
平成31年１⽉31⽇ 臨時記者会⾒資料
財務部財政課

平成31年度 平成30年度　※

61,021,000 56,790,254 4,230,746 7.4

事 業 勘 定 11,025,557 10,916,227 109,330 1.0

直 診 勘 定 16,241 16,563 △ 322 △ 1.9

1,266,418 1,258,770 7,648 0.6

保険事業勘定 11,515,671 11,863,381 △ 347,710 △ 2.9

サービス事業勘定 129,041 150,570 △ 21,529 △ 14.3

3,907,900 3,723,766 184,134 4.9

1,571,159 1,578,749 △ 7,590 △ 0.5

399,192 422,814 △ 23,622 △ 5.6

100,099 110,920 △ 10,821 △ 9.8

8,964 16,544 △ 7,580 △ 45.8

29,940,242 30,058,304 △ 118,062 △ 0.4

収 益 的 支 出 5,318,735 5,489,083 △ 170,348 △ 3.1

資 本 的 支 出 217,687 249,154 △ 31,467 △ 12.6

収 益 的 支 出 3,223,259 3,205,995 17,264 0.5

資 本 的 支 出 2,799,327 2,778,526 20,801 0.7

収 益 的 支 出 291,427 315,277 △ 23,850 △ 7.6

資 本 的 支 出 0 22,875 △ 22,875 皆減

11,850,435 12,060,910 △ 210,475 △ 1.7

102,811,677 98,909,468 3,902,209 3.9

※ 一般会計の平成30年度当初予算は骨格予算だったため、６月補正後予算額と比較
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　歳　入 （単位:千円、%）

1 市税 13,431,719 22.0 13,166,100 23.2 265,619 2.0

2 地方譲与税 711,492 1.2 735,930 1.3 △ 24,438 △ 3.3

3 利子割交付金 18,259 0.0 18,259 0.0 0 0.0

4 配当割交付金 39,129 0.1 39,129 0.1 0 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 30,761 0.0 30,761 0.1 0 0.0

6 地方消費税交付金 2,280,528 3.7 2,146,035 3.8 134,493 6.3

7 ゴルフ場利用税交付金 23,705 0.0 23,705 0.0 0 0.0

8 自動車取得税交付金 106,224 0.2 106,224 0.2 0 0.0

9 地方特例交付金 81,744 0.1 61,482 0.1 20,262 33.0

10 地方交付税 20,538,451 33.7 18,509,695 32.6 2,028,756 11.0

うち普通交付税 16,227,657 26.6 16,832,090 29.6 △ 604,433 △ 3.6

うち特別交付税 4,310,794 7.1 1,677,605 3.0 2,633,189 157.0

11 交通安全対策特別交付金 20,663 0.0 20,663 0.0 0 0.0

12 分担金及び負担金 248,550 0.4 325,790 0.6 △ 77,240 △ 23.7

13 使用料及び手数料 1,200,115 2.0 1,306,776 2.3 △ 106,661 △ 8.2

14 国庫支出金 6,347,196 10.4 6,038,717 10.6 308,479 5.1

15 県支出金 5,157,978 8.4 4,919,486 8.7 238,492 4.8

16 財産収入 302,128 0.5 480,092 0.8 △ 177,964 △ 37.1

17 寄附金 400,103 0.7 360,903 0.6 39,200 10.9

18 繰入金 2,689,788 4.4 2,053,200 3.6 636,588 31.0

19 繰越金 400,000 0.7 450,000 0.8 △ 50,000 △ 11.1

20 諸収入 1,644,467 2.7 1,641,307 2.9 3,160 0.2

21 市債 5,348,000 8.8 4,356,000 7.7 992,000 22.8

61,021,000 100.0 56,790,254 100.0 4,230,746 43.6

※ 一般会計の平成30年度当初予算は骨格予算だったため、6月補正後予算額と比較
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平成31年度　一般会計予算（案）
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(A-B)

対前年度
伸率

予算額　（A） 構成比 予算額　 （B） 構成比

ous10752
テキスト ボックス
2



　歳　出  （目的別） （単位:千円、％）

1 議会費 290,912 0.5 287,025 0.5 3,887 1.4

2 総務費 7,051,318 11.6 6,482,552 11.4 568,766 8.8

3 民生費 18,802,896 30.8 18,241,947 32.1 560,949 3.1

4 衛生費 8,017,070 13.1 5,101,079 9.0 2,915,991 57.2

5 労働費 58,454 0.1 61,225 0.1 △ 2,771 △ 4.5

6 農林水産業費 4,866,262 8.0 4,659,656 8.2 206,606 4.4

7 商工費 1,861,502 3.0 1,925,343 3.4 △ 63,841 △ 3.3

8 土木費 4,765,375 7.8 4,852,833 8.6 △ 87,458 △ 1.8

9 消防費 1,953,806 3.2 1,915,650 3.4 38,156 2.0

10 教育費 5,388,423 8.8 4,616,695 8.1 771,728 16.7

11 災害復旧費 7,489 0.0 114,156 0.2 △ 106,667 △ 93.4

12 公債費 7,912,493 13.0 8,482,093 14.9 △ 569,600 △ 6.7

13 諸支出金 5,000 0.0 10,000 0.0 △ 5,000 △ 50.0

14 予備費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

61,021,000 100.0 56,790,254 100.0 4,230,746 7.4

※ 一般会計の平成30年度当初予算は骨格予算だったため、6月補正後予算額と比較

平成31年度　一般会計予算（案）

合　　　　　計

予算額　（A）

対前年度
伸率

増減額
（A-B）

構成比構成比

平成31年度
平成30年度　※

（6月補正後）

予算額　（B）

名　　　　称
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平成31年度　一般会計予算（案）

　歳　出  （性質別） (単位:千円、％）

7,663,971 12.6 7,542,636 13.3 121,335 1.6

10,972,511 18.0 10,824,244 19.1 148,267 1.4

7,912,489 13.0 8,482,089 14.9 △ 569,600 △ 6.7

26,548,971 43.6 26,848,969 47.3 △ 299,998 △ 1.1

8,869,836 14.5 8,221,865 14.5 647,971 7.9

456,694 0.7 496,224 0.9 △ 39,530 △ 8.0

11,547,467 18.9 8,514,526 15.0 3,032,941 35.6

307,619 0.5 321,143 0.6 △ 13,524 △ 4.2

456,847 0.8 585,661 1.0 △ 128,814 △ 22.0

699,620 1.1 702,800 1.2 △ 3,180 △ 0.5

6,818,364 11.2 6,878,161 12.1 △ 59,797 △ 0.9

5,275,582 8.6 4,180,905 7.3 1,094,677 26.2

普通建設事業費 5,268,093 8.6 4,066,749 7.1 1,201,344 29.5

補助 1,362,751 2.2 1,644,383 2.9 △ 281,632 △ 17.1

単独 3,905,342 6.4 2,422,366 4.2 1,482,976 61.2

災害復旧事業費 7,489 0.0 114,156 0.2 △ 106,667 △ 93.4

40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

61,021,000 100.0 56,790,254 100.0 4,230,746 7.4

※性質別区分の見直しを行ったため、平成28年度の性質別金額は前年度公表時と変更になっております。
※ 一般会計の平成30年度当初予算は骨格予算だったため、6月補正後予算額と比較

対前年度
伸率

平成30年度　※

（６月補正後）

合　　　計
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

1 総務課 総務費 式典等事業経費
旧衣川村タイムカプセル開筒事
業

新規 238
旧衣川村が平成２年３月に村制施行百周年記念事業として作成したタイムカプセル
「未来30」の開筒式典を実施する。

2 行財政改革推進室 総務費 行政改革推進事務経費 行政改革推進事務費 880
行財政改革推進委員会の開催、地方分権改革提案募集に係る総務省ヒアリング旅費
等。

3 政策企画課 総務費 広報事務経費 行政情報放送委託 5,965 奥州ＦＭに行政情報の放送を委託する。

4 財政課 総務費 財政事務経費 財政事務費 一部新規 21,453 7,717
【一部新規】統一的な基準による地方公会計の財務書類等作成を効率的に行うため、
執行データの仕訳と固定資産台帳の整備を同時に行うシステムを導入する。

