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(1)　会計別予算額
（単位：千円）

令和３年度 令和２年度

当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 対令和２年度 増減率

A B A-B ％

20,487,000 27,987,000 ▲ 7,500,000 ▲ 26.8

4,304,764 4,123,482 181,282 4.4

483,564 481,974 1,590 0.3

4,206,782 4,122,675 84,107 2.0

28,502 27,594 908 3.3

10,000 11,121 ▲ 1,121 ▲ 10.1

9,033,612 8,766,846 266,766 3.0

事 業 収 益 794,577 832,310 ▲ 37,733 ▲ 4.5

事 業 費 用 785,703 823,907 ▲ 38,204 ▲ 4.6

資 本 的 収 入 523,057 727,924 ▲ 204,867 ▲ 28.1

資 本 的 支 出 768,284 881,016 ▲ 112,732 ▲ 12.8

事 業 収 益 1,448,361 1,349,018 99,343 7.4

事 業 費 用 1,422,910 1,316,736 106,174 8.1

資 本 的 収 入 455,667 727,849 ▲ 272,182 ▲ 37.4

資 本 的 支 出 762,789 999,787 ▲ 236,998 ▲ 23.7

事 業 収 益 52,253 52,430 ▲ 177 ▲ 0.3

事 業 費 用 57,395 52,801 4,594 8.7

資 本 的 収 入 10,399 9,711 688 7.1

資 本 的 支 出 17,260 17,027 233 1.4

3,814,341 4,091,274 ▲ 276,933 ▲ 6.8

33,334,953 40,845,120 ▲ 7,510,167 －

Ⅰ 会計別の予算額

会　　計　　別

比　　　　較

介 護 保 険
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水
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企
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（歳　　入） （単位：千円）

令和３年度 令和２年度

当初予算額 当初予算額 対令和２年度 増減率

A B A-B ％

1 市 税 4,184,978 4,237,980 ▲ 53,002 ▲ 1.3

2 地 方 譲 与 税 215,692 193,200 22,492 11.6

3 利 子 割 交 付 金 2,298 3,000 ▲ 702 ▲ 23.4

4 配 当 割 交 付 金 7,229 3,500 3,729 106.5

5 株式等譲渡所得割交付金 3,389 600 2,789 464.8

6 法 人 事 業 税 交 付 金 105,369 － 皆増 皆増

7 地 方 消 費 税 交 付 金 705,000 661,500 43,500 6.6

10 環 境 性 能 割 交 付 金 19,949 19,949 0 0.0

11 地 方 特 例 交 付 金 20,000 20,000 0 0.0

12 地 方 交 付 税 4,850,000 6,114,816 ▲ 1,264,816 ▲ 20.7

13 交通安全対策特別交付金 4,300 5,000 ▲ 700 ▲ 14.0

14 分 担 金 及 び 負 担 金 68,784 101,857 ▲ 33,073 ▲ 32.5

15 使 用 料 及 び 手 数 料 473,287 468,145 5,142 1.1

16 国 庫 支 出 金 3,418,054 3,280,977 137,077 4.2

17 県 支 出 金 1,216,023 1,932,913 ▲ 716,890 ▲ 37.1

18 財 産 収 入 212,366 353,370 ▲ 141,004 ▲ 39.9

19 寄 附 金 400,000 355,847 44,153 12.4

20 繰 入 金 1,905,904 6,920,854 ▲ 5,014,950 ▲ 72.5

21 繰 越 金 100,000 100,000 0 0.0

22 諸 収 入 851,478 931,792 ▲ 80,314 ▲ 8.6

23 市 債 1,722,900 2,281,700 ▲ 558,800 ▲ 24.5

20,487,000 27,987,000 ▲ 7,500,000 ▲ 26.8

(2)　一般会計対前年度比較表

合　　　　　　　　　　計

区　　　　　　　　　　分

比　　　　較

市税

20.4% 交付金

4.2%

地方交付税

23.7%
国県支出金

22.6%

繰入金

9.3%

諸収入

4.2%

市債

8.4%

その他

7.2%

令和３年度

市税

15.1%
交付金

2.6%

地方交付税

21.9%

国県支出金

18.6%

繰入金

24.7%

諸収入

3.3%

市債

8.2%

その他

5.6%
令和２年度
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（目的別歳出） （単位：千円）

令和３年度 令和２年度

当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 対令和２年度 増減率

A B A-B ％

1 議 会 費 176,528 181,567 ▲ 5,039 ▲ 2.8

2 総 務 費 3,756,264 5,305,915 ▲ 1,549,651 ▲ 29.2

3 民 生 費 6,032,370 6,164,212 ▲ 131,842 ▲ 2.1

4 衛 生 費 1,700,887 1,977,516 ▲ 276,629 ▲ 14.0

5 労 働 費 50,173 24,750 25,423 102.7

6 農 林 水 産 業 費 507,700 1,184,414 ▲ 676,714 ▲ 57.1

7 商 工 費 995,048 977,819 17,229 1.8

8 土 木 費 2,370,824 4,979,445 ▲ 2,608,621 ▲ 52.4

9 消 防 費 1,083,654 1,016,203 67,451 6.6

10 教 育 費 1,702,742 1,906,243 ▲ 203,501 ▲ 10.7

11 災 害 復 旧 費 64,210 1,660,316 ▲ 1,596,106 ▲ 96.1

12 公 債 費 2,006,600 2,526,100 ▲ 519,500 ▲ 20.6

13 諸 支 出 金 10,000 52,500 ▲ 42,500 ▲ 81.0

14 予 備 費 30,000 30,000 0 0.0

20,487,000 27,987,000 ▲ 7,500,000 ▲ 26.8合　　　　　　　　　　計

区　　　　　　　　　　分

比　　　　較

総務費
18.3%

民生費
29.4%

衛生費
8.3%

農林水産業費
2.5%

商工費
4.9%

消防費
5.3%

土木費
11.6%

教育費
8.3%

公債費
9.8%

その他
1.6%

令和３年度

総務費
19.0%

民生費
22.0%

衛生費
7.1%農林水産業費

4.2%

消防費
3.6%

土木費
17.8%

教育費
6.8%

災害復旧費
6.0%

公債費
9.0%

その他
4.5%

令和２年度
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（性質別歳出） （単位：千円）

令和３年度 令和２年度

当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 対令和２年度 増減率

A B A-B ％

3,558,935 3,789,578 ▲ 230,643 ▲ 6.1

3,423,494 3,540,549 ▲ 117,055 ▲ 3.3

2,006,500 2,526,000 ▲ 519,500 ▲ 20.6

8,988,929 9,856,127 ▲ 867,198 ▲ 8.8

1,667,814 5,410,250 ▲ 3,742,436 ▲ 69.2

補 助 事 業 費 400,262 3,515,470 ▲ 3,115,208 ▲ 88.6

単 独 事 業 費 1,236,052 1,826,370 ▲ 590,318 ▲ 32.3

県 事 業 負 担 金 31,500 68,410 ▲ 36,910 ▲ 54.0

64,210 1,660,316 ▲ 1,596,106 ▲ 96.1

1,732,024 7,070,566 ▲ 5,338,542 ▲ 75.5

4,270,604 4,817,317 ▲ 546,713 ▲ 11.3

113,751 112,107 1,644 1.5

3,346,238 4,021,612 ▲ 675,374 ▲ 16.8

48,095 8,310 39,785 478.8

41,110 89,114 ▲ 48,004 ▲ 53.9

344,644 392,460 ▲ 47,816 ▲ 12.2

1,571,605 1,589,387 ▲ 17,782 ▲ 1.1

30,000 30,000 0 0.0

9,766,047 11,060,307 ▲ 1,294,260 ▲ 11.7

20,487,000 27,987,000 ▲ 7,500,000 ▲ 26.8

貸 付 金

比　　　　較

普 通 建 設 事 業 費

計

合　　　　　　　　　　計

繰 出 金

予 備 費

計

そ
　
の
　
他
　
の
　
経
　
費

物 件 費

補 助 費 等

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

維 持 補 修 費

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

区　　　　　　　　　　分

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

災 害 復 旧 事 業 費

計

43.9%

8.4%

47.7%

令和３年度

義務的経費 投資的経費 その他の経費

35.2%

25.3%

39.5%

令和２年度

義務的経費 投資的経費 その他の経費
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(3)　地方財政指標
（単位：％・百万円）
※財政力指数は単位なし

令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度

0.53 0.52 0.50 0.51 0.50 0.47

99.8 97.4 98.4 97.6 98.8

14.6 13.3 12.8 13.1 14.1

- 13.9 9 6.7 -

21,011 25,527 23,064 22,002 21,181 20,109

3,148 5,871 4,615 7,324 7,367 7,938

4,466 2,965 1,965 1,964 1,563 1,562

※　令和２年度は決算見込み。令和元年度以前は地方財政状況調査及び交付税算出資料。

【用語解説】
財政力指数

経常収支比率

実質公債費比率

将来負担比率

地方債

財政調整基金

庁舎建設基金
　市庁舎の建設の資金に充てるために設けられた基金。

庁舎建設基金現在高

　地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の過去3年の平均値。
　１を超えると普通交付税の不交付団体となり、財政的な基盤が弱いほど０に近い数値になります。

　経常経費に市税や普通交付税などの経常一般財源収入が充当されている割合。
　財政構造の弾力性を判断するための指標として用いられています。

　公債費及び公債費に準じた経費の過去3年平均値の財政負担割合。
　18％以上になると市債発行の際、知事の許可が必要になり、25％以上になると市債発行に制限がかかります。

　一般会計のほか事務組合などを含めて市が抱えている負債の大きさを財政規模に対する割合で表したもの。

　地方公共団体が資金調達のために負担する債務で返済が一会計年度を超えて行われるもの。

　地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するために設けられた基金。

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

地 方 債 現 在 高

財政調整基金現在高

区　　　　分

財 政 力 指 数

経 常 収 支 比 率
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　１　一般会計予算

 総　額 (単位：百万円）

　２　対前年度

令和３年度 令和２年度
予算 予算 増減率 (%)

4,185 4,238 ▲ 1.3
市 民 税 （ 個 人 ） 1,255 1,385 ▲ 9.4
市 民 税 （ 法 人 ） 434 457 ▲ 5.0
固 定 資 産 税 2,132 2,019 5.6
軽 自 動 車 税 99 106 ▲ 6.6
市 た ば こ 税 266 272 ▲ 2.2

令和３年度 令和２年度
予算 決算見込額 増減率 (%)

4,100 4,228 ▲ 3.0

870 480 81.3
令和３年度 令和２年度

予算 予算 増減率 (%)

8,989 9,856 ▲ 8.8
人 件 費 3,559 3,790 ▲ 6.1
扶 助 費 3,423 3,541 ▲ 3.3
公 債 費 2,007 2,526 ▲ 20.5

1,732 7,071 ▲ 75.5

9,766 11,060 ▲ 11.7

20,800 21,011 ▲ 1.0

2,044 3,148 ▲ 35.1
※　百万円未満四捨五入

　３　予算の特徴
「一人ひとりが学びあい世界とつながり未来をつくるまちかまいし」を目指す予算

　　○　投資的経費の主な事業 ○　復旧・復興事業（654,562千円）

　　　　　・新庁舎建設事業 37,370千円 　　　・被災市街地復興土地区画整理事業（平田地区）

　　　　　・旧上中島市営住宅解体事業 155,488千円 100,000千円

　　　　　・向定内集会所建設事業 145,530千円 　　　・都市公園等復旧整備事業 200,000千円

　　　　　・河川安全対策事業 80,000千円 　　　・大天場公園移転整備事業 82,000千円

　　　　　・都市公園等復旧整備事業 200,000千円 　　　・災害応援職員経費 13,949千円

　　　　　・大天場公園移転整備事業 82,000千円 　　　・水道会計負担金 51,233千円

　　　・東日本大震災犠牲者追悼式開催経費 2,827千円

　　○　その他経費の主な事業 　　　・東日本大震災検証事業 14,225千円

　　　　●移住定住の推進 　　　・被災21地区の復興記録誌作成事業 10,000千円

・定住推進事業 23,298千円 　　　・被災者支援総合交付金事業 4事業　　56,084千円

・次世代ＵＩターン喚起事業 2,340千円 　　　・住宅再建補助金関係 7事業　　93,950千円

・地域雇用サポート事業 28,764千円 など

　　　　●地域おこし協力隊活用事業（8事業　24人） 113,618千円

　　　　●地域活性化起業人活用事業（5事業　5人） 29,765千円 ○　新型コロナウイルス感染症対策事業

　　　　●いわて・かまいしラグビーメモリアルイベント開催事業 19事業　　352,397千円

68,232千円

(単位：百万円）

備　　　　　　考

対令和２年度

▲ 53

▲ 130

▲ 23

Ⅱ　令和３年度予算の概要

投 資 的 経 費

普 通 交 付 税

区　　分

備　　　　　　考

令和２年度

27,987

令和３年度

113

備　　　　　　考

財 政 調 整 基 金 残 高

市 債 残 高

そ の 他 の 経 費

義 務 的 経 費

市 税

区　　分

臨 時 財 政 対 策 債

20,487

区　　分

増減（伸率）

▲ 7,500
(▲26.8%)

比較

現時点の各年度末残高見込み

現時点の各年度末残高見込み

▲ 7

▲ 6
比較

対令和２年度

▲ 128

390

▲ 1,294

▲ 211

▲ 1,104

比較
対令和２年度

▲ 867

▲ 231

▲ 118

▲ 519

▲ 5,339
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452

312 220 61 7
0

200

400

600

800
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1,200
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億円
資料１ 当初予算額と復旧・復興予算の推移

予算総額 うち復旧・復興
年度

※当初予算編成時の予算総額と復旧・復興予算を示したもの。

17.9 

14.3 

25.8 

16.3 

30.0 29.7 
33.1 

46.9 

17.0 17.2 
18.0 

18.4 

18.6 18.0 
19.3 

21.4 22.5 
22.2 

62.1 

19.3 

99.5%
77.3%

138.6%

90.8%

155.5%
138.3%

147.3%

210.8%

68.7%
89.1%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

24 25 26 27 28 29 30 元 2 3

億円
資料３ 市債発行額と元金償還額の推移

市債発行額 元金償還額 元金償還額に対する市債発行割合
年度

※元年度までは決算額、2年度は決算見込額、3年度は当初予算額。

2年度の元金償還額に対する発行割合は、定時償還（2,468,764千円）に対する割合。

200 196 203 201 212 220 231 255 210 208

12.8% 13.7% 14.3% 14.1%
13.1% 12.8% 13.3%

14.6% 16.2%
14.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0

50

100

150

200

250

300

24 25 26 27 28 29 30 元 2 3

億円
資料４ 市債残高・実質公債費比率の推移

市債残高 実質公債費比率

年度

※市債残高は、元年度までは決算額、2年度は決算見込額、3年度は当初予算額。

※実質公債費比率は、元年度までは決算額から算出、2年度は決算見込額から算出、

3年度は、中期財政計画（令和2年12月25日策定）で示した目標値。

※令和3年度末の市民一人あたりの市債残高は、64万6千円（前年度比7千円減、令和2年12月末人口で算出）

85 85 91 88 89 92 92 93 99 90

237
353 325 375
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382

227 217
71 17
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426

233 151 197
217 224

111 98

94.193.7 95.8
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1,200
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億円
資料２ 性質別歳出・経常収支比率の推移

義務的経費 投資的経費

その他行政経費 経常収支比率

年度

※元年度までは決算額、2～3年度は当初予算額。

％
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Ⅲ．令和３年度予算の釜石市総合計画基本目標別事業 

 

Ⅰ あらゆる人の幸せをみんなで考えつくるまち  （23事業、1,738,392千円） 

  (1) みんなで創る地域会議事業                     7,621千円 

  (2) 向定内集会所建設事業                      145,530千円 

  (3) 上小川・中小川集会所建設事業                    253千円 

  (4) 新庁舎建設事業                         37,370千円 

  (5) 医療・福祉等人材確保対策事業                  11,640千円 

  (6) 介護施設等整備事業費補助金                   18,820千円 

  (7) 地域生活支援拠点体制整備事業                   3,873千円 

  (8) 岩手県沿岸知的障害児施設組合負担金               126,831千円 

  (9) 地域子ども・子育て支援事業                   53,712千円 

  (10)子どもを守る地域ネットワーク強化事業               4,137千円 

  (11)児童館管理運営費                        44,854千円 

  (12)保育施設改修補助事業                       2,943千円 

  (13)保育士等確保対策事業                      10,812千円 

  (14)心豊かな子ども育成事業                       300千円 

  (15)子ども・子育て支援給付事業                   944,294千円 

  (16)医療費給付事業                         140,480千円 

  (17)母子健康診査事業                        27,838千円 

  (18)医師確保対策事業                        33,409千円 

  (19)産前・産後サポート事業                      2,484千円 

  (20)産後ケア事業                           1,065千円 

  (21)予防接種事業                          112,511千円 

  (22)放課後子ども教室推進事業                     3,110千円 

  (23)地域学校協働活動体制推進事業                   4,504千円 

 

Ⅱ 人と自然が共存し安心して暮らせるまち  （31事業、921,650千円） 

  (1) 三陸鉄道運営支援事業                      36,251千円 

  (2) 三陸鉄道利用促進事業                       1,119千円 

  (3) 路線バス運行維持事業                      14,628千円 

  (4) 支線化バス運行事業                       50,765千円 

  (5) 空家等対策推進事業                        3,791千円 

  (6) みんなで創る地域会議事業（再掲）                 7,621千円 

  (7) 家庭用新エネルギー導入支援事業                   500千円 

  (8) 水道未普及地域対策事業                     15,000千円 

  (9) 浄化槽設置整備事業                       11,565千円 

  (10)森林病害虫防除緊急対策事業                    4,000千円 
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  (11)がけ地近接等危険住宅移転事業補助金                5,185千円 

  (12)木造住宅耐震支援事業                       2,384千円 

  (13)住宅安全安心リフォーム工事助成事業補助金             2,000千円 

  (14)宅地安全促進事業補助金                      4,000千円 

  (15)中妻地区道路環境整備事業                    25,000千円 

  (16)道路新設改良事業                        92,800千円 

  (17)橋りょう改修・補強事業                     100,000千円 

  (18)未登記道路用地等整備事業                     1,000千円 

  (19)公園施設長寿命化対策事業                    26,076千円 

  (20)都市公園等復旧整備事業                     200,000千円 

  (21)職員住宅解体事業                        11,605千円 

  (22)高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金               7,608千円 

