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（１）平成３１年度全体予算

　登米市には、一般会計（※１）のほかに国民健康保険特別会計など６つの特別会計
（※２）と病院事業など３つの企業会計（※３）があり、会計ごとの予算額は下のグ
ラフのとおりです。

(55.2%)
（28.4%）

(16.4%）

(55.2%)

(10.5%)

(11.8%)

(0.0%）

(5.2%)

(0.0%)

(4.7%)

(11.1%)

(0.6%)

市全体

852億4,361万円
一般会計（※１）

470億2,993万円

１ 平成３１年度予算のあらまし

（※１）一般会計…地方交付税、国・県支出金、市税を主な財源とし、福祉、教育、建設など

の市政の基本的な施策にかかる経費の会計

（※２）特別会計…国民健康保険事業や介護保険事業など特定の事業で、保険料など特定の財

源で賄われ、一般会計と区別して経理する必要がある会計

（※３）企業会計…病院事業や水道事業など企業的な事業で、サービスを受ける方の料金で運

営することを原則とした会計

特別会計（※２）

242億5,344万円

企業会計（※３）

139億6,024万円

国民健康保険特別会計

89億7,516万円

後期高齢者医療特別会計

7億7,333万円
(0.9%)

介護保険特別会計

100億4,357万円

土地取得特別会計

740万円

下水道事業特別会計

44億4,318万円

宅地造成事業特別会計

1,080万円
水道事業会計

40億4,761万円

病院事業会計

94億3,896万円

老人保健施設事業会計

4億7,367万円
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（２）一般会計予算の概要

　一般会計の歳入総額は470億2,993万円で、このうち最も高い割合を占めるのは地方交付税（※
５）で38.1％、次いで国・県支出金が17.2％、以下、市税が16.4％、市債（※６）が12.4％の順
となっています。
　さらに、これを自主財源（※１）と依存財源（※２）に分けてみると、市税や基金からの繰入
金、使用料及び手数料などの市が独自に収入することができる自主財源は全体の27.2％で、地方
交付税や国・県支出金などの依存財源は72.8％となります。

(27.2%)

(72.8%)

(16.4%)
(0.5%)

(1.4%)

(6.4%)

(2.5%)

(38.1%)

(17.2%)

(12.4%)

歳 入 （ 収 入 ）

歳入合計
470億2,993万円

自主財源（※１）

127億9,116万円

依存財源（※２）

342億3,877万円

市税

77億4,237万

分担金及び負担金

2億2,740万円

使用料及び手数料

6億5,259万円

繰入金（※３）

29億9,745万円

その他の自主財源

11億7,135万円

地方譲与税（※４）・各種交付金

23億9,600万円

地方交付税（※５）

179億100万円

国・県支出金

80億9,727万円

市債（※６）

58億4,450万円

(※１)自主財源……… 市が独自に収入することのできるお金。家計に例えると給料や不動産の売却

収入などに当たります。

(※２)依存財源……… 国や県の意思により定められた額を交付されるお金。家計に例えると国・県

支出金は親からの援助、市債は金融機関から借入に当たります。

(※３)繰入金………… 市が積み立てている基金（貯金）から取り崩すお金

(※４)地方譲与税…… 国が市に代わって集めた税金（国税）を、そのまま市に配分するお金

(※５)地方交付税…… 全国の市町村が一定水準のサービスが行えるように、国から交付されるお金

(※６)市債…………… 事業を行う際に資金を調達するため借り入れるお金
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　一般会計の歳出総額は470億2,993万円となります。
　これを性質別に区分すると最も高い割合を占めるのは人件費で17.2％、次が物件費（※６） 
16.5％で、扶助費（※３）16.0％、以下、普通建設事業費（※５）14.8％、公債費（※４） 
11.5％の順となっています。
　また、市を運営していく上で支出が義務付けられる義務的経費（※１）と投資的経費（※ 
２）、その他の経費に分けてみると、義務的経費は44.7％、投資的経費は14.9％、その他は
40.4％となります。

歳 出 （ 支 出 ） 性質ごと

(44.7%)

(14.9%)

(40.4%)

(0.1%)

(17.2%)

(16.0%)

(11.5%)

(14.8%)

(0.1%)

(16.5%）

(0.9%)

(11.2%)

(0.9%)

(1.0%)
(0.8%)

(9.0%）

人件費

81億173万円

扶助費（※３）

75億3,406万円

公債費（※４）

53億8,108万円

普通建設事業費（※５）

69億6,550万円
災害復旧事業費

6,000万円

物件費（※６）

77億4,637万円

維持補修費

4億2,441万円

補助費等（※７)

52億7,539万円

積立金

4億947万円

投資及び出資金

4億6,713万円

繰出金（※８）

42億3,279万円

予備費

5,000万円

歳出合計

470億2,993万円

貸付金

3億8,200万円

義務的経費（※１）

210億1,687万円

投資的経費（※2）
70億2,550万円

その他

189億8,756万円

(※１)義務的経費……… 市の運営上、支出が義務付けられている経費。家計に例えると税金や医療

費、ローンの返済などに当たります。

(※２)投資的経費……… 建物の建設や道路、公園の整備など、社会資本の形成に向けられる経費

(※３)扶助費…………… 社会保障制度の一環として生活に困っている人や高齢者、障がいがある人

などの生活維持のために必要な経費

(※４)公債費…………… 事業を行う際に市が借り入れた借入金の返済に必要な経費

(※５)普通建設事業費… 道路や学校、公営住宅の建設などに必要な経費

(※６)物件費…………… 業務委託、光熱水費、消耗品購入などに必要な経費

(※７)補助費等………… 公営企業や広域連合、外郭団体などに対し交付する補助金などの経費

(※８)繰出金…………… 特別会計などに対し事業推進のため支出する経費
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(0.6%)

