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■ 一般会計予算
（単位：千円）

令和5年度 53,791,155

令和4年度
（5月補正後）

50,272,581

増減額 3,518,574

■ 実質的な予算規模
（単位：千円）

令和4年度
補正で前倒し

計上
228,415

令和5年度＋
令和4年度補正
で前倒し計上

54,019,570

■ 一般会計及び特別会計予算額
（単位：千円）

増減率

% 

7.0

△ 0.2

2.8

0.3

78.1

皆増

6.0

23,404

※一般会計の令和４年度予算額は、５月補正（肉付け）後の予算額となっている。

1,537,686

29,326

B 

62,6772,304,972

令 和 5 年 度 増  減  額

10,695,571

3,518,574

県支出金

4,843,797

一般財源

△ 14,994

170,530 69,760 519,200 1,221,398

A-B

7,361,284

4,064,620 2,501,300

6,065,1953,020,500

A 

令 和 4 年 度

区  分

※国の補正予算等に対応し、令和5年度から前倒して、令和4年度予算に228,415千円を計上
令和4年度予算への前倒し計上分を含めた実質的な令和5年度当初予算規模は、54,019,570千円

◇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)、こどもの安心・安全対策支援事業(17,095千円)、
　花巻スマートインターチェンジ整備事業(20,000千円)、橋梁維持事業(40,000千円)、
　公園整備事業(18,000千円)、小学校施設維持事業(90,068千円)、中学校施設維持事業(27,852千円)

地 方 債

令和５年度 花巻市予算

33,209,796

31,672,110

※ 地 方 債 そ の 他

7,190,754

4,134,380

予 算 額区  分
国庫支出金

財　  源　 　内　 　訳

4,327,333

708,346708,346

国庫支出金 県支出金

115,910 0 91,000

71,805,808

一般会計

8,594,716

53,791,155

2,242,295

50,272,581

公設地方卸売市場事業特別会
計

53,375 29,971

0 21,505

合 計

10,666,245

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

8,579,722

介護保険特別会計

産業団地事業特別会計
≪新設≫

76,133,141

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。(R5臨時財政対策債 244,500千円)

7,477,194 4,134,380 3,111,500 6,065,195 33,231,301

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 11,636,293 21.6 11,410,774 22.7 225,519 2.0

2 地方譲与税 876,406 1.6 880,714 1.8 △ 4,308 △ 0.5

3 利子割交付金 2,900 0.0 4,800 0.0 △ 1,900 △ 39.6

4 配当割交付金 29,100 0.1 18,400 0.0 10,700 58.2

5 株式等譲渡所得割交付金 33,600 0.1 15,800 0.0 17,800 112.7

6 法人事業税交付金 129,776 0.2 128,463 0.3 1,313 1.0

7 地方消費税交付金 2,405,800 4.5 2,228,100 4.4 177,700 8.0

8 ゴルフ場利用税交付金 13,600 0.0 13,900 0.0 △ 300 △ 2.2

9 環境性能割交付金 38,900 0.1 41,300 0.1 △ 2,400 △ 5.8

10 地方特例交付金 82,500 0.2 77,400 0.2 5,100 6.6

11 地方交付税 14,540,000 27.0 14,130,000 28.1 410,000 2.9

12 交通安全対策特別交付金 13,500 0.0 15,200 0.0 △ 1,700 △ 11.2

13 分担金及び負担金 559,841 1.0 668,671 1.3 △ 108,830 △ 16.3

14 使用料及び手数料 650,451 1.2 677,822 1.4 △ 27,371 △ 4.0

15 国庫支出金 7,416,482 13.8 7,190,754 14.3 225,728 3.1

16 県支出金 4,134,380 7.7 4,064,620 8.1 69,760 1.7

17 財産収入 280,646 0.5 68,295 0.1 212,351 310.9

18 寄附金 3,000,001 5.6 2,027,301 4.0 972,700 48.0

19 繰入金 3,809,867 7.1 2,874,621 5.7 935,246 32.5

20 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

21 諸収入 872,111 1.6 674,945 1.4 197,166 29.2

22 市債 3,265,000 6.1 3,060,700 6.1 204,300 6.7

53,791,155 100.0 50,272,581 100.0 3,518,574 7.0合 計

科 目

令和５年度 花巻市一般会計

令和4年度（5月補正後）令和5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 277,984 0.5 272,006 0.5 5,978 2.2

2 総務費 7,554,630 14.0 7,051,724 14.0 502,906 7.1

3 民生費 15,715,260 29.2 15,079,308 30.0 635,952 4.2

4 衛生費 3,332,349 6.2 3,384,645 6.7 △ 52,296 △ 1.5

5 労働費 169,463 0.3 200,154 0.4 △ 30,691 △ 15.3

6 農林水産業費 3,954,536 7.4 3,528,727 7.0 425,809 12.1

7 商工費 2,392,353 4.5 2,308,859 4.6 83,494 3.6

8 土木費 6,825,442 12.7 6,275,003 12.5 550,439 8.8

9 消防費 1,786,441 3.3 1,648,012 3.3 138,429 8.4

10 教育費 5,972,822 11.1 4,806,824 9.6 1,165,998 24.3

11 災害復旧費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

12 公債費 5,767,874 10.7 5,675,318 11.3 92,556 1.6

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

53,791,155 100.0 50,272,581 100.0 3,518,574 7.0合計（目的別）

科 目
令和4年度（5月補正後）令和5年度
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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 8,862,242 16.5 8,752,733 17.4 109,509 1.3

