
平成２７年度
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　１　概要

　２　平成２７年度当初予算案の規模

　（１）一般会計　　１８４億１，５００万円

（前年度当初予算増減　２億６，３０７万６千円増　＋１．４％）

＝参考＝

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

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

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

　・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２７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ましたが、物件費の高止まりや普通建
設事業費の増などを受け、一般会計では、前年度比２億６，３０７万６千円の増となる１
８４億１，５００万円の予算規模となっています。歳出においては人件費や公債費の抑制
に努めながら、あきた未来づくり協働プログラム事業によるクニマス未来館（仮称）建設
に向けた取組、ＦＩＳモーグルワールドカップ開催のための補助金や市制１０周年記念事
業として記念式典開催費やフォーラム、講演会等の開催費も計上しています。
　また、地方創生に向けた取組については、国の補正予算に対応し関連事業を先行して実
施するための予算を平成２６年度補正予算として提案しており、当初予算と合わせて展開
していきます。

【主な事業】
　地域交通の確保として仙北市地域公共交通網形成計画策定事業費、秋田内陸縦貫鉄
道㈱運営費補助金。交通防犯対策費としてＬＥＤ照明導入調査事業費。保健衛生費と
して浄化槽設置整備事業費。農業振興として仙北市畑作園芸等振興事業費補助金、ほ
場整備区域地力増進作物作付事業費補助金。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。防災関連として秋田県防災訓練事業費、防災の
集い開催事業、災害時の登山者用防災ヘルメット購入費。教育費として小中学校施設
天井等落下防止対策事業費。平成２７年度に市制１０周年を迎えるにあたり記念式典
及び記念事業の開催費。
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（２）特別会計　　１１０億１，５７０万円

（前年度当初予算増減　３億２，７６０万円減　△２．９％）

❏主な増減

 ・集中管理特別会計 人件費の減（△1億6,828万2千円）

 ・下水道事業特別会計 公共下水道事業費の減（△4億7,005万8千円）

 ・集落排水事業特別会計 農業集落排水事業費の増（＋9,780万円）

 ・国民健康保険特別会計（事業勘定） 保険財政共同安定化事業拠出金の増（＋5億8,521万9千円）

 ・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）の減

（△2億8,317万6千円）

＝参考＝

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

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

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

 ・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％）

（３）企業会計　　８８億４，８６７万８千円

（前年度当初予算増減　２９億３，７２０万３千円減　△２４．９％）

❏主な増減

 ・病院事業会計 前年度に計上した新会計基準適用に伴う引当金の減分（特別損失）

①田沢湖病院

　　退職　△2億8,355万6千円

②角館総合病院

　　退職　△16億8,930万1千円

市立角館総合病院建設改良工事費（△8億7,490万3千円）

＝参考＝

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

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

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

 ・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％）

　　貸倒　△207万円、賞与　△2,108万7千円、法定福利　△370万円、

　　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、
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　３　平成２７年度会計別予算総括表

（注）企業会計については、収益的支出及び資本的支出の合算額を登載した

※一般会計市債残高

・平成２６年度末残高見込額

・平成２７年度当初予算市債発行見込額

・平成２７年度当初予算元金償還見込額

・平成２７年度末残高見込額

※財政調整基金残高

　　 ・平成２５年度末現在高（決算余剰金積立後）

　　 ・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（３月補正予算後）

　　 ・平成２７年度取崩見込額

　　 ・平成２７年度積立見込額

　　 ・平成２７年度末見込額（Ｈ２７当初予算後）

211億9,174万8千円

15億5,160万円 　

22億7,811万8千円

204億6,523万円 　

28億8,327万8千円

6億6,400万円   

116万4千円

本年度予算額会　　計　　名

18,151,924 263,076 1.4

集 中 管 理 特 別 会 計 4,122,700 4,276,900 △ 154,200 △ 3.6

下 水 道 事 業 特 別 会 計 753,200 1,228,700 △ 475,500 △ 38.7

集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 460,600 354,500 106,100 29.9

浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 78,800 131,000 △ 52,200 △ 39.8

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ( 事 業 勘 定 ) 4,036,100 3,558,000 478,100 13.4

国民健康保険特別会計(田沢診療施設勘定)

（単位：千円、％）

一 般 会 計 18,415,000

29,500 29,600 △ 100 △ 0.3

国民健康保険特別会計(神代診療施設勘定) 102,700 107,600 △ 4,900 △ 4.6

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 291,800 295,400 △ 3,600 △ 1.2

介 護 保 険 特 別 会 計 478,700 463,600 15,100 3.3

生 保 内 財 産 区 特 別 会 計 82,600 74,500 8,100 10.9

田 沢 財 産 区 特 別 会 計 29,800 31,700 △ 1,900 △ 6.0

雲 沢 財 産 区 特 別 会 計 3,400 6,700 △ 3,300 △ 49.3

21.1

水 道 事 業 会 計 635,508 602,485 33,023 5.5

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 545,800 785,100 △ 239,300 △ 30.5

