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花巻市 令和４年度５月補正予算の概要 

（1） 予算編成のポイント

 令和４年度予算は、予算編成期に市長選挙が行われたことから、骨格予算として編成し

ました。 

年度初めの４月には、長引く新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者等の

支援やワクチン接種経費の追加など早急に必要な予算措置（補正予算第１号及び第２号）

を行ったところです。 

このたび、今後のまちづくりに向けた新たな重点施策や政策的な経費について、花巻市

まちづくり総合計画第３期中期プランのローリングを行い、肉付け予算として５月の補正

予算を計上するものです。 

 なお、国においては、令和３年度補正予算分２，０００億円及び令和４年度一般会計新

型コロナウイルス感染症対策予備費８，０００億円の合計１兆円を、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金として地方への交付を決定したところです。国からの４月

２８日付の通知によると、花巻市には合計約３．９億円を上限として交付される予定とな

っておりますが、その詳細については今後確認する必要があることから、今回の補正予算

には反映されておりません。 

（2） 予算の規模

一般会計当初予算（骨格） ４８，１６４，６６２千円 

  補正予算（第１号） ６９０，０５０千円（４月臨時） 

  補正予算（第２号）  ２７，２９９千円（４月臨時） 

  現計予算額 ４８，８８２，０１１千円 

  ５月補正予算（第３号）  １，３９０，５７０千円 

  ５月補正後予算総額   ５０，２７２，５８１千円 

（前年度当初予算比 １，３７３，９６４千円増（２．８％増）） 
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【 歳  入 】

（単位：千円、％）

増減額 増減率

現計予算額 5月補正額 計(A) 構成比 当初予算額(B) 構成比 （A-B）

1 市税 11,410,774 11,410,774 22.7 10,812,429 22.1 598,345 5.5

2 地方譲与税 880,714 880,714 1.8 822,184 1.7 58,530 7.1

3 利子割交付金 4,800 4,800 0.0 7,300 0.0 △ 2,500 △ 34.2

4 配当割交付金 18,400 18,400 0.0 20,500 0.1 △ 2,100 △ 10.2

5
株式等譲渡所得
割交付金

15,800 15,800 0.0 12,100 0.0 3,700 30.6

6
法人事業税交付
金

128,463 128,463 0.3 74,419 0.2 54,044 72.6

7
地方消費税交付
金

2,228,100 2,228,100 4.4 2,265,000 4.6 △ 36,900 △ 1.6

8
ゴルフ場利用税
交付金

13,900 13,900 0.0 11,200 0.0 2,700 24.1

9
環境性能割交付
金

41,300 41,300 0.1 39,300 0.1 2,000 5.1

10 地方特例交付金 77,400 77,400 0.2 330,100 0.7 △ 252,700 △ 76.6

11 地方交付税 14,130,000 14,130,000 28.1 13,990,000 28.6 140,000 1.0

12
交通安全対策特
別交付金

15,200 15,200 0.0 14,400 0.0 800 5.6

13
分担金及び負担
金

668,671 668,671 1.3 661,585 1.4 7,086 1.1

14
使用料及び手数
料

677,822 677,822 1.4 699,239 1.4 △ 21,417 △ 3.1

15 国庫支出金 6,795,432 395,322 7,190,754 14.3 7,038,393 14.4 152,361 2.2

16 県支出金 4,053,874 10,746 4,064,620 8.1 4,055,796 8.3 8,824 0.2

17 財産収入 68,295 68,295 0.1 100,910 0.2 △ 32,615 △ 32.3

18 寄附金 2,027,301 2,027,301 4.0 1,500,001 3.1 527,300 35.2

19 繰入金 2,348,619 526,002 2,874,621 5.7 985,960 2.0 1,888,661 191.6

20 繰越金 1 1 0.0 1 0.0 0 0.0

21 諸収入 674,945 674,945 1.4 748,500 1.5 △ 73,555 △ 9.8

22 市債 2,602,200 458,500 3,060,700 6.1 4,709,300 9.6 △ 1,648,600 △ 35.0

48,882,011 1,390,570 50,272,581 100.0 48,898,617 100.0 1,373,964 2.8合 計

科 目

令和４年度５月補正後一般会計予算の内訳

令和3年度令和4年度
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【 歳  出 （ 目 的 別 ） 】
（単位：千円、％）

