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　１　概要

　２　令和２年度当初予算案の規模

　（１）一般会計　　２１４億６，０００万円

（対前年度当初予算比　３億４，４００万円増　＋１．６％）

＝参考＝

　・令和 元 年度当初予算額　　２１１億１，６００万円　　（前年度比　＋６．７％）

　・平成３０年度当初予算額　　１９７億８，３００万円　　（前年度比　＋４．９％）

　・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％）

　産業振興対策として機構集積協力金推進事業費補助金、強い農業・担い手づくり総
合支援事業費補助金、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、農地中間管理機構関連ほ場整備事業費、林道維持補修費、森林経営制度管理事業
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、移住支援事業費補助金。観光振興・外国人イン
バウンド対策として観光宣伝費、観光施設整備事業費、桜まちづくり事業費、地域ブ
ランディングによる観光まちづくり事業費。地方創生対策として地方創生推進事業
費、農業IoT・水素利用による産業創造事業費、デジタル技術による農村再生事業費。
地域活動の活性化として地域おこし協力隊事業費、地域運営体活動推進費交付金、地
域振興事業費。田沢湖再生への取組としてクニマス里帰りプロジェクト事業費。教
育・文化振興対策として教育コンピューター推進事業費、重要伝統的建造物群保存地
区保存整備事業費、角館中学校・生保内中学校と恵文高級中学・北投国民中学（台
湾）の交流を進める国際交流事業費、ユネスコ無形文化遺産魅力発信事業費、2020仙
北市スポーツ文化交流事業費を計上。このほか、ふるさと仙北応援寄附金を受けて行
うふるさと納税ふるさと便事業費及び平成３０年度からの継続事業となる新角館庁舎
の建設事業費を計上。

　令和２年度当初予算については、国の「新経済・財政再生計画」に基づく歳出改革の推進
や地方交付税の合併算定替の段階的な縮減等により財源確保が厳しさを増す中、将来に持続
可能な行財政運営の基礎を固めるべく、全ての事業を聖域なくゼロベースで見直し、計画の
最終年度となる「第２次仙北市総合計画」及び「仙北市総合戦略」に掲げる目標達成に向
け、真に必要な施策・事業に重点を置いた編成としています。
　主な事業として、平成３０年度から継続してきた新角館庁舎整備事業の年内完成を目指す
ほか、民間法人が予定している田沢湖地区工業団地への大規模植物工場の整備に対して補助
金交付等の支援を行います。地方創生の取り組みは、引き続き玉川温泉水からの水素生成及
び水素エネルギーを活用した産業創造を目指すほか、デジタル技術を活用した公共交通の自
動走行社会実装にも取り組みます。基幹産業である農林畜産業振興は、農業者の経営基盤の
確立に向けた多様な支援、農地・農業用施設の基盤整備のほか森林環境譲与税を活用した森
林整備に資する取り組みを進めます。商工観光業振興は、企業誘致の取り組みを強化するほ
か、引き続き地域資源のブランディングやインバウンド対策にも取り組み、国内外の関係人
口の交流が活発なまちづくりを進めます。
　一般会計では、前年度比３億４，４００万円の増となる２１４億６，０００万円の予算規
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令和元
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　　７９億２，５９５万円

(対前年度当初予算比　△９億７，９１３万１千円減　△１１．０％)

❏主な増減

 ・集中管理特別会計 会計年度任用職員給与費の増（＋5億8,369万円）

 ・下水道事業特別会計 地方公営企業法適用により廃止のため皆減（△7億771万7千円）

 ・集落排水事業特別会計 地方公営企業法適用により廃止のため皆減（△7億4,798万6千円）

 ・浄化槽事業特別会計 地方公営企業法適用により廃止のため皆減（△1億11万1千円）

 ・国民健康保険特別会計（事業勘定） 退職被保険者等療養給付費の減（△2,959万円）

一般被保険者医療給付費の増（＋5,079万6千円）

予備費の減（△8,503万6千円）

 ・国民健康保険特別会計（田沢診療施設勘定） 田沢診療所廃止のため皆減（△944万6千円）

 ・後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療広域連合納付金の増（＋2,224万3千円）

 ・介護保険事業特別会計 一般管理費の増（＋3,562万4千円）

市債償還元金の減（△1,870万5千円）

 ・生保内財産区特別会計 一般会計繰出金の増（＋588万7千円）

 ・雲沢財産区特別会計 造林保育事業費の増（＋511万2千円）

＝参考＝

 ・令和元年度当初予算額　　　　８９億　　５０８万１千円（前年度比　＋　０．８％）

 ・平成３０年度当初予算額　　　８８億３，６６５万円　　（前年度比　△　６．６％）

 ・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％）

（３）企業会計　　９０億７，４７１万円

（対前年度当初予算比　２２億５，７４７万９千円増　＋３３．１％）

❏主な増減

 ・病院事業会計 材料費の減（△6,427万1千円）

職員給与費の減（△2,566万9千円）

 ・温泉事業会計 企業債償還金の増（＋471万9千円）

 ・水道事業会計 上水道事業未普及地域解消事業費の増（山谷川崎、卒田地区）（＋3億1,634万3千円）

配水管整備事業の増（＋1億5,882万9千円）

 ・下水道事業会計 本年度から地方公営企業法適用（＋18億4,620万5千円）

＝参考＝

 ・令和元年度当初予算額　　　６８億１，７２３万１千円　（前年度比　△　３．０％）

 ・平成３０年度当初予算額　　７０億３，０７７万７千円　（前年度比　＋　２．４％）

 ・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％）
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　３　令和２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

・令和元年度末残高見込額

・令和２年度当初予算市債発行見込額

・令和２年度当初予算元金償還見込額

・令和２年度末残高見込額

※財政調整基金残高

・平成３０年度末現在高（決算剰余金積立後）

・令和元年度取崩見込額

・令和元年度積立見込額

・令和元年度末見込額（３月補正予算後）

・令和２年度取崩見込額

・令和２年度積立見込額

・令和２年度末見込額（Ｒ２当初予算後）

4.4

8億4,996万7千円

 1億7,857万9千円

10万1千円

 6億7,148万9千円

38,460,660 36,838,312

1.6

集 中 管 理 特 別 会 計 4,031,525 3,405,402 626,123 18.4

国民健康保険特別会計(神代診療施設勘定) 89,591 91,084

下 水 道 事 業 特 別 会 計 0 皆減

△ 2.9

皆減

皆減

皆減

28億2,070万円 　

 19億9,590万8千円

皆増

344,000

707,717 △ 707,717

5,118

△ 1,493

2.9

△ 2.0

136.0

比　較前年度予算額

100,111 △ 100,111

44.1

△ 1.6

7.1

2.3

11.3

2.0

1,172,284 517,077

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ( 事 業 勘 定 ) 2,866,106 2,951,621 △ 85,515

国民健康保険特別会計(田沢診療施設勘定) 0 9,446 △ 9,446

介 護 保 険 特 別 会 計 466,531 455,985 10,546

田 沢 財 産 区 特 別 会 計 48,100 47,141 959

下 水 道 事 業 会 計 1,846,205 0 1,846,205

230億2,031万8千円

合　　　　　計 1,622,348

雲 沢 財 産 区 特 別 会 計 8,880

生 保 内 財 産 区 特 別 会 計 84,116 75,591

水 道 事 業 会 計 1,689,361

病 院 事 業 会 計 5,446,345 5,554,801 △ 108,456

238億4,511万円 　

14億6,922万4千円

6億1,940万円   

14万3千円

（単位：千円、％）

一 般 会 計 21,460,000

8,525

3,762

温 泉 事 業 会 計 92,799 90,146 2,653

集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 0 747,986 △ 747,986

浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 0

会　　計　　名 本年度予算額

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 331,101 309,235 21,866

伸び率

21,116,000
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　４　令和２年度当初予算の状況　歳入

