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　１　概要

　２　平成２９年度当初予算案の規模

　（１）一般会計　　１８８億５，４７０万円

（前年度当初予算増減　１億４，５３０万円減　△０．８％）

＝参考＝

　・平成２８年度当初予算額　　１９０億円　　　　　　　　（前年度比　＋３．２％）

　・平成２７年度当初予算額　　１８４億１，５００万円　　（前年度比　＋１．４％）

　・平成２６年度当初予算額　　１８１億５，１９２万４千円（前年度比　△３．５％）

　・平成２５年度当初予算額　　１８８億２，０００万円　　（前年度比　＋３．２％）

　・平成２４年度当初予算額　　１８２億３，９００万円　　（前年度比　＋２．０％）

　産業振興として仙北市畑作園芸等振興事業費補助金、総合産業研究所費、薬用作物
等産地拠点化推進事業費、畜産環境総合整備事業費、農地集積加速化基盤整備事業
費。移住・定住対策として定住対策推進事業費、定住対策新婚世帯家賃助成事業費補
助金、次世代定住支援事業費補助金。外国人インバウンド対策として国際観光宣伝・
誘客事業費、みちのく三大桜名所プロモーション強化事業費（観光復興交付金）、イ
ンバウンド横軸連携受入整備事業費（観光復興交付金）、インバウンドサイクリング
コース活用事業費（観光復興交付金）、国際交流強化事業費負担金。地方創生として
地方創生推進事業費、近未来技術実証特区関連事業として近未来産業育成事業費、ド
ローンテクニカルチャレンジin仙北市競技会補助金、近未来技術活用による夢のまち
産業育成費補助金、ドローン学習研究事業費。地域活動の活性化として地域おこし協
力隊事業費。田沢湖再生への取組として環境学習や地域活性化の拠点となるクニマス
未来館と思い出の潟分校の管理運営費。スポーツ振興として仙北市総合体育館建設事
業費を計上。

　平成２９年度当初予算については、国の「経済・財政再生計画」に基づく本格的な歳出
改革への取組を推進する方針を受け、引き続き公債費負担の計画的な縮減、自主財源の確
保に努める一方で「仙北市総合戦略」及び「第２次仙北市総合計画」に掲げる目標達成に
向けた積極的な編成としています。主な新規事業として近未来技術実証特区関連事業では
ドローン産業等により起業等を図る中小企業に対する助成やドローン活用の可能性の拡大
及び人材育成を目的とした競技会の開催に取り組むほか、観光復興交付金を活用した広域
連携によるインバウンド事業として桜名所の海外向けプロモーションや観光２次アクセス
実証実験、市内観光施設の外国語表記対応調査、海外エージェント向けのサイクリング
コースのＰＲ活動にも取り組み、田沢湖再生への取組として環境学習や地域活性化の拠点
となるクニマス未来館と思い出の潟分校の管理運営費を計上しています。また、これまで
補正予算対応としていた除排雪経費についても当初予算に計上し、一般会計では、前年度
比１億４，５３０万円の減となる１８８億５，４７０万円の予算規模となっています。
　併せて、国の補正予算に対応し関連事業を先行して実施するための予算を平成２８年度
補正予算として提案しており、当初予算と合わせて展開していきます。
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（２）特別会計　　９４億５，７６６万円

（前年度当初予算増減　１２億５，４３４万円減　△１１．７％

❏主な増減

 ・集中管理特別会計 人件費の減（△3億6,557万3千円）

電気料の減（△3,788万4千円）

 ・国民健康保険特別会計（事業勘定） 療養給付費の減（△8,915万5千円）

高額療養費の減（△2,910万7千円）

 ・簡易水道事業特別会計 地方公営企業法適用により廃止のため皆減（△7億3,600万円）

＝参考＝

 ・平成２８年度当初予算額　　１０７億１，２００万円　　（前年度比　△２．８％）

 ・平成２７年度当初予算額　　１１０億１，５７０万円　　（前年度比　△２．９％）

 ・平成２６年度当初予算額　　１１３億４，３３０万円　　（前年度比　△１．０％）

 ・平成２５年度当初予算額　　１１４億５，３２０万円　　（前年度比　＋０．５％）

 ・平成２４年度当初予算額　　１１３億９，３９０万円　　（前年度比　＋２．６％）

（３）企業会計　　６８億６，７９４万４千円

（前年度当初予算増減　２２億３，３０４万９千円減　△２４．５％）

❏主な増減

 ・病院事業会計 市立角館総合病院建設改良工事費（△12億2,600万円）

市立角館総合病院器械備品等購入費（△11億3,500万円）

市立田沢湖病院器械備品等購入費（△4,110万5千円）

 ・温泉事業会計 新水沢源泉温泉管新設工事（△1億6,691万4千円）

温泉管布設替工事（＋1,772万3千円）

 ・水道事業会計 企業債償還元金（＋1億657万1千円）

＝参考＝

 ・平成２８年度当初予算額　　９１億　　　９９万３千円　（前年度比　＋　２．９％）

 ・平成２７年度当初予算額　　８８億４，８６７万８千円　（前年度比　△２４．９％）

 ・平成２６年度当初予算額　１１７億８，５８８万１千円　（前年度比　＋７７．３％）

 ・平成２５年度当初予算額　　６６億４，８９２万７千円　（前年度比　＋　４．４％）

 ・平成２４年度当初予算額　　６３億６，８３５万円　　　（前年度比　△　１．０％）
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　３　平成２９年度会計別予算総括表

（注）企業会計については、収益的支出及び資本的支出の合算額を登載した

※一般会計市債残高

・平成２８年度末残高見込額

・平成２９年度当初予算市債発行見込額

・平成２９年度当初予算元金償還見込額

・平成２９年度末残高見込額

※財政調整基金残高

・平成２７年度末現在高（決算余剰金積立後）

・平成２８年度取崩見込額

・平成２８年度積立見込額

・平成２８年度末見込額（３月補正予算後）

・平成２９年度取崩見込額

・平成２９年度積立見込額

・平成２９年度末見込額（Ｈ２９当初予算後）

伸び率比　較前年度予算額

23億7,373万1千円

8億9,000万円   

68万8千円

14億8,441万9千円

温 泉 事 業 会 計 77,669 221,920 △ 144,251

生 保 内 財 産 区 特 別 会 計 73,490 62,400

△ 65.0

水 道 事 業 会 計 1,136,413

（単位：千円、％）

一 般 会 計 18,854,700

11,090

3,400

17.8

田 沢 財 産 区 特 別 会 計 34,000 29,000 5,000 17.2

雲 沢 財 産 区 特 別 会 計 3,991

939,711 196,702

△ 3,098 △ 3.1

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 288,507 300,500 △ 11,993 △ 4.0

介 護 保 険 特 別 会 計 453,873 452,400 1,473 0.3

17.4

合　　　　　計 35,180,304 38,812,993 △ 3,632,689 △ 9.4

203億4,851万4千円

20.9

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 0 736,000 △ 736,000 △ 100.0

病 院 事 業 会 計 5,653,862 7,939,362 △ 2,285,500 △ 28.8

69万8千円

21億9,460万円 　

19億9,126万円   

205億5,185万4千円

29億  603万3千円

5億3,300万円   

本年度予算額会　　計　　名

19,000,000 △ 145,300

748,300 9,501

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ( 事 業 勘 定 ) 3,688,504 3,855,000 △ 166,496

国民健康保険特別会計(田沢診療施設勘定) 24,332 28,500 △ 4,168

集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 375,356 343,700 31,656

591

△ 0.8

集 中 管 理 特 別 会 計 3,565,889 3,971,000 △ 405,111 △ 10.2

国民健康保険特別会計(神代診療施設勘定) 96,902 100,000

下 水 道 事 業 特 別 会 計 757,801 1.3

△ 4.3

△ 14.6

9.2

浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 95,015 81,800 13,215 16.2
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　４　平成２９年度当初予算の状況　歳入

【歳入の概要】

25億4,797万7千円 （前年度比 △211万7千円　△0.1％）

85億円 （前年度比 △2億円　△2.3％）

　国の平成29年度地方財政対策等による推計

17億366万1千円 （前年度比 △4,142万8千円　△2.4％）

10億6,321万9千円 （前年度比 △7億9,013万円　△42.6％）

10億825万7千円 （前年度比 ＋3億8,636万5千円　＋62.1％）

　財政調整基金繰入金は4億1,000万円増の8億9,000万円。

　ふるさと仙北応援基金繰入金は510万円減の6,870万円。

　ふるさと振興基金繰入金は2,400万円減の1,900万円。

21億9,460万円 （前年度比 ＋4億9,070万円　＋28.8％）

　給与所得増に伴う総所得の増が見込まれることや東日本大震災後の観光
客数の緩やかな回復による個人市民税及び入湯税の増を見込んでいるが、
評価替えや家屋の滅失、経年及び投資的経費の縮小に伴う償却資産の減少
による固定資産税の減及び分煙強化の影響による販売額減少に伴うたばこ
税の減などにより全体として減となる。

△ 0.8合　　計 18,854,700 100.0 19,000,000 100.0 △ 145,300

市 税 ：

地 方 交 付 税 ：

県 支 出 金 ：

市 債 ：

　あきた未来づくり交付金、農業経営発展加速化支援事業費補助金、畜産
競争力強化対策整備事業費補助金、森林・林業再生基盤づくり交付金など
の減による。

国 庫 支 出 金 ：

　二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金、東北観光復興対策交付金などの
増にあったが社会資本整備総合交付金の減等により全体として減となる。

