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　１　概要

　２　平成３０年度当初予算の規模

　（１）一般会計　　１９７億８，３００万円

（対前年度当初予算比　９億２，８３０万円増　＋４．９％）

＝参考＝

　・平成２９年度当初予算額　　１８８億５，４７０万円　　（前年度比　△０．８％）

　・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％）

　産業振興対策として、農業夢プラン型戦略作目等生産基盤拡大事業費、産地パワー
アップ事業費補助金、機構集積協力金推進事業費補助金、仙北市堆肥センター管理運
営費、農地集積加速化基盤整備事業費、多面的機能支払交付金事業費。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）、３Ｄ連携を基軸とした交流拡大事業費（観光復興交付金）。地
方創生対策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、人と事業が集
まり育つ未来創生事業費（地方創生推進交付金）、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、地域力ステップアップ事業費。田沢湖再
生への取り組みとして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2020仙北市スポーツ文化交流事業費、ジュニアキャンプ開催事業費を計上。

　平成３０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
革への取り組み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現状復旧等緊急かつ迅速に対応しなけ
ればならない地域要望に迅速に対処するためや、市税をはじめ未収金の解消に向け組織的に
対処するための取り組みを行うほか、多様な農業者や経営体の育成・確保をはじめ農業用マ
ルチコプターを活用した産業振興を図っていく取り組みを進めます。また、引き続き東北観
光復興対策交付金を活用した広域連携によるインバウンド事業に取り組むと共に、仙北市Ｐ
Ｒ動画を作成して多くの媒体を通して情報広告を発信をします。観光宣伝に関しては、組織
統合が図られた田沢湖・角館観光協会と共に連携を図って実施することとしています。一般
会計では、前年度比９億２，８３０万円の増となる１９７億８，３００万円の予算規模と
なっています。
　併せて、国の補正予算に対応し関連事業を実施するための予算を平成２９年度補正予算と
して提案しており、当初予算と共に展開していきます。
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（２）特別会計　　８８億３，６６５万円

（対前年度当初予算比　６億２，１０１万円減　△６．６％）

❏主な増減

 ・集中管理特別会計 人件費の減（△1,315万円）

 ・集落排水事業特別会計 農業集落排水事業費の増（＋1,630万8千円）

 ・国民健康保険特別会計（事業勘定） 国民健康保険制度変更により

後期高齢者支援金の減（△3億6,063万8千円）

高額医療費共同事業拠出金の減（△1億1,944万4千円）

保険財政安定化拠出金の減（△8億2,043万1千円）

国保事業費納付金の増（＋6億6,991万3千円）

 ・介護保険事業特別会計 人件費の減（△980万2千円）

＝参考＝

 ・平成２９年度当初予算額　　  ９４億５，７６６万円　　（前年度比　△１１．７％）

 ・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％）

（３）企業会計　　７０億３，０７７万７千円

（対前年度当初予算比　１億６，２８３万３千円増　＋２．４％）

❏主な増減

 ・病院事業会計 市立角館総合病院企業債償還金（＋2億4,763万4千円）

第３款医療局の廃止（収入△1,000万1千円、支出△400万1千円）

 ・水道事業会計 上水道事業未普及地域解消事業費（卒田地区）（＋3,913万9千円）

＝参考＝

 ・平成２９年度当初予算額　　６８億６, ７９４万４千円　（前年度比　△２４．５％）

 ・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％）
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　３　平成３０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２９年度末残高見込額

・平成３０年度当初予算市債発行見込額

・平成３０年度当初予算元金償還見込額

・平成３０年度末残高見込額

※財政調整基金残高

・平成２８年度末現在高（決算剰余金積立後）

・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（３月補正予算後）

・平成３０年度取崩見込額

・平成３０年度積立見込額

・平成３０年度末見込額（Ｈ３０当初予算後）

4.9

集 中 管 理 特 別 会 計 3,559,019 3,565,889 △ 6,870 △ 0.2

国民健康保険特別会計 (神代診療施設勘定 ) 90,267 96,902

下 水 道 事 業 特 別 会 計 758,744 0.1

△ 17.1

△ 5.0

2.6

6.8

21億5,680万円 　

 19億8,764万4千円

伸び率

18,854,700 928,300

757,801 943

△ 580

△ 6,635

△ 7.5

4.4

△ 14.5

比　較前年度予算額

95,015 6,496

△ 6.9

△ 6.8

7.2

△ 2.0

△ 8.8

3.3

1,136,413 △ 78,744

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ( 事 業 勘 定 ) 3,059,561 3,688,504 △ 628,943

国民健康保険特別会計 (田沢診療施設勘定 ) 23,112 24,332 △ 1,220

介 護 保 険 特 別 会 計 444,655 453,873 △ 9,218

田 沢 財 産 区 特 別 会 計 35,123 34,000 1,123

集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 385,092 375,356 9,736

浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 101,511

会　　計　　名 本年度予算額

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 309,155 288,507 20,648

雲 沢 財 産 区 特 別 会 計 3,411

生 保 内 財 産 区 特 別 会 計 67,000 73,490

水 道 事 業 会 計 1,057,669

病 院 事 業 会 計 5,901,236 5,653,862 247,374

207億4,573万4千円

28億4,212万8千円

11億2,800万円   

1.3

205億7,657万8千円

17億1,452万4千円

10億円          

42万7千円

 7億1,495万1千円

39万6千円

（単位：千円、％）

一 般 会 計 19,783,000

△ 6,490

3,991

温 泉 事 業 会 計 71,872 77,669 △ 5,797

合　　　　　計 35,650,427 35,180,304 470,123
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　４　平成３０年度当初予算の状況　歳入

【歳入の概要】

： 25億5,281万2千円 （前年度比 ＋483万5千円　＋0.2％）

： 86億4,000万円 （前年度比 ＋1億4,000万円　＋1.6 ％）

　国の平成30年度地方財政対策等による推計

： 19億4,990万5千円 （前年度比 ＋2億4,624万4千円　＋14.5％）

： 11億4,561万6千円 （前年度比 ＋8,239万7千円　＋7.7％）

： 14億232万円 （前年度比 ＋3億9,406万3千円　＋39.1％）

　財政調整基金繰入金は1億1,000万円増の10億円。

　ふるさと仙北応援基金繰入金は2,510万円減の4,360万円。

　ふるさと振興基金繰入金は3億1,640万円増の3億3,540万円。

： 21億5,680万円 （前年度比 △3,780万円　△1.7％）市 債

繰 入 金

県 支 出 金

国 庫 支 出 金

1.0 170,000 0.9 34,000

区　　分 本年度予算額

（単位：千円、％）

△ 25.9

比較増減 増減率構成比前年度予算額構成比

皆増

90.0

1.6

133.6

14.5

△ 22.0

39.1

0.9

4.9

20.0

12.9 2,547,977 13.5

４ 配当割交付金

0.2

２ 地方譲与税 204,000

2,800 0.0 1 0.0 2,799 皆増

　過疎対策債、道路橋りょう整備事業債、農業用施設整備事業債などの増、
水道事業会計出資債などの減により全体の減となる。
　うち臨時財政対策債は1億3,000万円減の4億7,000万円。

