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　１　概要

　２　令和３年度当初予算案の規模

　（１）一般会計　　２０４億５，０００万円

（対前年度当初予算比　　１０億１，０００万円減　△４．７％）

＝参考＝

　・令和 ２ 年度当初予算額　　２１４億６，０００万円　　（前年度比　＋１．６％）

　・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％）

　新型コロナウイルス感染症の影響で、現状では日常に多くの制限があることから、市税
をはじめ自主財源の収入見込みに不透明感が否めません。令和３年度当初予算は先ずコロ
ナ禍から市民を守ることを主眼に、状況の変化やポストコロナ社会への転換にも即応でき
るよう、予算規模の縮減を図るなど財政の機動力確保に意を配しました。同時に第２次仙
北市総合計画及び仙北市総合戦略の後期計画初年度として、その施策の実施を担える予算
となるよう、各種団体にもご協力をいただいた予算です。
　歳入面では、コロナ禍における市税の減収、合併算定替の終了に伴う普通交付税交付額
の縮減、庁舎整備事業等大規模建設事業の終了に伴う市債発行収入の減少を見込む一方
で、ふるさと納税寄附金は令和２年度の収入見込を反映し前年度比８億円の増の１２億円
と見込んでいます。歳出面では、新型コロナウイルスワクチン接種関係経費などコロナ禍
対応を盛り込んだ予算としました。
　コロナ禍という未曾有の現状ですが、地域経済力の維持、市民の健康と生命と生活を守
るため、施策には国県補助金、過疎対策債などの有利な財源、ふるさと仙北応援基金など
を活用し、予算規模の縮減と財政調整基金の残高確保を図りました。一般会計は、前年度
比１０億１，０００万円の減となる２０４億５，０００万円の予算規模となっています。

　産業振興対策としてメガ団地等大規模園芸拠点育成事業費補助金、草地畜産基盤整
備事業（草地整備型）公共牧場整備事業費、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、農地中間管理機構関連ほ場整備事業費、森林経営制度管理事
業費、中小企業活性化支援事業費補助金、仙北市農商工連携促進事業費補助金。移
住・定住対策として定住対策推進事業費、移住支援事業費補助金、テレワーク・ワー
ケーション利用促進事業費補助金、若者マイホーム取得助成金、結婚新生活支援事業
補助金。観光振興・外国人インバウンド対策として地域ブランディングによる観光ま
ちづくり事業費、３Ｄ連携を基軸とした交流拡大事業費、東北デスティネーション
キャンペーン事業費、仙北ニューネイチャーツーリズム造成事業費。地方創生対策と
して地方創生推進事業費。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、GIGAスクール構想推進事業費、中央公民
館活動推進事業費、河原田家公開管理事業費、田沢郷土資料等展示事業費。新型コロ
ナウイルス感染症対策として新型コロナウイルス感染症病原体検査費用助成事業費、
ワクチン接種体制確保事業費及びワクチン接種対策事業費。
　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、
東勝楽丁庁舎（旧角館庁舎）の解体等を行うための公共施設等マネジメント事業費、
行政ＤＸ推進事業費、第三セクター経営改革推進事業費、高齢者の保健事業と介護予
防の一体的実施事業費、市民体育館管理運営費を計上。
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　（２）特別会計　　８０億１，９６２万９千円

（対前年度当初予算比　　９，３６７万９千円増　＋　１．２％）

❏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（＋1億8,837万8千円）

 ・国民健康保険特別会計（事業勘定） 一般被保険者療養給付費の減（△1,428万9千円）

一般被保険者高額療養費の減（△1,593万9千円）

国民健康保険事業費納付金の減（△7,516万4千円）

 ・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（＋1,444万4千円）

 ・介護保険事業特別会計 職員給与費の減（△1,276万2千円）

利用者サービス事業費の減（△228万7千円）

 ・生保内財産区特別会計 一般会計繰出金の増（＋1,058万2千円）

 ・雲沢財産区特別会計 造林保育事業費の減（△256万5千円）

＝参考＝

 ・令和２年度当初予算額　　　　７９億２，５９５万円　　（前年度比　△１１．０％）

 ・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％）

　（３）企業会計　　８６億６，３９０万２千円

（対前年度当初予算比　　４億１，０８０万８千円減　△４．５％）

❏主な増減

 ・病院事業会計 材料費の増（＋1,900万3千円）

企業債償還費の増（＋1億3,997万9千円）

 ・温泉事業会計 改良工事費（乳頭地区源泉対策事業）の増（＋3,193万4千円）

 ・水道事業会計 上水道事業未普及地域解消事業費の減（山谷川崎、卒田地区）（△3億1,747万1千円）

 ・下水道事業会計 集落排水事業建設改良費の減（△1億4,756万9千円）

＝参考＝

 ・令和２年度当初予算額　　　９０億７，４７１万円　　　（前年度比　＋３３．１％）

 ・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％）
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　３　令和３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２年度末残高見込額

・令和３年度当初予算市債発行見込額

・令和３年度当初予算元金償還見込額

・令和３年度末残高見込額

※財政調整基金残高

・令和元年度末現在高（決算剰余金積立後）

・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（３月補正予算後）

・令和３年度取崩見込額

・令和３年度積立見込額

・令和３年度末見込額（Ｒ３当初予算後）  8億4,972万4千円

240億4,942万1千円

17億2,220万円 　

 20億2,112万8千円

237億5,049万3千円

12億6,593万5千円

3億8,340万4千円

合　　　　　計 37,133,531 38,460,660 △ 1,327,129 △ 3.5

10万1千円

8億8,263万2千円

3,300万円　 

9万2千円

水 道 事 業 会 計 1,243,498 1,689,361 △ 445,863 △ 26.4

下 水 道 事 業 会 計 1,694,476 1,846,205 △ 151,729 △ 8.2

病 院 事 業 会 計 5,606,027 5,446,345 159,682 2.9

温 泉 事 業 会 計 119,901 92,799 27,102 29.2

田 沢 財 産 区 特 別 会 計 50,000 48,100 1,900 4.0

雲 沢 財 産 区 特 別 会 計 6,435 8,880 △ 2,445 △ 27.5

介 護 保 険 特 別 会 計 453,094 466,531 △ 13,437 △ 2.9

生 保 内 財 産 区 特 別 会 計 106,000 84,116 21,884 26.0

国民健康保険特別会計 (神代診療施設勘定 ) 95,194 89,591 5,603 6.3

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 345,524 331,101 14,423 4.4

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ( 事 業 勘 定 ) 2,771,671 2,866,106 △ 94,435 △ 3.3