扶助費 9,231,031 17.2 9,007,386 17.9 223,645 2.5

公債費 5,767,695 10.7 5,675,139 11.3 92,556 1.6

23,860,968 44.4 23,435,258 46.6 425,710 1.8

普通建設事業費 5,268,574 9.8 4,820,698 9.6 447,876 9.3

うち補助事業費 2,966,123 5.5 2,620,881 5.2 345,242 13.2

うち単独事業費 2,302,451 4.3 2,199,817 4.4 102,634 4.7

災害復旧事業費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

5,270,574 9.8 4,822,698 9.6 447,876 9.3

物件費 9,791,893 18.2 9,167,700 18.3 624,193 6.8

維持補修費 1,151,521 2.1 1,011,134 2.0 140,387 13.9

補助費等 7,952,999 14.8 7,145,313 14.2 807,686 11.3

積立金 10,902 0.0 14,428 0.0 △ 3,526 △ 24.4

投資及び出資貸付金 1,194,239 2.2 910,088 1.8 284,151 31.2

繰出金 4,518,059 8.4 3,725,962 7.4 792,097 21.3

予備費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

24,659,613 45.8 22,014,625 43.8 2,644,988 12.0

53,791,155 100.0 50,272,581 100.0 3,518,574 7.0合計（性質別）

計

計

計

そ
の
他
の
経
費

令和4年度（5月補正後）令和5年度

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

科 目
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■主要財政指標

53,791,155 千円 50,272,581 千円

7.0 ％ 2.8 ％

7.7 ％ 2.7 ％

38.7 ％ 36.6 ％

55.4 ％ 57.6 ％

6.1 ％ 6.1 ％

571 千円 597 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5年１月末現在の住民登録人口92,225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） （単位：千円）

令和４年度末
残高見込額

令和４年度末
残高見込額
との比較

財政調整基金 6,835,094 △ 2,712,342

減債基金 1,162,831 983

まちづくり基金 6,037,494 △ 1,065,818

14,035,419 △ 3,777,177

■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） （単位：千円）

令和４年度末
残高見込額

令和４年度末
残高見込額
との比較

18,929,808 △ 999,290

578,868 139,395

6,111,296 △ 136,414

29,410,248 △ 1,333,983

55,030,220 △ 2,330,292

■市債の残高と実質的将来負担額の推移

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

取崩額
（繰入額）

5,153

2,802

令和４年度
（５月補正後）

令和５年度

自主財源比率

一般財源比率

財政規模

伸び率

基金残高
（年度末見込額）

積立額

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

739,800

166,300

443,800

2,927

※令和5年度末市債残高見込額52,699,928千円のうち、後年度に地方交付税として受けることができる額を
37,847,177千円と見込んでおり、実質的な花巻市の将来負担額は14,852,751千円となり、令和4年度末比259,300
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しくみ）の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13,941,369千
円となり、令和4年度末比140,928千円減となります。

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４年度 令和５年度

合　　計

17,930,518

2,715,269

4,170

1,068,620

3,788,059

4,122,752

1,163,814

4,971,676

10,258,242

26,905

580,214

3,249,083

5,595,292

10,882

1,915,100

償還元金

1,739,090

718,263

5,974,882

28,076,265

52,699,928

55,030,220

14,082,297

52,699,928

13,941,369

※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5年度に発行を予定している739,800千円を加えた年度末までの発行総
額は31,907,500千円となり、令和6年度以降に活用できる発行可能見込額は7,060,700千円となります。

3,265,000

※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 有害鳥獣被害対策事業 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

地域農業推進室

【事業内容】

3 有機農業産地づくり推進事業≪新規≫ 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

令和５年度予算　主要事業

№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

47,052 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。

○有害獣防除対策　23,128千円
電気柵設置補助、クマ出没に対応したパトロール体制と有害鳥獣の地域内防除対

策の指導
○有害鳥獣駆除対策　4,240千円

鳥獣被害対策実施隊の増員≪拡充≫、監視用機材の整備、遠隔監視システムの運
用
○新規狩猟者の確保支援　104千円

狩猟免許を取得する際に要する手数料を補助、各団体を対象としてセミナーを実
施
○緊急捕獲活動支援事業補助金　7,000千円

ニホンジカによる被害防止のため、捕獲に対し交付
○鳥獣被害特別対策事業補助金　12,580千円

ニホンジカ、イノシシ及びカラスによる被害防止のため、捕獲に対し交付

国の「みどりの食料システム戦略」に基づき、化学肥料を使用しないなど環境に配
慮した農業生産を推進するため、生産方法や消費者動向等について関係機関と連携
を図りながら検討し、国産需要や環境に配慮した生産方法を希望する農業者の動向
に対応していく。

○有機農業産地づくり推進事業　3,042千円
・有機農業推進実施計画策定に向けた検討会の開催
・栽培講習会、先進事例研修、教育保育施設での試食会、消費者へ

の有機農業周知イベント、販路拡大研修の実施
・有機農業推進ネットワークの構築、オーガニックビレッジ宣言

16,556 千円

農業の生産性向上や農作業の省力化、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。

○農業生産革新実証事業　1,463千円
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
○先進地等視察旅費　93千円

農業Ｗｅｅｋ（スマート農業展示会）への参加
○農業用ロボット技術・ＩＣＴ機器導入支援補助金≪拡充≫

15,000千円
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・ＩＣ

Ｔ機器の導入、農業用ドローンの技能認定取得にかかる費用の補助

3,042 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

4 農畜産物販路拡大支援事業≪新規≫ 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

5 肥育経営安定緊急支援事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

6 飼料購入緊急支援事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

7 水田活用永年生牧草支援事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

農家所得の向上と農業経営の安定を図るため、農業に関して最新の情報を提供する
体制を構築するとともに、市内農産物の品質向上と販路拡大に対して支援を行う。

64,442 千円

○花巻産牛銘柄確立緊急対策事業補助金　4,140千円
花巻市内で生産された黒毛和種の子牛を肥育素牛として自家保留又は県内市場か

ら導入し、市内の農場で肥育後出荷する場合に1頭当たり23,000円を支援（1経営体
当たり導入頭数上限20頭）対象頭数180頭

○農業情報配信事業　2,303千円
気象情報や市場動向、補助事業情報など、農業経営体が経営の安定化に必要な情

報について、正確かつ迅速に把握できるよう、ショートメールシステムを利用した
情報の発信
○農畜産物販路拡大支援事業　1,522千円

農畜産物の販路拡大に必要な付加価値力の増加、ふるさと納税等ＥＣサイト活用
に関する研修会の開催、花巻市農産物特設サイトの開設

37,353 千円

令和4年度の水田活用の直接支払交付金の見直しにより、牧草に対する助成金額が播
種の有無で異なることとなり、牧草を生産する農業者の経営が圧迫されていること
から、経営の安定を図るため、播種の有無による生産コストの差額に対し補助す
る。

○水田活用永年生牧草支援事業補助金　37,353千円
令和5年産の永年生牧草生産について、播種を行った場合と行わない場合の生産コ

ストの差額に対し3分の1相当額を補助

4,140 千円

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、消費需要の減少により枝肉価格が低迷し肉
用牛肥育農家の経営悪化が懸念されていることから、意欲ある肉用牛肥育農家の肥
育素牛導入を支援し、肉用牛生産基盤の維持・強化を図る。