5 財産運用課 総務費 財産管理経費 旧土地開発公社財産管理事業 140,000
旧奥州市土地開発公社所有土地の適切な管理を行うとともに、売払相当額を第三セク
ター等改革推進債の償還財源とするため減債基金に積立する。

6 財産運用課 総務費 財産管理経費 分譲宅地管理事業 12,823 市有地を購入し住宅を新築した方に分譲促進補助金（50万円）を補助する。

7 元気戦略室 総務費 政策調整事務経費 奥州ふるさと応援寄附事業 225,223 ふるさと応援寄附者に対する謝礼品返礼及びＰＲの実施等

8 ILC推進室 総務費 ILC推進事業経費 ILC推進事業 17,337 講演会の開催、出前授業の実施、ＫＥＫ視察等

9 政策企画課 総務費 基金積立金 基金管理事業 119,326 地域振興基金の積立

10 政策企画課 総務費 定住自立圏推進事業経費 定住自立圏推進事業調整経費 402 圏域共生ビジョン懇談会の開催等

11 元気戦略室 総務費
地域６次産業化推進事業
経費

「食の黄金文化・奥州」推進事
業

12,625 地域おこし協力隊の活用費等

12 元気戦略室 総務費 カヌー競技推進事業経費 カヌー競技推進事業 15,548 カヌージャパンカップ開催に係る実行委員会負担金等

13 生活環境課 総務費 交通指導事業経費 交通指導事業 25,902 交通指導隊活動事業費、交通指導車両購入等

14 生活環境課 総務費 交通安全対策事業経費 交通安全対策事業 5,112 交通事故相談及び交通安全対策協議会負担金等
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

15 地域づくり推進課 総務費 国際交流推進事業経費 国際交流協会事業補助金 3,445
在住外国人支援事業や市民との相互交流及び異文化理解促進事業等を通じて異文化交
流・国際交流を促進する。

16 学校教育課 総務費 国際交流推進事業経費 国際交流推進事業 4,318 中学校生徒を姉妹都市に派遣し、国際社会に生きる資質を養う。

17 地域づくり推進課 総務費 国際交流推進事業経費 多文化共生推進事業 4,035
多言語による情報発信事業等を通じて在住外国人の生活利便性の向上を推進するとと
もに、研修会の開催などを通じ、市民の多文化共生に対する理解を増進し、多文化共
生社会構築の契機とする。

18 学校教育課 総務費
外国人講師招へい事業経
費

外国人講師招へい事業 43,788
幼稚園、小・中学校等に外国人講師を派遣し、教員と一緒に授業を行い、英語力の向
上を図る。

19 地域づくり推進課 総務費 市民活動事業経費 市民活動事業 1,403
協働のまちづくりアカデミー事業によるまちづくりの担い手となるべき地域リーダー
を継続的に育成するととともに、フォーラムの開催などを通じて、市民の協働に対す
る理解と実践意識を浸透させ、協働のまちづくりを推進する。

20 地域づくり推進課 総務費 市民活動事業経費 姉妹都市交流事業 3,423
国内姉妹都市との民間交流促進事業やグレーターシェパトン市の公式訪問団受入事業
等を通じ、各姉妹都市との友好親善を図る。

21 地域づくり推進課 総務費
奥州市民憲章推進事業経
費

奥州市民憲章推進協議会事業補
助金

1,460 市民憲章を理念としたまちづくり運動の普及、啓発を推進する。

22 地域づくり推進課 総務費
地区センター管理運営経
費

地区センター指定管理料 321,176
全ての地区センターにおいて指定管理者制度を導入し、地域づくりの拠点施設として
機能させ、住民による自主的・主体的な地域づくり活動を促進する。

23 地域づくり推進課 総務費
市民公益活動団体支援事
業経費

市民公益活動団体支援事業 4,606
市民公益活動団体や地域、行政などの多様な主体をコーディネートする人材を育成す
るともに、市民活動支援センター機能を強化することにより、市民公益活動団体の活
性化をさらに促進し、協働のまちづくりの実効性を高める。

24 地域づくり推進課 総務費 地域づくり推進事業経費 地域づくり推進事業 一部新規 220,767 23,487
協働のまちづくり交付金、協働のまちづくり補助金の交付に合わせて、地域自治組織
の組織強化や活動を支援し、住民による自主的・主体的な地域づくり活動を促進す
る。【一部新規】地域運営交付金の拡充。

25 地域づくり推進課 総務費
地区センター整備事業経
費

南都田地区センター改築事業 465,085
地域住民が安心・快適に施設利用できるよう、老朽化している南都田地区センターを
整備し、住民による自主的・主体的な地域づくり活動を促進する。

26 総務課 総務費 行政OA化推進事業経費 行政OA化推進事業 一部新規 462,312 15,023 電算システム等の借上料等。【一部新規】改元対応に係るシステム改修費用等。

27 市民課 総務費 市民相談事務経費 市民相談事業 11,643
消費生活相談員を配置し各種相談への対応や弁護士による無料法律相談を行う。県補
助を受け、小中高生、高齢者等へ消費者教育及び啓発活動を行う。

28 元気戦略室 総務費 交通運輸事業経費 交通運輸対策事業 120,821
民間路線バス及び市コミュニティバス運行補助金により、市民の交通手段の確保を図
る。
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

29 元気戦略室 総務費 交通運輸事業経費 地域公共交通計画策定事業 新規 9,740 長期的に持続可能な地域公共交通の実現のため、第３次バス交通計画を策定する。

30 元気戦略室 総務費 特別会計繰出金 バス事業特別会計繰出金 85,930 バス事業特別会計への繰出金

31 政策企画課 総務費 地方版総合戦略事業経費 地方版総合戦略事業 245,255

奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、「安定した雇用と新しい産業の創
出」、「出会いを通じた結婚支援、子育て環境ナンバーワンへ」、「体験を通じた新
たな奥州ファンの開拓」、「地域愛の醸成と、安心・安全に生活できる個性豊かな地
域社会の実現」の４つの基本目標達成に取り組む。(「平成31年度総合戦略事業」参
照)

32 税務課 総務費 賦課徴収事務経費 賦課事務費（政策経費） 新規 41,360 固定資産税賦課事務に必要不可欠な航空写真を撮影し、写真地図を作成する。

33 納税課 総務費 納税奨励経費 納税貯蓄組合補助金 9,544
単位組合への事務費補助金。総額の６割を一般会計で、残り４割を国保特別会計で措
置。

34 選挙管理委員会 総務費 選挙管理委員会事務経費
モバイル対応システム導入委託
料

新規 2,160 共通投票所導入を目指し、試験的に期日前投票所のモバイル回線を敷設する。

35 福祉課 民生費 社会福祉総務費 社会福祉総務費（政策経費） 20,229
支援が必要な人と地域のつながりを地域全体で支える基盤を構築する。成年後見制度
の普及と相談支援の窓口として「権利擁護あんしんセンター」を開設する。

36 福祉課 民生費 社会福祉総務費 社会福祉法人指導監査経費 4,648 社会福祉法に基づき市内社会福祉法人の指導監督を行う。

37 福祉課 民生費
社会福祉施設管理運営経
費

社会福祉協議会補助事業 39,826 社会福祉協議会事業補助金

38 長寿社会課 民生費 老人福祉総務費 特養ホーム等建設事業補助金 17,638 特別養護老人ホーム等建設に係る補助金(債務負担)

