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　１　概要

　平成２６年度当初予算については、依然として続く本市の厳しい財政状況を受け、歳入確
保に努めながら公債費負担の計画的な縮減を図り、一般会計ベースで前年度対比６億５，８
００万円の減となる１８１億６，２００万円の予算規模となっております。歳出においては万円の減となる ８ 億 ， 万円の予算規模となっております。歳出においては
普通建設事業費や人件費、公債費の減により抑制に努めながら、消費税率の引上げや電気料
金等の値上げによる例年にない経費の増にも対応しつつ、市有財産等利活用検討委員会にお
いて処理方針が「解体」とされている財産のうち優先度の高い財産に係る解体経費も予算化
しております。また、これまで継続している事業についても、停滞することなく円滑に推進
しながらも新規要素を含んだ事業展開が可能となるような弾力的な予算配分を行いました。

　２　平成２６年度当初予算案の規模

　（１）一般会計　　１８１億６，２００万円

（前年度当初予算増減　６億５，８００万円減　△３．５％）

【主な事業】
　地域交通の確保として生活路線代替バス運行費、生活バス路線対策費、秋田内陸縦
貫鉄道㈱運営費補助金。社会福祉費として臨時福祉給付金給付事業費、子育て世帯臨
時特例給付金給付事業費。雇用対策として仙北市単独での緊急雇用事業。産業振興と
して農業夢プラン型戦略作目等生産基盤拡大事業費、強い農業づくり交付金事業費補
助金、企業誘致対策事業費、シニア地域づくり人に関する調査研究事業費。交通基盤
整備事業として岩瀬北野線整備事業 社会資本整備総合交付金事業 防災関連として

＝参考＝

・平成２５年度当初予算額 １８８億２ ０００万円（前年度比 ＋３ ２％）

整備事業として岩瀬北野線整備事業、社会資本整備総合交付金事業。防災関連として
防災の集い開催事業。平成２６年度に秋田県で開催となる全国国民文化祭関連として
国民文化祭推進事業費を計上。

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

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

　・平成２３年度当初予算額　　１７８億７，８００万円（前年度比　＋４．２％）

　・平成２２年度当初予算額　　１７１億６，１００万円（前年度比　△６．０％）

　・平成２１年度当初予算額　　１８２億５，４００万円（前年度比　＋０．６％）
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（２）特別会計　　１１３億４，３３０万円

（前年度当初予算増減　１億９９０万円減　△１．０％）

❏主な増減

 ・集中管理特別会計 物品費の減（△124万8千円）、人件費の減（△1億7,928万3千円）

物件費の増（＋ 万 千円）物件費の増（＋5,743万1千円）

 ・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（△1億7,212万1千円）

一般被保険者高額療養費の減（△3,427万6千円）

介護納付金の減（△4,485万7千円）

繰越金減による財政調整基金積立金の減（△9,997万4千円）

繰越金減による予備費の減（△7,761万5千円）繰越 減 よる予備費 減（ , 千円）

 ・簡易水道事業特別会計 西明寺地区簡易水道拡張事業費（神代地区）の増

（＋4億833万円）

＝参考＝

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

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

 ・平成２３年度当初予算額　　１１１億　　６０７万２千円（前年度比　△２．９％）

 ・平成２２年度当初予算額　　１１４億３，７０４万８千円（前年度比　△３．３％）

 ・平成２１年度当初予算額　　１１８億２，４１８万１千円（前年度比　△６．９％）

（３）企業会計　　１１７億８，５８８万１千円

（前年度当初予算増減　５１億３，６９５万４千円増　＋７７．３％）

❏主な増減

 ・病院事業会計 新会計基準適用に伴う引当金計上（特別損失）

①田沢湖病院

　（貸倒 +207万円、賞与 +2,108万7千円、法定福利 +370万円、退職 +2億8,355万6千円）

②角館総合病院

市立角館総合病院建設改良工事費（＋34億3,088万4千円）

 ・水道事業会計 新会計基準適用に伴う引当金計上（特別損失）

①上水道（貸倒 +181万9千円、賞与 +385万4千円、法定福利 +72万4千円）

　（貸倒 +400万6千円、賞与 +1億806万6千円、法定福利 +1,844万4千円、退職 +16億8,930万1千円）

②簡易水道（貸倒 +266万7千円）

水道減価償却費（上水道 +1,936万4千円、簡易水道 ＋2,723万6千円）

水道未普及地域解消事業（飛地区域）（＋4,959万9千円）

＝参考＝

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

 ・平成２４年度当初予算額　　６３億６，８３５万円　　　（前年度比　△　１．０％）

 ・平成２３年度当初予算額　　６４億３，７９５万円　　　（前年度比　＋　０．４％）

 ・平成２２年度当初予算額　　６４億１，２３２万３千円　（前年度比　△　１．４％）

 ・平成２１年度当初予算額　　６５億　　　１６万２千円　（前年度比　△１０．４％）
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　３　平成２６年度会計別予算総括表

本年度予算額会　　計　　名

18,820,000 △ 658,000 △ 3.5

集 中 管 理 特 別 会 計 4,276,900 4,400,000 △ 123,100 △ 2.8

（単位：千円、％）

一 般 会 計 18,162,000

伸び率比　較前年度予算額

集 中 管 理 特 別 会 計 4,276,900 4,400,000 △ 123,100 △ 2.8

下 水 道 事 業 特 別 会 計 1,228,700 1,199,000 29,700 2.5

集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 354,500 343,700 10,800 3.1

浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 131,000 119,000 12,000 10.1

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ( 事 業 勘 定 ) 3,558,000 4,033,400 △ 475,400 △ 11.8

国民健康保険特別会計(田沢診療施設勘定) 29 600 31 700 △ 2 100 △ 6 6国民健康保険特別会計(田沢診療施設勘定) 29,600 31,700 △ 2,100 △ 6.6

国民健康保険特別会計(神代診療施設勘定) 107,600 109,100 △ 1,500 △ 1.4

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 295,400 292,500 2,900 1.0

介 護 保 険 特 別 会 計 463,600 455,700 7,900 1.7

生 保 内 財 産 区 特 別 会 計 74,500 62,900 11,600 18.4

田 沢 財 産 区 特 別 会 計 31 700 25 000 6 700 26 8田 沢 財 産 区 特 別 会 計 31,700 25,000 6,700 26.8

雲 沢 財 産 区 特 別 会 計 6,700 4,100 2,600 63.4

38.3

水 道 事 業 会 計 602 485 505 077 97 408 19 3

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 785,100 377,100 408,000 108.2

病 院 事 業 会 計 11,114,068 6,093,706 5,020,362 82.4

温 泉 事 業 会 計 69,328 50,144 19,184

（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

水 道 事 業 会 計 602,485 505,077 97,408 19.3

合　　　　　計 41,291,181 36,922,127 4,369,054 11.8

・平成２５年度末残高見込額

・平成２６年度当初予算市債発行見込額

・平成２６年度当初予算元金償還見込額

・平成２６年度末残高見込額

224億4,869万2千円

13億9,180万円 　

24億9,335万1千円

213億4,714万1千円

※財政調整基金残高

　　 ・平成２４年度末現在高（決算余剰金積立後）

　　 ・平成２５年度取崩見込額

　　 ・平成２５年度積立見込額

平成２５年度末見込額（３月補正予算後）

28億4,319万2千円

5億  300万円   

118万2千円

23億4 137万4千円　　 ・平成２５年度末見込額（３月補正予算後）

　　 ・平成２６年度取崩見込額

　　 ・平成２６年度積立見込額

　　 ・平成２６年度末見込額（Ｈ２６当初予算後）

23億4,137万4千円

7億5,800万円   

98万2千円

15億8,435万6千円
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　４　平成２６年度当初予算の状況　歳入

