
　　⑦　情報格差の是正

　　⑧　防災体制の強化

　　②　観光戦略の推進

　　④　農畜産物のブランド化の促進

　　③　企業誘致と地域企業支援による雇用の創出

　　　　　　その他の経費

　　⑥　教育立市の実現

　　⑤　少子化対策、子育て支援

１． 予算額

○ 一般会計

　　５６３億２７４万円（対前年比　４億２，３２５万円　０．８％）

　　　歳出　義務的経費

　　　　　　投資的経費

　　　　　　　　　【普通建設事業費△２．８％、災害復旧事業費２４０．１％】

      歳入　自主財源

　　　　　　　　　【市税△３億８，１１０万円（うち法人市民税△２億８，９４１万円）、
　　　　　　　　　　繰入金△１４億２２５万円等　】

　　　　　  依存財源

　　　　　　　　　【地方譲与税△８，８１０万円、自動車取得税交付金△９，８６７万円、
　　　　　　　　　　地方交付税３億５４２万円、市債２２億４，１３０万円等】

　　　　　　　１４８億５，８４５万円 （対前年比△１７億８，７５７万円　△１０．７％）

　　　　　　　４１４億４，４２９万円 （対前年比　２２億１，０８２万円　　５．６％）

　　　　　 　 ２８２億１，０３４万円（対前年比△２，２９１万円　△０．１％）

　　　　　　　　９１億１，１８９万円（対前年比△３７６万円　△０．０４％）

　　①　一ノ関駅周辺整備の推進

　　　　　　　　　【物件費、維持補修費、補助費等】

　　☆　経済対策

○ 全会計（特別会計、水道事業会計を含む）

一関市の平成２１年度予算のポイント

　　　　 (土地区画整理事業清算特別会計の廃止)

○　重点施策

　　　　　　　　　【人件費△１．３％、扶助費２．９％、公債費△０．４％】

　　８０５億８,２７７万円（対前年比　△６億７，６５９万円　△０．８％）

　　　　　　　１８９億８，０５２万円（対前年比４億４，９９３万円　２．４％）
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２．地方財政対策関連

○　地方財政対策

　③　地方特例交付金（減収補てん特例交付金）の拡充　　　　２，３９５万円

　①　地域雇用創出推進費（新設） 　５億１，３００万円

　　　「生活防衛のための緊急対策」に基づき地方交付税を増額
　　　「雇用創出」、「地域の元気回復」の財源として、地域雇用創出推進費を創設し、
　　　特に雇用情勢の厳しい地域に重点的に配分されている。

　　　財源不足の拡大に伴い、臨時財政対策債発行可能額の大幅な増大

　②　臨時財政対策債の増大　　　　７億６，７２０万円増

　①　地方交付税　　　２１８億６，６６７万円（対前年比３億５４２万円　１．４％）

　　　・普通交付税　２０７億９，２５０万円（対前年比３億２，３１８万円　１．６％）

　　　・特別交付税　　１０億７，４１７万円（対前年比△１，７７６万円　△１．６％）

　　　　　　　地方再生対策費分  （20年度創設）  ６億円

　　　　　　　合併補正（普通地方交付税）　　　　３億２，８００万円

　　　　　うち地域雇用創出推進費（21年度創設）  ５億１，３００万円

　　　自動車取得税交付金の減収分を補てん

○　地方交付税

　③　臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税総額

　②　臨時財政対策債　　２１億５，５９９万円（対前年比７億６，７２０万円　５５．２％）

　　　　　　　　　２４０億２，２６６万円（対前年比１０億７，２６２万円　４．７％）
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　　○　経費の節減合理化　　　　　　　 △６，１１０万円