(10.2%)

(28.4%)

(16.8%)

(0.2%)

(6.7%)

(2.6%)

(8.8%)

(3.8%)

(9.9%)

(0.1%)

(11.8%)

(0.1%)

議会費（※1）

3億181万円

総務費（※２）

48億553万円

民生費（※３）

133億4,373万円

衛生費（※４）

78億9,285万円

労働費（※５）

8,680万円

農林水産業費（※６）

31億3,010万円商工費（※７）

12億2,735万円

土木費（※８）

41億4,274万円

教育費（※10）

46億4,587万円

災害復旧費（※11）

6,000万円

公債費（※12）

55億6,108万円

予備費（※13）

5,000万円

歳 出 （ 支 出 ） 目的ごと

　一般会計の歳出総額を目的別に区分すると、最も高い割合を占めるのは子どもやお年寄り、障が
いのある人に対する福祉の充実に充てられる民生費（※３）で28.4％、次いで、健康づくりや環境
対策に充てる衛生費（※４）が16.8％、大規模な事業を実施するために借り入れた借入金の返済に
充てる公債費（※12）が11.8％、市の管理業務に充てる総務費（※２）が10.2％、学校教育や生涯
学習などの教育全般に充てる教育費（※10）が9.9％、以下、土木費（※８）8.8％、農林水産業費
（※６）6.7％と続きます。

歳出合計

470億2,993万円

消防費（※９）

17億8,207万円

（※１）議会費…………議員の報酬や市議会運営に使われる経費

（※２）総務費…………庁舎管理、税金の徴収、戸籍管理など市の総括的管理事務のために使われる経費

（※３）民生費…………子どもやお年寄り、障がい者に対する福祉の充実、子育て支援などに使われる経費

（※４）衛生費…………健康診断など市民の健康や、ごみ処理、し尿処理など環境を守るために使われる経費

（※５）労働費…………失業対策や地域雇用確保のために使われる経費

（※６）農林水産業費…農林水産業の振興に必要な支援や、生産基盤整備などに使われる経費

（※７）商工費…………商工業や観光の振興などに使われる経費

（※８）土木費…………道路や河川、公園などの社会資本整備のために使われる経費

（※９）消防費…………救急、消防車両などの整備や災害対策などのために使われる経費

（※10）教育費…………学校、公民館の管理運営や生涯学習の充実、文化・スポーツの振興など教育全般

のために使われる経費

（※11）災害復旧費……大雨、暴風、地震などの災害により被災した施設を復旧するために使われる経費

（※12）公債費…………市が借り入れた市債や一時借入金の返済に充てる経費

（※13）予備費…………予期しなかった支出に対応するための経費
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（３）市民１人当たりでは

167,485 円

99,068 円

87,101 円

69,801 円

58,313 円

55,783 円 52,751 円

①

民生費

子どもやお年寄り、

障がい者に対する福

祉の充実、子育て支

援などに必要な経費

健康づくりや環境対

策などに必要な経費

道路や公園などの整

備のほか、災害で傷

んだ建物などの改修

に使われる経費

大規模な事業の実

施に充てた借入金返

済に必要な経費 学校教育や生涯学

習振興など教育全

般のために使われる

経費

豊かな農林業の発

展や、多彩な商工業

の進展、雇用対策な

どの経費

１人当たり

③

消防費
総務費

議会費

市民を守る消防・救

急や市の管理業務、

議会運営などの関

係経費

１人当たり

④

公債費

１人当たり

②

衛生費

１人当たり

⑥
農林水産業費

商工費
１人当たり

⑤

教育費

１人当たり

⑦
土木費

災害復旧費

１人当たり

私たち１人当たりで考えると

約59万円の予算となります。

本年度の一般会計当初予算額である約470億円がどのように使われるかについて、分かりやす

く私たち市民１人当たりで考えると、下のグラフのようになります。

総額で見ると、私たち１人当たり約59万円の予算であり、分野別では、一番大きなウエートを

占めている民生費が約16万７千円、次に大きな衛生費は約９万９千円、消防費、総務費、議会費

が約８万７千円と続きます。
※平成31年２月末時点での登米市の人口７万9,671人で計算しています。

登米市環境キャラクター

トメル君 オトメちゃん
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保育所等事故防止推進事業〈新規〉