増減額 増減率

現計予算額 5月補正額 計(A) 構成比 当初予算額(B) 構成比 （A-B）

1 議会費 272,006 272,006 0.5 280,576 0.6 △ 8,570 △ 3.1

2 総務費 6,944,800 106,924 7,051,724 14.0 6,630,152 13.6 421,572 6.4

3 民生費 15,079,308 15,079,308 30.0 15,134,316 30.9 △ 55,008 △ 0.4

4 衛生費 3,375,433 9,212 3,384,645 6.7 2,899,417 5.9 485,228 16.7

5 労働費 200,154 200,154 0.4 179,542 0.4 20,612 11.5

6 農林水産業費 3,504,227 24,500 3,528,727 7.0 3,403,161 7.0 125,566 3.7

7 商工費 1,897,693 411,166 2,308,859 4.6 2,074,013 4.2 234,846 11.3

8 土木費 5,444,963 830,040 6,275,003 12.5 5,956,501 12.2 318,502 5.3

9 消防費 1,648,012 1,648,012 3.3 1,615,717 3.3 32,295 2.0

10 教育費 4,798,096 8,728 4,806,824 9.6 5,191,958 10.6 △ 385,134 △ 7.4

11 災害復旧費 2,000 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

12 公債費 5,675,318 5,675,318 11.3 5,491,263 11.2 184,055 3.4

13 諸支出金 1 1 0.0 1 0.0 0 0.0

14 予備費 40,000 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

48,882,011 1,390,570 50,272,581 100.0 48,898,617 100.0 1,373,964 2.8

歳入の構成 歳出（性質別）の構成

合計（目的別）

科 目
令和3年度令和4年度

人件費

87億5,273万円

扶助費

90億739万円

公債費

56億7,514万円

普通建設事業費

48億2,070万円

災害復旧費

200万円

物件費

91億6,770万円

補助費等

71億4,531万円

繰出金

37億2,596万円

その他

19億7,565万円

義務的

経費

46.6％

投資的

経費9.6％

その他の

経費

43.8％

自主財源
36.6%依存財源

63.4%

市税

114億1,077万円

繰越金など

69億9,166万円

地方交付税

141億3,000万円

国庫支出金

71億9,075万円

県支出金

40億6,462万円

市債

30億6,070万円

その他

34億2,408万円
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【 歳 出 （ 性 質 別 ） 】
（単位：千円、％）