  (23)住宅再建宅地対策補助金                      7,000千円 

  (24)住宅再建等利子補給補助金                     2,400千円 

  (25)災害復興住宅新築等工事補助金                  18,000千円 

  (26)被災者住宅再建支援事業                     15,000千円 

  (27)釜石市単独被災者住宅再建支援事業                43,250千円 

  (28)公営住宅等長寿命化事業                     50,000千円 

  (29)上中島市営住宅解体事業                     155,488千円 

  (30)放課後子ども教室推進事業（再掲）                 3,110千円 

  (31)地域学校協働活動体制推進事業（再掲）               4,504千円 

 

Ⅲ 未来をつくる人と産業が育つまち  （31事業、778,842千円） 

  (1) 産学官連携促進事業                         530千円 

  (2) 定住推進事業                          23,298千円 

  (3) 次世代ＵＩターン喚起事業                     2,340千円 

  (4) ふるさと便お届け事業                      400,000千円 

  (5) 医療・福祉等人材確保対策事業（再掲）              11,640千円 

  (6) 子どもを守る地域ネットワーク強化事業（再掲）           4,137千円 

  (7) へき地保育所解体費用補助金                    3,960千円 

  (8) 地域雇用サポート事業                      28,764千円 

  (9) 釜石高等職業訓練校改修事業                    4,466千円 

  (10)就業支援員配置事業                        4,308千円 

  (11)釜石市農業振興総合支援事業                    5,000千円 

  (12)農業振興コーディネーター事業                  10,127千円 

  (13)釜石型農業推進事業                        1,808千円 

  (14)市民農園設置事業                         2,898千円 

  (15)観光農園設置事業                          386千円 

  (16)釜石市産木材活用住宅推進事業補助金                 500千円 
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  (16)被災者住宅再建支援釜石市産木材活用住宅推進事業補助金       7,800千円 

  (17)森林経営管理事業                        20,388千円 

  (18)水産業研究推進事業                        2,000千円 

  (19)魚類養殖生産研究事業                       8,000千円 

  (20)漁業就業者育成支援事業                      1,912千円 

  (21)水産生産基盤整備事業                      30,000千円 

  (22)県営漁港整備負担金                       29,000千円 

  (23)研究開発推進事業                         6,290千円 

  (24)再生可能エネルギー導入推進事業                  5,194千円 

  (25)観光物産ＰＲ経費                        14,958千円 

  (26)四季彩イベント開催事業                     21,300千円 

  (27)サスティナブルツーリズム構想推進事業              16,564千円 

  (28)釜石港振興事業                         86,037千円 

  (29)都市計画マスタープラン策定事業                 10,000千円 

  (30)職員住宅解体事業（再掲）                    11,605千円 

  (31)スポーツ合宿誘致推進事業                     3,632千円 

 

Ⅳ 地域と人のつながりの中でみんなが育つまち  （24事業、342,928千円） 

  (1) 高校生のキャリア構築支援事業                  20,175千円 

  (2) かまいしラグビーレガシー継承事業                 2,209千円 

  (3) みんなで創る地域会議事業（再掲）                 7,621千円 

  (4) 向定内集会所建設事業（再掲）                  145,530千円 

  (5) 上小川・中小川集会所建設事業（再掲）                253千円 

  (6) 子どもを守る地域ネットワーク強化事業（再掲）           4,137千円 

  (7) かまいし絆会議運営事業                       500千円 

  (8) かまいしコミュニティスクール推進事業               2,100千円 

  (9) 学校生活管理指導票作成料補助事業                  130千円 

  (10)学校空調整備事業                         3,377千円 

  (11)学校環境整備事業                         3,000千円 

  (12)放課後子ども教室推進事業（再掲）                 3,110千円 

  (13)地域学校協働活動体制推進事業（再掲）               4,504千円 

  (14)鵜住居公民館川目分館解体事業                   5,005千円 

  (15)小佐野公民館向定内分館解体事業                  5,060千円 

  (16)歴史はっけん事業                         4,000千円 

  (17)屋形貝塚保存活用事業                      11,975千円 

  (18)橋野高炉跡整備事業                       41,876千円 

  (19)スポーツ振興事業                         4,564千円 

  (20)ラグビッグドリーム事業                      1,000千円 

  (21)ラグビーによる人材育成事業                     938千円 
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  (22)いわて・かまいしラグビーメモリアルイベント開催事業       68,232千円 

  (23)スポーツ合宿誘致推進事業（再掲）                 3,632千円 

  (24)釜石鵜住居復興スタジアム活用検討事業               1,880千円 

 

Ⅴ 過去に学びみんなが命を守れるまち  （13事業、435,772千円） 

  (1) みんなで創る地域会議事業（再掲）                 7,621千円 

  (2) 被災21地区の復興記録誌作成事業                 10,000千円 

  (3) 東日本大震災検証事業                      14,225千円 

  (4) 防災行政無線整備事業                      23,540千円 

  (5) 防災士養成研修講座事業                      2,618千円 

  (6) 洪水・土砂災害ハザードマップ作成事業               4,714千円 

  (7) 避難道路整備事業                        70,000千円 

  (8) 避難行動要支援者避難支援対策事業                 6,780千円 

  (9) 河川安全対策事業                        80,000千円 

  (10)新庁舎周辺道路整備事業                     120,797千円 

  (11)河川改良事業                          56,380千円 

  (12)急傾斜地崩壊対策事業負担金                    1,500千円 

  (13)消防車両等購入事業                       37,597千円 

 

Ⅵ 計画の推進  （19事業、404,965千円） 

  (1) 市役所電子化推進事業                      10,000千円 

  (2) まち・ひと・しごと創生事業                    1,000千円 

  (3) 高校生のキャリア構築支援事業（再掲）              20,175千円 

  (4) まちの人事部事業                        86,572千円 

  (5) 結婚支援事業                           4,955千円 

  (6) かまいし未来づくりプロジェクト事業                 500千円 

  (7) ディーニュ・レ・バン市ラグビー交流推進事業            4,000千円 

  (8) みんなで創る地域会議事業（再掲）                 7,621千円 

  (9) 向定内集会所建設事業（再掲）                  145,530千円 

  (10)上小川・中小川集会所建設事業（再掲）                253千円 

  (11)新庁舎建設事業（再掲）                     37,370千円 

  (12)地域生活支援拠点体制整備事業（再掲）               3,873千円 

  (13)子どもを守る地域ネットワーク強化事業（再掲）           4,137千円 

  (14)児童館管理運営費（再掲）                    44,854千円 

  (15)職員住宅解体事業（再掲）                    11,605千円 

  (16)旧小佐野中学校解体事業                      5,000千円 

  (17)放課後子ども教室推進事業（再掲）                 3,110千円 

  (18)東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ホストタウン事業  12,910千円 

  (19)東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業       1,500千円 
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Ⅳ．令和３年度予算の主要事業 

 

 

１ ＤＸ推進員配置事業  ５，９５３千円 

総務省の「地域活性化起業人」の制度を活用して、三大都市圏に勤務する民間企業の社員を

一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし、市役所の電子化に向けた事業の推進を図ろ

うとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 受け入れ期間   令和3年4月から1年間（2年目） 

○ 受け入れ人数   1人 

 

２ 市役所電子化推進事業  １０，０００千円 

庁内の文書量や文書種別の調査、業務フローや運用ルールの解析、情報のデータ化検討や利

活用方法など業務分析等を行い、庁内の業務効率化・ペーパーレス化等による働き方改革を推

進するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 庁内ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進調査委託 

（総務費・２款１項１目／総務課） 

 

３ まち・ひと・しごと創生事業  １，０００千円 

釜石市オープンシティ戦略に位置づけた施策・事業を、多様な市民・団体との協働、庁内関係

部署との連携により具現化を図るとともに、地方創生アドバイザーとの協議・対話を通じて、Ｐ

ＤＣＡサイクルを着実に推進し、戦略の進捗管理を行おうとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 地方創生アドバイザー会議の開催 

 

４ 高校生のキャリア構築支援事業  ２０，１７５千円 

市内外の企業や起業家、ＮＰＯ、大学などとの連携により、自身のキャリア意識や郷土愛、起

業家精神を醸成する教育プログラムを実施し、子どもたちが主体的に学ぶ意識やキャリア選択

の満足度向上、学力向上を目指すと共に、釜石の将来を担う人材育成を図ろうとするものです。

また、地域おこし協力隊による「教育魅力化コーディネーター」を3名配置し、市内の高等学校

における教育の魅力化に向けた取組を展開します。 

≪事業内容≫ 

○ キャリア教育授業「釜石コンパス」の開催 

   ○ 教育魅力化コーディネーターの運用 
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５ まちの人事部事業【新規】  ８６，５７２千円 

人口減少・少子高齢化の進展をはじめ、震災以前より地域が直面してきた社会課題はより複

雑化・顕在化しており、こうした課題を、多様な外部人材の関わることのできる余白に転換し、

官民連携による人材還流や地域の自治力向上、市内企業・団体の成長機会へつなげていくもの

です。 

≪事業内容≫ 

○ 起業型地域おこし協力隊（地域課題解決型人材）の募集  12人（予定） 

◯ 兼業・複業・プロボノ等の新しい働き方による地場企業の成長を支援する人材の募集 

25人（予定） 

○ 起業型地域おこし協力隊への伴走支援（第3期生3人） 

   ◯ ニーズの集約、人材誘致、育成、マッチングなどを包括的に実施する中間支援機能の

構築 

 

６ 地方創生SDGs推進員配置事業  ５，９５３千円 

総務省の「地域活性化起業人」の制度を活用して、商品開発分野における専門人材を配置し、

地域資源を生かした商品開発や食育活動等を通じて、地方創生及びＳＤＧｓの推進に取り組む

ものです。 

≪事業内容≫ 

○ 受け入れ期間   令和3年4月から1年間（2年目） 

○ 受け入れ人数   1人 

 

７ デジタルマーケティング推進員配置事業【新規】  ５，９５３千円 

総務省の「地域活性化起業人」の制度を活用して、デジタルマーケティング分野における専門

人材を配置し、地域産品の販売促進やイベント集客、効果的な情報発信等を通じてシティプロ

モーションの推進に取り組むものです。 

≪事業内容≫ 

○ 受け入れ期間   令和3年度から最大3年間（1年目） 

○ 受け入れ人数   1人 

 

８ 結婚支援事業  ４，９５５千円 

① 独身男女の出会いの場支援 

独身男女の出会いの場を創出するため、大槌町との連携により多様な婚活イベントを開催

するとともに、会員登録制によるマッチング・お見合い事業等を展開する「“いきいき岩手”

結婚サポートセンター」の運営経費の一部を負担するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 大槌町との連携による婚活イベントの開催 

○ “いきいき岩手”結婚サポートセンター運営負担金 
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② 新婚世帯への経済的支援 

新婚世帯の経済的負担を軽減するため、国の補助制度を活用し、新居の家賃や引っ越し費

用等を支援するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 結婚新生活支援事業補助金 

（総務費・２款１項６目／総合政策課オープンシティ推進室） 

 

９ 産学官連携促進事業  ５３０千円 

大学の有する研究成果や人的資源をまちづくりに反映させるとともに、技術の高度化等によ

る地域産業力の強化と新たな事業展開等による地域経済の活性化を図るため、産学官の連携を

推進しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 岩手大学地域連携フォーラムの開催 

○ 学生活動支援事業補助金 

 

10 かまいし未来づくりプロジェクト事業【新規】  ５００千円 

行政、企業、職能団体、NPO、市民団体等多様な主体がそれぞれの価値観・役割に応じて、テ

クノロジー等も活用しながらまちについてともに考え、ともに活動する環境を構築し、市民目

線に立った事業の検討を行うほか、地域リーダーと市内小中高校生が地域課題の解決や地域活

性化に資する取組を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ プロジェクト会議の開催 

（総務費・２款１項６目／総合政策課） 

 

11 三陸鉄道運営支援事業  ３６，２５１千円 

鉄道輸送に関わる安全の確保と、持続的かつ安定的な運営を確保するために必要な経費の一

部を負担するほか、収支の均衡を達成し、より安全で安定した運行を維持するため岩手県及び

沿線市町村等で負担し経営支援するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 岩手県三陸鉄道強化促進協議会負担金      2,365千円 

○ 鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金     14,184千円 

○ 三陸鉄道運営費補助金            19,702千円 

 

12 路線バス運行維持事業  １４，６２８千円 

交通再編により岩手県交通の路線バスは幹線部のみの運行となるが、その中で廃止対象候補

であった国立釜石病院線、ほたるヶ丘団地線について、通院などの住民の移動の足を確保する

ため、継続して岩手県交通に運行を委託するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 運行委託先  岩手県交通㈱ 
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13 支線化バス運行事業  ５０，７６５千円 

交通再編により支線部となる地区で、交通結節点までを結ぶコミュニティバス等を運行し、

通院や買い物等の移動の足を確保するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 運行台数  4台 

○ 運行区間  青ノ木から鵜住居駅までの区間、大石から上平田までの区間、箱崎白浜

から鵜住居駅までの区間、佐須・尾崎白浜から上平田までの区間 

 

14 空家等対策推進事業  ３，７９１千円 

地域おこし協力隊制度を活用し、空家等の所有者に対して適切な維持保全の啓発を行い、平

成29年度に作成した空家等対策計画に定められた施策を着実に推進するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 地域おこし協力隊報酬等  1人分 

○ 空家等対策推進協議会の開催  2回 

（総務費・２款１項６目／生活環境課） 

 

15 定住推進事業  ２３，２９８千円 

移住コーディネーターの増員・お試し移住ツアーの実施により、移住希望者への情報発信を

強化し、新しい生活様式で当市への移住を後押しするライフデザインＵＩターン補助金で定住・

移住対策を推進するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 釜石市ライフデザインＵＩターン補助金 

○ 釜石市移住支援金（わくわく地方生活実現政策パッケージ） 

○ お試し移住ツアーの実施 

 

16 次世代ＵＩターン喚起事業  ２，３４０千円 

主に釜石市出身の大学生及びその親世代を対象に、釜石で働くことやＵＩターンを検討する

ための情報をインプットし、意識啓発を目指すものです。また、学校を卒業後、釜石に戻って働

く方の奨学金返還を補助し、ＵＩターンを推奨します。 

≪事業内容≫ 

○ 大学生向け等のイベントの開催 

   ○ 移住促進型奨学金返還支援補助金 

 

17 新型コロナウイルス感染症対策学生支援事業    ４，０００千円 

当市出身の学生等に対して市内事業者の産品を送ることで、双方の支援を行うとともに、ふ

るさとのつながりを創出しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 新型コロナウイルス感染症対策学生支援事業委託 
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18 ふるさと便お届け事業  ４００，０００千円 

ふるさと納税制度への取り組みを強化するため、戦略的なＰＲを展開して、当市の魅力的な

政策や事業を積極的に発信するとともに、特産品の掘り起しや地場産品の開発、啓発活動を行

いながら、「釜石ふるさと寄附金」への理解を深め、全国から寄附を広く募るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 返礼品管理及び発送業務委託料 

   ○ 民間ポータルサイト使用料及び利用料 

   ○ その他経費 

（総務費・２款１項６目／商工観光課） 

 

19 橋野鉄鉱山事業  ７，３６７千円 

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産である橋野鉄鉱山の保全と活用に向けた取

り組みを行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 橋野鉄鉱山観光ガイド業務委託           1,505千円 

○ 橋野高炉跡周辺環境整備業務委託          1,100千円 

○ 「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会負担金  2,448千円 

○ 橋野鉄鉱山周知啓発用ポスター・チラシの印刷     636千円 

○ その他経費                    1,678千円 

（総務費・２款１項６目／世界遺産課） 

 

20 かまいしラグビーレガシー継承事業  ２，２０９千円 

ラグビーワールドカップのレガシーである多くの大会ボランティア参加者との絆の維持、交

流拡大を図るために設立された「釜石ラグビー応援団」の運営補助を行いながら、ラグビーを活

用したまちづくりへの民間の活動展開を支援するものです。 

≪事業内容≫ 

○ かまいしラグビー応援団運営補助金         2,000千円 

○ その他経費                     209千円 

（総務費・２款１項６目／スポーツ推進課） 

 

21 国際交流員配置事業  ９，３４０千円 

国際感覚の形成や外国人受け入れ態勢の構築を図り、国際交流を推進するため、外国人青年

招致事業（ＪＥＴプログラム）を活用し、国際交流員を配置するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 配置人員 2人 

   ○ 国際交流事業の企画・実施、市民等への英語指導 等 
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22 ディーニュ・レ・バン市ラグビー交流推進事業  ４，０００千円 

姉妹都市であるフランスのディーニュ・レ・バン市のとの交流をラグビーを通じて継続的に

実施し、相互の理解を深めるものです。 

≪事業内容≫ 

○ ディーニュ・レ・バン市ラグビー交流事業 

（総務費・２款１項６目／国際交流課） 

 

23 みんなで創る地域会議事業  ７，６２１千円 

市民一人ひとりが地域の担い手であることを自覚し、主体的に地域づくりに関わることによ

り、地域の発展と自立を促すものです。 

≪事業内容≫ 

○ みんなで創る地域会議交付金（8地域会議）   5,000千円 

○ 地域課題解決事業補助金           2,000千円 

○ 放流用稚魚交付金                500千円 

○ 地域づくりフォーラムの開催          121千円 

 

24 新たなコミュニティ形成事業  ５００千円 

新たに建設された復興住宅において、住み良い環境づくりや住民同士の交流が図られるよう、

自治会の活動に対し助成しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 復興住宅等自治会活動への補助         500千円 

 

25 生活再建移行期被災者支援連絡員事業  ３２，４５８千円 

市内の全ての復興公営住宅の入居者を対象として、見守り活動の実施や困りごと相談への対

応等を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 委託先   特定非営利活動法人アットマークリアスＮＰＯサポートセンター 

（総務費・２款１項７目／まちづくり課） 

 

26 向定内集会所建設事業  １４５，５３０千円 

老朽化している小佐野公民館向定内分館を向定内集会所として建替えするため、土地購入及

び建築工事を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 向定内集会所建設工事        127,710千円 

   ○ 向定内集会所建設工事監理業務委託   3,520千円 

   ○ 土地購入費              12,600千円 

   ○ 備品購入費              1,700千円 
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27 上小川・中小川集会所建設事業【新規】  ２５３千円 

老朽化している中小川集会所を上小川・中小川地区住民が合同で利用できる集会所として建

替えするため、本年度は用地購入を行うための不動産鑑定を行うものです。 

≪事業内容≫ 

   ○ 不動産鑑定手数料             253千円 

（総務費・２款１項７目／生活環境課） 

 

28 被災21地区の復興記録誌作成事業【新規】  １０，０００千円 

被災した各地区の復興まちづくりに係る経緯・経過等を後世に伝承することを目的に、記録

誌を作成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 被災21地区の復興記録誌作成業務委託 

（総務費・２款１項13目／復興推進本部事務局） 

 