病 院 事 業 会 計 8,129,228 11,114,068 △ 2,984,840 △ 26.9

合　　　　　計 38,279,378 41,281,105 △ 3,001,727 △ 7.3

伸び率比　較前年度予算額

22億2,044万2千円

9億2,400万円   

92万円   

12億9,736万2千円

温 泉 事 業 会 計 83,942 69,328 14,614
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　４　平成２７年度当初予算の状況　歳入

【歳入の概要】

24億6,636万5千円 （前年度比 △8,103万4千円　△3.2％）

89億円 （前年度比 △1億円　△1.1％）

　国の平成27年度地方財政対策等による推計

2,884万円 （前年度比 △8,545万3千円　△74.8％）

3億6,049万6千円 （前年度比 ＋9,747万円　＋37.1％）

17億5,881万6千円 （前年度比 ＋6,598万円　＋3.9％）

11億150万2千円 （前年度比 ＋2,487万3千円　＋2.3％）

9億5,544万9千円 （前年度比 ＋1億7,942万5千円　＋23.1％）

　財政調整基金は1億6,600万円増の9億2,400万円。

1,032万6千円 （前年度比 ＋1,032万4千円　＋516,200.0％）

　ふるさと仙北応援寄附金の増による。

15億5,160万円 （前年度比 ＋1億5,980万円　＋11.5％）

使 用 料 及 び 手 数 料 ：

　「保育費保護者負担金」から「特定教育・保育施設使用料」への変更に
よる増減。

繰 入 金 ：

　過疎対策債、道路橋りょう整備事業費、農業用施設整備事業費などの増
による。
　うち臨時財政対策債は1億500万円減の5億4,500万円。

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、％）

△ 3.2

２ 地方譲与税 205,000 1.1 210,000 1.2 △ 5,000 △ 2.4

１ 市税 2,466,365 13.4 2,547,399 14.0 △ 81,034

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 1.6 290,000 1.6

５ 株式等譲渡所得割交付金 1 1

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 18,000 0.1

△ 1.1

10 交通安全対策特別交付金 3,000 3,000

９ 地方交付税 8,900,000 48.3 9,000,000 49.6 △ 100,000

△ 74.8

12 使用料及び手数料 360,496 2.0 263,026 1.5 97,470 37.1

11 分担金及び負担金 28,840 0.2 114,293 0.6 △ 85,453

3.9

14 県支出金 1,101,502 6.0 1,076,629 5.9 24,873 2.3

13 国庫支出金 1,758,816 9.5 1,692,836 9.3 65,980

△ 8.3

16 寄附金 10,326 0.1 2 10,324 516,200.0

15 財産収入 20,693 0.1 22,567 0.1 △ 1,874

23.1

18 繰越金 1 1

17 繰入金 955,449 5.2 776,024 4.3 179,425

△ 0.2

20 市債 1,551,600 8.4 1,391,800 7.7 159,800 11.5

19 諸収入 736,910 4.0 738,345 4.1 △ 1,435

1.4合　　計 18,415,000 100.0 18,151,924 100.0 263,076

市 税 ：

地 方 交 付 税 ：

国 庫 支 出 金 ：

県 支 出 金 ：

寄 附 金 ：

市 債 ：

　社会保障・税番号制度システム整備費補助金、学校施設環境改善交付
金、伝建防災施設整備事業費補助金などの増による。

　あきた未来づくり交付金、ほ場整備換地事業費委託金、秋田県総合防災
訓練事業費負担金などの増による。

分 担 金 及 び 負 担 金 ：

　法人市民税や軽自動車税で若干の増が見込まれるものの、米価下落によ
る農業所得の減少や地価下落・滅失家屋の増による個人市民税及び固定資
産税の減により全体として減となる。
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　５　平成２７年度当初予算の状況　歳出

【歳出の概要】

33億7,996万2千円 （前年度比 △1億7,038万9千円　△4.8％）

　職員数の減による。（△25人）

34億5,603万7千円 （前年度比 ＋3億1,258万3千円　+9.9％）

21億5,508万2千円 （前年度比 ＋6,596万5千円　＋3.2％）

18億6,523万3千円 （前年度比 +2億3,809万9千円　+14.6％）

25億4,808万6千円 （前年度比 △2億5,753万2千円　△9.2％）

　元金2億1,523万3千円、利子4,229万9千円の減。

23億1,954万3千円 （前年度比 +8,352万9千円　+3.7％）

18.4 3,550,351 19.5 △ 170,389

30.8

４ 扶助費 1,973,291 10.7 1,999,296 11.0 △ 26,005 △ 1.3

３ 維持補修費 61,500 0.3 47,034 0.3 14,466

普 通 建 設 事 業 費 ：

公 債 費 ：

　あきた未来づくり協働プログラム事業、生活路線代替バス購入費、浄化
槽設置整備事業、ごみ処理場管理運営費、農地集積加速化基盤整備事業、
農業基盤整備促進事業費補助金、就業改善センター管理運営費、花葉館施
設整備事業、社会資本整備総合交付金事業、田沢湖一般廃棄物 終処分場
搬入路整備事業、消防施設整備事業、小中学校施設天井等落下防止対策事
業、伝建群防災施設整備事業、玉川河川公園管理費などの増による。