増減額 増減率

現計予算額 5月補正額 計(A) 構成比 当初予算額(B) 構成比 （A-B）

人件費 8,748,750 3,983 8,752,733 17.4 8,694,061 17.8 58,672 0.7

扶助費 9,007,386 9,007,386 17.9 8,981,961 18.4 25,425 0.3

公債費 5,675,139 5,675,139 11.3 5,491,084 11.2 184,055 3.4

23,431,275 3,983 23,435,258 46.6 23,167,106 47.4 268,152 1.2

普通建設事業費 3,483,277 1,337,421 4,820,698 9.6 4,568,813 9.3 251,885 5.5

うち補助事業費 1,865,554 755,327 2,620,881 5.2 2,359,424 4.8 261,457 11.1

うち単独事業費 1,617,723 582,094 2,199,817 4.4 2,209,389 4.5 △ 9,572 △ 0.4

災害復旧事業費 2,000 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

3,485,277 1,337,421 4,822,698 9.6 4,570,813 9.3 251,885 5.5

物件費 9,136,258 31,442 9,167,700 18.3 8,428,191 17.2 739,509 8.8

維持補修費 1,011,134 1,011,134 2.0 1,012,319 2.1 △ 1,185 △ 0.1

補助費等 7,117,589 27,724 7,145,313 14.2 6,985,389 14.3 159,924 2.3

積立金 24,428 △ 10,000 14,428 0.0 23,737 0.0 △ 9,309 △ 39.2

910,088 910,088 1.8 968,180 2.0 △ 58,092 △ 6.0

繰出金 3,725,962 3,725,962 7.4 3,702,882 7.6 23,080 0.6

予備費 40,000 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

21,965,459 49,166 22,014,625 43.8 21,160,698 43.3 853,927 4.0

48,882,011 1,390,570 50,272,581 100.0 48,898,617 100.0 1,373,964 2.8

投資及び出資貸付
金

合計（性質別）

計

計

計

そ
の
他
の
経
費

令和3年度令和4年度

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

科 目
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■基金残高

（財政調整基金・減債基金・まちづくり基金） （単位：千円）

令和２年度末
残高

令和３年度末
残高見込額

令和４年度末
残高見込額

財政調整基金 7,106,206 7,721,093 6,691,148

減債基金 1,164,450 1,162,855 1,165,545

まちづくり基金 5,801,957 6,555,345 5,652,389

14,072,613 15,439,293 13,509,082

■市債残高

（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） （単位：千円）

令和２年度末
残高

令和３年度末
残高見込額

令和４年度末
残高見込額

18,393,311 18,603,008 18,626,808

219,908 321,503 556,168

5,978,385 6,235,585 6,146,296

32,509,295 31,193,908 29,352,595

57,100,899 56,354,004 54,681,867

■合併特例債の発行可能額

（単位：千円）

花巻市の
発行可能額

Ａ

令和４年度末までの
発行見込額

Ｂ

令和４年度末
発行可能額
Ｃ（Ａ－Ｂ）

38,968,200 30,864,600 8,103,600

上記「令和４年度末までの発行見込額　Ｂ」の内訳

令和２年度まで
の発行額

令和３年度の
発行見込額

令和４年度の
発行見込額　※

27,427,100 1,779,800 1,657,700

その他の市債

合　　計

※令和４年度末残高見込額には、令和３年度から令和４年度へ繰り越し発行予定の755,100千円を加え
ている。

年度別基金及び市債残高一覧

　下記のいずれも、令和２年度は決算、令和３年度は中期プランローリング財政見通しにおける決算
見込、令和４年度は５月補正後予算での数値です。

基金の名称

合　　計

市債の名称

発行額（見込額）

区分

合併特例債

辺地対策事業債

過疎対策事業債

※令和４年度の発行見込額には、令和３年度から令和４年度へ繰り越し発行予定の399,700千円を加え
ている。

発行可能額等

区分

※
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1 振興センター等整備事業（2款1項6目） 大迫総合支所

【事業目的】 地域振興課

【補正概要】

【補正内容】

（単位：千円）

2 公共交通確保対策事業（2款1項7目） 建設部

【事業目的】 都市政策課

【補正概要】

【補正内容】

（単位：千円）

3 地域医療ビジョン推進事業（4款1項1目） 健康福祉部

【事業目的】 健康づくり課

【補正概要】

【補正内容】

（単位：千円）

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

160 160

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。

○改修工事　89,298千円
○改修工事監理業務委託　2,607千円

15,019 千円

快適で便利かつ持続可能な公共交通サービスを提供するため、コミュニティバスの
運行及び民間路線バスへの運行費補助等を行う。また、路線バスや予約応答型乗合
交通の利用促進を図る。

○新デマンドシステム導入　5,038千円
受付の省力化や効率的な運行、Web予約導入を目的としたＡＩ配車デマンドシステ

ムの導入経費
○バスロケーションシステム等導入　1,308千円
・岩手県交通株式会社が導入するバスロケーションシステム経費補助
・イトーヨーカドーバス待合所デジタルサイネージ改修