３ 利子割交付金 2,000 0.0 2,700 0.0 △ 700

１ 市税 2,552,812 4,835

６ 地方消費税交付金 465,000 2.4 450,000 2.4 15,000 3.3

５ 株式等譲渡所得割交付金 1,000 0.0 1 0.0 999

８ 地方特例交付金 5,700 0.0 5,000 0.0 700 14.0

７ 自動車取得税交付金 28,500 0.1 15,000 0.1 13,500

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 8,640,000 43.7 8,500,000 45.1 140,000

12 使用料及び手数料 287,380 1.5 287,212 1.5 168 0.1

11 分担金及び負担金 57,070 0.3 24,430 0.1 32,640

14 県支出金 1,145,616 5.8 1,063,219 5.7 82,397 7.7

13 国庫支出金 1,949,905 9.9 1,703,661 9.0 246,244

16 寄附金 101,940 0.5 101,091 0.5 849 0.8

15 財産収入 28,490 0.1 36,533 0.2 △ 8,043

18 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

17 繰入金 1,402,320 7.1 1,008,257 5.4 394,063

20 市債 2,156,800 10.9 2,194,600 11.7 △ 37,800 △ 1.7

19 諸収入 748,666 3.8 742,017 3.9 6,649

合　　計 19,783,000 100.0 18,854,700 100.0 928,300

　農業夢プラン実現事業費補助金、強い農業づくり交付金事業費補助金、農
地利用最適化交付金、機構集積協力金事業費補助金、障害者自立支援給付費
負担金などの増による。

　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、社会資
本整備総合交付金、障害者自立支援給付費負担金などの増による。

市 税

　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
の減を見込んでいるが、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、入湯税の増及び
収納対策の組織的対応強化により全体として増となる。

地 方 交 付 税
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　５　平成３０年度当初予算の状況　歳出

【歳出の概要】

： 29億9,482万7千円 （前年度比 ＋2,144万円　＋0.7％）

： 35億872万9千円 （前年度比 ＋2億7,683万円　＋8.6％）

： 4億3,468万6千円 （前年度比 △526万3千円　△1.2％）

： 22億5,869万9千円 （前年度比 ＋708万8千円　＋0.3％）

　障害者自立支援給付費の増などによる。

： 26億6,635万円 （前年度比 △2億9,746万6千円　△10.0％）

： 26億4,978万6千円 （前年度比 ＋8億6,688万8千円　＋48.6％）

： 21億4,190万5千円 （前年度比 △4,675万1千円　△2.1％）

　元金361万6千円、利子4,313万5千円の減。

： 2億8,302万6千円 （前年度比 △45万1千円　△0.2％）

　ふるさと振興基金積立金、財政調整基金積立金の減などによる。

： 21億6,154万5千円 （前年度比 △1,964万4千円　△0.9％）

公 債 費

積 立 金

繰 出 金

４ 扶助費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

区　　分

　国民健康保険特別会計神代診療施設勘定繰出金、後期高齢者医療広域連合
負担金の減などによる。

　田沢交流センター運営管理費、むらっこ物産館管理運営費、農村施設管理
運営費の減などによる。

補 助 費 等

普 通 建 設 事 業 費

15.1 2,973,387 15.7 21,440

（単位：千円、％）

2,258,699 11.4 2,251,611 11.9 7,088 0.3

３ 維持補修費 434,686 2.2 439,949 2.3 △ 5,263 △ 1.2

　議場音響施設等改修事業費、ごみ処理施設基幹的設備改良事業費、産地パ
ワーアップ事業費補助金、再災害防止対策事業費の増などによる。

　ごみ処理場管理運営費、し尿処理場管理運営費、公共施設マネジメント事
業費に係る需用費の増等による。

　臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費、第30回全国健康福祉祭あきた
大会開催準備事業費、アジア太平洋国際温泉会議開催費補助金、母子生活支
援施設等入所措置費負担金の減などによる。

0.7

２ 物件費 3,508,729 17.7 3,231,899 17.1 276,830 8.6

１ 人件費 2,994,827

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

△ 10.0

６ 普通建設事業費 2,649,786 13.4 1,782,898 9.4 866,888 48.6

５ 補助費等 2,666,350 13.5 2,963,816 15.7 △ 297,466

0.0

８ 公債費 2,141,905 10.8 2,188,656 11.5 △ 46,751 △ 2.1

７ 災害復旧事業費 3 0.0 3 0.0 0

11.6 △ 19,644 △ 0.9

11 貸付金 400,000 2.0 402,400 2.1 △ 2,400 △ 0.6

12 繰出金 2,161,545 10.9 2,181,189

△ 0.2

10 投資及び出資金 253,444 1.3 124,015 0.7 129,429 104.4

９ 積立金 283,026 1.4 283,477 1.5 △ 451

　職員数の減（△5人）となったものの、制度変更に伴う共済費の増によ
る。

4.9合　　計 19,783,000 100.0 18,854,700 100.0 928,300

△ 4.513 予備費 30,000 0.2 31,400 0.2 △ 1,400

人 件 費
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　６　平成３０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）

※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。

44,951

合　　　計 7,494,365 2,328,955 0 347,937 4,817,073 191,471

保健衛生

112,433 954,664 37,945

小　　　計 1,327,031 50,960 0 145,158 1,130,913

病院事業 1,101,758 34,661 0

予防対策事業 125,788 4,784 0 32,237 88,767 3,528

42,360 1,684

母子保健事業 54,386 9,137 0 127 45,122 1,794

保健衛生事業 45,099 2,378 0 361

337

小　　　計 1,751,920 233,431 0 4,394 1,513,695 60,167

その他 8,485 0 0 0 8,485

7,102 4,261 0 0 2,841 113

後期高齢者医療事業 825,910 84,130 0 0 741,780

国民健康保険事業 317,484 145,040 0 4,394 168,050 6,680

86,353

社会保険

介護保険事業 592,939 0 0 0 592,539 23,552

小　　　計 4,415,414 2,044,564 0 198,385 2,172,465

29,485

国民年金事業

48,903

生活保護事業 648,112 489,414 0 11 158,687 6,308

児童福祉事業 1,900,131 600,067 0 69,760 1,230,304

106,577 4,236

267,244 10,623

障害者福祉事業 1,357,775 948,096 0 26 409,653 16,283

社会福祉

社会福祉事業 273,644 5,786 0 614

高齢者福祉事業 235,752 1,201 0 127,974

191,471

7,494,365

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）’
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　７　平成３０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）