人 件 費 ：

物 件 費 ：

　公共施設等総合管理計画等策定費、社会保障・税番号制度システム整備
費、生活困窮者自立支援事業、温泉休養施設管理運営費、認可保育園等非
常勤職員費、塵芥処理費、し尿処理場管理運営費、ごみ処理場管理運営
費、緊急雇用対策事業等にかかる経費の増による。

補 助 費 等 ：

　大曲仙北広域市町村圏組合事務費負担金、病院事業会計補助金、機構集
積協力金推進事業、多面的機能支払交付金事業、大曲仙北広域市町村圏組
合消防費負担金、ＦＩＳモーグルワールドカップ開催事業費補助金、パー
クゴルフ場整備事業費補助金などの増による。

△ 4.8

２ 物件費 3,456,037 18.8 3,143,454 17.3 312,583 9.9

１ 人件費 3,379,962

（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

3.2

６ 普通建設事業費 1,865,233 10.1 1,627,134 9.0 238,099 14.6

５ 補助費等 2,155,082 11.7 2,089,117 11.5 65,965

８ 公債費 2,548,086 13.8 2,805,618 15.5 △ 257,532 △ 9.2

７ 災害復旧事業費 2 2

3.7

11 貸付金 357,000 1.9 357,000 2.0 0

7.4

10 投資及び出資金 125,484 0.7 117,552 0.6 7,932 6.7

９ 積立金 143,780 0.8 133,820 0.7 9,960

繰 出 金 ：

　大曲仙北広域市町村圏組合介護保険費負担金、集落排水事業特別会計繰
出金などの増による。

1.4合　　計 18,415,000 100.0 18,151,924 100.0 263,076

△ 34.113 予備費 30,000 0.2 45,532 0.3 △ 15,532

0.0

12 繰出金 2,319,543 12.6 2,236,014 12.3 83,529
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　６　平成27年度当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　　　が充てられる経費について

（歳入）

　・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

（歳出）

　・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 千円

（単位：千円）

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

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

27,833

合　　　計 6,390,943 1,732,924 20,000 389,096 4,273,766 119,412

保健衛生

103,096 680,324 19,009

小　　　計 1,159,711 8,904 20,000 134,671 996,136

病院事業 803,420 0 20,000

予防対策事業 111,282 3,583 0 16,680 91,019 2,543

198,747 5,553

母子保健事業 29,694 3,547 0 101 26,046 728

保健衛生事業 215,315 1,774 0 14,794

2,536

小　　　計 1,547,146 201,563 0 6,874 1,363,552 38,098

その他 90,775 0 0 0 90,775

6,878 4,541 0 0 2,337 65

後期高齢者医療事業 491,236 81,200 0 6,874 403,821

国民健康保険事業 362,004 115,822 0 0 270,366 7,554

53,481

社会保険

介護保険事業 596,253 0 0 0 596,253 16,660

小　　　計 3,684,086 1,522,457 0 247,551 1,914,078

11,283

国民年金事業

32,814

生活保護事業 635,243 478,389 0 8 156,846 4,382

児童福祉事業 1,801,181 490,464 0 136,306 1,174,411

234,122 6,542

103,811 2,901

障害者福祉事業 724,145 479,210 0 47 244,888 6,842

社会福祉

社会福祉事業 176,497 72,129 0 557

高齢者福祉事業 347,020 2,265 0 110,633

119,412

6,390,943

事　　業　　名
当　　初
予 算 額

財　源　内　訳

特定財源 一般財源

国・県
支出金

市　債 その他
うち地方消費税
交付金（社会保
障財源化分）’
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　８　平成２７年度事業の概要

 【主な事業】

P9 ◎

P9

P10 ◎

P10 ◎

P11 ◎

P11

P13

 【主な事業】

P14

P14

P14

P15

 【主な事業】

P16

P16

母子保健対策費
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を実施する。

地域力ステップアップ事業費
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。

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
盤整備事業への取組を実施する。

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
ての助成を行う。

住宅リフォーム促進事業費補助金

臨時福祉給付金給付事業費
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。

福祉医療中学生医療費助成事業費
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。
平成27年度からは歯科通院医療費も助成対象とする。

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及び所得や生活基盤
の向上を図るための事業に財政的支援を行う。