39 長寿社会課 民生費 老人施設入所措置経費 老人施設入所措置費 196,882 老人福祉施設入所にかかる措置費等

40 長寿社会課 民生費
在宅要援護老人援助事業
経費

介護保険サービス利用者負担助
成事業

7,407
介護保険の訪問介護や訪問入浴介護等を利用する低所得者に対してサービス利用の本
人負担額を軽減する。

41 長寿社会課 民生費
在宅要援護老人援助事業
経費

高齢者及び障がい者にやさしい
住まいづくり推進事業

6,000
身体の不自由な高齢者等が在宅で暮らせるよう住宅を改善する場合に、その費用の一
部を補助する。

42 福祉課 民生費
特別障害者手当等支給事
業経費

特別障害者手当等支給事業 42,695 在宅重度障がい児者への給付金。
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

43 健康増進課 民生費
重度心身障がい者医療費
支給経費

重度心身障がい者医療給付事業 328,366
重度の心身障がい者（身体障害者福祉法１級、２級等）に係る医療費の負担軽減を目
的として、一部負担金分(自己負担分)を支給する。

44 福祉課 民生費 自立支援給付等事業経費 介護給付費等給付事業 2,103,503
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により、障害福祉サー
ビスに要する経費を給付する。

45 福祉課 民生費 地域生活支援事業経費 地域活動支援センター事業 33,171
障がい者の自立と社会参加を促進するための創作的活動や生産活動を提供する事業者
への運営委託等。

46 健康増進課 民生費 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 658,573 国保特別会計（事業勘定）への繰出金

47 長寿社会課 民生費 特別会計繰出金
介護保険特別会計（保険事業勘
定）繰出金

1,613,108 介護保険特別会計（保険事業勘定）への繰出金

48 長寿社会課 民生費 特別会計繰出金
介護保険特別会計（介護サービ
ス事業勘定）繰出金

81,219 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）への繰出金

49 健康増進課 民生費 後期高齢者医療事業経費 後期高齢者医療事業 1,403,665 後期高齢者の医療事業に係る経費

50 健康増進課 民生費 後期高齢者医療事業経費 後期高齢者健康診査事業 一部新規 101,336 9,002
後期高齢者の特定健康診査、76歳の歯科健康診査を実施する。【一部新規】健診の自
己負担金を無料化する。

51 健康増進課 民生費 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 374,347 後期高齢者医療特別会計への繰出金

52 子ども・家庭課 民生費 児童扶養手当経費 児童扶養手当支給事業 486,896 母子及び父子世帯に児童扶養手当を支給する。

53 健康増進課 民生費 子ども医療費支給経費 子ども医療費給付事業 一部新規 359,780 74,959
0歳から18歳に達する日以後の最初の３月31日までの子どもに係る医療費の負担軽減
を目的として、一部負担金分（自己負担分）を支給する。【一部新規】H31年度か
ら、対象年齢を現在の「12歳まで」から「18歳まで」に拡大する。

54 健康増進課 民生費 妊産婦医療費支給経費 妊産婦医療費給付事業 63,778
妊娠５カ月から出産の翌月までの妊産婦に係る医療費の負担軽減を目的として、一部
負担金分（自己負担分）を支給する。

55 健康増進課 民生費
ひとり親家庭等医療費支
給経費

ひとり親家庭等医療費給付事業 111,494
母子及び父子家庭の親子、父母のいない児童及び寡婦に係る医療費の負担軽減を目的
として、一部負担金分（自己負担分）を支給する。

56 子ども・家庭課 民生費 児童福祉総務費 ひとり親家庭支援事業 新規 1,700
ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図るため、市内のひとり
親家庭に図書カードを給付する。

ous10752
テキスト ボックス
8



平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

57 子ども・家庭課 民生費
心身障がい児福祉推進事
業経費

療育教室及び発達支援センター
運営費等

39,052 水沢・江刺・前沢地域療育教室及び発達支援センターの運営に係る経費

58 子ども・家庭課 民生費
放課後児童健全育成事業
経費

放課後児童健全育成事業 345,958
放課後児童クラブを設置し(31カ所開設)、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して
適切な遊び及び生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る。

59 学校教育課 民生費 保育所保育事業経費 保育所特別保育事業 188,115
保護者の就労形態の多様化に伴う保育ニーズに対応した各種保育事業の実施に係る経
費（私立保育所への委託料及び補助金）。障がい児保育、延長保育、病児･病後児保
育など。

60 学校教育課 民生費 保育所保育事業経費 保育所入所委託事業 1,749,967 私立保育所に入所する乳幼児の保育に係る経費（私立保育所への委託料）。

61 子ども・家庭課 民生費
障がい児保護措置事業経
費

障がい児保護措置費給付事業 234,742 児童福祉法に基づき、障がい児福祉サービスに要する経費を給付する。

62 子ども・家庭課 民生費 児童手当経費 児童手当支給事業 1,684,075 中学校修了前の児童がいる世帯に児童手当を支給する。

63 学校教育課 民生費
子ども・子育て支援事業
経費

子ども・子育て支援事業 2,259,399
子ども・子育て支援新制度による、認定こども園や幼稚園、公立施設を利用する保護
者に対する施設型給付など。

64 教育総務課 民生費
認定こども園施設整備経
費

前沢北こども園新築事業 624,920 認定こども園新築工事

65 福祉課 民生費
生活困窮者自立支援事業
経費

生活困窮者自立相談支援事業 一部新規 31,383 4,600
生活困窮者への総合的な相談及び支援に関する窓口を設置するとともに、失業等によ
り住宅を失う恐れのある者に対して有期で住居確保給付金を支給する。【一部新規】
家計の視点からの相談支援を実施する。

66 福祉課 民生費 生活保護扶助経費 生活保護扶助費 1,322,684
生活の困窮する世帯に対して、その程度に応じて最低限の生活を保障するとともに、
自立助長を図る。

67 福祉課 民生費 災害復興支援事業経費 災害復興支援事業 3,855
避難者に対する生活再建支援を行うとともに、被災者を含む地域住民の支え合いによ
る福祉コミュニティの確立と要援護者避難支援の体制づくりを進めるほか、市内団体
による被災者支援事業を補助する。被災者支援総合事業委託料3,754千円など。

68 健康増進課 衛生費 母子保健推進事業経費 母子保健推進事業 一部新規 124,072 3,667
妊産婦・乳幼児健康診査、健康相談、訪問指導、各種教室を医療機関、保健所、教育
委員会、その他関係機関との連携強化のもとに実施。【一部新規】妊婦健診分（第15
回）を費用負担する。

69 健康増進課 衛生費 救急医療対策事業経費 救急医療対策事業 30,060

奥州医師会の当番医により在宅当番医事業の実施及び休日診療所・夜間診療所の運営
を行い、休日及び夜間における一次救急医療体制の確保を図る。また、胆江医療圏域
の二次救急医療体制を確保し維持・継続を図る。休日診療所・夜間診療所事業19,947
千円、病院群輪番制運営事業4,263千円、私的二次救急医療機関支援事業5,850千円な
ど。

70 健康増進課 衛生費 事業会計負担金等 病院事業会計負担金等 1,554,795
医療局(水沢病院、まごころ病院、前沢診療所、衣川診療所、衣川歯科診療所)への負
担金、出資金
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

71 水道部経営課 衛生費 事業会計負担金等 水道事業会計負担金・出資金 855,786 水道事業会計への負担金・出資金

72 健康増進課 衛生費 特別会計繰出金
国民健康保険特別会計（直診勘
定）繰出金

11,365 国民健康保険特別会計（直診勘定）への繰出金

73 下水道課 衛生費 特別会計繰出金 浄化槽事業特別会計繰出金 126,426 浄化槽事業特別会計への繰出金

74 健康増進課 衛生費
医師養成奨学資金貸付事
業経費

医師養成奨学資金貸付事業 9,600 医師確保のため、奨学資金貸付を行う。

75 健康増進課 衛生費 予防接種事業経費 予防接種事業 一部新規 277,254 5,304
予防接種の実施経費。日本脳炎、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、小児用肺
炎球菌、四種混合など。【一部新規】小児のインフルエンザの予防接種の対象年齢の
拡大とおたふくかぜワクチンの接種費用の一部助成を実施する。