○花巻市地域公共交通会議負担金　8,673千円
次期花巻市公共交通計画策定のための調査等を実施する花巻市公共交通会議への

負担金

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

91,905 91,900 5

事業費
財源内訳

国・県

令和４年度５月補正予算事業

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

91,905 千円

亀ケ森振興センターの改修費（旧亀ケ森小学校を振興センターへ転用）

新デマンドシステム、バスロケーションシステムの導入経費及び次期花巻市公共交通計画
策定経費の追加

160 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。

○地域医療ビジョンの見直しに係る検討会の開催　160千円
地域医療ビジョン見直しに当たり、有識者・関係機関からの意見を伺うため、地

域医療ビジョン検討会議（仮称）を設置

花巻市における地域医療の状況変化に伴う、地域医療を維持確保するための方針、必要な
施策に関する計画の見直し

地方債 その他 一般財源

15,019 3,716 11,303
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

4 健康教育相談事業（4款1項2目） 健康福祉部

【事業目的】 健康づくり課

【補正概要】

【補正内容】

（単位：千円）

5 母子保健事業（4款1項2目） 健康福祉部

【事業目的】 健康づくり課

【補正概要】

【補正内容】

（単位：千円）

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

2,901 2,018 883

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

6,151 893 5,258

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。

○産後ケア等業務委託料　2,901千円
【利用料】日帰り型（全日）2,700円→1,000円

日帰り型（半日）900円→300円
訪問型　900円→0円

県の補助制度を活用した産後ケア事業の利用者負担の軽減及び利用者増に伴う産後ケア
等業務委託料の追加

スマートフォンのアプリケーションを利用し、歩数に応じたポイントを付与する健康ポイント事
業費

○健康ポイント事業　6,151千円
肥満予防や生活習慣病予防に適した目標歩数を設定し、目標歩数を達成した市民

に対しポイントを付与。付与されたポイントは、商品券などのインセンティブと交
換
　【対象者】20歳以上の市民
　【ポイント付与期間】第１期　令和4年8月～11月

第２期　令和4年11月～令和5年2月

2,901 千円

市民の生活習慣の改善と健康の保持増進を図るため、健康教育、相談等を実施す
る。

6,151 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

6 生産施設等整備事業（6款1項3目） 農林部

【事業目的】 農政課

【補正概要】

【補正内容】

（単位：千円）

7 森林経営支援事業（6款2項2目） 農林部

【事業目的】 農村林務課

【補正概要】

【補正内容】

8 商店街景観形成事業（7款1項2目） 大迫総合支所

【事業目的】 地域振興課

【補正概要】

【補正内容】

（単位：千円）

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

1,850 1,800 50

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

24,500 24,500

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。

○針広混交林・広葉樹林整備事業補助金　10,000千円
針広混交林又は広葉樹林において実施する整理伐及び作業道の敷設に対する補助
・整理伐　補助率75％
・作業道の敷設　１ｍあたり2,000円を上限（定額補助）

○森林環境譲与税基金積立金　△10,000千円

1,850 千円

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

○大迫地域街並み整備検討委員会負担金　1,850千円
大迫地域（仲町地域）の特徴を踏まえた外観色の統一、現存建物の改修基準や遊

休資産の活用によるチャレンジショップ等の検討を行うため、まちづくりの専門家
によるコーディネート等の支援

24,500 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。

○中山間地域農業継続支援事業補助金　3,000千円
中山間地域において地域農業マスタープランに位置付けられた中心経営体（個

人）又は認定農業者（個人）に対する機械・施設の整備に対する補助（補助率
3/10、上限額1,000千円）
○園芸産地確立推進事業費補助金　21,500千円
・ねぎ生産に係る機能強化や省力化のための機械導入に対する補助（補助率1/3、
上限額は面積規模別に設定）

・花巻農業協同組合が定める花巻地域重点品目（アスパラガス、きゅうり、ピー
マン、トマト、ミニトマト、なす、ねぎ）及び地域横断品目（りんどう、小
菊、カンパニュラ、トルコギキョウ、鉢花）を生産している農業経営体におけ
る防除能力の増強のための自走式防除機導入に対する補助
（補助率1/3、上限額300千円）

事業費組替え

大迫地域街並み整備検討委員会への負担金

中山間地域農業継続支援事業補助金及び園芸産地確立推進事業費補助金の創設

針広混交林・広葉樹林整備事業補助金の創設及び森林環境譲与税基金積立金の減額
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

9 産業団地整備事業（7款1項2目） 商工観光部

【事業目的】 企業立地推進室

【補正概要】

【補正内容】

（単位：千円）

10 観光イベント開催事業（7款1項3目） 商工観光部

【事業目的】 観光課

【補正概要】

【補正内容】

（単位：千円）

一般財源

4,195 4,195

地域資源の保全と魅力アップを図るため、まつりやイベントの開催を支援する。

新たな産業団地（花南地区）を行うための実施設計や用地取得、支障物件の移転に関する
業務経費

○花巻まつり実行委員会負担金　4,195千円
・開町400年記念屋形山車修繕　2,750千円
・花巻まつりカレンダー作製　946千円
・花巻ばやし音源制作　499千円