　８　平成３０年度当初予算における交通安全対策特別交付金が充てられる

      経費について

（歳入）

交通安全対策特別交付金 千円

（歳出）

道路交通安全施設整備等に要する経費 千円

（単位：千円）

3,488 3,000道路交通安全施設の整備 3,488

・ 3,488

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
うち交通安全対
策特別交付金

・ 3,000

245

3,688

179,729 3,888 175,841 2,200

311,927 17,141 294,786

143,947 87,600

5,843

20,953 19,572

85

10,013 10,013 10,013

31,791 25,000 6,791

112,600 48,215 600,998

財　源　内　訳

特定財源 一般財源

国・県
支出金

市　債 その他

104,455

88,152 88,1516,233

73

事　　業　　名
当　　初
予 算 額

合　　　計 777,635 15,822

鉱泉源の保護管理施設

94,385

5,843

15,822

・

環境衛生施設の整備

千円777,635・

うち入湯税

635,603 15,822 87,600 41,982 490,199 6,133

104,455
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　９　平成３０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 3,449 3,100

クニマス未来館管理運営費

①学習会講師謝礼
②パンフレット、観覧券印刷経費
③ラジオＣＭ広告料
④建物災害共済保険料

2,109 1,900

クニマス里帰りプロジェクト事業費
①多言語リーフレット作成経費
②田沢湖再生検討委員会経費
③山梨県との子ども交流経費

1,340 1,200

②高齢者が安心に暮らすための事業 3,000 3,000

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 3,000 3,000

③未来を担う子どもたちを育む事業 9,195 9,100

認可保育園等管理費 保育園備品購入費 3,800 3,800

認可保育園等運営費 保育園備品購入費 2,511 2,500

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 15,321 7,600

秋田内陸線通学定期補助金 内陸線定期購入補助経費 1,877 1,800

一般街路総務費 シダレザクラ土壌改良委託 496 400

桜保護管理費
①桜アドバイザー報酬
②サクラ保存管理協議会委員謝礼

1,110 1,100

伝建群防災施設整備事業費 伝建群防災施設整備工事費 11,517 4,000

重要文化財草彅家住宅管理費補助金 重要文化財草彅家管理費補助金経費 321 300

⑤観光を軸とした交流のまちづくり事業 3,994 2,700

観光アクセス推進事業費 観光２次アクセス運行委託 2,790 2,000

ユニバーサルツーリズム促進事業費 ユニバーサルマナー検定受講費 1,204 700

⑥自治体におまかせ 11,329 11,100

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 1,300 1,300

定住対策推進事業費 移住資金助成 1,145 1,100

都市下水路維持補修費 都市下水路防護柵設置工事費 1,955 1,900

ドローン学習研究事業費 教材用ドローン購入費 1,769 1,700

田沢湖図書館図書資料購入費 田沢湖図書館貸出図書購入費 2,160 2,100

学習資料館学習資料整備費 学習資料館貸出図書購入費 3,000 3,000

⑦その他 5,000 5,000

道路改良事業費 市道小倉山校線電柱移設補償経費 5,000 5,000

⑧災害 3,619 2,000

消防施設整備事業費 防火衣購入等経費 2,900 1,600

災害対策総務費 災害用備蓄品購入費 719 400

合　　　　　計 54,907 43,600
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　１０　平成３０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
水沢ロマンスリフト、田沢湖畔イベント広場
整備工事

47,032 47,000

地域運営体活動推進費交付金 各地域運営体に対する交付金 45,000 45,000

秋田内陸縦貫鉄道㈱運営費補助金 秋田内陸縦貫鉄道㈱運営に対する補助金 59,800 59,800

集落集会所建設事業費補助金 集落集会所建設等に対する補助金 1,800 1,800

障がい者支援施設「かわ舟の里角間川」改
築事業費補助金

水交会が開設する施設「かわ舟の里角間川」
建設事業に対する補助金

11,724 11,700

管理運営費 フォレイク空調設備修繕 16,000 16,000

社会資本整備総合交付金事業費
東田鎌川線道路改良工事、流雪溝導水路改良
工事、橋梁補修（赤平橋）、荒屋敷下延線道
路改良工事、神代中央線道路改良工事

254,000 4,900

臨時地方道整備事業費 山谷川崎黒沢線改良工事 9,500 500

都市下水路維持補修費 都市下水路改良工事（溢水対策） 1,069 1,000

市営住宅管理運営費
さくらぎの里改修工事設計委託費、さくらぎ
の里改修工事費

24,601 24,500

大曲仙北広域市町村圏組合消防費負担金 消防庁舎建設事業費負担金 87,276 4,900

再災害防止対策事業費 河川改良、排水対策工事設計委託、工事費 116,550 116,500

総合給食センター建設事業費 総合給食センター建設事業費 8,900 1,800

合　　　　　計 683,252 335,400
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　１１　平成３０年度事業の概要（ふるさとを元気にする取り組み）

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

農地利用最適化交付金
事業費

● ● 20,622
農地の有効利用を図るため、利用状況関係の調整等及び
農業委員等の活動のための支援事業を実施する。

農業夢プラン型戦略作
目等生産基盤拡大事業
費

● 53,405
認定農業者等に対し、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等の取り組みを支援
する。

農業用マルチコプター
操縦技術認定費用補助
金

● ● 1,790
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農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及び機材導入に助成する。

仙北市特別栽培米普及
事業費補助金

● ● 2,200
仙北市堆肥センターの有機肥料を利用し、有機栽培米や
有機野菜等に取り組む農家へ助成し仙北市ブランド化推
進と農業所得の向上に繋げる。

産地パワーアップ事業
費補助金

● ● 30,072
国産農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強
い農業づくりに必要な施設の整備等を支援する。

仙北市堆肥センター管
理運営費

● ● ● 15,980
市内畜産農家から排出される家畜排せつ物を堆肥化処理
をすすめる。

中山間地域区画整理事
業費補助金

● ● 5,000
中山間地域において、ほ場整備事業対象外のほ場で畦畔
除去による区画拡大を図る取組へ補助する。

林地台帳整備事業費 ● ● ● 7,000
森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整
備・公表する林地台帳を整備する。

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

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。

企業立地奨励金 ● ● 11,999
雇用環境整備並びに産業振興を目指し、企業立地を促進
させるための奨励金を交付する。

技能功労者表彰事業費 ● ● ● 176
技能者の社会的、経済的地位の高揚及び技術水準の向上
を図るため、優れた技能を有し業界の発展と技能向上の
促進に貢献した方を表彰する。