集 中 管 理 特 別 会 計 4,191,711 4,031,525 160,186 4.0

（単位：千円、％）

会　　計　　名 本年度予算額 前年度予算額 比　較 伸び率

一 般 会 計 20,450,000 21,460,000 △ 1,010,000 △ 4.7
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　４　令和３年度当初予算の状況　歳入

【歳入の概要】

： 24億8,181万6千円 （前年度比 △1億2,483万4千円　△4.8％）

  個人所得の低下見込みによる個人市民税の減などによる。

： 84億6,000万円 （前年度比 △1億7,000万円　△2.0 ％）

　合併算定替の終了に伴う普通交付税の減見込みによる。

： 16億115万6千円 （前年度比 △1億5,305万7千円　△8.7％）

： 13億1,056万4千円 （前年度比 △8億45万1千円　△37.9％）

　強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金などの減による。

： 12億100万2千円 （前年度比 +8億円　+199.5 ％）

　ふるさと仙北応援寄附金（ふるさと納税）の増による。

： 16億7,891万1千円 （前年度比 +4億5,528万9千円　+37.2％）

： 17億2,220万円 （前年度比 △10億9,850万円　△38.9％）

繰 入 金

　財政調整基金繰入金は1億4,557万9千円減の3,300万円。
　ふるさと仙北応援基金繰入金は7億4,457万9千円増の13億9,859万4千円。
　ふるさと振興基金繰入金は8,300万円減の1億8,530万円。

市 債

　庁舎整備事業債などの減。
　うち臨時財政対策債は2億2,000万円増の5億5,000万円。

市 税

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

　二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金、重要伝統的建造物群保存地区保
存整備事業費補助金などの減による。

県 支 出 金

寄 附 金

合　　計 20,450,000 100.0 21,460,000 100.0 △ 1,010,000 △ 4.7

0.7

21 市債 1,722,200 8.4 2,820,700 13.1 △ 1,098,500 △ 38.9

20 諸収入 744,017 3.6 739,066 3.4 4,951

37.2

19 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

18 繰入金 1,678,911 8.2 1,223,622 5.7 455,289

△ 1.2

17 寄附金 1,201,002 5.9 401,002 1.9 800,000 199.5

16 財産収入 24,554 0.1 24,844 0.1 △ 290

△ 8.7

15 県支出金 1,310,564 6.4 2,111,015 9.8 △ 800,451 △ 37.9

14 国庫支出金 1,601,156 7.8 1,754,213 8.2 △ 153,057

9.5

13 使用料及び手数料 254,267 1.3 241,535 1.1 12,732 5.3

12 分担金及び負担金 31,512 0.2 28,792 0.1 2,720

△ 2.0

11 交通安全対策特別交付金 2,400 0.0 2,500 0.0 △ 100 △ 4.0

10 地方交付税 8,460,000 41.4 8,630,000 40.2 △ 170,000

△ 37.5

９ 地方特例交付金 88,600 0.4 13,000 0.1 75,600 581.5

８ 環境性能割交付金 10,000 0.1 16,000 0.0 △ 6,000

75.0

７ 地方消費税交付金 567,000 2.8 560,000 2.6 7,000 1.3

６ 法人事業税交付金 14,000 0.1 8,000 0.0 6,000

0.0

５ 株式等譲渡所得割交付金 3,000 0.0 3,000 0.0 0 0.0

４ 配当割交付金 3,000 0.0 3,000 0.0 0

△ 7.8

３ 利子割交付金 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

２ 地方譲与税 250,000 1.2 271,060 1.3 △ 21,060

１ 市税 2,481,816 12.1 2,606,650 12.1 △ 124,834 △ 4.8

区　　分 本年度予算額 構成比 前年度予算額 構成比 比較増減

（単位：千円、％）

増減率
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　５　令和３年度当初予算の状況　歳出

【歳出の概要】

： 37億6,335万6千円 （前年度比 +1億8,602万7千円　+ 5.2％）

： 24億912万5千円 （前年度比 +1億5,522万8千円　+6.9％）

： 1億3,585万6千円 （前年度比 +2,520万9千円　+22.8％）

： 21億4,162万3千円 （前年度比 △1億4,781万8千円　△6.5％）

　教育・保育施設給付費、生活保護費の減などによる。

： 49億8,568万7千円 （前年度比 +1億4,921万5千円　+3.1％）

： 14億9,594万9千円 （前年度比 △22億548万4円　△59.6％）

： 20億9,154万円 （前年度比 +392万5千円　+0.2％）

　元金2,522万円の増、利子2,129万5千円の減。

： 12億5,021万7千円 （前年度比 +7億6,708万9千円　+158.8％）

　ふるさと仙北応援基金積立金の増などによる。

： 14億2,373万6千円 （前年度比 △2,137万3千円　△1.5％）

　国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金の減などによる。

　庁舎整備事業費、強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金の減な
どによる。

公 債 費

積 立 金

繰 出 金

維 持 補 修 費

　花葉館施設整備事業費の増などによる。

扶 助 費

補 助 費 等

　病院事業会計補助金の増、社会福祉法人はなさき仙北補助金の増、ふる
さと納税返礼品費の増、新型コロナウイルスワクチン接種対策に係る医師
等への謝礼金の増などによる。

普 通 建 設 事 業 費

△ 4.7

人 件 費

　会計年度任用職員制度の平年度化による期末手当支給額の増などによ
る。

物 件 費

  ふるさと納税寄附金収入の増加に伴うふるさと納税ふるさと便事業費の
増などによる。

合　　計 20,450,000 100.0 21,460,000 100.0 △ 1,010,000

△ 1.5

13 予備費 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0

12 繰出金 1,423,736 7.0 1,445,109 6.7 △ 21,373

31.9

11 貸付金 375,500 1.8 381,600 1.8 △ 6,100 △ 1.6

10 投資及び出資金 347,408 1.7 263,326 1.2 84,082

0.2

９ 積立金 1,250,217 6.1 483,128 2.3 767,089 158.8

８ 公債費 2,091,540 10.2 2,087,615 9.7 3,925

△ 59.6

７ 災害復旧事業費 3 0.0 3 0.0 0 0.0

６ 普通建設事業費 1,495,949 7.3 3,701,433 17.2 △ 2,205,484

△ 6.5

５ 補助費等 4,985,687 24.5 4,836,472 22.5 149,215 3.1

４ 扶助費 2,141,623 10.5 2,289,441 10.7 △ 147,818

１ 人件費 3,763,356 18.4 3,577,329 16.7 186,027 5.2

6.9

３ 維持補修費 135,856 0.7 110,647 0.5 25,209 22.8

２ 物件費 2,409,125 11.8 2,253,897 10.5 155,228

（単位：千円、％）

区　　分 本年度予算額 構成比 前年度予算額 構成比 比較増減 増減率
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　６　令和３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、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。