【歳入の概要】

： 26億665万円 （前年度比 △1,595万8千円　△0.6％）

： 86億3,000万円 （前年度比 +5,000万円　+0.6 ％）

　国の令和２年度地方財政対策等による推計

： 17億5,421万3千円 （前年度比 △5,192万6千円　△2.9％）

： 21億1,101万5千円 （前年度比 +10億2,339万3千円　+94.1％）

： 4億100万2千円 （前年度比 +2億円　+99.5 ％）

　ふるさと仙北応援寄附金（ふるさと納税） ２億円の増。

： 12億2,362万2千円 （前年度比 +1億4,332万3千円　+13.3％）

　財政調整基金繰入金は3億1,962万1千円減の1億7,857万9千円。

　ふるさと仙北応援基金繰入金は5億151万5千円増の6億5,401万5千円。

　ふるさと振興基金繰入金は5,350万円減の2億6,830万円。

： 28億2,070万円 （前年度比 △10億3,110万円　△26.8％）

本年度予算額

（単位：千円、％）

40.6 50,000

0.0

皆減

0.6

△ 37.5

△ 2.9

△ 22.2

13.3

△ 0.3

1.6

皆増

市 債

繰 入 金

区　　分

１ 市税 12.2 2,622,608

前年度予算額構成比 比較増減 増減率構成比

1.3 215,000 1.0 56,060

４ 配当割交付金

△ 0.6

２ 地方譲与税 271,060

3,000 0.0 4,000 0.0 △ 1,000

３ 利子割交付金 2,000 0.0 3,000 0.0 △ 1,000

△ 25.0

△ 33.3

26.1

12.42,606,650 △ 15,958

５ 株式等譲渡所得割交付金 3,000 0.0 3,000 0.0 0

６ 法人事業税交付金 8,000 0.0 8,000

８ 環境性能割交付金 16,000 0.1 7,000 0.0 9,000 128.6

７ 地方消費税交付金 560,000 2.6 525,000 2.5 35,000 6.7

９ 地方特例交付金 13,000 0.1 23,000 0.1 △ 10,000 △ 43.5

（自動車取得税交付金） 19,000 0.1 △ 19,000

11 交通安全対策特別交付金 2,500 0.0 3,000 0.0 △ 500 △ 16.7

10 地方交付税 8,630,000 40.2 8,580,000

13 使用料及び手数料 241,535 1.1 265,027 1.3 △ 23,492 △ 8.9

12 分担金及び負担金 28,792 0.1 46,084 0.2 △ 17,292

15 県支出金 2,111,015 9.8 1,087,622 5.2 1,023,393 94.1

14 国庫支出金 1,754,213 8.2 1,806,139 8.6 △ 51,926

17 寄附金 401,002 1.9 201,002 1.0 200,000 99.5

16 財産収入 24,844 0.1 31,923 0.2 △ 7,079

19 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

18 繰入金 1,223,622 5.7 1,080,299 5.1 143,323

21 市債 2,820,700 13.1 3,851,800 18.2 △ 1,031,100 △ 26.8

20 諸収入 739,066 3.5 741,495 3.5 △ 2,429

合　　計 21,460,000 100.0 21,116,000 100.0 344,000

　強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金、特定教育・保育施設給
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、社会資本整備総合交付金、生活
保護費負担金、児童手当交付金などの減による。

市 税

　給与所得等の低下による個人市民税の減及び税制改正に伴う法人税割の
引き下げによる法人市民税などの減による。

地 方 交 付 税

　総合給食センター建設事業債などの減。
　うち臨時財政対策債は5,000万円減の3億3,000万円。

県 支 出 金

国 庫 支 出 金

寄 附 金
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　５　令和２年度当初予算の状況　歳出

【歳出の概要】

： 35億7,732万9千円 （前年度比 +6億4,040万2千円　+21.8％）

： 22億5,389万7千円 （前年度比 △5億7,451万2千円　△20.3％）

： 22億8,944万1千円 （前年度比 +7,282万5千円　+3.3％）

　教育・保育施設給付費、障害者自立支援給付費の増などによる。

： 48億3,647万2千円 （前年度比 +12億3,253万2千円　+34.2％）

： 37億143万3千円 （前年度比 △3億883万円　△7.7％）

： 20億8,761万5千円 （前年度比 △7,898万6千円　△3.7％）

　元金4,225万9千円の減、利子3,672万7千円の減。

： 4億8,312万8千円 （前年度比 +1億41万3千円　+26.2％）

　ふるさと仙北応援基金積立金の増などによる。

： 14億4,510万9千円 （前年度比 △7億638万5千円　△32.8％）

16.7 2,936,927 13.9

2,289,441 10.7 2,216,616 10.5 72,825 3.3

３ 維持補修費 110,647 0.5 110,031 0.5 616 0.6

４ 扶助費

２ 物件費 2,253,897 10.5 2,828,409 13.4 △ 574,512 △ 20.3

１ 人件費 3,577,329 640,402 21.8

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

（単位：千円、％）

区　　分

34.2

６ 普通建設事業費 3,701,433 17.2 4,010,263 19.0 △ 308,830 △ 7.7

５ 補助費等 4,836,472 22.6 3,603,940 17.1 1,232,532

0.0

８ 公債費 2,087,615 9.7 2,166,601 10.3 △ 78,986 △ 3.7

７ 災害復旧事業費 3 0.0 3 0.0 0

△ 32.8

11 貸付金 381,600 1.8 399,000 1.9 △ 17,400 △ 4.4

12 繰出金 1,445,109 6.7 2,151,494

0.013 予備費 30,000 0.1 30,000 0.1 0

人 件 費

26.2

10 投資及び出資金 263,326 1.2 280,001 1.3 △ 16,675 △ 6.0

９ 積立金 483,128 2.3 382,715 1.8 100,413

10.2 △ 706,385

　下水道事業、集落排水事業及び浄化槽事業への地方公営企業法適用によ
る各特別会計繰出金の減などによる。

　会計年度任用職員制度の導入による増などによる。

1.6合　　計 21,460,000 100.0 21,116,000 100.0 344,000

　総合給食センター建設事業費、庁舎耐震化事業費、小学校施設大規模改
造事業費、社会資本整備総合交付金事業費、農地集積加速化基盤整備事業
費の減などによる。

　会計年度任用職員制度の導入（臨時職員制度の廃止）、西木地区認定こ
ども園（２園）の法人化に伴う管理運営業務委託料及び給食業務委託料の
減などによる。

　下水道事業、集落排水事業及び浄化槽事業への地方公営企業法適用によ
る補助金（適用前は繰出金として支出）の増、社会福祉法人はなさき仙北
補助金の増などによる。

補 助 費 等

普 通 建 設 事 業 費

公 債 費

積 立 金

繰 出 金

物 件 費

扶 助 費
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　６　令和２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22分の12に相当する額としています。

305,455

6,773,675

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 135,898 5,923 1,500 634

高齢者福祉事業 263,036 1,129 151,866 110,041 7,616

127,841 8,848

障害者福祉事業 802,130 531,130 818 270,182 18,700

81,807

生活保護事業 611,818 459,994 14 151,810 10,507

児童福祉事業 1,903,311 651,677 69,671 1,181,963

国民健康保険事業 321,531 137,954 4,236 179,341 12,413

127,478

社会保険

介護保険事業 687,303 38,700 648,603 44,891

小　　　計 3,716,193 1,649,853 1,500 223,003 1,841,837

26,295

国民年金事業 7,632 3,885 3,747 259

後期高齢者医療事業 459,245 79,123 205 379,917

9,287

小　　　計 1,609,898 220,962 0 43,141 1,345,795 93,145

その他 134,187 134,187

91,886 6,006 51,239 34,641 2,398

172,671 11,951

母子保健事業 30,443 9,894 2,694 17,855 1,236

保健衛生事業 174,665 974 1,020

※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。

84,832

合　　　計 6,773,675 1,923,602 1,500 435,284 4,413,289 305,455

保健衛生

114,187 1,000,490 69,247

小　　　計 1,447,584 52,787 0 169,140 1,225,657

病院事業 1,150,590 35,913

予防対策事業
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　７　令和２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）

水道施設

ごみ処理場・し尿処理場

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　令和２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）

・

・

環境衛生施設の整備

千円1,842,939

うち入湯税

1,420,181 190,542 281,000 41,100 907,539 39,042

106,747

事　　業　　名
当　　初
予 算 額

合　　　計 1,842,939 191,838

鉱泉源の保護管理施設

82,140

10,663 1,296

190,542

576,500 85,740 988,861

財　源　内　訳

特定財源 一般財源

国・県
支出金

市　債 その他

106,747

44,900 40,41037,240

114

296

34,285 7,400 26,885 26,885

295,670 288,800 6,870

6,700 2,667

41,100 220,877 9,502

29,540686,662 686,662

733,519 281,000

市　債 その他
うち交通安全対
策特別交付金

・ 2,500

28,234 2,500道路交通安全施設の整備 31,714 1,080 2,400

・ 31,714

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
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　９　令和２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
(千円)

充当額
(千円)