ふるさと納税ふるさと便事業費

総合産業研究所費

農業経営発展加速化支援事業費

地元特産品を活用したふるさと便を実施し市内産業の活性化を図ると
ともに、仙北市へのふるさと納税を併せて推進する。

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次産業化及び食育等の推進を強化する。

地域の意欲ある経営体が取り組む規模拡大、複合化、６次産業化及
び法人化等による経営発展に必要な機械導入費・施設等整備費へ助
成する。

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する。

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。

ほ場整備区域地力増進作物作付事業
費補助金

仙北市畑作園芸等振興事業費補助金

農地集積加速化基盤整備事業費

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

６５事業 ６億４，３００万円 （うち新規事業 １０事業 ７，７９４万４千円）

Ⅰ 所得を増やします

２９事業 ５億９，７８２万１千円 （うち新規事業 ３事業 １，３２３万７千円）

Ⅱ 医療を再生し福祉を充実します

２事業 ４，７４１万２千円

Ⅲ 市民分権を進めます
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 【主な事業】

P16

 【主な事業】

P16

P17

P17 ◎

P17
P18

◎

 【主な事業】

P18 ◎

P19 ◎

P20

P20

P20

P20 ◎

 【主な事業】

P21 ◎

P21 ◎

P21 ◎

行政改革大綱の進行管理等のための行政改革懇談会、指定管理者
の候補者選定委員会及び事務事業評価に係る外部評価委員会を開
催する。

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。

行政改革推進費

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」を交付し、子育てを応援する。

認可保育園等法人化推進事業費
平成28年4月からの認定こども園法人化を目指し、新たに社会福祉法
人を設立するための準備を行う。

小中学校施設天井等落下防止対策事
業費

平成26年4月施行の建築基準法施行令の一部改正により、小中学校
の天井等落下防止対策工事を実施する。

地域おこし協力隊事業費
地域おこし協力隊による、農林業の応援や住民の生活支援などの地
域協力活動への従事を通して移住、定住を推進する。

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を助成し、自主防災組織
率の向上及び組織の育成を図る。

秋田県総合防災訓練事業費 平成27年に仙北市で秋田県総合防災訓練を開催する。

仙北市地域公共交通網形成計画策定
事業費

仙北市公共交通の今後のあり方について、中長期的な仙北市地域公
共交通網形成計画を策定する。

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。

排水対策事業費 降雨時の冠水防止のための排水対策工事を行う。

総合計画策定費
平成18年に策定した仙北市総合計画の期間が終了となるため、今後
10年間のまちづくりの将来構想である第二次総合計画を策定する。

あきた未来づくり協働プログラム事業費
「田沢湖再生クニマス里帰りプロジェクト」として、クニマス未来館実施
設計及び田沢湖湖底調査事業を実施する。

市制10周年記念式典開催事業費 市制10周年にあたり記念式典、記念講演会を開催する。

１事業 ４４万４千円

Ⅳ 行政改革を断行します

３０事業 ３億１，０８８万４千円 （うち新規事業 ５事業 ２億１，９２９万円）

Ⅴ 次世代育成に力を注ぎます

３６事業 １６億４，４９６万８千円 （うち新規事業 ５事業 ４，０２５万５千円）

Ⅵ 生活を守る仕組みを強化します

１２事業 １億５，０５０万４千円 （うち新規事業 １０事業 １億８６９万２千円）

Ⅶ その他
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（単位：千円）

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

02-01-06
ふるさと納税ふるさと便
事業費

◎ 6,871
地元特産品を活用したふるさと便を実施し市内産業の活性化を図るととも
に、仙北市へのふるさと納税を併せて推進する。

05-01-01 出稼対策費 887
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 47,071

緊急雇用創出臨時対策基金等による緊急的な短期雇用を行う。
【事業内容】
　3事業（委託）
　雇用予定者　27人

05-01-01 雇用創出助成金 5,475

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27年4月1日～平成28年3月31日
【助 成 額】 一般15万円・新卒30万円
【助成要件（事業者要件）】
①市内に事業所を要すること。
②雇用保険・社会保険に加入している事業者であること。
③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市税完納事業者であること。
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

11,223

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

1,555

仙北市の豊富な農山村の地域資源を活用し、農村周遊型イベントの開催
や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

30,218

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
　周年園芸普及拡大事業
【補助率】
　県 1/3～1/2以内　市 1/12～1/6

06-01-03 総合産業研究所費 3,463

農業政策が大きな転換期を迎えるなか、米一辺倒からの脱却を図るため
地産地消、６次産業化、食育等の推進を強化する。
【事業内容】
①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、首都圏販売戦略
プロモーション、海外輸出システムの構築
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

06-01-03
経営所得安定対策推進
事業費

9,830 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。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

06-01-03
環境保全型農業直接支
払交付金事業費

2,618

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】
 27年度申請予定　11件　32ha （平成27年度より国事業分も市経由で交
付）

06-01-03
新規就農総合支援事業
費

7,227

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

534
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

1,166
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
機構集積協力金推進事
業費

41,831
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
農業経営発展加速化支
援事業費

◎ 59,155
地域の意欲ある経営体が取り組む規模拡大、複合化、６次産業化及び法
人化等による経営発展に必要な機械導入費、施設等整備費へ助成する。
【補助率】 県1/2　市1/10

06-01-03
市制10周年記念　食育推
進フォーラム開催事業費

◎ 228
平成25年度に策定した「第2期食育推進計画」に基づく食育推進を図るた
め、市制10周年記念事業として食育推進フォーラムを開催する。

06-01-03
仙北市ブランド米普及事
業費補助金

200
ＪＡ等が取り組んでいる特別栽培米等に係る技術指導や首都圏での販売
ＰＲ、ポスター・チラシ等作成費に対し助成し、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
を実施する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

