成について、福祉タクシー制度の拡充による支援の検討を

進めており、本当初予算には計上していないものの、令和２年度中に補正予算への計

上により予算化を目指してまいります。  
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『福祉の充実 地域での支えあい』 

障がい者の重度化・高齢化や家族支援が受けられなくなった場合の生活の場とし

て、グループホームの体験の機会の提供や介護者の急病などの緊急時に対応できる

ショートステイによる受入体制を構築するなど、安心して地域で暮らせるよう地域

生活支援拠点等の構築を目指します。 

◇ 結果、令和２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  ４８１億８，８００万円 

（前年度当初予算比 ３億５，１２９万円減（０．７％減）） 

このうち、投資的経費は 57 億 442 万円で前年度当初予算対比 7 億 6,107 万円の減と

なっておりますが、総合花巻病院の移転整備支援や東和コミュニティセンター整備

など大きな事業が令和元年度で完了となったことが主な要因であります。 

なお、目的別では農林水産業費が 39 億 5,182 万円と前年度当初予算対比で 3 億 7,924

万円増ですが、主な要因としては農業者団体が実施する小麦種子乾燥調製施設整備

や大豆乾燥調製貯蔵施設整備補助などの生産施設等整備事業 4 億 5,546 万円の増、

土木費は 64 億 2,715 万円と前年度当初予算比で 2 億 544 万円増であり、（仮称）花

巻ＰＡスマートインターチェンジ整備を見据えた山の神諏訪線の改良工事などの生

活道路整備事業 2 億 1,722 万円が増となることなどがあげられます。 

このほか令和２年度については、会計年度任用職員制度の施行に伴う人件費の増加

が見込まれております。 

また、市債の発行額は 45 億 2,320 万円の見込みで前年度当初予算対比 6 億 5,520 万

円の減となります。 

◇ なお、国の令和元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

ただいた小中学校内のＩＣＴ環境整備を行う小・中学校校内ネットワーク整備事業

などの７事業、総額４億３，２０８万円については、令和２年第１回定例会に上程

する令和元年度補正予算案（第５号）へ前倒して予算措置し、令和２年度予算と一

体で事業を実施します。

◇ これにより、令和２年度一般会計予算と令和元年度に前倒しを行う事業費を合わせ

た令和２年度の実質的な予算規模は、４８６億２，００８万円となり、令和元年度

の実質的な予算規模「４９７億５，７０１万円」と比較すると、

「１１億３，６９３万円の減」、率にして「２．３％の減」となるものです。
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◇ 令和 3 年 3 月末における当市の市債発行残高は 574 億 5,658 万円となり本年 3 月末

見込額対比 5 億 2,558 万円の減となると見込まれますが、令和 2 年度予算について

は、合併特例債、過疎債、辺地債はもとより、緊急自然災害防止対策事業債も活用す

る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令和 3 年 3 月末現在で

154 億 151 万円となり、本年 3 月末現在の実質負担額 155 億 5,196 万円と比べて

1 億 5,045 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（産み育てやすい環境づくり）を強力に推進

①妊産婦交通費支援 ＜事業費 2,490 万円＞

・ハイリスク妊産婦への交通費支援（県単）（新規）

・妊産婦への交通費支援（市単独）（新規）

②助産師等確保対策 ＜事業費 923 万円＞ Ｒ１．９月補正

・助産師等就職支援（継続）

・助産師等保育料支援（継続）

・助産師等家賃支援（継続）

・助産師等奨学金返済支援（継続）

③産前・産後サポート、産後ケアの実施 ＜事業費 1,540 万円＞

・産後ケア事業の利用できる回数を５回から７回に増（拡充）

④保育・教育施設環境の充実 ＜保育施設環境整備支援事業費 312 万円、保育サービス

向上支援事業費 1 億 9,327 万円、幼稚園教育環境充実事業費 1 億 6,151 万円＞

・私立保育所等へのエアコン整備補助（新規）

・子育て支援センターの運営（継続）

・私立幼稚園無償化給付費補助（継続）

⑤保育力の充実 ＜事業費 1,085 万円＞

・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）（継続）

・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）

⑥放課後児童支援 ＜事業費 3 億 516 万円＞

・学童クラブ運営の委託（継続）

・ひとり親又はきょうだい同時入所世帯の保育料減免による保護者支援（各学童クラブ

の基準を統一）（拡充）

・宮野目学童クラブ増築、花巻学童クラブ仮移転に伴う建物借上げ（新規）
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⑦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 900 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 1,100 万円＞

・中学生医療費助成（令和２年８月より現物給付開始）

・高校生等医療費助成（市単独：中学生の現物給付開始にあわせて、市内医療機関に限

定し現物給付を実施できるよう関係機関と協議中）

⑧子育て世帯住宅取得奨励金 ＜事業費 3,000 万円＞

・親世帯との同居、近居並びに生活サービス拠点に住宅を取得した子育て世帯を支援

（継続）

◇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 5,315 万円＞

・測量調査等実施

②産業団地整備 ＜事業費 3 億 2,768 万円＞

・二枚橋地区の産業用地周辺インフラ整備

・花南地区における産業団地整備に係る基本計画策定、排水路系統調査等実施

③道の駅整備 ＜道の駅「はなまき西南」整備事業費 2 億 3,254 万円、道の駅「石鳥谷」

施設再編事業費 1 億 6,612 万円＞

・道の駅「はなまき西南」整備（継続）

・道の駅「石鳥谷」再編整備に係る設計や南部杜氏伝承館の曳家等工事

◇安心できる暮らし環境の充実

①岩手医科大学附属病院利用者連絡バスの運行 ＜事業費 961 万円＞

・花巻駅や石鳥谷駅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の通年

継続運行

②障がい者地域生活支援拠点等整備 ＜事業費 4,697 万円＞

・基幹相談支援センターの運営（継続）

・地域生活支援拠点等の整備（拡充）

③公共交通確保対策事業 ＜事業費 1 億 5,372 万円＞

・コミュニティバス運行、民間路線バス運行費補助（継続）

・イトーヨーカドー前バス待合所の設計、市街地循環バス星めぐり号車両更新（新規）

・路線バス大迫石鳥谷線を利用する高校生への通学定期券購入費補助（新規）
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◇国際交流の推進と交流人口の拡大