405,121 千円

企業誘致の推進に係る立地環境の整備のため、産業団地の拡充を図る。

○産業団地Ｂ工区整備　378,799千円
・実施設計業務　69,509千円
・用地費及び用地交渉業務委託ほか　309,290千円

○下流水路（施設替え）用地費及び実施設計ほか　16,548千円
○既存排水路（改修区間）実施設計及び用地測量　9,774千円

4,195 千円

花巻開町430年事業の実施に伴う花巻まつり実行委員会負担金の追加

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

405,121 400,000 5,121

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

11 生活道路維持事業（8款2項2目） 建設部

【事業目的】 道路課

【補正概要】

【補正内容】

○道路維持補修　299,441千円

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・

・ ・

【参考：当初予算】

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・

（単位：千円）

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

生活道路を安全に安心して通行できるようにするため、維持修繕（舗装の打ち換
え、オーバーレイ等）及び除排雪を行う。

維持補修（15路線）

高木･穂貫田線 新石町線

若葉町･天下田線 大北線

花南東線 白幡大興寺線

下坂井･関上場線 拝峠線

若宮線

313,933 千円

新規路線の追加及び社会資本整備総合交付金の内定に伴う事業費の追加

中内中央線

仲町西部線 駅前八日市場線

大迫1号線 石南線

鱒沢線

313,933 149,875 145,500 18,558

拝峠線 小又線

上川原・花巻温泉線

融雪施設補修（2路線）

吹張町･滝ノ沢線融雪施設 愛宕町融雪施設

○機械・車両購入　14,492千円
小型除雪機22台

道路舗装長寿命化（6路線）

清水野・後藤野線 刈松田線

戸塚線 下駒板･幸田線

赤部線 二津屋金属工業団地環状線

道路土工構造物長寿命化(5路線)