繰 入 金 ：

1.7

20 市債 2,194,600 11.7 1,703,900 9.0 490,700 28.8

19 諸収入 742,017 3.9 729,617 3.8 12,400

62.1

18 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

17 繰入金 1,008,257 5.4 621,892 3.3 386,365

67.9

16 寄附金 101,091 0.5 100,326 0.5 765 0.8

15 財産収入 36,533 0.2 21,761 0.1 14,772

△ 2.4

14 県支出金 1,063,219 5.7 1,853,349 9.8 △ 790,130 △ 42.6

13 国庫支出金 1,703,661 9.0 1,745,089 9.2 △ 41,428

△ 31.6

12 使用料及び手数料 287,212 1.5 294,271 1.5 △ 7,059 △ 2.4

11 分担金及び負担金 24,430 0.1 35,698 0.2 △ 11,268

△ 2.3

10 交通安全対策特別交付金 3,000 0.0 3,000 0.0 0 0.0

９ 地方交付税 8,500,000 45.1 8,700,000 45.8 △ 200,000

15.4

８ 地方特例交付金 5,000 0.0 5,000 0.0 0 0.0

７ 自動車取得税交付金 15,000 0.1 13,000 0.1 2,000

0.0

６ 地方消費税交付金 450,000 2.4 450,000 2.4 0 0.0

５ 株式等譲渡所得割交付金 1 0.0 1 0.0 0

４ 配当割交付金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

３ 利子割交付金 2,700 0.0 3,000 0.0 △ 300

比較増減 増減率構成比前年度予算額構成比本年度予算額

（単位：千円、％）

　過疎対策債、かわ舟の里角間川改築事業費補助金、一般廃棄物処理事業
債などの増による。
　うち臨時財政対策債は1億円増の6億円。

区　　分

△ 10.0

△ 0.1

２ 地方譲与税 170,000 0.9 170,000 0.9 0 0.0

１ 市税 2,547,977 13.5 2,550,094 13.4 △ 2,117

- 4 -



　５　平成２９年度当初予算の状況　歳出

【歳出の概要】

29億7,338万7千円 （前年度比 △3億495万5千円　△9.3％）

32億3,189万9千円 （前年度比 ＋8,489万7千円　＋2.7％）

4億3,994万9千円 （前年度比 ＋3億7,138万1千円　＋541.6％）

22億5,161万1千円 （前年度比 △3,285万5千円　△1.4％）

　実績見込みによる生活保護費の減による。

29億6,381万6千円 （前年度比 ＋1億5,550万3千円　＋5.5％）

17億8,289万8千円 （前年度比 △2億6,094万2千円　△12.8％）

21億8,865万6千円 （前年度比 △1億3,915万6千円　△6.0％）

　元金9,557万8千円、利子4,357万8千円の減。

2億8,347万7千円 （前年度比 ＋4,973万3千円　＋21.3％）

　公共施設等総合管理基金積立金（創設） 5,000万円の増。

21億8,118万9千円 （前年度比 △7,328万1千円　△3.3％）

　地方公営企業法適用による簡易水道事業特別会計繰出金の減などによ
る。

維 持 補 修 費 ：

　前年まで補正対応としていた冬期交通対策費（除排雪経費）の増などに
よる。

公 債 費 ：

15.8 3,278,342 17.2 △ 304,955

４ 扶助費 2,251,611 11.9 2,284,466 12.0 △ 32,855 △ 1.4

３ 維持補修費 439,949 2.3 68,568 0.4 371,381 541.6

普 通 建 設 事 業 費 ：

　事業終了に伴うあきた未来づくり協働プログラム事業費（クニマス未来
館）、岩瀬北野線整備事業費の減などによる。

人 件 費 ：

物 件 費 ：

　前年は補正対応とした、し尿処理場管理運営費に係る需用費の増等によ
る。

補 助 費 等 ：

　障がい者支援施設｢かわ舟の里角間川｣改築事業費補助金、簡易水道事業
特別会計の地方公営企業法適用に伴う水道事業会計補助金の増などによ
る。

△ 9.3

２ 物件費 3,231,899 17.1 3,147,002 16.6 84,897 2.7

１ 人件費 2,973,387

（単位：千円、％）

区　　分 本年度予算額 構成比 前年度予算額 構成比 比較増減 増減率

5.5

６ 普通建設事業費 1,782,898 9.5 2,043,840 10.7 △ 260,942 △ 12.8

５ 補助費等 2,963,816 15.7 2,808,313 14.8 155,503

0.0

８ 公債費 2,188,656 11.6 2,327,812 12.2 △ 139,156 △ 6.0

７ 災害復旧事業費 3 0.0 3 0.0 0

　職員数の減（△5人）及び制度変更に伴う総合事務組合負担金の減によ
る。

21.3

10 投資及び出資金 124,015 0.7 127,820 0.7 △ 3,805 △ 3.0

９ 積立金 283,477 1.5 233,744 1.2 49,733

11.9 △ 73,281 △ 3.3

11 貸付金 402,400 2.1 395,620 2.1 6,780

積 立 金 ：

繰 出 金 ：

△ 0.8合　　計 18,854,700 100.0 19,000,000 100.0 △ 145,300

4.713 予備費 31,400 0.2 30,000 0.2 1,400

1.7

12 繰出金 2,181,189 11.6 2,254,470

扶 助 費 ：
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　６　平成２９年度当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　　　が充てられる経費について

（歳入）

　・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

（歳出）

　・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 千円

（単位：千円）

185,294

7,558,545

事　　業　　名
当　　初
予 算 額

財　源　内　訳

特定財源 一般財源

国・県
支出金

市　債 その他
うち地方消費税
交付金（社会保
障財源化分）’

社会福祉

社会福祉事業 265,283 5,722 0 614

高齢者福祉事業 240,457 1,224 0 128,239 110,994 4,203

258,947 9,806

障害者福祉事業 1,261,308 871,466 0 3 389,839 14,762

47,887

生活保護事業 671,904 510,015 0 7 161,882 6,130

児童福祉事業 1,969,916 627,694 7,900 69,738 1,264,584

国民健康保険事業 331,835 150,223 0 4,234 177,378 6,717

82,788

社会保険

介護保険事業 581,671 0 0 0 581,671 22,027

小　　　計 4,408,868 2,016,121 7,900 198,601 2,186,246

31,930

国民年金事業 6,979 4,912 0 0 2,067 78

後期高齢者医療事業 927,160 83,965 0 0 843,195

3,660

小　　　計 1,944,287 239,100 0 4,234 1,700,953 64,412

その他 96,642 0 0 0 96,642

予防対策事業 136,497 2,634 0 34,818 99,045 3,751

47,745 1,808

母子保健事業 60,600 9,955 0 102 50,543 1,914

保健衛生事業 53,127 4,291 0 1,091

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、地方消費税交付金の当初予算額の17分の7に相当する額としています。

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

38,094

合　　　計 7,558,545 2,306,762 7,900 350,737 4,893,146 185,294

保健衛生

111,891 808,614 30,621

小　　　計 1,205,390 51,541 0 147,902 1,005,947

病院事業 955,166 34,661 0
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　７　平成２９年度当初予算における入湯税が充てられる経費について

（歳入）

入湯税（現年度及び滞納繰越分） 千円

（歳出）

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設等、

観光施設、観光の振興に要する経費

（単位：千円）

水道事業

ごみ処理場等事業

し尿処理場等事業

消防施設等の整備

観光施設の整備

観光振興（観光施設の整備除く）

・

環境衛生施設の整備

千円937,785・

うち入湯税

774,969 63,192 151,400 61,316 499,061 32,100

103,779

事　　業　　名
当　　初
予 算 額

合　　　計 937,785 63,192

鉱泉源の保護管理施設

79,781

22,398

63,192

194,600 82,416 597,577

財　源　内　訳

特定財源 一般財源

国・県
支出金

市　債 その他

103,779

58,681 58,68121,100

1,441

404

11,153 11,153 11,153

49,484 43,200 6,284

22,398

39,424 61,371 3,947

17,669

166,792 3,802 162,990 10,484

292,790 18,090 274,700

315,387 151,400
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　８　平成２９年度ふるさと仙北応援基金充当事業一覧

事　　業　　名 充当事業内容 事業費 充当額

①田沢湖再生クニマス里帰りプロジェクト事業 21,084 5,500

クニマス未来館管理運営費 クニマス未来館非常勤職員賃金 18,231 2,900

クニマス里帰りプロジェクト事業費
①山梨県との子ども交流経費
②田沢湖再生検討会の開催費
③クニマス未来館オープン記念講演開催費

1,085 1,000

あきた未来づくり協働プログラム事業費 白浜側溝清掃及び低木除去工事 1,768 1,600

②高齢者が安心に暮らすための事業 7,441 7,000

高齢者世帯等除雪支援事業費 高齢者世帯等への除排雪・雪下ろし費用助成 7,441 7,000

③未来を担う子どもたちを育む事業 163,681 19,600

在宅子育てサポート事業費
在宅で小学校就学前児童の子育てをする保護者
に対するクーポン券交付

1,450 1,300

認可保育園等管理費 保育園備品購入費 41,117 2,500

認可保育園等運営費 保育園備品購入費 23,666 2,300

放課後児童対策事業費 放課後児童クラブ備品購入費 59,015 600

生保内公園施設維持管理費 遊具修繕料 2,488 100

公園維持管理費 古城山公園トイレ設置工事 21,748 2,400

育英奨学基金繰出金
仙北市育英奨学基金積立金（ゲットバック推進
仙北市育英奨学資金補助事業分）

6,500 6,500

教材購入費 小中学校教材（楽器）購入費 4,813 1,100

子ども読書活動推進事業費 小中学校図書室向け図書購入費 2,884 2,800

④ふるさとの自然と歴史文化を守る事業 40,509 9,900

桜保護管理費 桜整枝作業賃金及び委託 5,656 1,000

重要伝統的建造物群保存整備事業費
①河原田家改修
②旧青柳家主屋改修

34,853 8,900

⑤観光を軸とした交流のまちづくり事業 4,692 4,100

観光アクセス推進事業費 観光２次アクセス運行委託 2,253 2,200

青少年国際交流事業費 姉妹校交流に係る渡航費用補助 2,439 1,900

⑥自治体におまかせ 33,020 22,600

地域力ステップアップ事業費 まちづくり提案型補助金の交付 2,010 1,500

定住対策推進事業費 移住資金助成 1,239 300

秋田内陸線通学定期補助金
秋田内陸線を利用して通学する中高生の定期券
購入助成

1,758 1,700

秋田内陸線利活用促進事業費負担金 秋田内陸線観光アテンダント事業負担金 10,666 7,000

災害対策総務費
公共施設及び市内コンビニエンスストアに設置
するＡＥＤ購入費

15,037 10,400

ドローン学習研究事業費 教材用ドローン購入費 2,310 1,700

合　　　　　計 270,427 68,700
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　９　平成２９年度ふるさと振興基金充当事業一覧

事　　業　　名 充当事業内容 事業費 充当額

普通財産等管理費
田沢湖畔イベント広場舗装工事に係る測量及び
設計業務委託

33,702 1,200

庁舎整備事業費
角館庁舎建設に係る予定地の地質調査業務及び
現地測量業務委託

10,552 10,500

落合球場整備事業費 運動施設改修調査基本設計業務委託 19,743 1,900

仙北市総合体育館建設事業費 総合体育館建設事業基本計画策定業務委託 5,420 5,400

合　　　　　計 69,417 19,000

- 9 -



　１０　平成２９年度事業の概要

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

地方創生推進事業費 ● ● 3,780

地方創生特区を活用した産業振興等を推進する。また、
特区制度の周知及び秋田魁新報社と共同で実施する「ふ
るさと彩発見さきがけin仙北市」による地方創生推進を
図る。

近未来産業育成事業費 ● ● ● 483
飛行エリアの管理及びドローン産業創出に向けた操縦士
育成講座を開催する。

ドローンテクニカル
チャレンジｉｎ仙北市
競技会補助金

● ● ● 700
近未来技術実証特区としてドローン活用の可能性の拡大
及び人材育成を図るため競技会を開催する。

近未来技術活用による
夢のまち産業育成費補
助金

● ● ● 2,000
近未来技術実証特区として推奨するドローン産業等によ
る起業、新分野参入及び事業拡張を図る中小企業等に対
して助成する。

ドローン学習研究事業
費

● ● 2,310
小学校におけるドローンを用いたロボットプログラミン
グ学習の実践研究を推進するためにドローン等の教材を
配置する。

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

国際観光宣伝・誘客事
業費

● ● 4,518

秋田県に来られる外国人観光客のほとんどが仙北市を訪
れていることから、市内観光団体と連携し、海外誘客事
業を行っていくとともに外国語版観光ガイドマップの増
刷など、受入体制の強化を継続する。また、タイ旅行博
覧会や首都圏で開催されるトラベル＆マートへの参加を
通じ、タイ及び台湾等へのＰＲ及び東アジア地域からの
訪日者に対する仙北市への観光誘致を実施する。

みちのく三大桜名所プ
ロモーション強化事業
費（観光復興交付金）

● ● ● 2,300
日本を代表する桜の名所である北上市、弘前市と連携し
て海外向けのプロモーションを強化する。

インバウンド横軸連携
受入整備事業費（観光
復興交付金）

● ● ● 17,183
秋田市、男鹿市、大仙市と連携して2次アクセス整備に向
けて進めるほか、市内2次アクセス実証実験及び市内観光
施設における外国語表記対応調査を実施する。