①東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連 ＜東京２０２０オリンピック・

パラリンピック関連イベント開催事業費 935 万円、ホストタウン事業 541 万円（国際都

市推進事業）、ボート合宿支援 312 万円（スポーツ大会・合宿誘致推進事業）＞ 

・オリンピック聖火リレー、パラリンピック聖火フェスティバル、オリンピックコミュ

ニティライブサイトの開催（新規）

・復興ありがとうホストタウン事業（拡充）

・オリンピックボート（日本・ベルギー）合宿支援（拡充）

②国際友好都市提携記念事業 ＜事業費 572 万円＞

・ベルンドルフ市５５周年記念（新規）

③外国人観光客受入環境整備 ＜事業費 1,321 万円＞

・観光地公衆トイレ洋式化

・外国人観光案内所非常用発電整備（新規）

◇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

2,210 万円、商店街賑わいづくり推進事業費 5,567 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」を本年も大迫中心部を会場に開催（本年は５月

３０・３１日の２日間開催予定） 

②生産施設等整備事業＜事業費 5 億 3,813 万円＞

・小麦種子乾燥調製施設・大豆乾燥調製貯蔵施設整備補助

③スマートアグリ推進事業＜事業費 852 万円＞

・草刈りロボット、ＧＰＳガイダンスシステム購入補助（拡充）

・スマート農業テストフィールドプロジェクト（新規）

④と畜施設整備事業出資＜事業費 2,805 万円＞

・株式会社いわちくの豚処理施設整備への出資（新規）

⑤森林経営支援事業 ＜事業費 4,928 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（継続）

・木材活用の推進に向けた基金積立、森林保全のための災害等防災応急対策（拡充）

（森林環境譲与税を活用）
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⑥まちなかの賑わい創出 ＜地域総合整備資金貸付事業費 9,700 万円、リノベーション

まちづくり推進事業費 1,102 万円、商店街賑わいづくり推進事業費（再掲）

5,567 万円＞

・花巻地域の中心部で民間が実施する花巻おもちゃ美術館の設立支援（新規）

・民間遊休不動産の活用によるリノベーションまちづくり構想策定（継続）

・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（継続）

・中心市街地エリアで新規創業をする事業者への改装費等の支援

◇防災・安全の確保

①消防拠点施設等整備事業 ＜事業費 2 億 8,524 万円＞

・消防はしご自動車更新

・消防署東和分署庁舎車庫改修（新規）

②消防・救急救助充実強化事業 ＜事業費 3,258 万円＞

・水難救助用資器材（ＦＲＰボート）購入（新規）

③公共施設の耐震診断 ＜事業費 3,019 万円＞

・公共施設１２か所の耐震診断実施
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■ 一般会計予算
（単位：千円）

令和2年度 48,188,002

令和元年度 48,539,294

増減額 △ 351,292

■ 実質的な予算規模
（単位：千円）

令和元年度
補正で前倒し

計上
432,084

令和2年度＋
令和元年度補正
で前倒し計上

48,620,086

■ 一般会計及び特別会計予算額
（単位：千円）

増減率

% 

△ 0.7

2.9

△ 1.9

△ 0.5

△ 49.1

△ 100.0

△ 0.6

※汚水処理事業特別会計については、令和２年４月１日から下水道事業会計に引き継ぐ。

△ 185,283

△ 57,009

B 

△ 40,7082,121,349

令 和 2 年 度 増  減  額

10,572,290

△ 351,292

県支出金

2,734,524

一般財源

236,412

△ 60,293 204,805 △ 581,000 270,479

A-B

5,877,888

4,434,490 4,013,500

3,005,0033,432,500

A 

令 和 元 年 度

区    分

※国の補正予算等に対応し、令和2年度から前倒して、令和元年度予算に432,084千円を計上
令和元年度予算への前倒し計上分を含めた実質的な令和2年度当初予算規模は、48,620,086千円

◇前倒し計上事業（7事業）
高齢者福祉サービス基盤整備事業(15,400千円)、生産施設等整備事業(2,488千円)、公園整備事業

(30,000千円)、小学校施設維持事業(14,421千円)、小学校校内ネットワーク整備事業（229,491千円）
中学校施設維持事業(17,127千円)、中学校校内ネットワーク整備事業(123,157千円)

地 方 債

令和２年度 花巻市予算

31,233,316

31,418,599

※ 地 方 債 そ の 他

5,938,181

4,639,295

予 算 額区    分
国庫支出金

財 源 内 訳

△ 410,671

△ 65,04967,352 132,401

0 133,025 △ 133,025

国庫支出金 県支出金

介護保険特別会計

公設地方卸売市場事業特別会
計

69,407,156 69,817,827

一般会計

8,221,751

48,188,002

2,162,057

48,539,294

汚水処理事業特別会計　※

183,795 2,488 176,900 68,901

合 計

10,629,299

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

8,458,163

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。(R2臨時財政対策債 1,090,700千円)

6,061,683 4,641,783 3,609,400 3,005,003 31,302,217

財 源 内 訳
そ の 他 一般財源
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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 11,349,602 23.6 11,192,179 23.1 157,423 1.4