比較増減 増減率構成比前年度予算額構成比本年度予算額区　　分

（単位：千円、％）

△ 0.2

２ 地方譲与税 210,000 1.2 210,000 1.1

１ 市税 2,547,399 14.0 2,553,112 13.6 △ 5,713

３ 利子割交付金 3 000 3 000

４ 配当割交付金 1 1

３ 利子割交付金 3,000 3,000

６ 地方消費税交付金 290,000 1.6 270,000 1.4 20,000 7.4

５ 株式等譲渡所得割交付金 1 1

△ 48.6

８ 地方特例交付金 5,000 5,000

７ 自動車取得税交付金 18,000 0.1 35,000 0.2 △ 17,000

10 交通安全対策特別交付金 3,000 3,000

９ 地方交付税 9,000,000 49.6 9,000,000 47.8

2.5

12 使用料及び手数料 263,026 1.5 258,463 1.4 4,563 1.8

11 分担金及び負担金 114,293 0.6 111,464 0.6 2,829

4.1

14 県支出金 1,076,629 5.9 1,152,340 6.1 △ 75,711 △ 6.6

13 国庫支出金 1,692,836 9.3 1,625,788 8.7 67,048

県支出 , , , , ,

5.5

16 寄附金 2 2

15 財産収入 22,567 0.1 21,386 0.1 1,181

18 繰越金 1 1

17 繰入金 785,236 4.3 785,112 4.2 124

△ 16.6

20 市債 1 391 800 7 7 1 900 400 10 1 △ 508 600 △ 26 8

19 諸収入 739,209 4.1 885,930 4.7 △ 146,721

【歳入の概要】

25億4,739万9千円 （前年度比 △571万3千円　△0.2％）

20 市債 1,391,800 7.7 1,900,400 10.1 △ 508,600 △ 26.8

△ 3.5合　　計 18,162,000 100.0 18,820,000 100.0 △ 658,000

市 税 ：

　市民税やたばこ税の増が見込まれるものの、観光客数減少に伴う入湯税
の減及び地価下落・課税免除等による固定資産税の減により全体として減
となる

2億9,000万 （前年度比 ＋2,000万円　＋7.4％）

1,800万円 （前年度比 △1,700万円　△48.6％）

　国の平成26年度地方財政対策等による推計

16億9,283万6千円 （前年度比 ＋6,704万8千円　+4.1％）

地 方 消 費 税 交 付 金 ：

自 動 車 取 得 税 交 付 金 ：

国 庫 支 出 金 ：

臨時福祉給付金給付事業費補助金 子育て世帯臨時特例給付金給付事業

となる。

10億7,662万9千円 （前年度比 △7,571万1千円　△6.6％）

7億8,523万6千円 （前年度比 ＋12万4千円）

県 支 出 金 ：

繰 入 金 ：

　臨時福祉給付金給付事業費補助金、子育て世帯臨時特例給付金給付事業
費補助金などの増による。

　大規模肉用牛肥育団地整備事業費補助金、緊急雇用創出事業費交付金な
どの減による。

　財政調整基金は700万円減の7億5,800万円。

13億9,180万円 （前年度比 △5億860万円　△26.8％）

　仙北組合総合病院改築事業費負担金、過疎対策債、市民会館整備事業
費、図書館整備事業費などの減による。
　うち臨時財政対策債は9,000万円減の6億5,000万円。

市 債 ：
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　５　平成２６年度当初予算の状況　歳出

19.6 3,715,148 19.7 △ 164,797 △ 4.4

２ 物件費 3,168,988 17.4 3,064,532 16.3 104,456 3.4

１ 人件費 3,550,351

（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

1.1

４ 扶助費 1,999,296 11.0 1,998,064 10.6 1,232 0.1

３ 維持補修費 47,034 0.3 46,519

２ 物件費 3,168,988 17.4 3,064,532 16.3 104,456 3.4

0.3 515

8.7

６ 普通建設事業費 1,627,134 9.0 2,373,029 12.6 △ 745,895 △ 31.4

５ 補助費等 2,089,191 11.5 1,921,827 10.2 167,364

７ 災害復旧事業費 2 2

８ 公債費 2,805,618 15.4 2,839,898 15.1 △ 34,280 △ 1.2

７ 災害復旧事業費 2 2

357,000 2.0 356,800 1.9 200

0.2

10 投資及び出資金 117,552 0.6 112,303 0.6 5,249 4.7

９ 積立金 133,820 0.7 133,588 0.7 232

0.1

12 繰出金 2 236 014 12 3 2 228 290 11 8 7 724 0 4

11 貸付金

【歳出の概要】

△ 3.5合　　計 18,162,000 100.0 18,820,000 100.0 △ 658,000

13 予備費 30,000 0.2 30,000 0.2

12 繰出金 2,236,014 12.3 2,228,290 11.8 7,724 0.4

35億5,035万1千円 （前年度比 △1億6,479万7千円　△4.4％）

　職員数の減による。

31億6,898万8千円 （前年度比 ＋1億445万6千円　+3.4％）

人 件 費 ：

物 件 費 ：

　市議会議員選挙費、認可保育園非常勤職員費、ごみ処理場管理運営費、
木質バイオマス施設管理運営費 総合情報システム管理費等にかかる経費

20億8,919万1千円 （前年度比 ＋1億6,736万4千円　＋8.7％）

木質バイオマス施設管理運営費、総合情報システム管理費等にかかる経費
の増による。

補 助 費 等 ：

　臨時福祉給付金給付事業費、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費、水
道事業会計補助金、農地集積協力金事業費補助金、規模拡大交付金事業費

16億2,713万4千円 （前年度比 △7億4,589万5千円　△31.4％）普 通 建 設 事 業 費 ：

　大規模肥育牛団地整備事業、光ブロードバンド設備整備事業、仙北組合
総合病院改築事業負担金、岩瀬北野線整備事業、市民会館施設整備事業、
図書館安心・安全快適環境づくり事業などの減による。

補助金、国民文化祭推進事業費などの増による。

28億561万8千円 （前年度比 △3,428万円　△1.2％）

　元金72万8千円、利子3,355万2千円の減。

公 債 費 ：
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　６　消費税率引上げに伴う影響について

影響試算額
(事業費ベース)

左のうち
一般財源ベース

備　考

（単位：千円）

区　　分

２ 物件費 88,028 71,691

地方消費税交付金について、国の平成26
年度地方財政対策等から前年度比+2 000

３ 維持補修費 1,306 1,305

９ 積立金 3 718 186

６ 普通建設事業費 45,198 11,741

７ 災害復旧事業費 0 0

年度地方財政対策等から前年度比+2,000
万円で推計している。

９ 積立金 3,718 186

10 投資及び出資金 3,266 2,779

合　　計 213,544 144,906

11 貸付金 9,916 11

12 繰出金 62,112 57,193

【試算の概要】

～試算方法～
　歳出予算から非課税経費となる「人件費・扶助費・補助費・公債費」を控除し、課税対象となる
経費予算額から消費税抜きの金額を算出。その際、現行の５％が適用されている経費も含まれてい
るが全てに８％含まれているものとして算出。算出した消費税控除後の金額に現行の５％を乗じ、
消費税率引上げ前の金額を試算して平成26年度予算額と差を比較した