29 東日本大震災検証事業  １４，２２５千円 

震災の記録・教訓を後世に伝え、津波防災に関わる災害文化の醸成を図るため、震災・復興に

関する対応の状況などを整理し、見いだされた教訓等を含めて体系的に記録しようとするもの

です。 

≪事業内容≫ 

○ 「震災誌」に収録する資料の収集・記録整理等 

○ 「震災誌」の編さん 

 

30 東日本大震災復旧・復興支援団体表彰事業  １１，０００千円 

東日本大震災での復旧・復興を行った非営利団体等への感謝状の授与を行うとともに、復旧・

復興支援団体シンポジウム（仮称）を開催し、これまでの支援に対しあらためて感謝の意を伝え

ようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 復旧・復興支援団体への感謝状贈呈 

○ 復旧・復興支援団体シンポジウム（仮称）の開催 

（総務費・２款１項13目／総合政策課震災検証室） 

 

31 防災行政無線整備事業   ２３，５４０千円 

災害時の有効な情報伝達手段となるデジタル防災行政無線網を適切に運用するためサーバー

機器を更新整備するとともに、難聴地区の解消を図るため防災行政無線戸別受信機を無償貸与

するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 戸別受信機設置委託            14,300千円 

   ○ 防災行政無線（移動系）サーバー機器更新  9,240千円 
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32 防災士養成研修講座事業  ２，６１８千円 

地域における防災リーダーを育成するため、日本防災士機構の認証資格である防災士の養成

研修講座を開催し、地域住民や市職員が防災に対して意識的に取り組む環境を整えようとする

ものです。 

≪事業内容≫ 

○ 養成する防災士の人数  54人（1回開催） 

 

33 防災資機材整備事業  １，２００千円 

東日本大震災での避難所運営における経験を踏まえ、地震津波災害時における防災備蓄倉庫

の食糧・水等を計画的に更新するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 防災備蓄用品購入（更新）  アルファ化米、ガソリン缶詰等 

 

34 洪水・土砂災害ハザードマップ作成事業  ４，７１４千円 

洪水、土砂災害等の水害にかかるハザードマップを地域住民の参加を得ながら作成公表する

ことにより、水害に伴う被害想定を市民に理解していただくとともに、水害時の早期避難に役

立てようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ マップ作成地区（10地区）  東部地区の一部 

（総務費・２款１項13目／防災危機管理課） 

 

35 避難道路整備事業（図１）   ７０，０００千円 

水海地区の津波による浸水が想定される区域において、既存道路を嵩上げし、高台への避難

階段を設置することで、安全な避難経路の確保を図ろうとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 水海地区道路・避難階段整備測量調査設計業務委託、道路・避難階段整備工事、 

土地購入費、物件移転補償金 

（総務費・２款１項13目／建設課） 

 

36 国際交流事業  １０，５４２千円 

異文化の交流や体験によって相互理解を深めることで郷土釜石の再認識とグローバルな視点

をもった人材の育成を図ることを目的に、中学生の海外体験学習事業や日本語教室の開催を通

じたラウンジ（拠り所）の形成などを行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 中学生の海外体験学習事業 

○ 国際交流ラウンジ事業 

○ その他経費 

（総務費・２款１項13目／国際交流課） 
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37 新庁舎建設事業   ３７，３７０千円 

令和2年9月に内閣府より公表された「日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの津波による浸

水想定シミュレーション」によると、新庁舎建設地は1メートルから2メートル程度浸水すると

の想定が示されたことから、盛土嵩上げによる対策を講じるため、「釜石市新庁舎建設実施設

計」の完了期限を延伸して令和2年度より引き続き実施設計を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 新庁舎建築工事実施設計業務委託  34,870千円 

○ 新庁舎建築確認等申請手数料     2,500千円 

（総務費・２款１項16目／新市庁舎建設推進室） 

 

38 地籍調査事業  １２０，０００千円 

令和2年度からスタートしている第7次国土調査事業十箇年計画に基づき、国の予算を活用し

て調査の早期完了を目指すものです。 

≪事業内容≫ 

○ 実施区域  橋野町第23～24地割(横内東側)、大字平田第5～6地割の各一部(山林) 

（総務費・２款５項３目／国土調査推進室） 

 

39 避難行動要支援者避難支援対策事業  ６，７８０千円 

避難行動要支援者の避難支援対策を進めるため、要支援者の登録に係る業務（調査及び台帳

登録等）や個別計画の策定支援業務などを社会福祉協議会に委託して行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 要支援者の登録に係る業務 

○ 登録希望者の状況調査等 

○ 登録内容更新の確認調査 

○ 要支援者の緊急キット登録に係る業務 

○ 避難支援個別計画策定に関する支援業務 

 

40 ご近所支えあい復興事業  ９，５４７千円 

東日本大震災後、災害公営住宅への入居が進むなど、地域環境の変化に伴いコミュニティが

弱体化していることから、社会福祉協議会に委託し、災害公営住宅の自治会設立支援や地域コ

ミュニティの形成支援、地域住民による助け合い活動などを推進するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 復興公営住宅等での交流会の開催 

○ 商業施設を活用した居場所づくり・仲間づくり 
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41 生活困窮者自立支援事業  １８，６４１千円 

生活保護に至る前の段階での自立支援対策の強化を図るため、生活困窮者が抱える複合的な

課題に対しての包括的な自立相談支援を中心に、個々の状況に応じた居住、就労、就労準備等

の相談や支援を一体的に提供しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 生活困窮者自立相談支援事業 

○ 生活困窮者等就労準備支援事業 

○ 家計相談支援事業 

○ 住居確保給付金事業 

 

42 医療・福祉等人材確保対策事業  １１，６４０千円 

 ● 釜石市医療・保健・福祉人材確保型奨学金返還補助金  2,040千円 

市内の医療・福祉関係の事業所等で働く人材の確保と定住促進を図るため、修学後、市内

の事業所等において、市が指定する資格に基づいて業務に従事し、現在も奨学金を返還して

いる方を対象として、奨学金の返還経費の一部を支援するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 対象資格      看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工

士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、幼

稚園教諭 

○ 対象となる奨学金  日本学生支援機構奨学金、あしなが育英会奨学金、 

交通遺児育英会奨学金、各自治体が貸与する奨学金 

○ 給付額       12万円（1万円／月） 

 

● 福祉人材確保型定住奨励金  2,400千円 

市外から市内に住宅を賃借して移住し、市内の医療・福祉関係の事業所等において、市が

指定する資格に基づいて業務に従事する方を対象として、奨励金を交付することで、福祉人

材の確保を図ろうとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 対象資格      看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工

士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、幼

稚園教諭 

○ 交付額       48万円（4万円／月） 
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 ● 医療・福祉等従事者奨学資金貸付金  7,200千円 

医療分野、介護分野、保育士等養成施設等の学生に釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸

付金を貸し付けて、釜石市内で医療・福祉等に従事する人の養成、確保を図ろうとするもの

です。 

≪事業内容≫ 

○ 対象資格      看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工

士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、幼

稚園教諭 

（民生費・３款１項１目／地域福祉課） 

 

43 介護施設等整備事業費補助金    １８，８２０千円 

● 簡易陰圧装置・換気設備設置経費支援  4,320千円 

民間事業者が行う新型コロナウイルスの感染予防対策として簡易陰圧装置・換気設備の整

備に必要な工事請負費、委託費等の経費に対する助成を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 導入施設数     1施設 

 

● ゾーニング環境等整備【新規】     14,500千円 

民間事業者が行う新型コロナウイルス感染症対策として、入所系の介護施設及び事業所に

おける感染発生時対応、感染拡大防止の観点からゾーニング環境等の整備に要する経費に対

する助成を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 導入施設数     4施設 

（民生費・３款１項３目／高齢介護福祉課） 

 

44 地域生活支援拠点体制整備事業【新規】  ３，８７３千円 

第6期釜石市障がい福祉計画において、地域生活支援拠点を「面的整備型」の手法で整備する

こととし、相談支援、人材育成及び関係機関の連携を担うコーディネーターの設置、緊急時の

受け入れ対応を行う短期入所事業所への給付を行い、障がい者が安心して地域生活を送るため

の体制整備を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 障がい福祉コーディネーターの設置  1人 

○ 短期入所事業所での緊急時受入対応に係る給付 

（民生費・３款１項６目／地域福祉課） 
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45 岩手県沿岸知的障害児施設組合負担金  １２６，８３１千円 

沿岸地区の知的障がい児の福祉向上に寄与している沿岸知的障害児施設はまゆり学園の運営

に係る経費を負担するとともに、同組合の運営を令和4年度から民間法人が引き継ぐため、現施

設の入所者に応じて、施設整備に係る費用を補助金として支出するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 運営費負担金   28,830千円 

○ 施設整備補助金  98,001千円 

（民生費・３款２項１目／地域福祉課） 

 

46 地域子ども・子育て支援事業  ５３，７１２千円 

● 延長保育事業  15,440千円 

保育所等において通常の保育時間を超えて園児を預かるものです。 

≪事業内容≫ 

○ 保育所等  8か所（甲東こども園、かまいしこども園、平田こども園、中妻子供の

家保育園、小佐野保育園、鵜住居保育園、釜石神愛幼児学園、

ピッコロ子ども倶楽部桜木園） 

 

● 一時預かり事業  28,677千円 

家庭において一時的に保育が困難となった乳幼児を主として昼間、こども園・保育所・幼

稚園等で一時的に預かるものです。 

≪事業内容≫ 

○ 一 般 型  7か所（甲東こども園、かまいしこども園、平田こども園、中妻子供

の家保育園、鵜住居保育園、ピッコロ子ども倶楽部桜木園、

きらきら保育園） 

○ 幼稚園型  4か所（甲東こども園、かまいしこども園、平田こども園、正福寺幼

稚園） 

 

● 病児保育事業  9,054千円 

集団での保育が難しい病後児を専用スペースで預かり、看護師・保育士が保育を行う病後

児対応型と保育中に体調不良となった児童を保護者が迎えに来るまでの間看護師等が緊急的

な対応を図る体調不良児対応型の病児保育を実施するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 病後児対応型    ピッコロ子ども倶楽部桜木園内 病後児保育室ほほえみ 

    ○ 体調不良児対応型  鵜住居保育園 
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● ホッとカード対応分  541千円 

幼稚園・保育所等に入所していない未就学児が一時預かり保育、病後児保育、ファミリー・

サポート・センターを利用する際に利用できる「ホッ💬とカード」を交付し、サービス利用時

にカードを提示、利用料の全部または一部を免除するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 一時預かり保育、病後児保育、ファミリー・サポート・センターの利用料の全部又

は一部負担 

    ○ ホッ💬とカード台紙購入代 

 

47 利用者支援事業  ７，２５５千円 

子育て世代包括支援センターにおいて、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子の情報管理、

相談等を一体的に行い、成長段階に応じて継続的に支援するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 保健師の配置  1人 

 

48 ファミリーサポートセンター事業  ９２３千円 

子どもの預かり等、登録会員同士の相互援助活動に関する連絡・調整業務を特定非営利活動

法人母と子の虹の架け橋に委託して行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ ファミリー・サポート・センター運営委託 

○ サポーター養成講座の開催 

 

49 地域子育て支援拠点事業  ４４，５６６千円 

市内5か所に子育て支援センターを開設し、子育て中の親子の交流促進や、子育てに関する情

報提供及び育児相談等を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ かまいしこども園子育て支援センター   8,834千円 

○ 鵜住居保育園子育て支援センター     8,834千円 

○ 中妻子供の家子育て支援センター     8,834千円 

○ 甲子子育て支援センター          9,794千円 

   ○ 平田子育て支援センター         8,270千円 

 

50 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業【新規】  ４，１３７千円 

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図り、児童虐待

の発生予防、早期対応に努めるものです。 

≪事業内容≫ 

○ 児童家庭相談支援ＡＩシステムの導入 
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51 児童館管理運営費  ４４，８５４千円 

釜石市社会福祉協議会を指定管理者として効率的に児童館を運営しようとするものです。ま

た、令和元年からスタートした幼児教育・保育の無償化に関連して唐丹及び栗林の保育型児童

館の保育料の無償化にするものです。あわせて、旧上中島児童館の解体を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 健全育成型  2館（鵜住居、上中島児童館） 

   ○ 混 合 型  2館（唐丹児童館、栗林児童館） 

   ○ 保育型児童館の保育料の無償化分    7人（見込み） 

   ○ 旧上中島児童館解体工事（木造平屋建） 5,500千円 

 

52 児童健全育成事業  ８７，３５９千円 

核家族化の進行や両親の共働きが一般化していることから、昼間保護者のいない放課後児童

に対して、その育成・指導、遊びによる発達の助長などを行い、児童の健全育成を図るもので

す。 

≪事業内容≫ 

○ 運営主体 

・釜石市社会福祉協議会（鵜住居、唐丹、双葉、小佐野、小佐野第二、上中島、栗林

学童育成クラブ） 

・父母会（白山、平田、甲子学童育成クラブ） 

・ＮＰＯ（釜石学童育成クラブ） 

 

53 特定教育・保育サービス促進事業  １５，９３６千円 

● 特定教育・保育施設等振興事業補助金  15,801千円 

私立の特定教育・保育施設及び小規模保育事業所の職員の処遇改善及び児童の健全育成の

より一層の推進を図るため、当該施設に補助金を交付するものです。 

  ≪事業内容≫ 

○ 教育・保育振興事業 

・保育教諭等職員の処遇改善に要する経費及び資質向上に要する経費への助成 

     ・特定教育・保育施設等の利用定員１人につき3,000円 

    ○ 特別支援教育・保育事業 

・障がい児担当職員の加配に要する経費及び障がい児の特性に応じた設備整備、必要

な備品の購入等の受入れ体制の整備に要する経費への助成 

① 重度障がい児１人につき月額126,400円×各月初日現在の重度障がい児数×入所

月数で算出される額－岩手県私立学校振興費補助金として交付される額 

② 軽度障がい児１人につき月額60,000円×各月初日現在の軽度障がい児数×入所

月数で算出される額－岩手県私立学校振興費補助金として交付される額 
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● 待機児童解消促進事業補助金  101千円 

認可保育所等の入所待機児童の解消を促進し保護者の経済的負担の軽減及び就労支援に資

するため、事業所内保育所設置企業等の職員に適用される保育料等の金額と職員以外の者に

適用される保育料等の金額との差額を助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 入園料及び保育料の差額の補助  3人 

 

 ● パパママ講座の開催  34千円 

   保育所等における1日の流れなどを説明する講座等を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 開催回数  2回 

 

54 保育施設改修補助事業  ２，９４３千円 

園児及び保育士等の教育保育環境を改善するための費用を助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 保育環境改善等事業補助金          1,029千円 

○ 平田こども園給食棟接続工事事業補助金    1,914千円 

○ 補助先  ㈱プライムツーワン 

 

55 保育士等確保対策事業  １０，８１２千円 

釜石市内で保育教諭、保育士又は幼稚園教諭として従事する人の養成、確保を図るほか、保

育士等の負担軽減を図るため国制度を活用した補助事業を実施するものです。 

≪事業内容≫ 

◯ ＩＣＴ化推進事業補助金       1,500千円 

   ○ 保育体制強化事業補助金       1,200千円 

   ○ 保育補助者雇上強化事業補助金    2,150千円 

◯ 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金  1,944千円 

○ 産休代替職員費補助金        2,592千円 

○ 子育て支援員研修の実施       1,426千円 

 

56 心豊かな子ども育成事業  ３００千円 

多様な自然保育や体験活動を提供できること並びに釜石の自然を通じて、子ども達が豊かな

心を持つこと及び子ども達の郷土愛を育むことを目的とし、民間団体等へ自然遊びの実施事業

に係る経費に対して助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 釜石市自然遊び場事業補助金 
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57 へき地保育所解体費用補助金【新規】  ３，９６０千円 

休止となっている尾崎白浜へき地保育所を廃止するため、尾崎白浜町内会が行う園舎の解体

等に要する経費を助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 尾崎白浜へき地保育所解体費用補助金 

◯ 補助率  10／10 

   ○ 補助先  尾崎白浜町内会 

 

58 新型コロナウイルス感染症対策事業    ３２，５００千円 

新型コロナウイルス感染症対策として、認定こども園、保育所等が購入する物品及び感染防

止対策にかかる職員の人件費等の経費を助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 

◯ 補助率   10／10（補助上限：500千円） 

   ○ 補助対象  認定こども園・保育所・小規模保育事業所・学童育成クラブ・病児保育

事業所・子育て支援センター・ファミリーサポートセンター・認可外保

育施設 

（民生費・３款２項１目／子ども課） 
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59 子ども・子育て支援給付事業  ９４４，２９４千円 

年齢や保育の必要性の有無によって決定する認定区分に基づいて、在籍する児童数に応じて

施設型給付、施設等利用給付又は地域型保育給付を施設・事業者に対して行うものです。また、

令和元年からスタートした幼児教育保育の無償化に関連して、副食費を無償化することに伴う

給付を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 施設型給付費 

・私立保育所（利用者負担額は市が徴収） 5か所 

給付費（委託料）＝公定価格（国が定める教育・保育に要する費用） 

・認定こども園（利用者負担額は施設が徴収） 4か所 

給付費（扶助費）＝公定価格－利用者負担額 

○ 施設等利用給付費 

・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター利

用 

 利用費（扶助費）：3歳以上（月額上限 37,000円） 

3歳未満非課税世帯（月額上限 42,000円） 

・預かり保育利用 

利用費（扶助費）：450円×利用日数（月額上限 11,300円） 

○ 地域型保育給付 

・小規模保育事業所（利用者負担額は事業者が徴収） 4か所 

給付費（扶助費）＝公定価格－利用者負担額 

     ※利用者負担額とは、市が定める利用者負担額（保育料）をいいます。 

   ○ 副食費の実費徴収に係る補足給付 

    ・保育認定児分  284人 

    ・教育認定児分   82人 

 

60 臨時休業時障がい児居宅訪問事業    ８００千円 

新型コロナウイルス感染症対策として、特別支援学校等が臨時休業となった場合に、サービ

ス提供事業所の休業等の際に、事業所職員が居宅訪問し、保護者の休息のため、一時的にケア

を代替する事業に対して補助するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 障がい児通所支援給付費 

（民生費・３款２項２目／子ども課） 
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61 医療費給付事業  ６２，７１１千円 

心身の健康を保持するとともに、生活の安定を図り、福祉の増進に資することを目的に、子ど

も、妊産婦及びひとり親家庭に対し医療費の一部（1レセプト当たり入院5,000円、入院外1,500

円の自己負担を超えた分（※未就学児は自己負担なし））を給付するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 子ども医療給付（県単）                   26,619千円 