3,825 千円

新型コロナウイルスの感染拡大等による畜産業への影響が深刻化していることを受
けて、配合飼料、乾牧草の高騰により畜産農家の経営悪化が懸念されていることか
ら、輸入や国内飼料に依存している市内畜産農家の飼料購入経費の一部を補助する
ことで、畜産経営の安定化を図る。

○飼料購入緊急支援事業助成金　64,442千円
新型コロナウイルス感染症やロシアのウクライナ侵略の影響により滞船やコンテ

ナ不足が生じ、配合飼料・乾牧草の価格が高騰し経営が深刻化していることから、
輸入や国内飼料に依存している市内畜産農家の飼料購入費の一部を支援
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

8 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】

9 畜産基盤強化対策事業 農林部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

14,438 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。

○葡萄が丘農業研究所長の配置　4,319千円
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　2,531千円

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
○ぶどう園地管理耕作事業補助金　1,364千円

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
○醸造用ぶどう垣根等改修事業補助金　1,250千円

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、新設する垣根施設等
の設置に係る経費に対し補助
○花巻市ぶどう棚設置事業補助金≪新規≫　3,000千円

生食用ぶどうの生産量を増加させるため、大迫地域の主要品種であるキャンベ
ル、ナイアガラ専用ぶどう棚の新設に係る経費に対し補助
○大迫ぶどう産業振興協議会負担金　1,974千円

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

5,265 千円

畜産の生産基盤を強化し、生産性や作業効率の向上を図るため、飼養管理施設の整
備、機械の導入などに要する経費に対して補助する。

○畜産基盤強化対策事業補助金　5,265千円
簡易畜舎、畜舎の付帯設備に関連する新築並びに増改築、低コスト生産管理用機

械導入、電気牧柵設置、圃場排水改善整備、畜産関連ＩＣＴ機器導入、圃場草地更
新整備、稲わら収集機械導入に要する経費を補助

・簡易畜舎及び付帯設備　4棟
・低コスト生産管理用機械≪拡充≫　7台
・電気牧柵  2か所
・圃場排水改善　1か所
・畜産関連ＩＣＴ機器　2台
・圃場草地更新整備　1か所
・稲わら収集機械整備≪拡充≫　3台
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

10 森林経営支援事業 農林部

【事業目的】 農村林務課

【事業内容】

11 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

12 商店街景観形成事業 大迫総合支所

【事業目的】 地域振興課

石鳥谷総合支所

【事業内容】 地域振興課

東和総合支所

地域振興課

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。

○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
○大迫地域街並み整備検討委員会負担金　2,300千円

大迫地域（仲町地区）のまちづくりワークショップ開催など、街並み整備に向け
た支援

160,248 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。

○スマート林業の構築　131,032千円
森林資源情報の把握・解析（国有林・花巻・西和賀広域連携）
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　13,767千円
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
更新伐および補植の実施に対する支援≪拡充≫

○人材の確保育成　900千円
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　5,802千円
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　8,746千円

山地災害の防災対策、応急対策
○木材活用の推進　1千円

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

8,300 千円

51,917 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　34,001千円
花巻商工会議所事業補助金
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（イベント開催に係る新型コ

ロナウイルス感染症対策費含む）への補助
○まちなか創業支援　2,630千円

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
○日本ワインフェスティバル花巻大迫の開催　10,286千円

日本各地のワイナリーを招聘して、5月27日・5月28日に有料試飲会を開催

9



№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

13 中小企業持続支援事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

14 リノベーションまちづくり推進事業 建設部

【事業目的】 都市政策課

都市再生室

【事業内容】

15 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】

○公共空間等活用社会実験事業≪新規≫　5,775千円
花巻中央広場周辺（広場、道路、プロムナード、旧ビジター前等）の公共空間を

活用した社会実験と、活用促進を目的とした勉強会の実施

様々な人が集える賑わいある都市づくりに向け、不動産オーナーの意識啓発を図る
と同時に遊休不動産を活用した新たなビジネスとまちづくりの担い手を発掘し、魅
力的な都市型産業を集積する。

5,775 千円

5,398 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。

○中小企業持続支援（地代・家賃補助）　25,723千円
中小企業者が支払う地代・家賃の一部を補助

○はなまき小判緊急拡大事業補助金　2,644千円
花巻商工会議所が実施する「はなまき小判事業」の拡充分への補助

○中小企業売上アップ応援事業　172,314千円
市内中小企業者の売上向上に向けキャッシュレス決済ポイント付与キャンペーン

を実施

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている市内事業者に対し、事業継続の
下支えを行う。

○道の駅３０周年リニューアル記念式典・記念イベント　4,013千円
式典運営及び会場設営業務委託、リニューアルオープン広告料

○ルンビニーアート・施設案内表示の設置　1,215千円
酒匠館フェンスラッピング業務委託、施設案内表示設置業務委託

○共通経費　170千円
国や関係機関等との協議

千円200,681
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

16 観光情報発信事業 商工観光部

【事業目的】 観光課

【事業内容】

17 企業誘致推進事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

企業立地推進室

【事業内容】

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。

○観光情報の発信　30,300千円
（一社）花巻観光協会が実施する、パンフレット・ホームページ・ＳＮＳ等を活

用した広告宣伝活動及び旅行商談会・観光キャンペーン等誘客活動への支援等
○関係団体負担金　2,778千円

いわて観光キャンペーン推進協議会、（公財）岩手県観光協会への負担金支出
○観光パンフレット等の作製　9,299千円

パンフレット、ポスター、マップ等の作製
○商談会や物産展等への参加　751千円
○電照広告（カラーコルトン）の掲出　770千円

いわて花巻空港内に花巻の観光素材をＰＲする電照広告を掲出
○イーハトーブ大使によるＰＲ　870千円

観光宣伝のための名刺作成と地場産品の紹介、意見交換会の開催
○映像作品のロケ誘致　1,361千円

映画・テレビ番組等のロケ誘致のため、ジャパンフィルムコミッションとの連携
や、市内ロケ候補地の画像・動画を活用したＰＲなどを実施
○ロケ誘致支援事業補助金 ≪新規≫　1,000千円