国際観光宣伝・誘客事
業費

● ● 6,612

市内観光団体と連携し、海外誘客事業を行っていくと共
に国別に外国語版ガイドブックを作成し、受入態勢の強
化を継続する。また、旅行博への出展し、交流人口の拡
大を図る。

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。

IWATE・AKITA広域連携
インバウンド受入整備
事業費（観光復興交付
金）

● ● ● 11,450
岩手県雫石町と連携し、仙台空港からの2次交通網を整
備し、訪日外国人旅行者の誘客を図る。

デジタルマーケティン
グ事業費

● ● ● 5,000
新たにデジタルマーケティングに取組み、デジタル施策
を活用して高速ＰＤＣＡを実現し、効果のある施策を把
握し最適化を図る。

新・秋田の行事2018開
催費補助金

● 6,896
県内各地の伝統芸能を一堂に会し、文化資源を活用した
交流人口の拡大を図りその魅力を発信する。

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

地域振興事業費 ● ● 6,000
各地域センターにおいて、地域住民の要望や災害の発生
等により緊急に対応すべき事案に迅速に対処する。

消防施設整備事業費 ● 53,868
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。

再災害防止対策事業費 ● ● ● 116,550
何度も災害が発生している箇所について徹底的に強化を
図り、将来にわたって安心して生活できる環境にするた
めの取り組みを実施する。

１．豊かな農林業振興関連事業 

２．創造性ある観光商工業振興関連事業 

３．災害に強いまちづくり関連事業 
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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

生活困窮者自立支援事
業費

● 7,595
生活困窮者の自立促進を図るため、自立相談支援や住居
確保給付金支給等及び自立の支援に関する措置を実施す
る。

福祉医療費 ● ● 222,254
仙北市に住所を有する乳幼児、小・中学生、ひとり親家
庭の児童等の医療費自己負担分を助成する。

誕生祝支給事業費 ● ● 4,212 新生児の誕生を祝うため、祝い金を支給する。

すこやか子育て保育料
助成事業費

● ● 30,425
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助成する。

放課後児童対策事業費 ● ● 63,858
放課後や長期休業中など児童に適切な遊びや生活の場を
提供し、健全育成を図る。

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
た際の支援を行う。

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

情報学習支援員派遣事
業費

1,712
学校ＨＰ作成、パソコン学習補助、ＩＣＴ学習の推進の
ため、非常勤職員を各学校へ派遣する。

ドローン学習研究事業
費

● ● 2,220
小学校での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のドローン等の教材を配置
する。

子ども演劇体験支援事
業

● ● ● 140
演劇を通して子ども達の豊かな表現力、コミュニケー
ション能力の向上に向けた環境作りの一環として、演劇
体験講座を開催する。

佐藤義亮生誕140年記
念事業費

● ● ● 915
新潮社を創設した神楽坂（東京都新宿区）を訪れ「おや
ま囃子」を故郷の心意気として披露し、仙北市と新潮社
記念文学館を紹介する事業を実施する。

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

定住対策推進事業費 ● ● 1,855
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

● ● 9,188
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

● ● 9,700
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

地方創生推進事業費 ● ● 728
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地方版IoT推進ラボ（経産省認定）
等への参加により地方創生推進を図る。

近未来産業育成事業費 ● ● 758
飛行エリアの管理及びドローン産業創出に向けた技術習
得と浸透を図るための講座（操縦士育成講座、近未来技
術の活用を推進するための講習会）を開催する。

人と事業が集まり育つ
未来創生事業費（地方
創生推進交付金）

● ● 4,247

近未来技術を活用した新たな産業づくり支援協議会を運
営し、近未来技術の実生活への普及に取り組む企業を呼
び込み、起業と事業化支援に向けた研修会等の実施す
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

公共施設等マネジメン
ト事業費

● 116,073
公共施設等総合管理計画個別施設計画に基づき、施設の
解体を実施する。

市民意識調査事業費 ● ● ● 330

「第２次仙北市総合計画」及び「仙北市総合戦略」の進
行管理に活用し、政策評価等において市民意識を取り入
れるため、市民を対象としたアンケート調査を実施す
る。

収納推進費 ● ● 13,687
市税をはじめ未収金の解消に向け組織的に対応するため
の取り組みを行う。

総合給食センター建設
事業費

● 27,511
高い衛生水準を備え、安心・安全な給食を提供するため
の総合給食センターを建設するため、実施設計業務を行
う経費。

４．優しさにあふれる福祉・子育て関連事業 

５．個性豊かな教育推進関連事業 

６．ふるさとを元気にする定住関連事業 

７．新たな創造特区関連事業 

８．その他事業 
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　　※再掲　３事業　６億５，３３８万５千円

《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 

６２事業 ７億５，１７７万７千円 （うち新規事業 １１事業 １億６１万３千円） 

 【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 

３０事業 １６億８，１６２万２千円 （うち新規事業 ２事業 １億２，２５５万円） 

 【基本目標２】 生活安全 ～人が輝き安心して暮らせるまち～ ２ 

３８事業 １１億７，２６３万８千円  

 【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 ８億４，０６８万１千円     

 【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 

３２事業 ２億８，３９７万４千円 （うち新規事業 ４事業 １，００９万１千円） 

                                    ※再掲 ２事業 １，１８４万８千円 

 【基本目標５】教育文化 ～個性豊かな心を育むまち～ ５ 

５事業 ３，８３５万４千円  ※再掲 １事業 １５万円     

 【基本目標６】移住定住 ～誇りある暮らしをつなぐまち～ ６ 

８事業 ４，０８６万４千円  ※再掲 １事業 ６６１万２千円  

 【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 

１３事業 ２億９，３３７万８千円 （うち新規事業 ３事業 １，４３７万２千円） 

                                    ※再掲 ２事業 ３７８万２千円 
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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

01-01-01
議場音響施設等改修事
業費

● 31,882
議場の音響設備並びに投票機能対応とカメラ等の映像配
信機能対応システムを備えた設備を整える。

02-01-02 行政連絡員費 1,843
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
公共施設等マネジメン
ト事業費

● 116,073

公共施設等総合管理計画個別施設計画に基づき、施設の
解体を実施する。
 ①角館保健センター
 ②旧にこにこ幼稚園
 ③田沢湖郷土史料館
 ④西長野プール
 ⑤旧角館東小学校プール
 ⑥角館中学校プール
 ⑦旧上桧木内小学校プール
 ⑧田沢湖スキー場建屋

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運用管理する。

02-01-06
情報通信施設管理運営
費

● 12,195
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

● ● 1,778

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 ● ● 1,855
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 ● 1,946

姉妹都市等との友好交流事業を実施する。大村市で開催
される戊辰戦争150周年記念事業に参加する。
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

● ● 472
「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

● ● 1,419
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、
クニマス未来館多言語リーフレットの原稿を作成する。