101,200

合　　　計 6,693,176 1,920,659 56,900 524,368 4,191,249 309,273

保健衛生

113,198 1,156,148 85,312

小　　　計 1,675,291 126,448 1,105 176,277 1,371,461

病院事業 1,304,645 35,299 0

予防対策事業

母子保健事業 31,180 10,052 1,105 1,764 18,259 1,347

保健衛生事業 172,650 1,935 0 1,119

86,717

7,626 4,241 0 0 3,385 250

166,816 79,162 0 60,196 27,458 2,026

169,596 12,515

国民健康保険事業 280,254 120,604 0 12,747 146,903

小　　　計 1,435,992 207,165 32,400 21,243 1,175,184

10,840

121,356

社会保険

介護保険事業 690,456 0 32,400 6,600 651,456 48,071

小　　　計 3,581,893 1,587,046 23,395 326,848 1,644,604

27,556

国民年金事業

後期高齢者医療事業 457,656 82,320 0 1,896 373,440

80,074

生活保護事業 522,000 391,656 0 17 130,327 9,617

児童福祉事業 1,838,518 610,660 3,534 139,166 1,085,158

102,870 7,591

82,411 6,081

障害者福祉事業 802,752 536,209 16,761 5,944 243,838 17,993

※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。

309,273

6,693,176

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 128,568 6,225 900 39,032

高齢者福祉事業 290,055 42,296 2,200 142,689
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　７　令和３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３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）

32,701 2,400道路交通安全施設の整備 37,992 1,080 4,211

・ 37,992

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

・ 2,400

57,100 28,638 336

8,115692,129 692,129

342,194 187,800

62,748 60,600 2,148

31,812 31,812

一般財源

国・県
支出金

市　債 その他

75,005

38,573 34,71630,385

1

25

31,812

7,700 5,500 87

75,005

事　　業　　名
当　　初
予 算 額

合　　　計 1,211,128 68,656

鉱泉源の保護管理施設

68,958

13,287

68,656

256,100 92,985 793,387

財　源　内　訳

特定財源

・

・

環境衛生施設の整備

千円1,211,128

うち入湯税

1,034,323 68,656 187,800 57,100 720,767 8,451
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　９　令和３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 15,624 15,500

クニマス未来館管理運営費 クニマス未来館管理運営費 15,083 15,000

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 541 500

②高齢者が安心に暮らすための事業 14,824 14,600

敬老祝い金支給事業費 敬老祝い金 4,635 4,600

高齢者世帯等除雪支援事業費 除排雪、雪下ろし　利用券分 7,600 7,600

介護タクシー利用助成事業費 介護タクシー利用助成 260 200

老人クラブ補助金 補助金　県補助裏分 1,671 1,600

後期高齢者医療短期人間ドック助成費 人間ドックにかかる費用の助成 658 600

③未来を担う子どもたちを育む事業 441,240 190,800

秋田内陸線通学定期補助金 秋田内陸線通学定期補助金 1,762 1,700

民生児童委員協議会補助金 民生児童委員協議会補助金 5,783 5,700

在宅子育てサポート事業費 在宅子育てサポート事業費 1,047 1,000

誕生祝支給事業費 誕生祝金 3,500 3,500

療育訓練事業費 講師謝礼 275 200

子育てファミリー支援事業費 サポート券（県費１／２） 450 400

仙北市誕生祝い特別給付金事業費 令和２年度臨時交付金事業の継続分 400 400

児童館及び児童遊園地施設維持管理費 遊具点検費 271 200

認可保育園等管理費 遊具点検費、備品購入費等 4,002 3,800

認可保育園等運営費 備品購入費 515 500

すこやか子育て保育料助成事業 市負担分 10,252 9,000

給食業務委託事業費 管理費分 22,242 22,200

保育園入所待機児童等支援事業費補助金 待機児童補助金 720 700

社会福祉法人はなさき仙北補助金 法人の運営費に対する補助 308,900 61,700

母子保健対策費 特定不妊治療助成金 1,500 1,500

歯と口腔の健康づくり推進事業費 乳幼児歯科健康教室、フッ化物洗口等 1,173 1,100

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 1,790 1,700

育英奨学基金繰出金 育英奨学基金繰出金 8,042 8,000

社会科副読本編集製作費 社会科副読本改訂業務委託料 2,310 2,300

JFA夢先生招聘事業費 JFA夢先生招聘事業（小学校分) 780 700
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事　　業　　名 充当事業内容
事業費
(千円)

充当額
(千円)

ドローン学習研究事業費 ドローン等購入費 671 600

一般管理費（小学校） 備品購入費 7,012 6,800

施設管理費 白岩小学校ステージバック幕更新 284 200

維持補修費 維持補修費（小・中学校） 5,860 5,800

諸工事費 諸工事費（小・中学校） 33,717 33,600

児童派遣費補助金 児童派遣費補助金 500 500

教材購入費（小学校） 備品購入費 335 300

遠距離児童通学費補助金 遠距離児童通学費補助金 2,438 2,400

一般管理費（中学校） 備品購入費 2,006 1,900

教材購入費（中学校） 備品購入費 1,247 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 1,208 1,200

子ども読書活動推進事業費 小・中学校図書購入費 2,598 2,500

高齢者と小学生のスポーツ交流事業費 世代を超えてのスポーツ交流指導謝金 100 100

2020仙北市スポーツ文化交流事業費 ホストタウンオリンピアン講演会講師等謝礼 100 100

ジュニアキャンプ開催事業費 ジュニアキャンプ開催事業委託料 500 500

スポーツ少年団本部補助金 スポーツ少年団本部補助金 1,800 1,800

秋田県スポーツ少年団スキー交流会補助
金

秋田県スポーツ少年団スキー交流会補助金 150 100

④ふるさとの自然と歴史文化を守る事業 10,290 7,500

思い出の潟分校管理運営費 思い出の潟分校管理運営費 5,154 2,600

河原田家公開管理事業費 河原田家冬季冬囲い 168 100

角館町割400年記念事業費 角館町割400年記念事業費 1,739 1,700

角館のお祭り保存会補助金 角館のお祭り保存会補助金 540 500

大国主神社表門修理費補助金 大国主神社表門修理費補助金 239 200

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

芸術文化協会補助金 芸術文化協会補助金 450 400

⑤観光を軸とした交流のまちづくり事業 21,085 12,500

西宮家管理運営費 西宮家北蔵レストラン入口修繕 223 200

空き店舗等利活用促進事業費補助金 空き店舗等利活用促進事業費補助金 581 500

観光施設維持管理費 駒ヶ岳水源集水枡修繕等 388 300

田沢湖キャンプ場管理運営費 田沢湖キャンプ場　A棟・B棟屋根塗装工事 937 900

駐車場管理運営費 大沢駐車場区画線塗装工事 300 300
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事　　業　　名 充当事業内容
事業費
(千円)