７１０万円

（担当課：福祉事務所子育て支援課）

０歳児及び１歳児を対象とした、睡眠中などの事故防

止に有効な備品等を導入する民間保育所等に対して、補

助金を交付し支援するとともに、公立保育所に事故防止

備品を整備します。

東京オリンピック・パラリンピック事前キャ

ンプ誘致活動事業〈新規〉 ５９９万円

（担当課：教育部生涯学習課）

事前キャンプの視察の受け入れと誘致に取り組み、誘

致国との交流を通じて、ボート競技の振興と本市のプロ

モーションを推進します。

誕生祝金支給事業〈拡充〉

２，６５５万円

（担当課：福祉事務所子育て支援課）

未来の社会を創造する力となる子どもの誕生に対して

祝金を支給します。また、第３子以降を支給対象として

いましたが、平成３１年度から第１子及び第２子も対象

となります。

２ 平成３１年度の主要事業

そだつ ①生きる力と創造力を養い自ら学び人が“そだつ”まちづくり

未来を担う子どもたちが、豊かな感性や創造力を養い、生きる力を育み、心と体が健やかに成長できる子育てと学びの環境

づくりを目指します。すべての市民が、生涯を通じて自ら学び続けられるように、子どもの教育環境の充実に努めるとともに、

生涯学習活動やスポーツ活動への支援の充実を目指します。また、文化財の保護や文化・芸術活動の充実、国際交流や地域間

交流の推進などにより、地域を担う人材を育てるとともに、次世代を担う人材が育つ環境づくりを目指します。

【財源】国庫補助金 １６５万円

市の負担額 ５４５万円

（うち基金繰入金 ３７０万円）

【財源】市の負担額 ５９９万円

（うち基金繰入金 ４７９万円） 【財源】市の負担額 ２，６５５万円

（うち基金繰入金 １，３２０万円）

子どもの健全な発育と福祉の増進を図ります

睡眠中などに発生しやすい重大事故を防止します

国際ボート連盟総会（東京都）での誘致活動

地域伝承文化振興事業〈新規〉

５００万円

（担当課：教育部生涯学習課）

平成３０年３月に策定された「地域伝承文化振興方

策」に基づき地域伝承文化の保存・伝承、情報発信等の

ための事業を実施します。

【財源】市の負担額 ５００万円

（うち基金繰入金 ４０１万円）

ユネスコ無形文化遺産登録「米川の水かぶり」
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・少子化対策の推進及び子育て家庭の支援を目的として、新たに小学校へ入学する第３子以降の子を監護する保護者

に対して、小学校入学祝金を支給します。

■誕生祝金支給事業 1,173万円

・子育て環境の充実と待機児童の解消を図るため、保育人材の確保に取り組む保育所等に対して、補助金を交付し

支援します。

・幼児期の学校教育・保育及び地域の子育て支援を総合的に推進していくため、平成32年度から平成36年度までを

計画期間とする第２期登米市子ども・子育て支援事業計画を策定します。

・独身男女の出会いの場の創出を図るとともに、共通の課題である結婚活動支援について、県境を越えて４市町での

連携により実施します。

■（仮称）石越こども園施設整備事業〈新規〉 2,484万円

・石越幼稚園と石越保育所を再編統合した認定こども園を整備する民間事業者に対して、補助金を交付し支援すると

ともに、境界確定のための用地測量を行います。

■小中学校等再編整備事業〈新規〉 ５万円

・有識者からのアドバイスを得ながら、登米市立小中学校等再編構想に基づく地域別の再編実施計画を策定します。

担当課：企画部市民協働課

担当課：福祉事務所子育て支援課

担当課：福祉事務所子育て支援課

担当課：教育部学校教育課

担当課：福祉事務所子育て支援課

・豊里花の公園内に、豊里幼稚園と豊里保育園を再編統合した公立の認定こども園を整備します。

担当課：福祉事務所子育て支援課

■結婚活動支援事業（広域連携結婚支援事業を含む） 310万円

■（仮称）豊里こども園施設整備事業 １億6,431万円

■小学校入学祝金支給事業 429万円

■保育対策総合支援事業 2,405万円

■子ども・子育て支援事業計画策定事業 280万円

担当課：教育部教育総務課

担当課：福祉事務所子育て支援課

■学校音楽支援事業〈新規〉 692万円

・市内小中学校の児童生徒が音楽に親しみ、学習意欲や技術の向上に資するため、老朽化した小中学校の吹奏楽器を

計画的に更新し、各校における音楽活動を支援するとともに、音楽を通じて情操教育を推進します。

担当課：教育部学校教育課

■登米市アートフェスティバル2019事業〈新規〉 80万円

・市の文化活動の拠点を会場にして、地域文化の伝承・創作・発信に取り組んでいる市民や団体に発表と交流の機会を

提供し、市内のさまざまな文化活動の周知を通じて市民の理解を深めるとともに、異なる分野で活動する市民・団体

の相互理解の拡充と活動内容の充実や情報発信を図ります。

担当課：教育部生涯学習課

担当課：福祉事務所子育て支援課

・つやま幼稚園を改修し、つやま幼稚園（公立）と杉の子保育所（民間）を再編統合した認定こども園を整備し、民間事

業者に貸与します。

■（仮称）津山こども園施設整備事業 １億8,292万円

・新迫児童館における送迎時等の利便性向上を図るため、旧迫児童館及び旧東佐沼幼稚園を解体し、駐車場を整備します。

担当課：福祉事務所子育て支援課

■迫児童館駐車場整備事業 4,757万円
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・上杉恭弘氏及び医療法人恭謹会からの篤志寄附を元に小学校及び中学校の教科用図書等に関連する図書を充実させ、