インバウンドサイクリ
ングコース活用事業費
（観光復興交付金）

● ● ● 13,086
大仙市、美郷町と連携して外国人誘客を図るため、海外
エージェント向けにサイクリングコースのＰＲ活動等を
実施する。

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

公共施設等総合管理基
金積立金

● ● 50,000
公共施設等の更新、統廃合及び長寿命化等に要する経費
の財源として公共施設等総合管理基金を創設する。

庁舎整備事業費 ● 10,552
角館庁舎建設に係る予定地の地質調査業務及び現地測量
業務を実施する。

仙北市総合体育館建設
事業費

● ● 5,420 総合体育館建設基本計画を作成する。

総合給食センター建設
事業費

● 198 総合給食センター建設に係る検討委員会を開催する。

公共施設等総合管理計
画に基づく施設解体

● ● 52,312
①旧角館老人福祉センター　②東前郷児童館
③技能センター　④武蔵野団地（４棟）
⑤田中住宅（１棟）

１．近未来技術実証特区関連事業

２．インバウンド推進関連事業

３．公共施設等総合管理計画に基づく関連事業
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事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

定住対策推進事業費 ● ● 1,239
空き家情報バンクの利用促進や移住フェアへの参加、移
住者向け情報パンフレットの作成、定住促進奨励金等に
よる移住定住の推進を図る。

定住対策新婚世帯家賃
助成事業費補助金

● ● 7,610
定住対策の一環として、市内に居住する新婚世帯が負担
するアパート等の家賃に対して助成する。

次世代定住支援事業費
補助金

● ● 8,000
仙北市内に住宅を建設・購入する45歳以下の夫婦または
子育て世帯の住宅取得費に助成する。

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

犯罪被害者等見舞金支
給事業費

● 400
犯罪被害者の生活の安定と精神的被害の軽減を図るた
め、被害者又は遺族に対して見舞金を支給する。

障害者通所施設等交通
費助成金交付事業費

● ● 720
障害者施設等に通所する障がい者及び介護者に対して通
所に要する交通費を助成する。

第３０回全国健康福祉
祭あきた大会開催準備
事業費

● 9,995

平成29年9月9日から開催される第３０回全国健康福祉祭
あきた大会（ねんりんピック秋田2017）に係る経費を計
上する。仙北市ではウォークラリー交流大会を開催す
る。

高齢者介護予防推進事
業費

● ● 1,774
高齢者の健康増進及び介護予防の推進を図るため、クリ
オン温泉プールを活用して「わくわく教室」「浮き浮き
教室」を開催する。

がん患者補正具購入費
補助金

● 800
がん患者の就労や社会参加を支援するため、補正具購入
費に対して助成する。

温泉プール活用促進事
業費

● ● 2,033
働き盛りを対象とした健康増進事業として、クリオン温
泉プールを活用して「メタボ予防教室」と「リフレッ
シュ教室」を開催する。

ごみ処理施設基幹的設
備改良事業費

● 159,716
ごみ処理施設の長寿命化及び地球温暖化防止のための二
酸化炭素排出抑制を目的に基幹的設備改良工事を実施す
る。

角館祭りのやま行事公
開展示事業費

● 155
角館祭りのやま行事で使用される曳山の通年展示につい
て検討する。

アジア太平洋国際温泉
会議開催費補助金

● 3,000 アジア太平洋国際温泉会議開催費に対して助成する。

落合球場整備事業費 ● ● 19,743
落合公園運動施設改修調査基本設計及び落合運動公園給
水管引込工事を実施する。

災害対策総務費のうち
コンビニエンスストア
へのＡＥＤ設置費

● 4,465
市内にあるコンビニエンスストアにＡＥＤを設置し、緊
急時の救護体制強化を図る。

育英奨学基金繰出金 ● ● 6,500
ゲットバック推進仙北市育英奨学資金補助事業により償
還免除となった奨学資金分について繰り出す。

火除け地復元調査事業
費

● ● 246 火除け地復元に係る調査検討委員会を開催する。

2020仙北市スポーツ文
化交流事業費

● 1,131
2020年東京オリンピック・パラリンピックのホストタウ
ン事業を活用し、タイ王国とカヌー競技を主軸としたス
ポーツ・文化交流を推進する。

アスリート合宿誘致事
業費

● ● ● 1,133
仙北市内の宿泊施設を利用したアスリートのスポーツ合
宿に対して宿泊費を助成する。

ジュニアキャンプ開催
事業費

● ● ● 500
モーグル競技のジュニア世代の育成を図るため、県内小
中学生を対象としたキャンプを開催する。

５．その他主な新規事業

４．定住・移住関連事業
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《主な事業一覧》

「小さな国際文化都市」～市民が創る誇りあるまち～の実現に向けて

４９事業 ７億２，５２０万５千円 （うち新規事業 ６事業 ３，３７２万９千円）

【基本目標１】 産業振興 ～創造性あふれる産業が息づくまち～１

２７事業 １４億６，９３０万２千円 （うち新規事業 ２事業 ７，７７９万７千円）

【基本目標２】 生活安全 ～人が輝き安心して暮らせるまち～２

３４事業 １１億８，９９１万４千円 （うち新規事業 ４事業 １，５５６万４千円）

【基本目標３】健康福祉医療 ～優しさにあふれ健やかに暮らせるまち～３

１０事業 ８億９０８万２千円 ※再掲 ３事業 ６億２，１０９万５千円

【基本目標４】環境土地利用 ～自然と調和した潤いある暮らしを実感するまち～４

２７事業 ２億３，２９０万１千円 （うち新規事業 ５事業 １，３７９万９千円）

※再掲 ２事業 １，６３１万６千円

【基本目標５】教育文化 ～個性豊かな心を育むまち～５

５事業 ３，４９４万２千円 ※再掲 １事業 ２７万５千円

【基本目標６】移住定住 ～誇りある暮らしをつなぐまち～６

７事業 ２，８８９万９千円 （うち新規事業 ３事業 ３１８万３千円）

※再掲 １事業 ４５１万８千円

【基本目標７】地方創生 ～新たに創るゆめのまち～７

【基本目標８】住民参画と交流 ～みんなが主役協働のまち～８

９事業 １億５，７７４万２千円 （うち新規事業 ２事業 １億２３１万２千円）

※再掲 １事業 ２４３万９千円
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

02-01-02 行政連絡員費 1,873
地域と行政との橋渡し役として、行政連絡員を設置し、
住民に対する周知事項の伝達及び連絡調整や災害発生時
の地域内の災害状況把握等を行う。

02-01-05
公共施設等総合管理計
画等策定費

● 3,441
財務情報のわかりやすい開示及び財政の効率化・適正化
の推進のため、統一的な基準に基づき財務書類を作成・
公表する。

02-01-05 庁舎整備事業費 ● 10,552
角館庁舎建設に係る予定地の地質調査業務及び現地測量
業務を実施する。

02-01-05
公共施設等総合管理基
金積立金

● ● 50,000
公共施設等の更新、統廃合及び長寿命化等に要する経費
の財源として公共施設等総合管理基金を創設する。

02-01-06
情報通信施設管理運営
費

● 12,149
地上テレビ放送施設、移動通信用鉄塔設備、光ブロード
バンド設備を管理運営する。

02-01-06
地域力ステップアップ
事業費

● ● 2,010

協働によるまちづくり提案型補助金を継続し、市民等団
体が地域の活性化や地域課題の解決に向け、自ら企画実
施するまちづくり事業を支援する。また、秋田朝日放送
主催のあきたふるさと手作りＣＭ大賞へ出品する。

02-01-06 定住対策推進事業費 ● ● 1,239
空き家情報バンクの利用促進や移住フェアへの参加、移
住者向け情報パンフレットの作成、定住促進奨励金等に
よる移住定住の推進を図る。

02-01-06 姉妹都市等交流推進費 ● 1,669
姉妹都市等との友好交流事業を実施する。
姉妹都市：大村市　三市交流連携協定都市（秋田市、常
陸太田市）

02-01-06
男女共同参画推進事業
費

● ● 363
「仙北市男女共同参画計画」に基づき、男女共同参画推
進委員会を設置し、男女共同参画社会づくりを総合的、
計画的に推進する。

02-01-06
クニマス里帰りプロ
ジェクト事業費

● ● 1,085

西湖･田沢湖姉妹湖提携事業の一環として、富士河口湖町
と本市の児童・生徒による交流事業を実施する。また、
クニマス未来館オープン記念講演及び田沢湖再生検討委
員会を開催する。

02-01-06
再生可能エネルギー導
入促進事業費

520
ＥＶ（電気自動車）及びＥＶ用充電器の維持管理を行
う。また、市内での地熱開発を検討するため、自治体連
絡会議の研修等に参加する。

02-01-06
あきた未来づくり協働
プログラム事業費

● 1,768
「田沢湖再生クニマス里帰りプロジェクト」として、湖
畔の再生に向けた環境整備として湖畔周辺の清掃等を行
う。

02-01-06
社会保障・税番号制度
システム整備費

7,926
国や各地方公共団体等との個人番号に係る情報連携のた
め、情報提供ネットワークシステム及びマイポータルの
運用を開始する。

02-01-06
ふるさと納税ふるさと
便事業費

54,472
地元特産品を活用したふるさと便を実施し仙北市へのふ
るさと納税を推進するとともに、市内産業の活性化を図
る。

02-01-06
地域おこし協力隊事業
費

● ● 17,818
地域おこし活動の支援や農林業の応援、住民の生活支援
などへの従事を通して定住・定着を図りながら、地域の
活性化を推進する。

02-01-06 地方創生推進事業費 ● ● 3,780

地方創生特区を活用した産業振興等を推進する。また、
特区制度の周知及び秋田魁新報社と共同で実施する「ふ
るさと彩発見さきがけin仙北市」による地方創生推進を
図る。

02-01-06
仙北市女性の活躍推進
事業費

● ● 508
女性活躍推進法に基づき、地域の女性が活躍できる社会
を推進するため、業種別女性の活躍推進座談会等を開催
し、地域経済活性化へのきっかけをつくる。

02-01-06
出会い・結婚支援事業
費

● 199 少子化対策の一環として、出会い・結婚の支援を行う。

02-01-06 総合政策審議会費 262
仙北市総合政策審議会を設置し、第2次仙北市総合計画、
新市建設計画、総合戦略の進捗状況・効果検証に関して
審議する。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

02-01-06 近未来産業育成事業費 ● ● ● 483
飛行エリアの管理及びドローン産業創出に向けた操縦士
育成講座を開催する。

02-01-06
地域運営体活動推進費
交付金

● ● 45,000

地域自治組織である地域運営体が行う、地域の特性を活
かした自主的、主体的な活動や地域が抱えている様々な
課題を解決したり、所得や生活基盤の向上を図るための
事業に財政的支援を行う。

02-01-06
クリーンエネルギー化
促進事業費補助金

400
市内で消費されるエネルギーの低炭素化・再生化を促進
し、低炭素生活・低炭素観光の普及に繋げるため、住宅
用太陽光発電システム設置費用に助成する。

02-01-06
定住対策新婚世帯家賃
助成事業費補助金

● ● 7,610
定住対策の一環として、市内に居住する新婚世帯が負担
するアパート等の家賃に対して助成する。
【助成内容】家賃の1/2（月額上限額20,000円）