02-01-06
再生可能エネルギー導
入促進事業費

488
ＥＶ（電気自動車）及びＥＶ用充電器の維持管理を行
う。また、地熱開発に関する知識を深めるため、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

● 78
「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のため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

5,855
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ナポータル
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

● 59,596
地元特産品を活用したふるさと便を実施し、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

● ● 17,461

都市圏等から人材（地域おこし協力隊員）を受け入れ、
新たな視点や発想により、市の観光資源や地方創生特区
としての強みを活かした地域づくりを推進するととも
に、隊員の起業、就業、定住を図る。

02-01-06 地方創生推進事業費 ● ● 728
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地方版IoT推進ラボ（経産省認定）等
への参加により地方創生推進を図る。
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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

02-01-06
仙北市女性の活躍推進
事業費

● ● 359
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、女性活躍推進協議会による各種事業を
実施する。

02-01-06
出会い・結婚支援事業
費

● ● 587
少子化対策の一環として、結婚サポーターと共に縁寿相
談会等を開催し、出会い・結婚の支援を行う。

02-01-06 総合政策審議会費 268
仙北市総合政策審議会を開催し、第2次仙北市総合計画、
総合戦略の進捗状況・効果の検証を行う。

02-01-06 近未来産業育成事業費 ● ● 758
飛行エリアの管理及びドローン産業創出に向けた技術習
得と浸透を図るための講座（操縦士育成講座、近未来技
術の活用を推進するための講習会）を開催する。

02-01-06
人と事業が集まり育つ
未来創生事業費（地方
創生推進交付金）

● ● 4,247

近未来技術を活用した新たな産業づくり支援協議会を運
営し、近未来技術の実生活への普及に取り組む企業を積
極的に呼び込むとともに、近未来技術実証実験の公募及
び実施支援並びに起業と事業化支援に向けた研修会等の
実施する。

02-01-06
温泉×健康によるヘル
スケア推進事業費（地
方創生推進交付金）

● ● 13,650

ヘルスケア関連事業の創出に向けた各種調査やヘルスケ
ア資源の整理発掘、ヘルスケア産業に係るプログラム開
発・プロモーションに取り組み、産業創出に向けた企業
等のニーズマッチングやヘルスケアツーリズムのモニ
ターツアーを実施する。

02-01-06 市民意識調査事業費 ● ● ● 330

「第２次仙北市総合計画」及び「仙北市総合戦略」の進
行管理に活用し、政策評価等において市民意識を取り入
れるため、市民を対象としたアンケート調査を実施す
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による地域の特性を活か
した自主的、主体的な活動や地域が抱えている様々な課
題の解決、また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

● ● 9,188
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。

02-01-06
次世代定住支援事業費
補助金

● ● 9,700
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

● ● 1,877
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

● ● 650
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とともに的確かつ安全にドローンを
操縦する技術を競い高めるための競技会を開催する。

02-01-07 地域振興事業費 ● ● ● 6,000
各地域センターにおいて、地域住民の要望や災害の発生
等により緊急に対応すべき事案に迅速に対処する。

02-01-09 交通安全推進費 ● 1,135
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。

02-01-09 防犯関係費 ● 2,305 防犯指導隊による犯罪被害防止を推進する。

02-01-09 消費生活相談事業費 133

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を
維持する。

02-01-09
街灯ＬＥＤ化整備事業
費

5,130
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。
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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

02-01-09 防犯カメラ設置事業費 ● 1,156
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

02-01-09
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。

02-01-10
生活路線代替バス運行
費

● 51,608
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。

02-01-10 生活バス路線対策費 ● 36,449
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。

02-01-10 地域公共交通対策費 ● ● 549
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。

02-01-10
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。

02-01-12 収納推進費 ● ● 13,687
市税をはじめ未収金の解消に向け組織的に対応するため
の取り組みを行う。

02-01-13
集落集会所建設事業費
補助金

3,023
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
カード関連事務費

17,731
住民票、印鑑証明、戸籍証明等を全国のコンビニエンス
ストア等で交付を受けられるシステムを構築し、市民や
本籍人の利便性向上を図る。

02-04-03 市議会議員選挙費 33,621
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。

02-04-04 秋田県議会議員選挙費 3,567
平成31年4月29日任期満了に伴う秋田県議会議員選挙に係
る事務を行う。

02-04-05
黒倉堰土地改良区総代
選挙費

274
平成30年5月14日任期満了に伴う黒倉堰土地改良区総代選
挙に係る事務を行う。

03-01-01
温泉休養施設管理運営
費

161,908
西木温泉クリオン屋上シート改修工事、湯治棟屋根塗装
改修工事、外壁塗装工事等を行う。

03-01-01
生活困窮者自立支援事
業費

● 7,595

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
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

● 1,898

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。
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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

03-01-02
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

232,724
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」建設事業に対して助成する。

03-01-03 敬老祝い金支給事業費 4,038
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

● ● 2,645
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
がい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。

03-01-03
高齢者世帯等除雪支援
事業費

● ● 7,363

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

03-01-04
生きがい活動通所支援
事業費

● ● 3,941
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 ● ● 222,254
仙北市に住所を有する乳幼児、小・中学生、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。

03-01-07 任意事業費 ● 29,418

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
予防ケアプラン作成事
業費

● 9,960
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、介護状態となることへの予防を図る。

03-01-07
介護予防・日常生活支
援総合事業費

● 15,065
高齢者の介護予防を目的に健康や生活機能の状態に合わ
せ支援を行う。

03-01-07
高齢者介護予防推進事
業費

● 2,142
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

4,979

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 ● 4,455
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。
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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

03-02-01
ひとり親家庭日常生活
支援事業費

● 233
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

● ● 1,401
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

161
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 ● ● 4,212 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 476
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 ● ● 2,165
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

● ● 30,425
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。

03-02-03 放課後児童対策事業費 ● ● 63,858
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
子ども・子育て支援事
業費

● ● 9,683
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

59,167
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 ● 632,501
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 ● ● 5,869

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 ● ● 18,810

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。また、不妊治療を受けている夫婦に対し、治療費の
一部を助成する。

04-01-01
心の健康づくり・自殺
予防対策事業費

● 2,572

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 4,086

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】 こんにちは赤ちゃん教室、離乳食教室、乳
児健康相談、ベビーマッサージ講座、救急講座、家庭訪
問指導事業、思春期保健対策事業、子育て包括支援セン
ター事業

04-01-01
歯と口腔の健康づくり
推進事業費

1,586
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。
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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
未熟児養育医療給付事
業費

2,002
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳
児に対して、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 ● ● 25,693

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 113
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

● 1,089 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

● 216 歯科在宅当番医制事業へ負担金を支出する。

04-01-01
公的医療機関運営費補
助金

● 7,100

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

240

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1,000円、12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