充当額
(千円)

観光施設整備事業費 自然公園整備費負担金 10,350 2,600

秋田内陸線・奥羽北線連絡協議会負担金 秋田内陸線・奥羽北線連絡協議会負担金 1,400 1,400

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 1,237 1,200

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 1,283 1,200

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 2,554 2,300

戸沢氏祭実行委員会補助金 戸沢氏祭実行委員会補助金 330 300

角館の送り盆行事事業費補助金 角館の送り盆行事事業費補助金 232 200

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 1,080 1,000

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 564,983 394,800

一般職員費 庶務管理システム導入業務委託（うち導入部分） 2,285 1,300

宝仙湖周辺環境整備事業費 宝仙湖周辺環境整備事業費 6,675 6,600

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 507 500

若者マイホーム取得助成金 若者マイホーム取得助成金 12,000 12,000

社会福祉協議会補助金 社会福祉協議会補助金 29,000 29,000

地域生活支援事業費 障害者等相談支援事業 7,245 1,800

人工透析通院費支給事業費 人工透析通院のための費用に対する補助 1,750 1,700

障がい者（児）タクシー利用券給付事業
費

タクシー利用券給付 1,950 1,900

障害者通所施設等交通費助成金交付事業
費

通所に要する交通費の助成 588 500

医師確保対策事業費 医師確保対策事業費 6,074 600

予防事業費 予防接種委託料 48,538 40,000

大腸がん予防事業費 大腸がん予防事業費 5,543 4,000

大曲仙北広域市町村圏組合廃棄物処理費
負担金

工事請負費見合い分の1/2 191,599 95,800

シルバー人材センター補助金 運営費補助金 8,000 8,000

農業夢プラン型戦略作目等生産基盤拡大
事業費

農業夢プラン型戦略作目等生産基盤拡大事業費 21,856 5,400

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

産業祭実行委員会負担金 産業祭実行委員会負担金 810 800

ほ場整備区域地力増進作物作付事業費補
助金

ほ場整備区域地力増進作物作付事業費補助金 5,430 5,400

仙北市畑作園芸等振興事業費補助金 仙北市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 2,900 2,900

大覚野牧場管理運営費 衛生舎屋根修繕工事、車輌等修繕料 2,225 2,200

家畜総合衛生防疫事業費補助金 家畜総合衛生防疫事業費補助金 541 500
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事　　業　　名 充当事業内容
事業費
(千円)

充当額
(千円)

家畜導入事業費補助金 家畜導入事業費補助金 4,150 4,100

農地中間管理機構関連ほ場整備事業費 大瀬蔵野地区土地改良事業調査計画策定 1,500 1,500

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

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

256 200

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

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 2,700

中山間地域区画整理事業費補助金 中山間地域区画整理事業費補助金 2,000 2,000

農林業者研修集会施設管理運営費 白岩集落センター折りたたみ机・イス購入 143 100

就業改善センター管理運営費 就業改善センター生活実習室改修 570 500

花葉館施設整備事業費 花葉館施設整備事業費 20,919 3,900

有害鳥獣駆除事業費 備品購入費 600 600

マツ林・ナラ林等景観向上事業費 マツ林・ナラ林等景観向上事業費 474 400

内水面漁業振興対策事業費補助金 内水面漁業振興対策事業費補助金 500 500

仙北市商工会補助金 仙北市商工会補助金 9,900 9,900

仙北市農商工連携促進事業費補助金 仙北市農商工連携促進事業費補助金 1,000 1,000

観光施設整備事業費 白浜エリア用地購入費 2,000 2,000

仙北ニューネイチャーツーリズム造成事
業費

仙北ニューネイチャーツーリズム造成事業費 5,000 5,000

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 16,374 500

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 10,364 10,300

田沢湖・角館観光協会補助金 田沢湖・角館観光協会補助金 26,780 26,700

国際交流協会補助金 台湾祭開催費に係る補助分 1,000 1,000

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 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 900 900

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

特別展開催費 特別展開催費 218 200

展示資料購入整備費 展示資料購入整備費 120 100

交通安全施設整備費 岩瀬北野線交差点部安全対策工事 4,200 4,200

河川維持補修費 河川修繕費 1,000 1,000

田沢湖駅前広場施設管理費 田沢湖駅前広場LED化 473 400

住宅リフォーム補助金 住宅リフォーム補助金 8,000 8,000

団員報酬・出動費等 委員報酬、消防団員雨具・ヘッドライト 20,836 20,800

消防施設維持管理費 消火栓修繕工事 2,068 2,000

再災害防止対策事業費 再災害防止対策事業 10,500 10,500
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事　　業　　名 充当事業内容
事業費
(千円)

充当額
(千円)