2 地方譲与税 917,684 1.9 860,960 1.8 56,724 6.6

3 利子割交付金 6,300 0.0 14,100 0.0 △ 7,800 △ 55.3

4 配当割交付金 22,000 0.1 22,100 0.1 △ 100 △ 0.5

5 株式等譲渡所得割交付金 14,400 0.0 19,000 0.0 △ 4,600 △ 24.2

6 法人事業税交付金 47,018 0.1 0 0.0 47,018 皆増

7 地方消費税交付金 2,260,700 4.7 1,874,800 3.9 385,900 20.6

8 ゴルフ場利用税交付金 11,100 0.0 12,200 0.0 △ 1,100 △ 9.0

9 環境性能割交付金 41,600 0.1 44,400 0.1 △ 2,800 △ 6.3

10 地方特例交付金 73,500 0.2 189,600 0.4 △ 116,100 △ 61.2

11 地方交付税 13,730,000 28.5 13,750,000 28.3 △ 20,000 △ 0.1

12 交通安全対策特別交付金 13,000 0.0 12,800 0.0 200 1.6

13 分担金及び負担金 676,040 1.4 384,776 0.8 291,264 75.7

14 使用料及び手数料 705,033 1.5 713,743 1.5 △ 8,710 △ 1.2

15 国庫支出金 5,877,888 12.2 5,938,181 12.2 △ 60,293 △ 1.0

16 県支出金 4,639,295 9.6 4,434,490 9.1 204,805 4.6

17 財産収入 445,483 0.9 72,442 0.2 373,041 515.0

18 寄附金 600,001 1.2 250,001 0.5 350,000 140.0

19 繰入金 1,349,627 2.8 2,496,409 5.1 △ 1,146,782 △ 45.9

20 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

21 諸収入 884,530 1.8 1,023,312 2.1 △ 138,782 △ 13.6

22 市債 4,523,200 9.4 5,178,400 10.7 △ 655,200 △ 12.7

自動車取得税交付金 55,400 0.1 △ 55,400 皆減

48,188,002 100.0 48,539,294 100.0 △ 351,292 △ 0.7合　　　　計

科　　　　　目

令和２年度 花巻市一般会計

令和元年度令和2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 269,839 0.5 283,437 0.6 △ 13,598 △ 4.8

2 総務費 5,873,542 12.2 5,747,926 11.8 125,616 2.2

3 民生費 14,759,544 30.6 15,497,617 31.9 △ 738,073 △ 4.8

4 衛生費 2,641,088 5.5 3,303,148 6.8 △ 662,060 △ 20.0

5 労働費 133,574 0.3 153,155 0.3 △ 19,581 △ 12.8

6 農林水産業費 3,951,816 8.2 3,572,575 7.4 379,241 10.6

7 商工費 2,004,752 4.2 1,860,123 3.8 144,629 7.8

8 土木費 6,427,150 13.3 6,221,715 12.8 205,435 3.3

9 消防費 1,739,861 3.6 1,600,803 3.3 139,058 8.7

10 教育費 5,040,026 10.5 4,944,838 10.2 95,188 1.9

11 災害復旧費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

12 公債費 5,304,809 11.0 5,311,956 11.0 △ 7,147 △ 0.1

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

48,188,002 100.0 48,539,294 100.0 △ 351,292 △ 0.7

歳入の構成 　 歳出（性質別）の構成

合計（目的別）

科　　　　　目
令和元年度令和2年度

人件費

86億4,107万円

扶助費

88億2,197万円

公債費

53億461万円普通建設事業費

57億242万円

災害復旧費

200万円

物件費

75億5,247万円

補助費等

62億8,885万円

繰出金

36億3,514万円

その他

22億3,947万円

義務的

経費

47.2％

投資的

経費11.8％

その他の

経費

41.0％

自主財源
33.2%

依存財源
66.8%

市税

113億4,960万円

繰越金など

46億6,071万円

地方交付税

137億3,000万円

国庫支出金

58億7,789万円

県支出金

46億3,930万円

市債

45億2,320万円

その他

34億730万円
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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 8,641,065 17.9 8,395,057 17.3 246,008 2.9

扶助費 8,821,972 18.3 8,884,916 18.3 △ 62,944 △ 0.7

公債費 5,304,614 11.0 5,311,754 11.0 △ 7,140 △ 0.1

22,767,651 47.2 22,591,727 46.6 175,924 0.8

普通建設事業費 5,702,423 11.8 6,463,496 13.3 △ 761,073 △ 11.8

うち補助事業費 2,593,726 5.4 2,586,381 5.3 7,345 0.3

うち単独事業費 3,108,697 6.5 3,877,115 8.0 △ 768,418 △ 19.8

災害復旧事業費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

5,704,423 11.8 6,465,496 13.3 △ 761,073 △ 11.8

物件費 7,552,471 15.7 7,327,121 15.1 225,350 3.1

維持補修費 970,512 2.0 956,886 1.9 13,626 1.4

補助費等 6,288,853 13.1 5,997,263 12.4 291,590 4.9

積立金 25,750 0.1 13,289 0.0 12,461 93.8

投資及び出資貸付金 1,203,207 2.5 1,357,245 2.8 △ 154,038 △ 11.3

繰出金 3,635,135 7.5 3,790,267 7.8 △ 155,132 △ 4.1

予備費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

19,715,928 41.0 19,482,071 40.1 233,857 1.2

48,188,002 100.0 48,539,294 100.0 △ 351,292 △ 0.7合計（性質別）

計

計

計

そ
の
他
の
経
費

令和元年度令和2年度

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

科　　　　　目

12



■主要財政指標

48,188,002 千円 48,539,294 千円

△ 0.7 ％ 1.9 ％

△ 0.8 ％ 2.5 ％

33.2 ％ 33.2 ％

59.1 ％ 57.8 ％

9.4 ％ 10.7 ％

604 千円 610 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：令和2年１月末現在の住民登録人口95,126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 5,242 千円 1,036,203 千円 5,574,195 千円 △ 1,030,961 千円

減債基金 14,994 千円 10,730 千円 1,171,149 千円 4,264 千円

まちづくり基金 480 千円 297,140 千円 4,795,687 千円 △ 296,660 千円

20,716 千円 1,344,073 千円 11,541,031 千円 △ 1,323,357 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）