○ 妊産婦医療給付（県単）                   7,029千円 

○ ひとり親家庭医療給付（県単）                11,101千円 

○ 子ども（乳幼児・小学生・中学生・高校生）医療給付（市単）  14,819千円 

○ 医療費審査集計委託等                    3,143千円 

（民生費・３款２項３目／市民課） 

 

62 被保護者就労準備支援事業  ２，２６５千円 

ハローワーク等を活用した就労支援に至らない被保護者に対し、一般就労に向けた準備とし

ての基礎能力の形成や就労意欲の喚起等、日常生活の改善を図ろうとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 委託先  特定非営利活動法人かだっぺし 

（民生費・３款３項１目／地域福祉課） 

 

63 母子健康診査事業  ２７，８３８千円 

妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進を図り、疾病の早期発見早期治療を目的に健康診査

を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 妊婦健康診査、新生児聴覚検査、乳児健康診査、6ヶ月児健康診査、1歳6ヶ月児健康

診査、3歳児健康診査、産婦健康診査、ハイリスク妊婦への健診通院費助成 

 ほか 

 

64 医師確保対策事業  ３３，４０９千円 

研修医として県立釜石病院を選択していただくために、研修期間中の助成を目的とした補助

金のほか、新たに市内に診療所を開設する医師に対しては、開設を支援する補助金を交付し、

市内医療機関の医師を確保し、地域医療の維持と向上を図ろうとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 診療所等開設準備資金補助金（上限30,000千円） 
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65 産前・産後サポート事業  ２，４８４千円 

家庭や地域での妊産婦の孤立感の解消を図ることを目的に、妊娠・出産や子育てに関する悩

みや不安について助産師等が相談支援を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ デイサービス型  妊娠・出産・産後の相談や母親同士の交流機会を提供するサロン

の開設 月1回 

           ストレス解消やリフレッシュを目的としたヨガ講習会の実施 月

1回 

   ○ アウトリーチ型  助産師等の専門職が戸別訪問を実施 

 

66 産後ケア事業  １，０６５千円 

市内に拠点を設け、助産師等の専門職により、産後の母親の身体的回復と心理的な安定を支

援するとともに、母親のセルフケア能力を高めることで、母子とその家族が健やかな育児が出

来るよう支援するものです。 

≪事業内容≫ 

○ デイサービス型 母乳相談や育児相談、沐浴指導等を実施 月１回 

 

67 妊産婦家事支援サービス事業    ２，２５８千円 

新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、家族や親族による支援が得られない妊産婦及び

里帰り出産が困難な妊産婦が産前・産後期を安心して過ごせるよう支援するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 掃除、洗濯、買い物等の支援 

○ 出産日または出産予定日を起点として前後の最長半年間、月4回のサービス利用を上限 

（衛生費・４款１項１目／健康推進課） 

 

68 予防接種事業  １１２，５１１千円 

予防接種法に基づき定期予防接種を実施するほか、子どもの健康を守るため、任意予防接種

の接種費用の一部を助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 定期予防接種  麻しん、風しん、麻しん風しん混合、日本脳炎、子宮頸がん、ヒブ、

小児用肺炎球菌、四種混合、二種混合、不活化ポリオ、ＢＣＧ、水

痘、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、Ｂ型肝炎、ロタウイル

ス、成人男性の風しん抗体検査及び予防接種 

○ 任意予防接種  一部助成：小児インフルエンザ 

全額助成：おたふくかぜ 

（衛生費・４款１項２目／健康推進課） 
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69 環境保全事業  ３，７４７千円 

人と豊かな自然が共生できる環境と、健康で安心かつ快適な生活環境の確保と継承を図ろう

とするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 和山湿原自然保護指導員設置委託事業(自然環境保全地域の適正保全) 

○ 公害防止対策事業(騒音・振動・悪臭・水質汚濁) 

○ 釜石市環境審議会の開催(環境保全に関する問題に対する審議・答申：2回) 

○ 環境月間行事事業(環境展の開催) 

○ 自然観察会の開催(ホタル・星空・野鳥観察会) 

○ 地球温暖化対策事業(地球温暖化対策への市民啓発) 

 

70 家庭用新エネルギー導入支援事業  ５００千円 

災害時におけるエネルギーの一定確保が重要であることから、太陽光発電システムや木質バ

イオマス熱利用機器などの新エネルギー設備を導入する被災世帯に対してその設備費用の一部

を助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 対象設備及び補助金額 

・太陽光発電システム 50千円（5kW以上）、40千円（4kW以上）、30千円（3kW以上） 

・蓄電池       設置費用の10分の１（50千円上限） 

・ペレットストーブ  設置費用の10分の１（30千円上限） 

 

71 水道未普及地域対策事業補助金   １５，０００千円 

水道事業の給水区域以外の区域において、飲用水確保困窮者が新規で飲用井戸等の整備を行

う場合に要する経費を補助し、安全な飲用水の安定的な確保と公衆衛生及び生活環境の向上を

図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 対象とする水道未普及区域 

（釜石市水道事業給水条例に規定する給水区域以外の区域） 

・甲子町（大洞）・鵜住居町（外山）・両石町（女遊部） 

・橋野町（青ノ木・中村・能舟木・横内・古里・沢桧・早栃） 

・唐丹町（山谷・荒川・ 川目(鍋倉)） など 

※ ただし、給水区域の区域内であっても、配水管の整備がなされていない、又は整

備に相当の期間を要する区域等を含むものとする。 

○ 水源確保については、飲用井戸の掘削に要する経費のみ補助 

（沢水を水源とするなどの従来の方法のものは該当しない） 

○ 補助率    10/10 

   ○ 補助上限額  1,000千円 

   ○ 共同による整備は、それぞれが負担する経費を交付対象とする。 

（衛生費・４款１項４目／生活環境課） 
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72 浄化槽設置整備事業  １１，５６５千円 

下水道や集落排水の無い地域にも、水洗化による快適な生活環境と公衆衛生の向上を図るた

め、環境負荷の少ない浄化槽を設置する者に、国の助成制度に加えて市のかさ上げ助成を実施

して浄化槽の普及促進を図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 設置予定数  15基 

○ 補 助 額   交付対象経費の10分の7相当額 

○ 限 度 額   5人槽 616千円（うち市単独上乗せ分264千円） 

6～7人槽 771千円（うち市単独上乗せ分330千円） 

8～10人槽 1,029千円（うち市単独上乗せ分441千円） 

（衛生費・４款１項４目／下水道課） 

 

73 リサイクル推進事業  ４，３９４千円 

生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物の適正処理を行い、ごみの減量・

再利用・リサイクルの３Ｒを推進するとともに、不法投棄等への対策も行い、循環型社会の形成

を目指そうとするものです。 

≪事業内容≫ 

   ○ ごみ減量化推進市民懇話会の開催  2回 

   ○ ごみ減量推進員の委嘱 

   ○ ごみ減量講座の開催 

   ○ 地域クリーンアップ活動の推進 

○ ごみカレンダーの配布 

   ○ 一般ごみ質組成分析 

   ○ 補助金・奨励金（ごみ箱集約化・資源物回収） 

（衛生費・４款２項２目／生活環境課） 

 

74 地域雇用サポート事業  ２８，７６４千円 

市内商業施設内にしごと・くらしサポートセンターを設置し、求職者等及び地域事業者を対

象とした相談業務やセミナーイベント等の実施により、求職者の早期就労支援や潜在労働力の

発掘、地域事業者の人材確保の支援を行うものです。また、移住定住希望者に対する相談窓口

も設置し、当市での雇用や暮らしに関する情報提供等のサポートを一体的に行うことにより、

当市での円滑な就職及び定住ができるよう支援を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 地域雇用サポート事業運営委員会の開催 

○ 施設運営委託料 

○ セミナー開催等委託料 

○ 施設賃借料                        など 
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75 釜石高等職業訓練校改修事業【新規】  ４，４６６千円 

釜石高等職業訓練校校舎屋上の改修を行うことにより、雨漏りによる訓練への支障を解消す

るとともに、躯体の老朽化を食い止め、施設の長寿命化と維持管理費の低減を図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 屋上防水改修工事 

 

76 就業支援員配置事業【新規】  ４，３０８千円 

総務省の「地域おこし協力隊制度」を活用して、市内商業施設に設置するしごと・くらしサポ

ートセンターに就業支援員を配置し、求職者等に対する就労支援や事業者に対する人材確保等

への支援を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 配置人員  1人 

（労働費・５款２項１目／商工観光課） 

 

77 中山間地域等直接支払推進事業  ４，７１６千円 

農業の生産条件の不利な中山間地域において、農業生産活動が継続的に行われるよう集落の

活動体制の維持・強化を目的とした活動を支援するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 対象集落：3集落 

 

78 鳥獣被害防止総合対策事業  ５，９６４千円 

野生鳥獣による農林業被害や生活被害の防止のため、網の有償配付や追払い用煙火の購入を

行うほか、事故等で死亡した野生鳥獣の死骸を回収する業務委託を実施するものです。 

≪事業等の内容≫ 

○ 鳥獣被害対策実施隊員報酬  55人 

○ 住民配付用シカ防護網の購入 250反 

○ クマ・サル追払い用煙火の購入 

○ 市職員ワナ免許所有者の狩猟者登録手数料・ハンター保険料 

○ 野生鳥獣死体処理業務委託 

○ 釜石地区鳥獣対策協議会補助金 

○ 狩猟免許新規取得事業補助金 

 

79 多面的機能支払推進事業  １，６４５千円 

農業・農村が有する多面的機能を発揮するため、地域が共同して行う農地の保全等の活動に

対して支援及び助言指導等を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 対象組織 3組織 
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80 経営所得安定対策推進事業  ７０８千円 

食料自給率の向上と農業が有する多面的機能の維持を図るため、国が実施する経営所得安定

対策の実施に要する水田台帳の整備や現地確認のための経費を事業主体へ補助するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 補助先  釜石地域農業再生協議会 

 

81 農業振興地域整備計画策定事業  ４，０００千円 

農業の振興を図るべき地域を定め、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための

各種施策を展開することを目的に、農業振興地域の整備に関する法律に基づき計画の見直しを

行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 農業振興地域整備計画策定業務委託 

 

82 釜石市農業振興総合支援事業  【新規】  ５，０００千円 

農業従事者の維持と、新規就農者の確保を図るとともに、農業経営の規模拡大による所得の

向上等に向けた取組を促進するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 農業振興総合支援事業補助金 

 

83 農業振興コーディネーター事業【新規】  １０，１２７千円 

総務省の「地域活性化起業人」の制度及び「地域おこし協力隊制度」を活用して、新規就農者

の発掘に向けた取組の強化や相談窓口機能の充実を図るとともに、農業経営等のサポート機能

の充実に向けて農業振興コーディネーターを配置するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 配置人数  2人 

 

84 釜石型農業推進事業【新規】  １，８０８千円 

釜石ならではの農業の展開に向けた仕組みづくりなど、新たな品目の試験導入や特産品であ

る甲子柿の販売強化、地産地消の推進を図りながら、農業者の所得向上に向け取組むとともに、

課題となっている遊休農地の解消を目指すものです。 

≪事業内容≫ 

○ すずこまの試験圃場の設置・試験栽培 

○ 甲子柿の販売促進 

○ 軽トラ市の開催 
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85 市民農園設置事業【新規】  ２，８９８千円 

遊休農地を活用し、市民が農業に触れる機会を創出するとともに、農業の有する健康維持・

増進効果なども期待されることから、市民農園を設置するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 鳥獣対策用柵設置 

○ 土地賃借料 

○ その他経費 

 

86 観光農園設置事業【新規】  ３８６千円 

遊休農地を活用し、市民が農業に触れる機会を創出するとともに、農業の有する観光面と教

育面への機会の創出を図るため、観光農園を設置するものです。 

≪事業内容≫ 

○ ラベンダー苗購入費 

○ 草刈作業委託・土地整備委託 

○ 土地賃借料 

（農林水産業費・６款１項３目／農林課） 

 

87 畜産業振興事業  ３，７１５千円 

 畜産業を振興するため、放牧頭数が減少し管理が困難な状況に陥っている和山牧場の管理支

援や、家畜診療体制を維持するための経費等を助成するものです。 

≪事業内容≫ 

  ○ 和山牧場管理委託料           2,500千円 

  ○ 獣医師確保対策事業補助金        1,000千円 

  ○ 繁殖雌子牛導入・保留推進事業費補助金   100千円 

  ○ 高品質牛生産拡大支援事業補助金      100千円 

○ その他経費                 15千円 

（農林水産業費・６款１項４目／農林課） 

 

88 有害鳥獣対策事業  ８，２４３千円 

ニホンジカとイノシシの有害捕獲をより強力に推進するため、有害捕獲数に応じて捕獲単価

を段階的に加算します。また、捕獲者の負担を減らすため、有害捕獲後の焼却処分費を市が負

担するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 有害捕獲業務委託       7,356千円 

○ 有害捕獲等処理手数料      500千円 

○ 鳥獣食害防止対策事業補助金   367千円 

○ その他経費            20千円 
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89 釜石市産木材活用住宅推進事業補助金  ５００千円 

地域林業の振興を図るため、釜石市産木材を利用して住宅を新築する者等に対し木材の使用

量に応じて助成しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 対 象：釜石市産木材使用住宅新築工事（10㎥以上） 

○ 補助額：10㎥以上20㎥未満 200千円、20㎥以上30㎥未満 300千円、 

30㎥以上 400千円 

 

90 被災者住宅再建支援釜石市産木材活用住宅推進事業補助金  ７，８００千円 

被災者の住宅再建を促進するため、釜石市産木材を利用して住宅を新築する者等に対して木

材の使用量に応じて助成しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 対 象：釜石市産木材使用住宅新築工事（10㎥以上）、半壊以上のり災証明書を有す

るもの 

○ 補助額 

・釜石市産材：10㎥以上20㎥未満 500千円、20㎥以上30㎥未満 750千円、 

30㎥以上 1,000千円 

・岩手県産材：10㎥以上20㎥未満 200千円、20㎥以上30㎥未満 300千円、 

30㎥以上 400千円 

 

91 森林病害虫等防除緊急対策事業  ４，０００千円 

森林病害虫（カシノナガキクイムシ・松くい虫）を駆除し、被害拡大の防止及び森林の公益的

機能の維持を図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 伐倒くん蒸 

 

92 森林経営管理事業  ２０，３８８千円 

森林環境譲与税を財源として、森林の多面的機能の充実と林業の成長産業化に向けた取組み

を実施するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 境界確認等調査、林道・作業道整備、意向調査、森林管理、森林環境整備、林業の担

い手確保・人材育成         19,204千円 

   ○ 森林整備推進協議会負担金        300千円 

   ○ その他経費               884千円 
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93 河川安全対策事業（図２）  ３０，０００千円 

市民生活の安全・安心の確保のため、日常管理における市内各地区の沢々へのスクリーン設

置などと併せ、令和元年台風第19号被害による検証7地区のうち両石地区及び尾崎白浜地区を計

画地として土砂災害対策を実施するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 河川安全対策工事 

（農林水産業費・６款２項２目／農林課） 

 

94 漁業共済掛金補助金  ８，４１０千円 

わかめ、ほたて、こんぶ、かき、ほや養殖業者が加入する特定養殖漁業共済の掛金の一部、

及び漁業施設共済の掛金の一部を補助するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 契約者負担掛金の30％ 

 

95 漁場磯焼対策事業補助金  １，２００千円 

当市の水産業の主力の一つである採介藻漁業（ウニ・アワビ・ナマコ）は、漁獲量の減少や漁

獲個体が痩せるなどの現象があり、漁業所得への影響が懸念されるほか、震災後の漁村地域の

復興の支障となっていることから、ウニ・アワビ・ナマコ等の安定的な漁獲を行うため、市内3

漁業協同組合が実施する事業を支援するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 漁場磯焼対策事業補助金（補助率1／2、上限500千円） 

 

96 水産業研究推進事業  ２，０００千円 

海洋環境の変化等により市内水産業の主力品目において多くの課題があり、魚のまち釜石の

復興の足かせとなっています。漁業者自らがこれらの諸課題に対処していくために、水産業に

関わる研究者や専門家等との連携する機会を創出するため、水産業フォーラムや養殖生産物に

係る協議の場を作るとともに、市としても漁場調査を関係機関と連携して実施するものです。 

≪事業内容≫ 

    ○ フォーラムの開催等  1,000千円 

○ 海洋調査負担金    1,000千円 

 

97 魚類養殖生産研究事業  ８，０００千円 

当市において、岩手大学三陸水産研究センターと市内の水産会社等との共同研究により、海

上でのサクラマスの養殖研究を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 共同研究負担金 
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98 漁業就業者育成支援事業    １，９１２千円 

当市の漁業従事者は震災前から大きく減少しているだけでなく高齢化も進んでおり、「魚の

まち」としての再生に不可欠な漁業生産力の低下や漁村コミュニティの活力低下が懸念されて

いることから、新たな漁業担い手の育成を図るため、市内3漁業協同組合と連携して担い手に対

する補助を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 漁業担い手育成支援金（就業支援金、生活支援金、独立支援金） 

○ 担い手確保対策事業補助金 

    ○ 漁業就業支援フェアへの参加 

（農林水産業費・６款３項２目／水産課） 

 

99 水産生産基盤整備事業（図３）  ３０，０００千円 

仮宿漁港は外洋に面し、沖波が直接的に進入する特性があり、さらに、近年の自然条件の変

化に伴う高潮、高波の増大等により異常気象時には被害が多発している漁港です。 

直近では平成28年8月30日に発生した台風10号による高潮、波浪の越波等により漁業施設及び

漁港施設が被災し、漁業活動に重大な影響を受けたことから、漁港の安全確保のため、護岸及

び消波工のかさ上げ改良等、漁港施設の強化を図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 仮宿漁港  護岸(消波ブロック製作)・用地取得 一式 

 

100 県営漁港整備負担金  ２９，０００千円 

県営漁港整備事業に対し事業費の10％を定額負担し、漁港施設の基盤の整備・維持を行うも

のです。 

≪事業内容≫ 

○ 釜石漁港（図４）         10,000千円 

○ 箱崎漁港（図５）         10,000千円 

○ 両石漁港（図６）          1,000千円 

○ 白浜（鵜）漁港（図７～８）    8,000千円 

（農林水産業費・６款３項５目／水産課） 

 

101 中小企業融資事業費  ３４２，４００千円 

● 中小企業振興資金融資制度  340,000千円 

中小企業振興資金の融資原資を市内の各金融機関に預託し、預託金の10倍までの融資枠を

設定して融資斡旋を行い、さらに利子と保証料の一部を助成することによって中小企業者の

負担を軽減し経営の安定を図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 預託金 300,000千円（貸付限度額 12,500千円～50,000千円） 