　７　燃料費・光熱水費等の料金値上げに伴う影響について

消費税率引上げ前の金額を試算して平成26年度予算額と差を比較した。

132,403 110,152 22,251

（単位：千円）

増減率

16.8

光熱水費（電気） 269,982 230,320 39,662

区　　分 本年度予算額 前年度予算額 比較増減

燃料費

14.7

下水道 7,157 6,704 453 6.3

合　　計 439,428 375,980 63,448 14.4

光熱水費（水道） 22,521 21,655 866 3.9

光熱水費（ガス） 7,365 7,149 216 2.9
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平成２６年度事業概要



　８　平成２６年度事業の概要

４つの重点政策

１ 産業振興や雇用対策を徹底し税収の確保を図ります

２ 組織再編や庁舎一元化に取り組み行財政改革を断行します

３ 協働のまちづくりを進め民間への事業移転を加速します

４ 少子高齢や人口減少に歯止めをかける政策に着手します

Ⅰ 所得を増やします

 【主な事業】

P9

P9

緊急雇用対策費

総合産業研究所費

緊急雇用創出臨時対策基金等及び市単独事業による緊急的な短期
雇用。

平成26年度新規事業として、農林産物の販売拡大のため施設のあり
方 査す

６５事業 ４億３，１１９万１千円 （うち新規事業 ４事業 ６２３万１千円）

Ⅰ 所得を増やします

P9

P10 ◎

P10 ◎

P11

仙北市内で生産された 優良な推奨乾燥材の普及と木材産業の振興

総合産業研究所費

薬用作物等産地化推進事業費

方について調査する。

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。

認定農業者等以外の野菜、花き等の栽培に必要な機械等購入費に
助成する。市単独事業。

潟野十二峠地区・生保内南地区の農地基盤整備事業及び神代地区
県単調査費に対する負担金。

元気な仙北青年農業者育成推進事業
費補助金

農地集積加速化基盤整備事業費

仙北市推奨乾燥材利用促進事業費補
P11

P12 ◎

P13 ◎

P13

シニア地域づくり人に関する調査研究事
業費

住宅リフォーム促進事業費補助金

仙北市内で生産された、優良な推奨乾燥材の普及と木材産業の振興
及び地域経済の活性化を図る。

食品加工工場等の誘致対策事業。

ユニバーサルツーリズムを促進するため、地域の現状把握・課題抽出・
事例研究を行い、地域の支援者を教育・育成する。

自己の居住の用に供する住宅の増改築・リフォーム工事の経費に対し
て助成を行う。

企業誘致対策事業費

仙北市推奨乾燥材利用促進事業費補
助金

 【主な事業】

P14 ◎ 地域医療改革推進費
「仙北市立病院等改革推進計画」の次期計画策定に向けて協議検討
する。

２７事業 ６億５，８０１万８千円 （うち新規事業 ４事業 １億４，４２９万８千円）

Ⅱ 医療を再生し福祉を充実します

P14 ◎

P14 ◎

P15 ◎
仙北組合総合病院救急医療運営費補
助金

仙北組合総合病院の運営費の一部を補助する。

臨時福祉給付金給付事業費
消費税率の引上げに伴い、低所得者への暫定的・臨時的な措置とし
て、臨時福祉給付金を支給する。

高齢者世帯等除雪支援事業費
自力で除雪することが困難である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。

Ⅲ 市民分権を進めます

 【主な事業】

P16

P16

地域力ステップアップ事業
協働によるまちづくり提案型補助金により、自ら企画実施するまちづく
り事業を支援する。

地域運営体活動推進費交付金
地域運営体が行う、地域の特性を活かした活動・所得や生活基盤の
向上を図るため 事業に財政的支援を行う

２事業 ４，７０５万円

Ⅲ 市民分権を進めます

P16 地域運営体活動推進費交付金
向上を図るための事業に財政的支援を行う。
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 【主な事業】

２事業 ８７万４千円

Ⅳ 行政改革を断行します

 【主な事業】

P16

P16 行政改革推進費
行政改革大綱の進行管理、審議を行うための行政改革懇談会の開催
等経費。

政策検証市民委員会による検証を行い、今後の事業展開等に繋げる
とともに、ニーズに合った行政改革を実施する。

地域力ステップアップ事業（再掲）

Ⅴ 次世代育成に力を注ぎます

 【主な事業】

P16

P16 ◎

在宅子育てサポート事業費
在宅で小学校就学前児童の子育てをする保護者に対し、「在宅子育
てサポート券」を交付する。

子育て世帯臨時特例給付金給付事業
費

消費税率引上げによる子育て世帯への影響を緩和するための措置と
して給付する。

務
仙北市で開催される「子育てサポーター講習会」の開催費を負担す

２９事業 １億４５万４千円 （うち新規事業 ４事業 ２，９６８万６千円）

P17

P17

一般総務費（児童福祉施設費）
仙北市で開催される「子育てサポ タ 講習会」の開催費を負担す
る。

保育園入所待機児童等支援事業費補
助金

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。

４２事業 ２４億３，３６５万円 （うち新規事業 １０事業 ２，８１８万７千円）

Ⅵ 生活を守る仕組みを強化します

 【主な事業】

P19 ◎

P19

P19 ◎

仙北市公共交通体系ビジョン策定事業
費

今後の市内公共交通についての検討を行い、公共交通体系ビジョン
を策定する。

公共施設再生可能エネルギー等導入事
業費

市内小中学校・角館交流センター及び神代出張所の施設内照明、街
灯のＬＥＤ化等を実施する。

食材放射性物質測定事業費
仙北市内の食品の放射能測定を行い、市民の食への安心・安全に寄
与する。

P19

P19 ◎

P19 ◎

P19

田沢二期地区水利用高度化推進事業
費負担金

田沢二期地区内の地域用水機能増進事業に対する負担金。

土地改良施設維持管理適正化事業費
負担金

院内川統合水利揚水機の老朽化に伴う更新事業に対する負担金。

玉川温泉園地冬期観光安全対策事業
費補助金

昨年実施した調査結果を基に積雪時に調査員による危険予知判断及
び除雪を行い利用者の利便性及び安全確保を図る

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

仙北平野土地改良区が導入する用水管理システムの整備に伴う負担
金。

P20

P20

P20 ◎

費補助金 び除雪を行い利用者の利便性及び安全確保を図る。

道路新設改良費
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。

自主防災組織育成事業費
自主防災組織の活動支援として推進事業費の助成及び自主防災組
織による雨量計設置を推進する。

防災の集い開催事業
平成26年度から実施予定の仙北市防災週間において、市民を対象に
親子避難所宿泊体験をメインとする体験学習会を開催する。

 【主な事業】

P21 国民文化祭推進事業費
平成26年度秋田県で開催される「第29回国民文化祭・あきた2014」（平
成26年10月4日～11月3日）に係る事業。

５事業 １億２，３８３万円 （うち新規事業 ３事業 １，４２０万７千円）

Ⅶ その他
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Ⅰ　所得を増やします

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

05-01-01 出稼対策費 908
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 緊急雇用対策費 29,481