1,704,900 千円 1,482,853 千円 18,358,800 千円 222,047 千円

74,300 千円 20,342 千円 226,608 千円 53,958 千円

683,300 千円 286,479 千円 6,159,187 千円 396,821 千円

2,060,700 千円 3,259,102 千円 32,711,987 千円 △ 1,198,402 千円

4,523,200 千円 5,048,776 千円 57,456,582 千円 △ 525,576 千円

■市債の残高と実質的将来負担額の推移

57,982,158 千円 57,456,582 千円

15,551,962 千円 15,401,514 千円

※花巻市における合併特例債の発行可能額は、ハード事業分が36,007,600千円、基金造成分が2,960,600千
円、合計で38,968,200千円となっており、令和2年度に発行を予定している1,704,900千円を加えた年度末ま
での発行総額は27,494,100千円となり、令和3年度以降に活用できる発行可能見込額は11,474,100千円とな
ります。

※令和2年度市債残高見込額57,456,582千円のうち、後年度に地方交付税として受けることができる額を
40,793,420千円と見込んでおり、実質的な花巻市の将来負担額は16,663,162千円となり、令和元年度末比
162,120千円減となります。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15,401,514
千円となり、令和元年度末比150,448千円減となります。

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

令和元年度 令和２年度

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

令和元年度令和２年度

自主財源比率

一般財源比率

令和元年度末残高
見込額との比較

財政規模

伸び率

基金残高
（年度末見込額）

令和元年度末残高
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 有害鳥獣対策事業 農林部

【事業目的】 農村林務課

【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 農畜産物生産向上事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

12,300 千円

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。

○鳥獣被害対策実施隊等の活動　1,464千円
　鳥獣被害対策実施隊員の報酬等
○鳥獣被害防止対策≪拡充≫　4,532千円
　有害鳥獣被害の低減を推進する専門職員を配置
　被害防止活動、効果的な捕獲のため遠隔操作システムの導入
○緊急捕獲活動支援補助金　1,200千円
　ニホンジカの捕獲活動に対する補助
○有害獣対策事業補助金　5,000千円
　農作物被害を防止するための電気柵設置に係る補助
○狩猟免許取得支援事業補助金≪新規≫　104千円
　新たな狩猟免許取得者に対する補助

8,523 千円

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。

○農業生産革新実証等　1,623千円
　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≫　6,000千円
　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、
草刈ロボット等の導入に補助
○農業用ドローン教習費補助金　900千円
　農業用ドローンの免許取得にかかる費用の補助

令和２年度予算　主要事業

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

千円32,411

優秀な能力を有する乳用牛の選抜確保のため、乳用雌牛群の能力検定及び検定農家
の指導を行う。また、養豚・養鶏・肉用牛肥育経営の安定のため、肉の価格が一定
価格を下回った場合の価格差補てん金制度積立金に対して支援する。

○家畜改良増殖対策事業（乳用牛群検定）　316千円
　効率的な飼養管理のため、乳用雌牛群の検定普及及び後代検定に対し補助
　検定頭数　延べ　5,000頭
○肉豚価格差補てん事業　1,445千円
　生産者の負担を軽減するため、価格差補てん金制度積立金に対し補助
　対象頭数　28,900頭
○ブロイラー価格安定対策事業　207千円
　生産者の負担を軽減するため、価格差補てん金制度積立金に対し補助
　対象羽数　662,000羽
○肉用牛肥育経営安定対策事業　2,393千円
　生産者の負担を軽減するため、価格差補てん金制度積立金に対し補助
　対象頭数　960頭
○と畜施設整備事業出資金≪新規≫　28,050千円
　安定した養豚経営に必要な施設である、㈱いわちくの豚処理施設整備事業に係る
出資
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

4 大迫地域ぶどう産業振興事業 大迫総合支所

【事業目的】 地域振興課

【事業内容】

5 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】

【国補正対応前倒し分】

28,853 千円

大迫地域の基幹産業の維持発展を図るため、新規就農者の受け入れ体制の整備と大
迫ぶどう産業振興ビジョンを推進する。

○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、令和元年度に前倒して予算
計上

千円2,488

538,132 千円

○葡萄が丘農業研究所長の配置　3,987千円
　農業生産に関する試験研究や農業者の生産技術の向上を図り、所得の向上と生活
の安定に役立てるため、葡萄が丘農業研究所長を配置
○新規就農者技術指導員の配置　2,313千円
　葡萄が丘農業研究所において、所長とともに就農者に対する技術指導等を行う新
規就農者技術指導員を配置
○葡萄が丘農業研究所防獣柵及びぶどう棚改修≪新規≫　8,126千円
　葡萄が丘農業研究所に設置している外周防獣柵及びぶどう棚の一部を改修
○ロボット草刈機の導入≪新規≫　1,089千円
　ぶどう除草作業の省力化を図るため、ロボット草刈機を２台導入し、効果実証及
び農家への試験貸出により導入普及を推進
○ぶどう園地管理耕作事業補助金　1,068千円
　高齢化や担い手不在によりぶどう栽培を継続できない農家の園地を新規就農者等
へ引き継ぐため、ぶどう栽培作業の委託に要する費用を農家へ補助
○大迫ぶどう産業振興協議会負担金　1,270千円
　花巻市、花巻農業協同組合など、ぶどう産業関係機関と連携・協働し、産業振興
事業を実施
○醸造用ぶどう垣根等改修事業補助金　11,000千円
　ワインの原料となる醸造用ぶどうを安定的に確保するため、老朽化した垣根施設
等の小規模改修に係る経費に対し補助

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　10,176千円
　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　481,534千円
　・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
　・農業法人や農業者団体等による集出荷貯蔵施設等（小麦種子乾燥調製施設、
　　大豆乾燥調製貯蔵施設）の産地の基幹施設の導入に対する補助
○新しい園芸産地づくり支援　46,422千円
　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

15



№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

6 森林経営支援事業 農林部

【事業目的】 農村林務課

【事業内容】

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

49,284 千円

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。

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。

○スマート林業の構築　28,569千円
　・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　10,865千円
　・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
○人材の確保育成　850千円
　・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 3,000千円
　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、間伐
材等運搬経費）に対する補助
○森林の保全≪拡充≫ 1,000千円
　山地災害の防災対策、応急対策
○木材活用の推進≪拡充≫ 5,000千円
　市内森林資源の循環利用と地域林業の推進のため基金積み立て