市内でロケを行う団体等に対し、宿泊料やガソリン代等を補助
○宿泊施設利用促進への支援　6,000千円

（一社）花巻観光協会が実施する閑散期等における市内宿泊施設への誘客キャン
ペーンを支援
○体験型観光推進事業補助金　600千円

体験型コンテンツを創出・改良する事業者の取組を支援
○滞在型観光推進事業補助金　900千円

体験プログラム付き宿泊プランを造成する宿泊施設への支援
○コンベンション開催支援補助金≪新規≫　2,500千円

市内の会議室を利用する県外団体への支援

千円

○企業誘致活動　11,967千円
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　230,745千円

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への支援
○民間産業用地整備促進支援≪新規≫　60,000千円

民間産業用地整備促進奨励事業補助金による市内で開発しようとする民間事業者
への支援
○工業団地等緑地保全業務　5,515千円

工業団地の保全等の実施

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。

308,227

57,129 千円
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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 建設部

【国補正等対応前倒し分】 公園緑地課

【事業目的】

【事業内容】

2 生活道路維持事業 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

3 生活道路整備事業 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

№ 事　業　内　容　の　説　明

1,234,980 千円

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。

○道路維持補修委託　358,413千円
道路施設の点検及び補修、舗装補修を実施

○除雪委託　300,000千円
冬期の通行確保のため道路除雪を実施

○道路維持補修工事　263,100千円
道路の補修工事を実施

○補修資材等　217,975千円
光熱水費、補修資材及び凍結防止剤等

○車両・機械の購入　95,492千円
除雪ドーザー、除雪グレーダー、小型除雪機の地域貸与

1,193,925 千円

担当部署

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。

○生活道路整備　1,193,925千円
測量設計、用地測量、支障物件調査算定等の業務委託、
道路改良舗装工事、側溝整備工事、事業用地買収、
支障物件移転補償、電柱・水道等移転補償、職員旅費

66,700 千円

18,000 千円

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。

○芝生の整備、樹木管理の実施　41,000千円
・わかたけ公園芝生等整備工事
・愛宕公園芝生等整備実施設計業務委託

○公園等施設長寿命化計画の実施　25,700千円
・花巻市公園等施設長寿命化計画見直し業務委託
・天下田開発１号公園外2公園施設撤去業務委託
・材木町公園馬面電車修繕調査設計業務委託

【国補正等対応前倒し分】

○公園等施設長寿命化
公園遊具更新

※社会資本整備総合交付金の交付に伴い、令和４年度に前倒して予算計上

12



№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

4 花巻スマートインターチェンジ整備事業 建設部

【国補正等対応前倒し分】 道路課

【事業目的】

【事業内容】

5 橋梁維持事業 建設部

【国補正等対応前倒し分】 道路課

【事業目的】

【事業内容】
○橋梁維持　502,282千円

6 交通安全環境整備事業 建設部

【事業目的】 道路課

【事業内容】

7 ＪＲ花巻駅東西自由通路等整備事業≪新規≫ 建設部

【事業目的】 都市機能整備室

【事業内容】

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。

【国補正等対応前倒し分】

○橋梁修繕設計、工事
※道路メンテナンス補助金の交付に伴い、令和４年度に前倒して予算計上

369,587 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。

橋梁維持修繕工事、橋梁点検、橋守事業

○交通安全施設整備　369,587千円

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

千円63,805

20,000 千円

【国補正等対応前倒し分】

○インターチェンジアクセス道路標識・照明工事
※地域連携道路事業費補助金の交付に伴い、令和４年度に前倒して予算計上

3,178 千円

ＪＲ花巻駅の西口からのアクセス向上と安全性の確保、駅周辺の利便性向上を図る
ため、ＪＲ花巻駅東西自由通路の整備、西口駅前広場の整備を行う。

○ＪＲ花巻駅東西自由通路整備基本設計負担金≪新規≫　850千円
ＪＲ東日本に対する基本設計負担金79,990千円のうちR5年度分

○西口駅前広場整備に伴う用地測量業務委託料　2,190千円
○有識者会議、デザイン検討ワークショップの開催　138千円

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。

○スマートインターチェンジ整備　63,805千円
東日本高速道路㈱への工事費負担金、開通式式典業務委託等

502,282 千円

40,000 千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

8 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】

※次ページへ続く

県立中部病院連絡バス 3,311千円

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）

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 29,939千円
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）

予約乗合バス運行

4,070千円

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）

171千円

大迫・岩手医大病院・盛岡
赤十字病院連絡バス

4,702千円

大迫地域から岩手医大病院・盛岡赤
十字病院を経由し、盛岡駅までの直
通バスの運行に要する補助金（平日1
往復・第1・第4土曜日1往復）

○バス等運行事業補助　148,054千円

項　　目 予算額 内　　容

市街地循環バスふくろう
号・星めぐり号

37,756千円

予約乗合バス等の停留所設置

市所有バス車庫等管理 11千円 市所有バス車庫設備点検等

バスロケーションシステム
導入業務

491千円
大迫・岩手医大病院・盛岡赤十字病
院連絡バスへの導入

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。

○バス運行業務等委託　4,743千円

172,482 千円

項　　目 予算額 内　　容

予約応答型乗合交通

53,426千円

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）

327千円

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
（湯口地区）

広域生活路線バス等 18,593千円
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
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

8 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　1,208千円

大迫総合支所

地域振興課

○公共交通会議運営　520千円

花巻市地域公共交通会議委員報酬

○予約乗合バス体験試乗会開催　332千円

予約乗合バスの利用促進を図るため、体験試乗会を開催

○啓発用印刷物作成等　3,417千円

時刻表・公共交通マップ等の作成、車庫光熱水費、通信費

○大迫・岩手医大病院・盛岡赤十字病院連絡バス車両購入≪新規≫

5,088千円

車両購入費、保険料・手数料等

○花巻市地域公共交通会議負担金　9,120千円

花巻市地域公共交通計画策定業務に係る負担金

9 民間宅地開発支援事業 建設部

【事業目的】 都市政策課

【事業内容】

10 市営住宅環境改善事業 建設部

【事業目的】 建築住宅課

【事業内容】
○市営住宅改修　139,109千円

市営諏訪アパート Ｄ棟（8戸）改修工事
市営諏訪アパート Ｅ棟（8戸）改修工事実施設計
市営本館アパート 改修工事
定住新堀住宅給水ポンプ交換

○市営住宅解体　122,742千円
市営大谷地アパート 解体工事
市営松園町中アパート 解体実施設計

○市営住宅住み替え　7,539千円
松園町中アパート、清水ヶ丘住宅、六本木住宅

○民間宅地開発支援事業補助　11,000千円
優良な宅地開発を実施した事業者に対し補助金を交付

　　居住誘導区域、生活サービス拠点区域等　上限2,000千円×4件
　　都市機能誘導区域　上限3,000千円×1件

269,390 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。

項　　目 予算額 内　　容

定期券購入補助 1,208千円

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

11,000 千円

優良な宅地開発を推進し快適な居住環境の形成を図るため、宅地開発に係る経費の
補助を行う。
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