緊急雇用創出臨時対策基金等及び市単独事業による緊急的な短期雇
用。
【事業内容】
　10事業（市直接雇用 7事業、委託事業 3事業）
　雇用予定者　15人

05-01-01 雇用創出助成金 5,100

雇用機会の創出を図るため、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26年4月1日～平成27年3月31日
【助 成  額】 一般15万円・新卒30万円
【助成要件】
①市内に事業所を要すること。
②雇用保険加入事業所であること。
③当該等新規雇用の前6か月に、事業主都合による離職者がいないこと。
④市税完納者であること。
⑤市内在住であり、65歳未満であること。

06-01-03
中山間地域等直接支払
事業費

11,772

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4　角館5

06-01-03
グリーンツーリズム推進
事業費

1,587

仙北市の豊富な農山村の地域資源を活用し、国民文化祭と関連づけた農
村周遊型イベントの開催や県アンテナショップのあきた美彩館での食農観
連携イベント、農家民宿・農家レストラン・各種体験等を受入側の育成を支
援し、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

31,406

仙北市の農業を先導する認定農業者等に対し、秋田県農林漁業振興臨時
対策基金を活用し、米に依存しない複合経営への転換や農産物加工等に
よる高付加価値化、契約栽培による経営の多角化などの取り組みを総合
的に支援する。
【事業内容】
　夢プラン実現事業
　新規就農者経営開始支援事業
　ねぎ周年出荷体制整備事業
【補助率】
　他産業からの新規就農者　県 1/2　市 2/12
　その他の農業者等　　　　　 県 1/3　市 1/10

06-01-03 総合産業研究所費 5,414

農業政策が大きな転換期を迎えるなか、米一辺倒からの脱却を図るため
地産地消、６次産業化、食育等の推進を強化する。また、市内直売所の更
なる連携強化を図り、農林産物の販売拡大のため施設のあり方について
調査する。
【事業内容】
①農産物生産振興
   試験圃設置
②販路開拓及び拡大
   農産物及び特産品ＰＲ、首都圏でのサンプル試食会、都圏販売戦略プロ
モーション、海外輸出システムの構築、ネットショップによる販路開拓
③６次産業化の推進
　 新商品の開発支援、商品開発セミナーの開催、マッチング商談会の開
催、６次産業化施設の調査

06-01-03
経営所得安定対策推進
事業費

9,523 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
環境保全型農業直接支
払交付金事業費

1,059

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国事業にあわせて上乗せ助成
（県及び市）を行う。
【事業内容】
 26年度申請予定　15件　25ha （国事業分は直接農業者へ交付）
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款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

06-01-03
新規就農総合支援事業
費

12,115

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

06-01-03
秋田発・子どもふるさと交
流推進事業費補助金

760
女川町内小学生と仙北市内小学生や地域の方との交流活動を実施する
団体等に助成する。

06-01-03
薬用作物等産地化推進
事業費

◎ 951
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
仙北市ブランド米普及事
業費補助金

600
ＪＡ等が取り組んでいる特別栽培米等に係る試験圃設置費やポスター・チ
ラシ等作成費のほか販売促進を図るための市場調査費や研修費に対し助
成し、仙北市ブランド米の確立による農業所得向上を目指す。

06-01-03
残留農薬対策事業費補
助金

128
水稲育苗ハウスの後作として園芸作物を作付けする場合には、作付けす
る前に残留農薬土壌分析を実施する必要があるため、残留農薬土壌分析
を実施農家に対し助成する。

06-01-03
高冷地野菜等生産団地
モデル事業費補助金

600

県有地ぶな森牧場の冷涼な気候を活かした夏蒔き野菜の生産など、新た
な産地形成が期待されている。県、市、JAの関係機関が一体となり地域条
件に適応した生産技術を確立するため、栽培試験圃の設置に対し助成す
る。

06-01-03
地産地消実行委員会補
助金

200
地産地消への取組を推進するため、地産地消実行委員会の活動に対し助
成する。平成26年度は地産地消に係る講演会等の開催を予定している。

06-01-03
農業生産工程管理推進
事業費補助金

30

日本ＧＡＰ協会が進めているJGAP（農業生産工程管理）団体認証の取得
と、コスト削減や品質向上など、生産現場におけるメリットの明確化を目的
に設立した「おばこＪＧＡＰ推進協議会」への支援を行う。消費・安全対策や
仙北の産地力アップの事業を展開、各種研修会・指導員現地視察を実施
する。

06-01-03
強い農業づくり交付金事
業費補助金

36,032

国庫事業を活用し、生産性・効率性の向上を図るため、農地や農業用施設
の整備、農地の流動化・集約化を推進する。平成26年度は石神地区の乾
燥調整施設ライスセンター改修工事に対して助成する。
【補助率】 国 1/2　市 1/10以内

06-01-03
経営体育成支援事業費
補助金

11,517

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

06-01-03
農地集積協力金事業費
補助金

20,500

土地利用型農業からの経営転換、高齢による離農等を契機とし、農地利
用集積円滑化団体等を通じて、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が円滑に進むよう地域農業のあり方を集落ごと
に示した地域農業マスタープランを作成し、面積に応じた協力金を助成す
る。

06-01-03
規模拡大交付金事業費
補助金

10,600
面的集積（連担化）して経営規模を拡大する農業者に対する助成金。10ａ
あたり2万円を交付する。

06-01-03
元気な仙北青年農業者
育成推進事業費補助金

◎ 1,000

45歳未満の青年層を対象とした市単独の補助事業。若手の農業後継者育
成を中心とした農業政策により農業従事者の高齢化に歯止めをかける。
【助成対象】 認定農業者等以外の野菜、花き等の栽培に必要な機械、生
産資材等
【補 助  率】 1/2　(上限20万円)

06-01-03
認定農業者等組織活動
助成補助金

250
農業農村の中核をなす、認定農業者の自主的活動を推進するため、認定
農業者等組織に対して助成する。

06-01-03
集落営農組織法人化支
援事業費補助金

200
平成19年度より加入を促進している「品目横断的経営安定対策」の加入対
象となる集落営農組織を設立しようとする集落に対して活動経費を助成す
る。
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款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

06-01-04
高能力和牛資源活用事
業費補助金

800
市内肉用牛の高位平準化を図るため、育種価評価に基づく上位牛を選抜
するとともに、計画交配を推進し市場性の高い子牛生産基盤の確立を図
る。

06-01-05
農地集積加速化基盤整
備事業費

23,550

西木町潟野十二峠地区・田沢湖生保内南地区の農地集積加速化基盤整
備事業及び田沢湖神代地区県単調査費に対する負担金。
【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】 117.3ha　【採択】 平成28年度