①田沢湖再生クニマス里帰りプロジェクト事業 18,373 14,550

クニマス未来館管理運営費 クニマス未来館管理運営費 17,226 13,460

クニマス里帰りプロジェクト事業費 クニマス里帰りプロジェクト事業費 623 590

富士河口湖町子ども交流事業費 富士河口湖町子ども交流事業費 524 500

②高齢者が安心に暮らすための事業 20,559 19,200

緊急通報装置給付・貸付事業費 緊急通報装置給付・貸付事業費 2,349 2,300

介護タクシー利用助成事業費 介護タクシー利用助成事業費 480 400

老人クラブ補助金 老人クラブ補助金 3,266 2,100

予防事業費 高齢者定期予防接種事業 5,664 5,600

シルバー人材センター補助金 シルバー人材センター補助金 8,800 8,800

③未来を担う子どもたちを育む事業 98,094 95,000

次世代定住支援事業費補助金 次世代定住支援事業費補助金 12,700 12,700

秋田内陸線通学定期補助金 秋田内陸線通学定期補助金 1,634 1,600

福祉医療費 福祉医療費 1,041 1,000

在宅子育てサポート事業費 在宅子育てサポート事業費 1,079 1,000

誕生祝支給事業費 誕生祝支給事業費 2,708 2,700

認可保育園等管理費
認可保育園　備品購入、修繕費
角館西保育園トイレ改修工事・設計

12,087 11,100

認可保育園等運営費 認可保育園　備品購入 1,200 300

放課後児童対策事業費 放課後児童クラブ修繕・備品購入 351 300

認可保育園等法人化推進事業費 認可保育園等法人化推進事業費 20,000 20,000

母子保健対策費
在宅保健師・歯科衛生士・有償ボランティア謝礼
児童健診・新生児聴覚検査

2,325 2,200

安心子育て応援事業費 乳幼児健康相談等 165 100

歯と口腔の健康づくり推進事業費 乳幼児歯科健康教室・フッ化物関係事業等 1,060 1,000

仙北市ウインタースポーツパワーアッ
プ事業費補助金

ウインタースポーツパワーアップ事業費補助金 1,746 1,700

育英奨学基金繰出金 育英奨学基金繰出金 6,989 6,900

ＪＦＡ夢先生招聘事業費 JFA夢先生招聘事業費 780 700

ドローン学習研究事業費 ドローン購入費 1,246 1,200

国際交流事業費 国際交流事業費 2,260 2,200
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事　　業　　名 充当事業内容
事業費
(千円)

充当額
(千円)

維持修繕費（小学校） 維持補修費（小学校） 2,607 2,600

一般教育振興総務費 指導書購入費 647 600

教育コンピューター推進事業費 デジタル教科書（小学校６校分）購入費 8,660 8,600

児童派遣費補助金 児童派遣費補助金 500 500

遠距離児童通学費補助金 遠距離児童通学費補助金 3,097 3,000

一般管理費（中学校）
西明寺中学校バレーボール用支柱
桧木内中学校芝刈機（手押し自走）購入

647 600

施設管理費（中学校） 中学校施設用備品購入費 1,348 1,300

維持修繕費（中学校） 維持補修費（中学校） 1,131 1,100

生徒派遣費補助金 生徒派遣費補助金 5,000 5,000

遠距離生徒通学費補助金 遠距離生徒通学費補助金 2,449 2,400

子ども読書活動推進事業費 図書購入費 2,637 2,600

④ふるさとの自然と歴史文化を守る事業 40,627 25,200

思い出の潟分校管理運営費 思い出の潟分校管理運営費 4,918 2,500

上桧木内の紙風船上げ事業費 上桧木内の紙風船上げ保存会事業補助金 3,890 3,800

桜まちづくり事業費 桜の枝剪定等業務委託 1,383 1,300

角館の桜まつり事業費補助金 角館の桜まつり事業費補助金 16,000 4,700

伝統工芸樺細工技能後継者育成事業費 伝統工芸樺細工技能後継者育成事業費補助金 960 900

伝統的工芸品振興費補助金 伝統的工芸品振興費補助金 1,000 1,000

伝統工芸品等振興支援事業費補助金 伝統的工芸品等振興支援事業費補助金 1,500 500

伝承館誘客促進事業費 伝承館誘客促進（飾山囃子実演） 180 100

小先達川砂防ダム公園維持管理費
小先達川砂防ダム公園維持管理費
（委託、トイレ管理手数料）

474 400

一般都市計画総務費 歴史的風致維持向上計画策定旅費 373 300

公園維持管理費 桜並木公園維持管理費 3,262 3,200

生保内節盆踊り開催費補助金 生保内節盆踊り大会補助金 300 300

一般総務費（文化財保護） 一般総務費（歴史的風致維持向上計画旅費） 186 100

ユネスコ無形文化遺産魅力発信事業費 ユネスコ無形文化遺産魅力発信事業 2,456 2,400

角館町割400年記念事業費 角館町割400年記念事業費 1,745 1,700

生保内節全国大会実行委員会負担金 生保内節全国大会実行委員会負担金 2,000 2,000

⑤観光を軸とした交流のまちづくり事業 6,617 6,300

グリーンツーリズム推進事業費 グリーンツーリズム推進事業費 1,252 1,200
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事　　業　　名 充当事業内容
事業費
(千円)

充当額
(千円)

通農体験・農業定住（五感楽農）事業
費

通農体験・農業定住（五感楽農）事業実施委託料 363 300

たざわ湖・龍神まつり開催費補助金 たざわ湖・龍神まつり開催費補助金 1,330 1,300

田沢湖高原雪まつり開催費補助金 田沢湖高原雪まつり開催費補助金 1,425 1,400

戸沢氏祭実行委員会補助金 戸沢氏祭実行委員会補助金 1,800 1,800

角館の送り盆行事事業費補助金 角館の送り盆行事補助金 257 200

刺巻ミズバショウ祭り補助金 刺巻ミズバショウ祭り補助金 190 100

⑥自治体におまかせ 258,674 244,100

宝仙湖周辺環境整備事業費 宝仙湖周辺環境整備事業費 7,351 2,400

定住対策新婚世帯家賃助成事業費補助
金

定住対策新婚世帯家賃助成事業費補助金 11,638 11,600

秋田内陸線利活用促進事業費負担金 秋田内陸線利活用促進事業費負担金 11,381 11,300

敬老祝い金支給事業費 敬老祝い金支給事業費 3,520 3,500

高齢者世帯等除雪支援事業費 高齢者世帯等除雪支援事業費 8,860 8,800

予防事業費 定期予防接種委託料・任意予防接種委託料 33,007 30,000

浄化槽設置整備事業費 浄化槽設置整備事業費補助金 1,295 1,200

市民浴場管理運営費
東風の湯　暖房三方弁漏水修繕
　　　　　温泉揚湯ポンプ交換工事

1,640 1,600

塵芥処理費 ゴミ集積所設置費補助金 300 300

薬用作物等産地拠点化支援事業費 薬用作物産地拠点化支援事業費補助金 1,174 1,100

産業祭実行委員会負担金 仙北市産業祭実行委員会負担金 900 900

仙北市畑作園芸等振興事業費補助金 畑作園芸等振興事業費補助金 3,500 3,500

農業用マルチコプター導入事業費等補
助金

農業用マルチコプター導入事業費等補助金 5,000 5,000

農村施設管理運営費 茶立ての清水公園清掃業務委託料 440 400

就業改善センター管理運営費 就業改善センター受水槽取替工事 8,339 5,700

鎌足活性化施設管理運営費 鎌足活性化施設指定管理委託料 3,211 3,200

都市農村交流施設管理運営費 都市農村交流施設指定管理委託料 4,466 4,400

花葉館・角館森林総合利用施設管理運
営費

花葉館・角館森林総合利用施設指定管理委託料 15,840 15,800

潟前山森林公園等管理運営費 潟前山森林公園等指定管理委託料 7,412 7,400

西宮家管理運営費 西宮家管理運営費（母屋内トイレ設置） 2,172 2,100

空き店舗等利活用事業費補助金 空き店舗等利活用事業費補助金 646 600

観光施設維持管理費 観光施設維持管理費 20,317 20,200

冬季観光推進事業費 冬季観光推進事業委託料（岩橋家、冬がたり） 1,086 1,000
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事　　業　　名 充当事業内容
事業費
(千円)

充当額
(千円)

がんばれ合宿応援事業費 がんばれ合宿応援事業費補助金 1,500 1,500

秋田駒ヶ岳登山利用適正化協議会負担
金

秋田駒ケ岳登山利用適正化協議会負担金 2,700 2,700

田沢湖を美しくする会補助金 田沢湖を美しくする会補助金 2,838 2,600

角館祭りのやま行事実行委員会補助金 角館祭りのやま行事実行委員会補助金 11,515 11,500

角館の火振りかまくら事業費補助金 角館の火振りかまくら事業費補助金 1,260 1,100

温泉施設整備事業費補助金 温泉施設整備事業費補助金 2,001 2,000

樺細工振興費 ベニヤマザクラ等（樺細工原材料）植栽地借上料 1,730 1,700

道路台帳整備費 道路台帳補正委託 4,765 4,700

道路維持補修費
ぶな森トンネル維持補修のための負担金
道路維持補修費、修繕料、原材料費
支障木伐採

6,410 6,300

市民参加型インフラ維持整備費 市民参加型インフラ維持整備費　原材料費 1,000 1,000

過疎対策事業費 市道外の山４号線 1,700 1,700

道路改良事業費 山崎西荒井線電柱移転補償 3,000 3,000

橋りょう維持補修費 小規模橋梁補修設計業務委託 1,000 1,000

河川維持補修費 河川修繕 1,500 1,500

一般街路総務費 一般街路費（桜、街路樹等管理） 1,000 1,000

田沢湖駅前広場維持管理費 田沢湖駅前広場維持管理費（LED化） 908 900

公園維持管理費 公園土地賃借料 2,863 2,800

市営住宅管理運営費 市営住宅修繕費 5,800 5,800

住宅リフォーム促進事業費補助金 住宅リフォーム補助金 10,000 10,000

団員報酬･出動費等 消防団員雨具・ヘッドライト 1,800 800

自主防災組織育成事業費 自主防災組織活動推進事業費助成金 850 800

消防施設維持管理費
消火栓修繕工事
消防ホース更新

2,491 2,400

消防施設整備事業費 防火衣 1,463 600

災害対策総務費 AED除細動パッド購入 517 500

防災行政無線維持管理費 防災行政無線維持管理費　新角館庁舎機器移設分 1,680 1,600

仙北市自主防災組織が実施する災害復
旧事業費補助金

自主防災組織が実施する災害復旧事業費補助金 200 200

花いっぱい運動推進事業費
花いっぱい運動花壇施設整備委託
花壇盛土工事

3,885 3,800

図書資料購入費 図書資料購入費 2,200 2,200

学習資料整備費 図書購入費 3,000 2,900

管理運営費（平福記念美術館）
キュービクル内高圧機器取替修繕
冷温水発生機不具合箇所整備・部品交換

5,060 5,000
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事　　業　　名 充当事業内容
事業費
(千円)