　　　　　内部事務費等削減、経費の見直し等

　　　　　　退職者の不補充等　　４７人の減

　　○　補助金等の見直し　　　　　　　 △１，７７１万円

　　　　　　事業の見直し（縮小・削減）市民憲章推進協議会補助金等６６件

　　○　公の施設の管理運営見直し　　　 △４，１６２万円

　　　　川崎弥栄診療所の民営化、事務事業の整理合理化、広告掲載事業等

３．行財政改革の効果

　平成21年度新規取組分　　　　△７億　  ４４６万円

　　　　　　　　〃　　　（廃止）　おいとこ館運営補助金等１０件

　　○　職員数の削減　　　　　　　 △４億７７７万円

　　　（一般会計：４億１，５８５万円、下水道特別会計：３億９，９０５万円、

　　　　簡易水道特別会計：６，６９１万円 ）

　　　 　利子負担軽減額：　２億１，６９５万円

　　高金利の地方債の繰上償還による公債費負担等の軽減

　　　公的資金の繰上償還（補償金免除）

　　　　借入利率５％以上の政府資金及び簡保資金の繰上償還

　　　　　繰上償還額　：　８億８，１８１万円

４．公債費等の負担軽減対策

　　　　　室根山荘、へき地保育園及び児童館の廃止等、室根高原牧野へ
　　　　の指定管理者制度の導入

　　○　公の施設使用料の見直し　　　　　 　△７１９万円

　　○　その他　　　　　　　　　　  △１億６，９０７万円
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５ 平成２１年度 経済対策

単位：千円

１　流通団地金沢線・清水原一関線ほか
　　６路線道路改良事業

道路改良・舗装、実施設計等委託
337,500

２　中小企業振興資金貸付事業
中小企業振興資金の枠拡大、借入利子及
び保証料補給 121,000

３　公共施設整備事業

川崎中学校屋内運動場改築、花泉体育館
改築、日形小学校屋体耐震補強、一関文
化センター改修、本庁舎改修、幼稚園
プール更新、公園施設改修等

114,182

４　１・２級その他市道改良事業 改良工　４路線 105,000

５　１・２級その他市道舗装新設事業 舗装工　５路線 66,000

６　テレビ難視聴地区解消事業 民間テレビ中継局のデジタル化補助 97,750

７　消防施設等整備事業
高度救急資機材更新、西消防署連絡車、
消防車両更新整備等 77,241

８　学校コンピューター整備 小・中学校校務用コンピューター整備 44,178

９　奨学金貸付事務 貸付対象者の拡大 8,124

10　河川改修事業 河川・水路改修工等 6,650

11　特別支援教育推進事業 学校サポーター配置 4,524

平成２０年度からの繰越事業（平成２０年度３月補正予算計上事業）

単位：千円

１　情報通信基盤の整備充実 行政情報化推進事業 141,100

デジタルテレビ整備事業 70,537

２　安全・安心な暮らしの実現 道路維持補修事業 580,900

公共施設整備事業

学校、幼稚園、保育園、社会福祉施設、
社会体育施設、観光施設等改修

河川維持補修事業 52,700

　                                　１，４１０，０８４千円

252,542

                                      ９８２，１４９千円

平成22年度以降執行予定事業の前倒し実施等

地域活性化・生活対策臨時交付金事業
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消防施設整備事業 43,060

救急活動事業 24,500

市営住宅管理事業 16,400

橋梁維持補修事業 5,300

防災対策事業 4,511

３　農林水産業の再生及び森林整備対策 林道補修事業、公有林整備事業 26,850

４　地域公共交通の活性化及び再生並びに
　　地域活性化対策

一ノ関駅バリアフリー化整備事業補助 32,000

５　交流促進、中心市街地の活性化 一ノ関駅及び周辺地域整備事業 3,000

６　観光等交流の活性化及び地域活性化
　　対策

真湯・祭畤地区再開発事業
観光振興備事業 41,974

７　地域産業の活性化対策、
岩手県南技術研究センター機器整備費補
助事業 14,800

８　コミュニティ機能の再生対策
小・中学校図書整備事業、図書館図書資
料整備事業 30,000

９　地域文化の振興
文化財標柱等整備事業、山吹城址整備事
業、収蔵品管理システム整備事業 19,910

10　低公害車・低燃費車の導入 公用車両更新事業 50,000
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単位：千円