76 健康増進課 衛生費 保健対策推進事業経費 保健対策推進事業 117,783 各種がん検診、人間ドック等を実施する。

77 健康増進課 衛生費 健康増進事業経費 健康増進事業 14,996

健康増進法に基づく骨粗しょう症予防検診、肝炎ウイルス検診、35歳を加えた成人歯
科健診、禁煙支援事業等を実施し、疾病の予防と健康管理対策を推進する。早期の歯
周疾患予防のため、35歳の歯科健診料は無料とすることによりかかりつけ歯科医によ
る定期検診やクリーニングの習慣化を図る。

78 健康増進課 衛生費 健康増進事業経費 歯科保健事業 153 地域や学校との協働によるモデル地区指定事業の継続と、歯科保健の啓発を行う。

79 健康増進課 衛生費 健康増進事業経費 精神保健事業 3,002
自殺対策計画に基づき、庁内横断的な体制及び関係機関とも連携し、自殺対策の強化
を図り、心の健康づくりの推進及び共に支えあう地域づくりに取り組む。

80 生活環境課 衛生費 環境衛生総務費 火葬場運営負担事業 54,759 奥州金ケ崎行政事務組合負担金（火葬場分）

81 生活環境課 衛生費 環境衛生事業経費 有害鳥獣捕獲等事業 3,644 鳥獣被害対策実施隊活動経費

82 生活環境課 衛生費 環境衛生事業経費 公衆衛生組合連合会補助金 8,635 リサイクル推進活動費等に対する補助など

83 生活環境課 衛生費 空き家対策事業 空き家対策事業 一部新規 4,050 1,000
奥州市空家等対策計画に基づく空き家対策推進のため、空家等対策協議会を開催する
とともに、危険な空き家の除却等を行う所有者等への助成を行う。【一部新規】空き
家の利活用のためのリフォーム等について助成を行う。

84 下水道課 衛生費 浄化槽設置事業経費 浄化槽設置整備事業 10,560
公共下水道計画区域内の下水道認可区域外において、自己が所有又は共有し、かつ居
住する専用住宅に10人槽以下の浄化槽を設置する場合、費用の一部を補助する。
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

85 生活環境課 衛生費 公害対策事業経費 公害対策事業 22,022 臭気・水質・騒音・放射線測定、汚染側溝土砂処理など

86 生活環境課 衛生費 清掃総務費
ごみ及びし尿処理施設運営等負
担事業

3,828,302 奥州金ケ崎行政事務組合負担金（ごみ及びし尿処理施設分、広域交流センター分）

87 生活環境課 衛生費 塵芥収集事業経費 塵芥収集事業 340,575 一般廃棄物及び資源物の収集運搬業務の委託等

88 生活環境課 衛生費
ごみ減量化促進対策事業
経費

ごみ減量化促進対策事業 4,370 資源物集団回収事業報奨金等

89 企業振興課 労働費 雇用対策事業経費 雇用対策事業 2,959
地元企業への就労促進、求職者の技術向上、職業能力開発の促進を図る。また、大学
生等のインターンシップへの参加助成を行う。

90 企業振興課 労働費
勤労者制度資金融資あっ
旋事業経費

勤労者制度資金融資あっ旋事業 3,195
勤労者及び離職者の生活安定と求職活動の円滑化を図るため、金融機関に原資を預託
して低利な融資を行うなど、必要な資金調達を支援する。

91 企業振興課 労働費
シルバー人材センター事
業経費

シルバー人材センター事業補助
金

15,903
高年齢者等に対する就業機会の確保、提供を行うシルバー人材センターの事業に対す
る補助金

92 企業振興課 労働費 勤労者関係施設運営経費
中小企業勤労者福祉サービスセ
ンター運営事業補助金

10,267
胆江地区の事業所に所属する勤労者の福利厚生を、個々の事業所に代わって実施する
社団法人中小企業勤労者福祉サービスセンターの事業に対する補助金

93 企業振興課 労働費 勤労者関係施設運営経費
胆江地域職業訓練センター運営
補助金

1,450
職業能力開発及び生涯学習促進に寄与する事業を実施する胆江地域職業訓練センター
の管理運営に対する補助金

94 企業振興課 労働費 人材育成事業経費 人材育成事業 1,135
中小企業を対象とした事務系・マネジメント系の研修に加え、ものづくり系の人材育
成を支援する。

95 農政課
農林水
産業費

農業再生協議会運営事業
経費

農業再生協議会運営事業 36,290
経営所得安定対策推進事業及び担い手育成支援を実施する奥州市農業再生協議会に対
し、推進活動に要する経費等を補助する。

96 農政課
農林水
産業費

農業振興事業経費 産地づくり推進事業 10,230
米穀等・野菜・花き・果樹振興に係る事業を農協等と共同で実施し、農産物の産地力
強化を図り、農業所得の安定・向上を推進する。

97 農政課
農林水
産業費

農業振興事業経費 学校給食地産地消推進事業 9,561
学校給食への市農畜産物及びその加工品の利用を拡大することにより、学校給食にお
ける地産地消を推進する。

98 農政課
農林水
産業費

農業振興事業経費 経営体育成支援事業 9,000 地域の中心経営体が融資を受けて新たに機械・施設等の整備を行う場合に補助する。
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

99 農地林務課
農林水
産業費

農業振興事業経費 鳥獣被害防止総合支援事業 1,480
電気柵の整備に対する補助やニホンジカ等の緊急捕獲活動支援費に対する補助等を行
う。

100 農政課
農林水
産業費

農業振興事業経費
いわて地域農業マスタープラン
実践支援事業

30,000
地域農業マスタープラン等の実践のため、認定農業者や集落営農組織等の経営の高度
化や園芸等の産地拡大に必要な機械・施設等の整備を支援する。

101 農政課
農林水
産業費

農業振興事業経費
人・農地問題解決加速化支援事
業

1,078 地域農業の経営強化を図るため、地域農業マスタープランを作成する。

102 農政課
農林水
産業費

農業振興事業経費 農地集積・集約化対策事業 8,244
中心となる経営体に農地中間管理機構を活用し、農地集積及び分散化した農地の連坦
化を円滑に進めることにより、地域農業の経営強化を図る。

103 農政課
農林水
産業費

農業振興事業経費
岩手県新しい園芸産地づくり支
援事業

2,050
水稲から園芸作物へ作付転換することにより、新たな園芸産地を育成するほか、加
工・業務用野菜への転換に必要な生産技術の導入を推進する。

104 農政課
農林水
産業費

担い手育成対策事業経費 新規就農者支援事業 57,945
深刻な農業後継者不足を解消し、担い手の確保を図るため、新規就農者を支援する。
また、経営開始から５年間、農業次世代人材投資資金を交付する。

105 農地林務課
農林水
産業費

中山間地域等直接支払事
業経費

中山間地域等直接支払事業 1,033,624
中山間地域における耕作放棄地の発生防止と農業生産の維持を目的として、農業生産
条件が不利な農地に対して交付金を交付し、農用地の保全と農業農村の多面的機能の
確保を図る。

106 農政課
農林水
産業費

水田農業対策事業経費 岩手の水田農業確立推進事業 13,903
需要に応じた米生産の推進により米価安定を図るとともに、転作等の水田の有効活用
による農業所得向上を図るため、生産調整及び経営安定対策を推進する。

107 農政課
農林水
産業費

地域ブランド推進事業経
費

地域ブランド推進事業 11,603
農畜産ブランドの生産体制強化、消費拡大、販路拡大を図ため、江刺りんごパワー
アップ事業、前沢牛銘柄体制強化対策事業に対し補助等を行う。