充当額
(千円)

管理運営費（勤労青少年ホーム） 軽運動場屋根改修工事 4,043 4,000

田沢湖マラソン大会負担金 田沢湖マラソン大会負担金 12,000 12,000

秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきた
ラン！実行委員会負担金

秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！実行
委員会負担金

2,500 2,500

⑦その他 967,140 2,065

クニマス未来館管理運営費 クニマス未来館管理運営費 (再掲)17,226 40

宝仙湖周辺環境整備事業費 宝仙湖周辺環境整備事業費 (再掲) 7,351 145

クニマス里帰りプロジェクト事業費 クニマス里帰りプロジェクト事業費 (再掲) 623 10

再生可能エネルギー導入促進事業費 再生可能エネルギー導入促進事業費 728 150

母子保健対策費 母子保健対策事業費 9,835 200

医師確保対策事業費 医師確保対策事業費 12,292 500

病院事業会計補助金 病院事業会計補助金 914,087 650

仙北市商工会補助金 仙北市商工会補助金 11,000 170

臨時地方道整備事業費 東田手習石線　公有財産購入費 (再掲) 5,727 100

団員報酬･出動費等 団員出動費 19,198 100

⑧ふるさと納税ふるさと便事業費 247,659 247,600

田沢湖再生クニマス里帰りプロジェクト事業分 9,442

高齢者が安心に暮らすための事業分 9,116

未来を担う子どもたちを育む事業分 65,930

ふるさとの自然と歴史文化を守る事業分 13,814

観光を軸とした交流のまちづくり事業分 6,331

自治体におまかせ分 142,967

合　　　　　計 1,657,743 654,015

　１０　令和２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
(千円)

充当額
(千円)

庁舎整備事業費 庁舎整備事業費 1,149,070 140,900

総合行政情報システム管理費 総合行政情報システム管理費 35,228 7,000

街灯費 街灯新設工事 1,800 1,800

街灯ＬＥＤ化整備事業費 街灯LED化 550 500

ふるさと納税ふるさと便事業費 247,659
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事　　業　　名 充当事業内容
事業費
(千円)

充当額
(千円)

内陸線駅愛護会補助金 内陸線駅愛護会補助金 1,362 1,300

展示資料購入整備費 新角館庁舎展示用樺細工購入費 3,000 3,000

雪寒地域建設機械整備費 除雪機械購入 300 300

道路維持補修費 道路修繕工事 14,000 13,700

交通安全施設整備費 交通安全施設整備費 4,500 4,500

安心・安全道路維持整備費
安心・安全道路維持整備費（工事）
安心・安全道路維持整備費（修繕）

2,400 2,400

社会資本整備総合交付金事業費 社会資本整備総合交付金事業 31,821 31,300

臨時地方道整備事業費 臨時地方道路整備事業 5,727 5,600

道路改良事業費 道路改良事業費 3,100 3,100

大曲仙北広域市町村圏組合消防費負担金 大曲仙北広域負担金（消防車両購入費） 5,747 5,700

災害対策総務費 新角館庁舎耐震度情報システム移設工事 224 200

再災害防止対策事業費 再災害防止対策事業（工事請負費） 9,000 9,000

諸工事費（小学校）
小学校諸工事費
生保内小冷房設備設置工事

24,700 24,600

諸工事費（中学校） 中学校諸工事費 12,307 12,300

給食センター管理運営費 給食センター構内工事 1,100 1,100

合　　　　　計 1,305,936 268,300

　１１　令和２年度公共施設等総合管理基金充当事業一覧

事　　業　　名 充当事業内容
事業費
(千円)

充当額
(千円)

普通財産等管理費 普通財産等管理費（水沢ロマンスリフト） 2,673 2,600

介護保険特別会計繰出金 にしき園屋根改修工事に係る繰出金 38,795 38,700

農村施設管理運営費 大沼農村公園給水施設機械室解体工事 1,340 1,300

農林業者研修集会施設管理運営費 雲沢集落センター屋根修繕工事 627 600

花葉館施設整備事業費 花葉館屋根塗装・ポンプ等各種機器更新工事 13,669 13,600

管理運営費（観光情報センター） 田沢湖観光情報センタートイレ通路床張替工事 396 300

橋りょう維持補修費 屋敷沢橋橋台袖工補修工事 3,500 3,500

市営住宅管理運営費 さくらぎの里 12,480 12,400

仙北市学校施設長寿命化計画策定事業費 学校施設長寿命化計画策定費 5,487 5,400

合　　　　　計 78,967 78,400
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　１２　令和２年度事業の概要（ふるさとを元気にする取組）

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

農業夢プラン型戦略作目等
生産基盤拡大事業費

● 15,521
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。

仙北市畑作園芸等振興事業
費補助金

● 3,500
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。

農業用マルチコプター導入
事業費等補助金

● ● 5,000 農業用無人マルチコプターの機材導入に助成する。

強い農業・担い手づくり総
合支援事業費補助金

● ● 1,100,000

農作物栽培の低コスト化、高品質化などに取り組む上で必要となる産地
基幹施設等の整備に対して補助する。令和２年度は、民間法人が田沢湖
地区工業団地に新規整備を予定している植物工場の施設整備費に対して
補助する。

農地集積加速化基盤整備事
業費

● 77,934
田沢湖生保内南地区・田沢湖神代地区の農地集積加速化基盤整備事業に
対して負担する。

農地中間管理機構関連ほ場
整備事業費

● 34,359
西木八津鎌足地区の農地中間管理機構関連ほ場整備事業及び角館中川地
区・角館大瀬蔵野地区・角館前田地区の調査計画策定事業に対し負担す
る。

中山間地域区画整理事業費
補助金

● 2,000
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。

森林経営制度管理事業費 ● ● 26,392
森林環境譲与税を活用し、私有林の経営意向調査等の森林整備及びその
促進に関する事業を行う。

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

中小企業活性化支援事業費
補助金

● ● 5,000
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。

国際観光宣伝・誘客事業費 ● ● 1,853

市内観光団体と連携し、海外誘客事業を行うとともに、英語・中国語
（繁体）版パンフレットを作成するなど受入態勢の強化を継続する。ま
た、台北温泉祭りや亜太国際温泉会議等でのＰＲ活動により交流人口の
増加に向けた取り組みを強化する。

桜まちづくり事業費 ● 3,177
角館町落合地区・古城山及び田沢湖下高野地区等の桜の維持管理を実施
する。

地域ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞによる観光
まちづくり事業費(地方創生
推進交付金)

● ● 28,654
仙北市内にある地域資源のブランディングを図るとともに、訪日観光客
を受け入れるための環境及び体制整備、海外プロモーション、外国人材
を採用した観光情報等の発信を行う。

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

地域振興事業費 ● ● 9,000
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。

再災害防止対策事業費 ● ● 33,500
何度も災害が発生している箇所について、徹底的に強化を図ることで将
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。

仙北市自主防災組織が実施
する災害復旧事業費補助金

● 200
災害により日常生活で利用する資産が被災した際に、他の支援を受ける
ことができないため、地域で協力して復旧に取り組む事業に対して補助
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

高齢者世帯等除雪支援事業
費

● ● 8,860
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。

福祉医療費 ● ● 212,321
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。

誕生祝支給事業費 ● ● 2,708 新生児の誕生を祝うため、誕生児童1名につき3万円の祝金を支給する。

すこやか子育て保育料助成
事業費

● ● 20,503
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・副食費を助成する。

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

４．優しさにあふれる福祉・子育て関連事業
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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

ドローン学習研究事業費 ● ● 1,687
中学校におけるドローンを用いた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を配置する。

国際交流事業費 ● ● 2,260
角館中学校と恵文高級中学、生保内中学校と北投国民中学の交流事業を
実施する。

教育コンピューター推進事
業費（小学校）

● 48,703 各小学校のICT環境の整備を推進する。

教育コンピューター推進事
業費（中学校）

● 30,593 各中学校のICT環境の整備を推進する。

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 ● ● 1,522
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。