貸し出しによる活用で児童生徒の学習効果を高めます。

・教職員が使用している校務用コンピュータについて、導入から６年以上が経過し、耐用年数が超過している端末に

ついて更新を行い、事務の効率化、情報の共有化など、教職員の業務改善をさらに推進します。

・市内の全ての学校が、地域の人々と目標を共有した上で、地域・学校が一体となって子どもたちを育む「地域と

ともにある学校」を目指します。

・認定こども園の施設整備を支援するため、制度補助に上乗せし補助金を交付します。【（仮称）東佐沼こども園】

・市教育委員会と市内小中学校が一体となって、全小中学校を対象に統一した授業力向上対策及び学力調査検証対策

を行い、学力の向上を図ります。

担当課：福祉事務所子育て支援課

担当課：教育部学校教育課

担当課：教育部学校教育課

■幼保連携型認定こども園等施設整備支援補助金 4,057万円■学校運営協議会（コミュニティ・スクール）推進事業 285万円

担当課：教育部生涯学習課

■上杉文庫基金事業（寄附金活用） 1,200万円

■学力向上対策事業 139万円

担当課：教育部学校教育課

■教育用コンピュータ更新事業 １億3,344万円

・登米懐古館の老朽化が著しく、貴重な収蔵物の保管に支障が出ているため、新登米懐古館として武家屋敷や街並みと

調和した施設を整備します。

担当課：教育部生涯学習課

■新登米懐古館整備事業 ３億55万円

・広域的な生涯スポーツの拠点施設として、大会開催可能な公認パークゴルフ場を整備し、利用促進と交流人口の拡大

を図ります。

担当課：教育部生涯学習課

■高森パークゴルフ場整備事業 1,502万円
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健康診査事業〈継続〉

３億５，０８０万円

（担当課：市民生活部健康推進課、国保年金課）

市民が、自分の健康に関心を持ち、積極的に生活習

慣の改善及び健康保持・増進に努められるよう各種健

康診査を実施します。また、疾病の早期発見、早期治

療、生活習慣病の予防を図り、市民の健康な生活を確

保します。

予防接種事業〈拡充〉

２億５，０１６万円

（担当課：市民生活部健康推進課）

各種定期及び任意予防接種の接種勧奨や接種機会の安

定的な確保に努め、感染症の発生、蔓延及び重症化を予

防します。また、平成３１年度から、新たに中学３年生

を対象とした任意での季節性インフルエンザ予防接種に

係る費用の一部助成を実施します。

高機能消防指令センター機器更新事業

〈継続〉 ９，８８９万円

（担当課：消防本部指令課）

高機能消防指令センターシステムを構成している装

置の機能維持を図るとともに、故障等を未然に防ぎ継

続的に安定した指令業務を行うため、一部装置を更新

します。

いきる ②安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に“いきる”まちづくり

子どもを安心して産み育て、すべてのライフステージを笑顔で健康に生活するために、保健・医療・福祉の連携を進めると

ともに、個人や地域の健康づくり、地域医療と福祉の充実などにより、安心を実感できる環境づくりを目指します。また、東

日本大震災の経験を踏まえ、自助・互助・共助・公助による災害対策の構築を図るとともに、防犯や交通安全などで地域ぐる

みの活動を推進することにより、安全を実感できる環境づくりを目指します。

【財源】県補助金等 ２，５３２万円

市の負担額 ３億２，５４８万円

（うち借入金 ４，４１０万円）

【財源】県補助金 ４１６万円

市の負担額 ２億４，６００万円

（うち借入金 ３，１６０万円）

【財源】市の負担額 ９，８８９万円

（うち借入金 ９，３９０万円）

自分の体調管理に活用を感染症の発生、蔓延及び重症化を予防

指令管制業務の様子

ミニデイサービス・シニアサロン事業

〈継続〉 ２，２４４万円

（担当課：福祉事務所長寿介護課）

高齢者の介護予防と積極的な社会参加を図ることを目

的に、高齢者の通いの場の立ち上げ、運営等に対して支

援します。

介護予防体操をする通いの場

【財源】国・県補助金等 １，４４７万円

市の負担額 ７９７万円
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・複雑多様化する災害に対応するため、老朽化、機能低下した車両を整備計画に基づき更新し、安全・迅速な消防団活動