鱒沢線 竪沢線
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

12 生活道路整備事業（8款2項3目） 建設部

【事業目的】 道路課

【補正概要】

【補正内容】

○生活道路整備　538,304千円

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ 若葉町･天下田線 ・ 寺林線（南工区）

【参考：当初予算】

・ ・

・ ・

・ ・

・
上

・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

（単位：千円）

好地20号線外

三岳8号線 狄川線

大瀬川線 小山田中央線

高速道側道1号線 野金山線

八重畑幹線 赤部線

防雪柵整備（2路線）

法定外道路（太田） 南寺林55号線外

上栃内西1号線 殿屋敷中央線

好地3号線 沖田線

側溝整備（6路線）

若葉町縦断2号線 上裏線

法定外道路（上似内） 小豆田線

現道舗装（10路線）

浅沢南11号線 大瀬川36号線

瀬野2号線 北寺林63号線

塚原線 亀ヶ森1号線

烏森西1号線 法定外道路（大迫町大迫）

南万東縦断4号線 小又川2号線

法領横断線 中居平線外

二枚橋下通り線 法定外道路（東和町安俵）

下小路環状線 竹中線

538,304 千円

安全で快適に通行できる道路網を構築するため、各コミュニティ地区の土木施設整
備要望に沿って、市道の道路改良、側溝整備を行う。

48,042

側溝整備（10路線）

上小舟渡東7号線外 八幡塚根線

高木団地地区

道路改良（12路線）

諏訪2号線 寺林線

台屋敷2号線 黒沢矢柄線

姥宿･月夜線 砂子6号線

槐田･片子沢線 舘迫下道線

上下駒板線 八木巻線（第2工区）

上台・朝日橋線 前林松子林線外

東宮野目西線外 舘迫落合線

538,304 258,462 231,800

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

新規路線の追加及び社会資本整備総合交付金の内定に伴う事業費の追加

道路改良（16路線）

里川口･仲町線

小又線
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

13 橋梁維持事業（8款2項4目） 建設部

【事業目的】 道路課

【補正概要】

【補正内容】

○橋梁維持　13,241千円
・ ・

・ ・

・

【参考：当初予算】

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

（単位：千円）

14 交通安全環境整備事業（8款2項5目） 建設部

【事業目的】 道路課

【補正概要】

【補正内容】

○交通安全施設整備　△42,570千円
歩道整備（2路線）

・ 藤沢･石神町公園線 ・ 工沢･椚ノ目線外

【参考：当初予算】

・ ・

・ ・

・ ・

（単位：千円）

諏訪前橋（竪沢線）

13,241 千円

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

△ 42,570 △ 23,414 △ 17,000 △ 2,156

13,241 7,283 4,500 1,458

交通の安全を確保するとともに橋梁の長寿命化を図るため、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。

大曲橋（笹間中村･大曲線） 天神橋（藤沢・石神町公園線）

寄合沢橋（小又線） 岳大橋（中の貝岳線）

　橋梁維持修繕工事、橋梁点検、橋守事業

寿橋（中学線） 稲荷橋（田面木線）

黒森橋（小又線） 穴沢跨線人道橋（穴沢南5号線）

稗貫川橋（関口東中島線） あぶら橋（下二枚橋北3号線）

清水橋（三保線） 小呂別五の橋（小呂別線）

井戸向橋（井戸向･滝田線) 板屋橋（井戸向･滝田線）

新規路線の追加及び道路メンテナンス事業補助金の内定に伴う事業費の追加

八幡沢五号橋（八幡沢線）

甚五郎橋（甚五郎線） 猪鼻４号橋（猪鼻３号線）

砂沢二号橋（砂沢１号線） 川原橋（中山線）

幸田稲荷橋（幸田南３号線）

胡四王橋（小林中央環状線） 母衣輪3号橋（母衣輪10号線）

下立石橋（矢沢八幡縦断線） 橋梁点検（ＪＲ跨線橋等）

太田公民館･泉屋敷線

下大橋橋（矢沢八幡･小松原線） 橋守事業

　測量設計、用地測量、支障物件調査算定等の業務委託、
　歩道整備工事、事業用地買収、支障物件移転補償、
　電柱・水道等移転補償、危険交差点安全対策

上町･成田線（南城工区）

上小舟渡･方八丁線

△ 42,570 千円

道路利用者の交通安全環境の向上を図るため、歩道の設置、歩道の段差解消等の整
備を行う。

新規路線の追加及び社会資本整備総合交付金の内定に伴う事業費の減額整理

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

四日町後川線

城内･大通り一丁目線（大通り工区）

吹張町･滝ノ沢線（第2工区）
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

15 市営住宅環境改善事業（8款5項1目） 建設部

【事業目的】 建築住宅課

【補正概要】

【補正内容】

（単位：千円）

16 岩手県立大迫高等学校生徒確保対策事業（10款1項2目） 大迫総合支所

【事業目的】 地域振興課

【補正概要】

【補正内容】

（単位：千円）

17 図書館整備事業（10款5項3目） 生涯学習部

【事業目的】 新花巻図書館計画室

【補正概要】

【補正内容】

（単位：千円）

○大迫高校学生寮改修工事実施設計　2,607千円
和室2部屋を洋室3部屋へ改修

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

7,132

2,607 2,000 607

7,132 2,235 4,897

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源

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とともに生徒確保対策事業を支援する。

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　4,470千円
諏訪アパートＤ棟改修工事実施設計

○市営住宅等解体　2,662千円
松園町中アパート解体実施設計

千円

諏訪アパートD棟改修実施設計及び松園町中アパート解体実施設計

2,607

岩手県立大迫高等学校への留学生受入れのための学生寮（ホテルベルンドルフ）の改修実
施設計

6,121 6,121

新花巻図書館整備基本計画作成に係る建設候補地イメージ図の作成等及び蔵書整理計
画の検討経費の追加

○新花巻図書館整備基本計画検討業務　539千円
新花巻図書館の建設候補地イメージ図の作成等

○新花巻図書館蔵書整理計画案策定業務　5,582千円
・蔵書整理計画の検討のための基礎データ及び資料等の整理
・近年整備された国内の図書館情報等把握のための先進地視察

千円

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。

6,121

事業費
財源内訳

国・県 地方債 その他 一般財源
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