○ 利子補給補助金 25,000千円（利子補給率 年1.0％～1.75％） 

○ 保証料補給補助金 15,000千円（保証料補給率 0.25％～1.2％） 
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● 岩手県小規模小口資金融資制度  400千円 

市内中小企業者の振興育成を図るため、岩手県小規模小口資金の利用者に対し利子及び保

証料の一部を助成することにより、市内中小企業者の負担を軽減し経営の安定を図るもので

す。 

≪事業内容≫ 

○ 利子補給補助金 100千円（利子補給率 年0.3％） 

○ 保証料補給補助金 300千円（保証料補給率 0.25％～1.0％） 

 

● 経営安定支援事業利子補給制度  1,000千円 

小規模事業者経営改善資金制度（マル経）の利用者に対し利子の一部を助成することによ

り、小規模事業者の経済的な負担を軽減し経営の安定を図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 利子補給補助金 1,000千円（利子補給率 年0.5％） 

 

● 新型コロナウイルス感染症関連資金返済支援制度    1,000千円 

新型コロナウイルス感染症の影響により事業に多大な支障が生じた釜石市中小企業振興資

金利用事業者で、令和2年度中に返済中の借入金の返済額等の条件変更を行ったものに対し、

変更から最長3年間の利子を補給するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 新型コロナウイルス感染症関連資金返済支援補助金 1,000千円 

（利子補給率 年0.6％～1.9％） 

 

102 釜石商工会議所事業  ８，２５０千円 

● 釜石商工会議所運営事業補助金  4,500千円 

市内商工業者の発展のために活動している釜石商工会議所の運営費の一部を助成するもの

です。 

 

● 釜石中小企業相談所事業補助金  800千円 

巡回及び窓口相談を実施して各種支援制度の情報を提供するとともに、実情に即した経営

指導を行う中小企業相談所事業に対して助成するものです。 

 

● 小規模事業者経営発達支援推進事業補助金  2,950千円 

経済動向の把握、需要動向の分析、経済状況の分析、事業計画の策定支援及び計画の実行

支援など、小規模事業者経営発達支援推進事業に対して助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 経営発達支援事業の推進 

○ 新たな需要開拓支援 
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103 釜石・大槌地域産業育成センター事業    ４２，１５８千円 

釜石・大槌地域における中核的な産業支援機関である公益財団法人釜石・大槌地域産業育成

センターの運営にかかる経費及び中小企業の育成支援事業に対して助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 管理運営事業補助金              35,833千円 

○ 高度ものづくり産業推進事業補助金        4,647千円 

○ 地域資源活用推進事業補助金           1,400千円 

○ 釜石・大槌地域産業育成センター用地賃借料     278千円 

 

104 新型コロナウイルス感染症経済対策事業    １９，０００千円 

● 釜石市雇用維持支援金【新規】            5,000千円 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた中小企業事業主による雇用の維持を図るた

め，休業手当に係る雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給の決定を受けた中小企業

事業主に対して，雇用維持支援金を支給するものです。 

 

● 起業支援事業補助金【新規】             5,000千円 

   新型コロナウイルス感染症の影響により変化した経済社会への適応推進及び地域経済の活

性化を図るため、市内で新たに事業を起こす起業者や第二創業等の新たな事業展開を行う市

内事業者の事業活動を支援するものです。 

 

● 地域商業活性化支援補助金【新規】           5,000千円 

   新型コロナウイルス感染症の影響による新たな環境に対応するために商店街団体等が実施

する、商店街等の活性化・魅力向上に向けた調査、計画策定、環境整備等の取り組みに対

し、その費用を補助するものです。 

 

● コロナに負けないイベント開催事業補助金【新規】   3,000千円 

新型コロナウイルス感染症の終息後に再開を予定している各種観光イベントについて、コ

ロナ終息後のイベントの在り方を検証するため、釜石観光物産協会が行う感染症の影響を最

小限に抑えたミニイベント等の開催に対し係る費用を補助するものです。 

 

● 新型コロナウイルス感染症影響調査補助金【新規】   1,000千円 

現状に適合した支援体制を構築するため、釜石商工会議所が行う市内事業者を対象とした

新型コロナウイルス感染症の影響に関する調査に係る費用を補助するものです。 
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105 新型コロナウイルス感染症対策かまいしエール券事業    １８０，０００千円 

新型コロナウイルス感染症の影響により、縮小している地域経済の活性化を図るため、市内

飲食店、小売業者など希望する店舗で利用可能なプレミアム付き商品券・食事券を発行するも

のです。 

≪事業内容≫ 

  ○ かまいしエール券事業業務委託 

（商工費・７款１項２目／商工観光課） 

 

106 研究開発推進事業  ６，２９０千円 

市内企業の事業拡大、新規事業の創出及び地域産業を担う人材の育成など様々なニーズに応

えるため、大学等研究機関のシーズ・知見とのマッチング支援や共同研究への助成を行うなど、

産学官連携の推進による地域産業の活性化を図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 産学共同研究推進事業補助金（補助率1／2、上限500千円） 1,000千円 

○ 土地賃借料                       4,838千円 

○ その他経費                        452千円 

 

107 再生可能エネルギー導入推進事業  ５，１９４千円 

  釜石広域ウインドファームにおける風力発電施設の更新・拡張計画を後押しするとともに海

洋エネルギーの事業化に向けた取り組みなどを支援し、多様な再生可能エネルギーの活用によ

る地域振興を図るものです。 

≪事業内容≫ 

   ○ 海洋エネルギー関連産業創出事業補助金          4,382千円 

（補助先：釜石・大槌地域産業育成センター） 

○ その他経費                        812千円 

（商工費・７款１項２目／国際港湾産業課） 

 

108 観光物産ＰＲ経費  １４，９５８千円 

釜石観光物産協会の運営に助成するとともに、当市の魅力ある観光物産について市外及び外

国人に対して広くＰＲするため、これまでのガイドブック作成に加え、各種広告を行い、多くの

観光客の誘客を推進するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 釜石観光ガイドブック 

○ 新聞・雑誌・テレビ・ラジオＣＭ広告 

○ 釜石観光物産協会運営事業補助金 

 

 

 

 



42 
 

109 誘客促進事業  【新規】  １，４４１千円 

旅行エージェントを対象とした釜石モニタリングツアーを実施し、魅力的な旅行商品を作っ

てもらうことで、誘客の促進を図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ モニタリングツアーコーディネート委託  1,387千円 

○ その他経費                 54千円 

 

110 四季彩イベント開催事業  ２１，３００千円 

釜石の特色を生かしながら、季節に合わせたイベントを実施し、地域の活性化を図るととも

に、市外からの観光客を呼び込もうとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 交流拡大地域観光資源活用事業    2,800千円 

○ 再生かまいし四季彩イベント事業   18,500千円 

（釜石春まつり、釜石よいさ、納涼花火、釜石まつり、まるごと味覚フェスティバル） 

 

111 新型コロナウイルス感染症対策かまいし宿泊エール割事業    ５０，０００千円 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、甚大な影響を受けている市内の宿泊施設の活性化

を図るため、宿泊料金の割引を行った市内宿泊業者に対し予算の範囲内で補助金を交付する事

業を委託するものです。 

≪事業内容≫ 

○ かまいし宿泊エール割事業委託料 

 

112 サスティナブルツーリズム構想推進事業【新規】  １６，５６４千円 

「釜石オープンフィールドミュージアム構想」により発掘した「地域の宝」を市民の間で共有

し、市内外に伝えるための「滞在型交流観光システム」を導入し、市内を回遊するコースや体験

プログラムの開発及び実施するものです。併せて、持続可能な都市の実現を目指すため、市のみ

ならず他の自治体と連携し、問題点を共有しながら観光開発を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 持続可能な観光地域づくりモデル市町村形成事業委託  12,564千円 

○ 持続可能な観光モデル市町村協議会負担金        4,000千円 

 

113 ＤＭＯ連携コーディネーター配置事業【新規】  ４，３８２千円 

総務省の「地域おこし協力隊制度」を活用して、観光地域づくり法人（地域ＤＭＯ）と連携し

観光分野における地域課題及び観光振興に取り組む人材を確保するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 配置人員  1人 
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114 観光事業推進員配置事業【新規】  ５，９５３千円 

総務省の「地域活性化起業人」の制度を活用して、三大都市圏に勤務する民間企業の社員を

一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし、観光の推進を図ろうとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 受け入れ期間  令和3年4月 ～ 令和4年3月 

○ 受け入れ人数  1人 

（商工費・７款１項３目／商工観光課） 

 

115 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金  ５，１８５千円 

がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある地域において、危険住宅の移

転費用の一部を助成して安全な住宅地への移転を促進するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 実施予定戸数  危険住宅除去1戸、利子補給（住宅新築・購入、土地購入）1戸 

 

116 木造住宅耐震支援事業  ２，３８４千円 

 ● 木造住宅耐震診断等委託料  184千円 

耐震診断士による耐震診断の実施と家具等転倒防止器具の設置をすることにより、住宅の

地震に対する安全性の確保及び向上を図ろうとするものです。 

≪事業内容≫ 

  ○ 実施予定戸数  5戸 

 

 ● 木造住宅耐震補強工事助成事業補助金  2,200千円 

住宅の所有者が耐震診断後に耐震補強工事を行う場合、その住宅の補強工事にかかる費用

の一部を助成することにより住宅の安全性を確保・向上しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 実施予定戸数  建築物 2戸、建造物（ブロック塀） 1戸 

 

117 住宅安全安心リフォーム工事助成事業補助金  ２，０００千円 

住宅の所有者がバリアフリー化を含むリフォーム工事を行う場合、その工事費の一部を助成

することにより住環境の充実を図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 実施予定戸数  10戸 

 

118 宅地安全促進事業補助金  ４，０００千円 

がけの崩落によって周辺の住宅や道路等に被害を及ぼすと考えられる場合、がけの防災工事

に要する費用を助成して危険性を除外しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 実施予定件数  1件 

（土木費・８款１項２目／都市計画課） 
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119 交通安全対策工事（図９）  ４，０００千円 

交通安全対策交付金を活用し、経年劣化による更新や新たに設置が必要な箇所の交通安全施

設を整備するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 交通安全施設設置（ガードレール、区画線等）   野田1号線ほか 4路線 

 

120 市内各所側溝改修工事（図10）  １０，０００千円 

市内の道路側溝の老朽化等による通水の阻害や滞留を起因とする悪臭等の解消のため、計画

的に改修を行い、市民生活の安全、環境美化の改善を図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 新町3号線ほか  Ｌ＝300ｍ 

（土木費・８款２項２目／建設課） 

 

121 新庁舎周辺道路整備事業（図11）  １２０，７９７千円 

令和3年度は、新庁舎建設地の周辺道路整備として、只越天神町線の道路拡幅工事と(仮称)天

神町5号線との摺り付け工事を実施するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 新庁舎周辺道路工事積算現場技術支援業務委託   1,297千円 

   ○ 只越天神町線道路改良工事           101,000千円 

   ○ 物件移転補償金                 18,500千円 

（土木費・８款２項３目／新市庁舎建設推進室） 

 

122 中妻地区道路環境整備事業【新規】（図12）  ２５，０００千円 

東部地区津波復興拠点整備事業での用地買収に伴う代替地提供にあたり、代替地に接する中

妻地区の道路環境を整備するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 中妻地区道路舗装工事 

（土木費・８款２項３目／商工観光課） 

 

123 道路新設改良事業（図13）  ９２，８００千円 

歩行者と車両の安全な通行を確保するため、地域の通学路など生活道路の歩道改修や路面舗

装などを年次計画で実施するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 嬉石大平町線 ほか6路線 

○ 市内道路施設点検委託 一式 
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124 橋りょう改修・補強事業（図14）  １００，０００千円 

長寿命化修繕計画に基づき、計画的かつ予防保全的な維持管理を行い、歩行者と車両の安全

な通行を確保するため、点検業務及び耐震補強工事などを実施するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 栗橋24号線（中村橋） ほか2路線 

○ 橋梁5ヵ年定期点検委託 一式 

 

125 未登記道路用地等整備事業【新規】  １，０００千円 

市道における土地境界などの用地課題を解消し、適切な市道管理を図るため実施するもので

す。 

≪事業内容≫ 

○ 分筆測量登記業務委託 

（土木費・８款２項３目／建設課） 

 

126 河川改良事業（図15）  ５６，３８０千円 

市民生活の安全・安心の確保のため、市管理河川の改修や土砂撤去などの洪水対策を実施す

るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 久保沢川（緊急浚渫） ほか3河川 

 

127 河川安全対策事業（図16）  ５０，０００千円 

市民生活の安全・安心の確保のため、日常管理における市内各地区の沢々へのスクリーン設

置などと併せ、令和元年台風第19号被害による検証7地区のうち5地区を計画地として土砂災害

対策を実施するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 河川安全対策工事 

（土木費・８款３項２目／建設課） 

 

128 急傾斜地崩壊対策事業負担金  １，５００千円 

県が実施主体である当事業の負担金を継続的に支出し、急傾斜地で人家等に被害を及ぼす恐

れがある箇所の整備促進を図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 工事箇所  上中島町 

（土木費・８款３項３目／建設課） 
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129 釜石港振興事業  ８６，０３７千円 

釜石港の物流機能向上による地域経済の復興・活性化を図るため、荷主や船会社、企業等に

対し、コンテナ物流の拡大やＲＯＲＯ船定期航路の開設、更には完成自動車物流の再開を目的

としたポートセールス活動を行うほか、港湾荷役機械の管理運営を行っている釜石港物流振興

株式会社に対して補助金を交付し、加えて、釜石港利用拡大の観点から、荷主等に対し、インセ

ンティブである各種奨励金を交付するほか、専門的知見を有し、業界に人脈のある人材を、「釜

石港国際コンテナ戦略アドバイザー」として委嘱するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 釜石港国際コンテナ戦略アドバイザー委託料         2,400千円 

○ 釜石港コンテナ航路利用奨励金              23,500千円  

○ 釜石港コンテナ航路大口荷主奨励金            43,000千円  

○ 釜石港荷役機械整備事業補助金               3,537千円 

○ 釜石港荷役機械管理運営補助金              11,000千円 

○ 釜石港利活用促進事業補助金                 600千円 

○ 旅費                           2,000千円 

（土木費・８款４項１目／国際港湾産業課） 

 

130 都市計画マスタープラン策定事業  １０，０００千円 

第6次釜石市総合計画を上位計画として、第2次釜石市都市計画マスタープランを策定するも

のです。 

≪事業内容≫ 

○ 都市計画マスタープラン策定業務委託 

（土木費・８款５項１目／都市計画課） 

 

131 都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業）（平田地区） 

  １００，０００千円 

平田地区において、安全・安心な生活環境を形成するため、水門の整備等を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 水門工事、工事負担金 

（土木費・８款５項２目／建設課） 

 

132 公園施設長寿命化対策事業（図17）  ２６，０７６千円 

市内公園の遊具等は老朽化が進んでおり、計画的な維持補修が必要となっているため、「釜

石市公園施設長寿命化計画」に基づいて必要な更新を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 公園施設更新委託 
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133 大天場公園移転整備事業（図18）  ８２，０００千円 

釜石警察署の建設用地となった大天場公園の一部を移転整備し、地域住民の憩いの場を確保

しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 大天場公園移転整備工事 

 

134 都市公園等復旧整備事業（図19）  ２００，０００千円 

応急仮設住宅や仮設店舗の用地として利用されていた都市公園・広場の復旧整備を行い、子

ども達の遊び場や地域住民の憩いの場を確保しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 鈴子広場復旧整備工事 

（土木費・８款５項４目／都市計画課） 

 

135 職員住宅解体事業【新規】  １１，６０５千円 

建築から60年が経過し現在は使用されていない当該アパートは、経年劣化による損傷が進み、

近隣住民に危害が及ぶことが想定されるため、解体撤去しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 職員住宅解体工事 

（土木費・８款６項１目／総務課） 

 

136 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金  ７，６０８千円 

高齢者向け優良賃貸住宅の事業認定者が入居者の居住の安定を図るため、家賃を減額する際

に要する経費に対して補助するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 対象住宅  パル青葉6戸、あお空12戸 

 

137 住宅再建宅地対策補助金  ７，０００千円 

復興事業により市が整備した宅地の安全対策のため、被災者が行う土地の高低差に対する擁

壁や転落防止柵の設置、あるいは弱い地盤に対する地盤改良工事を行う費用の一部を補助する

ものです。 

≪事業内容≫ 

○ 転落防止柵設置補助、擁壁設置補助、地盤改良補助 
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138 住宅再建等利子補給補助金  ２，４００千円 

東日本大震災により被災した住宅の復興を支援するため、被災者が住宅を建設又は購入、補

修若しくは改修を目的に融資機関から借り入れた際の利子の一部を補助するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 補修 

・対 象：住宅金融支援機構又は民間金融機関から借入れて増改築又は改修する場合 

・補助額：当初5年間の利子額（補助上限額6,400千円、上限1％） 

○ 既往住宅債務 

・対 象：被災住宅に係る既存の住宅ローンを有し、新たに新築又は補修のために借入

れする場合 

・補助額：既往住宅債務の5年間分の利子相当額を一括補助（ただし、利子補給額は新

たな借入額を上限とする。） 

 

139 災害復興住宅新築等工事補助金  １８，０００千円 

東日本大震災により被災した住宅の復興を支援するため、被災者が一定の基準を満たすバリ

アフリー対応の住宅や一定量の県産材を使用した住宅を建設又は購入して居住する際の工事費

の一部を補助するものです。 

≪事業内容≫ 

○ バリアフリー対応工事 

・対 象：住宅性能評価基準の高齢者等配慮対策等級3以上の基準を満たす住宅 

・補助額：75㎡未満 400千円、75㎡以上120㎡未満 600千円、120㎡以上 900千円 

○ 県産材使用工事 

・対 象：県産材使用工事（10㎥以上） 

・補助額：10㎥以上20㎥未満 200千円、20㎥以上30㎥未満 300千円、30㎥以上 400千円 

 

140 被災者住宅再建支援事業  １５，０００千円 

東日本大震災により自宅が全壊、大規模半壊解体及び半壊解体した場合、被災者生活再建支

援金を受給した被災者が自宅を建設又は購入する際に助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 補助額  複数世帯：1,000千円、単身世帯：750千円 
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141 釜石市単独被災者住宅再建支援事業  ４３，２５０千円 