地域おこし協力隊事業費 ● ● 12,793
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。

定住対策新婚世帯家賃助成
事業費補助金

● ● 11,638
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

● ● 12,700
定住促進のため、市内に住宅を新築・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。

移住支援事業費補助金（地
方創生推進交付金）

● ● 1,000
ＵＩＪターンによる産業人材の確保や移住促進のため、移住支援事業及
びマッチング支援事業を実施する。

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

地方創生推進事業費 ● ● 1,585
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。

農業IoT・水素利用による産
業創造事業費（地方創生推
進交付金）

● ● 22,700

農業IoTの促進のため、農業ドローン自動航行・農産物運搬実証をすると
ともに、農業IoT導入プログラムの企画運営に取り組み、農業IoT運営事
業者の育成を図る。また、水素エネルギー活用事業として、玉川温泉水
からの水素生成に関するパイロットプラント製作及び水素エネルギーの
利用に係る啓発活動を実施する。

持続可能な開発目標（ＳＤ
Ｇｓ）推進事業費

● ● 268
ＳＤＧｓの普及浸透を図るとともに、東北ＳＤＧｓ未来都市サミットへ
参加し、都市連携の相乗効果により、持続可能なまちづくりを加速化す
る。

デジタル技術による農村再
生事業費（地方創生推進交
付金）

● ● ● 10,262
近未来技術を活用し、次世代の農業（スマート農業）を通して農村の暮
らしを豊かに再生するプロジェクトを実施する。

事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

庁舎整備事業費 ● 1,235,218
新角館庁舎を建設する。本事業は平成30年度から令和2年度までの継続費
設定により実施する。

公共施設等マネジメント事
業費

● 5,467
公共施設等総合管理計画個別施設計画に基づき実施する。令和２年度
は、角館庁舎等解体工事実施設計を行う。

ふるさと納税ふるさと便事
業費

● 247,659
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。

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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《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

５３事業 １６億８，６６２万６千円 （うち新規事業 ２事業 ３，６６５万４千円）

【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

３１事業 １６億９，３３７万９千円 （うち新規事業 ２事業 ３３５万５千円）

【基本目標２】 生活安全 ～人が輝き安心して暮らせるまち～２

３９事業 １１億５，３９１万８千円

【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

９事業 ２億４，８２５万７千円 ※再掲 １事業 １億６，０７９万１千円

【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

２５事業 ３億５，１２２万円 ※再掲 ２事業 ４，９２４万５千円

【基本目標５】教育文化 ～個性豊かな心を育むまち～５

７事業 ３，９７０万３千円 ※再掲 １事業 ５万円

【基本目標６】移住定住 ～誇りある暮らしをつなぐまち～６

７事業 ３，７８５万１千円 ※再掲 １事業 １８５万３千円

【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

１２事業 １５億９，２９３万８千円 ※再掲 １事業 ８０万円
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款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

02-01-01
市制15周年記念式典開
催事業費

● 945
令和２年９月２０日に市制施行１５周年を迎えること
から記念式典を開催する。

02-01-02 行政連絡員費 1,863
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 庁舎整備事業費 ● 1,235,218
新角館庁舎を建設する。本事業は平成30年度から令和
2年度までの継続費設定により実施する。

02-01-05
公共施設等マネジメン
ト事業費

● 5,467
公共施設等総合管理計画個別施設計画に基づき実施す
る。令和２年度は、角館庁舎等解体工事実施設計を行
う。

02-01-05
公共施設等総合管理基
金積立金

● 50,015
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

● 12,780
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 定住対策推進事業費 ● ● 1,522
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 ● 325
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
三市連携交流提携都市：秋田市、常陸太田市

02-01-06
男女共同参画推進事業
費

● ● 217
「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

● ● 623
田沢湖再生検討会の開催及び地元団体等と連携した白
浜クリーンアップを実施し、クニマス里帰りに向けた
環境づくりへの意識を高める。

02-01-06
社会保障・税番号制度
システム整備費

11,146
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、基幹系システムや自治体中間サーバーの改修・
機能強化等を行う。

02-01-06
ふるさと納税ふるさと
便事業費

● 247,659
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

● ● 12,793

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 ● ● 1,585
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。

02-01-06
仙北市女性の活躍推進
事業費

● ● 125
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 総合政策審議会費 155

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・効果の検証を行うととも
に、第2次総合計画の後期計画び総合戦略改訂につい
て諮問する。

02-01-06
農業IoT・水素利用によ
る産業創造事業費（地
方創生推進交付金）

● ● 22,700

農業IoTの促進のため、農業ドローン自動航行・農産
物運搬実証をするとともに、農業IoT導入プログラム
の企画運営に取り組み、農業IoT運営事業者の育成を
図る。また、水素エネルギー活用事業として、玉川温
泉水からの水素生成に関するパイロットプラント製作
及び水素エネルギーの利用に係る啓発活動を実施す
る。

02-01-06
持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）推進事業
費

● ● 268
ＳＤＧｓの普及浸透を図るとともに、東北ＳＤＧｓ未
来都市サミットへ参加し、都市連携の相乗効果によ
り、持続可能なまちづくりを加速化する。
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款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

02-01-06
玉川ダム竣工３０周年
記念事業開催費

● 200
玉川ダムが竣工３０周年の節目を迎え、シンポジウム
や祝賀会等の記念事業を開催する。

02-01-06
デジタル技術による農
村再生事業費（地方創
生推進交付金）

● ● ● 10,262
近未来技術を活用し、次世代の農業（スマート農業）
を通して農村の暮らしを豊かに再生するプロジェクト
を実施する。

02-01-06
田沢地区通院タクシー
運行費

● 951
田沢診療所の閉鎖に伴い、田沢地区から市立田沢湖病
院まで診察利用者を対象として無料通院タクシーを運
行する。

02-01-06
地域運営体活動推進費
交付金

● ● 36,000

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
定住対策新婚世帯家賃
助成事業費補助金

● ● 11,638
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

● ● 12,700
定住促進のため、市内に住宅を新築・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

● ● 1,634
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
移住支援事業費補助金
（地方創生推進交付
金）

● ● 1,000

ＵＩＪターンによる産業人材の確保や移住促進のた
め、移住支援事業及びマッチング支援事業を実施す
る。
【事業内容】
マッチング支援対象法人へ就職した者、又は起業支援
金の交付決定を受けた者に、引っ越しなど移住に伴う
費用負担の助成として1世帯当たり最大100万円を支給
する。

02-01-07 地域振興事業費 ● ● 9,000
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 ● 1,064
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 ● 2,339
防犯指導隊及び各防犯関係機関と連携し、犯罪被害防
止を推進する。

02-01-09
街灯ＬＥＤ化整備事業
費

550
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
ＬＥＤに更新する。

02-01-09
街灯防犯灯新設団体補
助金

● 400 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

● 57,207
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 ● 41,803
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
生活路線代替バス購入
費

● 23,467 老朽化したスマイルバスを更新する。

02-01-10 地域公共交通対策費 ● ● 550
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
モビリティサービス推
進事業費

● ● ● 2,395

運転手不足によるサービス低下を防ぎ、高まる地域公
共交通へのニーズに対応するため、モビリティＡＩを
活用した自動走行の社会実装を目指すため、既存の公
共交通（生活路線・観光二次アクセス）でのモビリ
ティシステム導入を図る。

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。

- 20 -



款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

02-01-12 収納推進費 ● 16,751
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。

02-01-13
集落集会所建設事業費
補助金

3,500
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

3,804
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維持・管理
し、市民や本籍人の利便性向上を図る。

03-01-01
生活困窮者自立支援事
業費

● 7,841
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等を実施する。

03-01-01
犯罪被害者等見舞金支
給事業費

100
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

● 1,908
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

● 2,094

重度身体障がい者(児)等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。

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

● 630
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。

03-01-03 敬老祝い金支給事業費 3,520
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、敬老祝い金を支給する。

03-01-03
緊急通報装置給付・貸
付事業費

● ● 2,349
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、ひとり暮らし高齢者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
高齢者共同生活（相互
援助ホーム）支援事業
費

● ● 4,526
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 171
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

● ● 8,860

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する。

03-01-03
介護タクシー利用助成
事業費

● ● 480

在宅生活の継続及び家族の負担軽減を図るため、高
齢・身体の障がい等の理由により一般車両を利用して
外出することが困難である在宅の要介護認定者が、介
護サービス計画外となる医療機関への入退院及び通院
等が必要となったとき、市内事業者が提供する介護タ
クシーを利用した場合、利用経費の2分の1を助成す
る。

03-01-04
生きがい活動通所支援
事業費

● ● 5,970
高齢者の方が長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 ● ● 212,321
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。
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款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