108 農地林務課
農林水
産業費

環境保全型農業直接支援
対策事業経費

環境保全型農業直接支援対策事
業

89,389
農業分野において、地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが
重要であることから、環境保全効果の高い営農活動に取組む農業団体等に対して直接
支援を行う。

109 農政課
農林水
産業費

畜産総務費 堆肥化施設運営事業 6,639
胆沢堆肥化施設利用促進組合への補助を行う。また、胆沢堆肥化施設の受入中止に伴
う利用農家の掛かり増し費用を補助する。

110 農政課
農林水
産業費

畜産総務費 堆肥化施設整備事業 一部新規 98,000 93,500
胆沢堆肥化施設の受入中止に伴い、利用農家が堆肥舎等の整備に要する費用を補助す
るほか、【一部新規】ＪＡ岩手江刺の既存施設（大地活力センター）を広域利用でき
る施設として整備するための費用を補助する。

111 農政課
農林水
産業費

畜産振興事業経費 畜産振興対策事業 5,112
産地力強化などの畜産振興を図るため、乳用牛の導入、放牧推進事業、乳用雌牛を計
画的に生産するための取り組みに対し支援を行う。

112 農政課
農林水
産業費

畜産振興事業経費
いわて地域農業マスタープラン
実践支援事業

18,000
地域農業マスタープラン等の実践のため、認定農業者や集落営農組織等の経営の高度
化や畜産等の産地拡大に必要な機械・施設等の整備を支援する。
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

113 農政課
農林水
産業費

畜産振興事業経費 肉用羊産地拡大支援事業 1,000
市内の肉用羊飼養頭数拡大のための繁殖素羊の導入及び電気牧柵の整備に対して補助
する。

114 農政課
農林水
産業費

畜産振興事業経費 肉用牛繁殖センター整備事業 新規 45,431
ＪＡ岩手ふるさとが肉用牛ブランド力の強化及び肥育素牛高騰対策のために整備する
「肉用牛繁殖センター」について、費用の一部を助成する。

115 農政課
農林水
産業費

牧野事業経費 牧野整備事業 5,960
胆沢牧野の施設修繕並びに放牧事業及び採草事業に用いる農作業器具類を計画的に更
新する。

116 農政課
農林水
産業費

畜産振興事業経費 草地畜産基盤整備事業 9,202
収益性の向上や経営基盤強化のために個人農家が実施する草地造成、畜産施設整備に
対し補助する。また、胆沢牧野の草地造成等を実施する。

117 農地林務課
農林水
産業費

農業生産基盤整備事業経
費

県営土地改良事業 410,330 経営体育成基盤整備事業等に係る市負担金を拠出する。

118 農地林務課
農林水
産業費

農業生産基盤整備事業経
費

多面的機能支払対策事業 1,005,848 地域資源の良好な保全とその質の向上を図る活動に対して支援する。

119 農地林務課
農林水
産業費

農業生産基盤整備事業経
費

基幹水利施設ストックマネジメ
ント事業

21,770
県営土地改良事業で造成された農業水利施設について、機能診断結果による部分的な
補修・更新を実施する経費の市負担金

120 農地林務課
農林水
産業費

土地改良基盤施設維持管
理経費

生態系・景観保全ため池等維持
管理事業

3,000
国営農地再編整備事業いさわ南部地区において生態系や景観に配慮して現況保全され
たため池周辺の整地工事を行う。

121 農地林務課
農林水
産業費

国土調査事業経費 国土調査事業 42,074 地積調査測量

122 農地林務課
農林水
産業費

林業振興事業経費 特用林産施設体制整備事業 2,131 しいたけ生産資材の導入に対して補助する。

123 農地林務課
農林水
産業費

森林病害虫防除事業経費 森林病害虫等防除対策事業 52,481 松くい虫防除委託料ほか

124 農地林務課
農林水
産業費

治山林道事業経費 市有林造林事業 13,553 市有林を適正に保育管理するため、下刈、枝打ち、除間伐等を計画的に実施する。

125 農地林務課
農林水
産業費

治山林道事業経費 造林促進事業 4,688
県の森林整備事業により森林所有者が実施する森林整備に要する経費に対して嵩上げ
補助を行う。

126 農地林務課
農林水
産業費

治山林道事業経費 広葉樹林再生実証事業 2,760 伐採した広葉樹林の放射性物質継続調査を行う。
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

127 下水道課
農林水
産業費

特別会計繰出金
農業集落排水事業特別会計繰出
金

900,493 農業集落排水事業特別会計への繰出金

128 商業観光課 商工費 商業振興事業経費 商工団体事業補助金 31,550
奥州商工会議所及び前沢商工会が実施する地域経済の活性化に資する事業等に要する
経費の一部を補助する。

129 商業観光課 商工費
商店街活性化対策事業経
費

まちなか交流館運営事業 22,159
中心市街地の活性化及び市民の交流を図るため、「奥州市まちなか交流館」を設置
し、指定管理により運営する。

130 商業観光課 商工費
商店街活性化対策事業経
費

新規出店促進事業 5,000
商店街の活性化のため、新規出店する事業者に対し出店及び借上に係る経費の一部を
補助する。

131 商業観光課 商工費
商店街活性化対策事業経
費

商店街活性化事業 13,581
商店街の集客力の向上と街なかの賑わいを創出するため、商店街、商工団体等が実施
する事業を支援する。

132 商業観光課 商工費
商店街活性化対策事業経
費

テナントミックス推進事業補助
金

12,166
大型商業施設「メイプル」内に日常生活に密着したテナントを誘致するための費用の
一部を補助する。

133 商業観光課 商工費
商店街活性化対策事業経
費

商店街交流人口向上推進事業補
助金

2,437
大型商業施設「メイプル」地下にある教養文化施設を活用し交流人口の向上を図るた
め補助する。

134 商業観光課 商工費
商店街活性化対策事業経
費

教養文化施設運営事業補助金 32,200 大型商業施設「メイプル」地下にある教養文化施設の維持管理経費を補助する。

135 企業振興課 商工費 工業振興事業経費 工業振興事業 一部新規 11,454 1,573
【一部新規】企業誘致施策から地域企業を重視した施策への転換を図るため、「企業
支援室」を設置し、地域企業の経営力強化・産学官連携の推進、企業間連携、情報戦
略等を行う。

136 企業振興課 商工費 工業振興事業経費 地域産業技術高度化支援事業 11,608 岩手大学鋳造技術研究センター水沢サテライト設置に係る委託料など

137 企業振興課 商工費 工業振興事業経費 未来の活力・産業育成事業 3,000 企業間取引の拡大、共同研究による新事業の創出等を支援する。

138 企業振興課 商工費 企業誘致事業経費 企業立地促進補助金 2,406
工場等を新設した企業に対して、用地の取得に要する経費、構築物等の建設に要する
経費及び用地の賃借に要する経費等に補助金を交付する。

139 企業振興課 商工費 企業誘致事業経費 企業立地促進利子補給金 13,039
市内に工場等を新設、増設する企業が、岩手県企業立地促進資金を活用した場合に、
当該資金に係る利子補給を行う。

140 企業振興課 商工費 企業誘致事業経費 企業立地奨励工業用水補給金 108,000
企業立地推進を目的として、大量の用水活用を前提に市内工業団地へ立地した企業に
対し、補給金を交付する。
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

141 商業観光課 商工費 観光振興経費 観光物産協会事業補助金 20,000 観光物産協会が実施する観光振興事業等に要する経費の一部を補助する。

142 商業観光課 商工費 観光振興経費 広域観光推進事業 新規 4,000
胆沢ダムを活用した広域による体験型観光を推進するもの。
定住自立圏域内での連携によるアクティビティの実施及びリバーガイドの育成。