400
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 45,556

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、日本脳炎、ヒトパピローマウィルス
感染症、水痘、Ｂ型肝炎、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】
大人の風しん、インフルエンザ（若年者）、おたふくか
ぜのワクチン接種

04-01-02 健康増進事業費 ● 36,269

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 ● ● 5,648
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

● 1,946
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 23,407

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　3基　7人槽  7基
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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

04-01-03 不法投棄監視費 ● 413
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 ● 609
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。

04-04-02 塵芥処理費 ● 172,431
家庭ごみの収集運搬及び市内3箇所の一般廃棄物最終処分
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 ● 179,729
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 ● 311,927
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。

04-04-03
ごみ処理施設基幹的設
備改良事業費

818,869
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

● ● 150
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を開催する。

05-01-01 技能功労者表彰事業費 ● ● ● 176
技能者の社会的、経済的地位の高揚及び技術水準の向上
を図るため、優れた技能を有し業界の発展と技能向上の
促進に貢献した方を表彰する。

05-01-01
スキルアップ事業費補
助金

● ● 400

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）
②雇用対策事業費補助金
　市内求職者等が受講する講習会・研修会や資格取得に
係る経費への助成（個人に対する助成）
【助成額】　1人あたり上限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 ● ● 5,725

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30年4月1日～平成31年3月31日
【助 成 額】 一般7万5千円・新卒15万円
【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

06-01-01
農地利用最適化交付金
事業費

● ● 20,622
農地の有効利用を図るため、利用状況関係の調整等及び
農業委員等の活動のための支援事業を実施する。

06-01-02
農業経営基盤強化資金
利子助成金

● 567
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

● 109
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。
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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
中山間地域等直接支払
事業費

10,758

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
ふるさとの食育推進事
業費

● ● 919
食育推進を図るための「食育推進会議」の設置や第３期
仙北市食育推進計画策定をする。

06-01-03
グリーンツーリズム推
進事業費

● ● 1,190

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。

06-01-03
農業夢プラン型戦略作
目等生産基盤拡大事業
費

● 53,405

仙北市の農業を先導する認定農業者等に対し、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
  しいたけ生産施設等整備事業
【補助率】
　県 1/3～1/2以内　市 1/12～1/6

06-01-03 農業競争力強化事業費 ● ● 1,322

園芸振興（伝統野菜の生産維持・拡大・加工支援等）。
販路開拓及び拡大（小ロットの生産・加工品を対象とし
た農産物・農産加工品の首都圏等販促）。６次産業化の
推進（新商品の開発支援）。

06-01-03
経営所得安定対策推進
事業費

9,628
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

● ● 1,499
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個人等を表彰する。

06-01-03
通農体験・農業定住
（五感楽農）事業費

● ● ● 2,001

未作付地（遊休農地）を有効活用して地域を活性化する
ため、都市住民と農村住民の交流を通した通勤型農村生
活体験ツアーを実施し、ツアー参加者の移住・定住へつ
なげる。

06-01-03
農業経営等復旧・再開
支援対策事業費補助金

3,462

平成29年7月、8月の豪雨により被災した農家に対する農
業の復旧・再開への取組を支援する。
【補助率】
　県 1/3、2/3　市 1/6（県補助1/3に限り嵩上）

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
仙北市特別栽培米普及
事業費補助金

● ● 2,200

激しい産地間競争を勝ち抜くため、首都圏での販売促進
や仙北市堆肥センターの有機肥料を利用し、有機栽培米
や有機野菜等に取り組む農家へ助成することで仙北市ブ
ランド化推進と農業所得の向上に繋げる。

06-01-03
産地パワーアップ事業
費補助金

● ● 30,072

国産農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強
い農業づくりに必要な施設の整備等を支援する。
【補助率】
　国 1/2以内　市 1/10以内

06-01-03
経営体育成支援事業費
補助金

● 7,046

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
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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
ほ場整備区域地力増進
作物作付事業費補助金

7,000

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

● 5,000

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30年度からは果樹の新規
作付や規模拡大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

● 25,600

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1/2以内

06-01-03
機構集積協力金推進事
業費補助金

49,550
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。

06-01-03
環境保全型農業直接支
払交付金事業費補助金

1,960

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】
 30年度申請予定　24.5ha

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
　　　　　　 夫婦就農給付金1組あたり250万円

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
導入等事業費補助金

● ● 1,790
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農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及び機材導入に助成する。

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。

06-01-03
条件不利農地を担う経
営体支援事業費補助金

● ● 5,300

中山間地等において、担い手が秋田県農地中間管理機構
を活用して条件が不利な農地を借り受けて規模拡大を図
るとともに、農作物を生産ながら農地の保全に取り組む
経営体を支援する。

06-01-03
ミドル就農者経営確立
支援事業費補助金

● ● 3,600
45歳以上60歳未満のミドル層で就農意欲の喚起と就農後
の定着をはかるために就農者経営確立支援を行う。
【助成内容】 就農給付金1人あたり120万円

06-01-04
仙北市堆肥センター管
理運営費

● ● ● 15,980
市内畜産農家から排出される家畜排せつ物を堆肥化処理
するための施設運営に関する経費

06-01-04 家畜導入事業費補助金 ● 7,150
育種価評価法に基づく発育・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

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。
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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

06-01-05
農地集積加速化基盤整
備事業費

● 136,841

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
 神代　　　【受益面積】285.0ha 【採択】 平成30年度

06-01-05
多面的機能支払交付金
事業費

● 161,729

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

● 7,360
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
農業用施設等災害管理
対策事業費補助金

1,695
雲然土地改良区が実施する水路への転落防止対策に係る
施設整備事業に助成する。
【補助率】　15％

06-01-05
中山間地域区画整理事
業費補助金

● ● 5,000
中山間地域において、ほ場整備事業対象外のほ場で畦畔
除去による区画拡大を図る取組へ補助する。
【補助単価】100千円/10a以内

06-02-01 有害鳥獣駆除事業費 6,413
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。併せて狩猟者の技
術向上のための射撃場整備事業への助成を行う。

06-02-01 林地台帳整備事業費 ● ● ● 7,000
森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整
備・公表する林地台帳を整備する。

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

06-02-02 林道維持補修費 ● 16,912

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 358 開設済の作業道維持補修を実施する。

06-02-02 市有林造林保育費 3,735

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　17.52ha
　　　　　　　　　 西木町比内沢　14.36ha
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 森林病害虫防除事業費 758

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

● 16,810
大沢地区森林公園について、「秋田県水と緑の森づくり
税事業」により整備する。

06-02-02
森林総合研究所造林保
育費

4,484 森林総合研究所契約地の間伐や作業道開設を行う。

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。
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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