11 消防・救急救助充実強化事業 消防本部

【事業目的】

【事業内容】

12 高齢者福祉サービス基盤整備事業 健康福祉部

【国補正等対応前倒し分】 長寿福祉課

【事業目的】

【事業内容】

13 介護人材確保事業 健康福祉部

【事業目的】 長寿福祉課

【事業内容】

各種災害を見据えた災害対応力を強化するため、職員の育成と装備の充実を図る。

千円34,512

53,130 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。

○地域密着型介護サービス事業者選定委員会運営　4千円
地域密着型介護サービス事業者選定委員会開催に係る委員報酬

○老人福祉施設建設資金借入償還金補助　7,769千円
老人福祉施設の建設時の借入償還金元利補給　1施設

○介護施設等整備事業費補助　45,357千円
認知症高齢者グループホームの施設整備費及び開設準備経費に対する補助　1施設
介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止に係る改修経費に対する補

助　2施設

4,869

○救急体制の整備　19,308千円
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（消防学校救急科、指導救命士養成）
・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　15,204千円
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（警防科、救助科、上級幹部科、

初中級幹部科、女性活躍推進講習）
・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（災害対応ドローン≪新規≫）

千円

介護サービス事業所等で働く人材の確保と定着を図るため、介護の仕事を紹介する
セミナーの実施及び新たに介護事業所に勤務する方への支援を行う。

15,400 千円

【国補正等対応前倒し分】

○介護のお仕事セミナー　229千円
市内中学生・高校生を対象に、市内介護事業所に勤務する若手職員を講師に招

き、介護の仕事やその魅力を紹介するセミナーを開催
○介護人材確保事業補助金　356千円

市内の宿泊を伴う介護サービス事業所等に新卒で就職する者が、継続して勤務し
ている期間における市奨学金の返還に対し、最大60か月、貸付額の1/2を限度として
補助
○介護職員家賃支援事業補助金≪新規≫　4,284千円

市内介護事業所等に新卒で就職する者が負担する家賃に対し、最大36か月、家賃
（上限42千円）の1/2を限度として補助

○自家発電設備整備補助
※地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の交付に伴い、令和４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

14 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】

15 新型コロナウイルスワクチン接種事業 健康福祉部

【事業目的】

【事業内容】 健康づくり課

16 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】

新型コロナウイ
ルス感染症対策

室

千円525,549

118,192

○妊産婦・乳幼児健康診査及び相談　88,788千円
妊婦一般健康診査の実施　健診回数15回（多胎妊婦については20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歳児歯科、3歳児）

○子育て世代包括支援センターの相談支援　5,521千円
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　23,561千円

産後ケア事業　週4日（月・火・水・金）開設
産前・産後サポート事業　月3回開催
宿泊型の実施に向けた先進地視察の実施

○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

○ライフスキル講演会≪新規≫　172千円
中学3年生を対象とした医師の講話　5回

予防接種法の臨時接種に位置付けられた新型コロナウイルスワクチンの接種を行
う。

○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保　297,953千円
集団接種会場の運営等

○新型コロナウイルスワクチン接種対策費　226,862千円
ワクチン接種の実施

○花巻市予防接種健康被害調査委員会開催経費　734千円
ワクチン接種による健康被害調査等

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

56,838 千円

○基幹相談支援センターの運営　19,646千円
基幹相談支援センターの運営、障がい福祉サービス事業者等情報提供システム運

用支援業務委託、医療的ケア児等コーディネーター業務委託≪新規≫
○地域生活支援拠点等の運営　37,192千円

障がい者相談支援業務委託、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

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
拠点等の運営を行う。
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

17 妊産婦交通費支援事業 健康福祉部

【事業目的】 健康づくり課

地域医療対策室

【事業内容】

18 周産期医療確保対策事業 健康福祉部

【事業目的】 健康づくり課

地域医療対策室

【事業内容】
○医師確保支援　8,435千円

市内産科医療機関へ就職した産科医師に対して就職支援金（一時金）、保育料、
家賃、奨学金返還金及び交通費を補助
　産科医師の雇用に要した医師紹介事業者への紹介手数料を補助
○助産師等確保支援　3,592千円

市内産科医療機関へ就職した助産師等に対して就職支援金（一時金）、保育料、
家賃、奨学金返還金を補助
○助産師就職支援金貸付　1,000千円

県外から県内への転入者であって、市内産科医療機関へ就職した助産師に対して
貸付

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産
科医師、助産師・看護師及び市内産科医療機関に対する支援を行う。

千円13,027

2,400 千円

花巻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。

○妊産婦交通費支援　2,400千円
・ハイリスク出産に該当する妊産婦

内　容：妊産婦健診、診療又は出産のため対象医療機関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
1回の出産に係る補助金の上限　50千円

・ハイリスク出産以外の妊産婦≪拡充≫
内　容：従来のタクシー料金補助からハイリスク出産に該当する妊産婦への

補助と同様の内容へ拡充
1回の出産に係る補助金の上限　20千円
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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 第３子以降副食費等負担軽減事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

3 学童クラブ施設整備事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

4 在宅育児支援事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

№ 事　業　内　容　の　説　明

29,218 千円

13,144 千円

安心して子どもを産み育てることができる環境づくりのため、保護者の経済的負担
を軽減する。

○第３子以降副食費等負担軽減事業補助≪拡充≫　13,144千円
対象者：幼稚園・保育園等の保育施設を利用する世帯が監護する第3子以降かつ

　3歳以上の児童
　補助額：当該年度分として納付した対象児童分の副食費等の全部
　拡充内容：所得制限を撤廃し、第3子以降の副食費等を全額補助

担当部署

349,799 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。

○学童クラブ　349,799千円
学童クラブ事業委託　19学童クラブ（33支援の単位）
保育料減免費用加算（市単）
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　29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　31支援の単位
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助　33支援の単位
放課後子ども環境整備事業補助　1支援の単位