06-01-05
秋田県水土里情報利用
団体連絡協議会負担金

230
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
農業基盤整備促進事業
費補助金

25,670
農業基盤整備促進事業により農地の高度利用を迅速･安価に図るための
簡易な整備を行う。
【主な施業地】 仙北市角館町薗田ほか

06-02-01
木質バイオマス施設管理
運営費

76,616

森林資源の有効利用により資源循環型社会の形成を図り、林業の活性化
及び住民の生活環境の向上と自然に優しい環境型林業の確立に資する。
また、再生可能エネルギー化を推進し、地球環境への貢献を図る。
木質チップを燃料とした木質バイオマスシステムから、介護老人保健施設
にしき園及び西木温泉ふれあいプラザクリオンに熱・電気の供給を行う。

06-02-01 有害鳥獣駆除事業費 1,028
農産物・林産物の被害防止のため、仙北市内の3猟友会に委託し、有害駆
除を実施する。

06-02-02
高能率生産団地路網整
備事業費

3,000

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年度着工
【負担割合】 国1/2　県1/3　市1/6

06-02-02 市有林造林保育費 3,736

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】 搬出間伐　田沢湖蒲谷地・角館町内山　7.25ha
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 緑の交流支援事業費 1,750

都市住民ボランティアと市民が森林作業を通じて交流し、森林保護や水源
涵養の意識高揚を図るとともに、地球温暖化防止のための森林保全に向
け、緑豊かな森づくりを推進する。平成26年度は上桧木内地区において実
施予定。

06-02-02 松くい虫防除事業費 6,014
田沢湖田沢字春山地区(田沢湖畔)の松に薬剤樹幹注入の防除事業を実
施する。また、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
ふれあいの森整備支援
事業費

5,000
田沢湖高原温泉郷から乳頭温泉郷にかけて歩道兼トレッキングコースを
開設する。事業期間は平成23年度～平成26年度。
【事業量】 総延長　L＝5.5km　W＝2.0m

06-02-02
仙北市推奨乾燥材利用
促進事業費補助金

1,000

仙北市内で生産された、優良な推奨乾燥材の普及と木材産業の振興及び
地域経済の活性化を図る。
【事業内容】
 建物等の新築及び改築・リフォームに推奨乾燥材を利用した場合、施主
に補助金を交付する
【補助金額】 新築分 上限20万円　改築分　上限10万円

07-01-02
産業プラットホーム形成
事業費

962
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・関
西地区で実施する企業誘致イベントで誘致活動を行う。

07-01-02 商工業振興対策費 739
商工業を振興するための施策検討や対策を実施する。また、市内産品の
首都圏等へのＰＲなどで商工業の活性化を図る。
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款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

07-01-02 特産物販売促進対策費 1,480
首都圏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

121

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 ◎ 500
食品加工工場等の誘致対策事業。
造成工事を実施し、早期の工場建設と操業を推進する。

07-01-02 仙北市商工会補助金 11,920

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
商工業起業等応援事業
費補助金

1,200

商工業の振興を図るため、市内の小規模事業者に対し、新規起業等に要
する経費の一部を補助し、雇用の創出と産業の活性化により、魅力あるま
ちづくりを推進する。
【補助率】 新規開業1/2、業務拡張1/3
【補助額】 対象経費300万円以下、30万円限度。
　　　　　   対象経費300万円超、60万円限度。

07-01-02
商店街等賑わい支援事
業費補助金

300
商店街の賑わい創出のため、商店街活性化イベントや販売促進関連事
業、その他賑わい創出事業を行う商店街団体等に対し支援を行う。
【補助額】 総事業費10万円以上で対象経費の1/2以内、30万円限度

07-01-02
市内産品等売込み支援
事業費補助金

300

複数の事業者が首都圏等での物産販売イベントに参加し、市内産品の販
売を行う際の旅費を支援する。
【補助対象】
　市内小規模企業者で市税を完納しているものが複数で行い、販売品の
市内産品割合が50％以上で、かつ自ら以外からの仕入れ品が総仕入れ
額の1/6以上であること。
【補助額】 対象経費の1/2以内で2万円限度、1イベント10万円限度

07-01-02
仙北市中小企業災害復
旧資金利子補給金

8,824

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 2,660
企業立地促進条例第5条による奨励金。
【対象件数】 3件（10年間交付の3年目 1件、5年間交付の2年目 2件）

07-01-03 観光宣伝費 11,074

平成26年度はアフターＤＣ期間となる。秋田ＤＣ本番の盛り上げを継続させ
るためにも、より一層のおもてなし事業を展開する。また、災害等の風評被
害で伸び悩んでいる観光客数を取り戻すために、再訪意識の醸成に努め
る観光サービスを展開する。

07-01-03 教育旅行支援事業費 1,130
北海道、宮城、首都圏を中心に教育旅行の積極的な誘致を継続するととも
に受入体制の充実を図る。

07-01-03
東アジア観光宣伝・誘客
事業費

1,050

秋田県に来られる外国人観光客のほとんどが田沢湖・角館地域を訪れて
いる事から、角館町観光協会、田沢湖観光協会と連携しながら海外誘客
事業を行っていくとともに外国語版観光ガイドマップをの増刷など受け入れ
体制の強化を継続する。

07-01-03
がんばれ合宿応援事業
費

1,100

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】 一泊につき千円を補助する。
【限 度  額】 限度額　10万円
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款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

07-01-03
仙北市ツーリストインフォ
メーションセンター事業費

3,402
観光客の仙北市での滞在時間を増やすため体験メニューの造成及び広域
的な観光案内を行う。

07-01-03
台湾修学旅行誘致促進
事業費

2,034

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
シニア地域づくり人に関
する調査研究事業費

◎ 3,780
本市におけるユニバーサルツーリズムを促進するため、地域の現状把握・
課題抽出・事例研究を行い、地域のユニバーサルツーリズム支援者を教
育・育成する。

07-01-03
秋田県南地域広域連携
観光推進協議会負担金

50
ＤＣ（プレ・本番・アフター）期間に合わせて県南地域に周遊バスの運行を
行い、利便性の良い交通システムを構築することで、県南地域へのより多
くの誘客を促進させる。

07-01-03
秋田デスティネーション
キャンペーン市町村負担
金

1,267

ＤＣ関連事業に係る負担金。キャンペーンによる誘客効果を仙北市へ取り
込み、観光客の誘致を図る。
　・平成23年度ミニDC
　・平成24年度プレDC
　・平成25年度DC
　・平成26年度アフター

07-01-03
田沢湖・角館観光連盟補
助金

9,950

平成26年度は「国民文化祭・あきた2014」、「秋田ＤＣアフターキャンペー
ン」が行われる。また、仙北市では「2014フリースタイル秋田・田沢湖モーグ
ル競技会」が開催されることから引き続き観光客からの注目度は高いた
め、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 1,782
国の伝統的工芸品である樺細工の原皮安定確保のための山桜植栽保育
に関する事業や、販路拡大活動により樺細工振興を図る。

07-01-04
伝統工芸樺細工技能後
継者育成事業費

960

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

07-01-04
茶文化交流協議会負担
金

200
「茶文化」をキーワードに、当市、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

08-05-01
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。
【補 助  率】 5％
【補助金額】上限10万円
　リフォームに伴い、新たに下水道へ接続する場合は、10万円加算。

10-05-01
せんぼくアートプロジェク
ト推進費

1,053

市内のアーティスト等がそのネットワークを活用し、自主的に行う創作活動
や発表・展示等のイベントを通して、地域の魅力発信や継続的な賑わいの
創出を図る。また、アーティストネットワーク等による、新たな価値創造や市
外活動者の移入に繋げる。