花いっぱい運動推進事業費 道路花壇施設整備・盛土工事 3,969 3,800

中央公民館管理運営費
角館東地区公民館体育館、渡り廊下屋根改修工事
（応急修繕）

822 800

図書資料購入費 図書資料購入費 2,200 2,200

イベント交流館管理運営費 展示照明LED化委託・脱酸化処理委託 618 600

学習資料整備費 図書等購入費 3,000 3,000

イベント交流館展示費 展覧会『愛の手紙』委託業務・資料賃借料 2,475 2,400

管理運営費（勤労青少年ホーム） 卓球台・ネット購入 208 200

管理運営費（小野崎家）
弓道場照明器具交換・武道館玄関照明器具交換、
武道館水銀ランプLED化工事

3,650 3,500

管理運営費（市民会館）
仙北市民会館ホール天井修繕、市民会館改修基本
構想業務委託費

1,186 1,100

市民会館施設整備事業費 市民会館受電設備高圧機器更新工事 6,925 6,900

田沢湖マラソン大会負担金 田沢湖マラソン大会負担金 10,635 10,600

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

東京2020大会聖火リレー大会開催事業負
担金

東京2020大会聖火リレー開催事業負担金 1,662 1,600

全日本マスターズスキー選手権秋田たざ
わ湖大会補助金

全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
補助金

1,400 1,400

市民体育館管理運営費 生保内・神代市民体育館西側窓カーテン新設工事 1,538 1,500

市民野球場管理運営費 雲然野球場物置ユニットハウス購入 385 300

落合運動施設管理運営費 落合運動公園引込開閉器盤更新工事 1,245 1,200

健康増進施設管理運営費
西木総合健康増進センター　接地修繕及び照明ス
イッチ移設工事

3,325 3,300

⑦ふるさと納税ふるさと便事業費 762,902 762,894

田沢湖再生クニマス里帰りプロジェクト事業分 33,871

高齢者が安心に暮らすための事業分 25,026

未来を担う子どもたちを育む事業分 209,408

ふるさとの自然と歴史文化を守る事業分 44,349

観光を軸とした交流のまちづくり事業分 19,835

自治体におまかせ分 430,405

合　　　　　計 1,830,948 1,398,594

ふるさと納税ふるさと便事業費 762,902
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　１０　令和３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)

田沢交流センター管理運営費 田沢交流センター屋根塗装工事 8,400 4,200

街灯費 街灯新設工事 1,649 1,600

内陸線駅愛護会補助金 内陸線駅愛護会補助金 1,362 1,300

集落集会所建設事業費補助金 集落集会所改修に伴う経費に対する補助 2,100 2,100

賦課徴収費 衛星写真撮影委託費 11,715 11,700

相内潟小規模水道管理運営費 水道施設集中監視システム・配水池水位計交換 5,852 5,500

潟尻地区専用水道管理運営費 水道施設集中監視システム 3,344 3,300

産地パワーアップ事業費補助金 産地パワーアップ事業費補助金 28,636 4,700

メガ団地等大規模園芸拠点育成事業費補
助金

メガ団地等大規模園芸拠点育成事業費補助金 132,000 24,600

林道維持補修費 林道に係る橋梁補修工事 22,220 10,000

東北デスティネーションキャンペーン事
業費

市内ライトアップ経費及び民間事業への補助 2,559 2,500

道路維持補修費 道路修繕・工事 16,000 16,000

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費 48,919 48,900

臨時地方道整備事業費 道路改良、舗装改良、側溝改良工事 5,690 5,600

道路改良事業費 道路改良事業費 1,500 1,500

生保内公園施設維持管理費 生保内公園遊具設置工事 5,819 5,800

防災行政無線施設維持管理費 防災行政無線機器更新 33,280 33,200

重要伝統的建造物群保存地区保存整備事
業費

伝建群管理事務所修景工事 8,245 2,800

合　　　　　計 339,290 185,300

　１１　令和３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整備工
事）

6,039 6,000

総合情報センター管理運営費 冷温水発生機定期分解整備 6,370 6,000

福祉センター維持管理費 福祉センタートイレ改修工事 1,636 1,500

介護保険特別会計繰出金 にしき園施設修繕及び外壁改修工事に係る繰出金 6,711 6,600

一般総務費（山鳩館） 山鳩館エアコン設置工事 674 600

合　　　　　計 21,430 20,700
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《主な事業一覧》

ＳＤＧｓ未来都市「誰ひとり取り残さない」

２４事業 ４億９，８１３万４千円 （うち新規事業 ３事業 ６６０万円）

【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

７事業 ７億６，４８４万７千円

【基本目標２】 生活安全 ～人が輝き安心して暮らせるまち～２

２１事業 ８億９，８８７万円

【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

１事業 ５４万１千円

【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

９事業 ９，０００万７千円

【基本目標５】教育文化 ～個性豊かな心を育むまち～５

６事業 １，８０２万円 （うち新規事業 ４事業 １，５５８万１千円）

【基本目標６】移住定住 ～誇りある暮らしをつなぐまち～６

４事業 １，４５３万円

【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】住民参画交流 ～みんなが主役協働のまち～８

４事業 ７億６，３９６万７千円
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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

2-1-5
公共施設等マネジメン
ト事業費

122,407
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３年度は、旧角館庁舎の解体等を行う。

2-1-6
地域力ステップアップ
事業費

● ● ● 600

【協働によるまちづくり関係】
協働によるまちづくり提案型補助金(新しい生活様式
型)
新型コロナウイルス感染症の拡大により疲弊した市内
事業等を活性化させることを目的に、市民団体等へ補
助金を交付する。

2-1-6 定住対策推進事業費 ● ● 1,439

空き家バンクの利用促進や移住フェア等への参加、移
住者向け情報パンフレットの増刷、ふるさとサポー
ターへの支援依頼、定住促進奨励金等による移住定住
の推進を図る。

2-1-6 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

2-1-6
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。

2-1-6
クニマス里帰りプロ
ジェクト事業費

● 541
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。

2-1-6
ふるさと納税ふるさと
便事業費

● 762,902
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。

2-1-6 地方創生推進事業費 ● ● 1,935
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。

2-1-6
仙北市女性の活躍推進
事業費

● ● 523
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。

2-1-6
出会い・結婚支援事業
費

● ● ● 381

少子化対策の強化のため、結婚に対して夢と希望を持
てるライフプランを描くことができるよう総合的な情
報発信と、独身男女の出会いの機会や結婚のきっかけ
づくりを支援する。

2-1-6 市民意識調査事業費 ● 278

「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。

2-1-6
持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）推進事業
費

● ● 165
2030年までに達成すべき17の目標について市民や関係
団体等に理解を深めてもらうための啓発活動や、持続
可能なまちづくりを推進する。

2-1-6
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。

2-1-6
第三セクター経営改革
推進事業費

● 12,540

新型コロナウイルス感染拡大により、集客が見込めず
厳しい経営状況にあり、経営継続が困難になることが
予想されることから、コンサルタントに経営診断をし
ていただき、４社の統合再編も含め検討する。

2-1-6 行政ＤＸ推進事業費 ● 4,620

国が進めるデジタル化とは別に、新型コロナウイルス
感染拡大に対応した、市独自のＤＸを進めるため、各
業務の洗い出しや、現状分析、課題抽出などの調査を
委託し、ＡＩやＲＰＡ等の導入に向けた行政ＤＸ実施
計画策定をする。

2-1-6
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。
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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