34,629 千円

安心して子どもを産み育てることができる環境づくりのため、保護者の経済的負担
を軽減する。

○在宅育児支援事業補助　34,629千円
保育所等を利用しない生後2か月から3歳未満の第2子以降の子どもを養育する世帯

（育児休業取得世帯を除く）に補助

学童クラブの適正な保育環境を確保するため、施設整備を行う。

○旧花巻学童クラブ施設解体　18,942千円
耐震基準を満たさないため使用を中止した旧花巻学童クラブの解体

○学童クラブ施設現状復旧≪新規≫　6,349千円
臨時利用する学童クラブ施設の所有者返還のための現状復旧

○南城学童クラブ屋根塗装≪新規≫　3,927千円
平成10年度に整備した南城学童クラブの屋根塗装
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

5 出産・子育て応援交付金交付事業 健康福祉部

【事業目的】 健康づくり課

【事業内容】

6 保育委託事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

7 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】

8 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】

○私立保育園産休等代替職員費補助　2,299千円
産休等の代替職員の雇用に要する経費の補助

○保育体制強化事業費補助　20,400千円
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

17園
○保育士確保・保育所等受入促進事業補助　18,600千円

年度途中の保育需要に対応するため、上半期から加配する保育士の雇用に要する
経費の補助　35園
○医療的ケア児保育支援事業補助　16,230千円

医療的ケアを必要とする子どもの受入のための看護師等の雇用に要する経費の補
助　3園

千円

働きながら子育てする家庭を支援するため、市内・市外の認可保育所に保育を委託
するほか、小規模な保育事業所等を通じて給付を行う。また、幼児期の教育を希望
する家庭のため、市内・市外の幼稚園や認定こども園を通じて給付を行う。

61,317 千円

すべての妊婦、子育て世帯が安心して妊娠、出産、子育てできるよう、伴走型相談
支援及び経済的支援を一体的に実施する。

○伴走型相談支援　3,427千円
妊娠届出時、妊娠8か月前後、赤ちゃん訪問時にアンケート及び面談を実施

○出産応援交付金　25,000千円
妊娠届出時の面談を受けた妊婦を対象に妊娠1回あたり5万円を交付

○子育て応援交付金　25,000千円
赤ちゃん訪問時に面談を受けた養育者を対象に子ども1人あたり5万円を交付

○システム改修　7,890千円

市内私立保育所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。

309,943 千円

市内私立保育園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。

○幼保連携型認定こども園施設整備補助≪新規≫　303,022千円
（仮称）石鳥谷こども園施設整備（石鳥谷保育園と石鳥谷善隣館保育園を統合）

への補助
○防犯対策強化整備補助　6,921千円

外構整備（フェンス更新）への補助　1施設
非常通報装置等整備（外灯設置）への補助　1施設

57,529 千円

3,030,974

○児童保育運営委託　1,570,303千円
市内私立保育園運営委託　17園
市外私立保育園運営委託

○子どものための教育・保育給付　1,460,671千円
市内私立幼稚園（1号認定）給付費　2園

　市内私立認定こども園(1･2･3号認定）給付費　10園
　市内私立小規模保育事業所(3号認定）給付費　 6園
　市内私立家庭的保育事業所(3号認定) 給付費　 1園
　市内事業所内保育事業所（3号認定)  給付費  1園
　市外公立保育園、認定こども園、小規模保育等に係る給付費
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

9 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】
○地域子育て拠点事業　25,194千円

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
○一時預かり事業補助　42,450千円

一般型
　　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

　13園
　幼稚園型Ⅰ
　　子ども・子育て支援新制度の幼稚園に在籍する満３歳以上の幼児が、教育時間
　　の前後又は長期休業日等に当該幼稚園において一時的に児童を預かる事業への

　補助　2園
　余裕活用型
　　保育園に通所していない児童を、利用児童数が利用定員に満たない場合に保育
　　する事業への補助　1園
○延長保育事業補助　22,888千円

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
28園

○病児保育事業補助　67,380千円
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  15園

○子育てのための施設等利用給付　8,334千円
保育の必要性があると認定された児童に係る認可外保育施設、一時預かり事業、

病後児保育事業及び子育て援助活動支援事業を利用した利用料の一部を無償化給付
○認可外保育施設健康管理事業補助　240千円

認可外保育施設入所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　1,866千円

特定教育・保育施設に入所の生活保護世帯に対し、施設等へ保護者が支払うべき
日用品、文房具、その他の教育保育に必要な物品の購入または行事への参加に要す
る費用を補助
　私立幼稚園に入園の年収360万円未満相当世帯及び多子世帯に副食費を補助
○電算処理等業務委託料　40千円

私立幼稚園副食費補足給付補助金システムの保守管理
○障がい児保育事業補助　15,900千円

障がいのある児童の受け入れを行い、児童及びその保護者への子育
て支援を実施する保育所等への補助　9園

○認可外保育施設保育料無償化事業補助≪新規≫　5,144千円
認可外保育施設を利用する3歳未満の第2子以降の保育料を補助

千円

私立保育所等が実施する、地域での子育て活動などの多様な保育サービスの提供を
支援する。

189,436
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

10 保育力充実事業 教育部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

11 岩手県立大迫高等学校生徒確保対策事業 大迫総合支所

【事業目的】 地域振興課

【事業内容】

12 地域部活動推進事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 学校教育課

【事業内容】

8,930 千円

休日の部活動の地域移行を推進するため、地域部活動コーディネーターを配置する
とともに、環境整備を図る。

○地域部活動コーディネーター　2,598千円
スポーツ少年団や芸術文化団体等と中学校との連絡調整やスポーツ指導員の派遣

管理等を行う地域部活動コーディネーターを配置　1人
○地域部活動移行に向けた環境整備　6,332千円

スポーツ指導員による指導、事務補助員の配置

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

○高校生おおはさま留学生の受け入れ　8,614千円
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
○地域みらい留学事業負担金　880千円