10-05-04 桜保護管理費 5,961
仙北市の花「桜」について、「樹木医」からの指導を受け適切な保存と管理
を行う。　また、田沢湖高原高野地区、潟前山森林公園の山桜、「名勝檜
木内川堤（サクラ）」周辺にある桜並木の整備を行う。

10-05-04 弘道書院復元事業費 765
平成25年度に試掘調査を行った箇所以外を広範囲調査し、位置を確認す
る。
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Ⅱ　医療を再生し福祉を充実します

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

02-01-01
10-05-01

障害者雇用対策事業費 8,422
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく法定雇用率 2.3％の達成を
図るとともに、障がい者の職場づくりを推進するため、障がいをもつ市民の
雇用の場を創出する。5名雇用予定。

02-01-06 地域医療改革推進費 ◎ 237
平成25年度で計画期間が終了となる「仙北市立病院等改革推進計画」の
次期計画策定に向けて協議検討する。

02-01-06 医師招聘対策事業費 1,300
病院事業に従事する医師等医療スタッフの招聘活動の推進及び研修医の
受入体制の整備を行う。

03-01-01
臨時福祉給付金給付事
業費

◎ 118,695
消費税率の引上げに伴い、低所得者への暫定的・臨時的な措置として、臨
時福祉給付金を支給する。

03-01-01
国民健康保険特別会計
事業勘定繰出金（基準外
繰出金）

100,000

医療費に連動した急激な税負担の緩和と国保財政の収支均衡の改善を
図り、将来にわたり市民が安定して医療を受けることが出来る環境を整え
るため、国民健康保険事業運営安定化計画を策定し、一般会計から基準
外の繰入を行うことにより、運営の安定化に努める。
【事業期間】 平成23年度～平成27年度

03-01-02
人工透析通院費支給事
業費

1,290
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

2,511

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（特定疾患医療受給者）の外出支援のためのタ
クシー利用券を給付し、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、障がい者が利用するタクシーの利用料金の一部を
給付する。ただし、在宅の障がい者を対象とするため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）
　精神保健福祉手帳（1級）
　難病患者　　　      （特定疾患医療受給者証所有）

03-01-03 高齢者表彰事業費 131
永年、仙北市で地域や高齢者のために活動を行ってきた高齢者を表彰す
る。

03-01-03
高齢者世帯等除雪支援
事業費

◎ 18,066

自力で除雪することが困難である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】
　住宅前除雪事業は、住宅の玄関から公道までの除雪に対する扶助
　（2万円利用券）
　豪雪時住宅屋根雪下ろし事業は、仙北市豪雪対策本部を設置後の扶助
　（1万5千円利用券）

03-01-07 福祉医療費 221,512
仙北市に在住する乳幼児及び小学生、母子・父子家庭の児童、高齢身体
障害者、重度心身障害(児)者の医療費の自己負担分を助成する。

03-01-07
中学生入院医療費助成
事業費

408
市単独事業として、市内に住所を有する中学生の入院医療費の自己負担
分を助成する。

03-01-09
後期高齢者医療短期人
間ドック助成費

1,050
仙北市に住所を有する75歳以上（一定の障がいがある方は65歳以上）の
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。

04-01-01 保健事業費 3,192
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。
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款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

04-01-01 母子保健対策費 22,653

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、妊婦一般健康診査等。
【特定不妊治療費助成費】
秋田県の特定不妊治療助成事業を受けている夫婦に対し、助成額を超え
た自己負担額のうち、治療1回あたり15万円を限度に、県の助成事業に合
わせて助成を行う。

04-01-01
歯と口腔の健康づくり推
進事業費

2,396
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6か月児）
を行う。また、保育園等において、5歳児を対象にフッ化物洗口を実施する
とともに、巡回歯科指導を行い、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

5,003
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治
療に必要な医療費の一部を助成する。

04-01-01
訪問看護ステーション整
備事業費補助金

3,140
訪問看護ステーションの空白地帯の解消を図るため、事業立ち上げに要
する経費の支援を行う。

04-01-01
仙北組合総合病院救急
医療運営費補助金

◎ 7,300

仙北組合総合病院では、救急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、救急医療のさらなる充
実及び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

192

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

04-01-02 予防事業費 55,744

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

04-01-02 健康増進事業費 45,128

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（糖尿病）、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…集団検診事業、医療機関検診事業

04-01-02 大腸がん予防事業費 7,645

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
ンダム化試験」の6年目にあたる。さらに市民に浸透させるため、事業概要
説明会の各地区での実施、職域へのアプローチの強化、市職員への個別
勧奨の充実等により一層の研究参加者を募る。

04-01-02 がん検診推進事業費 4,078

「女性特有のがん検診推進事業」「大腸がん検診推進事業」は、クーポン
券により無料で検診を行うことで、検診する機会を増やして受診率の向上
により、がんの早期発見、早期治療を推進し、死亡原因1位のがん死亡率
の低下を目指す。
【事業内容】
子宮頸がん：20歳及び平成21年度～平成24年度対象の未受診者
乳がん：40歳及び平成21年度～平成24年度対象の未受診者
大腸がん：40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の男女

04-01-02 胃がん検診助成事業費 622
秋田県のがん検診受診率向上、がんの早期発見・早期治療と正しい健康
意識の普及啓発としてクーポン券を利用し「胃がん検診」を行う。
【対象年齢】 40歳、50歳

国保事業
08-01-01

特定健康診査等事業費 23,688

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
指摘を受けた国保被保険者への保健指導、栄養指導を行う。
【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
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款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

国保事業
08-02-02

国民健康保険被保険者
人間ドック助成費

3,185
35歳以上の国保被保険者が、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。

国保事業
08-03-02

生活習慣病予防対策事
業費

430
国保被保険者が生活習慣病を自発的に予防できることを目的として、病態
別健康教室と運動教室を行う。

Ⅲ　市民分権を進めます

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

02-01-06
地域力ステップアップ事
業費

2,050
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。

02-01-06
地域運営体活動推進費
交付金

45,000

地域自治組織である地域運営体が行う、地域の特性を活かした自主的、
主体的な活動や地域が抱えている様々な課題を解決したり、所得や生活
基盤の向上を図るための事業に財政的支援を行う。また、平成26年度から
は交付金一律配分を見直し、新たに提案型特別分を新設する。

Ⅳ　行政改革を断行します

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

02-01-06
地域力ステップアップ事
業費（再掲）

498
政策検証市民委員会による検証を行い、今後の事業展開等に繋げるとと
もに、ニーズに合った行政改革を実施する。

02-01-06 行政改革推進費 376
①行政改革大綱の進行管理、審議を行うための行政改革懇談会の開催。
②指定管理者の候補者選定委員会の開催。

Ⅴ　次世代に力を注ぎます

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

02-01-06
大学等仙北キャンパス誘
致事業費

343 仙北市へのキャンパス誘致を目指し、大学ゼミ合宿の拡充等に努める。

02-01-06
クニマス里帰りプロジェク
ト事業費

976

①平成23年11月2日に提携した西湖･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。
②クニマス受入に向け山梨県農政部及び関係団体等と協議を進める。
③クニマス養殖場の整備に向け、秋田県水産振興センター等の協力を得
ながら、関連調査（湖畔周囲の水質・水量、十和田湖ヒメマス孵化施設調
査）を進める。