○企業競争力強化支援　10,000千円
　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　440千円
　花巻工業クラブ事業補助金
○テクノフェア事業補助金≪新規≫　4,000千円
　花巻工業クラブ30周年事業として開催する「テクノフェア」に対する事業補助金
　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　833千円
　市と関係機関の各種支援施策等の紹介

15,273 千円

55,666 千円

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、新規出店者の創業支援等を行う。

○各種団体補助金・負担金　34,696千円
　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　5,000千円
　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　4,552千円
　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
○日本ワインフェスティバル花巻大迫の開催　11,418千円
　北海道・東北・関東・甲信越地方のワイナリーを招聘して、5/30・5/31に有料試
飲会を開催
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

9 商店街景観形成事業 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

東和総合支所

地域振興課

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 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】

12 地域総合整備資金貸付事業≪新規≫ 商工観光部

【事業目的】 企業立地推進室

【事業内容】

23,825 千円

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や滞在型コンテン
ツの強化を図るとともに、受入環境を整備する。

○商談会への参加　819千円
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　4,500千円
(一社）花巻観光協会が実施する外国人観光案内所の運営、SNSによる多言語での

情報発信、商談会や旅行博等プロモーションへの事業支援
○関係団体負担金　444千円

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
○外国人観光客受入環境整備　13,812千円

観光地の公衆トイレの洋式化
観光案内所の非常用電源の整備≪新規≫
音声翻訳機やキャッシュレス環境の整備運営

○広域連携による外国人観光客誘致　4,250千円
遠野市・奥州市・平泉町との連携による滞在型コンテンツの充実強化を実施

千円6,600

中心商店街の賑わい創出のため、地域の特色や歴史、先人を活かした商店街づくり
と街なか誘導を支援する。

97,000 千円

○地域総合整備資金貸付（ふるさと融資）の貸付　97,000千円
民間事業者1社への貸付

166,120 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。

市が金融機関等と連携して地域振興に資する民間事業活動を支援するため、無利子
資金の貸付を行う

○中心商店街顔づくり交付金　6,000千円
大迫、石鳥谷、東和それぞれの中心商店街の顔づくりに取り組む商店街等への支

援
○歴史的建造物調査≪新規≫　600千円

大迫の中心商店街において古い街並みを活かした景観づくりに向けた調査検討

○南部杜氏伝承館の曳家等工事・改修設計等　120,962千円
曳家等工事、同工事監理業務委託、展示改修設計等

○酒匠館・りんどう亭大食堂改修設計　14,218千円
○外構部の各種設計及び支障物件撤去　10,567千円

身障者駐車場屋根・広場照明、浄化槽撤去等
○国駐車場拡張用地取得　19,974千円
○国や関係機関、団体との協議・共通経費　399千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

13 企業誘致推進事業 商工観光部

【事業目的】 企業立地推進室

【事業内容】

14 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】

千円

新規企業の立地及び円滑な企業活動のため、企業誘致活動、立地企業支援及び工業
団地等の緑地保全を行う。

○産業用地整備　250,842千円
二枚橋地区における産業用地（公共施設分）の整備

○産業団地基本計画策定業務委託　76,840千円
産業団地整備に係る基本計画の策定、測量、地質調査、排水路系統調査

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。

147,423 千円

○企業誘致活動　12,216千円
企業情報の収集・訪問活動及び県企業誘致推進委員会や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
○立地企業支援　131,480千円

企業立地促進奨励事業補助金による産業団地等に立地する企業等の支援
○工業団地等緑地保全業務　3,727千円

工業団地の除草、緑地保全等の実施

327,682
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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 清掃センター改修事業≪新規≫ 市民生活部

【事業目的】 清掃センター

【事業内容】

2 公園整備事業 建設部

【国補正対応前倒し分】 公園緑地課

【事業目的】

【事業内容】

3 道の駅整備事業 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

4 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】

232,538

53,149

№ 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。

10,628 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。

千円

25,663 千円

ごみ処理のため、 終処分場の電気設備更新を行う。

○高圧受電設備更新　25,663千円
　浸出液処理施設キュービクル更新

30,000 千円

【国補正対応前倒し分】

○公園等施設長寿命化
　公園遊具改築
※社会資本整備総合交付金の交付に伴い、令和元年度に前倒して予算計上

千円

○道の駅整備　232,538千円
　建築監理業務委託、EV用急速充電器設備設置等業務委託、土木工事、建築工事、
備品購入、整備検討委員会開催

○公園施設整備　10,628千円
　石神町公園・星が丘1号公園・上口児童公園トイレ洋式化
　材木町公園改修（芝張替え）
　中根子運動場トイレ改築（実施設計）

高速道路の利便性を向上させ、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。

○地区協議会の開催　16千円
○測量調査設計等の実施　42,108千円
○用地の買収等　11,025千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5 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】

※次ページに続く

広域生活路線バス等 10,181千円
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

路線バスや予約応答型乗合交通が利
用できない地域の交通実態調査業務
委託≪新規≫

交通結節点整備設計業務 1,785千円
交通結節点であるイトーヨーカドー
バス停留所の待合所整備のための設
計業務委託

市所有バス管理 977千円 市所有バス車両維持管理業務委託等

○バス等運行事業補助　115,027千円

項　　目 予算額 内　　容

市街地循環バスふくろう
号・星めぐり号

30,358千円

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）

大迫・花巻地域間連絡バス

153,721 千円

項　　目 予算額 内　　容

予約乗合バス運行 5,278千円

予約乗合バスに係るオンデマンド交
通システムの運用管理業務委託（石
鳥谷地域、東和地域、大迫地域、西
南地域）

交通不便地域調査業務 3,300千円

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）

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、路線バスや予約応答型乗合
交通の利用促進を図るとともに待合環境整備等の利便性の向上を図る。

○バス運行業務等委託　11,340千円

22,036千円
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 2,146千円

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

49,885千円

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）

421千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5 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