02-01-06
次世代定住支援事業費
補助金

● ● 8,000
仙北市内に住宅を建設・購入する45歳以下の夫婦または
子育て世帯の住宅取得費に助成する。

02-01-06
秋田内陸線通学定期補
助金

● ● 1,758
通学のために秋田内陸線を利用する市内中高生等の定期
券購入費に対して助成する。

02-01-06
ドローンテクニカル
チャレンジｉｎ仙北市
競技会補助金

● ● ● 700
近未来技術実証特区としてドローン活用の可能性の拡大
及び人材育成を図るため競技会を開催する。

02-01-08 交通安全推進費 ● 1,257
通学児童生徒及び高齢者を主対象に交通事故防止を推進
する。また、関係団体と連携し、運転者の安全運転及び
飲酒運転撲滅を図る。

02-01-08 防犯関係費 ● 2,445 防犯指導隊による犯罪被害防止を推進する。

02-01-08 消費生活相談事業費 202

市民が身近な場所で消費生活に関する相談ができるよう
に、また被害を未然に防止し市民が安全で安心な消費生
活を送ることができるよう、消費生活相談窓口の体制強
化を図る。

02-01-08
街灯ＬＥＤ化整備事業
費

5,400
町内会等の街灯について、地球温暖化対策の推進と維持
管理費の低減を図るため、エネルギー消費の少ないＬＥ
Ｄに更新する。

02-01-08 防犯カメラ設置事業費 ● 1,883
犯罪の抑止、予防、発生後の事件の解明等を目的に、公
共空間等に防犯カメラを設置する

02-01-08
街灯防犯灯新設団体補
助金

● 600 町内管理のＬＥＤ街灯新設に対して助成する。

02-01-09
生活路線代替バス運行
費

● 51,409
生活バス廃止路線及び交通空白地域において、地域住民
の生活に必要な交通手段を確保するため、市民バス及び
デマンド型乗合タクシーを運行する。

02-01-09 生活バス路線対策費 ● 33,889
民間生活バス路線の運行維持を目的とし、県事業を活用
し運行維持費補助金を交付する。

02-01-09 地域公共交通対策費 ● ● 536
地域公共交通利活用の推進を図るため、免許返納制度に
伴う免許返納者に対して、市内全公共交通において使用
できる回数券を交付する。

02-01-09
秋田内陸縦貫鉄道㈱運
営費補助金

● 79,800
秋田内陸縦貫鉄道の運行を維持するため、県及び仙北
市・北秋田市・会社による4者合意に基づき秋田内陸縦貫
鉄道㈱に補助金を交付する。

02-01-11
集落集会所建設事業費
補助金

3,000
市民の集会所の整備を図るため、集落集会所の建築等経
費に補助金を交付する。

02-03-01
通知カード・個人番号
カード関連事務委任交
付金

3,150
マイナンバー制度導入に伴い、通知カード及び個人番号
カード関連事業の委任先である地方公共団体情報システ
ム機構（Ｊ－ＬＩＳ）に交付金を支払う。

02-04-03 秋田県知事選挙費 11,574
平成29年4月19日任期満了に伴う秋田県知事選挙に係る事
務を行う。

02-04-04 市長選挙費 ● 20,643
平成29年10月29日任期満了に伴う仙北市長選挙に係る事
務を行う。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

02-04-05 市議会議員選挙費 ● 8,534
平成30年4月30日任期満了に係る仙北市議会議員一般選挙
に係る事務を行う。

02-04-06
西木土地改良区総代選
挙費

● 315
平成29年5月28日任期満了に伴う西木土地改良区総代選挙
に係る事務を行う。

03-01-01
温泉休養施設管理運営
費

241,244
西木温泉クリオンエレベーター設置及び更衣室増築工事
を行う。

03-01-01
生活困窮者自立支援事
業費

● 7,684

生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者の自立促進
を図るため、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活
困窮者住居確保給付金の支給及びその他の自立の支援に
関する措置を実施する。

03-01-01 特別弔慰金支給事業費 102
平成27年度に施行された「戦没者等の遺族に対する特別
弔慰金支給法」に係る請求受付、国債交付事務を行う。

03-01-01
臨時福祉給付金（経済
対策分）給付事業費

● 109,111

消費税率の引上げによる影響を緩和するため、所得の低
い方々に対して制度的な対応（軽減税率の導入）を行う
までの間、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金
を支給する。

03-01-01
犯罪被害者等見舞金支
給事業費

● 400
犯罪被害者の生活の安定と精神的被害の軽減を図るた
め、被害者又は遺族に対して見舞金を支給する。

03-01-02
人工透析通院費支給事
業費

● 1,775
腎臓の機能に障がいを有する方が、人工透析治療を受け
るため医療機関への通院に要した交通費の一部を助成す
る。

03-01-02
障がい者（児）タク
シー利用券給付事業費

● 1,990

仙北市に住所を有する重度身体障がい者(児)、知的障が
い者(児)、精神障がい者(児)及び難病患者（特定医療費
（指定難病））の生活圏の拡大を図るとともに、社会参
加を促進し福祉の増進を図るため、タクシー利用券を給
付し、障がい者が利用するタクシーの利用料金の一部を
助成する。ただし、在宅の障がい者を対象とすることか
ら社会福祉施設入所者は除く。
【対象者】
　身体障害者手帳（1級～3級）
　療育手帳　　　（Ａ）
　精神障害者保健福祉手帳（1級）
　難病患者（特定医療費（指定難病）受給者証所有者）

03-01-02
すこやか療育支援事業
費

34
障害児通所支援の児童発達支援・医療型児童発達支援の
サービス利用に係る利用者負担と食費（実費）に助成す
る。

03-01-02
障害者通所施設等交通
費助成金交付事業費

● ● 720
障害者施設等に通所する障がい者及び介護者に対して通
所に要する交通費を助成する。

03-01-02
障がい者支援施設「か
わ舟の里角間川」改築
事業費補助金

234,844
社会福祉法人水交会が運営する障がい者支援施設「かわ
舟の里角間川」改築事業に対して助成する。

03-01-03 敬老祝い金支給事業費 2,623
高齢者に対し敬老の意を表し、また、福祉の増進に寄与
するため、敬老祝金を支給する。

03-01-03
緊急通報装置給付・貸
付事業費

● ● 2,701
急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るた
め、ひとり暮らし老人や身体障がい者等に対し、緊急通
報装置を給付または貸与する。

03-01-03
外出支援サービス事業
費

● ● 550

一般の交通機関利用が不可能な老衰、病弱、傷病及び障
害等により臥床している要援護高齢者または障がい者に
対し、福祉サービス提供場所等への移動のための外出支
援サービスを行う。

03-01-03
高齢者共同生活（相互
援助ホーム）支援事業
費

● ● 4,468
高齢者及びその家族の日常生活を支援するため、家庭の
事情により養護を必要とする高齢者に対して冬期間一時
的に施設において養護する。

03-01-03 地域の輝き表彰事業費 131
明るい社会づくりや老人福祉の向上に功績のあった地域
の中で、きらりと輝く高齢者を表彰する。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

03-01-03
高齢者世帯等除雪支援
事業費

● ● 7,441

自力で除雪することが困難と認められる高齢者世帯等に
対して除排雪や雪下ろしに係る費用の一部を助成する。
【事業内容】
（2万円利用券）
　除雪事業は、住宅から公道までの除雪に対する扶助
（1万5千円利用券）
　住宅屋根雪下ろし事業は、地区積雪量が100㎝を越え、
今後も増加が見込まれる場合に扶助

03-01-03
第３０回全国健康福祉
祭あきた大会開催準備
事業費

● 9,995

平成29年9月9日から開催される第３０回全国健康福祉祭
あきた大会（ねんりんピック秋田2017）に係る経費を計
上する。仙北市ではウォークラリー交流大会を開催す
る。

03-01-04
生きがい活動通所支援
事業費

● ● 3,906
高齢者の方が永年住み慣れた地域で生活を維持すること
ができるようにするため、多世代交流施設を活用して通
所事業を実施する。

03-01-06 福祉医療費 ● ● 226,346

仙北市に住所を有する乳幼児、小学生、ひとり親家庭の
児童、高齢身体障がい者及び重度心身障がい(児)者の医
療費の自己負担分を助成する。また、平成28年8月からは
県の福祉医療助成が中学校卒業まで拡充さている。

03-01-07 任意事業費 ● 30,606

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けるため、
地域包括ケアシステム構築へ向けた地域づくりの推進、
介護者の介護負担軽減や介護及び認知症に対し地域の理
解を深めるための事業を実施する。

03-01-07
介護予防・日常生活支
援総合事業費

● ● 11,037
高齢者が地域において自立した日常生活が継続できるよ
う、要支援要介護状態となることへの予防、要支援状態
の軽減や悪化の防止を図る。

03-01-07
高齢者介護予防推進事
業費

● ● 1,774
高齢者の健康増進及び介護予防の推進を図るため、クリ
オン温泉プールを活用して「わくわく教室」「浮き浮き
教室」を開催する。

03-01-08
後期高齢者医療短期人
間ドック助成費

● 1,050
後期高齢者医療被保険者が、市が委託する医療機関にお
いて人間ドックを受診した場合、その費用の一部（2万1
千円）を助成する。

03-02-01
ひとり親家庭福祉事業
費

4,879

ひとり親家庭の生活の安定を図るため、母子父子自立支
援員が悩みごとの相談を受け、子育て・生活の支援や資
金の貸付制度を紹介するなど、問題解決の手伝いをす
る。

03-02-01 家庭児童相談事業費 ● 4,453
家庭相談員が家庭児童福祉に関する専門的な相談指導等
を行う。

03-02-01
ひとり親家庭日常生活
支援事業費

● 155
母子家庭、父子家庭及び寡婦家庭の生活の安定を図るた
め、家庭生活支援員を派遣し必要な支援を行う。

03-02-01
在宅子育てサポート事
業費

● 1,450
在宅で小学校就学前児童の子育てをする保護者に対し、
市が指定する子育てサービスに利用できる「在宅子育て
サポート券」を交付し、子育てを応援する。

03-02-01
子ども・子育て支援推
進事業費

171
子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な
推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審
議するため、子ども・子育て会議を開催する。

03-02-01 誕生祝支給事業費 4,362 新生児の誕生を祝うため、祝い金を支給する。

03-02-01 療育訓練事業費 515
発達に不安があったり、友達と遊ぶことが苦手な幼児と
その保護者に対する療育訓練を実施する。

03-02-03 一般総務費 ● ● 2,195
児童福祉施設に関わる一般総務事務のほか、「子育て家
庭の親子等が気軽に集える子育て支援拠点事業」を実施
する。

03-02-03
すこやか子育て保育料
助成事業費

● ● 28,836
私立の認定こども園、認可保育所、幼稚園、認可外保育
所、地域型保育事業の利用者に対して保育料を助成す
る。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

03-02-03 放課後児童対策事業費 ● ● 59,015
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、
放課後や長期休業中などに適切な遊びや生活の場を提供
し、健全育成を図る。

03-02-03
神代こども園前駐車場
整備事業費

4,585
神代こども園駐車場を拡張し、自動車及び歩行者通行の
安全確保を図る。

03-02-03
子ども・子育て支援事
業費

● ● 14,121
社会福祉法人はなさき仙北に委託し、一時預かり事業を
実施する。

03-02-03
保育園入所待機児童等
支援事業費補助金

2,000
認可保育園待機(保留)児童が、認可外保育所等へ入所し
た場合、認可保育所へ入所した場合と同等の負担となる
よう、支援を行う。

03-02-03
社会福祉法人はなさき
仙北補助金

25,800
幼保連携型認定こども園の経営等を行うために設立され
た社会福祉法人はなさき仙北の円滑な運営に資すること
を目的として必要な補助を行う。

03-03-02 生活保護費 ● 656,954
生活保護法により規定されている法定8扶助の扶助費を支
給する。

04-01-01 保健事業総務費 ● ● 7,658

地域の健康推進の担い手としての健康づくり推進員を育
成し、啓発活動により各種検診の受診率の向上を目指
す。また、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関す
る法律」に基づき、献血事業を行う。