体制の充実を図ります。

・消防水利の充足率向上を図るため、市内重点箇所に地震災害に強い耐震性防火水槽を３基新設し、１基移設します。

・多くの市民が、応急手当の方法を身につけ救命率の向上を図るため、普及啓発を推進します。

・高血圧対策として、ナトリウム（塩）、カリウム（野菜・果物等）の摂取バランスを測定し、野菜アップを中心に据え

た、適塩やバランスの取れた食事の啓発を行います。

・０歳から18歳までの子どもの保険診療に係る医療費の一部負担金を全額助成します。

・障がい者の能力、適性に応じ障がい者が自立した日常生活・社会生活を営めるよう居宅における介護や自立訓練、就労

訓練など、必要な障がい福祉サービスの給付を行います。

・生活困窮者等を対象にした相談窓口を設置し、自立支援計画を策定して、関係機関と連携しながら就労やその他の支援

を実施します。

・地域において必要な医療提供体制を継続的に確保するため、東北大学や東北医科薬科大学との連携による医師確保や、

救急医療、リハビリテーション医療の提供並びに療養病床の運営による慢性期医療の充実と開業医との連携体制の強化

を行うほか、医療機器やシステム整備、施設改修などの環境整備を行い、地域医療の充実を図ります。

担当課：福祉事務所生活福祉課

担当課：福祉事務所生活福祉課

担当課：市民生活部健康推進課

担当課：市民生活部健康推進課（医療局経営管理部企画課）

担当課：消防本部警防課

担当課：消防本部警防課

担当課：消防本部警防課

■消防団車両等整備事業 4,170万円

■自立支援給付費支給事業 15億176万円

■適塩推進対策事業 244万円

■応急手当普及啓発事業 53万円

■病院事業（繰出金）〈拡充〉 19億4,304万円

担当課：市民生活部国保年金課

■生活困窮者自立相談支援事業 1,440万円

■子ども医療費助成事業 3億2,706万円

■防火水槽整備事業 4,951万円

・多様化する救急災害に対応するため、救急救命士が有効かつ高度な救命活動を行える資機材等を装備した高規格救急自

動車の更新整備を実施します。

■高規格救急自動車整備事業 3,673万円

担当課：消防本部警防課

・防災情報を屋外へ確実に伝達するため、屋外拡声装置の更新整備に必要な実施設計を行います。

担当課：総務部防災課

■防災情報伝達手段整備（屋外拡声装置）事業 393万円
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・高齢者の介護予防と日常生活の支援のため、コーディネーター・協議体を設置し、高齢者が地域で支え合う体制整備を

推進します。

担当課：福祉事務所長寿介護課

■生活支援体制整備事業（介護保険特別会計） 2,800万円

・認知症サポート医と医療系（看護師等）、介護系（社会福祉士等）職員がチームを組み、認知症初期から中期等の方が

必要な医療や介護に結び付くように支援します。

■認知症総合支援事業（介護保険特別会計） 1,192万円

担当課：福祉事務所長寿介護課
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つくる ③地域資源を活かし魅力ある元気な産業を“つくる”まちづくり

自然の循環機能を活用した環境にやさしい農林産物の生産と担い手育成の両面で、持続可能な農林業を確立するとともに、

豊かな地域資源を活かした新しいビジネスへの支援などにより、農林業の成長を目指します。また、商業振興や観光振興によ

るまちのにぎわいの創出、企業誘致の推進、地元企業への支援によるものづくり、雇用をつくる取組を進めることにより、魅

力ある元気な産業の育成を目指します。

木工芸担い手育成支援事業〈新規〉

８７６万円

（担当課：産業経済部産業振興課）

木工芸職人の高齢化や担い手不足により職人が減少し

ていることから、地域おこし協力隊制度を活用して人材

を募集し、市内で技術を習得しながら木工芸品の販売促

進活動及び新商品開発等を行うことにより、担い手の育

成と本市への定住を図ります。

買い物機能強化支援事業〈新規〉

３３３万円

（担当課：産業経済部商業観光課）

商店街組織等が、地域の買い物機能の強化及び商業の

持続的発展を図るため、消費者の多様なニーズに対応す

るための新たな販売手法への取組を支援します。

ビジネスチャンス支援事業〈拡充〉

２，３６８万円

（担当課：産業経済部産業連携推進課）

市内農林業者、商工業者が行う商品開発、販路開拓、

加工施設整備、店舗改修等の新たな事業展開を支援し、

活力ある経営体を育成するとともに、起業・創業に対す

る支援を行い、地域経済の活性化と雇用の創出を図りま

す。

インバウンド誘客事業〈拡充〉

８３６万円

（担当課：産業経済部商業観光課）

４市町連携（登米市、栗原市、一関市、平泉町）によ

り広域的な観光資源を情報発信するとともに、旅行会社

等へのセールスを行うなど、訪日外国人観光客（インバ

ウンド）の誘客を促進し交流人口の拡大を図ります。

【財源】県補助金 ２００万円

市の負担額 １３３万円

【財源】国庫補助金 ６６９万円

市の負担額 １６７万円

スギ材を加工する木工職人 買い物機能強化支援事業イメージ図

ビジネスプラン審査会の模様 台湾で開催された東北六県感謝祭の様子
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・魅力ある個店づくりと商店街のにぎわい創出のため、商店街等が主催する個店と消費者の交流を生むミニ講座（とめま

ちゼミ）の開催を支援します。

・市場の需要に応じた地域産等の各種優良素畜の確保と家畜の増頭による畜産経営の安定を図るため、優良な素畜の導入

を支援します。

・「うまし、たくまし、登米市」で表す本市の魅力を市内外へ効果的に発信していくため、登米師やシティプロモーショ

ンサポーターとの連携によるイベント等の実施、ＰＲツールの制作、ＷＥＢサイトによる情報発信に取り組みます。

・優良農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るため、農業振興地域整備計画の見直しを行います。