○生活バス路線利用促進事業補助金≪新規≫　1,940千円 大迫総合支所

地域振興課

　市街地循環バス星めぐり号更新車両　ノンステップ小型乗合バス1台　
○公共交通会議運営　228千円

  　花巻市地域公共交通会議委員報酬

6 浄化槽事業 建設部

【事業目的】 下水道課

【事業内容】

103,177 千円

項　　目 予算額 内　　容

定期券購入補助 1,940千円

路線バス大迫石鳥谷線の利用促進を
図るため大迫石鳥谷線を利用する高
校生を対象とした通学定期券購入費
への補助金

○備品購入費　23,182千円

○路線バス利用促進企画バス運行　85千円
　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　1,919千円
  時刻表・ポスター等の作成、車庫光熱水費等

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　79,360千円
　個人が設置する浄化槽の設置工事費の9割を補助　80基（7人槽）
○浄化槽維持管理費補助　17,800千円≪新規≫
　個人が管理する浄化槽の維持管理の一部を補助
　　維持管理費相当額　上限1万円
○浄化槽撤去費補助　500千円
　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　1,440千円
　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　3,900千円
　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　143千円
　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　25千円
○全国浄化槽推進市町村協議会負担金　9千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

7 河川排水路改修事業 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】
○河川排水路改修　303,400千円

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・ 上沢川

・ ・

8 消防拠点施設等整備事業 消防本部

【事業目的】

【事業内容】

9 消防・救急救助充実強化事業 消防本部

【事業目的】

【事業内容】

○消防署所管理事業　32,929千円
　東和分署庁舎車庫改修工事
　花巻中央消防署庁舎二酸化炭素排出量調査
○消防車両等管理事業　248,843千円
　消防はしご自動車更新（花巻中央消防署）
○消防指令体制管理事業　3,465千円
　指令装置用直流電源装置バッテリー交換（消防本部）

大規模災害時への対応、平時の火災、救急対応を充実するため、消防拠点を整備す
る。

千円285,237

303,400 千円

32,579 千円

各種災害を見据えた災害対応力を強化するため、職員の育成と装備を充実する。

○救急体制の整備及び市民への広報　16,602千円
　学校教育研修、各種講習会、災害対応訓練への派遣及び救急救命士新規養成と救
急救命士病院実習
　・消防学校教育への派遣（救急科）
　・救急隊員講習への派遣（各種学会等）
　・救急救命士養成研修と病院実習（新規養成研修、各種病院実習）
　救急活動用装備品の整備
　救急医療機器の保守管理
○各種災害を見据えた災害対応力の強化　15,977千円
　学校教育研修、各種講習会、災害対応訓練への派遣
　・消防学校教育への派遣（初任科、警防科、救助科）
　・消防隊員、救助隊員講習への派遣（各種研修会等）
　消防業務遂行のための免許・資格取得（各種免許資格取得）
　消防、救助活動装備品の整備（水難救助用資器材等）≪新規≫

※上記のうち、雀田川・湯沢野・二枚橋の３排水路及び大沢口川については、緊急
自然災害防止対策事業債（充当率100％、交付税措置率70％）を活用

大沢口川

川原町排水路 山下川

水害の防止と健全な河川環境の向上を図るため、河川及び排水路の整備改修を行
う。

雀田川排水路 後通排水路

湯沢野排水路 薬師神社西側排水路

二枚橋排水路 本町地区排水路

湯本地区排水路 金矢地区排水路
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

10 高齢者福祉サービス基盤整備事業 健康福祉部

【国追加交付前倒し分】 長寿福祉課

【事業目的】

【事業内容】

11 障がい者地域生活支援拠点等整備事業 健康福祉部

【事業目的】 障がい福祉課

【事業内容】

12 妊産婦交通費支援事業≪新規≫ 健康福祉部

【事業目的】 地域医療対策室

【事業内容】

258,085 千円

15,400 千円

【国追加交付前倒し分】

○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
※地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の追加交付に伴い、令和元年度に前倒
して予算計上

○妊産婦交通費支援　24,900千円
　・ハイリスク出産に該当する妊産婦
　　　対象者：ハイリスク出産に該当し、周産期母子医療センターに通院又は
　　　　　　　入院している妊産婦
　　　内　容：健診又は分娩のため周産期母子医療センターへ通院若しくは入
　　　　　　　院又は近隣の宿泊施設に待機宿泊する際に要する経費を補助
　・上記以外の妊産婦
　　　対象者：ハイリスク出産以外の妊産婦
　　　内　容：健診又は分娩のため産科医療機関へ通院又は入院する際に要す
　　　　　　　る経費のうち、１回当たり３千円を超える金額を補助

　１人当たり１回の出産に係る補助金の上限　50千円

千円

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

○老人福祉施設建設資金借入償還金補助　21,532千円
　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　236,553千円
　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　1施設
　　認知症高齢者グループホーム　2施設

障がい者が地域で安心して生活できるよう支援するため、相談支援体制の強化や自
身の重度化・高齢化・家族支援を受けられなくなった場合を見据えた地域生活支援
拠点等の整備を行う。

○相談支援体制の強化　9,970千円
　基幹相談支援センターの運営、相談記録システム構築業務委託
○地域生活支援拠点等の整備≪拡充≫　36,995千円
　障がい者相談支援業務委託　7事業所、緊急時受入体制の整備、
　グループホーム等の体験の機会・場コーディネート業務委託、
　地域自立支援協議会専門部会運営等業務委託

46,965 千円

市民が安心して出産できる環境の充実を図るため、妊産婦が産科医療機関を利用す
る際に必要な交通費の支援を行う。

24,900
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

13 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】

14 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】

15 助産師等確保対策事業 健康福祉部

【事業目的】 地域医療対策室

【事業内容】
○助産師等就職支援　6,000千円
　就職支援に係る補助金の交付及び就職資金の貸付
○助産師等保育料支援　864千円
　子どもを保育施設に預ける際の保育料に対する補助
○助産師等家賃支援　926千円
　賃貸住宅の家賃に対する補助
○助産師等奨学金返済支援　1,440千円
　奨学金の返済額に対する補助