04-01-01 母子保健対策費 ● ● 22,094

母子及び乳幼児の健康保持推進を図り、母子保健の向上
を目指す。乳児健診、妊産婦一般健康診査等を実施す
る。
【特定不妊治療費助成費】
秋田県の特定不妊治療助成事業を受けている夫婦に対
し、助成額を超えた自己負担額のうち、治療1回あたり15
万円を限度に、県の助成事業に合わせて助成を行う。

04-01-01
心の健康づくり・自殺
予防対策事業費

1,845

心の健康づくり・自殺予防の普及啓発活動を進め、地域
活動として自殺予防に取り組む。
【事業内容】 普及啓発、人材育成、対面相談支援、傾聴
ボランティア支援、高齢者の心の健康づくり

04-01-01 安心子育て応援事業費 1,080

安心して子育てが行えるよう支援するとともに、事業を
通じ子育て仲間との出会い・交流の場を提供する。
【事業内容】 ママパパ教室、離乳食教室、乳児健康相
談、親支援講座、家庭訪問指導事業、思春期保健対策事
業

04-01-01
歯と口腔の健康づくり
推進事業費

1,810
むし歯予防を推進するため、歯科健診（1歳6か月・2歳・
3歳児）を行う。また、保育園等年長児・小中学生を対象
にフッ化物洗口を実施し、子どもの歯の健康を守る。

04-01-01
未熟児養育医療給付事
業費

4,002
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方
に対して、その治療に必要な医療費の一部を助成する。

04-01-01 医師確保対策事業費 ● ● 28,088

病院事業等に従事する医師等医療スタッフの招聘活動を
推進する。また、将来、指定医療機関に勤務しようとす
る意志を有する学生に修学資金を貸与し、医師等医療ス
タッフの充実を図る。

04-01-01 地域医療改革推進費 141
平成28年度に策定した「仙北市地域医療計画」の検証等
を行う。

04-01-01
大曲仙北広域市町村圏
組合休日救急医療連携
事業費負担金

● 1,068 休日救急医療連携事業へ負担金を支出する。

04-01-01
大曲仙北広域市町村圏
組合歯科在宅当番医制
事業費負担金

● 202 歯科在宅当番医制事業へ負担金を支出する。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

04-01-01
公的医療機関運営費補
助金

● 6,900

大曲厚生医療センターでは、救急医療・小児医療部門が
不採算となっているほか、医師や看護師不足も深刻と
なっており、これらの維持が病院にとっての大きな負担
となっていることから、運営費の一部を補助し、救急医
療及び小児医療のさらなる充実と医療機能の強化を図
る。

04-01-01
はり、きゅう等施術費
助成金

160

市民の健康保持と福祉の増進を図るため施術費の一部を
助成する。
【事業内容】施術費一部助成
【助 成 額】 1施術当り800円、6回限度
【対 象 者】 満年齢50歳以上

04-01-01
がん患者補正具購入費
補助金

● 800
がん患者の就労や社会参加を支援するため、補正具購入
費に対して助成する。

04-01-02 予防事業費 46,767

予防接種法に基づき、定期及び臨時の予防接種を行い、
住民の健康を増進する。
【定期予防接種】
　ＢＣＧ、百日咳、ジフテリア、破傷風、ポリオ、麻し
ん、風しん、ヒブ
　小児肺炎球菌、高齢者肺炎球菌、インフルエンザ(65歳
以上)のワクチン接種
【任意予防接種】
　風しん…妊婦が健康な赤ちゃんを出産することを目的
として実施する。

04-01-02 健康増進事業費 ● 40,095

市民の健康増進のための事業を行う。
【事業内容】
健康教育費…病態別集団健康教育事業、食生活改善推進
事業
訪問指導費…受診勧奨等訪問指導事業
健康相談費…健康相談事業
健康診査費…集団健診事業、医療機関健診事業、後期高
齢者歯科健診

04-01-02 大腸がん予防事業費 ● ● 7,407
大腸がん検診研究事業の新規受付は平成28年度で終了し
たが、10年間の追跡調査を実施するとともに、2年目以降
研究参加者の受診率向上に努める。

04-01-02
温泉プール活用促進事
業費

● ● 2,033
働き盛りを対象とした健康増進事業として、クリオン温
泉プールを活用して「メタボ予防教室」と「リフレッ
シュ教室」を開催する。

04-01-03 浄化槽設置整備事業費 24,158

社会資本整備の促進と安全・安心で潤いある生活環境の
改善、河川等の水質改善のため、浄化槽整備を行う。
【事業内容】 循環型社会形成推進交付金（個人設置型）
の活用
　補助分：5人槽 10基　7人槽 30基
　単独分：5人槽　5基　7人槽  6基

04-01-03 不法投棄監視費 ● 461
不法投棄監視のため監視員を配置する。また不法投棄看
板を設置する。

04-04-01 廃棄物減量化対策費 ● 562
資源ごみ収集等廃棄物減量に取り組むため、廃棄物減量
等推進審議会を開催する。

04-04-01
大曲仙北広域市町村圏
組合廃棄物処理広域化
負担金

● 2,038
平成31年度から移行となる廃棄物処理広域化に向けた準
備室運営経費を負担する。

04-04-02 塵芥処理費 ● 171,811
家庭ごみの収集運搬及び市内3箇所の一般廃棄物 終処分
場の管理運営及び維持補修を実施する。

04-04-03 し尿処理場管理運営費 ● 166,792
汚泥再生処理センターの管理運営及び維持補修を実施す
る。

04-04-03 ごみ処理場管理運営費 ● 292,790
ごみ処理施設、リサイクル設備及び小動物の焼却等の設
備の管理運営及び維持補修を実施する。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

04-04-03
ごみ処理施設基幹的設
備改良事業費

● 159,716
ごみ処理施設の長寿命化及び地球温暖化防止のための二
酸化炭素排出抑制を目的に基幹的設備改良工事を実施す
る。

05-01-01 出稼対策費 609
出稼労働者の安全な就労を支援するため、単独事業とし
て検診事業等を実施する。

05-01-01
就職支援・職場定着対
策事業費

● ● 275
若者や新規就業者の職場定着を目的とした勤労者対策及
び就労支援として就職面接講座や早期離職対策講座を開
催する。

05-01-01
スキルアップ事業費補
助金

● ● ● 800

①勤労者対策事業費補助金
　市内中小企業等の従業員が受講する講習会・研修会経
費への助成（企業に対する助成）
【助成額】　1人あたり上限2万円（1/3以内）
　　　　　※雇用から3年以内の場合
　　　　　　1人あたり上限5万円（1/2以内）

②雇用対策事業費補助金
　市内に住所を要する求職者が受講する講習会・研修会
経費及び資格取得経費への助成
【助成額】　上限2万円（1/3以内）

③職業訓練事業費補助金
県内の職業訓練法人が主催する講習会・研修会参加経費
への助成
【助成額】　全額補助

05-01-01 雇用創出助成金 ● ● 8,650

①雇用創出助成金
　新規に労働者を雇用する一定の要件を満たした事業所
に雇用助成を行い、雇用の場の確保と、雇用機会の拡大
を図る。
【助成期間】 平成29年4月1日～平成30年3月31日
【助 成 額】 一般15万円・新卒30万円
【助成要件（事業者要件）】
・市内に事業所を要すること。
・雇用保険・社会保険に加入している事業者であるこ
と。
・新規雇用の前6か月に、事業主都合による離職者がいな
いこと。
・市税完納事業者であること。
・市内在住であり、65歳未満であること。

②被雇用者就職祝い金
【助成額】　一般5万円・新卒10万円

06-01-02
農業経営基盤強化資金
利子助成金

● 794
農業経営基盤強化資金償還金に係る利子分について助成
する。

06-01-03
水田農業構造改革対策
推進費

● 142
水田農業構造改革対策に係る生産調整確認事務等を実施
する。

06-01-03
中山間地域等直接支払
事業費

11,369

農業生産上、条件が不利となる中山間地域において、荒
廃が懸念される農地を対象として、共同取組活動を推進
し、耕作放棄地の抑制や多面的機能を確保する。
【集落協定数】 田沢湖7　西木3　角館3

06-01-03
グリーンツーリズム推
進事業費

● ● 1,527

仙北市の豊富な農山村の地域資源を活用し、農村周遊型
イベントの開催や農家民宿・農家レストラン・各種体験
等の受入基盤を整備するとともに体験推進協議会ＨＰを
開設し、農山村地域における賑わい創出を図る。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

06-01-03
農業夢プラン型戦略作
目等生産基盤拡大事業
費

● 26,326

仙北市の農業を先導する認定農業者等に対し、秋田県農
林漁業振興臨時対策基金を活用し、米に依存しない複合
経営への転換や農産物加工等による高付加価値化、契約
栽培による経営の多角化などの取り組みを総合的に支援
する。
【事業内容】
　夢プラン実現事業
　新規就農者経営開始支援事業
【補助率】
　県 1/3～1/2以内　市 1/12～1/6

06-01-03 総合産業研究所費 ● ● 3,191

農業政策が大きな転換期を迎えるなか、米一辺倒からの
脱却を図るため地産地消、６次産業化、食育等の推進を
強化する。
【事業内容】
①販路開拓及び拡大
  農産物及び特産品ＰＲ、首都圏でのサンプル試食会、
首都圏販路拡大マッチング事業、大規模直売施設検討事
業
②６次産業化の推進
　女性起業活動応援事業補助金
　伝統野菜復活事業費補助金

06-01-03
経営所得安定対策推進
事業費

9,630
食糧自給率向上を図るための新たな農業政策の推進を図
る。

06-01-03
薬用作物等産地拠点化
支援事業費

● ● 436
国内需要の拡大が見込まれる薬用作物を農業経営に組み
込み、農家の所得向上と経営安定を図るため、生薬製剤
メーカーと連携し薬用作物等産地化を推進する。

06-01-03
仙北市農業大賞表彰事
業費

● 63
生産者の意識高揚及び農林水産業の発展に資するため、
農林水産業の振興に貢献している方を表彰する。

06-01-03
未来農業のフロンティ
ア育成研修費補助金

● ● 1,200
新規就農を目指している若者を対象とし、秋田県農業試
験場等で研修する研修生に助成する。

06-01-03
経営体育成支援事業費
補助金

● 3,925

国庫事業を活用し、新規就農者や経営発展を目指す農業
者など多様な経営体の育成、確保を図るため、必要とな
る農業用機械や施設の導入、土地基盤の整備を支援す
る。
【補助率】 国 3/10以内

06-01-03
農業法人確保・育成事
業費補助金

● ● 1,000
設立初期の農業法人の複合化や多角化に係る活動費用等
に対し支援する。

06-01-03
ほ場整備区域地力増進
作物作付事業費補助金

5,000

ほ場整備事業の実施による表土移動などによる水田地力
の衰えを防止するため、地力増進作物作付及び管理を推
進する。
【補助単価】 1万円/10a

06-01-03
仙北市畑作園芸等振興
事業費補助金

● 4,000

水田を活用した畑作への誘導を図るため、施設園芸用の
機械導入費・施設整備費等へ助成し、園芸作物を取り入
れた複合経営を推進する。平成28年度からはそら豆の種
苗費も助成対象としている。
【補助率】 1/2以内（機械導入費・施設整備費上限50万
円）