200
仙北市の気候を活かした夏蒔き野菜のリレー産地化形成を目指す。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
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し、各種研修会、指導員現地視察を実
施する。

06-01-03
経営体育成支援事業費
補助金

10,021

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
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

100 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。

06-01-03
ほ場整備区域地力増進
作物作付事業費補助金

◎ 1,500
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する。
【補助単価】 1万円/10a
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

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】 1/2以内（上限50万円）

06-01-03
新規需要米等作付拡大
推進費補助金

◎ 500
新規需要米（ＷＣＳに限る）の作付拡大分について実需者への輸送に係る
経費の一部を助成する。

06-01-04
畜産環境総合整備事業
費

◎ 153
平成28年度から「畜産環境総合整備事業」により整備を予定している堆肥
処理施設建設に向けた事前調査及び計画策定を実施する。

06-01-04
高能力和牛資源活用事
業費補助金

500
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

55,804

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して負担する。
【事業内容】
 潟野十二峠　【受益面積】  27.3ha　【採択】 平成26年度
 生保内南　 　【受益面積】 111.9ha　【採択】 平成28年度

06-01-05
多面的機能支払交付金
事業費

164,721

農地・農業用施設の保全や地域環境の保全、地域コミュニティの活性化を
推進するため、共同活動への支援を実施し、地域全体の保全管理の取組
み強化を図る。
【事業期間】 平成26年度～平成30年度
【事業内容】 対象49組織

06-01-05
元気な中山間農業応援
事業費

◎ 3,203
中山間地域の資源を活かした創意溢れる計画を策定して、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。

06-01-05
秋田県水土里情報利用
団体連絡協議会負担金

237
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

43,714
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】 角館町薗田ほか

06-02-01 有害鳥獣駆除事業費 1,159
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～
【負担割合】 国1/2　県1/3　市1/6

06-02-02 市有林造林保育費 6,329

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】 切捨間伐　西木町上桧木内堀内・坂本　31.55ha
②第51回秋田県植樹祭会場地内の植栽木保育及び景観維持を図るため
下刈りを実施する。

06-02-02
森林整備地域活動支援
交付金事業費

2,700
施業の集約化を図るため、間伐の実施を促進する。
【計画面積】 90ha

06-02-02 松くい虫防除事業費 4,302
田沢湖田沢字春山地区(田沢湖畔)及び生保内武蔵野地区の松に薬剤樹
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。

07-01-02
産業プラットホーム形成
事業費

891
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。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

07-01-02 商工業振興対策費 520 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。

07-01-02 特産物販売促進対策費 1,420
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

95

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 393 食品加工工場等の誘致対策事業を実施する。

07-01-02 仙北市商工会補助金 12,020

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5万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方が複数で行い、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

7,026

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 5,993
企業立地促進条例第5条による奨励金を交付する。
【対象件数】 4件（10年間交付の2年目1件、4年目1件、5年間交付の3年目
2件）

07-01-03 観光宣伝費 10,772

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

07-01-03 教育旅行支援事業費 950
北海道、宮城県を中心に教育旅行の積極的な誘致を継続するとともに、学
習体験新書の増刷など、受入体制の充実を図る。

07-01-03
国際観光宣伝・誘客事業
費

1,768

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
いることから、角館町観光協会、田沢湖観光協会と連携し、海外誘客事業
を行っていくとともに外国語版観光ガイドマップの増刷など、受入体制の強
化を継続する。また、新たにタイ旅行博覧会への参加を通じ、タイ及び東
南アジア地域へのＰＲ及び東南アジア地域からの訪日者に対する当市へ
の観光誘致を実施する。

07-01-03
がんばれ合宿応援事業
費

1,100

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

07-01-03
台湾修学旅行誘致促進
事業費

2,146

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。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

07-01-03
地域おこし企業人に関す
る調査研究事業費

7,000
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 台湾姉妹校交流事業費 ◎ 1,756
平成27年度に姉妹校締結を予定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実施する。

07-01-03
秋田県南地域広域連携
観光推進協議会負担金

50
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
秋田県観光キャンペーン
推進協議会負担金

◎ 1,078

市町村や観光関係者とJRが連携し開催した「秋田デスティネーションキャ
ンペーン」の成果や課題を踏まえ、平成27年度以降も官民が一体となった
誘客宣伝活動や受入態勢整備を推進する秋田県観光キャンペーン推進協
議会の経費を負担する。
【実施期間】 平成27年度～平成29年度

07-01-03
田沢湖・角館観光連盟補
助金

33,452
平成27年からは仙北市3地区の観光協会運営費補助金を連盟補助金に
移行し、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 1,800
国の伝統的工芸品である樺細工の原皮安定確保のための山桜植栽保育
に関する事業や、販路拡大活動により樺細工振興を図る。