03-01-07 任意事業費 ● 9,371

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

● 10,335
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

● 18,531
高齢者の介護予防を目的に健康や生活機能の状態に合
わせた支援を行う。

03-01-07 包括的支援事業費 ● 24,058

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続
していけるよう、地域包括ケアシステムの構築へ向け
て、医療と介護の連携、生活支援整備、認知症施策推
進を図る。

03-01-08
後期高齢者医療短期人
間ドック助成費

● 861
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
（上限2万1千円）を助成する。

03-02-01
ひとり親家庭福祉事業
費

● 3,611

ひとり親家庭の生活の安定を図るため、母子父子自立
支援員が相談に応じた子育て・生活の支援や、親子の
就労につながる制度（貸付・給付金）を紹介するな
ど、問題解決の支援を行う。

03-02-01 家庭児童相談事業費 ● 2,809
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

● 570
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

● ● 1,079
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 ● ● 2,708
新生児の誕生を祝うため、誕生児童1名につき3万円の
祝金を支給する。

03-02-01 療育訓練事業費 338
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。

03-02-01
子育てファミリー支援
事業費

● ● 497

安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進める
ため、平成30年4月2日以降に第3子以降の子が生ま
れ、かつ、その子を含む3人以上の子を養育する世帯
に対し、1万5千円相当のクーポン券を交付する。

03-02-01 幼児教育推進事業費 ● ● 143
幼児教育推進体制を構築するため、教育・保育アドバ
イザーを配置する。

03-02-03 一般総務費 ● ● 1,974
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

● ● 20,503
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・副食
費を助成する。

03-02-03 放課後児童対策事業費 ● ● 94,297
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

● ● 47,271
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

● ● 800
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

246,459
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。
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款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

03-03-02 生活保護費 ● 594,840
生活保護法により規定されている法定8扶助等の扶助
費を支給する。

04-01-01 保健事業総務費 ● ● 8,428

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 ● ● 13,420

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

● 2,007

こころの健康づくり・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、相談支援、傾聴
ボランティア支援

04-01-01 安心子育て応援事業費 3,963

安心して妊娠・出産・子育てが行えるよう切れ目のな
い支援をするとともに、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】子育て世代包括支援センター、こんにち
は赤ちゃん教室、ママと赤ちゃんのふれあい講座、母
子保健関係者研修会、思春期保健事業等

04-01-01
歯と口腔の健康づくり
推進事業費

1,094

むし歯予防を推進するため、歯科健診（1歳6か月・2
歳6か月・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

2,001
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 ● ● 12,292

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 190
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

● 1,088 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

● 224 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

● 3,900

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
がん患者補正具購入費
補助金

630
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 51,554

予防接種法に基づき、定期及び任意の予防接種を行
い、住民の健康を増進する。
【定期予防接種】
Ｈｉｂ、小児肺炎球菌、四種混合、二種混合、ロタウ
イルス、ＢＣＧ、水痘、麻しん、風しん、日本脳炎、
ヒトパピローマウィルス感染症、Ｂ型肝炎、高齢者肺
炎球菌、インフルエンザ（高齢者）のワクチン接種
【任意予防接種】
おたふくかぜ、インフルエンザ（若年者等）のワクチ
ン接種
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総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)
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04-01-02 健康増進事業費 ● 24,257

市民の疾病予防と健康増進のための事業を行う。
【事業内容】
健康教育費…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

04-01-02 大腸がん予防事業費 ● ● 5,431

平成21年度より厚生労働省の研究事業である「大腸内
視鏡検診の有効性評価のためのランダム化比較試験」
に参画している。大腸がん早期発見のために便潜血検
査と受診勧奨を行う。

04-01-02
後期高齢者健康診査等
事業費

10,544

生活習慣病と介護予防のため、後期高齢者の健康診査
と歯科口腔健診、保健指導等を実施する。また、健康
診査は今年度も集団健診と医療機関での個別健診を実
施する。

04-01-03 浄化槽設置整備事業費 19,524

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 16基　7人槽 24基
　単独分：5人槽　2基　7人槽  1基

04-01-03 不法投棄監視費 ● 524
不法投棄監視のため監視員を配置する。また不法投棄
対策・処理を行う。

04-02-01 水道事業会計補助金 292,539

地方公営企業繰出基準に基づき補助を行うほか、民間
法人が田沢湖地区工業団地に新規整備を予定している
植物工場用の水道管敷設工事費分を補助する。
【植物工場用水道管敷設工事費分】37,906千円

04-04-01 廃棄物減量化対策費 ● 62
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 ● 72,699 家庭ごみの収集運搬を実施する。

05-01-01
就職支援・職場定着対
策事業費

● ● 50
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 ● ● 84
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1万円（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1万円（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 ● ● 1,550

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。令和元年度より新規決定分は廃止。
【助 成 額】 一般7万5千円
②被雇用者就職祝い金
【助成額】　新卒5万円

06-01-01
農地利用最適化交付金
事業費

● 12,260
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

● 236
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。
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総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)
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06-01-03
中山間地域等直接支払
事業費

12,099

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2　角館3

06-01-03
ふるさとの食育推進事
業費

● ● 49
幅広い世代へ健全な食生活の実践を図るため「食育推
進会議」を運営する。

06-01-03
グリーンツーリズム推
進事業費

● ● 1,786

仙北市の豊富な農山村の地域資源を活用し、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
るとともにインバウンド対策として英語版グリーン
ツーリズムパンフレットを作成しＰＲ活動を実施す
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

● 15,521

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。
【補助率】
　県 1/3以内　市 1/12、(農業賞受賞者は3/12）

06-01-03
経営所得安定対策推進
事業費

9,665
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

● ● 1,221
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
通農体験・農業定住
（五感楽農）事業費

● ● 363

五感楽農専用農園や伝統野菜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農
村生活体験ツアーを実施し、将来的にはツアー参加者
の移住・定住へつなげる。

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
ほ場整備区域地力増進
作物作付事業費補助金

6,080

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

● 3,500

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。
【補助率】 1/3以内（機械導入費・施設整備費上限35
万円）

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

● 18,239

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　市 1/10以内（農業賞受賞
者）

06-01-03
機構集積協力金推進事
業費補助金

70,840
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
新規就農総合支援事業
費補助金

● ● 14,250

青年新規就農者を対象として、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
ダーとなる人材を育成する。
【助成内容】 農業次世代人材投資事業費補助金
個人申請150万円　夫婦共同申請225万円

06-01-03
農業用マルチコプター
導入事業費等補助金

● ● 5,000
農業用無人マルチコプターの機材導入に助成する。
【助成内容】
　機体１機あたり、上限50万円

06-01-03
条件不利農地を担う経
営体支援事業費補助金

● ● 3,161

中山間地域等において、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、農作物を生産しながら農地の保全
に取り組む経営体を支援する。
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総合
計画

総合
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予算額
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06-01-03
ミドル就農者経営確立
支援事業費補助金

● ● 1,200
50歳以上60歳未満のミドル層で就農意欲の喚起と就農
後の定着を図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

06-01-03
強い農業・担い手づく
り総合支援事業費補助
金

● ● 1,100,000

農作物栽培の低コスト化、高品質化などに取り組む上
で必要となる産地基幹施設等の整備に対して補助す
る。令和２年度は、民間法人が田沢湖地区工業団地に
新規整備を予定している植物工場の施設整備費に対し
て補助する。
【対　　象】 次世代型大規模園芸施設
【補 助 率】 国 1/2以内、市 1/10以内

06-01-04
仙北市堆肥センター管
理運営費

● ● 10,604
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 ● 3,150
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。

06-01-05
農地集積加速化基盤整
備事業費

● 77,934

田沢湖生保内南地区・田沢湖神代地区の農地集積加速
化基盤整備事業に対して負担する。
【事業内容】
 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

● 160,791

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り組み強化を図
る。
【事業内容】 対象50組織

06-01-05
元気な中山間農業応援
事業費

● ● 2,000

中山間地域における農地や農業水利施設等の基盤整
備、新たな担い手等による農業生産の拡大及び収益性
の高い園芸作物への取り組みを推進するため水田の畑
地化整備を実施する。
【対象区域】 生保内２地区　3.2ha

06-01-05
農地中間管理機構関連
ほ場整備事業費

● 34,359

西木八津鎌足地区の農地中間管理機構関連ほ場整備事
業及び角館中川地区・角館大瀬蔵野地区・角館前田地
区の調査計画策定事業に対し負担する。
【事業内容】
 八津鎌足 【受益面積】11.7ha 【採択】平成30年度

06-01-05
田沢二期地区水利用高
度化推進事業費負担金

208
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。

06-01-05
秋田県水土里情報利用
団体連絡協議会負担金

226
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

● 4,940
田沢湖梅沢岡崎地区ため池・田沢湖若松堰用排水施設
の老朽化に伴い施設の整備を図る。

06-01-05
仙北平野基幹水利施設
ストックマネジメント
事業費負担金

256
農業用水の安定的な確保と機能維持を図るため、仙北
平野土地改良区で導入する用水管理システムの整備負
担金。

06-01-05
田沢疏水基幹水利施設
ストックマネジメント
事業費負担金

2,745
農業用水の安定的な確保と機能維持を図るため、田沢
疎水土地改良区で導入する用水管理システムの整備負
担金。

06-01-05
小土地改良事業費補助
金

1,329
土地改良組合等が実施する土地改良工事に対して助成
する。
【補 助 率】 20％

06-01-05
農業水利施設小水力発
電事業費負担金

736
仙北平野土地改良区エリアで実施する小水力発電事業
に対する負担金。

06-01-05
中山間地域区画整理事
業費補助金

● 2,000
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り組みへ補助する。
【補助単価】100千円/10a以内