地域みらい留学フェスタ２０２３へ参加し、募集を実施
○岩手県立大迫高等学校生徒確保対策協議会事業補助≪拡充≫　11,059千円

生徒確保対策協議会が行う通学支援事業、学習支援事業、生徒募集ポスターの作
成、高校の魅力化促進事業、制服購入支援事業、各種検定支援事業、オープンス
クール参加支援事業、県外留学生帰省支援事業への補助
○岩手県立大迫高等学校学生寮改修工事　41,503千円

令和6年度以降の留学生を受け入れるため、改修工事設計業務及び改修工事を実施

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。

15,949 千円

○花巻市内保育施設見学・体験ツアーの実施　301千円
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

○保育のおしごとフェア　216千円
保育施設の魅力紹介や就職相談、保育士養成校による進学相談

○保育士等保育料補助　1,080千円
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　480千円
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　4,485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　2,533千円
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

○保育インターンシップ事業補助　854千円
保育施設がインターンシップ学生へ支払う報酬の半額を補助

○保育士等再就職支援貸付　2,000千円
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

○新卒保育士等就職支援金貸付　4,000千円
新卒保育士等が保育施設に就職する場合に必要な経費を貸付

62,056
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

13 学校図書館支援事業≪新規≫ 教育部

【事業目的】 学校教育課

【事業内容】

14 小学校施設維持事業 教育部

【国補正等対応前倒し分】 教育企画課

【事業目的】

【事業内容】

15 中学校施設維持事業 教育部

【国補正等対応前倒し分】 教育企画課

【事業目的】

【事業内容】
○中学校施設の維持管理・長寿命化　87,365千円

暖房設備更新等に係る設計　1校
校舎等の雨漏り調査　1校
特別教室等床の改修に係る設計　1校
プールサイドの改修に係る設計・工事　1校
プールろ過装置の更新　1校
エアコン移設　1校
体育館のキャットウォークの改修　1校
普通教室等床の改修工事　1校
体育館屋根の改修工事　2校
学校施設の修繕計画作成

【国補正等対応前倒し分】

4,521 千円

学校図書館の充実を図るため、モデル校に学校図書館司書を配置する。

○学校図書館支援員　2,862千円
各小中学校を巡回して図書整備及び利用等の運営に関する助言指導を行う学校図

書館支援員を配置　1人
○学校図書館司書　1,659千円

モデル校（2校）に蔵書管理や学校図書館の環境を整備する学校図書館司書を配置
2人

453,071

27,852

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。

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

○小学校施設の維持管理・長寿命化　453,071千円
学校施設（校舎棟）の長寿命化改良工事　1校
暖房設備更新等に係る設計　2校
照明器具の更新に係る設計　1校
プールサイドの改修に係る設計　2校
プールサイドの改修工事　1校
プールろ過装置の更新　1校
屋外トイレ等の移設に係る設計　1校
放送設備の更新　1校
エアコン移設　5校
バリアフリー化（スロープ等設置）に係る設計・工事　1校
学校施設の修繕計画作成

○中学校施設長寿命化
柔剣道場非構造部材耐震化　大迫中学校、バリアフリー化　湯本・宮野目中学校

※学校施設環境改善交付金の交付に伴い、令和４年度に前倒して予算計上

【国補正等対応前倒し分】

千円

90,068

○小学校施設長寿命化
ＦＦ式暖房更新・第二体育館非構造部材耐震化　花巻小学校
バリアフリー化　南城・湯本・石鳥谷小学校

※学校施設環境改善交付金の交付に伴い、令和４年度に前倒して予算計上

87,365

千円

千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

16 図書館整備事業 生涯学習部

【事業目的】 新花巻図書館計画室

【事業内容】

17 国際姉妹都市等交流推進事業 生涯学習部

【事業目的】 生涯学習課

国際交流室

【事業内容】

18 競技スポーツ支援事業 生涯学習部

【事業目的】 スポーツ振興課

【事業内容】

29,085 千円

姉妹都市等との交流を推進し多文化理解を深め国際感覚を醸成するため、国際姉妹
都市等との青少年や市民の派遣及び受入による交流事業を行う。

○公益財団法人花巻国際交流協会補助 　16,377千円
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　1,735千円
○国際姉妹都市提携周年記念事業≪新規≫　10,560千円

ホットスプリングス３０周年記念式典・市民ツアーの実施

38,851 千円

競技レベルや指導レベルの向上を図るため、大会出場者の支援やスポーツ大会の開
催支援、選手や指導者の養成を行う。

○全国大会等出場支援　18,350千円
全国等のスポーツ大会に出場するチーム・選手等に対し補助金交付

○スポーツ大会等開催支援　17,755千円
早起き野球リーグ
岩手県高等学校駅伝競走大会
イーハトーブレディース駅伝
ふれあいソフトボール大会
イーハトーブ花巻ハーフマラソン大会
第５０回東北総合体育大会
第７５回日本ハンドボール選手権大会

○専門の競技指導者及び選手の養成・確保　2,746千円
指導者講習会、スポーツ大会開催への補助

1,553

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。

千円

○新花巻図書館整備基本計画試案検討会議委員報酬　144千円
基本計画試案を策定するにあたり、専門的な見地から意見を聴取する検討会議委

員に対する報酬
○図書館アドバイザー謝礼　180千円

図書館に関する有識者からのアドバイス等に対する謝礼
○先進図書館視察　361千円

デジタル技術やサービスなど先進的な取組を行う図書館の視察
○会議記録資料作成業務　119千円

検討会議等の会議録や会議資料の作成整理
○ウェブサイト維持管理業務　419千円

新図書館の整備状況を中心に現図書館のサービスなど図書館に関する情報発信を
行うサイト運営
○ライティング業務　330千円

図書館整備への関心を引き出すために、図書館や図書に関する情報発信を行うた
めの記事作成
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

19 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】

7,827

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。

○「キラキラはなまき銀河鉄道ナイター」の開催　5,791千円
埼玉西武ライオンズ ベルーナ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　8月
○ふれあい野球教室の開催　2,036千円

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　12月

千円
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№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