07-01-04
伝統工芸樺細工技能後
継者育成事業費

960

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

07-01-04
茶文化交流協議会負担
金

200

「茶文化」をキーワードに、仙北市、静岡県掛川市、岐阜県多治見市、岩手
県奥州市の4市が連携し、お茶に関連するそれぞれの特産品や伝統工芸
品のＰＲと消費拡大を図る。平成27年度は仙北市がイベント企画の当番と
なる。

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

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。

10-05-04 桜保護管理費 5,970
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 1,937
平成26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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（単位：千円）

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
10-01-02

障害者雇用対策事業費 10,480
「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。6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った「仙北市立病院等改革推進計画」
の次期計画策定に向けて引き続き協議検討する。

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

52,221
平成27年10月に予定されていた消費税率の引上げが延期されたことに伴
い、低所得者対策も延期されたことから、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
生活困窮者自立支援事
業費

◎ 10,795
生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者の自立促進を図るため、生
活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給
及びその他の自立の支援に関する措置を実施する。

03-01-01 特別弔慰金支給事業費 ◎ 642
平成27年度に改正が見込まれている「戦没者の遺族に対する特別弔慰金
支給法」に係る事務を行う。

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できる環境を整え
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

1,399
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

2,147

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）の生活圏の拡大を図ると
ともに、社会参加を促進し福祉の増進を図るため、タクシー利用券を給付
し、障がい者が利用するタクシーの利用料金の一部を助成する。ただし、
在宅の障がい者を対象とすることから社会福祉施設入所者は除く。また、
平成27年度からは、１回あたりの助成上限額を緩和し、遠方の障がい者の
利用促進を図る。
【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

12,657

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】
　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、仙北市災害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 217,290
仙北市に住所を有する乳幼児、小学生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障
がい者及び重度心身障がい(児)者の医療費の自己負担分を助成する。

03-01-07
福祉医療中学生医療費
助成事業費

587
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。平成27年度からは歯科通院医療費も助成対象とする。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

03-01-09
後期高齢者医療短期人
間ドック助成費

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

04-01-01 保健事業総務費 11,797
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 24,083

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

04-01-01
歯と口腔の健康づくり推
進事業費

2,657
むし歯予防を推進するため、歯科健診（1歳6か月・2歳・3歳児）を行う。ま
た、5歳児及び小学校1年生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

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

04-01-01
訪問看護ステーション整
備事業費補助金

2,095
訪問看護ステーションの空白地帯の解消を図るため、事業運営に要する
経費の支援を行う。

04-01-01
公的医療機関運営費補
助金

7,000

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

04-01-01
はり、きゅう等施術費助
成金

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 54,382

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

04-01-02 健康増進事業費 45,931

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、後期高齢者歯科健診

04-01-02 大腸がん予防事業費 7,230

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7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 2,949

「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25年度の未受診者
乳がん：40歳及び平成25年度の未受診者
大腸がん：40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の男女
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

04-01-02 胃がん検診助成事業費 645
仙北市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

07-01-03
健康と温泉フォーラム２０
１５開催費補助金

◎ 1,800

「温泉資源の活用」、「地域活性化や広域連携によるネットワーク化」、「観
光から健康づくり」、「新たな温泉の可能性」をテーマに、全国有数のラジウ
ム・ラドン温泉をもつ5つの地域により平成27年度に仙北市で開催される
フォーラムの開催費に対して補助する。
・山梨県北杜市（増富温泉）　・鳥取県三朝町（三朝温泉）
・鳥取県倉吉市（関金温泉）　・新潟県阿賀野市（五頭温泉郷）
・仙北市（玉川温泉）

国保事業
08-01-01

特定健康診査等事業費 19,150

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。平
成27年度からは新たに医療機関での個別受診も実施する。
【事業内容】
　特定健康診査、特定保健指導、栄養指導、訪問指導、健診結果説明会

国保事業
08-02-02

国民健康保険被保険者
人間ドック助成費

2,972
35歳以上の国民健康保険被保険者が、市の委託する医療機関において
人間ドックを受診した場合、その費用の一部を助成する。

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

2,412
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。

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 行政改革推進費 444

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を開催す
る。
②指定管理者の候補者選定委員会を開催する。
③事務事業評価に係る外部評価委員会を開催する。

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
クニマス里帰りプロジェク
ト事業費

1,990

西湖･田沢湖姉妹湖提携事業の一環として、富士河口湖町と本市の児童・
生徒による交流事業を実施する。また、クニマス受入に向け山梨県及び関
係団体等と協議を進めるほか、田沢湖再生に関する講演会の開催により
市民等の知識を高める。

03-01-02 すこやか療育支援事業費 ◎ 67 児童発達支援等援助費利用に係る自己負担と食費（実費）に助成する。

03-02-01 ひとり親家庭福祉事業費 3,324
ひとり親家庭の生活の安定を図るため、母子父子自立支援員が悩みごと
の相談を受け、子育て・生活の支援や資金の貸付制度を紹介するなど、問
題解決の手伝いをする。