06-02-01 有害鳥獣駆除事業費 4,202

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。また、高齢化が
進んでいる猟友会員の増加につなげるため新規狩猟者
登録に係る経費を助成する。

- 26 -



款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

06-02-02
高能率生産団地路網整
備事業費

● 7,000

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 ● 44,284
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。

06-02-02 作業道維持補修費 6,804 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 3,160

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　西木町堀内　23.14ha
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 3,812
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。

06-02-02
ふれあいの森整備事業
費

● 8,078
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

1,581 森林総合研究所契約地の除伐を行う。

06-02-02 緩衝帯等整備事業費 896
クマ等の野生動物が出没し人的な被害などのおそれの
ある森林や、道路沿いの藪化・過密化している森林を
整備し、森林環境の保全や景観の向上を図る。

06-02-02
森林経営制度管理事業
費

● ● 26,392
森林環境譲与税を活用し、私有林の経営意向調査等の
森林整備及びその促進に関する事業を行う。

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。

07-01-02 特産物販売促進対策費 ● ● 289
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 企業誘致対策事業費 ● 4,972

企業誘致活動の実施並びに田沢湖黒沢工業団地の維持
管理を行うほか。民間法人が同工業団地に新規整備を
予定している植物工場建設に併せ構内道路工事を行
う。
【植物工場用構内道路工事費分】4,373千円

07-01-02 仙北市商工会補助金 ● ● 11,000

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

● ● 646

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

07-01-02
中小企業活性化支援事
業費補助金

● ● 5,000

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、100万円限度（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

844

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 ● ● 9,758
企業立地促進条例第5条による奨励金を交付する。
【対象】 ７社
【交付金額】 固定資産税相当額奨励金・借地助成金
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款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

07-01-03 観光宣伝費 ● ● 8,246
平成15年をピークに減少傾向にある観光客数を増加さ
せるため、関係機関等と連携を図りながら観光ＰＲ事
業を実施する。

07-01-03 観光施設整備事業費 ● 11,915

玉川温泉園地公衆トイレ改修、抱返り渓谷歩道改修工
事、靄森自転車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、田沢湖観光情報センター公衆ト
イレ改修工事を実施する。

07-01-03 教育旅行支援事業費 ● ● 849
岩手県、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

● ● 1,853

市内観光団体と連携し、海外誘客事業を行うととも
に、英語・中国語（繁体）版パンフレットを作成する
など受入態勢の強化を継続する。また、台北温泉祭り
や亜太国際温泉会議等でのＰＲ活動により交流人口の
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

1,500

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
観光アクセス推進事業
費

● ● 450

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を実施する。

07-01-03 青少年国際交流事業費 ● ● 800
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事業を支援する。

07-01-03 桜まちづくり事業費 ● 3,177
角館町落合地区・古城山及び田沢湖下高野地区等の桜
の維持管理を実施する。

07-01-03
地域ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞによる
観光まちづくり事業費
(地方創生推進交付金)

● ● 28,654

仙北市内にある地域資源のブランディングを図るとと
もに、訪日観光客を受け入れるための環境及び体制整
備、海外プロモーション、外国人材を採用した観光情
報等の発信を行う。

07-01-03
秋田の観光創生推進会
議負担金

1,063

「秋田デスティネーションキャンペーン」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し
てきた秋田の観光創生推進会議の事業経費。令和2年
度は令和3年度の東北デスティネーションキャンペー
ン等に向けた一体的な取組を行う。

07-01-03
田沢湖・角館観光協会
補助金

● ● 29,993
平成30年4月1日に発足した観光協会の観光協会運営費
補助金。今後はDMO本法人化による地域一体となった
ＰＲ活動及び受入態勢の強化を図る。

07-01-04 樺細工振興費 ● ● 1,879
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

樺細工の製作技術を継承し、将来も継続して従事する
意志を有する後継者を育成すため、５年間の育成資金
を交付する。
【交付額】１～3年目：月8万円
　　　　　４～5年目：月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

08-01-01
急傾斜危険区域工事費
負担金

8,000
県急傾斜地崩壊対策事業（西木町桧木内山口、田沢湖
下高野）の市負担分。

- 28 -



款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)
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08-02-01
雪寒地域建設機械整備
費

84,000

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】 除雪ロータリ 1台、除雪ドーザ 1台
【配 置 先】 西木地区、角館地区
【補 助 率】 国 2/3

08-02-02 道路維持補修費 ● ● 30,156 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 28,214
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

3,500
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

● ● 1,000
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 ● 734,521

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、橋梁補修等
【実施事業】
　社会資本整備総合交付金事業費　4億7,069万4千円
　臨時地方道整備事業費　　　　  　 8,032万7千円
　辺地対策事業費                1億1,740万円
　過疎対策事業費               　　6,000万円
  道路改良事業費　　　　　　　　　   610万円

08-02-04 橋りょう維持補修費 ● 4,611
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 ● 120 都市計画審議会を運営する。

08-04-01 景観形成推進事業費 ● 254 仙北市景観審議会を運営する。

08-04-04 公園維持管理費 ● 9,579
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 ● 85
落合公園運動施設改修に向けて関係団体等との協議を
継続する。

08-05-01 市営住宅管理運営費 ● 29,770 市内12の市営住宅を維持管理する。

08-05-01
住宅・建築物安全ス
トック形成事業費

● ● 960
地震による木造住宅の倒壊等の災害を未然に防止し、
市民の安全安心を確保するため、木造住宅の耐震診断
と耐震改修の費用の一部を補助する。

08-05-01
住宅リフォーム促進事
業費補助金

● ● 10,000

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
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

● 970
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

1,264
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 ● 10,479
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 ● 70,891

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。
【購入備品】
　軽四輪駆動小型消防ポンプ付積載車 2台
　軽四輪駆動消防ポンプ積載車 2台
　防火衣一式　2式
【施設工事】
　新角館庁舎防火水槽新設工事

09-01-05
防災行政無線維持管理
費

11,032 災害時の通信を確保し、迅速的確な応急対応を行う。
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09-01-05 危険空き家対策費 ● 3,248
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 ● 125
仙北市防災週間に防災車両の展示等イベント（防災の
集い）を開催するとともに、避難訓練を実施し市民の
防災意識向上を図る。

09-01-05 再災害防止対策事業費 ● ● 33,500
何度も災害が発生している箇所について、徹底的に強
化を図ることで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。

09-01-05
仙北市自主防災組織が
実施する災害復旧事業
費補助金

● 200

災害により日常生活で利用する資産が被災した際に、
他の支援を受けることができないため、地域で協力し
て復旧に取り組む事業に対して補助する。
【補助率】 5万円以上の事業費に対して上限10万円

10-01-02
包括連携交流活動事業
費

● ● 361
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

2,046

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 ● ● 6,989
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

780

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

50

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

1,742
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、情報学習支援員を配置し各学校へ派
遣する。

10-01-05
学校適正配置関係事業
費

345 学校適正配置に関する意見交換会を適時開催する。

10-01-05
ドローン学習研究事業
費

● ● 1,687
中学校におけるドローンを用いた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を配置する。

10-01-05 国際交流事業費 ● ● 2,260
角館中学校と恵文高級中学、生保内中学校と北投国民
中学の交流事業を実施する。

10-01-05
富士河口湖町子ども交
流事業費

● 524
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。

10-02-01
特別支援教育支援員派
遣事業費

● 55,334
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

9,838
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。

10-02-02
教育コンピューター推
進事業費

● 48,703 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

● ● 1,550

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

● 9,356
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。

- 30 -



款項目 事業名称 新規
総合
計画

総合
戦略

予算額
(千円)

事業の説明

10-03-02
教育コンピューター推
進事業費

● 30,593 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

● ● 1,548

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）。

10-05-01
花いっぱい運動推進事
業費

● 5,054

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、一斉植栽日に「花の市」を開催
する。

10-05-01
子ども演劇体験支援事
業

● ● 320
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
地域学校協働本部事業
費

● ● 1,056
地域住民の特技等を生かして地域の教育力を学校教育
に活用する地域学校協働本部を設置する。

10-05-01
せんぼくアートプロ
ジェクト推進費

● ● 653
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 ● 3,982
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り組みを
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

● 11,659

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

16,209

「角館の武家屋敷」の文化財としての公開は、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

4,860

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 ● 6,576
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

● 75,269
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

● 24,892
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
ユネスコ無形文化遺産
魅力発信事業費

