
新市建設計画計画主要事業【江刺】

（単位：千円）

その他の
辺地債 過疎債 その他 特定財源

8,406,593 394,296 2,238,549 0 5,758,900 47,100 2,924,700 0 14,848

事業番号 事業費 事業実施主体 新・継

201 120,752 新市 新

202 30,000 社会福祉法人 新

203 25,000 新市 新

204 106,200 新市 新

205 289,386 新市 新

206 19,080 新市 新

207 272,248 新市 新

208 1,438,254 新市 新

209 20,000 新市 新

210 90,000 新市 新

211 16,657 新市 新

212 16,657 新市 新

213 123,500 新市 新

214 17,000 新市 新

215 90,000 新市 新

216 23,000 新市 新

217 180,000 新市 新

218 30,000 新市 新

219 1,155,680 新市 継

220 1,235,685 新市 継

221 135,572 新市 新

222 54,650 新市 継

223 55,200 新市 継

224 68,320 新市 継

225 38,800 新市 継

226 57,352 新市 継

227 36,732 新市 継

367,100 新市 継

消防施設整備事業 防火水槽

228 下惣田ふれあい公園整備事業
下惣田ふれあい公園整備A=3.36ha
駐車場、園路、修景施設、休憩施設、多目的広場、テニスコート

消防施設整備事業 消防資機材地域備蓄施設、コミュニティ消防センター

消防施設整備事業 消防資機材地域備蓄施設、コミュニティ消防センター

消防施設整備事業 防火水槽、消火栓新設・移設

移動通信用鉄塔施設整備事業 不感地域

消防設備整備事業 小型動力ポンプ積載車・ポンプ自動車、小型動力ポンプ

消防設備整備事業 小型動力ポンプ積載車・ポンプ自動車、小型動力ポンプ

郷土先人記念館整備事業
芸術・文化に関する先人を顕彰する施設を整備し、市街地の活性化や観光
振興を図る

道路整備事業 ２４路線

光ネット整備事業 光ファイバの敷設

伊手小学校プール改築事業 伊手小学校プールの改築

稲瀬小学校暖房整備事業 稲瀬小学校暖房整備

伊手小学校屋内運動場改築事業 伊手小学校屋内運動場の改築

小学校スクールバス整備事業 大型１台（伊手小線）

岩谷堂小学校プール改築事業 岩谷堂小学校プールの改築

広瀬小学校暖房整備事業 広瀬小学校暖房整備

玉里小学校暖房整備事業 玉里小学校暖房整備

梁川小学校プール改築事業 梁川小学校プールの改築

中学校スクールバス整備事業 大型１台（一中田原線）

藤里小学校暖房整備事業 藤里小学校暖房整備

岩谷堂幼稚園改築事業 岩谷堂幼稚園改築

岩谷堂小学校校舎改築事業 岩谷堂小学校の改築

玉里小学校校舎改修事業 雨漏り防止、外壁補修

田原小学校プール改築事業 田原小学校プール改築

田原小学校校舎改築事業 田原小学校校舎改築

2,787,100

事　　業　　名 内　　　容　

伊手保育所整備事業 伊手保育所改築

愛宕保育園施設整備費補助事業 愛宕保育園施設整備に係る経費の補助

事業費計 一般財源 国庫支出金 県支出金 起債
特例債



事業番号 事業費 事業実施主体 新・継事　　業　　名 内　　　容　

229 10,000 新市 新

230 50,000 新市 新

231 120,000 新市 新

232 10,000 新市 新

233 120,000 新市 新

234 791,280
江刺市農協、生
産組合等

継

236 400,000 新市 新

237 200,000 新市 新

238 20,160 新市 新

247 3,984 新市 新企業誘致促進事業 江刺フロンティアパーク企業立地促進補助事業

継

246 県営土地改良事業
新農業水利システム
（鳥野軽石地区）

9,792 岩手県 継

245 県営土地改良事業
新農業水利システム
（松長嶺地区）

30,156 岩手県

継

244 県営土地改良事業
新農業水利システム
（瀬谷子・鶴羽衣・正源寺台地区）

79,949 岩手県 継

243 県営土地改良事業
新農業水利システム
（白岩地区）

79,952 岩手県

継

242 県営土地改良事業
新農業水利システム
（横瀬地区）

19,845 岩手県 継

241 県営土地改良事業
経営体育成基盤整備
（江刺西部地区）

110,700 岩手県

27,600 岩手県 新

240 県営土地改良事業
経営体育成基盤整備
（下門岡地区）

8,350 岩手県 継

市内小中学校耐震診断実施事業 耐震診断

239 県営土地改良事業
経営体育成基盤整備
（増沢東部地区）

202,000 新市 新

産業支援・交流センター整備事業 産業支援・交流センターの整備

藤原の郷管理事業 修繕工事

生産振興総合対策事業 各種施設整備等補助金

235 都市と農村の共生・対流事業
都市と農村交流の推進
農業・農村の資源活用及び周辺環境整備（研修施設等）

地区センター整備事業 玉里地区センターの改築

地区センター整備事業 愛宕地区センター駐車場整備

地区センター整備事業 伊手地区センターの改築

北上川水辺環境整備事業 散策路、遊歩道、東屋、便所、花壇等整備

まちづくり交付金事業 蔵まち通り道路のグレードアップ