03-02-01
ひとり親家庭日常生活支
援事業費

685
母子、父子家庭等のひとり親家庭に対し、その生活の安定を図るため、そ
の生活を支援する家庭生活支援員を派遣するなどして必要な支援、保育
等を行う。

03-02-01
在宅子育てサポート事業
費

2,254
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出来る「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

◎ 2,762
平成27年度からの「子ども・子育て支援新制度」実施に向け、子ども・子育
て会議の開催及び子ども・子育て支援事業計画を策定する。

03-02-01 出会い・結婚支援事業費 ◎ 246 少子化対策の一環として、出会い・結婚の支援を行う。

03-02-02
子育て世帯臨時特例給
付金給付事業費

◎ 26,405
消費税率引上げによる子育て世帯への影響を緩和するための措置として
給付する。
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款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

03-02-03
一般総務費（児童福祉施
設費）

2,754
地域で子育てをサポートする環境づくりの一環として、子どもの一時的な預
かりを行う子育てサポーターを充実するため、仙北市で開催される「子育て
サポーター講習会」の開催費を負担する。

03-02-03 放課後児童対策事業費 25,710
児童福祉法に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1
年生から3年生までの児童に対し、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
認可外保育施設補助事
業費補助金

30
入所児童の健康と衛生管理に要する経費の補助を行い、乳幼児の処遇の
向上を図る。

03-02-03
保育園入所待機児童等
支援事業費補助金

3,444
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。

04-01-01
心の健康づくり・自殺予
防対策事業費

1,737

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、ボランティア団体支援、高齢者の
心の健康づくり

04-01-01 安心子育て応援事業費 1,182
安心して子育てが行えるよう支援を行うとともに、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】 両親学級、乳児食育教室、母育ち支援講座、家庭訪問指導

10-01-03
特別支援教育就学奨励
費

1,269
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。

10-01-05 ふるさと学習推進事業費 648

本市の学校教育がめざす「ふるさとを愛し、豊かな心と健やかな体を持ち、
確かな学力を身に付けた子ども」の育成を具現化するために、地域文化や
産業との関連を図ったキャリア教育の視点を活かしたふるさと学習の在り
方を探り、各学校での実践に資する。これまで実践してきたふるさと学習の
集大成として、冊子「ふるさと仙北学(仮称)」を作成する。

10-01-05 ＪＦＡ夢先生招聘事業費 1,200

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、掲示板等の生徒の利用の増加に伴い、トラ
ブルに巻き込まれる事案や個人情報流出などの事案が増加していること
から、市内中学校において、生徒及び保護者に対する情報モラル教育の
推進を図る。

10-02-01
複式学級指導支援員派
遣事業費

3,907
中川小学校及び白岩小学校の複式授業を解消するため、非常勤講師（支
援員）を各校に派遣する。

10-02-02
キャリア教育・ふるさと学
習支援事業費

1,682
子どもたち一人一人の勤労観・職業観を育て、将来、子どもたちが社会人
として自立できる意欲・態度や能力を育てるとともに、地域の人々の暮ら
し、伝統と文化など地域の学校の特色に応じた事業を推進する。（小学校）

10-03-02
キャリア教育・ふるさと学
習支援事業費

1,002
子どもたち一人一人の勤労観・職業観を育て、将来、子どもたちが社会人
として自立できる意欲・態度や能力を育てるとともに、地域の人々の暮ら
し、伝統と文化など地域の学校の特色に応じた事業を推進する。（中学校）

10-05-04
武家屋敷公開管理事業
費

9,369
「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、多くの人々に訪れていただくと共
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

712
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。
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款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

10-05-05 学校図書館支援事業費 4,326

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

3,120
仙北市小・中学校の学校図書室向けの本を購入配備し、子供の読書活動
を推進する。また、公立図書館が学校図書室と連携して子供の読書や学
習支援を行う。

10-06-01 チャレンジデー事業費 295

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

10-06-01
高齢者と小学生のスポー
ツ交流事業費

115
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
神代地区総合型地域ス
ポーツクラブ創設事業費

1,208

神代地区における総合型地域スポーツクラブ設立を、より効率的に進める
ための調査・検討を行うとともに、グラウンドゴルフ・野球・バレーボール・ソ
フトテニス・クロスカントリースキーを中心にスポーツ教室等を開催しスポー
ツの推進を図りながら、総合型地域スポーツクラブについての周知・広報を
進める。

10-06-01
生保内公園野球場改修
記念事業費

◎ 273

生保内公園野球場改修工事竣工記念試合を開催する。
【開催期日】 平成26年5月3日（土）
　①角館高校　対　岩手県久慈高校
　②生保内中学校　対　神代中学校

10-06-01
総合型地域スポーツクラ
ブ事業実施補助金

2,700
桧木内地区に設立した「桧木内てくてく倶楽部」のスポーツ教室の開催やク
ラブマネージャーの設置を行う。

Ⅵ　生活を守る仕組みを強化します

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

02-01-02 行政連絡員費 1,878
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
市有財産アスベスト対策
推進事業費

39,942 旧角館町老人福祉センターのアスベスト除去工事を行う。

02-01-05
本庁舎等省エネルギー対
策推進事業費

◎ 1,080
エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく特定事業者に指定され
ていることから、法律に基づき各施設の施設台帳･運用台帳を整備する。

02-01-06
再生可能エネルギー導入
促進事業費

1,004
ＥＶ（電気自動車）及びＥＶ用充電器の維持管理を行う。また、再生可能エ
ネルギーのうち導入の可能性の高い「小水力発電」、「太陽光発電」のセミ
ナー等に参加する。

02-01-06
クリーンエネルギー化促
進事業費補助金

1,500
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、ＥＶ用急速充電器設置費用及び住宅用
太陽光発電システム設置費用に助成する。

02-01-08 消費生活相談事業費 1,331
市民が身近な場所で消費生活に関する相談ができるように、また被害を未
然に防止し市民が安全で安心な消費生活を送ることができるよう、消費生
活相談窓口の体制強化を図る。

02-01-08 ＬＥＤ街灯ＥＳＣＯ事業費 3,345
平成25年度に更新した、町内会等のＬＥＤ街灯ＥＳＣＯサービス料を計上。
平成26年8月からＥＳＣＯサービス開始予定。

02-01-08 ＬＥＤ照明導入事業費 ◎ 5,459
平成25年度に更新した、市所有のＬＥＤ街灯リース料を計上。平成26年3月
からリース開始。

- 18 -



款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

02-01-09
生活路線代替バス運行
費

47,252
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。また、平成26年度からの新規取組として免許返納制度を創設する。