○病診連携の推進　16,165千円
　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
○医療従事者確保　7,742千円
　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

116,699

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。

市民が安心して出産できる環境の維持を図るため、市内産科医療機関に就職する助
産師・看護師に対する支援を行う。

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。

千円

9,230 千円

23,907

千円

○妊産婦・乳幼児健康診査及び相談　96,058千円
　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　5,094千円
　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　15,397千円
　産後ケア事業の利用回数を5回から7回に増加≪拡充≫
　産前・産後サポート事業の実施
○赤ちゃんふれあい体験教室　150千円
　中学生と赤ちゃんのふれあい体験　10回
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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 中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】

2 高校生医療費助成事業 健康福祉部

【事業目的】 国保医療課

【事業内容】

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 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

305,157 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
域との交流を促進する。

市内私立保育所等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。

11,000 千円

高校生等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。

○高校生等医療費助成　11,000千円
　対象者：高校1年生から3年生の年齢に該当する者
　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
　給付方法：令和2年8月より市内の医療機関に限定した現物給付方式（予定）

○学童クラブ　304,518千円
　学童クラブ事業委託　19クラブ（31支援の単位）
　保育料減免費用加算（市単）≪拡充≫
　質改善加算（市単）
　施設維持加算（市単）
　賃借料加算（市単）
　廃棄物処理費用加算（市単）
　放課後児童支援員等処遇改善等事業補助　26支援の単位
　放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助　96人
  放課後子ども環境整備事業補助　1支援の単位
  宮野目学童クラブ増築≪新規≫
○放課後子供教室　639千円
　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）

3,117 千円

○私立保育施設冷暖房設備整備補助≪新規≫　3,117千円
　保育室、職員室、医務室及び調理室の冷暖房機器を新規設置又は更新（10年以上
経過）する経費への補助　9施設

№ 事　業　内　容　の　説　明

中学生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。

○中学生医療費助成　11,000千円
　対象者：中学校1年生から3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
　給付方法：令和2年8月より現物給付方式

11,000 千円
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

5 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】

6 保育力充実事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

10,846 千円

保育所入所待機児童の解消を図るため、保育士等確保のための取組を実施する。

○花巻市内保育施設見学・体験ツアーの実施　435千円
　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　900千円
　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　840千円
　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　1,206千円
　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　4,965千円
　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　2,500千円
　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

○地域子育て拠点　24,456千円
　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
○障がい児保育委託事業　7,020千円
　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　8園
○一時預かり事業　32,163千円
　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
　20園
○延長保育事業　24,526千円
　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
　33園
○病児保育事業　58,136千円
　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
　13園
○認可外保育施設等利用補助　23,402千円
　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事業補助　540千円
　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事業補助　9,792千円
　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
　新制度未移行私立幼稚園に入園の年収360万円未満世帯及び多子世帯に副食費を補
助
○病後児保育　12,582千円
　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）
○子育て支援センター冷暖房設備整備補助≪新規≫　654千円
　子育て環境の充実を図るため、子育て支援センターの冷暖房設備新規設置及び更
新整備への補助

千円193,271

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

7 幼稚園教育環境充実事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

8 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】

○幼稚園維持修繕　433千円
　屋外遊具補修
○私学運営補助　12,190千円
　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
○私立幼稚園無償化給付費補助　131,696千円
　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　15,285千円
　幼稚園等の預かり保育の利用料を補助
○私立幼稚園冷暖房設備整備補助≪新規≫　1,905千円
　私立幼稚園の冷暖房整備費を補助　3園

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。

○病害虫防除業務　3,000千円
　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　600千円
　校庭、駐車場の補修資材（砂、砕石）購入
○小学校施設長寿命化　31,392千円
　学校長寿命化に係る施設調査
　老朽化しているプールろ過装置の更新
　老朽化している放送設備の更新
○消耗品　100千円
　施設修繕部品

【国補正対応前倒し分】

14,421

○小学校施設長寿命化
　照明器具落下防止　南城小学校
※学校施設環境改善交付金の交付に伴い、令和元年度に前倒して予算計上

千円

35,092 千円

161,509 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。
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

9 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】

10 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】

11 学校給食センター改修事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 学校給食管理室

【事業内容】

12 生涯学習施設整備事業 生涯学習部

【事業目的】 生涯学習課

石鳥谷総合支所

地域支援室

【事業内容】

○中学校施設長寿命化
　照明器具落下防止　花巻中学校
※学校施設環境改善交付金の交付に伴い、令和元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。

○病害虫防除業務　1,800千円
　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　400千円
　校庭、駐車場の補修資材（砂、砕石）購入
○中学校施設長寿命化　5,984千円
　暖房設備の更新に係る設計
　老朽化している放送設備の更新
○消耗品　100千円
　施設修繕部品

8,284

【国補正対応前倒し分】

安心安全な学校給食を将来にわたり安定的に提供するため、施設等の長寿命化対策
を行う。

○備品購入　30,085千円
　石鳥谷学校給食センター食器洗浄機（更新）

103,040 千円

生涯学習拠点施設である生涯学園都市会館（まなび学園）及び石鳥谷生涯学習会館
の長寿命化及び利用者の利便性向上を図るため、計画的な修繕を行う。

○生涯学園都市会館外壁修繕・監理業務並びに工事　71,214千円
○石鳥谷生涯学習会館受変電設備等更新設計・監理業務並びに工事　　31,826千円

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。

○グラウンド整備　62,000千円

30,085 千円

千円

17,127 千円

千円62,000
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

13 図書館改修事業 生涯学習部

【事業目的】 花巻図書館

【事業内容】

14 国際都市推進事業 生涯学習部

【事業目的】 国際交流室

【事業内容】

15 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

【事業内容】

図書館の老朽化に伴い、利用者の安全性かつ快適性を確保し、施設の長寿命化を図
るため、計画的に改修等を実施する。

○東和図書館管理棟屋根改修　 40,647千円
　管理棟屋根改修工事設計・監理業務並びに工事
○石鳥谷図書館空調設備更新≪新規≫　　　　2,694千円
　空調設備更新工事設計業務