担当課：産業経済部産業振興課

■農業振興地域整備計画策定事業〈新規〉 1,182万円

担当課：産業経済部産業振興課

・認定農業者等の中心経営体や意欲ある兼業農家等の水田農業用機械の取得を支援し、本市農業及び地域コミュニティ

を支える多様な担い手の育成・確保に取り組みます。

■シティプロモーション推進事業 976万円

■多様な担い手育成支援事業 1,300万円

■商店街交流創出事業 52万円

担当課：企画部企画政策課

■農地中間管理事業 4,327万円

・農地中間管理機構に農地を貸付けた農業者等に対して、機構集積協力金を交付し、担い手への農地集積・集約化を推進

します。

担当課：産業経済部産業振興課

■畜産総合振興対策事業 6,026万円

担当課：産業経済部農産園芸畜産課

■園芸産地拡大事業 3,958万円

・園芸作物の生産拡大による農業所得の向上を図るため、周年栽培や省力化に必要な施設、機械等の導入及び種苗の購入

等を支援します。

担当課：産業経済部農産園芸畜産課

担当課：産業経済部商業観光課

・環境保全型農業の普及を図るため、農業者の意識高揚や環境負荷軽減に係る資材及び機械等の取得を支援するほか、

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の認証、有機ＪＡＳ認証及び県認証などの取得、更新を支援します。

■環境保全型農業推進事業 633万円

担当課：産業経済部農産園芸畜産課

担当課：産業経済部産業振興課

・次世代の農業を担う新規就農者の確保・育成を図るため、研修や経営開始時の取組を支援します。

■農業担い手育成支援・農業次世代人材投資事業 4,133万円

・放射性物質に汚染された牧草等の処理推進のため、400㏃/㎏以下の牧草等については、草地等にすき込みを行い土壌

還元します。また、400㏃/㎏を超える牧草等については、農業用に利用できる指針の400㏃/㎏以下に堆肥化処理をし

てから農地に土壌還元します。

■汚染牧草等処理事業 7,402万円

担当課：産業経済部農産園芸畜産課
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■観光誘客対策事業 1,154万円

・本市の魅力を市内外へ発信するとともに、周辺自治体との連携により農山村ツーリズムを推進するなど交流人口の拡大

と地域の活性化を図ります。

担当課：産業経済部商業観光課

登米市観光PRキャラクター
「 はっとン」
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■移住・定住促進事業 1,400万円

・市外からの移住を促進するため、本市の魅力及び移住支援策を積極的に発信するとともに、移住お試し住宅や移住体験

ツアーによる現地体験等の支援を行い、移住者の誘致を図ります。

担当課：企画部企画政策課

■空き家改修事業 150万円

・市内に存在する空き家を有効に活用し、移住・定住の促進につなげるため、登米市空き家情報バンクに登録された空き

家の所有者及び入居者が行う改修等を支援します。

担当課：企画部企画政策課

■住まいサポート事業 5,168万円

・本市への移住・定住を促進するため、住宅を新築、購入（中古住宅を含む）または民間住宅を賃借した移住者等を支援

します。

担当課：企画部企画政策課

■定住促進宅地分譲事業（中津山地区） 481万円

・総合計画における重点戦略である移住・定住を促進する取組として、平成29年度に整備した住宅用地「ひだまりタウン

よねやま」の分譲を行います。（全24区画中残８区画）

担当課：建設部住宅都市整備課

■一般廃棄物第二処理施設（（仮称）新クリーンセンター）整備事業 32億9,080万円

・既存施設の老朽化に伴い、（仮称）新クリーンセンターを平成31年度の供用開始に向けて整備します。

担当課：環境事業所クリーンセンター

空き家家財処分事業〈新規〉

５０万円

道路新設改良事業〈継続〉

１２億８，５５９万円

（担当課：建設部道路課、産業経済部工業振興課）

生活環境の基盤となる道路の整備として、補助事業と

単独事業合わせて５２路線の市道整備を実施します。

補助事業では、高速交通網へのアクセス向上などを目

的とする道路改築や通学路の安全確保などを目的とする

歩道等の整備を実施します。

くらす ④自然と生活環境が調和し人が快適に“くらす”まちづくり

多様性に富んだ豊かな自然環境を守り育てるとともに、循環型社会を推進し、環境と共生するための知識と経験を次世代へ

伝えることにより、生活に潤いとやすらぎを創造する暮らしを目指します。また、計画的な土地利用と生活環境の向上ととも

に、利便性の高い社会基盤を整備し、豊かで快適な暮らしを目指します。

【財源】国庫補助金 ２億２，０８７万円

市の負担額 １０億６，４７２万円

（うち借入金 ９億７，４６０万円）

（担当課：企画部企画政策課）

登米市空き家情報バンクに登録された空き家内にある

家財処分を円滑に遂行し、利用希望者の早期居住につな

げるため、所有者が行う家財の処分を支援します。

■補助対象者

登米市空き家情報バンクに登録された空き家の所有者

で、補助金の交付を受けた日から２年以上、当該空き家

を空き家情報バンクに登録する意思を持つ方。

■補助対象経費

市内一般廃棄物収集運搬業者に委託する家財の処分に

要する経費。

※特定家庭用機器再商品化法に規定される特定家庭用機

器及び産業廃棄物の処分に要する経費は除きます。

※特定家庭用機器とは、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷

凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を指します。

■補助率等

補助対象経費の２分の１以内（上限10千円）

■補助対象経費

整備例(市道新堀２号線)
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・公共下水道や市設置型合併浄化槽の整備促進を図りながら、水洗化率の向上に努めるとともに、迫町大東地区の雨水