2-1-6
結婚新生活支援事業補
助金（地域少子化対策
重点推進交付金）

● ● ● 3,000
少子化対策の強化に資することを目的として、新規に
婚姻した世帯に対し、その住居費及び引越費用の一部
を補助し、結婚に伴う新生活に係る経費を支援する。

2-1-6
テレワーク・ワーケー
ション利用促進事業費
補助金

● ● ● 200

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、企業の
働き方改革もこれまでとは違い、安心して生活できる
地方で就業できるスタイルへの変化が進むことが見込
まれるため、仙北市における企業のテレワーク・ワー
ケーション利用を促進するための経費支援を行う。

2-1-6
若者マイホーム取得助
成金

● ● ● 12,000

45歳以下の夫婦が定住を目的に市内に住宅を新築又は
建売住宅を購入する際に助成金を交付する。
基本額は1件あたり500,000円とし、市内施工業者によ
る新築の場合は200,000円を加算し最大700,000円とす
る。

2-1-10
秋田内陸線貸切列車等
利用促進事業費補助金

● 1,572
旅行者等による秋田内陸線の利用拡大を図るため、貸
切列車及びフリー切符当の割引販売に対し、秋田県・
北秋田市との協調により割引分を補助する。

2-1-10
秋田内陸線安全対策交
付金

● 5,903

住民生活や地域の観光を支える秋田内陸線について、
新型コロナの影響により収益が悪化している間におい
ても安全対策が適切に実施され、安全運航が継続され
るよう、安全対策に係る経費負担を軽減するための交
付金を交付する。

2-5-2 経済センサス費 1,979
我が国の全産業分野における経済活動を同一時点で網
羅的に把握することを目的として実施する。

3-1-1
生活困窮者自立支援事
業費

● 8,058
経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することがで
きなくなるおそれのある方の自立促進を図るため各種
支援を実施する。

3-1-2
人工透析通院費支給事
業費

1,750
人工透析を受けている腎臓機能障がいの方が、医療機
関への通院に要した交通費の一部を助成する。

3-1-2
障がい者（児）タク
シー利用券給付事業費

1,950
在宅障がい者(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、利用料金の一部を助成する。

3-1-3 敬老祝い金支給事業費 4,705
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。

3-1-3
緊急通報装置給付・貸
付事業費

● ● 2,234
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。

3-1-3
高齢者共同生活（相互
援助ホーム）支援事業
費

● 4,527
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。

3-1-3
高齢者世帯等除雪支援
事業費

● ● 8,048
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。

3-1-3
介護タクシー利用助成
事業費

● ● 260

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。

3-1-3
地域密着型サービス施
設等整備事業費補助金

● 33,600

第８期介護保険事業計画及び第８期仙北市高齢者福祉
計画に基づく、令和３年度地域密着型サービス施設整
備事業として、認知症高齢者グループホーム１施設の
建設に係る補助金を交付する。

3-1-3
介護施設開設準備経費
等支援事業費補助金

● 7,551

第８期介護保険事業計画及び第８期仙北市高齢者福祉
計画に基づく、令和３年度地域密着型サービス施設整
備事業として、認知症高齢者グループホーム１施設の
開設準備経費に係る補助金を交付する。
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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

3-1-4
生きがい活動通所支援
事業費

● 5,304
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。

3-1-6 福祉医療費 ● ● 208,710
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。

3-1-7 任意事業費 7,927

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。

3-1-7
予防ケアプラン作成事
業費

● 9,226
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。

3-1-7
介護予防・日常生活支
援総合事業費

● ● 18,439
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。

3-1-7 包括的支援事業費 22,635

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。

3-1-8
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
（上限2万1千円）を助成する。

3-1-8
高齢者の保健事業と介
護予防の一体的実施事
業費

● 1,081

医療専門職が主となり、庁内連携の基、医療レセプ
ト・特定健診・介護レセプト・要介護認定等の情報を
一括で把握・分析することにより、健康課題を抱える
高齢者・健康状態不明高齢者等に必要に応じてアウト
リーチ支援を行いながら、必要な医療・介護サービス
につなげることを目的とする。

3-2-1
ひとり親家庭福祉事業
費

● 3,190

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。

3-2-1 家庭児童相談事業費 ● 3,007
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。

3-2-1
ひとり親家庭日常生活
支援事業費

● 285
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。

3-2-1
在宅子育てサポート事
業費

● ● 1,047
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。

3-2-1 誕生祝支給事業費 ● ● 3,506
新生児の誕生を祝うため、誕生児童1名につき5万円の
祝金を支給する。

3-2-1 療育訓練事業費 357
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。

3-2-1
子育てファミリー支援
事業費

961

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。

3-2-3
すこやか子育て保育料
助成事業費

● ● 18,052
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。

3-2-3
社会福祉法人はなさき
仙北補助金

308,900
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。

3-3-2 生活保護費 ● 507,000

世帯の最低生活の維持と自立の助長のため、生活・住
宅・介護・医療・出産・生業・葬祭の各扶助費を支給
するほか、一時的に必要な住宅維持費、通院交通費等
を支給する。
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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

4-1-1 母子保健対策費 ● 13,932

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。

4-1-1
心の健康づくり・自殺
予防対策事業費

● ● 2,618
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。

4-1-1 安心子育て応援事業費 4,841
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。

4-1-1
歯と口腔の健康づくり
推進事業費

1,173

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。

4-1-1
がん患者補正具購入費
補助金

765
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。

4-1-2 予防事業費 ● 50,345
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。

4-1-2 健康増進事業費 ● ● 25,539 市民の疾病予防と健康増進のための事業を行う。

4-1-2 大腸がん予防事業費 ● ● 5,543

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。

4-1-2
新型コロナウイルス感
染症病原体検査費用助
成事業費

● 1,828
新型コロナウイルス感染症に対する住民の不安解消の
ため、無症状で行政検査の対象にならない者に対し、
市立角館総合病院で受検した検査費用を助成する。