143 商業観光課 商工費 物産振興事業経費 産業まつり負担金等 5,959 産業まつり等への負担金

144 商業観光課 商工費 まつり事業経費 各種まつり補助・負担金等 一部新規 40,696 3,943
各地域の各種まつり実行委員会等への事業補助、負担金等。
【一部新規】日高火防祭の囃子屋台及び江刺甚句まつり屋台の収蔵庫の修繕等をそれ
ぞれ行う。

145 商業観光課 商工費 観光施設管理運営経費 観光施設改修工事等 一部新規 61,960 55,395

【一部新規】観光施設において、主に以下の改修工事等を行う。
①奥州湖交流館…既存施設のレイアウトを変更し、更衣室を整備する。
②種山高原星座の森…腐食により劣化しているコテージの外壁等を改修する。
③国見平温泉…腐食により錆に覆われている屋根の葺き替えを行う。

146 市民課 商工費
消費者救済資金貸付事業
経費

消費者救済資金預託 26,000 消費者救済資金貸付預託金（毎年4/1預託、3/31返還）

147 維持管理課 土木費
交通安全施設整備事業経
費

交通安全施設整備事業 15,100
安全・安心な交通環境を形成するため、区画線、カーブミラー、ガードレール等の交
通安全施設の設置及び保全等、交通安全対策を行う。

148 維持管理課 土木費 道路維持管理経費 道路維持管理事業 172,809
安全・安心な道路環境を維持するため、道路パトロール、路面補修、側溝補修、その
他施設の修繕工事等を実施する。

149 維持管理課 土木費 道路維持管理経費 道路街路灯維持管理事業 10,000 地元で管理する街路灯等の電気料について、消費電力に応じて補助金を交付する。

150 維持管理課 土木費 道路維持管理経費 胆沢ダム関連道路維持管理事業 11,678
胆沢ダム関連道路を維持するため、春季の除雪、防護柵の設置・撤去、路肩除草等を
実施する。

151 維持管理課 土木費 除雪対策事業経費 除雪対策事業 353,811 冬期間の安全で円滑な交通を確保するため、道路の除雪を実施する。

152 維持管理課 土木費
道路ストック長寿命化事
業経費

道路ストック長寿命化事業 58,400
老朽化が進む道路構造物について、年次計画で点検を行い、計画的に修繕等を実施す
る。　H30：法面点検及びスノーシエルター撤去工事

153 土木課 土木費
社会資本整備総合交付金
事業経費

社会資本整備総合交付金事業
（通学路改善）

70,000 通学路危険箇所対策工事

154 土木課 土木費
社会資本整備総合交付金
事業経費

社会資本整備総合交付金道路整
備事業

460,000
瀬台野高根線、野中前新山前線及び中沢中沢前長根線の道路改良工事並びに主要道路
舗装改修工事
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

155 土木課 土木費
道路新設改良事業経費
（起債）

道路整備事業債道路整備事業 248,000 舗装改修工事、道路改良工事、現道舗装工事及び現道拡幅工事

156 土木課 土木費
道路新設改良事業経費
（単独）

道路整備単独事業 16,600 舗装改修工事及び側溝改修工事

157 維持管理課 土木費
宅地開発指導事業経費
（単独）

宅地開発指導事業（単独） 23,937 宅地開発指導要綱に基づき市道の整備を推進する。

158 維持管理課 土木費 橋りょう維持管理経費 橋りょう長寿命化修繕事業 485,000
老朽化が進む橋りょうについて定期点検を行うとともに、橋りょう長寿命化修繕計画
をもとに、予防的な修繕等を実施する。
H30：橋りょう点検120橋、測量設計８橋、修繕工事８橋

159 維持管理課 土木費 河川管理事業経費 河川管理事業経費 72,743 国及び県からの委託を受けて堤防除草を行う。

160 下水道課 土木費 特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金 1,404,728 下水道事業特別会計への繰出金

161
生涯学習スポーツ
課

土木費 公園維持管理経費 公園管理事業 63,063 奥州市総合体育館屋根改修工事、大鐘公園市民プールろ過装置修繕工事を行う。

162 都市計画課 土木費 公園維持管理経費 都市公園施設長寿命化事業 新規 14,679
公園施設長寿命化計画の更新を行うもの。また、老朽化が進んだ水沢公園の遊具を撤
去し、複合遊具を新設する。

163
商業観光課
都市計画課

土木費
歴史公園えさし藤原の郷
管理事業経費

施設等改修工事等 一部新規 79,069 20,053
長寿命化計画に基づく施設改修を行うほか、【一部新規】新たな誘客促進策として園
内夜間照明の設置工事等を行う。

164 建築住宅課 土木費 公営住宅管理経費 公営住宅管理事業（経常経費） 62,612 住宅に困窮する低額所得者に対し、市営住宅施設にて低廉な家賃で住宅を供給する。

165 建築住宅課 土木費 公営住宅管理経費 公営住宅管理事業（政策経費） 29,706
劣化が進む市営住宅の長寿命化を図るため、川端住宅及び石田住宅屋上防水工事並び
に松堂住宅ベランダ改修工事を行う。

166 建築住宅課 土木費 住宅対策経費 住宅改善事業 6,000
個人住宅の改修等に対し工事費の10％〔10万円限度（住宅の修繕、補修、模様替え等
の機能を維持する工事は５万円限度）〕の奨励金（商品券）交付を行う。

167 建築住宅課 土木費 住宅対策経費 耐震化支援事業 4,473
昭和56年以前に建設された住宅の簡易耐震診断希望者へ診断士を派遣し耐震診断を行
うとともに、倒壊の危険がある住宅の耐震改修を行う者に補助を行う。

168 建築住宅課 土木費 住宅対策経費 生活再建住宅支援事業 38,300
東日本大震災及び津波により被災した住宅の復旧に必要な資金の一部を補助すること
により、被災者が早期に生活再建が可能となるよう支援する。(被災住宅及び被災宅
地復旧工事補助金、復興住宅新築補助金、災害復興住宅融資利子補給金)
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

169 危機管理課 消防費 常備消防事業経費 常備消防事業 1,577,723 奥州金ケ崎行政事務組合負担金（消防分）。消防ポンプ自動車整備などを含む。

170 危機管理課 消防費 消防団活動経費 非常備消防事業 182,244
消防団活動に要する経費。平成31年度においては、平成26年度に定められた基準に基
づく消防団員活動服の一括更新を行う。

171 危機管理課 消防費 消防施設設備整備経費 消防施設設備整備事業 117,422
消火栓・防火水槽、消防ポンプ自動車等の整備、コミュニティ消防センターの改築等
を行う。

172 危機管理課 消防費 防災対策事業経費 ラジオ難聴対策事業 30,347 緊急告知ラジオの購入（H30～33年度）。

173 危機管理課 消防費 防災対策事業経費 地域防災力向上事業 新規 1,600
奥州市防災士会と連携した地区振興会や自主防災組織への働きかけや防災士養成研修
会の開催などを行い、地域防災力の向上を図る。

174 教育総務課 教育費 事務局総務費 事務局総務費（経常経費） 一部新規 51,784 1,484
【一部新規】市内小中学校の教職員用パソコン更新に合わせ、校務支援システムを導
入する。

175 教育総務課 教育費 事務局総務費 事務局総務費（政策経費） 37,628
市立小中学校の長寿命化計画策定のため、計36校の施設・設備の現状調査・分析等業
務を委託する。

176 学校教育課 教育費 教育振興事業経費 児童生徒心の相談等支援事業 7,625
学びと心の指導員の配置により、学校を巡回指導及び不登校児童生徒への対応につい
て指導を行う。

177 学校教育課 教育費 教育振興事業経費 学校適応相談事業 6,350 適応支援相談員を中学校に配置し、不登校生徒へ学校適応支援を行う。

178 学校教育課 教育費 教育振興事業経費 適応指導教室運営事業 3,507
適応指導教室指導員を配置し、不登校児童生徒に対して生活指導や学習指導を通じて
集団への適応を図る。