東日本大震災により自宅が全壊、大規模半壊解体及び半壊解体した被災者の生活再建を図る

ため、当該被災者が居住する住宅を新築又は購入する場合に要する経費に対して補助するもの

です。 

≪事業内容≫ 

○ 住宅再建補助金    上限1,300千円 

○ かさ上げ工事助成金  上限500千円（補助率2分の1） 

○ 利子補給       上限2,500千円 

○ 移転引越補助     一律50千円 

   ○ 水道工事補助     上限1,000千円 

 

142 公営住宅等長寿命化事業（図20）  ５０，０００千円 

老朽化が進む公営住宅を計画的に補修するため、「公営住宅等長寿命化計画」に基づいて、必

要な改善工事を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 上平田ニュータウン改良住宅外壁等改修工事 

（土木費・８款６項１目／都市計画課） 

 

143 上中島市営住宅解体事業（図21）【新規】  １５５，４８８千円 

施設や設備の老朽化が進んでいることから、入居者の移転後に、上中島市営住宅を解体する

ものです。 

≪事業内容≫ 

○ 上中島市営住宅解体工事  150,700千円 

○ 入居者移転費補助金     4,788千円 

（土木費・８款６項２目／都市計画課） 

 

144 消防車両等購入事業  ３７，５９７千円 

消防力の充実及び強化と災害に強いまちづくりを目指して、消防ポンプ自動車、資機材搬送

車を更新するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 購入車両等  消防ポンプ自動車（平田地区・第3分団第3部） 

資機材搬送車（団本部） 

（消防費・９款１項３目／消防課） 
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145 かまいし絆会議運営事業  ５００千円 

釜石の未来を担う市内の児童生徒が、自分たちの学校や地域の生活をよりよくするために何

ができるかを考え、将来の釜石市をつくるリーダーとなれる力を身に付けていくため、かまい

し絆会議として様々な活動を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 各学校消耗品購入費、会場等使用料 

 

146 特別支援教育支援員配置事業  ４２，９９４千円 

ＬＤ（学習障がい）、ＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障がい）、高機能自閉症等や身体的な障が

いをもつ児童生徒の学校生活上の介助や学習活動上の支援を行う特別支援教育支援員を小中学

校へ配置して障がいによる困難を克服するための教育を充実しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 配置人員  19人 

 

147 かまいしコミュニティスクール推進事業  ２，１００千円 

釜石市の鉄の歴史や風土、伝統、有形無形の財産を活用して郷土理解を深めるとともに、郷

土の誇りや愛着を育てるための活動、地域の人材の活用をはじめとする学校の自主的な活動に

対して助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 交付額  1校あたり150千円（小学校9校、中学校5校） 

 

148 こころのケア事業  ３，４６９千円 

東日本大震災に起因するストレスによって自分自身や周囲も気付きにくい心身の細やかな変

化が現れており適切な対処が必要なことから、ストレス障害などを早期に把握するなどきめ細

かなケアを継続的に行うためスクールソーシャルワーカーを配置するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 配置人員  1人 

 

149 教育用コンピュータ等整備事業  ３５，４９１千円 

小中学校で使用している教育用パソコン及び周辺機器などのＩＣＴ環境を整備することによ

って情報化教育を推進しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 教育用ＰＣ、サーバ等賃借料 

○ 校務用ＰＣ及び統合型校務支援システム賃借料 

   ○ ウイルス対策セキュリティソフトライセンス料 
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150 ＩＣＴ支援員配置事業  ２，９５３千円 

急速に進む学校のＩＣＴ化により環境が大きく変わる学校現場の負担を軽減し、ＩＣＴ環境

が児童生徒の学びのためにより有効に活用されるよう、日常的な教員のＩＣＴ活用を支援する

ＩＣＴ支援員を配置するものです。 

≪事業内容≫ 

○ ＩＣＴ支援員業務委託 

○ 配置人数  2人 

○ 業務内容 

 ・ＩＣＴ機器を活用した授業等の支援 

 ・教員を対象とした研修の実施 

 ・ＩＣＴ活用に係る学校からの問い合わせや相談への対応 

 

151 学校生活管理指導票作成料補助事業【新規】  １３０千円 

児童生徒のアレルギー疾患に対応するため、年に一度保護者に提出を求めている「学校生活

管理指導票」の作成料は、保護者負担となっているが、特に、経済的負担の大きい要保護・準要

保護世帯及び特別支援教育就学奨励費支給世帯に対して作成料の補助を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 対象人数  40人 

（教育費・10款１項３目／学校教育課） 

 

152 学校空調整備事業（小学校費）  ３，３７７千円 

令和3年度において、唐丹小学校の普通教室数が増える見込みであることから、夏季の熱中

症対策として空調設備を増設するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 唐丹小学校空調整備工事 

（教育費・10款２項１目／教育委員会総務課） 

 

153 ＩＣＴ活用教育推進事業（小学校費）  １７，８２２千円 

ＧＩＧＡスクール構想の推進により、学習指導要領の示すねらいを達成し、多様な子どもた

ち一人一人に個別最適化され、資質・能力を一層確実に育成できるよう、ＩＣＴ活用教育の環

境を全校に整えるものです。 

≪事業内容≫ 

○ ＩＣＴ機器及び学習用ソフトウェア賃借料 

○ 教員用タブレットPC 110台 

○ 児童用タブレットPC 1,286台 

○ ほか、電子黒板、アクセスポイント、プログラミング教材等 

（教育費・10款２項２目／学校教育課） 
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154 旧小佐野中学校解体事業  ５，０００千円 

既に閉校している旧小佐野中学校校舎について、小川地区及び小佐野地区のまちづくりを促

進するため、解体に係る設計業務を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 旧小佐野中学校解体設計業務委託 

 

155 学校環境整備事業（中学校費）  ３，０００千円 

教育環境の向上のために必要な施設等の整備を進めるものです。 

≪事業内容≫ 

○ 釜石中学校校舎・屋内運動場雨漏り対策修繕 など 

（教育費・10款３項１目／教育委員会総務課） 

 

156 ＩＣＴ活用教育推進事業（中学校費）  １２，３６４千円 

ＧＩＧＡスクール構想の推進により、学習指導要領の示すねらいを達成し、多様な子どもた

ち一人一人に個別最適化され、資質・能力を一層確実に育成できるよう、ＩＣＴ活用教育の環

境を全校に整えるものです。 

≪事業内容≫ 

○ ＩＣＴ機器及び学習用ソフトウェア賃借料 

○ 教員用タブレットPC 84台 

○ 生徒用タブレットPC 662台 

○ ほか、電子黒板、アクセスポイント、プログラミング教材等 

（教育費・10款３項２目／学校教育課） 

 

157 放課後子ども教室推進事業  ３，１１０千円 

子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため、地域の

ボランティアが子どもたちとともに勉強やスポーツ、文化活動、住民との交流活動を実施する

ことで、安全・安心な居場所づくりを行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 実施場所  公民館、学校内施設、復興公営住宅集会室、集会所等 

6教室（7小学校区） 
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158 地域学校協働活動体制推進事業  ４，５０４千円 

地域と学校が連携、協働し、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく地域学校

協働活動の推進体制（地域学校協働本部）を設置し、地域と学校の連絡調整等を行う地域コー

ディネーターの配置のもと、地域住民等の参画を得ながら、学校支援活動をはじめとする様々

な地域学校協働活動を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 地域学校協働本部設置校  釜石小学校、栗林小学校、鵜住居小学校、 

甲子小学校、白山小学校 

（教育費・10款６項１目／まちづくり課） 

 

159 「かまいしの第九」演奏会開催事業補助金  ２，０００千円 

音楽活動を通じて当市の文化活動の創造と発展を目的に開催される、ベートーベン交響曲第

九番の演奏会の公演に対して助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 助成先  「かまいし第九」実行委員会 

○ 開催日  令和3年12月12日（日） ※予定 

○ 会 場  釜石市民ホール 

（教育費・10款６項１目／文化振興課） 

 

160 鵜住居公民館川目分館解体事業【新規】  ５，００５千円 

老朽化している鵜住居公民館川目分館を川目集会所として建替えしたため、当該分館を解体

するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 鵜住居公民館川目分館解体工事 

 

161 小佐野公民館向定内分館解体事業【新規】  ５，０６０千円 

老朽化している小佐野公民館向定内分館を向定内集会所として建替えするにあたり、当該分

館を解体するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 小佐野公民館向定内分館解体工事 

（教育費・10款６項２目／まちづくり課） 

 

162 埋蔵文化財保存事業  １１，７５２千円 

埋蔵文化財の保護を目的として遺跡詳細分布調査を行うとともに、個人住宅の建設事業や各

種開発事業に伴う試掘確認調査を実施するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 個人住宅の建設事業や各種開発事業に伴う試掘確認調査 

○ 縄文時代前期の遺跡の詳細分布調査 
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163 歴史はっけん事業  ４，０００千円 

市内に埋もれた歴史や文化財を発見または再発見し、子どもから大人まで幅広く伝えるとと

もに、広くまちづくりに活用し、最終的に歴史・文化財に関する釜石市文化財保存活用地域計

画の策定を目指そうとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 釜石市文化財保存活用地域計画協議会の開催 

○ 市内文化財の調査や講演会の開催 

 

164 屋形貝塚保存活用事業  １１，９７５千円 

屋形遺跡は、貝塚を伴う縄文時代の集落跡であり、縄文時代の生活を解明していく上で重要

な遺跡であることから、保存・活用しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 釜石市屋形遺跡調査指導委員会の開催（2回） 

○ 保存・活用のための内容確認調査 

 

165 釜石市郷土芸能祭開催事業  １，３９３千円 

市内に伝わる郷土芸能について、広く市民に周知を図るとともに、伝承活動に携わっている

団体に活動発表の機会を提供することにより、郷土芸能の次世代への確実な伝承と継承者を育

成しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 開催時期  令和4年2月（予定） 

○ 開催場所  釜石市民ホール 

（教育費・10款６項５目／文化振興課） 

 

166 橋野高炉跡整備事業  ４１，８７６千円 

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産である橋野鉄鉱山の保全と活用を推進する

ため、「橋野鉄鉱山の保存・整備・活用に関する計画」に基づき、採掘場跡及び運搬路跡も含め

た史跡整備を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 会計年度任用職員経費                    3,733千円 

○ 史跡整備検討委員会の開催（2回）                164千円 

○ 範囲内容確認調査委託（遺跡測量、出土遺物の保存処理・整理、 

自然科学分析）                       29,710千円 

○ 橋野高炉跡整備事業委託（石垣微動調査）           7,100千円 

○ その他経費                         1,169千円 

（教育費・10款６項５目／世界遺産課） 
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167 スポーツ振興事業  ４，５６４千円 

釜石市体育協会と連携をとりながら、スポーツの振興及び競技力の向上を図るとともに、友

好都市である富山県朝日町で開催される「全国ビーチボール競技大会」へ釜石市からチーム及

び職員を派遣して交流を深めるものです。 

≪事業内容≫ 

○ 全国ビーチボール競技大会参加経費               505千円 

○ 釜石市体育協会運営事業補助金                4,000千円 

○ 各種団体負担金                         8千円 

○ 旅費                              51千円 

 

168 各種大会等助成事業  ６，８００千円 

市内で開催する各種スポーツ大会に対して助成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ かまいし仙人峠マラソン大会実行委員会負担金         4,000千円 

○ 岩手県弓道釜石大会事業補助金                 50千円 

○ 三陸海岸学童軟式野球大会事業補助金              50千円 

○ ＳＡＮＲＩＫＵ ＣＵＰビーチボール競技大会事業補助金     50千円 

○ 鉄と魚のまち釜石潮騒ウォーク事業補助金            50千円 

○ 釜石市長杯争奪スポーツチャンバラ大会事業補助金        50千円 

○ 全国ビーチボール競技大会参加事業補助金            50千円 

○ はまゆりラージボール卓球大会事業補助金            50千円 

○ 釜石市トライアスロン協会事業補助金             1,100千円 

○ 釜石オープンウォータースイミング大会事業補助金        650千円 

○ 東海市スポーツ交流事業補助金                 500千円 

○ その他各種大会分（4競技）                    200千円 

 

169 ラグビッグドリーム事業  １，０００千円 

当市の象徴の一つであるラグビーを通じて、釜石の魅力を市内外に発信するとともに、その

代表的存在である釜石シーウェイブスＲＦＣの強化・支援を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 招待試合の開催 

○ ラグビーを通じた交流イベントの開催 

 

170 ラグビーによる人材育成事業  ９３８千円 

当市が誇る「ラグビー」という地域資源を活用し、児童、生徒がラグビーの魅力や楽しさに触

れながら、心身の健康増進、体力向上、ラグビー精神を身に付けた将来を担う人材の育成を図

るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 市内「小中学校ラグビーのまち釜石」教室の開催 
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171 いわて・かまいしラグビーメモリアルイベント開催事業  ６８，２３２千円 

ラグビーワールドカップ2019™で中止となった「ナミビア対カナダ戦」の実現を軸とするラグ

ビーイベントを開催し、ラグビーを活かしたまちづくりの推進と交流人口の増大、イメージア

ップを図るものです。 

≪事業内容≫ 

○ 開催時期  令和3年11月（予定） 

○ 開催場所  釜石鵜住居復興スタジアム ほか 

○ 内  容  ラグビー国際試合「ナミビア対カナダ」、ファンゾーンイベント等 

 

172 スポーツ合宿誘致推進事業    ３，６３２千円 

釜石鵜住居復興スタジアムや根浜海岸多目的広場、市民体育館等当市のスポーツ施設を活用

し、団体スポーツ合宿を誘致することにより、スポーツ振興を図るとともに、スポーツツーリズ

ムの推進につなげるものです。 

≪事業内容≫ 

○ スポーツ合宿事業費補助金 

     補助対象者：市外のスポーツ団体 

     補助対象経費：交通費（限度額25万円以内）、宿泊費（限度額10万円以内） 

 

173 釜石ラグビー映像配信事業  【新規】  ２，６５０千円 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各種イベントが中止や延期されるほか、交流人口の

縮小に伴う経済活動の衰退が著しい状況下において、当市が震災からの復興の柱として取り組

んできたラグビーワールドカップ開催を通じて学んだ、度重なる震災や苦難にも負けず、何度

も立ち上がり、ともにパスをつなぎながら走り続ける「釜石ラグビー」の復興の精神を映像配信

を通じて感じてもらうものです。 

≪事業内容≫ 

○ 映像制作委託 

○ かまいしラグビー応援団映像配信事業補助金 

（教育費・10款７項１目／スポーツ推進課） 

 

174 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ホストタウン事業  １２，９１０千円 

平成29年11月、オーストラリアを相手国として「復興『ありがとう』ホストタウン」に登録さ

れ、これまで様々な交流を行ってきましたが、本年度の東京2020オリンピック・パラリンピック

競技大会に向けて更なる機運醸成を図り、オーストラリアとの継続交流を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ オーストラリアチーム及び関係者を招聘しての交流 

○ ラグビーを通じた青少年の相互交流 
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175 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業  １，５００千円 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、様々な関連イベントを実施し、

大会の機運を醸成するものです。 

≪事業内容≫ 

○ オリンピック聖火リレー及びパラリンピック聖火フェスティバルの実施 

○ パブリックビューイングの開催 

（教育費・10款７項１目／国際交流課） 

 

176 釜石鵜住居復興スタジアム活用検討事業  １，８８０千円 

釜石鵜住居復興スタジアムをラグビーワールドカップ開催のレガシーとして、将来にわたり

市民・県民に愛され、ラグビーをはじめとする各種スポーツや音楽、イベント、健康づくり、防

災学習等幅広く活用できる方策を検討するとともに、収益性や公共性に資する持続可能で効率

的で施設の価値を高める維持管理手法の検討を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 釜石鵜住居復興スタジアム運営委員会の開催  4回 

○ 釜石鵜住居復興スタジアム運営アドバイザーの配置 

○ 釜石鵜住居復興スタジアム運営コーディネーターの配置 

（教育費・10款７項２目／スポーツ推進課） 

 

177 公共土木施設災害復旧事業（元年豪雨災）（図22）  ６４，２１０千円 

令和元年10月台風第19号の影響により損壊した市内各所の市道等において、市民生活の安

全・安心の確保のため復旧工事を実施するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 道路  53箇所 

○ 河川  12箇所 

○ 橋梁   1箇所 

（災害復旧費・11款３項１目／建設課） 

 

178 釜石市魚市場水揚奨励補助金  ５，０００千円 

釜石市魚市場の水揚げ増強を図るため、釜石市魚市場に水揚げし給氷する旋網漁船及びさん

ま棒受け網漁船を対象とした氷の購入に係る助成事業に対して市が補助するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 助成事業   市外船籍の旋網漁船及びさんま棒受け網漁船であり、釜石市魚市場

に年間 500万円以上水揚げし、かつ、釜石市漁業協同組合連合会か

ら氷を購入し、給氷した漁船に対する氷の購入費用の助成事業。 

○ 補助金額   対象となる漁船の氷購入費用の3分の1以内の額（1,000円未満切り捨

てる。）とし、1隻あたり年間50万円を限度とする。 

（魚市場会計／水産課） 
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179 下水道事業（未普及解消（補助））  １７３，０００千円 

未普及地区の解消を目指して市内各所の汚水管路施設を整備するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 鵜住居地区汚水管渠実施設計業務委託          25,000千円 

○ 鵜住居地区舗装復旧工事（その2）（図23）         20,000千円 

○ 大畑第1地区汚水管布設工事（その7）（図24）      40,000千円 

○ 中妻（八雲）地区汚水管布設工事（その2）（図25）   25,000千円 

○ 釜石（天神）地区汚水管布設工事（図26）        3,000千円 

○ 平田・上平田地区汚水管布設工事（図27）        60,000千円 

 

180 下水道事業（未普及解消（単独））  ２３，０００千円 

未普及地区の解消を目指して市内各所の汚水管路施設を整備するものです。 

≪事業内容≫ 

○ 大畑第1地区汚水管布設工事（末端）（図28）     21,000千円 

○ 公設桝設置工事                   2,000千円 

 

181 処理場改築・更新事業  １２２，０００千円 

老朽化している処理場を改築・更新しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 大平下水処理場汚泥処理棟耐震化工事（その2）（図29）   105,000千円 

○ 大平下水処理場汚泥処理棟耐震化工事監理業務委託（その2）  5,000千円 

○ 大平下水処理場汚泥処理棟鋼製階段等設置工事（図30）    12,000千円 

 

182 汚水管改築・更新事業  ３９，９００千円 

老朽化している汚水管路を改築・更新しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 大只越地区汚水管更生工事（図31）         35,000千円 

○ 大只越町取付管更新工事（図32）            900千円 

   ○ 釜石（只越）地区汚水管布設工事（図33）       4,000千円 

 