4-1-2
新型コロナウイルスワ
クチン接種体制確保事
業費

● 24,799 新型コロナウイルスワクチン接種体制を確保する。

4-1-2
新型コロナウイルスワ
クチン接種対策事業費

● 50,303
希望する市民全員分の新型コロナウイルスワクチン接
種を行う。

5-1-1
スキルアップ事業費補
助金

● 230

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

5-1-1 雇用創出助成金 ● ● 750
仙北市内に居住し、かつ市内に就職した新規学卒者等
に対し就職祝い金（ふるさと就職応援金）を交付す
る。

6-1-3
中山間地域等直接支払
事業費

11,133

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

6-1-3
ふるさとの食育推進事
業費

39
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。

6-1-3
農業夢プラン型戦略作
目等生産基盤拡大事業
費

● ● 21,856

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。

6-1-3
経営所得安定対策推進
事業費

9,655
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。

-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

6-1-3
未来農業のフロンティ
ア育成研修費補助金

● ● 2,400
新規就農を目指している若者を対象とし、秋田県農業
試験場などで研修する研修者に対して助成する。

6-1-3
産地パワーアップ事業
費補助金

28,636
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産地基幹施設の整備等を支援
する。

6-1-3
ほ場整備区域地力増進
作物作付事業費補助金

5,430

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、地力増進作物作付を推進
し、次年度以降安定して作物の生育環境を整え、農業
所得の向上を図る。

6-1-3
仙北市畑作園芸等振興
事業費補助金

● 3,500

①園芸振興
畑作物や施設園芸などの新規作付や規模拡大に取り組
む農業者、生産組織等に対し、施設・機械・資材・種
苗の施設整備など対象事業の1/3（上限35万円）を助
成する。
②花き振興
リンドウ等花きについて、夢プラン事業対象外（面積
要件）の高付加価値品種等の新規作付・規模拡大、改
植に取り組む農業者等に対し、対象事業費の1/3を助
成する。

6-1-3
元気な中山間資源を活
かす生産体制整備事業
費補助金

● ● 40,537

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。

6-1-3
機構集積協力金推進事
業費補助金

59,200

部門減少による経営転換、高齢化によるリタイア等を
契機として、農地中間管理機構を通じて地域の中心と
なる経営体への農地集積や分散化した農地の連坦化を
円滑に進め、地域農業のあり方を集落ごとに話しあい
将来的に効率的な農業生産経営を実現させる。

6-1-3
新規就農総合支援事業
費補助金

● ● 13,875
青年の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、地域のリーダー人材の層を厚くする農業経
営者教育の強化を促進する。

6-1-3
農業用マルチコプター
導入事業費等補助金

● 2,900
農業用マルチコプターを操縦する為の免許取得費及び
機体導入経費を助成し、農業への先進技術の導入を図
り農業所得の向上を目指す。

6-1-3
条件不利農地を担う経
営体支援事業費補助金

2,898

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、農地本来の目的である農作物を生産
し、農地の保全に取り組む経営体を支援する。

6-1-3
強い農業・担い手づく
り総合支援事業費補助
金

● ● 34,527
産地の収益力強化と担い手の経営発展を推進するた
め、農業者が経営基盤を確立し、更に発展するために
必要な農業用機械・施設の導入を支援する。

6-1-3
メガ団地等大規模園芸
拠点育成事業費補助金

● 132,000
大規模園芸団地に対して支援する。
共通品目（ねぎ）の生産・団地化に取組、各法人との
施設・機械設備や労働力の共有を図る。

6-1-4
草地畜産基盤整備事業
（草地整備型）公共牧
場整備事業費

● 9,000
大覚野牧場の草地整備改良工事実施に向けた測量設計
業務の委託を行う。

6-1-4 家畜導入事業費補助金 ● 4,150
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。

6-1-5
農地集積加速化基盤整
備事業費

● 121,506
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。

6-1-5
多面的機能支払交付金
事業費

● 171,573

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。

6-1-5
元気な中山間農業応援
事業費

● 1,400

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。
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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

6-1-5
農地中間管理機構関連
ほ場整備事業費

● 26,307
西木八津鎌足地区・角館中川地区の農地中間管理機構
関連ほ場整備事業及び角館大瀬蔵野地区の調査計画策
定事業に対し負担する。

6-1-5
ため池等整備事業費負
担金

● 11,140
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。

6-2-2
マツ林・ナラ林等景観
向上事業費

● 1,194

松くい虫やカシノナガキクイムシ被害等により枯死
し、景観維持及び安全面から支障になる立木の伐倒処
理により、森林環境や公益性を重視した森づくりを行
う。

7-1-2
空き店舗等利活用事業
費補助金

● ● 581
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ことを目的に、
空き店舗利活用者に対し賃借料の一部を助成する。

7-1-2
中小企業活性化支援事
業費補助金

● ● 8,000

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）

7-1-2
仙北市農商工連携促進
事業費補助金

● ● ● 1,000
市内農林水産物を活用し、将来的に地域産業を支える
事業者等の競争力を高め、市内地域産業の活性化を図
る。

7-1-2 企業立地奨励金 ● 11,190 企業立地促進条例第5条による奨励金を交付する。

7-1-3 桜まちづくり事業費 ● ● 2,752

4月下旬より5月下旬まで桜の花を楽しめる地域特性が
ある。桜の維持管理と共に、ＷＥＢサイトやＳＮＳ、
映像配信などでＰＲを行い、「桜の花を長く楽しめる
仙北市」を周知する。

7-1-3
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)

● ● 20,495

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、国内外の観光客を受け入れるための環境及び体
制整備、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。

7-1-3
３Ｄ連携を基軸とした
交流拡大事業費

● 321

コロナ禍の状況を踏まえた事業展開として、相互交流
を更に強化し、近隣地域からの経済循環に繋がる施策
の展開と、コロナ終息後の首都圏や海外を見据えた事
業計画も合わせて検討する。

7-1-3
東北デスティネーショ
ンキャンペーン事業費

● 2,559

東北６県とＪＲ６社が一体となって観光プロモーショ
ンを行う東北ＤＣ（デスティネーションキャンペー
ン）が実施される。仙北市では、観光資源を活用した
新たな取り組みとして「観光まちづくりに関する連携
協定」の枠組みを活用し、観光協会やＪＲ東日本秋田
支社と共に特別企画の開催や市内各地でのライトアッ
プ（水没林・御座石神社・西宮家・夏の武家屋敷通
り・抱返り渓谷を予定）を実施し、本市の魅力を国内
外に発信することで東北観光のブランド化として観光
客増加を図る。

7-1-3
仙北ニューネイチャー
ツーリズム造成事業費

● ● ● 5,000

DMO候補法人田沢湖・角館観光協会が田沢湖エリアを
ベースにして実施した「仙北ニューネイチャーツーリ
ズム」について、事業者への支援や造成したコンテン
ツのプロモーション等を継続して行うことで新たな
ツーリズムを推進させる。

7-1-4 樺細工振興費 ● ● 2,095
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により樺細工振興を図
る。