179 学校教育課 教育費 就学援助事業経費 就学援助事業（小学校） 32,250
経済的に就学困難な要保護及び準要保護の児童の保護者に対し、学用品費、給食費、
医療費等の一部を支給する。

180 教育総務課 教育費
教育用コンピュータ管理
経費

教育用コンピュータ管理事業
（経常経費）

一部新規 310,600 240,790
【一部新規】ＩＣＴ環境の整備により市内小中学校の校内無線ＬＡＮを構築し、タブ
レット端末等での授業を行うための大型提示装置を導入する。

181 学校教育課 教育費 特別支援教育経費 特別支援教育事業（小学校） 69,838 小学校に特別支援教育支援員を配置し、学校生活を支援する。

182 教育総務課 教育費 学校施設整備経費
胆沢愛宕小学校校舎耐震補強改
修事業

33,000 胆沢愛宕小学校校舎耐震補強改修工事
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

183 学校教育課 教育費 教育振興費 中学校部活動指導員配置事業 新規 3,024 部活動の指導体制の充実及び教員の「働き方改革」の実現を図る。

184 学校教育課 教育費 教育振興費 中学校英語検定全額助成事業 新規 7,627
実用英語技能検定受験を通じて、中学生の英語学習への動機付けを図り英語力及び学
習意欲の向上を図る。

185 学校教育課 教育費 就学援助事業経費 就学援助事業（中学校） 38,338
経済的に就学困難な要保護及び準要保護の生徒の保護者に対し、学用品費、給食費、
クラブ活動費、医療費等の一部を支給する。

186 学校教育課 教育費 特別支援教育経費 特別支援教育事業（中学校） 12,629 中学校に特別支援教育支援員を配置し、学校生活を支援する。

187 教育総務課 教育費 学校施設整備経費 水沢中学校校舎等改築事業 3,500 水沢中学校校舎等改築に係る基本計画等策定支援業務

188 教育総務課 教育費 学校施設整備経費
江刺第一中学校屋内運動場改築
事業

380,112 江刺第一中学校屋内運動場改築工事

189 学校教育課 教育費 幼稚園管理運営経費 一時預かり幼稚園型事業 29,131 幼稚園で預かり保育事業を実施し、保護者に対する子育て支援の推進を図る。

190
生涯学習スポーツ
課

教育費
社会教育施設管理運営事
業経費

衣川セミナーハウス管理運営事
業（政策）

1,587 放課後児童クラブの実施スペースにエアコンを設置する。

191
生涯学習スポーツ
課

教育費 生涯学習推進事業経費 学校支援地域本部事業 2,938
学校と地域の協働を人的、物的に支援することで学校側の負担を軽減し、教師が子ど
もと向き合う時間を確保する。

192
生涯学習スポーツ
課

教育費
子どもの居場所づくり事
業経費

放課後子ども教室推進事業 21,015
地域の大人の協力を得ながら、安全・安心な子どもの活動場所を提供し健全育成を図
る。

193
生涯学習スポーツ
課

教育費 芸術文化振興事業経費 芸術文化振興事業 4,575
芸術文化祭の委託、芸術文化協会への補助等を行うことにより、文化活動の推進を図
る。

194
生涯学習スポーツ
課

教育費 芸術文化振興事業経費 市民参加型文化活動事業 2,072
市民参加型劇場の実施により、文化活動の推進を図る。
（奥州前沢劇場・奥州胆沢劇場）

195
生涯学習スポーツ
課

教育費
子どもの読書活動推進事
業経費

子どもの読書活動推進事業 2,398
絵本の読み聞かせなどを恒常的に提供し、子どもの読書習慣の日常化や健全な発育を
図る。

196
生涯学習スポーツ
課

教育費 成人式開催事業経費 成人式開催事業 1,382 新成人が一堂に会した成人式を開催する。
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平成31年度 ⼀般会計予算(案) 主な事業

No 担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

197 歴史遺産課 教育費 文化財保存活用事業経費
建造物等保存管理事業（政策経
費）

57,077 県指定有形文化財旧後藤正治郎家住宅修繕

198 歴史遺産課 教育費 文化財保存活用事業経費 無形民俗文化財保存活用事業 2,498 芸能団体への補助や芸能祭の開催等により、無形民俗文化財の継承発展を図る。

199 歴史遺産課 教育費
埋蔵文化財発掘調査事業
経費

市内遺跡発掘調査事業 31,310 衣川遺跡群ほかの発掘調査等を行い、埋蔵文化財の記録保存を図る。

200 歴史遺産課 教育費
埋蔵文化財発掘調査事業
経費

史跡等整備事業 10,237 国指定史跡｢胆沢城跡」の保存整備工事、整備完了による事業報告書を作成する。

201 歴史遺産課 教育費
世界遺産登録推進事業経
費

世界遺産登録推進事業（政策経
費）

4,373 世界遺産拡張登録検討委員会等負担金ほか。

202 歴史遺産課 教育費
世界遺産登録推進事業経
費

白鳥舘遺跡発掘調査事業 2,373 白鳥舘遺跡の調査を行う。

203 歴史遺産課 教育費
世界遺産登録推進事業経
費

長者ヶ原廃寺跡発掘調査事業 6,272 長者ヶ原廃寺跡の発掘調査を行う。

204
生涯学習スポーツ
課

教育費 保健体育総務費 保健体育総務費（政策経費） 一部新規 23,823 2,300
【一部新規】全日本ウエイトリフティング選手権大会開催補助金300千円、インター
ハイ出場優秀選手養成緊急プロジェクト事業補助金2,000千円ほか。

205
生涯学習スポーツ
課

教育費
生涯スポーツ推進事業経
費

生涯スポーツ推進事業 1,930 各種スポーツ大会の開催により、生涯スポーツの推進を図る。

206
生涯学習スポーツ
課

教育費
スポーツ日本一支援プロ
ジェクト経費

スポーツ日本一支援プロジェク
ト

4,281
選手・指導者の育成強化支援により競技力の向上を図り、国内外で活躍するトップア
スリートの輩出に努める。

207 教育総務課 教育費 学校給食施設整備経費
（仮称）奥州南学校給食セン
ター新築事業

499,195 学校給食センターの新築工事

区分 件数
予算額
(千円)

新規 11 131,559

一部新規 17 563,797
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単位：千円

区分 No. 個別事業名 事業の概要 H31予算額

(1) 安定した雇用と新しい産業の創出 111,672

1 やる気商業者支援事業
やる気掘り起しチャレンジ支援、新規若手創業者支援。商店街等
で新たな事業にチャレンジ・若手で創業する者等への補助

10,000

2 観光客誘致促進事業
観光拠点のルート化・旅行商品造成、地域おこし協力隊による活
動

19,841

3 訪日外国人観光客受入拡大事業
多言語プロモーション、外国人受入店の認証制度、外国向け物
産展の実施

9,274

4 多言語表記促進事業
公共施設の多言語化及び民間事業者が行う多言語化対応への
補助

2,750

5 創業支援事業
企業・創業者支援、地域経済の活性化・雇用の機会の創出に向
けた創業セミナーの実施

2,988

6 中小企業・小規模事業者販路開拓等支援事業 新商品開発、販路開拓、設備投資等への支援 14,500

7 南部鉄器等技術継承者育成及び独立創業支援事業
新商品開発、販路開拓、設備投資等への支援、後継者育成のた
めの出展料補助

2,487

8 伝統工芸技術活用製品販路拡大支援事業
岩谷堂箪笥組合が行う「岩谷堂くらしな」製品の販路拡大事業へ
の補助

1,000

9 ジョブカフェ運営事業 雇用の促進及び安定化に向けたジョブカフェの運営 16,931

10 ブランド牛生産拡大事業
管内一貫生産の推進、畜産農家の体質強化及び産地の確立を
図るための補助

18,500

11 新品種りんご「奥州ロマン」導入促進事業 市産新品種りんご「奥州ロマン」の普及促進 4,000

12 「食の黄金文化・奥州」ブランド魅力強化・発信事業
市内生産者・事業者等の所得向上に向けた奥州提案モデル事
業等の実施、及び食の黄金文化・奥州推進協議会負担金