中小企業振興資金貸付預託金、利子・
保証料補給補助金

中小企業の振興を図るため、低利融資を実施・
利子及び保証料補助
・経営安定資金（創設）
・融資のための原資預託　   460,000千円
　（融資枠＝50.6億円）

566,008 拡充

骨寺村荘園地区整備事業
拠点施設、駐車場等の便益施設の整備
ガイダンス施設の実施設計等 35,477

新工業団地整備構想等策定事業費
新たな工業団地の整備構想等の策定及び環境影
響調査 33,000 新規

一ノ関駅東西駅前広場整備基本調査
事業

一ノ関駅周辺整備に伴う東西駅前広場整備基本
計画策定に係る調査委託 8,500 新規

都市計画区域変更事業
滝沢地区都市計画区域拡大に係る基礎資料作成
業務委託等 5,797 新規

一ノ関駅周辺整備計画事務
一ノ関駅周辺整備事業を協働のまちづくりで市
民と進める。 3,269 新規

県営基盤整備事業負担金（日形地区） 日形地区のほ場整備 3,150 新規

観光宣伝費（HP作成） 観光ホームページの作成 2,800 新規

県営排水対策特別事業負担金
浦ノ沢地区（千厩）

2,678 新規

一関のめぐみブランド化推進事業
一関の「野菜、花き、肉用牛、米」等の農畜
産物のブランド化 2,310

地域職業相談室運営事務費 （仮称）地域職業相談室の運営経費 2,263 新規

観光地ブラッシュアップ事業費
主要観光地について、観光客（モニター）の評
価により改善を図る 638 新規

いわて南牛振興協会負担金 一関地方の肥育牛銘柄の確立 515

観光客満足度調査事業 観光客の満足度調査の実施 132 新規

通信指令施設等整備工事 消防緊急通信指令施設等の全面改修 380,000 新規

赤荻保育園改築事業費補助金 赤荻保育園改築事業補助 90,015 新規

第三子以降の保育料無料化

第3子以降の保育料無料化
保育料減額分　　　　    　△53,471千円
児童館保育料減額分　      △ 1,128千円
へき地保育園保育料減額分  △ 1,830千円
幼稚園保育料減額分　　　  △ 7,719千円
認可外保育園保育料補助金　　 5,969千円
私立幼稚園奨励費補助金　　 　7,842千円

77,959 新規

妊婦健康診査事業 公費負担を14回に拡充（H20：5回） 73,346 拡充

老人福祉施設等建設費補助金
特別養護老人ホーム及びショートステイ施設建
設費に対して補助 43,094 新規

在宅寝たきり高齢者等介護手当支給
事業

支給額を月額3,000円から5,000円に引き上げ 31,320 拡充

放課後児童クラブ整備事業
大規模放課後児童クラブ（わかば、はしわクラ
ブ）を分割するため環境整備 27,244 新規

６　平成２１年度　主な事業

１　地域資源を生み育て賑わいと活力あふれるまちづくり

２　みんなで支え合い共に創る安全・安心のまちづくり
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東消防署建築設計等委託 東消防署の消防庁舎新築設計委託 19,000 新規