06-01-03
農業経営力向上支援事
業費補助金

● ● 800
経営体の安定的な経営発展を目指し、集落営農の組織
化、農業経営の法人化を促進するため、法人経営に必要
となる労務・財務管理の研修等を支援する。

06-01-03
元気な中山間資源を活
かす生産体制整備事業
費補助金

● 36,600

中山間地域の資源を活かした創意あふれる計画を策定
し、水田の畑地化整備や地域農産物の導入並びに６次産
業化の実践に必要な機械、施設等の導入により特色ある
中山間地域農業の展開を図る。
【補助率】 県3/10～1/2　市1/10（園芸用）

06-01-03
機構集積協力金推進事
業費補助金

33,560
土地利用型農業からの経営転換や高齢化などによるリタ
イアなどを契機として、農地中間管理機構を通じた農地
集積や連坦化を進める。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

06-01-03
環境保全型農業直接支
払交付金事業費補助金

2,560

エコファーマー認定された農業者が行う地球温暖化の防
止などの環境保全に効果の高い営農活動に対し助成す
る。
【事業内容】
 29年度申請予定　32ha

06-01-03
新規就農総合支援事業
費補助金

● ● 13,500

基幹的農業従事者が高齢化する中、持続可能な力強い農
業の実現には、青年新規就農者を大幅に増加させる必要
があることから、就農意欲の喚起と就農後の定着を図る
ため、経営安定支援並びに地域のリーダーとなる人を育
成する。
【助成内容】 青年就農給付金1人あたり150万円

06-01-03
地域で学べ！農業技術
研修費補助金

● 900
新規就農を目指している若者を対象とし、大仙市農業振
興情報センターで研修する研修生に助成する。

06-01-03
農業用マルチコプター
操縦技術認定費用補助
金

● ● 260
農業用無人マルチコプターの保有者又は1年以内に保有が
見込まれる者に対して産業用無人ヘリコプターオペレー
ター技能認定証取得費用に助成する。

06-01-03
女性農業者連絡協議会
活動助成補助金

● ● 100
農業分野において女性が活躍しやすい環境整備の充実を
図るため、女性農業者で組織する連絡協議会活動費に助
成する。

06-01-04
畜産環境総合整備事業
費

● 203,327
国の畜産環境総合整備事業により堆肥処理場を建設す
る。
【事業期間】 平成27年度～平成29年度

06-01-04 家畜導入事業費補助金 ● 7,150
家畜市場等からの育種価評価に基づく発育・資質ともに
優れた育成子畜の導入に対して助成する。

06-01-04
認定牛改良推進事業費
補助金

1,255
市内の高能力牛の改良を推進し、その産子を市内に留め
るため、改良費用について助成し、畜産農家の所得向上
を図る。

06-01-05
農地集積加速化基盤整
備事業費

● 83,857

西木町潟野十二峠地区・田沢湖生保内南地区・田沢湖神
代地区・西木八津鎌足地区の農地集積加速化基盤整備事
業及び角館中川地区県単調査費に対して負担する。
【事業内容】
 潟野十二峠【受益面積】 27.3ha 【採択】 平成26年度
 生保内南　【受益面積】111.0ha 【採択】 平成28年度

06-01-05
多面的機能支払交付金
事業費

● 161,513

農地・農業用施設の保全や地域環境の保全、地域コミュ
ニティの活性化を推進するため、共同活動への支援を実
施し、地域全体の保全管理の取組み強化を図る。
【事業期間】 平成26年度～平成30年度
【事業内容】 対象51組織

06-01-05
田沢二期地区水利用高
度化推進事業費負担金

821
田沢二期地区内の農業水利施設保全合理化事業に対して
負担する。平成31年度までの予定。

06-01-05
秋田県水土里情報利用
団体連絡協議会負担金

222
効果的な作付け計画、農地の利用集積、耕作放棄地の再
生、水利施設の保全管理等の業務において、水土里地図
情報を共有し、地域社会の貢献を図る。

06-01-05
ため池等整備事業費負
担金

● 1,880
角館町館下頭首工・田沢湖梅沢岡崎地区ため池の老朽化
に伴い施設の整備を図る。

06-01-05
小土地改良事業費補助
金

950
地元組織が行う土地改良工事及び災害対策関連排水路工
事に対し助成する。（工事費30万円～上限500万円）
【補助率】 30％（災害関連は50％）

06-01-05
農業用施設等災害管理
対策事業費補助金

● 750
雲然土地改良区が実施する水路への転落防止等の被害防
止対策に係る施設整備事業に助成する。
【補助率】　15％

06-02-01 有害鳥獣駆除事業費 2,606
鳥獣被害防止特別措置法に基づく「鳥獣被害対策実施
隊」による有害鳥獣駆除を実施する。

06-02-02
高能率生産団地路網整
備事業費

● 5,000

基幹林業専用道路網を整備し、主伐・間伐時の低コスト
化を図るとともに、林業生産体制の確立を図る。
【事業内容】 林業専用道鹿ノ作線　平成23年度～
【負担割合】 国1/2　県1/3　市1/6
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総合
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総合
戦略

予算額 事業の説明

06-02-02 林道維持補修費 ● 24,017

市管理の林道について、路面洗掘の補修、排水施設の土
砂除去等を行い良好な維持管理に努める。また、「林野
庁インフラ長寿命化計画」に基づく「林道施設に係る個
別施設計画」策定のための橋りょう調査を実施する。

06-02-02 作業道維持補修費 1,398 作業道坂本線潜水橋改良工事を実施する。

06-02-02 市有林造林保育費 1,507

①山地の保全と資産価値の増加を目的に、市造林地の秋
田スギの保育並びに活用を図る。
【事業内容】 間伐　西木町坂本　11.38ha
②第51回秋田県植樹祭会場地内の植栽木保育及び景観維
持を図るため下刈りを実施する。

06-02-02
森林整備地域活動支援
交付金事業費

● 900
施業の集約化を図り、間伐の実施を促進する。
【計画面積】 30ha

06-02-02 森林病害虫防除事業費 649

市内の高度公益機能森林及び地区保全森林内で松くい虫
が確認された場合に伐倒駆除を実施する。また、市内で
も発生が確認されているナラ枯れの伐倒駆除を実施す
る。

06-02-02
ふれあいの森整備事業
費

● 4,205
田沢湖梅沢集落から借り受け造成した「いこいの森」に
ついて、「秋田県水と緑の森づくり税事業」により再整
備する。

06-02-02
森林総合研究所造林保
育費

1,000 森林総合研究所契約地の間伐を行う。

06-02-02 局所防災事業費 9,689
県局所防災事業により、山腹崩壊の恐れのある刺巻地区
の治山工事を実施する。

06-02-02
秋田林業大学校研修費
補助金

● ● 119
地域を支える若き林業技術者の育成に寄与するため、
「秋田林業大学校」の研修生に対し助成する。

07-01-02
産業プラットホーム形
成事業費

545

企業誘致の推進や市内企業の振興を図るため、産業振興
推進委員会を開催する。また、秋田県企業誘致推進協議
会と連携し、首都圏・中京地区等で実施する企業誘致イ
ベントで誘致活動を行う。

07-01-02 特産物販売促進対策費 ● ● 1,181
首都圏等で開催される物産展において販売促進活動や宣
伝活動を行うなど、特産品振興全般に資する事業を実施
する。

07-01-02
せんぼくふるさとマイ
スター事業費

83

国や法令による技術者認定制度以外で、市長が必要と認
める分野において、自らの技術や地域の素材を駆使し
て、社会に役立つことや生活に役立つ物を生み出す技能
者を「せんぼくふるさとマイスター」に認定し、賞賜す
るとともに、技能・技術の継承や後継者育成などの活動
を支援することで、人の交流を促し、地域の活性化と物
を作る心を啓発する。

07-01-02 企業誘致対策事業費 ● 778
西木・田沢湖工業団地の維持管理及び企業誘致活動を実
施する。

07-01-02 仙北市商工会補助金 ● ● 14,070

消費者ニーズの多様化や経済圏の広域化等により、地域
小規模事業者の指導や地域の活性化を担う組織として、
商工会の役割はますます重要度を増していることから、
商工業をめぐる地域の諸課題の解決、一層の活性化を図
るため支援を行う。

07-01-02
空き店舗等利活用事業
費補助金

● ● 610

市内の空き店舗を解消し、賑わいのある商店街づくりの
推進と中小小売業の振興に寄与するため、空き店舗利活
用者に対し賃借料の一部を助成する。
【補助額】 1年目　賃借料の2/5以内で、月額8万円限度
　　　　　 2年目　賃借料の1/5以内で、月額4万円限度

07-01-02
中小企業活性化支援事
業費補助金

● ● 10,000

市内中小企業の起業、新分野進出、事業拡張に係る施設
整備、機械購入費に対し助成する。
【補助額】
　起業、新分野進出、事業拡張とも補助対象事業費の原
則20％以内、100万円限度（対象事業費50万円以上）
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款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

07-01-02
近未来技術活用による
夢のまち産業育成費補
助金

● ● ● 2,000

近未来技術実証特区として推奨するドローン産業等によ
る起業、新分野参入及び事業拡張を図る中小企業等に対
して助成する。
【補助額】補助対象事業費の1/3以内、100万円限度

07-01-02
仙北市中小企業災害復
旧資金利子補給金

4,067

秋田県中小企業振興資金のうち中小企業災害復旧資金特
別枠の融資を受けた市内中小企業者に対し、融資利率
1.5％のうち、0.5％を市が10年間補給し、中小企業者の
金利負担と、本市経済への影響を軽減する。
【利子補給期間】 平成23年4月1日～平成33年3月31日

07-01-02 企業立地奨励金 ● ● 15,108

企業立地促進条例第5条による奨励金を交付する。
【対象件数】 4件
固定資産税相当額奨励金　3件
(10年間交付の4年目1件、6年目1件、5年間交付の5年目1件)

借地助成金
(5年間交付の5年目1件)

07-01-03 観光宣伝費 ● ● 10,572

平成15年の658万人をピークに減少している観光客数を取
り戻すため、関係機関等と連携を図りながら観光ＰＲに
努める事業を展開する。また、これまで実施している各
観光協会との連携事業で好評を得ているおもてなし事業
も継続する。

07-01-03 観光施設整備事業費 ● 18,650

玉川温泉地歩道改修、駒ヶ岳登山道改修設計、抱返り渓
谷歩道散策道改修工事等の県事業費に対する仙北市分の
負担金のほか、潟尻公衆トイレを移転し新たに整備す
る。

07-01-03 教育旅行支援事業費 ● ● 693
北海道、宮城県を中心に教育旅行の積極的な誘致を継続
するとともに、教育旅行受入団体等と連携して受入体制
の充実を図る。

07-01-03
国際観光宣伝・誘客事
業費

● ● 4,518

秋田県に来られる外国人観光客のほとんどが仙北市を訪
れていることから、市内観光団体と連携し、海外誘客事
業を行っていくとともに外国語版観光ガイドマップの増
刷など、受入体制の強化を継続する。また、タイ旅行博
覧会や首都圏で開催されるトラベル＆マートへの参加を
通じ、タイ及び台湾等へのＰＲ及び東アジア地域からの
訪日者に対する仙北市への観光誘致を実施する。

07-01-03
がんばれ合宿応援事業
費

1,302

仙北市内の宿泊施設を利用してスポーツ合宿・ゼミ等を
行う中学校・高校・短大・大学の団体に対し、宿泊費を
助成する。
【補助要件】 一泊につき2千円を補助する。
【限 度 額】 限度額　15万円