07-01-02
産業プラットホーム形
成事業費

508

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 ● ● 954
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

53

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 ● 370
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 ● ● 14,500

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

● ● 195

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】 商店街形成地域
　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1/3
以内、150万円限度（対象事業費50万円以上）

07-01-02
仙北市中小企業災害復
旧資金利子補給金

2,659

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 ● ● 11,999

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　4件
10年間交付の7年目1件、5年目1件、1年目1件、5年間交付の4年
目1件(うち3年間は過疎対応)

07-01-03 観光宣伝費 ● ● 10,710

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 ● 34,127

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 ● ● 514
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。
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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

07-01-03
国際観光宣伝・誘客事
業費

● ● 6,612

市内観光団体と連携し、海外誘客事業を行っていくと共
に国別に外国語版ガイドブックを新規作成するなど、受
入態勢の強化を継続する。また、台湾旅行博展覧会や首
都圏で開催される世界最大規模の旅行博への出展を通
じ、交流人口の増加に向けた取り組みを強化する。

07-01-03
がんばれ合宿応援事業
費

1,300

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

● ● 862

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

● ● 2,790

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最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 ● ● 2,920
姉妹校締結している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や、外務省主催事業のJENESYS等で仙
北市を訪れる青少年の交流事業を支援する。

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）

● ● 16,733
秋田市、男鹿市、大仙市と連携して2次アクセス整備を進
めるほか、市内観光地を結ぶ2次アクセス網を整備するた
めの実証実験を実施する。

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）

● ● 15,122

大仙市、美郷町と連携して訪日外国人旅行者向けのサイ
クリングコースを整備することにより、未活用の観光資
源を新たに利用し広域周遊の実現および地域活力の向上
を図る。

07-01-03
角館祭りのやま行事公
開展示事業費

1,628
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
３Ｄ連携を基軸とした
交流拡大事業費（観光
復興交付金）

● ● 8,665

大館市、仙北市、小坂町、函館市の他、北秋田市、弘前
市を加えた連携事業を実施し、相互交流を進めながらイ
ンバウンド誘客、エリアの周遊性向上に向けた取組を行
い、海外からの誘客を促進させる。

07-01-03
ユネスコ無形文化遺産
魅力発信事業費（観光
復興交付金）

● ● 8,400

秋田市、仙北市、鹿角市の3市が連携し、ユネスコ無形文
化遺産「山・鉾・屋台行事」に登録されている県内3行事
の魅力を国内外に向け発信し、認知度の向上と交流人口
の拡大を図る。

07-01-03

IWATE・AKITA広域連携
インバウンド受入整備
事業費
（観光復興交付金）

● ● ● 11,450
岩手県雫石町と連携し、仙台空港からの2次交通網を整備
し、訪日外国人旅行者の誘客による、冬季閑散期の宿泊
者数増加、スキー場の賑わい創出を図る。

07-01-03
デジタルマーケティン
グ事業費

● ● ● 5,000

訪日外国人旅行者の８割が個人の時代で、情報源として
インターネットはどの段階でも活用される時代になって
いる。そのため新たにデジタルマーケティングに取組
み、デジタル施策を活用することで高速ＰＤＣＡを実現
し、効果のある施策を把握し最適化を図る。
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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

07-01-03
ユニバーサルツーリズ
ム促進事業費

● ● 1,112

誰にでも優しい街づくりの取組を行うため「ユニバーサ
ルマナー検定」の受講を推進し、国別、性別、障がい者
等への向合い方、考えを学び心のバリアフリーを促進し
ホスピタリティの醸成を図る。また、「行きたいところ
へ行ける観光地」として選ばれる為の受入態勢を整備す
る。

07-01-03
秋田の観光創生推進会
議負担金

1,063

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30年度～平成32年度

07-01-03
田沢湖・角館観光協会
補助金

● ● 36,488
平成30年4月1日に新たに発足する観光協会の観光協会運
営費補助金及び、地域一体となったＰＲ活動及び受入態
勢の強化を図る。

07-01-03
新・秋田の行事2018開
催費補助金

● 6,896
県内各地の伝統芸能を一堂に会して競演し、文化資源を
活用した交流人口の拡大を図り国内外に向けて魅力を発
信していく。

07-01-04 樺細工振興費 ● ● 2,056
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

● ● 1,440

①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
②問屋等が雇用した方を後継者として伝統工芸士の指導
を受けさせる場合に雇用創出助成金を交付する。
【交付額】　2年目より月1万円を2年間

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

08-01-01
急傾斜危険区域工事費
負担金

● 6,000
県急傾斜地崩壊対策事業（西木町桧木内山口）の市負担
分。

08-02-01
雪寒地域建設機械整備
費

44,880

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 ● ● 32,681 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 350,153 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

3,488
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

● ● 1,700
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。
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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

08-02-03 道路新設改良費 ● 562,690

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　4億2,809万円
　臨時地方道整備事業費　　　　  　 6,280万円
　辺地対策事業費               　　4,830万円
　過疎対策事業費               　　1,700万円
  道路改良事業費　　　　　　　　　   650万円

08-02-03
田沢湖一般廃棄物最終
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。

08-02-04 橋りょう維持補修費 ● 4,900
橋りょうの適正な維持管理を行うため、維持補修を行
う。

08-04-01 都市計画審議会費 ● 109 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 ● 10,980
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。

08-04-04 落合球場整備事業費 ● 219
落合公園運動施設改修調査基本設計に対する関係団体等
との協議に要する経費。

08-05-01 市営住宅管理運営費 ● 44,140 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

● 835
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 ● 10,484
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 ● 53,868

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30年度購入備品】
　小型消防ポンプ付積載車 2台
　消防ポンプ積載車 3台
　防火衣一式　8式
【平成30年度設置工事】
　ホース吊下柱　1基
　防火水槽　1基

09-01-05
防災行政無線維持管理
費

12,946 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 ● 2,482
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。
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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

09-01-05 再災害防止対策事業費 ● ● ● 116,550
何度も災害が発生している箇所について徹底的に強化を
図り、将来にわたって安心して生活できる環境にするた
めの取り組みを実施する。

10-01-02
包括連携交流活動事業
費

● ● ● 355
包括連携協定を締結した大学等との様々な交流を行い、
地域住民をはじめ地域にとって刺激をもらうことで地域
活性化につなげる交流に取り組む。

10-01-03
特別支援教育就学奨励
費

1,711

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。

10-01-05
ＪＦＡ夢先生招聘事業
費

730

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

100

携帯電話やパソコンのメール、掲示板等の児童・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、市内小・
中学校において、児童・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

1,712
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

157
学校適正配置についての住民・保護者との意見交換会を
行う。

10-01-05
ドローン学習研究事業
費

● ● 2,220
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

● 48,013
特別な教育的支援を必要とする児童に対し、学校生活や
学習活動上の支援を目的として、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