障害児保育専門員の配置 障害児保育専門員の増員 12,929 拡充

おやこ広場事業 週5日 10:00～16:00　新鮮館おおまち 4,323 拡充

自動体外式除細動器の整備
小学校、公立幼稚園・保育園への拡充
私立幼稚園・保育園へのAED購入補助 8,290 新規

こんにちは赤ちゃん事業
生後4か月までの乳児のいる家庭を全戸訪問し、
子育てに関する支援を実施 3,056 拡充

子育てサロン開設事業 開設数15箇所 787 新規

統合大原小学校施設整備事業
大原小学校と内野小学校を統合し、新たに校舎
及び屋内運動場を建設。平成22年4月開校予定 711,649 新規

文化創造施設整備事業
東山地域交流センター（文化センター、公民
館、図書館機能の複合施設）の建設　H21.9開館
予定

626,772

真滝学校給食センター整備事業
給食供給校　一関地域6校、川崎地域3校　1,585
食 599,401

校舎等耐震補強事業
涌津小学校、奥玉小学校、大原中学校、室根中
学校の耐震補強を実施 254,574

大東図書館増改築事業 児童用図書コーナー等の拡充のための増築 157,847

校舎等大規模改造事業
奥玉小学校校舎のトイレの水洗化、暖房設備改
修 60,708 新規

外国語指導助手配置事業 小中学校に外国語指導助手を派遣 39,896 拡充

特別支援教育推進事業
特別支援コーディネーター及び学校サポーター
の配置 27,995 拡充

萩荘中学校屋内運動場改築事業 実施設計 8,000 新規

室根図書館移転事業 室根図書館移転のための庁舎の改修設計委託 3,000 新規

私立高等学校生徒学費補助金
私立高校に在学している生徒の就学に係る保護
者等の負担軽減を図るための補助 1,512 新規

３　人を育み文化を創造する生きがいのあるまちづくり
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テレビ難視聴地区解消事業
放送事業者所有中継局のデジタル化整備補助等
共同受信組合施設のデジタル化 724,679 新規

流通団地金沢線・清水原一関線道路
改良事業

道路改良工事、用地取得 400,457

寺田下流通団地線道路改良事業 道路改良舗装工事、測量調査 150,000

石堂構井田線道路改良事業
道路舗装工事、補償調査、用地取得、
物件移転補償 100,075

真滝中央線道路改良事業 道路改良舗装工事 60,000

源八線道路改良事業 道路改良舗装工事 40,000

大原渋民線道路改良事業 道路改良舗装工事、用地取得 30,000

滝平一ノ沢線道路改良事業 測量調査 30,000 新規

駒場広域連絡線道路改良事業 測量調査、実施設計 7,500 新規

駅東前堀線道路改良事業
道路改良工事、補償調査、用地取得、
物件移転補償 350,273

バス試行運転事業
舞川地区と猿沢地区においてデマンド方式
での運行 3,283 新規

新エネルギー・省エネルギービジョン
策定事業

新エネルギー・省エネルギー施策推進に向けた
計画を策定 5,388 新規

不法投棄監視事業 不法投棄ごみの抑制のため、監視カメラを設置 850 新規

簡易水道整備事業 浄水場建設、配水管布設等 1,215,200

下水道整備事業 処理場建設、管渠埋設等 1,743,000

上巻浄水場施設整備事業 深井戸築造、導送水管布設等 557,000 新規

５　水と緑を守り育み自然と共生するまちづくり

４　人と情報が活発に行き交うふれあいと連携のまちづくり
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７　平成21年度末地方債残高の見込

年度中起債見込額 年度中償還見込額

千円 千円 千円 千円 円

一般会計 76,326,387 8,353,493 8,188,174 76,491,706 623,842

国民健康保険特別会計
（直営診療施設勘定）

778,902 11,700 39,524 751,078 6,126

介護サービス事業特別会計 169,628 7,278 162,350 1,324

土地取得事業特別会計 19,480 3,240 16,240 132

工業団地整備事業特別会計 54,134 12,390 41,744 340

市営バス事業特別会計 151,006 12,000 6,646 156,360 1,275

簡易水道事業特別会計 11,893,496 825,500 501,307 12,217,689 99,644

下水道事業特別会計 20,446,315 1,012,400 1,173,471 20,285,244 165,440

農業集落排水事業特別会計 3,366,772 155,530 3,211,242 26,190

浄化槽事業特別会計 610,027 63,400 7,898 665,529 5,428

計 113,816,147 10,278,493 10,095,458 113,999,182 929,740

市民一人当り
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(H20.12.31現在人口
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