07-01-03
台湾修学旅行誘致促進
事業費

1,531

秋・冬季を中心に台湾からの修学旅行を誘致し、国内修
学旅行閑散期における賑わいの創出を図るため、現地で
の誘致活動の実施とともに、台湾側でニーズの高いホー
ムステイ（農家民宿泊）やスキー体験、学校間交流など
の活動を支援する。

07-01-03
観光アクセス推進事業
費

● ● 2,253

観光拠点を結ぶ２次アクセス等の公共交通の利便性の充
実を図り、自然環境や観光資源を 大限に活かし交流人
口の拡大を目指すため、松葉駅から田沢湖までの乗合タ
クシーの運行及び抱返り紅葉祭期間のバス運行を実施す
る。

07-01-03 青少年国際交流事業費 ● ● 2,439

平成27年度に姉妹校締結した角館高等学校と、国立台湾
師範大学附属高級中学との交流事業等を実施する。ま
た、海外からの研修等の受入の際に市内の児童生徒との
交流を支援する。

07-01-03
みちのく三大桜名所プ
ロモーション強化事業
費（観光復興交付金）

● ● ● 2,300
日本を代表する桜の名所である北上市、弘前市と連携し
て海外向けのプロモーションを強化する。

07-01-03
インバウンド横軸連携
受入整備事業費（観光
復興交付金）

● ● ● 17,183
秋田市、男鹿市、大仙市と連携して2次アクセス整備に向
けて進めるほか、市内2次アクセス実証実験及び市内観光
施設における外国語表記対応調査を実施する。
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07-01-03
インバウンドサイクリ
ングコース活用事業費
（観光復興交付金）

● ● ● 13,086
大仙市、美郷町と連携して外国人誘客を図るため、海外
エージェント向けにサイクリングコースのＰＲ活動等を
実施する。

07-01-03
角館祭りのやま行事公
開展示事業費

● 155
角館祭りのやま行事で使用される曳山の通年展示につい
て検討する。

07-01-03
秋田の観光創生推進会
議負担金

1,078

市町村や観光関係者とJRが連携し開催した「秋田デス
ティネーションキャンペーン」の成果や課題を踏まえ、
平成27年度以降も官民が一体となった誘客宣伝活動や受
入態勢整備を推進する秋田の観光創生推進会議の事業経
費を負担する。
【実施期間】 平成27年度～平成29年度

07-01-03
田沢湖・角館観光連盟
補助金

● ● 25,589

仙北市3地区の観光協会運営費補助金及び連盟補助金によ
り、地域一体となったＰＲ活動及び受入態勢の強化を図
る。平成29年度は観光連盟によるWi-Fi設置店舗の拡大を
図る。

07-01-03
アジア太平洋国際温泉
会議開催費補助金

● 3,000 アジア太平洋国際温泉会議開催費に対して助成する。

07-01-03
台湾姉妹湖３０周年記
念行事開催費補助金

● 2,000 台湾姉妹湖３０周年記念行事開催費に対して助成する。

07-01-04 樺細工振興費 ● ● 2,166
国の伝統的工芸品である樺細工の原皮安定確保のための
山桜植栽保育に関する事業や、販路拡大活動により樺細
工振興を図る。

07-01-04
伝統工芸樺細工技能後
継者育成事業費

● ● 960

伝統工芸品「樺細工」を継承し、発展させるため、その
技能の習得と就業を希望する後継者の育成支援として、
指導者に対し5年間育成資金を交付する。
【交付額】 1～3年目 月額8万　4～5年目 月額5万円

07-01-04
茶文化交流協議会負担
金

● ● 200

「茶文化」をキーワードに、仙北市、静岡県掛川市、岐
阜県多治見市、岩手県奥州市の4市が連携し、お茶に関連
するそれぞれの特産品や伝統工芸品のＰＲと消費拡大を
図る。

07-01-04
伝統工芸品等振興支援
事業費補助金

● ● 1,500
市内の伝統工芸品等を振興するため、秋田県伝統工芸品
等振興補助金を活用し事業を実施する。
【補助率】 県2/3　市1/3

08-02-01
雪寒地域建設機械整備
費

34,000

冬期間の市民の通勤・通学路の確保と安全を守るため、
除雪機械を更新し、作業効率の充実を図る。
【事業内容】 除雪ドーザ 1台
【配 置 先】 角館地区
【補 助 率】 国 2/3

08-02-02 道路維持補修費 ● ● 34,811 市道の適正な維持管理を行うため、維持補修を行う。

08-02-02 冬期交通対策費 363,816 市道等の除排雪により冬期間の適正な交通を確保する。

08-02-02
安心・安全道路維持整
備費

5,320
市道において市民・観光客等の歩行者の方々が、安心で
安全に散歩又は散策ができるように修繕等を行う。

08-02-02
市民参加型インフラ維
持整備費

● 1,800
市民が参加し地域のインフラ整備を行う場合、必要な資
材を支給し、その支援を行う。

08-02-03 道路新設改良費 ● 484,379

道路改良により交通基盤を整備し、歩行者や交通量に配
慮した安全・安心な市道の整備を進める。
【事業内容】 道路改良・舗装、流雪溝整備等
【実施事業】
　社会資本整備総合交付金事業費　3億7,457万9千円
　臨時地方道整備事業費　　　　  　 　 6,280万円
　辺地対策事業費               　　 　3,000万円
　過疎対策事業費               　　 　1,700万円

08-02-03
田沢湖一般廃棄物 終
処分場搬入路整備事業
費

● 20,000 向生保内線道路改良工事を実施する。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

08-02-04 橋りょう維持補修費 ● 1,800
橋りょうの適正な維持管理を行うため、維持補修を行
う。

08-03-03 河川改良事業費 25,300

市民が安全・安心に暮らすことができるよう、市管理河
川の改修等で水害による被害を未然に防止するための整
備を行う。
【実施箇所】
　河川改修（鰍瀬川、久保川、刺巻沢川、大橋川ほか）

08-03-03 排水対策事業費 28,400
降雨時の冠水防止のための排水対策工事を行う。
【実施箇所】 供養佛沢ほか

08-04-01 都市計画審議会費 ● 122 都市計画審議会を運営する。

08-04-01 景観形成推進事業費 ● 151 仙北市景観審議会を運営する。

08-04-04 公園維持管理費 ● 21,748

角館地区にある桧木内川桜並木公園及び古城山公園、花
場山公園、丸山公園、岩瀬児童公園、駅東公園並びに立
町ポケットパークを維持管理する。また、平成29年度は
公園台帳の整備を実施する。

08-04-04 落合球場整備事業費 ● ● 19,743
落合公園運動施設改修調査基本設計及び落合運動公園給
水管引込工事を実施する。

08-05-01 市営住宅管理運営費 ● 21,751 市内12の市営住宅を維持管理する。

08-05-01
住宅リフォーム促進事
業費補助金

● ● 15,000

市内の住宅改善の促進、市民生活の向上及び地域経済の
活性化を図るため、自己の居住の用に供する住宅の増改
築・リフォーム工事を市内の事業所に発注し、50万円以
上の経費を要した場合一定の助成を行う。

09-01-02
自主防災組織育成事業
費

● 969
自主防災組織の活動支援として推進事業費を助成し、自
主防災組織率の向上及び組織の育成を図る。

09-01-02
消防団員家族慰労金支
給事業費

1,404
20年以上勤務して退職した団員の家族に、当該団員に給
付された退職報償金を基礎として算出した金額の慰労金
を支給する。

09-01-03 消防施設維持管理費 ● 10,606
消防施設資機材（積載車・ポンプ庫等）の適正な維持管
理を行う。

09-01-03 消防施設整備事業費 ● 61,193

市民の安全・安心を守るため、消防施設整備の更新、増
強を図り、迅速な消防活動体制の確立を図る。
【平成29年度購入備品】
　小型消防ポンプ付積載車 2台
　消防資機材運搬車 2台
　ジェットシューター 50基
　ＦＲＰホース格納箱 5箱

09-01-05
災害対策総務費のうち
コンビニエンスストア
へのＡＥＤ設置費

● 4,465
市内にあるコンビニエンスストアにＡＥＤを設置し、緊
急時の救護体制強化を図る。

09-01-05
防災行政無線維持管理
費

7,728 災害時の通信を確保し、迅速的確な応急対応を行う。

09-01-05 危険空き家対策費 ● 2,997
市内で増加する空き家対策として、地域の活性化と市民
の安全・安心の向上を図るため、危険老朽空き家を解体
する際の支援を行う。

09-01-05 防災の集い開催事業費 ● 157
防災啓発を図るため仙北市防災週間において防災車両の
展示等イベント（防災フェア）を開催し、市民に対し備
えの充実強化を呼びかける。

09-01-05
仙北市総合防災訓練事
業費

● 700
秋田県消防協会大仙仙北美郷支部との共催により総合防
災訓練を開催する。

10-01-03
特別支援教育就学奨励
費

1,688

仙北市立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児
童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、世帯
の収入状況に応じ、支給項目にかかる経費の一部を助成
する。

10-01-03 育英奨学基金繰出金 ● ● 6,500
ゲットバック推進仙北市育英奨学資金補助事業により償
還免除となった奨学資金分について繰り出す。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

10-01-05
ＪＦＡ夢先生招聘事業
費

950

ＪＦＡ(日本サッカー協会）が、日本や世界で活躍するア
スリートを学校に派遣し、児童生徒に夢に関する授業を
実施する。小学校高学年を対象に、日本や世界で活躍す
るアスリート本人による夢の授業を受ける機会を提供す
る。

10-01-05
情報モラル教育推進事
業費

140

携帯電話やパソコンのメール、掲示板等の生徒の利用の
増加に伴い、トラブルに巻き込まれる事案や個人情報流
出などの事案が増加していることから、市内中学校にお
いて、生徒及び保護者に対する情報モラル教育の推進を
図る。

10-01-05
情報学習支援員派遣事
業費

1,713
学校ホームページ作成、パソコン学習補助、ＩＣＴ学習
の推進のため、非常勤職員を配置し各学校へ派遣する。

10-01-05
学校適正配置研究検討
事業費

471
学校適正配置検討委員会からの提言内容について住民説
明会を行う。また、具体的な適正配置計画について検討
委員会を開催する。

10-01-05
ドローン学習研究事業
費

● ● 2,310
小学校におけるドローンを用いたロボットプログラミン
グ学習の実践研究を推進するためにドローン等の教材を
配置する。

10-02-01
特別支援教育支援員派
遣事業費

● 40,633
学校生活や学習活動上の支援を目的として、障害等によ
り特別な教育的支援を必要とする児童に対し、各小学校
へ特別支援教育支援員を派遣する。

10-02-01
複式学級指導支援員派
遣事業費

6,051
複式授業を解消するため、非常勤講師（支援員）を派遣
する。

10-02-02
教育コンピューター推
進事業費

● 39,036
市内各小学校において、コンピューター授業を実施す
る。

10-02-02
キャリア教育・ふるさ
と学習支援事業費

● ● 1,887

子どもたち一人一人の勤労観・職業観を育て、将来、子
どもたちが社会人として自立できる意欲・態度や能力を
育てるとともに、地域の人々の暮らし、伝統と文化など
地域の学校の特色に応じた事業を推進する（小学校）。

10-03-01
特別支援教育支援員派
遣事業費

● 10,537
学校生活や学習活動上の支援を目的として、障害等によ
り特別な教育的支援を必要とする生徒に対し、各中学校
へ特別支援教育支援員を派遣する。

10-03-02
教育コンピューター推
進事業費

● 21,089
市内各中学校において、コンピューター授業を実施す
る。

10-03-02
キャリア教育・ふるさ
と学習支援事業費

● ● 1,632

子どもたち一人一人の勤労観・職業観を育て、将来、子
どもたちが社会人として自立できる意欲・態度や能力を
育てるとともに、地域の人々の暮らし、伝統と文化など
地域の学校の特色に応じた事業を推進する（中学校）。