183 雨水管改築・更新事業  ２５，０００千円 

老朽化している雨水幹線を改築・更新しようとするものです。 

≪事業内容≫ 

○ 釜石3号雨水幹線実施設計業務委託（その2）   5,000千円 

○ 市内各所雨水幹線スクリーン設置工事      1,000千円 

○ 釜石2号雨水枝線布設替工事（図34）      9,000千円 

   ○ 中妻（千鳥）地区雨水排水ポンプ槽設置工事  10,000千円 

（公共下水道会計／下水道課） 
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184 鵜住居地区施設再編事業（図35）  ５１２，５４３千円 

復興まちづくりに併せ進めてきた鵜住居地区の施設再編（配水池工事）を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 送水管布設工事      72,000千円 

○ 配水池新設工事      304,543千円 

○ 工事用道路整備工事    126,000千円 

○ 用地取得費        10,000千円 

 

185 老朽施設更新事業  １００，０００千円 

水道水の安定供給を図るため老朽管の布設替等を行うものです。 

≪事業内容≫ 

○ 平田地区配水管布設替工事（図36）                30,000千円 

   ○ 甲子地区配水管布設替工事（図37）               20,000千円 

○ 中央監視施設更新工事                     49,000千円 

○ ポンプ場設備（発電機用バッテリー）更新工事          1,000千円 

 

186 水道施設台帳整備事業【新規】  ２５，０００千円 

施設の適切な維持管理を図るため、施設台帳整備を進めるものです。 

≪事業内容≫ 

○ 水道施設台帳整備業務委託 

（水道会計／水道事業所） 



１．令和3年度新規事業一覧

(単位:千円)
金　　　額金　　　額

１．一般会計

第２款 総務費 103,278

(1) まちの人事部事業 86,572

(2) デジタルマーケティング推進員配置事業 5,953

(3) かまいし未来づくりプロジェクト事業 500

(4) 上小川・中小川集会所建設事業 253

(5) 被災21地区の復興記録誌作成事業 10,000

第３款 民生費 11,970

(1) 地域生活支援拠点体制整備事業 3,873

(2) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 4,137

(3) へき地保育所解体費用補助金 3,960

第５款 労働費 8,774
(1) 釜石高等職業訓練校改修事業 4,466
(2) 就業支援員配置事業 4,308

第６款 農林水産業費 20,219

(1) 釜石市農業振興総合支援事業 5,000

(2) 農業振興コーディネーター事業 10,127

(3) 釜石型農業推進事業 1,808

(4) 市民農園設置事業 2,898

(5) 観光農園設置事業 386

第７款 商工費 28,340

(1) 誘客促進事業 1,441

(2) サスティナブルツーリズム構想推進事業 16,564

(3) ＤＭＯ連携コーディネーター配置事業 4,382
(4) 観光事業推進員配置事業 5,953

第８款 土木費 193,093

(1) 未登記道路用地等整備事業 1,000

(2) 中妻地区道路環境整備事業 25,000

(3) 職員住宅解体事業 11,605

(4) 上中島市営住宅解体事業 155,488

第10款 教育費 12,845

(1) 学校生活管理指導票作成料補助事業 130

(2) 鵜住居公民館川目分館解体事業 5,005

(3) 小佐野公民館向定内分館解体事業 5,060

(4) 釜石ラグビー映像配信事業 2,650

Ⅴ 資料編

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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(単位:千円)
金　　　額金　　　額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

２．水道事業会計 25,000

(1) 水道施設台帳整備業務 25,000

378,519

0

25,000企　業　会　計　合　計　（　１件）

特　別　会　計　合　計　（　０件）

一　般　会　計　合　計　（２７件）
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２．令和3年度主要事業一覧

(1)　一般会計予算

 （歳　入） (単位:千円)
金　　　額金　　　額

第１款 市税 4,184,978

(1) 市民税個人分 1,254,607

(2) 市民税法人分 433,544

(3) 固定資産税 2,073,395

(4) 国有資産等所在市町村交付金 58,515

(5) 軽自動車税 98,750

(6) 市たばこ税 266,154

(7) 都市計画税 13

第２款 地方譲与税 215,692

(1) 地方揮発油譲与税 45,000

(2) 自動車重量譲与税 110,400

(3) 特別とん譲与税 18,800

(4) 森林環境譲与税 41,492

第３款 利子割交付金 2,298

第４款 配当割交付金 7,229

第５款 株式等譲渡所得割交付金 3,389

第６款 法人事業税交付金 105,369

第７款 地方消費税交付金 705,000

第10款 環境性能割交付金 19,949

第11款 地方特例交付金 20,000

第12款 地方交付税 4,850,000

(1) 普通交付税 4,100,000

(2) 特別交付税 750,000

第13款 交通安全対策特別交付金 4,300

第14款 分担金及び負担金 68,784

(1) 総務費分担金 3,630

(2) 民生費負担金 60,647

(3) 衛生費負担金 4,507

第15款 使用料及び手数料 473,287

(1) 総務使用料 41,082

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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 （歳　入） (単位:千円)
金　　　額金　　　額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(2) 民生使用料 2

(3) 衛生使用料 13,333

(4) 農林水産使用料 28

(5) 商工使用料 21,724

(6) 土木使用料 364,545

(7) 教育使用料 5,025

(8) 総務手数料 21,826

(9) 衛生手数料 3,174

(10) 農林水産手数料 3

(11) 土木手数料 2,545

第16款 国庫支出金 3,418,054

(1) 民生費国庫負担金 1,738,386

(2) 衛生費国庫負担金 1,500

(3) 災害復旧費国庫負担金 29,316

(4) 総務費国庫補助金 284,734

(5) 民生費国庫補助金 147,930

(6) 衛生費国庫補助金 6,822

(7) 労働費国庫補助金 14,382

(8) 商工費国庫補助金 8,282

(9) 土木費国庫補助金 1,142,944

(10) 教育費国庫補助金 37,275

(11) 総務費委託金 936

(12) 民生費委託金 5,547

第17款 県支出金 1,216,023

(1) 総務費県負担金 90,000

(2) 民生費県負担金 760,323

(3) 衛生費県負担金 750

(4) 総務費県補助金 5,218

(5) 民生費県補助金 165,268

(6) 衛生費県補助金 4,072

(7) 労働費県補助金 2,977

(8) 農林水産業費県補助金 35,006

(9) 商工費県補助金 77

(10) 土木費県補助金 32,941

(11) 教育費県補助金 30,792

(12) 総務費委託金 75,294

(13) 民生費委託金 498

(14) 衛生費委託金 5,316

(15) 農林水産業費委託金 3,010

(16) 商工費委託金 684

(17) 土木費委託金 3,797
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 （歳　入） (単位:千円)
金　　　額金　　　額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

第18款 財産収入 212,366

(1) 財産貸付収入 192,367

(2) 利子及び配当金 6,608

(3) 物品売払収入 845

(4) 生産物売払収入 12,546

第19款 寄附金 400,000

(1) 総務費寄附金 400,000

第20款 繰入金 1,905,904

(1) 財政調整基金繰入金 1,111,062

(2) 社会福祉基金繰入金 430

(3) 活性化基金繰入金 15,370

(4) 減債基金繰入金 29,444

(5) 復興まちづくり基金繰入金 415,805

(6) スポーツ振興基金繰入金 5,682

(7) 庁舎建設基金繰入金 158,167

(8) 教育振興基金繰入金 59,389

(9) ラグビーこども未来基金繰入金 90,167

(10) 森林環境譲与税基金繰入金 20,388

第21款 繰越金 100,000

第22款 諸収入 851,478

(1) 延滞金 3,000

(2) 市預金利子 10

(3) 中小企業振興資金預託金元利収入 300,000

(4) 奨学資金貸付金収入 14,581

(5) 消費者救済資金貸付預託金元利収入 15,000

(6) 災害援護資金貸付金元利収入 43,187

(7) 釜石まちづくり株式会社貸付金元利収入 3,641

(8) 受託事業収入 1,972

(9) 滞納処分費 1,305

(10) 雑入 432,782

(11) 弁償金 36,000

第23款 市債 1,722,900

(1) 総務債 1,027,900

(2) 民生債 108,000

(3) 衛生債 7,000

(4) 農林水産業債 74,000

(5) 商工債 7,600

(6) 土木債 250,100

(7) 消防債 214,200

(8) 災害復旧債 34,100

20,487,000歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計
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 （歳　出） (単位:千円)
金　　　額金　　　額

第１款 議会費 176,528

(1) 正副議長活動費 1,528

(2) 議会活動費 11,469

(3) 議会事務局事務費 7,509

第２款 総務費 3,756,264

(1) 秘書事務経費 7,905

(2) 災害応援職員経費 13,949

(3) 職員採用試験経費 1,587

(4) 職員研修費 10,649

(5) ＤＸ推進員配置事業 5,953

(6) 職員等健康診断経費 5,581

(7) 情報管理システム経費 110,697

(8) 市役所電子化推進事業 10,000

(9) 釜石大槌地区行政事務組合負担金 29,542

(10) 地域情報通信施設維持管理費 91,822

(11) 広報かまいし発行事業 26,871

(12) 庁舎等維持管理費 67,114

(13) 公用車管理費 7,799

(14) いのちをつなぐ未来館運営事業 18,270

(15) 魚河岸にぎわい館運営事業 12,218

(16) 情報交流センター運営事業 20,301

(17) 橋野鉄鉱山インフォメーションセンター維持管理費 5,021

(18) 定住促進住宅維持管理費 5,427

(19) 三陸鉄道運営支援事業 36,251

(20) 三陸鉄道利用促進事業 1,119

(21) 路線バス運行維持事業 14,628

(22) 支線化バス運行事業 50,765

(23) 空家等対策推進事業 3,791

(24) まち・ひと・しごと創生事業 1,000

(25) 高校生のキャリア構築支援事業 20,175

(26) まちの人事部事業 86,572

(27) 地方創生SDGs推進員配置事業 5,953

(28) デジタルマーケティング推進員配置事業 5,953

(29) 結婚支援事業 4,955

(30) 国際交流員配置事業 9,340

(31) 地域おこし協力隊事業 7,000

(32) スマートコミュニティ推進事業 1,000

(33) ディーニュ・レ・バン市ラグビー交流推進事業 4,000

(34) かまいしラグビーレガシー継承事業 2,209

(35) ふるさと便お届け事業 400,000

(36) 定住推進事業 23,298

(37) 次世代ＵＩターン喚起事業 2,340

(38) 空き家活用推進事業 8,244

(39) 新型コロナウイルス感染症対策学生支援事業 4,000

(40) 橋野鉄鉱山事業 7,367

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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 （歳　出） (単位:千円)
金　　　額金　　　額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(41) 行政連絡員経費 20,840

(42) 集会所維持管理費 4,899

(43) みんなで創る地域会議事業 7,621

(44) コミュニティ支援員配置事業 13,579

(45) 生活再建移行期被災者支援連絡員事業 32,458

(46) 向定内集会所建設事業 145,530

(47) 生活応援センター維持管理費 17,770

(48) 市営釜石ビル維持管理費 19,213

(49) 交通安全対策経費 6,170

(50) 国際交流事業 10,542

(51) 防災関係経費 34,975

(52) 防災行政無線整備事業 23,540

(53) 防災士養成研修講座事業 2,618

(54) 防災資機材整備事業 1,200

(55) 洪水・土砂災害ハザードマップ作成事業 4,714

(56) 避難道路整備事業 70,000

(57) 東日本大震災犠牲者追悼式開催経費 2,827

(58) 東日本大震災検証事業 14,225

(59) 被災21地区の復興記録誌作成事業 10,000

(60) 防犯関係経費 4,512

(61) 東日本大震災復旧・復興支援団体表彰事業 11,000

(62) 新庁舎建設事業 37,370

(63) 市民税賦課事務費 10,266

(64) 固定資産税賦課事務費 26,385

(65) 軽自動車税賦課事務費 3,348

(66) 市税等徴収経費 12,351

(67) 市税償還金 26,000

(68) 戸籍住民基本台帳事務経費 24,984

(69) マイナンバーカード取扱事務経費 2,978

(70) 社会保障・税番号制度システム整備事業 20,062

(71) 衆議院議員選挙費 26,700

(72) 各種統計調査費 2,350

(73) 地籍調査事業 120,000

第３款 民生費 6,032,370

(1) 民生児童委員関係経費 7,843

(2) 福祉医療給付システム経費 1,214

(3) 医療費給付事業（社会福祉総務費） 77,769

(4) 釜石市社会福祉協議会運営費補助金 20,672

(5) 婦人保護事業 3,066

(6) 避難行動要支援者避難支援対策事業 6,780

(7) 東日本大震災災害援護資金貸付金利子補給補助金 1,592

(8) ご近所支えあい復興事業 9,547

(9) 生活困窮者自立支援事業 18,641

(10) 医療・福祉等人材確保対策事業 11,640

（医療・保健・福祉人材確保型奨学金返還補助金）

（福祉人材確保型奨学金返還補助金）

(2,040)

(2,400)
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 （歳　出） (単位:千円)
金　　　額金　　　額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

（医療・福祉等従事者奨学資金貸付金）

(11) 成年後見センター運営事業 8,258

(12) 老人福祉事業費 7,450

(13) 老人福祉センター運営事業 7,467

(14) 敬老事業関係経費 6,027

(15) 老人クラブ補助金 1,801

(16) 釜石市シルバー人材センター運営費補助金 15,235

(17) 老人保護措置費 168,759

(18) 介護保険会計繰出金 656,743

(19) ふれあい交流センター清風園運営事業 2,202

(20) 介護施設等整備事業費補助金 18,820

(21) 後期高齢者医療事業 607,362

(22) 障がい者自立支援給付事業費 887,486

(23) 特別障がい者手当等給付事業 21,271

(24) 障がい者自立支援給付システム運用経費 1,354

(25) 社会福祉施設建設資金借入金償還費補助金 2,934

(26) 障がい者地域生活支援事業費 39,223

(27) 障がい者地域活動支援センターⅠ型事業 8,400

(28) 障がい者地域活動支援センターⅡ型事業 19,259

(29) 地域生活支援拠点体制整備事業 3,873

(30) 障がい支援区分認定事業 1,632

(31) 身体障害者福祉センター運営事業 18,428

(32) 国民健康保険会計繰出金 325,411

(33) 地域子ども・子育て支援事業 53,712

(34) 利用者支援事業 7,255

(35) 地域子育て支援拠点事業 44,566

(36) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 4,137

(37) すくすく親子教室運営経費 18,894

(38) 岩手県沿岸知的障害児施設組合負担金 126,831

(39) 児童館管理運営費 44,854

(40) 児童健全育成事業 87,359

(41) 児童遊園維持管理費 1,683

(42) 特定教育・保育サービス促進事業 15,936

(43) 保育施設改修補助事業 2,943

(44) 保育士等確保対策事業 10,812

(45) へき地保育所解体費用補助金 3,960

(46) 新型コロナウイルス感染症対策事業 32,500

(47) 子ども・子育て支援給付事業 944,294

(48) 障害児通所支援事業 37,893

(49) 児童手当交付事業 359,220

(50) 医療費給付事業（母子父子福祉費） 62,711

(51) 児童扶養手当給付事業 139,341

(52) ひとり親家庭支援事業 1,710

(53) 上中島こども園管理運営費 27,881

(54) 生活保護適正実施推進等事業 11,657

(55) 生活保護就労支援相談員設置事業 2,647

(7,200)
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 （歳　出） (単位:千円)
金　　　額金　　　額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(56) 被保護者就労準備支援事業 2,265

(57) 生活保護費 594,257

(58) 災害弔慰金 7,500

(59) 応急仮設住宅設置経費 4,143

第４款 衛生費 1,700,887

(1) 母子健康診査事業 27,838

(2) 救急医療対策事業 20,028

(3) 水道事業会計負担金 59,706

(4) 水道事業会計出資金 31,163

(5) 保健福祉センター維持管理費 144,076

(6) 地域医療連携推進事業 2,205

(7) 医師確保対策事業 33,409

(8) 特定不妊治療費助成事業 1,300

(9) 歯科保健事業 1,181

(10) がん検診事業 52,353

(11) 地域健康支援システム運用経費 4,200

(12) 鵜住居地区仮設医療センター管理事業 2,165

(13) 地域外来検査実施事業 9,274

(14) 養育医療給付事業 3,004

(15) 「新しい生活様式」に基づく市民の健康サポート事業 2,586

(16) 健康診査事業 2,219

(17) 産前・産後サポート事業 2,484

(18) 産後ケア事業 1,065

(19) 妊産婦家事支援サービス事業 2,258

(20) 予防接種事業 112,511

(21) 生活応援センター保健事業 4,117

(22) 環境保全事業 3,747

(23) 浄化槽設置整備事業 11,585

(24) 釜石斎場運営経費 32,247

(25) 墓地管理費 3,628

(26) 水道未普及地域対策事業 15,000

(27) 資源物分別作業所維持管理費 6,346

(28) ごみ処理経費 246,236

(29) リサイクル推進事業 4,394

(30) 岩手沿岸南部広域環境組合負担金 472,194

(31) 釜石大槌地区行政事務組合負担金 167,637

第５款 労働費 50,173

(1) 地域雇用サポート事業 28,764

(2) 釜石高等職業訓練校改修事業 4,466

(3) 就業支援員配置事業 4,308

(4) 働く婦人の家管理運営費 3,591

第６款 農林水産業費 507,700

(1) 中山間地域等直接支払推進事業 4,716
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 （歳　出） (単位:千円)
金　　　額金　　　額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(2) 鳥獣被害防止総合対策事業 5,964

(3) 多面的機能支払推進事業 1,645

(4) 農業振興地域整備計画策定事業 4,000

(5) 釜石市農業振興総合支援事業 5,000

(6) 農業振興コーディネーター事業 10,127

(7) 釜石型農業推進事業 1,808

(8) 市民農園設置事業 2,898

(9) 畜産業振興事業 3,715

(10) 農道・農業用施設等維持補修費 5,000

(11) 林業関係団体負担金 1,547

(12) 林道等維持補修費 5,240

(13) 有害鳥獣対策事業 8,243

(14) 森林経営管理事業 20,388

(15) 森林病害虫等防除緊急対策事業 4,000

(16) 被災者住宅再建支援釜石市産木材活用住宅推進事業補助金 7,800

(17) 県単治山事業負担金 1,000

(18) 河川安全対策事業 30,000

(19) 公有林整備事業 23,791

(20) 漁業集落排水会計負担金 23,435

(21) 漁業集落排水会計出資金 9,947

(22) 水産業融資事業費 2,107

(23) 漁業共済掛金補助金 8,410

(24) 水産業振興事業 4,349

(25) 漁場磯焼対策事業補助金 1,200

(26) 水産業研究推進事業 2,000

(27) 魚類養殖生産研究事業 8,000

(28) 漁業就業者育成支援事業 1,912

(29) 漁港施設等維持管理費 12,251

(30) 水産生産基盤整備事業（仮宿漁港） 30,000

(31) 県営漁港整備負担金 29,000

第７款 商工費 995,048

(1) 消費生活センター運営事業 9,277

(2) 消費者救済資金貸付預託金 15,000

(3) 中小企業融資事業費 342,400

(4) 釜石商工会議所事業 8,250

(5) 鵜住居地区商業施設運営支援事業 4,176

(6) 工業振興事業 1,885

(7) 釜石・大槌地域産業育成センター事業 42,158

(8) 物産振興費 4,613

(9) 企業誘致推進事業 1,787

(10) 研究開発推進事業 6,290

(11) 新型コロナウイルス感染症経済対策事業 19,000

(12) 新型コロナウイルス感染症対策かまいしエール券事業 180,000

(13) 再生可能エネルギー導入推進事業 5,194

(14) 観光施設等維持管理費 44,327

(15) 観光関係団体負担金 2,736

69



 （歳　出） (単位:千円)
金　　　額金　　　額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(16) 鉄の歴史館維持管理費 23,755