02-01-09 生活バス路線対策費 29,084
民間生活バス路線の運行維持を目的とし、国県事業を活用し運行費維持
費補助金を交付する。

02-01-09
仙北市公共交通体系ビ
ジョン策定事業費

◎ 136
今後の市内公共交通についての検討を行い、公共交通体系ビジョンを策
定する。

04-01-03
公共施設再生可能エネ
ルギー等導入事業費

161,421
公共施設における再生可能エネルギーの導入を図るため、市内小中学
校・角館交流センター及び神代出張所の施設内照明、街灯のＬＥＤ化等を
実施する。

04-01-03
食材放射性物質測定事
業費

◎ 2,273
仙北市内の食品の放射能測定を行い、市民の食への安心・安全に寄与す
る。

06-01-05
農地・水保全管理支払交
付金事業費

21,440

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24年度～平成28年度
【事業内容】 対象38団体

06-01-05 農地排水対策事業費 2,000
排水不良により農地浸水の被害が発生する田沢湖小松字荒床地区の水
路改良工事を実施する。

06-01-05
田沢二期地区水利用高
度化推進事業費負担金

894
田沢二期地区内の地域用水機能増進事業に対する負担金。平成31年度
までの予定。

06-01-05
ため池等整備事業費負
担金

480 西木町宮田頭首工の老朽化に伴い施設の整備を図る。

06-01-05
土地改良施設維持管理
適正化事業費負担金

◎ 1,190
院内川統合水利揚水機の老朽化に伴う更新事業に対する負担金。
【関係戸数】 34戸　【受益面積】 40ha
【負担割合】 国 30％　県30％　市10％

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

◎ 480

農業用水の安定的な確保と配分の機能維持を図りながら、土地改良施設
の長寿命化を図るために、仙北平野土地改良区が導入する用水管理シス
テムの整備に伴う負担金。
【負担割合】 国50％　県25％　地元25％（市町10％、区15％）

06-01-05
小土地改良事業費補助
金

3,000
地元組織が行う土地改良工事及び災害対策関連排水路工事に対し助成
する。（工事費30万円～上限500万円）
【補助率】 30％

06-02-02 局所防災事業費 ◎ 3,559

平成25年8月9日の豪雨により発生した土砂崩れを防止するため。県単局
所防災事業（治山事業）により山腹工事を施工し、人家及び林地の被害を
未然に防止する。
【施工箇所】 田沢湖生保内字下高野　　【補助率】 8/10

06-02-02 林地排水対策事業費 5,994
林道サヤマ線内砂防堰堤と小山寺堰用水路間の沢を装工し、土砂流入を
防止し豪雨時の用水路の氾濫を抑える。

07-01-03
玉川温泉園地冬期観光
安全対策事業費補助金

385
利用者からの要望が高いことから安全に利用できるよう、昨年実施した調
査結果を基に積雪時に調査員による危険予知判断及び除雪を行い利用
者の利便性及び安全確保を図る。

08-02-01
雪寒地域建設機械整備
費

26,952

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】 除雪ドーザ機13t級1台
【配 置  先】 角館地区
【補 助  率】 国 2/3
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款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

08-02-02
安心・安全道路維持整備
費

6,042
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 424,380

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、流雪溝道水路整備等
【実施事業】
　社会資本整備総合交付金事業費　　2億7,078万円
　豪雪対策事業費    　　　　　　　　           　430万円
　臨時地方道整備事業費　　　　　　  　　　 5,690万円
　辺地対策事業費               　　　　　 　   3,960万円
　過疎対策事業費               　　　　　    　5,280万円

08-02-05 橋りょう整備事業費 ◎ 13,350 玉川温泉橋の整備を行う。（欄干補修）

08-03-03 河川改良事業費 3,300

市民が安全・安心に暮らすことが出来るよう、市管理河川の改修等で水害
による被害を未然に防止するための整備を行う。
【事業内容】
　碇沢川護岸補修、鰍瀬川河川改修、下高野川河川改修

08-03-03 排水対策事業費 5,400 降雨時の冠水対策のための排水対策を行う。

08-04-02 岩瀬北野線整備事業費 421,262

都市計画道路岩瀬北野線の小館（内川橋）～大風呂（横町橋）区間を整備
する。
【事業計画】 L＝487ｍ　計画幅員W＝16ｍ
【平成26年度事業内容】
　建物移転補償・積算委託、用地買収費

09-01-02
自主防災組織育成事業
費

1,909
自主防災組織（私設消防団含む）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。また、自主防災組織によ
る雨量計設置を推進する。

09-01-03 消防施設整備事業費 15,575

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。
【事業内容】
　小型消防ポンプ　1台
　小型消防ポンプ付積載車　1台

09-01-05
防災行政無線維持管理
費

7,199 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 3,452
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撤去する際の支援を行う。

09-01-05 防災の集い開催事業 ◎ 510
平成26年度から実施予定の仙北市防災週間において、市民を対象に親子
避難所宿泊体験をメインとする体験学習会を開催する。

09-01-05
秋田県総合防災情報シ
ステム整備費負担金

2,850 秋田県が行う「秋田県総合防災情報システム」更新に係る負担金。

10-05-04
伝建群防災施設整備事
業費

5,601
平成25年度に実施した防災施設設置基本構想調査に伴うい実施設計の
委託を行う。

10-06-01
日本スポーツマスターズ
2014軟式野球秋田県予
選補助金

◎ 150
日本スポーツマスターズ2014軟式野球秋田県予選大会開催に係る補助
金。
【開催期日】 平成26年7月12日～13日開催予定
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款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

簡易水道
02-01-01

西明寺地区簡易水道拡
張事業費（神代地区）

606,280

西明寺地区簡易水道に隣接する神代地区の一部に西明寺地区簡易水道
を拡張して配水管を整備し、水道未普及地域の解消を図るとともに、当該
地区において良質な水道水を安定的に供給する。
【事業期間】 平成24年度～平成28年度
【対 象  者】 神代地区　計画給水人口　1,017人

下水道
02-01-01

公共下水道事業費 505,032

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。
　また、供用開始から約25年が経過し老朽化が進行している田沢湖浄化
センターにおいて、処理水質及び維持管理性向上のための改修工事と耐
震補強工事を行うため、再構築事業委託を行う。
【事業内容】
　角館金山下地区管渠工事
　角館上菅沢地区管渠工事
　田沢湖処理区十里木地内管渠埋設保護工事
　田沢湖浄化センター再構築事業委託

浄化槽
02-01-01

浄化槽整備事業費 48,279
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】 5人槽 10基　7人槽 33基

Ⅶ　その他

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

02-04-03 県議会議員選挙費 ◎ 3,012 平成27年4月29日任期満了に伴う県議会議員一般選挙に係る執行経費。

02-04-04 市議会議員選挙費 33,437
平成26年4月30日任期満了に伴う仙北市議会議員一般選挙に係る執行経
費。

02-04-05 農業委員会委員選挙費 ◎ 10,905
平成26年12月19日任期満了に伴う仙北市農業委員会委員一般選挙に係
る執行経費。

02-04-06
黒倉堰土地改良区総代
選挙費

◎ 290
平成26年5月14日任期満了に伴う黒倉堰土地改良区総代総選挙に係る執
行経費。

10-05-01 国民文化祭推進事業費 76,186

平成26年度秋田県で開催される「第29回国民文化祭・あきた2014」（平成
26年10月4日～11月3日）に係る事業。
【事業内容】
　第29回国民文化祭仙北市実行委員会への補助金。
　①民俗芸能の祭典　②秋田の文学について知ろう
　③佐藤貞子～秋田おばこ物語～
　④アートdeまちあるき　⑤江戸に花開いた秋田の文化
　⑥田沢湖・角館短歌大会　⑦大正琴の祭典
　⑧内陸線アート事業
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