排水路整備を継続実施します。また、平成32年４月の地方公営企業法適用に向けた移行準備を進めるとともに、施設の

長寿命化や機能強化を計画的に行うなど施設の効率的な管理運営に努めます。

■市道舗装補修事業 １億3,712万円

・舗装路面のひび割れ、わだち掘れなどの損傷状況が著しい路線について、補助事業で１路線、単独事業で６路線の舗装

打換えなどの補修を実施します。

担当課：建設部土木管理課

■道路維持補修事業（段差解消事業等） 1,320万円

・平成29年度より実施している道路の段差解消事業や通学路の合同点検を踏まえたガードレール、区画線などを補修する

道路附属施設補修事業を継続実施し、道路交通の安全確保を図ります。

担当課：建設部土木管理課

■橋りょう維持補修事業（橋梁長寿命化事業） ２億9,374万円

・登米市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、予防保全型による修繕と併せて耐震性の向上を図るため、市内９橋の橋りょう

について補修及び補強の工事を実施します。

担当課：建設部土木管理課、道路課

■下水道整備事業（繰出金） 19億3,123万円

担当課：建設部下水道課

・老朽化した基幹管路を耐震性の高い水道管に布設替を行うことにより、災害時にも安定した水道水の供給を図ります。

担当課：水道事業所水道施設課

■水道管路緊急改善事業（水道事業会計） ５億5,000万円

・耐用年数が超過し、老朽化が著しい迫西大網住宅をはじめとした佐沼大網地区について、入居者の住環境の向上と安全

性を確保するため、平成31年度に２棟８戸の建築工事に着手し、３団地の集約による５棟32戸の建替えを行います。

■市営住宅建替事業（迫西大網住宅） １億9,587万円

担当課：建設部住宅都市整備課
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・行政庁舎設備の劣化・不具合状況を把握し、必要な改修工事等の進め方の検討を行い、建物及び設備の長寿命化を図り

ます。

・本市の取組を応援しようとする個人又は団体からの寄附金を財源として、寄附者の思いを反映した事業を推進し、ふる

さと応援寄附金をきっかけに生まれた「つながり」を大切にして、こまめに情報発信することにより、交流人口の増加

や継続的な応援団の獲得に取り組みます。

担当課：総務部総務課

■庁舎設備劣化診断調査事業 669万円

担当課：総務部総務課

■ふるさと応援寄附金事業 6,287万円

・女性が暮らしやすいまちづくりについて検討提案する場として女性会議を開催し、市が実施する各種施策に反映させる

ことで女性の市政参加を促進します。

担当課：企画部市民協働課

■女性会議〈拡充〉 46万円

ともに ⑤市民と行政が“ともに”創る協働によるまちづくり

市民と行政がまちづくりに関する情報を共有して、計画立案段階での市民の参画、行政と市民が一体となった取組など、市

民参加の協働によるまちづくりを推進し、市民主体の活動を支援するとともに、男女が互いに特性を認め、個人として尊重し

合える男女共同参画社会を推進して、個々の力を地域の総合力に変える地域力の向上を目指します。また、市民サービスの向

上を図るとともに、市民の視点に立って効果的かつ効率的な行財政運営を推進することで、市民と行政がともに創るまちづく

りを目指します。

迫庁舎長寿命化可能性調査事業〈新規〉

１，６９４万円

（担当課：総務部総務課）

市役所の本庁舎である迫庁舎が抱えているソフト・

ハード両面の課題を解決し、市民サービス及び施設機能

の向上を図るため、専門的調査を実施します。

ＲＰＡによる業務プロセス自動化事業

〈新規〉 １９５万円

（担当課：企画部企画政策課）

ＲＰＡ（ソフトウェア型ロボットによる業務の自動

化）を活用し、業務プロセスの見直しを行い、業務効率

化や生産性向上を図るための試験運用を行います。

長寿命化の可能性を調査する迫庁舎 業務プロセスの自動化・省力化のイメージ
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登米市協働キャラクター
「とめ丸」

・協働による持続的で活力あるまちづくりを推進するため、がんばる地域づくり応援交付金や集落支援員設置、集会施設

整備事業などにより、地域づくり活動の充実を目指します。

担当課：企画部市民協働課

■未来のまちづくり支援事業 １億6,176万円
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≪貯金の種類≫

※1 財政調整基金………臨時的な出費に役立てるために積み立てている貯金
※2 減債基金……………将来の借入金返済に役立てるために積み立てている貯金

◎このほかにも特定目的基金と定額運用基金があります。

貯 金

一般会計の財政調整基金（※1）と減債基金（※2）の状況を見てみると、平成31年度末に
おける貯金として58億2,943万円（市民１人当たり約７万３千円）が見込まれます。

借 入 金

平成31年度末における借入金残高は、一般会計で537億7,464万円（市民１人当たり約67.5万
円）、全会計の借入金残高は1,012億5,138万円（市民1人当たり約127.1万円）となる見込みです。

借入金には、合併特例債のように元利償還金（返済金）の70％が地方交付税に算入されるものが
あり、本市ではこのような有利な資金の活用や計画的な借り入れを心掛けています。