(17) 観光物産ＰＲ経費 14,958

(18) 誘客促進事業 1,441

(19) 四季彩イベント開催事業 21,300

(20) 伝統芸能「釜石虎舞」全国発信事業 2,300

(21) 鉄の歴史館改修事業 7,620

(22) 鵜の郷交流館運営事業 6,840

(23) 総合案内所及びガイド待機所運営事業 7,506

(24) 根浜観光施設管理事業 19,622

(25) 釜石市民泊施設運営事業 4,000

(26) 新型コロナウイルス感染症対策かまいし宿泊エール割事業 50,000

(27) サスティナブルツーリズム構想推進事業 16,564

(28) ＤＭＯ連携コーディネーター配置事業 4,382

(29) 観光事業推進員配置事業 5,953

第８款 土木費 2,370,824

(1) がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 5,185

(2) 木造住宅耐震支援事業 2,384

(3) 住宅安全安心リフォーム事業補助金 2,000

(4) 宅地安全促進事業補助金 4,000

(5) 高規格道路関係経費 52,852

(6) 道路維持補修費 41,000

(7) 道路維持補修費（地域会議対応分） 9,000

(8) 市道除排雪経費 6,000

(9) 交通安全対策工事 4,000

(10) 市内各所側溝改修工事 10,000

(11) 道の駅管理事務費 18,694

(12) 道路新設改良事業 92,800

(13) 新庁舎周辺道路整備事業 120,797

(14) 未登記道路用地等整備事業 1,000

(15) 中妻地区道路環境整備事業 25,000

(16) 橋りょう改修・補強事業 100,000

(17) 河川維持補修費 6,000

(18) 河川草刈清掃委託料 1,929

(19) 日向ダム周辺施設管理費 2,190

(20) 水門等管理費 4,236

(21) 河川改良事業 56,380

(22) 河川安全対策事業 　 50,000

(23) 急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,500

(24) 港湾関係団体負担金 4,552

(25) 釜石港振興事業 86,037

(26) 都市計画マスタープラン策定事業 10,000

(27) 公共下水道会計負担金 400,443

(28) 青葉ビル公共施設維持管理費 10,740

(29) 100,000

(30) 土地区画整理事業清算金（平田地区） 80,356

都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業）（平田地区）
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 （歳　出） (単位:千円)
金　　　額金　　　額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(31) 市内各所公園維持管理費 29,639

(32) 避難路（グリーンベルト）維持管理費 6,734

(33) 公園愛護会奨励金 1,775

(34) 公園施設長寿命化対策事業 26,076

(35) 大天場公園移転整備事業 82,000

(36) 都市公園等復旧整備事業 200,000

(37) 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 7,608

(38) 公営住宅等長寿命化事業 50,000

(39) 生活再建住宅支援事業 20,400

（住宅再建等利子補給補助金）

（災害復興住宅新築等工事補助金）

(40) 被災者住宅再建支援事業 58,250

(41) 住宅再建宅地対策補助金 7,000

(42) 市営住宅管理費 147,106

(43) 職員住宅解体事業 11,605

(44) 上中島市営住宅解体事業 155,488

第９款 消防費 1,083,654

(1) 釜石大槌地区行政事務組合負担金 946,069

(2) 岩手県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 2,102

(3) 消防団等活動運営費 67,522

(4) 消防車両等維持管理費 10,184

(5) 消防屯所等維持管理費 14,289

(6) 消防車両等購入事業 37,597

(7) 消火栓整備事業 5,000

第10款 教育費 1,702,742

(1) 教育委員会費 2,945

(2) 教育相談員等設置事業 10,126

(3) 指導主事設置事業 14,650

(4) 外国語指導助手設置事業 8,999

(5) 「総合的な学習の時間」推進事業 1,350

(6) 教育研究事業 1,258

(7) 教育用コンピュータ管理経費 3,588

(8) 釜石大槌地区小学校体育連盟負担金 1,439

(9) 釜石大槌地区中学校体育連盟負担金 2,200

(10) 特別支援教育支援員配置事業 42,994

(11) かまいしコミュニティスクール推進事業 2,100

(12) こころのケア事業 3,469

(13) 教育用コンピュータ等整備事業 35,491

(14) ＩＣＴ支援員配置事業 2,953

(15) 奨学資金貸付金 12,444

(16) 小学校維持管理費 118,153

(17) 小学校スクールバス運行事業 24,986

(18) 小学校保険事業 1,352

(19) 小学校空調整備事業 3,377

(2,400)

(18,000)
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 （歳　出） (単位:千円)
金　　　額金　　　額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(20) 小学校健康診断事業 7,244

(21) 小学校教育用コンピュータ管理経費 11,882

(22) 小学校図書館図書購入費 2,025

(23) 小学校教材備品等管理費 3,283

(24) 小学校理科教育等設備備品購入費 2,370

(25) 小学校ＩＣＴ活用教育推進事業 17,822

(26) 要保護・準要保護児童援助費 14,929

(27) 中学校維持管理費 41,436

(28) 中学校スクールバス運行事業 16,042

(29) 旧小佐野中学校解体事業 5,000

(30) 中学校環境整備事業 3,000

(31) 中学校健康診断事業 4,862

(32) 中学校教育用コンピュータ管理経費 7,050

(33) 中学校図書館図書購入費 1,620

(34) 中学校教材備品等管理費 6,153

(35) 中学校ＩＣＴ活用教育推進事業 12,364

(36) 要保護・準要保護生徒援助費 20,192

(37) 幼稚園維持管理費 1,056

(38) 郷土資料館管理運営費 1,459

(39) 芸術文化振興事業 3,474

(40) 放課後子ども教室推進事業 3,110

(41) 地域学校協働活動体制推進事業 4,504

(42) 釜石市民劇場開催事業補助金 1,700

(43) 「かまいしの第九」演奏会開催事業補助金 2,000

(44) 公民館管理運営費 1,398

(45) 鵜住居公民館川目分館解体事業 5,005

(46) 小佐野公民館向定内分館解体事業 5,060

(47) 図書館管理運営費 16,997

(48) 埋蔵文化財保存事業 11,752

(49) 文化財保護事業 1,877

(50) 歴史はっけん事業 4,000

(51) 橋野高炉跡整備事業 41,876

(52) 屋形貝塚保存活用事業 11,975

(53) 郷土芸能祭開催事業 1,393

(54) 旧釜石鉱山事務所活用事業 2,633

(55) 市民ホール管理運営費 119,192

(56) スポーツ振興事業 4,564

(57) 各種大会等助成事業 6,800

(58) ラグビッグドリーム事業 1,000

(59) 釜石健康マラソン開催事業 1,072

(60) 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ホストタウン事業 12,910

(61) 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業 1,500

(62) いわて・かまいしラグビーメモリアルイベント開催事業 68,232

(63) スポーツ合宿誘致推進事業 3,632

(64) 釜石ラグビー映像配信事業 2,650

(65) 体育施設等管理運営費 97,391
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 （歳　出） (単位:千円)
金　　　額金　　　額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

(66) 市民体育館管理運営費 15,550

(67) 釜石鵜住居復興スタジアム維持管理費 25,680

(68) 釜石鵜住居復興スタジアム活用検討事業 1,880

(69) 学校給食センター運営費 254,220

(70) 準要保護児童生徒給食援助費 34,118

第11款 災害復旧費 64,210

(1) 公共土木施設災害復旧事業（元年豪雨災） 64,210

第12款 公債費 2,006,600

(1) 地方債元金償還金 1,934,000

(2) 地方債利子償還金 72,000

第13款 諸支出金 10,000

(1) 災害援護資金貸付金 10,000

第14款 予備費 30,000

【債務負担行為】

(1) 医療・福祉等従事者奨学資金貸付金 14,400

(2) 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金 1,745

(3) 東日本大震災漁業経営復興特別資金の融通に伴う利子補給金 100

(4) 魚類養殖生産研究事業 2,209

(5) 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金 6,218

(6) 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 11,290

(7) 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給補助金 19

(8) 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金 11

(9) 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金 1,068

20,487,000

国　　 　　県　　　　支　　　 　出　　　　金 3,464,036

地　　　　　　 　　　方 　　　　　　　　　債 852,900

そ　　 　　　　　　　の　　 　　　　　　　他 2,431,865

一　　　　　　般　　　　　　財　　　　　　源 13,738,199

※ 概ね1,000千円以上の事業を掲載しています。各事業費の内訳は『予算に関する説明書』をご覧願います。

特
定
財
源

歳 出 合 計

財
源
内
訳
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(2)　国民健康保険事業特別会計予算

（歳　入） (単位:千円)
金　　　額

1 国民健康保険税 473,396

2 一部負担金特例措置支援事業費補助金 17,140

3 保険給付費等交付金 3,477,707

4 一般会計繰入金 325,411

5 財政調整基金繰入金 1,984

6 延滞金 1,550

7 第三者納付金等 6,675

4,304,764

（歳　出） (単位:千円)
金　　　額

1 保険者事務共同電算処理等委託料 9,328

2 市町村事務処理標準システム共同利用負担金 7,929

3 岩手県国民健康保険団体連合会負担金 4,961

4 国民健康保険税賦課計算委託料 5,283

5 診療報酬保険者負担金 2,980,319

6 療養費保険者負担金 12,155

7 審査支払委託料 6,048

8 高額療養費 366,476

9 高額介護合算療養費 510

10 出産育児一時金 8,410

11 葬祭費 2,550

12 医療給付費納付金 572,135

13 後期高齢者支援金等納付金 153,123

14 介護納付金 54,913

15 特定健康診査等事業 34,999

16 保健活動支援事業 1,495

17 償還金及び還付加算金 7,800

4,304,764

(3)　後期高齢者医療事業特別会計予算

（歳　入） (単位:千円)
金　　　額

1 後期高齢者医療保険料 332,265

2 一般会計繰入金 137,730

3 岩手県後期高齢者医療広域連合補助金 9,788

483,564

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計
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（歳　出） (単位:千円)
金　　　額

1 後期高齢者医療保険料徴収事業 7,341

2 後期高齢者医療広域連合納付金 459,064

3 後期高齢者保健事業 13,632

4 保険料還付金 2,500

483,564

(4)　介護保険事業特別会計予算

（保険事業勘定）

（歳　入） (単位:千円)
金　　　額

1 第１号被保険者保険料 778,647

2 認定審査会共同設置負担金 4,470

3 介護給付費国庫負担金 704,040

4 調整交付金 298,695

5 地域支援事業国庫交付金 61,947

6 介護給付費交付金 1,061,155

7 地域支援事業支援交付金 46,484

8 介護給付費県負担金 573,276

9 地域支援事業県交付金 32,691

10 一般会計繰入金 638,101

11 介護給付費準備基金繰入金 6,951

4,206,782

（歳　出） (単位:千円)
金　　　額

1 要介護認定事業 20,317

2 介護認定審査会事業 11,792

3 介護サービス等諸費 3,603,500

4 介護予防サービス等諸費 73,500

5 審査支払委託料 4,500

6 高額介護サービス等費 68,150

7 高額医療合算介護サービス等費 10,050

8 特定入所者介護サービス等費 170,500

9 地域支援事業 221,427

（介護予防・生活支援サービス事業）

（一般介護予防事業）

（包括的支援・任意事業）

10 第１号被保険者保険料還付金 1,865

4,206,782

(160,106)

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

(12,209)

(49,112)

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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（介護サービス事業勘定）

（歳　入） (単位:千円)
金　　　額

1 介護予防サービス計画費収入 9,840

2 一般会計繰入金 18,642

28,502

（歳　出） (単位:千円)
金　　　額

1 介護予防ケアプラン作成事業 13,722

28,502

(5)　魚市場事業特別会計予算

（歳　入） (単位:千円)
金　　　額

1 魚市場使用料 10,000

10,000

（歳　出） (単位:千円)
金　　　額

1 管理事務費 5,000

2 釜石市魚市場水揚奨励補助金 5,000

10,000

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計
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(6)　水道事業会計予算

（事業収益及び費用） (単位:千円)
金　　　額

（収　入） 794,577

1 給水料 704,928

2 その他営業収益 2,836

3 営業外収益 86,543

4 特別利益 270

（支　出） 785,703

1 営業費用 715,109

2 営業外費用 70,394

3 特別損失 200

（資本的収入及び支出） (単位:千円)
金　　　額

（収　入） 523,057

1 他会計出資金 31,163

2 国庫補助金 435,661

3 他会計補助金 51,233

（支　出） 768,284

1 鵜住居地区施設再編事業 512,543

2 老朽管布設替事業 100,000

3 水道施設台帳整備事業 25,000

4 企業債償還金 127,666

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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(7)　公共下水道事業会計予算

（事業収益及び費用） (単位:千円)
金　　　額

（収　入） 1,448,361

1 下水道使用料 436,635

2 その他営業収益 150

3 他会計補助金 400,443

4 長期前受金戻入 594,059

5 雑収益 17,071

（支　出） 1,422,910

1 営業費用 1,348,307

2 営業外費用 74,303

3 特別損失 300

【債務負担行為】

　水洗便所改造資金融資斡旋に伴う損失補償及び水洗便所改造資金利子補給

損失補償 12,000

利子補給 947

（資本的収入及び支出） (単位:千円)
金　　　額

（収　入） 455,667

1 下水道受益者負担金 23,467

2 国庫補助金 195,750

3 下水道事業債 202,450

（支　出） 762,789

1 公共下水道事業 196,000

2 汚水管改築・更新事業 39,900

3 雨水管改築・更新事業 25,000

4 処理場改築・更新事業 122,000

5 ストックマネジメント実施方針策定業務委託 47,000

6 企業債償還金 308,349

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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(8)　漁業集落排水事業会計予算

（事業収益及び費用） (単位:千円)
金　　　額

（収　入） 52,253

1 漁業集落排水施設使用料 8,242

2 他会計補助金 23,435

3 長期前受金戻入 20,106

4 雑収益 469

（支　出） 57,395

1 営業費用 50,835

2 営業外費用 6,560

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  損失補償 3,000

                                              利子補給 239

（資本的収入及び支出） (単位:千円)
金　　　額

（収　入） 10,399

1 漁業集落排水事業分担金 452

2 他会計出資金 9,947

（支　出） 17,260

1 企業債償還金 17,260

※ 特別会計、企業会計は主要な経費を掲載しています。　

各事業費の内訳は予算に関する説明書をご覧願います。

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

【債務負担行為】

　水洗便所改造資金融資斡旋に伴う損失補償及び水洗便所改造資金利子補給
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【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

国県
支出金

市　債 その他

引上げ分の消
費税（社会保
障財源化分の
市町村交付

金）

その他

障がい者福祉事業 19,835 71 19,764

高齢者福祉事業 407,145 95,061 25,492 128,732 157,860

児童福祉事業 1,976,605 1,161,753 139,729 15,936 659,187

小　計 2,403,585 1,256,885 165,221 164,432 817,047

国民健康保険事業 192,177 112,597 79,580

小　計 192,177 112,597 79,580

医療費給付事業 140,480 54,839 12,156 73,485

健康診査事業 40,217 400 30,752 9,065

医療提供体制確保事業 20,028 4,507 15,521

小　計 200,725 55,239 16,663 119,758 9,065

3,983,550 1,942,547 263,265 363,770 1,413,968

※引上げ分の消費税の使途がない事業の掲載は割愛しています。

合　　　計

（9）引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化の状況

（単位：千円）

社会福祉

経　費事　　業　　名

財　　源　　内　　訳

特　　　定　　　財　　　源 一　般　財　源

社会保険

保健衛生
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３．新型コロナウイルス感染症対策関連事業一覧

○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分（3次分）（248,187千円） 単位：千円

交付金 特定財源等

4 1 1 「新しい生活様式」に基づく市民の健康サポート事業 2,586 2,586

4 1 1 妊産婦家事支援サービス事業 2,258 1,882 376

3 2 1 1,914 1,914

3 2 2 800 400 400

2 1 6 4,000 4,000

7 1 2

雇用維持支援金 5,000 5,000

起業支援事業補助金 5,000 5,000

地域商業活性化支援補助金 5,000 5,000

コロナに負けないイベント開催事業補助金 3,000 3,000

新型コロナウイルス感染症影響調査補助金 1,000 1,000

小計 19,000 19,000 0

7 1 2 1,000 1,000

7 1 2 180,000 60,000 120,000

7 1 2 6,047 6,047

7 1 3 50,000 50,000

7 1 3 1,441 1,441

6 1 3 5,000 5,000 農林課

6 3 2 1,804 1,804 水産課

9 1 1 9,671 9,671 消防課

10 7 1 3,632 3,632

10 7 1 2,650 2,650

合計 291,803 171,027 120,776

スポーツ合宿誘致推進事業
スポーツ推進課

釜石ラグビー映像配信事業

釜石大槌地区行政事務組合負担金（コロナ対策分）

釜石・大槌地域産業育成センター事業（コロナ対策）

誘客促進事業

漁業就業者育成支援事業

釜石市農業振興総合支援事業

保育施設改修補助事業（コロナ対応分）
子ども課

臨時休業時障がい児居宅訪問事業

新型コロナウイルス感染症経済対策事業

商工観光課

新型コロナウイルス感染症対策かまいしエール券事業

新型コロナウイルス感染症対策かまいし宿泊エール割事業

新型コロナウイルス感染症対策学生支援事業

中小企業融資事業費（新型コロナウイルス感染症関連資金返済支援補助金）

健康推進課

財源内訳
担当課款 項 目 事業名 予算額
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令和３年度予算の概要と主要事業 

【編集・発行】釜石市総務企画部財政課 
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