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

地域振興部

【事業内容】 地域づくり課

大迫総合支所

地域振興課

石鳥谷総合支所

地域振興課

外川目地区社会体育館 体育館改修工事実施設計 4,004千円

大瀬川運動公園プール プール解体工事 14,018千円

八日市運動公園プール プール解体工事 15,954千円

7,326千円

クレー射撃場、大迫体育
館、和田プール

事務室等エアコン設置 942千円

矢沢農村運動広場 プール解体等工事 13,743千円

笹間地区社会体育館 体育館改修工事 38,115千円

フェンス撤去・新設、バックネット
更新

東和体育館

フロア改修等工事実施設計 2,607千円

外壁屋根改修工事 23,188千円

鉛温泉スキー場
リフト整備（第1リフト制御機器更
新、脱索検出回路更新、操作パネル
更新、機械装置塗装）

23,100千円

東和Ｂ＆Ｇ海洋センター

台船昇降設備整備（無線装置更新、
巻上装置ワイヤーロープシーブ修
繕、搬送台車車輪交換、機側操作盤
修繕）

11,176千円

総合体育館

屋内競技用電光掲示板更新 30,525千円

北湯口野球場

スポーツキャンプむら 人工芝定期改修 1,305千円

バスケットゴール台更新 31,372千円

和田プール 管理棟外壁屋根改修工事 9,064千円

東和ふれあい施設（毘沙門
ドーム）

車いす用トイレ建築工事 8,397千円

スポーツ施設の快適な利用環境を整えるとともに、大規模大会や合宿の開催に備え
るため、計画的な施設の改修や整備を行う。

3,498千円

すぱーく石鳥谷
外壁軒天鉄骨塗装等改修工事実施設
計

1,430千円

大迫体育館 照明設備ＬＥＤ化改修工事実施設計 1,980千円

石鳥谷体育館 外壁屋根等改修工事実施設計

○スポーツ施設改修・整備　348,521千円

改修・整備内容 事業費

花巻球場 屋内練習場改修工事 105,391千円

市民体育館 電気設備改修工事実施設計 1,386千円

348,521 千円

26



№ 事　業　内　容　の　説　明 担当部署

21 賢治のまちづくり推進事業 生涯学習部

【事業目的】 賢治まちづくり課

生涯学習課

【事業内容】

宮沢賢治記念館

○賢治情報の発信　2,261千円

賢治カレンダー
賢治ゆかりの地や市内イベント日程、おみやげ品
などの情報を掲載したカレンダーを作成し、市内
外へ配布

宮沢賢治創造芸術公演
演劇・音楽等の芸術分野で活躍する団体による賢
治関連作品等の公演
（令和6年1月開催予定）

宮沢賢治没後９０年事業
≪新規≫

令和5年が賢治没後90年にあたるため、改めて賢治
及び花巻の魅力を発信しながら、賢治に関連した
事業を実施

○賢治の香りあふれるまちの整備　382千円

賢治アートストリート事業
賢治をテーマとした絵画等を市内外から募集し、
優秀作品を新花巻駅から宮沢賢治記念館までの沿
道に展示

イギリス海岸リーフレット
イギリス海岸の由来や年代別の写真を掲載した
リーフレットを作成

宮沢賢治記念館特別展

「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
「カイロ団長」　R4/10/1～R5/5/7
「銀河鉄道の夜」前期　5/13～9/10
「銀河鉄道の夜」後期　9/16～R6/2/12
「山男の四月」　R6/2/23～R6/5/6

○賢治イベントの開催　66,359千円

宮沢賢治生誕祭全国俳句大会
賢治に関連した全国俳句大会の開催に要する経費
を補助（9月開催予定）

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月予定）

賢治フェスティバル

童話村の自然と光のオブジェを融合させ賢治の作
品世界を表現する
「童話村の森ライトアップ２０２３」を実施
映像・音楽・朗読等を通じて、賢治の多面的な魅
力に迫る
「イーハトーブフェスティバル２０２３」を実施

○賢治を学ぶ場づくり　11,425千円

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
活動を表彰（贈呈式9/22予定）

賢治セミナー 市民講座「はなまき賢治セミナー」を開催

「賢治の世界」セミナー
市内小中学校、高校を対象に、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
賢治作品に関わる「ゆかりの地探訪」等のワーク
ショップを開催

宮沢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。

80,427 千円
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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 定住促進事業 地域振興部

【事業目的】 定住推進課

【事業内容】

2 商業振興施設等整備事業≪新規≫ 大迫総合支所

【事業目的】 地域振興課

【事業内容】

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≪拡充≫　39,000千円
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　1,058千円
空き家バンクの情報管理、情報発信及び「全国版空き家バンク」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

○花巻市若者世代等空き家取得奨励金等　3,000千円
空き家バンクに登録された空き家を取得及び改修し、居住した39歳以下の若者世

代または県外からの移住者を支援
○花巻市定住促進住宅取得等補助金≪拡充≫　26,000千円
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

15,711 千円

大迫交流活性化センターの利用環境を整え、施設の長寿命化を図るため、計画的に
改修を行う。

○大迫交流活性化センター展示館屋根外壁塗装補修　3,457千円
○大迫交流活性化センター駐車場舗装補修　12,254千円

№ 担当部署事　業　内　容　の　説　明

69,058 千円
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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】

2 市有財産適正管理事業 財務部

【事業目的】 契約管財課

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

持続可能で健全な財政運営のため、市有財産の適切な維持管理と有効な活用を図
る。

○公共施設マネジメント計画の推進　3,518千円
公共施設の更新・統廃合や長寿命化等を計画的に行う公共施設マネジメント計画

の改訂と第２次実施計画の策定
○市有財産の最適利用　49,655千円
未利用市有財産の測量登記等及び売却の実施
「まん福」跡地広場整備工事
用途廃止した施設の解体実施設計（旧内川目小学校プール、旧亀ケ森小学校プー

ル、旧東北電力石鳥谷出張所、旧田瀬湖交流センター、旧浮田保育園、旧東和いこ
いの森キャンプ場）

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
推進し、寄附受入れに係る事務処理を行う。

○寄附手続　173,586千円
寄附の受付に関係する事務処理

○寄附者への返礼品贈呈　1,173,000千円
花巻市の地場産品等を寄附者へ返礼品として贈呈

○寄附額の拡充を図るための情報発信　8,405千円
ふるさと納税に係るイベント等への出展
インターネット広告への掲出

○ふるさと納税取扱事務の外部委託　124,732千円
返礼品受発注事務等の外部委託

○受領証明書の発送、ワンストップ受付事務　192,677千円
○ウクライナ人道危機救援金への寄附　2,400千円

担当部署

1,674,800 千円

53,173 千円

№ 事　業　内　容　の　説　明
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