7-1-4
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るため、５年間の育成資
金を交付する。

8-2-2
市民参加型インフラ維
持整備費

● ● 700
市民が参加し地域のインフラ整備を行う場合、その支
援を行う。
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総合
計画

総合
戦略

予算額
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8-2-3 道路等新設改良費 ● 698,190

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　4億6,540万円
　臨時地方道整備事業費　　　　  　 3,929万円
　辺地対策事業費                1億6,250万円
　過疎対策事業費               　　2,800万円
  道路改良事業費　　　　　　　　　   300万円

8-2-4 橋りょう維持補修費 ● 6,500
橋りょうの適正な維持管理を行うため、維持補修を行
う。

8-4-4
生保内公園施設維持管
理費

● 8,662 生保内公園に複合遊具の設置等を行う。

8-5-1
住宅リフォーム促進事
業費補助金

● 8,000

住宅改善を促進するとともに、市民の生活環境の向上
及び地域経済の活性化、空き家の利用促進を図るた
め、自己の所有する住宅等を市内の事業者を利用して
リフォーム工事を行った者に対し補助金を交付する。

9-1-3 消防施設整備事業費 ● 38,538
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。

9-1-5 危険空き家対策費 ● 4,257

市内に存在する危険空き家への対策を行うとともに、
既存の危険老朽空き家及び将来老朽化し危険となる恐
れのある空き家が市民へ影響を及ぼすことを未然に防
ぐため、所有者が空き家を解体・撤去する費用を補助
する。

9-1-5
新型コロナウイルス感
染症対策事業費

● 1,250
市民の安全・安心を守るため、新型コロナウィルス対
策に要する物品の購入等を行う。

10-1-2
仙北市ウインタース
ポーツパワーアップ事
業費補助金

1,790

雪国である仙北市の自然条件を生かして積極的にウイ
ンタースポーツに親しむことを支援するとともに、冬
期間、運動不足になりがちな児童の体力の維持・向上
を図る。

10-1-3
ＧＩＧＡスクール構想
推進事業費

● 8,465
市内全小中学校にICT環境整備が整い、令和3年度より
1人1台学習用タブレット端末を使用し、学習に活用す
る。

10-1-3 新聞活用教育推進費 ● 397
地域のニュースや話題に関心を持ち、幅広い知識や読
解力の向上につなげる。また、身近な話題から地元へ
の関心を高め、将来の地元定着率の向上に繋げる。

10-1-5
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。

10-1-5
ドローン学習研究事業
費

● 1,240

ドローンを用いたプログラミング学習を中核とした学
校における先進的な取組を推進し、本市の児童の科学
的思考力・判断力や科学的実践力の向上に資するとと
もにその成果等を国内外に発信する。

10-02-02
教育コンピューター推
進事業費

● 30,694 各小学校のICT環境の整備を推進する。

10-2-2
キャリア教育・ふるさ
と学習支援事業費

● ● 1,686

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）。

10-03-02
教育コンピューター推
進事業費

● 27,748 各中学校のICT環境の整備を推進する。
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10-3-2
キャリア教育・ふるさ
と学習支援事業費

● ● 1,566

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）。

10-5-1
花いっぱい運動推進事
業費

● 5,249

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。

10-5-1
地域学校協働本部事業
費

● ● 1,275

地域と学校が協働して子供たちを育てる「地域学校協
働本部」を設置する。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ことで、子供たちの
学びを豊かにするとともに地域の活性化を図る。

10-5-2
中央公民館活動推進事
業費

● 3,953
令和３年度より中央公民館が新設され、市民のニーズ
に対応した学習機会の場と情報提供を行い、市民の生
涯学習への意欲を高めると共に地域の活性化を図る。

10-5-4
河原田家公開管理事業
費

● 15,250

４ヶ年の修理工事を経て令和３年４月から有料公開を
行う。内部まで見学が可能な施設としており、「角館
の武家屋敷」の文化財としての公開は、近世以降の生
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。

10-5-4
重要伝統的建造物群保
存地区保存整備事業費

● 18,857
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。

10-5-4
角館町割400年記念事業
費

1,739
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。

10-5-5
子ども読書活動推進事
業費

● 2,598
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。

10-5-11
子ども演劇体験支援事
業費

● 334
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。

10-5-11
田沢郷土資料等展示事
業費

● 4,810

田沢地区をはじめ郷土に残る民具や資料を整理・展示
し、郷土文化や歴史等に触れる機会を創出する。
また、郷土文化を後世に伝え、郷土を愛する情操の醸
成を図る。

10-6-1
田沢湖マラソン大会負
担金

10,635
市民の健康増進、誘客による地域活性化を図るため開
催する。

10-6-1
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

県内市町村が一堂に会し、市町村を代表する選手によ
る駅伝大会を開催することにより、県民みんなが郷土
を応援し全県が盛り上がることで「元気で賑わいのあ
る秋田」の実現を図る。

10-6-2 市民体育館管理運営費 64,375
市民体育館（神代・田沢・生保内）の維持管理をする
ため、特に老朽化の激しい生保内市民体育館の改修工
事等を行う。
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　１２　令和３年度の主なイベント・行事予定

№ 開催時期 会場等

1 4月10日 河原田家

2 4月上旬～5月上旬 刺巻湿原

3 4月中旬～5月上旬 八津・鎌足

4 4月20日～5月5日 角館町内

5 6月8日 仙北市内

6 7月下旬（予定） 田沢湖畔白浜・おまつり広場

7 8月1日 角館交流センター

8 8月15日 仙北市内

9 9月7日～9日 角館町内

10 9月19日 田沢湖畔

11 9月25日・26日 市民会館

12 9月26日 角館～鷹巣

13 10月10日 仙北市内

14 10月10日～11月10日 抱返り渓谷

15 2月中旬 たざわ湖スキー場特設会場

16
令和4年
3月上旬

たざわ湖スキー場
黒森山コース

17 未定 未定

※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。

行事名

2021年
東京2020オリンピック聖火リレー

刺巻水ばしょう祭り

八津・鎌足かたくり群生の郷開園

武家屋敷河原田家オープニングセレモニー

角館の桜まつり

2021年
東京2020パラリンピック聖火採火式

角館祭りのやま行事

第35回田沢湖マラソン

たざわ湖・龍神まつり

角館町割400年記念シンポジウム

2022 FIS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

玉川ダム竣工30周年記念事業

抱返り紅葉祭

第35回生保内節全国大会

第30回北緯40°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

秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！

田沢湖高原雪まつり
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