9,401

(2) 出会いを通じた結婚支援、子育て環境ナンバーワンへ 50,896

13 不妊治療費助成事業 不妊治療補助（一般不妊、男性不妊） 1,500

14 妊娠・出産包括支援事業 産後ケア事業（宿泊ケア、日帰りケア、訪問ケア）の実施 7,096

15 妊産婦タクシー乗車券給付事業
妊産婦への日常生活時のタクシー助成券の給付、出産時、緊急
入院時のタクシー利用料金の助成

9,088

16 妊産婦搬送環境整備助成事業
妊産婦交通支援事業（No.15）補助推進のための妊産婦搬送環
境整備費の助成

176

17 運転手スキルアップ支援事業
子育てタクシードライバー研修、ユニバーサルドライバ研修の受
講料等の補助

550

主な事業　No.31　平成31年度総合戦略事業
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単位：千円

区分 No. 個別事業名 事業の概要 H31予算額

主な事業　No.31　平成31年度総合戦略事業

18 潜在看護師復職支援事業 現在就職していない看護師の復職研修への参加旅費の助成 158

19 医療介護従事者確保対策事業 医療介護施設の在職者を対象とした、奨学金返済の支援 5,760

20 介護職員初任者研修受講料助成事業 医療介護施設の在職者を対象とした、初任者研修受講料の助成 751

21 保育士等確保緊急対策事業
新規就労保育士等及び在職者を対象とした奨学金返済の支援
就労奨励金の交付、事業者による人材確保事業への補助

13,797

22 医療介護従事者修学資金貸付事業
市内医療介護施設への就職を目指し、資格取得のための養成
所等に修学する者に対して、入学一時金、月額貸付金の貸付

12,020

(3) 体験を通じた新たな奥州ファンの開拓 26,860

23 移住・定住促進事業
移住・定住受入環境整備補助金（定住促進持家取得補助金）、
移住支援員人件費、移住フェアへの出展

26,860

(4) 地域愛の醸成と、安心・安全に生活できる個性豊かな地域社会の実現 55,827

24 地域自治組織情報共有等強化事業 地域振興会を対象とした研修会（先進事例の紹介等）の開催 318

25 いわて奥州きらめきマラソン運営事業 いわて奥州きらめきマラソン運営費補助 31,500

26 市民活動支援センター体制強化事業
市民活動支援センターの体制強化に向けた多様な主体のコー
ディネート、情報発信、人材等育成などの各事業の実施

7,714

27 協働の提案テーブル実践事業
地域課題を解決する方法を話し合う「協働の提案テーブル」への
提案事業の具現化を図るための補助

7,732

28 学習支援事業
教育研究所による副読本作成、その他、岩手大学と連携し歴史
資料の整理・保存を行う

1,351

29 ライフステージに応じた学習機会提供事業
生涯学習推進事業、家庭教育支援事業、青少年育成事業の実
施

6,212

30 まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂 1,000

245,255
245,255

合計

新規
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区　　　分

財政規模 61,021,000 千円 56,790,254 千円 －

財政規模伸び率 7.4 ％ △ 1.9 ％ 2.7 ％

歳入（伸び率）

市税（地方税） 2.0 ％ 2.4 ％ 1.9 ％

地方交付税 11.0 ％ △ 6.9 ％ 1.1 ％

国庫支出金 5.1 ％ △ 6.4 ％ 2.4 ％

繰入金 31.0 ％ 17.3 ％

市債（地方債） 22.8 ％ 2.4 ％ 2.3 ％

    一般財源比率 61.1 ％ 61.3 ％ 66.6 ％

自主財源比率 33.3 ％ 34.8 ％

市債依存度 8.8 ％ 7.7 ％ 10.6 ％

歳出（伸び率）

人件費 1.6 ％ △ 2.0 ％ 0.1 ％

公債費 △ 6.7 ％ △ 3.3 ％ △ 3.0 ％

普通建設事業費 29.5 ％ △ 6.8 ％ △ 2.4 ％

歳出（構成比）

　　義務的経費 43.6 ％ 47.3 ％

　　投資的経費 8.6 ％ 7.3 ％

　　その他 47.8 ％ 45.4 ％

実質公債費比率 16.5 ％ 15.6 ％

市債残高 年度末見込額 年度末見込額 地方の借入金残高

687.4億円 703.9億円 （年度末見込）

一人当たり市債残高 58.6万円 59.7万円 194兆円

当該年度中起債見込額 （53.5億円） （43.6億円）

当該年度中元金償還見込額 （75.0億円） （79.7億円）

※1 一般会計の平成30年度当初予算は骨格予算だったため、6月補正後予算額と比較

※2 精査の結果、計数に異動を生ずることがある。

（参考）

市債残高（全会計） 1,281億円 1,337億円

主 要 財 政 指 標

平成31年度
平成30年度　※1

（６月補正後）
参考 地財対策

（　当　　　初　　　予　　　算）

平成30年5月31日現在 平成29年5月31日現在

ous10752
テキスト ボックス
22



主な基金の状況 (単位：千円)

財政調整基金 減債基金 下水道償還基金 農集排償還基金 浄化槽償還基金

合併時現在高 5,631,352 1,087,598 185,179 652,352 7,556,481

17年度末現在高 1,678,219 300,005 100,000 100,000 100,000 2,278,224

18年度 18年度末現在高 701,685 346,879 101,991 179,668 142,024 1,472,247

19年度 19年度末現在高 576,739 212,631 103,085 151,495 171,244 1,215,194

20年度 20年度末現在高 481,290 337,866 104,142 118,229 197,728 1,239,255

21年度 21年度末現在高 867,361 423,010 104,357 148,023 224,125 1,766,876

22年度 22年度末現在高 2,434,024 582,537 104,465 157,940 246,450 3,525,416

23年度 23年度末現在高 4,319,629 989,304 104,747 165,522 266,298 5,845,500

24年度 24年度末現在高 5,664,860 1,529,811 104,896 178,838 288,394 7,766,799

25年度 25年度末現在高 6,414,909 1,838,611 103,138 193,886 305,942 8,856,486

26年度 26年度末現在高 7,745,956 1,370,578 103,585 208,431 321,564 9,750,114

27年度 27年度末現在高 9,085,664 1,892,456 103,823 216,430 335,860 11,634,233

28年度 28年度末現在高 9,184,418 1,881,176 103,992 218,262 347,412 11,735,260

29年度 29年度末現在高 9,120,026 2,046,162 84,902 181,430 303,351 11,735,871

当初予算積立額 26,820 137,846 1,378 11,604 20,780 198,428

当初予算取崩額 △ 610,642 △ 220,000 △ 20,000 △ 40,000 △ 58,000 △ 948,642

11号補正までの積立額 72,533 △ 593 △ 5,993 △ 6,267 59,680

11号補正までの取崩額 △ 1,540,435 △ 1,000,000 △ 2,540,435

今後積立額 △ 317 △ 317

今後取崩額 317,616 317,616

30年度末現在高見込み 7,313,385 1,036,541 65,687 146,724 259,864 8,822,201

当初予算積立額 30,458 132,001 697 7,202 15,075 185,433

当初予算取崩額 △ 2,077,668 △ 200,000 △ 20,000 △ 40,000 △ 58,000 △ 2,395,668

31年度末現在高見込み 5,266,175 968,542 46,384 113,926 216,939 6,611,966

財政調整基金等
合　計

17年度

30年度

31年度
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