9,256
複式授業を補助するため、複式学級指導支援員を派遣す
る。

10-02-01
生保内小学校長寿命化
改修事業費

● ● ● 8,938
生保内小学校の校舎･屋体の躯体構造の現況を調査し、躯
体等構造物が今後30年以上の使用に耐えられるか調査・
確認する。

10-02-02
教育コンピューター推
進事業費

● 39,679 各小学校のICT環境の整備を推進する。

10-02-02
キャリア教育・ふるさ
と学習支援事業費

● ● 1,932

児童一人一人の勤労観・職業観を育て、将来、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

● 6,200
特別な教育的支援を必要とする生徒に対し、学校生活や
学習活動上の支援を目的として、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

● 26,929 各中学校のICT環境の整備を推進する。

10-03-02
キャリア教育・ふるさ
と学習支援事業費

● ● 1,575

生徒一人一人の勤労観・職業観を育て、将来、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）。
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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

10-05-01
花いっぱい運動推進事
業費

● 5,162

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、市内全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、明るく住みよい街づくりを
目指し、花づくりを楽しんでいる方を紹介する「花いっ
ぱいの街づくり　花マップ」を作成する。

10-05-01
子ども演劇体験支援事
業

● ● ● 140
演劇を通して子ども達の豊かな表現力、コミュニケー
ション能力の向上に向けた環境作りの一環として、演劇
体験講座を開催する。

10-05-01
せんぼくアートプロ
ジェクト推進費

● ● 1,012
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 ● 4,222
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

● 6,329

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。

10-05-04
武家屋敷公開管理事業
費

10,937

「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

4,561

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 ● 5,319
文化財保護法による国名勝・天然記念物指定の桜に対し
て適切な保存と管理を行う。

10-05-04
重要伝統的建造物群保
存地区保存整備事業費

● 42,285
重要伝統的建造物群保存地区に選定されている江戸期の
町並みを維持・保存するため、修理修景事業を実施す
る。

10-05-04
伝建群防災施設整備事
業費

● 12,821
平成26年度に完成した実施設計に基づき、伝建群防災施
設の整備を行う。

10-05-04 弘道書院復元事業費 ● 154
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
市指定文化財堂ノ口サ
サラ用具修理費補助金

● ● 98
市指定文化財堂ノ口ササラで使用する獅子（３個）の補
修に係る費用に対して補助する。

10-05-05 学習資料整備費 ● 4,850
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 ● 6,639

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。

10-05-05 高井有一文庫事業費 ● ● 348
寄贈された「高井有一文庫」等を登録し、目録の作成を
行う。適正な保存状態で調査研究が行えるよう、図書消
毒機をリースし、貴重な原稿は複製を作成する。
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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

10-05-05
佐藤義亮生誕140年記念
事業費

● ● ● 915
佐藤義亮顕彰のため、新潮社創設した神楽坂（東京都新
宿区）で「おやま囃子」他記念の事業を行い、新潮社と
仙北市の関係を紹介する。

10-06-01
総合型地域スポーツク
ラブ育成事業費

● 28
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 249

毎年5月最終水曜日の午前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

108
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

523
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
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。

10-06-02
仙北市総合体育館建設
事業費

● ● 83
総合体育館建設に向けて、引き続き調査検討していくた
めの経費。

10-06-03
総合給食センター建設
事業費

● 27,511
高い衛生水準を備え、安心・安全な給食を提供するため
の総合給食センターを建設するため、実施設計業務を行
う経費。

下水道
02-01-01

公共下水道事業費 ● 49,430

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】
　角館町小勝田下村地区管渠工事

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

● 45,000

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を作成する。
【事業期間】　平成29年度～平成31年度

国保事業
05-01-01

特定健康診査等事業費 18,630

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
05-02-02

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（2万1千円）を助成する。

水道事業
02-01

上水道事業未普及地域
解消事業費（卒田地
区）

● 39,139

卒田地区に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30年度～平成35年度
【対 象 者】 卒田地区　計画給水人口　937人
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　１２　平成３０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 戊辰戦争150周年記念式典 H30.6.2
➢戊辰戦争150周年を記念し、長崎県大村市（姉妹都市）に於い
て記念式典等の交流事業を行う。
➢会場：長崎県大村市

2
Coupe du Japon
ＭＴＢ田沢湖大会

H30.6.29～
H30.7.1

➢JCF（公益財団法人日本自転車競技連盟）が2015年度から新た
に開設したマウンテンバイクの公認全国大会。
➢会場：たざわ湖スキー場

3 佐藤義亮生誕140年記念事業
H30.7.25
予定

➢新潮社創設者佐藤義亮の生誕140年を記念し、記念事業を行
う。
➢会場：東京都新宿区神楽坂

4
仙北市総合防災訓練
防災の集い

H30.8.9
予定

➢防災意識の啓発を図るため、総合防災訓練と防災の集いを開
催する。
➢会場：仙北市

5
第26回東日本選手権兼第26回東北軟式野
球選手権秋田県大会

H30.8.25～
H30.8.26

➢県内軟式野球Ａクラスチームが集い、県大会を開催する。
➢会場：生保内公園野球場、落合運動公園野球場

6 ドローンテクニカルチャレンジin仙北市 H30.9月頃

➢近未来技術実証特区としてドローンの活用を促進するため、
的確かつ安全にドローンを操縦する技術を競い高めるための競
技会を開催する。
➢会場：仙北市

7 第33回田沢湖マラソン H30.9.16
➢市民の健康づくりと誘客による地域活性化を目的に、第33回
大会を開催する。
➢会場：田沢湖畔他

8 第33回生保内節全国大会
H30.9.22～
H30.9.23

➢特徴のある節回しで知られる「生保内節」をとおして、正し
く継承しながら広く普及させ、地域文化の発展を目指す「生保
内全国大会」を開催する。
➢会場：仙北市民会館

9
第28回秋田内陸リゾートカップ100キロ
チャレンジマラソン大会

H30.9月23日
➢仙北市角館をスタートし、北秋田市鷹巣をゴールとする100キ
ロマラソンを開催する。
➢会場：仙北市～北秋田市

10 新・秋田の行事2018
H30.10.6～
H30.10.7

➢秋田県内の伝統行事が一堂に会し、文化資源を活用した交流
人口の拡大を図るとともに地域の文化力を高め、文化の力で秋
田の元気創造を図る取組を開催する。
➢会場：仙北市

11
2019FIS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

H31.2月

➢モーグル競技への関心を高めると共に、県・市のＰＲにより
誘客を促進させ、地域の活性化を図るワールドカップ大会を開
催。
➢会場：たざわ湖スキー場黒森山コース

※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、変更の可能性があります。
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