千円

43,341 千円

市民の国際理解や国際感覚を養い、国際交流活動を促進するため、国際交流活動や
情報拠点となる国際交流センターの運営を行うとともに、公益財団法人花巻国際交
流協会が実施する各種事業を支援する。

○国際都市の推進　4,563千円
　国際都市推進員（1人）の雇用
　外国語による市内のイベント等に関する情報発信等
○公益財団法人花巻国際交流協会事業補助　3,181千円
　国際理解推進事業（多文化サロン、市民語学講座）
　定住外国人支援事業（コミュニケーション支援、生活支援）
　国際交流情報提供事業、国際交流団体活動支援事業
　国際フェアＩＮはなまき等
○国際交流センター運営　11,470千円
○団体への負担金等　90千円
　岩手県日墺協会会費
  ＪＩＣＡボランティアを支援するいわての会負担金
○復興ありがとうホストタウン事業≪拡充≫　5,406千円
　・アメリカ合衆国の陸上競技東京オリンピック出場選手によるスポーツクリニッ
　　クの開催
　・オーストリア共和国の柔道競技選手事前合宿及びオリンピック開催後交流会の
　　開催
　・東京オリンピックでアメリカ合衆国の陸上競技選手を応援する市民ツアーの
　　実施

16,085 千円

異文化への理解を深め、国際感覚の醸成を図るため、国際姉妹都市及び友好都市等
との中学生等の研修派遣や青少年、市民の受入交流事業を行う。

○公益財団法人花巻国際交流協会補助 　9,353千円
　公益財団法人花巻国際交流協会が行う交流研修等事業への補助
　　青少年海外派遣研修
　　海外青少年受入交流
　　市民等受入
　　海外来訪者受入
○姉妹都市等交流受入バス借上料　413千円
○ベルンドルフ市への高校生派遣　603千円
○国際友好都市提携55周年記念事業≪新規≫　5,716千円
　ベルンドルフ市訪問市民ツアーの実施

24,710
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

16 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】

17 インターハイ開催事業 生涯学習部

【事業目的】 インターハイ準備室

【事業内容】

18 東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連イベント開催事業≪新規≫ 生涯学習部

スポーツ振興課

【事業目的】

【事業内容】

東京オリンピック・パラリンピックを市民が身近に観戦・体感できる機会を提供す
ることにより、スポーツへの関心を更に高め、スポーツによる地域振興を図る。

9,350 千円

10,312 千円

交流人口の拡大を図り、スポーツに接する機会を提供するため、大規模なスポーツ
大会やスポーツ合宿の誘致を図る。

○情報発信・誘致・支援活動　2,030千円
　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　4,160千円
　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　1,000千円
　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
○ボート日本代表・ベルギー代表合宿受入れ≪拡充≫　3,122千円

○オリンピック聖火リレー企画運営等業務委託　4,766千円
○パラリンピック聖火フェスティバル企画運営等業務委託　1,609千円
○コミュニティライブサイト（パブリックビューイング）開催業務　975千円
○東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火事業等岩手県実行委員会負担金
　2,000千円

令和２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＞　令和2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　2,652千円
○実行委員会負担金　3,626千円
　実行委員会による開催準備活動及びインターハイ周知活動を実施

6,278 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。
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担当部署№ 事　業　内　容　の　説　明

19 文化財保護活用事業 教育部

【事業目的】 文化財課

【事業内容】

46,883 千円

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、市民の文化財への関心を高めるため、文化財の活用を図る。

○文化財の保護　44,339千円
　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
　花輪堤ハナショウブ群落の調査と保存管理
　文化財保存活用地域計画の作成
　石鳩岡神楽・土沢神楽の映像記録作成
　花巻城内伊藤家住宅の修復
　市指定文化財所有者への管理指導や修理費の補助
　旧小原家住宅の防火設備の設置≪新規≫
○文化財の活用　2,544千円
　文化財説明板や案内板の新規設置及び修繕
　文化財セミナーや早池峰自然観察会の実施
　文化財調査報告書・花巻市史資料編の作成
　岩手県文化財愛護協会負担金
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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 地域振興部

【事業目的】 地域づくり課

【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】

3 定住交流センター改修事業≪新規≫ 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

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等
の利便性、安全性を向上させるため、施設の整備を行う。

№ 担当部署事　業　内　容　の　説　明

67,353 千円

○矢沢振興センター改修工事実施設計業務委託　3,384千円
○宮野目振興センター建物調査・保全計画書作成業務委託　1,269千円
○花西振興センター解体工事　62,700千円

79,169 千円

電波法で定める無線設備規制の改正に対応するため、ワイヤレスマイク等の音響設
備の更新を行う。

○音響設備更新　79,169千円
設計監理業務委託、ＣＯＭＺホール・ギャラリー・プレイスタジオのワイヤレス

マイク等の音響設備更新

51,050 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　30,000千円
・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　1,050千円

・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　20,000千円
・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
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５．「行政経営」 市民目線で経営する強くて優しいまち

1 イーハトーブ花巻応援寄附金推進事業 地域振興部

【事業目的】 定住推進課

【事業内容】

№ 事　業　内　容　の　説　明

自主財源の確保と市の地場産品のＰＲ・受注拡大を図るため、ふるさと納税制度を
推進するとともに、寄附受入れに係る事務処理を行う。

○寄附者への返礼品贈呈　199,380千円
花巻市の地場産品等を寄附者へ返礼品として贈呈

○寄附手続及び情報発信　63,417千円
寄附の受付、税控除個人情報に関係する事務処理
寄附金の使途をより明確化し魅力ある事業の創出に努め、寄附額拡充を推進

○ふるさと納税取扱事務の外部委託　24,343千円
受領証明書の発送や返礼品発送取りまとめ事務等の外部委託

担当部署

287,140 千円
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