03-02-01
在宅子育てサポート事業
費

2,100
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。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

03-02-01
子ども・子育て支援推進
事業費

317
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 出会い・結婚支援事業費 197 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

11,066
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。

03-02-03
一般総務費（児童福祉施
設費）

2,451
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」の実施や「子育てサポーターのスキル
アップ講座」を開催する。

03-02-03 放課後児童対策事業費 32,060
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6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
認可保育園等法人化推
進事業費

◎ 2,030
平成28年4月からの認定こども園法人化を目指し、新たに社会福祉法人を
設立するための準備を行う。

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

1,524
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

1,469

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 1,609

安心して子育てが行えるよう支援するとともに、事業を通じ子育て仲間との
出会い・交流の場を提供する。
【事業内容】 両親学級、乳児食育教室、ノーバディズパーフェクトプログラ
ム、家庭訪問指導事業、思春期保健対策事業

10-01-03
特別支援教育就学奨励
費

1,926
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 ＪＦＡ夢先生招聘事業費 800

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

10-01-05
情報モラル教育推進事業
費

140

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

10-01-05
学力定着に関する調査研
究事業費

◎ 211
全国学力調査等による仙北市の児童生徒の学力の課題を踏まえ、調査研
究を行い研究成果を普及させ、学力の向上を図る。

10-02-01
複式学級指導支援員派
遣事業費

1,934 複式授業を解消するため、非常勤講師（支援員）を派遣する。

10-02-01
小学校施設天井等落下
防止対策事業費

◎ 119,182
平成26年4月施行の建築基準法施行令の一部改正により、天井等落下防
止対策工事を実施する（小学校）。

10-02-02
キャリア教育・ふるさと学
習支援事業費

1,630
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）。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

10-03-01
中学校施設天井等落下
防止対策事業費

◎ 97,800
平成26年4月施行の建築基準法施行令の一部改正により、天井等落下防
止対策工事を実施する（中学校）。

10-03-02
キャリア教育・ふるさと学
習支援事業費

1,687
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

9,315
「角館の武家屋敷」として文化財の公開は、幕末期の生きた教材として第
一級の価値を有するものであることから、多くの方々に訪れていただくとと
もに、郷土の財産・誇りとして子どもたちにも伝えていく。

10-05-04
旧石黒（恵）家公開事業
費

4,180
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。

10-05-05 学校図書館支援事業費 4,299

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 291

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
総合型地域スポーツクラ
ブ事業実施補助金

4,020
地域における運動・スポーツ活動の拠点であり地域住民の交流の場とな
る、総合型地域スポーツクラブを育成する。

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 1,844
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。

02-01-06
再生可能エネルギー導入
促進事業費

558
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 地域おこし協力隊事業費 ◎ 5,875
地域おこし協力隊による、農林業の応援や住民の生活支援などの地域協
力活動への従事を通して移住、定住を推進する。

02-01-06
クリーンエネルギー化促
進事業費補助金

1,000
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 1,103
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 4,705
平成26年度に更新した町内会等のＬＥＤ街灯ＥＳＣＯサービスを実施する。
平成26年8月からサービスが開始されている。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

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街灯リースを実施する。平成26年3
月からリースが開始されている。

02-01-08
ＬＥＤ照明導入調査事業
費

◎ 1,221
市及び町内会等が維持管理する街路灯や道路照明等のＬＥＤ化を実施す
るため、対象選別・手法選択・計画立案・ＬＥＤ化工事設計等の業務委託を
行う。

02-01-09
生活路線代替バス運行
費

50,367
生活バス廃止路線及び交通空白地域において、地域住民の生活に必要
な交通手段を確保するため、市民バス及びデマンド型乗合タクシーを運行
する。

02-01-09 生活バス路線対策費 29,792
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
生活路線代替バス購入
費

◎ 20,824 向生保内線を運行している市民バスが老朽化しているため更新する。

02-01-09
仙北市地域公共交通網
形成計画策定事業費

◎ 10,135
市民バス・デマンド型乗合タクシー・羽後交通バス・内陸線の混在する仙北
市公共交通の今後のあり方について、利用者代表・運行事業者・外部有識
者で検討し、中長期的な仙北市地域公共交通網形成計画を策定する。

04-01-03 浄化槽設置整備事業費 20,235

社会資本整備の促進と安全・安心で潤いある生活環境の改善、河川等の
水質改善のため、浄化槽整備を行う。
【事業内容】 循環型社会形成推進交付金（個人設置型）の活用
　補助分：5人槽 10基　7人槽 30基
　単独分：7人槽 3基

06-01-05
田沢二期地区水利用高
度化推進事業費負担金

821
田沢二期地区内の地域用水機能増進事業に対して負担する。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

3,040 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
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

451

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
テムの整備に負担する。
【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

2,116
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 林地排水対策事業費 2,185
西木町霞田地区の水路装工により、土砂流入を防止し豪雨時の用水路の
氾濫を抑える。

08-02-01
雪寒地域建設機械整備
費

27,000

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】ロータリー1.8m級1台
【配 置 先】 西木地区
【補 助 率】 国 2/3