一般会計

537億7,464万円

特別会計

277億9,413万円

公営企業会計

196億8,261万円

（１人当たり 67.5万円）

借入金総額（全会計）

1,012億5,138万円

（１人当たり 127.1万円）

３ 貯金と借入金の状況

財政調整基金

61億9,073万円

財政調整基金

62億6,409万円

財政調整基金

70億3,269万円

財政調整基金

56億5,973万円

財政調整基金

28億6,738万円

財政調整基金

35億3,717万円

減債基金

24億9,480万円

減債基金

26億8,914万円

減債基金

32億740万円

減債基金

23億5,020万円

減債基金

11億8,334万円

減債基金

21億2,113万円

財政調整基金

41億7,383万円

平成13年度末
総額

56億5,830万円

総額

40億5,072万円

※合併前と合併後を比較するため、合併の議論が本格的に出始めた直前の平成13年度決算額を記載しています。

総額

58億2,943万円

総額

102億4,009万円

平成17年度末

平成27年度末

平成28年度末
総額

89億5,323万円

平成29年度末
総額

86億8,553万円

（１人当たり 34.9万円） （１人当たり 24.7万円）

平成30年度末見込
総額

80億993万円

平成31年度末見込
減債基金

16億5,560万円
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◆表１　部門別職員数の推移（各年度４月１日現在） （単位：人）

◆表２　職員人件費の推移（各年度３月31日現在）

◆表３　一般行政職の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の推移（各年度４月１日現在）

※1 　平成18年度、平成23年度、平成28年度及び平成30年度の上記数値は、「地方公務員給与実態調査」（総務省実
施）で明らかにされているものです。また「平均給料月額」とは基本給の平均値、「平均給与月額」とは基本給
と各種手当の合計額の平均値です。

※2 　平成31年度の上記数値は、当初予算（一般会計）における一般行政職の平均値であり、「平均給与月額」に
は、時間外勤務手当などの実績による手当が含まれていません。

平均給与月額 355,534円 388,092円 363,345円 353,205円 330,457円

平均給料月額 333,481円 327,523円 317,836円 307,108円 299,385円

平 均 年 齢 43.9歳 45.2歳 44.3歳 42.7歳 41.9歳

※1 　上記人件費は、職員（市長、副市長、教育長及び臨時・非常勤職員等を除く）の人件費について、平成18年
度、平成23年度、平成28年度の決算額、平成30年度決算見込額及び平成31年度当初予算額を記載しています。

※2 　職員１人当たりの人件費は、平成18年度、平成23年度、平成28年度の決算額、平成30年度決算見込額及び平成
31年度当初予算額を基に、各年度４月１日現在の職員数で算出したものですが、選挙執行経費も含まれているこ
とから、各年度において金額の変動が生じています。また、給料や職員手当のほか、共済組合負担金や退職手当
組合負担金などの事業主負担分が含まれています。

区　　分 平成18年度 平成23年度 平成28年度 平成30年度 平成31年度

職員1人当たり　※2 7,813 7,549 7,033 7,204 7,500

特別行政部門職員人件費（総額）※1 3,422,263 2,846,024 2,102,938 2,031,492 2,054,962

職員1人当たり　※2 7,664 7,863 7,893 7,782 8,154

一般行政部門職員人件費（総額）※1 6,192,256 5,325,492 4,633,236 4,544,555 4,704,898

※ 平成31年度の上記数値は、予定の人数です。

（単位：千円）

区　　分 平成18年度 平成23年度 平成28年度 平成30年度 平成31年度

（Ａ）－（Ｂ） 0 △ 124 48 △ 14 △ 13

削減目標数値　　（Ｂ） 1,970 1,730 1,356 1,414 1,402

538 △ 186

合 計 （Ａ） 1,970 1,606 1,404 1,400 1,389 △ 581

公営企業等部門
病院・水道・下水道・国民
健康保険・介護保険・後期
高齢者医療

724 552 518 534

577 △ 231

特別行政部門 教育・消防 438 377 299 282 274 △ 164

一般行政部門
議会・総務・税務・民生・
衛生・農林水産・商工・土
木

808 677 587 584

　市では、第二次登米市総合計画の着実な実行を基本とし、本市の持続的な発展のための重点戦略を円滑に推進す
る組織体制を構築するため、「登米市定員適正化計画」を策定しております。
　本計画では、複雑多様化する市民ニーズや新たな財政需要へ迅速かつ柔軟に対応できる組織とするため、事務事
業の見直し等による行政改革を推進し、組織運営の効率化・スリム化を進めるとともに、職員をより優先度の高い
施策の遂行や課題解決のための要員に振り向けるなど、行政需要の変化に対応した任用・配置を計画的に実施する
こととしています。
　平成18年度に策定した第１次登米市定員適正化計画では、職員数を平成18年度から平成23年度までの５年間で
364人削減し、平成23年度に策定した第２次登米市定員適正化計画では、職員数を平成18年度から平成28年度まで
に566人削減しております。
　平成27年度に策定した「第３次登米市定員適正化計画」では、平成33年度までに職員数を平成28年度の1,404人
から1,381人（△23人）とすることを目標としています。

部 門
職　員　数 平成18年度と

平成31年度の差平成18年度 平成23年度 平成28年度 平成30年度 平成31年度

４ 職員数と職員人件費の推移
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