2,456
秋田県内でユネスコ無形文化遺産に認定された仙北
市、秋田市、鹿角市の3行事による連携事業として、
秋田市で開催される「食と芸能大祭典」に出演する。

10-05-04
角館町割400年記念事業
費

● 1,745
芦名家によって角館の町割りが行われた1620年から
400年の節目の年として、記念シンポジウムを開催す
る。

10-05-05 学習資料整備費 ● 4,898
学習資料館において、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と、利用者のニーズ
に応じた図書資料等を整備する。

10-05-05 学校図書館支援事業費 ● 9,832
学校図書館支援員が市内小・中学校11校を定期的に訪
問して、学校図書館内の環境や図書資料の整備等を行
い、学校図書館の運営を支援する。

10-05-05
子ども読書活動推進事
業費

● ● 2,637
子どもの読書活動の推進を行う。子どもの読書環境充
実のため、市内小・中学校の学校図書館向けの図書資
料等の整備を行う。
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10-05-05 高井有一文庫事業費 ● ● 234
遺族から寄贈された「高井有一文庫」資料の整理と保
管のための環境整備、「高井有一書斎」等展示を行
う。

10-06-01 チャレンジデー事業費 200

毎年5月最終水曜日に行われる住民総参加型のスポー
ツイベントを通じ、市民の「健康づくり」や「生涯ス
ポーツ」のきっかけをつくり、運動の習慣化と健康増
進を図る。

10-06-01
2020仙北市スポーツ文
化交流事業費

5,223
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、タイ王国とのスポーツ・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
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する負
担金。

10-06-01
東京2020大会聖火リ
レー開催事業負担金

● 1,662
6月9日に角館桜並木駐車場、武家屋敷通りで行われ
る、東京2020オリンピック聖火リレー開催に伴う負担
金。

国保事業
05-01-01

特定健康診査等事業費 5,826

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

国民健康保険被保険者
人間ドック助成費

● ● 3,780
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（上限2万1千円）を助成する。

水道事業
1-1

未普及地域解消事業費
（山谷川崎地区）

● 471,570

山谷川崎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31年度～令和5年度
【対 象 者】 山谷川崎地区　計画給水人口　292人

水道事業
1-1

未普及地域解消事業費
（卒田地区）

● 35,585

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】 令和2年度～令和7年度
【対 象 者】 卒田地区　計画給水人口　272人

下水道
事業
1-1

公共下水道事業 ● 27,984

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】
角館町西野川原地区管渠工事

下水道
事業
1-1

公共下水道事業
（ストックマネジメン
ト事業）

● 50,022

　田沢湖浄化センターの施設の老朽化対策として、平
成29年度及び平成30年度にストックマネジメント計画
を策定し、計画に基づく受変電設備及び監視制御設備
の更新を行う。
【事業内容】
田沢湖浄化センター電気設備工事

下水道
事業
2-1

集落排水事業 ● 169,609

農業用用排水の水質保全及び農村の生活環境の改善を
図るため、平成13年4月から供用開始している施設の
老朽化対策として、設備更新及びコンクリートの長寿
命化を行う。
【事業内容】
前郷浄化センター機能強化工事

- 32 -



　１３　令和２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 角館の桜まつり
令和2年4月20日

～
令和2年5月5日

➢桧木内川堤のソメイヨシノは国指定名勝に指定されいて、武
家屋敷通り・桧木内川堤共に「日本さくら名所100選」に選ばれ
ている。桜まつり期間中の夜間はライトアップを実施する。
➢会場：角館桧木内川堤・武家屋敷通りほか

2 田沢湖刺巻湿原　水ばしょう祭り
令和2年4月11日

～
令和2年5月5日

➢田沢湖刺巻湿原の約3ヘクタールにミズバショウが咲き誇り、
時期によってはザゼンソウやカタクリも一緒に楽しむことがで
きる。木道を整備していて、間近で楽しむことができる。
➢会場：田沢湖刺巻湿原

3 かたくり群生の郷
令和2年4月中旬

～
令和2年5月上旬

➢特産である西明寺栗の栗園内に国内最大級のカタクリの群生
地があり、一斉に花開く様子は圧巻。極めてまれに白色のカタ
クリが咲くこともある。
➢会場：西木町八津・鎌足地区

4 東京２０２０オリンピック聖火リレー 令和2年6月9日

➢東京オリンピック開催により実施される聖火リレー。
　仙北市において、市民の更なるスポーツへの関心や国際交
流、地域の活性化につなげる。
➢会場：角館桜並木駐車場ほか特設コース

5 たざわ湖龍神まつり 令和2年7月下旬

➢永遠の美と命を求め龍の姿を得た辰子と八郎湖の太郎とのふ
たりの仲にあやかり、田沢湖の安全と縁結び、家庭円満を祈願
した祭りを開催する。
➢会場：田沢湖白浜おまつり広場

6 玉川ダム竣工３０周年記念事業

（一般向けイベント）
　令和2年7月予定
（記念シンポジウム）
　令和2年10月17日

➢玉川ダム竣工30周年の節目を迎えるにあたり、地域住民をは
じめダム建設に携わった関係者の業績や教訓を後世に伝える機
会を創出するとともに、中和処理施設を含めた玉川ダム施設等
の効果から日頃から水害や渇水に備えるために地域で考える機
会とする。
➢会場：（一般向けイベント）玉川ダム及び下流公園
　　　　（記念シンポジウム）駒ヶ岳グランドホテル

7
東京２０２０パラリンピック聖火フェ
スティバル採火式

令和2年8月15日

➢東京パラリンピック開催により実施される聖火リレーの仙北
市における採火式。「仙北市歴史文化の火」として採火し、全
国から集められた炎とともにリレーされる聖火となる。
➢会場：角館町白岩雲巌寺

8 角館町割400年記念フォーラム 令和2年8月予定
➢芦名家によって角館の町割りが行われた1620年から400年の節
目の年として、記念シンポジウムを開催する。
➢会場：仙北市立角館樺細工伝承館

9 角館のお祭り
令和2年9月7日

～
令和2年9月9日

➢角館総鎮守神明社と勝楽山成就院薬師堂の祭典。7日に神明社
の宵宮祭、8日に神輿渡御祭が行われる。併せて8日に薬師堂の
宵祭法楽、9日には薬師瑠璃光如来御輿巡業が行われる。お祭り
の余興として曳山が各町内を回り、町中で鉢合わせになると通
行の優先権をめぐり交渉が行われ、決裂すると「やまぶっつ
け」が行われる。
➢会場：角館町内

10 第３５回田沢湖マラソン 令和2年9月20日
➢市民の健康づくりと誘客による地域活性化を目的に、第３５
回大会を開催する。
➢会場：田沢湖畔他

11 市制15周年記念式典 （未定）
➢令和２年９月２０日に市制施行１５周年を迎えることから記
念式典を開催する。
➢会場：（未定）

12 第35回生保内節全国大会
令和2年9月26日

～
令和2年9月27日

➢この地で生まれた独自の民謡である「生保内節」を通して、
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して
開催する。
➢会場：仙北市民会館

13
第３０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

令和2年9月27日

➢秋田内陸地域の賑わいの創出と観光資源、特産品などの情報
発信を行うため、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
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№ イベント等名 開催時期 概要

14
秋田２５市町村対抗駅伝ふるさとあき
たラン！

令和2年10月10日
～

令和2年10月11日

➢秋田県内全ての市町村が一堂に会し、市町村を代表する選手
による駅伝大会を仙北市において開催する。
➢会場：仙北市内特設コース

15 第３３回全日本ＭＴＢ選手権大会
令和2年10月10日

～
令和2年10月11日

➢オフシーズンのたざわ湖スキー場の活用と地域の活性化を図
るため、JCF（公益財団法人日本自転車競技連盟）が主催する
MTBの全日本選手権を開催する。
➢種目：クロスカントリー、ダウンヒル
➢会場：田沢湖スキー場特設コース

16 抱返り紅葉祭
令和2年10月上旬

～
令和2年11月上旬

➢玉川の神代ダムの下流から抱返り神社まで続く深い谷の自然
美と壮大な景観が感動的な抱返り渓谷。紅葉の時期に例大祭や
芸能披露などを行う。
➢会場：田沢湖抱返り渓谷

17 上桧木内の紙風船上げ 令和3年2月10日

➢武者絵や美人画が描かれた巨大な紙風船が、その年への思い
や願いを託し真冬の夜空に打ち上げられる。秋田県を代表する
冬の風物詩となっている。
➢会場：西木町紙風船広場

18 田沢湖高原雪まつり 令和3年2月中旬

➢たざわ湖スキー場を会場に、雪像展示、小正月行事、ステー
ジイベントや打ち上げ花火など、スキー客や温泉客などが参加
できるイベントを盛り込んで行う。
➢会場：田沢湖たざわ湖スキー場

19
２０２１ＦＩＳ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

令和3年3月上旬

➢モーグル競技への関心を高めると共にモーグルの聖地を目指
し、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する。
➢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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