08-02-02
安心・安全道路維持整備
費

5,143
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

2,000
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。
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

08-02-03 道路新設改良費 577,360

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、流雪溝導水路整備等
【実施事業】
　社会資本整備総合交付金事業費　3億5,816万円
　豪雪対策事業費    　　　　　　　 2,995万円
　臨時地方道整備事業費　　　　  　 9,915万円
　辺地対策事業費               　　5,200万円
　過疎対策事業費               　　3,810万円

08-02-03
田沢湖一般廃棄物 終
処分場搬入路整備事業
費

20,000 向生保内線道路改良工事を実施する。

08-03-03 河川改良事業費 6,500

市民が安全・安心に暮らすことができるよう、市管理河川の改修等で水害
による被害を未然に防止するための整備を行う。
【事業内容】
　鰍瀬川河川改修、下高野川河川改修、久保川河川改修（測量設計）

08-03-03 排水対策事業費 16,400
降雨時の冠水防止のための排水対策工事を行う。
【角館地区】 月見堂桂渕線　【田沢湖地区】 大橋線、供養佛沢
【西木地区】 神代西明寺線、梨子木台地区

08-04-02 岩瀬北野線整備事業費 364,686

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27年度事業内容】
　建物移転補償・積算委託、用地買収費、道路工事費等

09-01-02
団員報酬・出動費等のう
ち消防団装備品購入費

3,375
消防団員の安全確保のため、装備品として踏抜防止板入り長靴を購入し
て全団員に支給する。

09-01-02
自主防災組織育成事業
費

2,117
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 55,835

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　5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

7,851 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 3,425
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 152
平成26年度から実施している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
秋田県総合防災訓練事
業費

◎ 2,200 平成27年に仙北市で秋田県総合防災訓練を開催する。

10-05-04
伝建群防災施設整備事
業費

31,115
平成26年度は、防災施設の設置状況を見直すため伝建群内の各箇所を
総点検・検討し、実施設計書を完成した。本年度は諸課題の多いところや
防災設備体制の必要なところから事業を実施する。

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）

323,104

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
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（単位：千円）

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

下水道
02-01-01

公共下水道事業費 34,974

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、生活排水処理構想の見直しが義務づけられたことを受け、仙北市生
活排水整備構想効率的整備計画を策定する。
【事業内容】
　角館町西田地区管渠工事
　田沢湖生保内宮ノ後地区管渠工事

Ⅶ　その他

款項目 事業名称 新規 予算額 事業の説明

02-01-01
市制10周年記念式典開
催事業費

◎ 1,000 市制10周年にあたり記念式典、記念講演会を開催する。

02-01-05
公共施設等総合管理計
画等策定費

◎ 28,440
公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため「公共施設等総合
管理計画」を策定する。併せて、統一的な基準による財務書類等の整備に
必要となる固定資産台帳も作成する。

02-01-06
あきた未来づくり協働プロ
グラム事業費

◎ 17,341
「田沢湖再生クニマス里帰りプロジェクト」として、クニマス未来館実施設計
及び田沢湖湖底調査事業を実施する。

02-01-06
社会保障・税番号制度シ
ステム整備費

◎ 47,964
社会保障・税番号制度システム導入に向けたシステム改修及びシステム
アプリ購入を実施する。

02-01-06 総合計画策定費 ◎ 2,180
平成18年に策定した仙北市総合計画の期間が平成28年3月31日で終了と
なるため、今後10年間のまちづくりの将来構想である第二次総合計画を策
定する。

02-01-06
市制10周年記念　みちの
くダム湖サミット開催事業
費

◎ 327
平成27年に仙北市で「みちのくダム湖サミット」を開催する。併せて、市制
10周年を記念して、サミットに訪れる県内外の関係者及び市民に対してダ
ム水源地の役割や重要性の啓発を行う。

02-04-03 県議会議員選挙費 11,812
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事務を行
う。

10-05-01
第３回戸沢サミットin仙北
実行委員会補助金

◎ 740 平成27年に仙北市で開催される第3回戸沢サミット開催に対し補助する。

10-05-02
仙北市短歌大会開催費
補助金

◎ 400
平成26年度に開催した、国民文化祭「田沢湖・角館短歌大会」を契機に開
催する「仙北市短歌大会」の開催に対し補助する。

10-06-01
ＦＩＳモーグルワールドカッ
プ開催事業費補助金

30,000
たざわ湖スキー場で開催されるワールドカップフリースタイルスキー・モー
グル大会組織委員会に対し補助する。

10-06-01
市制10周年記念　スポー
ツ講演会・野球教室開催
費補助金

◎ 300
仙北市長杯軟式野球大会の第10回を記念して実施される講演会及び野
球教室の開催に対し補助する。

10-06-01
パークゴルフ場整備事業
費補助金

◎ 10,000
田沢湖高原地区にパークゴルフ場を整備するＮＰＯ法人に対し補助する。
【補助率】 事業費の1/2
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