10-05-01
花いっぱい運動推進事
業費

● 5,194

国道105号沿い道路花壇（西木町堂村～西荒井間片側4.6
㎞ 総延長9.2㎞）にマリーゴールドの花苗の植栽を実施
するとともに、地域に植栽を希望する集落・団体等へ苗
の配布を行う。また、花を活かした豊かで潤いのある街
づくりを目指し、花壇作りをしている個人や団体、企業
などを対象とした「花のある街づくりコンクール」を引
き続き開催する。

10-05-01
せんぼくアートプロ
ジェクト推進費

● ● 993
市内のアーティスト等が自身のネットワークを活用し、
自主的に市民を巻き込んで行う創作活動や発表・展示等
のイベントに支援する。

10-05-02 公民館活動推進事業費 ● 3,875
多様化する住民ニーズに応じた生涯学習の機会と情報交
換の場を提供し、自発的な学習活動への取組を支援す
る。（田沢湖・角館・西木公民館）

10-05-02 仙北市文化祭補助金 ● 340
仙北市文化祭実行委員会へ助成する。（田沢湖･角館･西
木の3地区での開催）

10-05-03
図書館サービス拡充事
業費

● 4,567

地域における文教施設の重要拠点として一層の市民サー
ビス向上に資するため、司書の資格を有する補助職員を
配置し、専門性に優れたレファレンスや多様な事業を展
開する。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

10-05-04
武家屋敷公開管理事業
費

9,959

「角館の武家屋敷」として文化財の公開は、幕末期の生
きた教材として第一級の価値を有するものであることか
ら、多くの方々に訪れていただくとともに、郷土の財
産・誇りとして子どもたちにも伝えていく。

10-05-04
旧石黒（恵）家公開事
業費

4,184

武家屋敷群の新たな伝統的建造物（文化財）として、平
成22年度から公開されており、伝統文化の継承、時代を
担う子どもたちの学習の場、行政研修の場として活用を
図る。

10-05-04 桜保護管理費 ● 5,656
仙北市の花「桜」について樹木医からの指導を受け適切
な保存と管理を行う。　また、「名勝檜木内川堤（サク
ラ）」周辺にある桜並木の整備を行う。

10-05-04
重要伝統的建造物群保
存地区保存整備事業費

● 34,853
文化庁調査官の現地指導に基づき、重要伝統的建造物群
保存地区保存整備事業を実施する。

10-05-04
伝建群防災施設整備事
業費

● 17,616
平成26年度に完成した実施設計書により、伝建群防災施
設の工事を行う。

10-05-04 弘道書院復元事業費 ● 321
平成28年度に刊行した弘道書院発掘調査報告書を基に、
復元計画案策定に係る検討委員会を開催する。

10-05-04
火除け地復元調査事業
費

● ● 246 火除け地復元に係る調査検討委員会を開催する。

10-05-05 学習資料整備費 ● 4,764
誰もが自由に楽しく利用できて必要な情報・知識が得ら
れる環境づくりに努めるとともに、利用者のニーズに応
じた資料の充実を図る。

10-05-05 学校図書館支援事業費 ● 4,553

学校図書館支援員が市内小・中学校12校を定期的に訪問
し、寄贈図書等のデータ入力、図書の発注、整理、書架
整理、配架デザイン、サインの作成、図書室内の環境整
備に係る作業を行う。また、横断検索により、相互貸借
が発生した場合は本の物流も行う。

10-05-05
子ども読書活動推進事
業費

● ● 2,884
仙北市内小・中学校の学校図書室向けの本を購入配備
し、子どもの読書活動を推進する。また、公立図書館が
学校図書室と連携して子どもの読書や学習支援を行う。

10-06-01
総合型地域スポーツク
ラブ育成事業費

● 36
市内総合型地域スポーツクラブの情報交換・意見交換の
場として調査検討委員会を開催する。

10-06-01 チャレンジデー事業費 297

毎年5月 終水曜日の午前0時から午後9時までの間に、継
続して15分以上の運動やスポーツ等の身体活動を行った
住民の参加率を競い合うスポーツイベントを通じ、市民
の「健康づくり」や「生涯スポーツ」を通じて交流を図
る。

10-06-01
高齢者と小学生のス
ポーツ交流事業費

110
地域で子どもたちを育む事業と高齢者の健康・生きがい
づくり事業として、市内の各小学校で地域の高齢者と小
学生が、ニュースポーツを通じて交流を図る。

10-06-01
2020仙北市スポーツ文
化交流事業費

● 1,131
2020年東京オリンピック・パラリンピックのホストタウ
ン事業を活用し、タイ王国とカヌー競技を主軸としたス
ポーツ・文化交流を推進する。

10-06-01
アスリート合宿誘致事
業費

● ● ● 1,133

仙北市内の宿泊施設を利用したアスリートのスポーツ合
宿に対して宿泊費を助成する。
【限度額】 スポーツ団体 　　　15万円
　　　　　 トップスポーツ団体 20万円

10-06-01
ジュニアキャンプ開催
事業費

● ● ● 500
モーグル競技のジュニア世代の育成を図るため、県内小
中学生を対象としたキャンプを開催する。

10-06-01
総合型地域スポーツク
ラブ事業実施補助金

● 2,320
地域における運動・スポーツ活動の拠点であり地域住民
の交流の場となる、総合型地域スポーツクラブを育成す
る。

10-06-01
ＦＩＳモーグルワール
ドカップ開催事業費負
担金

27,500
たざわ湖スキー場で開催されるワールドカップフリース
タイルスキー・モーグル大会組織委員会に対し補助す
る。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額 事業の説明

10-06-02
仙北市総合体育館建設
事業費

● ● 5,420 総合体育館建設基本計画を作成する。

10-06-03
総合給食センター建設
事業費

● 198 総合給食センター建設に係る検討委員会を開催する。

下水道
02-01-01

公共下水道事業費 ● 54,250

社会資本整備の促進と安全・安心で潤いある生活環境の
改善、河川等の水質保全のため、下水道整備を行う。
【事業内容】
　角館町西田地区管渠工事
　角館町小倉前地区管渠工事

下水道
集落排水
浄化槽
02-01-01
02-02-01

公営企業会計適用事業
費

● ● 58,054

平成32年度より下水道事業、集落排水事業、浄化槽事業
の3会計について公営企業会計を適用することとなるた
め、基礎調査及び資産台帳作成に着手する。
【事業期間】　平成29年度～平成31年度

国保事業
08-01-01

特定健康診査等事業費 17,030

生活習慣病の予防のため特定健康診査を実施するととも
に、健診結果で指摘を受けた国民健康保険被保険者への
保健指導、栄養指導を行うほか、医療機関での個別受診
も実施する。
【事業内容】
　特定健康診査、特定保健指導、栄養指導、訪問指導、
健診結果説明会

国保事業
08-02-02

国民健康保険被保険者
人間ドック助成費

● ● 3,185
35歳以上の国民健康保険被保険者が、市の委託する医療
機関において人間ドックを受診した場合、その費用の一
部を助成する。

水道事業
02-01

西明寺地区簡易水道拡
張事業費（神代地区）

● 30,321

西明寺地区簡易水道に隣接する神代地区の一部に西明寺
地区簡易水道を拡張して配水管を整備し、水道未普及地
域の解消を図るとともに、当該地区において良質な水道
水を安定的に供給する。
【事業期間】 平成24年度～平成29年度
【対 象 者】 神代地区　計画給水人口　1,017人
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　１１　平成２９年度の主なイベント・行事予定

№ イベント等名 開催時期 概要

1 浜田謹吾銅像建立30周年記念式典 H29.4.21
➢戊辰の役で援軍として出兵した吾往隊浜田謹吾少年銅像の建
立記念式典等。（長崎県大村市＝姉妹都市）
➢会場：角館町

2
ユネスコ無形文化遺産登録３行事の連携
事業

H29.5下旬
➢５月下旬に開催予定の「これが秋田だ！食と芸能大祭典」
で、ユネスコ登録３行事特設ブースを設置。曳山展示。

3 昔ばなし大学創立25周年記念秋田大会
H29.5.27～
H29.5.28

➢「昔ばなし大学」25周年記念大会を仙北市で開催。
➢会場：思い出の潟分校

4 アジア太平洋国際温泉会議 H29.6.19 ➢アジア太平洋国際温泉会議を仙北市で開催。

5 クニマス未来館 竣工記念式典 H29.7.1 ➢神事、テープカット、記念講演の開催。

6
Coupe du Japon
ＭＴＢ田沢湖大会

H29.7.15～
H29.7.17
（予定）

➢JCF（公益財団法人日本自転車競技連盟）が2015年から新た
に開設したマウンテンバイクの公認全国大会。
➢クロスカントリー競技、ダウンヒル競技
➢会場：田沢湖スキー場

7 ３Ｄプロジェクトシンポジウム H29.7月頃
➢函館市・大館市・仙北市（角館）をつなぐ３Ｄプロジェクト
に関するシンポジウムを開催。
➢会場：角館町

8
ドローンテクニカルチャレンジ
　　　　　　　　　　　　in仙北市

H29.7月頃
➢近未来技術実証特区としてドローン活用の可能性の拡大及び
人材育成を図るため競技会を開催。
➢会場：田沢湖地区

9
2017年秋田国際合気道フェスティバル
第12回国際合気道競技大会

H29.8.30～
H29.9.3

➢国際合気道競技大会を開催。
➢会場：田沢湖スポーツセンター

10 第30回全国健康福祉祭あきた大会
H29.9.9～
H29.9.10

➢ねんりんピック秋田2017
➢仙北市で開催される交流大会は「ウォークラリー」
➢会場：角館町

11 第82回日本陸水学会仙北市田沢湖大会
H29.9.28～
H29.10.1

➢日本陸水学会を仙北市で開催。
➢会場：駒ヶ岳グランドホテル

12 ふるさと彩発見～さきがけin仙北市～
H29.9.30～
H29.10.1

➢秋田魁新報社との共催による地域行事とタイアップ事業。
➢会場：田沢湖地区

13 全国京都会議 通常総会 H29.10月上旬
➢全国の京都ゆかりの市町村が連携し広域観光キャンペーンを
実施。総会の開催。
➢会場：角館町

14 電子情報通信学会 研究会
H29.10.19～
H29.10.20

➢電子情報通信学会研究会を仙北市で開催。
➢会場：角館樺細工伝承館

15
田沢湖・澄清湖
姉妹湖締結30周年記念祝賀会

H29.10月下旬
➢田沢湖と台湾の澄清湖の姉妹湖締結30周年。
➢台湾から関係者を招き、仙北市で祝賀行事を行う。

16 三市連携交流提携10周年記念事業 H29.11.11

➢茨城県常陸太田市・秋田市・仙北市連携交流提携10周年記念
事業
➢記念式典、記念交流会、特別展示を茨城県常陸太田市を会場
に開催。

17
2018FISフリースタイルスキーワールド
カップ秋田たざわ湖大会

H30.2月頃

➢2018FISフリースタイルスキーワールドカップ秋田たざわ湖
大会
会場：田沢湖スキー場黒森山コース
競技：モーグル競技、デュアルモーグル競技

※事業主体は市又は実行委員会等

※上記内容は予定であり、今後、変更の可能性もあります。
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