
平成27年度の補助金、負担金の概要

◆一般会計
性質別 件数 金額  （円）

1 運営費補助 86 200,924,646
2 事業費補助 24 11,935,082

小計 0 212,859,728
3 事業費負担金 69 157,273,734
4 構成員負担金 104 16,093,839

小計 173 173,367,573
一部事務組合等への
分担金、負担金

5 一部事務組合等負担金 9 322,113,365

給付金 6 医療費・給付金等 2 12,294,000

184 720,634,666

◆特別会計
性質別 件数 金額  （円）

1 運営費補助 1 14,248
2 事業費補助 0 0

小計 1 14248
3 事業費負担金 16 464,072,766
4 構成員負担金 5 1,739,762

小計 21 465812528
一部事務組合等への
分担金、負担金

5 一部事務組合等負担金 0 0

給付金 6 医療費等給付金 9 598,793,616

0 1,064,620,392

◆合計
性質別 件数 金額  （円）

1 運営費補助 87 200,938,894
2 事業費補助 24 11,935,082

小計 111 212,873,976
3 事業費負担金 85 621,346,500
4 構成員負担金 109 17,833,601

小計 194 639,180,101

一部事務組合等への
分担金、負担金

5 一部事務組合等負担金 9 322,113,365

給付金 6 医療費等給付金 11 611,087,616

184 1,785,255,058

  団体及び個人に対して交付している補助金、負担金の透明性を図るため、その目的、補助額、支出
先などについて公表します。

平成27年度補助金、負担金の公表
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平成27年度の補助金、負担金（事業費補助金、運営費補助金、事業費負担金、構成員負担金、一部事務組合分担金・負担金）

一般会計

№ 名称 区分№ 区分 会計 所管課等 交付目的 交付先名称 対象額（円）
補助・負担金等

金額　（円）

1
岩手県都市会計協議会職員研修会参
加負担金

3 事業負担金 一般会計 出納室 研修会において要する経費 岩手県都市会計協議会 3,000 3,000

2 一関地区交通安全協会補助金 1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課 交通安全の普及啓発等を図る。
岩手県一関地区交通安全協
会

6,124,000 30,000

3 岩手県交通指導隊連絡協議会会費 1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課 県内交通指導員の研修等、資質の向上を図る。
岩手県交通指導隊連絡協議
会

457,500 7,700

4 個人番号カード関連事務委任交付金 3 事業負担金 一般会計 町民福祉課 個人番号カードの事務交付金を交付する。
地方公共団体情報システム
機構

2,274,000 2,274,000

5
岩手県戸籍住民基本台帳事務連絡協
議会負担金

3 事業負担金 一般会計 町民福祉課 戸籍等事務の研修等、資質向上を図る。
岩手県戸籍住民基本台帳事
務連合協議会

621,667 3,300

6 交通災害共済事業市町村負担金 3 事業負担金 一般会計 町民福祉課 交通災害共済事業を円滑に行うことを目的とする。 岩手県市町村総合事務組合 2,500,000 29,215

7 民生児童委員協議会活動補助金 2 運営費補助金 一般会計 町民福祉課 民生児童委員活動の支援を図る。 平泉町民生児童委員協議会 1,987,000 197,600

8 福祉活動拠点運営費補助金 2 運営費補助金 一般会計 町民福祉課
社会福祉協議会の事務所賃借料の一部を補助し、円
滑な運営の支援を図る。

社会福祉法人　平泉町社会
福祉協議会

1,080,000 540,000

9 一関地区保護司会補助金 1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課
各地区の保護司の連絡調整等、更生保護活動の支
援をを図る。

一関地区保護司会 721,200 19,000

10 いわて被害者支援センター賛助会費 2 運営費補助金 一般会計 町民福祉課 犯罪被害者の支援を図る。
（公社）いわて被害者支援セ
ンター

1,734,000 19,000

11 岩手県更生保護協会運営補助金 2 運営費補助金 一般会計 町民福祉課
更生保護事業の充実と、自立更正に必要な保護を行
うことを目的とする。

更生保護法人岩手県更生保
護協会

4,600,000 20,250

12
社会を明るくする運動平泉町推進委員
会負担金

3 事業負担金 一般会計 町民福祉課
犯罪や非行のない社会をつくるための運動を展開し
ていくことを目的とする。

「社会を明るくする運動」平泉
町推進委員会

207,830 80,000

13
社会福祉推進事業補助金（生活困窮者
就労準備支援事業費補助金）

1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課
社会福祉協議会の社会的弱者に対する相談事業の
支援を図る。

社会福祉法人　平泉町社会
福祉協議会

4,190,000 4,000,000

14
水沢人権擁護委員協議会事業費補助
金

1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課
法務局水沢支局管内の一関地区の人権擁護委員の
相談事業の援助を図る。

水沢人権擁護委員協議会 395,200 10,000

15 社会福祉活動専門員設置事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課
社会福祉協議会の福祉活動専門員の支援を行うこと
により、社会福祉活動の充実を図る。

社会福祉法人　平泉町社会
福祉協議会

4,797,754 3,650,000

16 社会福祉協議会事務局長設置補助金 2 運営費補助金 一般会計 町民福祉課
社会福祉協議会の事務局長の常勤化を図ることによ
り、事業所としての活性化を図る。

社会福祉法人　平泉町社会
福祉協議会

3,600,000 1,200,000

17 臨時福祉給付金 6 医療費・給付金等 一般会計 町民福祉課
消費税率の引き上げに伴う低所得者の負担の軽減を
図る。

個人1,600名 9,600,000 9,600,000

18
岩手県後期高齢者医療広域連合分担
金

5 一部事務組合負担金 一般会計 町民福祉課 後期高齢者医療事業を円滑に行うことを目的とする。
岩手県後期高齢者医療広域
連合

83,718,606 83,718,606

19 地域子育て支援拠点事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課 社会福祉協会の子育て支援事業の支援を図る。
社会福祉法人　平泉町社会
福祉協議会

4,190,000 4,000,000

20 あすなろ療育園協力会加盟負担金 3 事業負担金 一般会計 町民福祉課 あすなろ入所者と家族の支援を図る。
独立行政法人国立病院機構
岩手病院あすなろ

2,327,000 10,000

21
子育て世帯臨時特例給付金支給対象
者

6 医療費・給付金等 一般会計 町民福祉課
消費税率の引き上げの影響を踏まえ、子育て世帯の
負担の軽減を図る。

個人511名（支給対象児童
898名）

2,694,000 2,694,000

22
平泉町単独医療費助成事業事務費交
付金

3 事業負担金 一般会計 町民福祉課 医療費助成事業の町単独分の円滑な実施を図る。
一般社団法人岩手県歯科医
師会　ほか

401,911 401,911

23
北上川水系水質汚濁対策連絡協議会
運営費分担金

3 事業負担金 一般会計 町民福祉課 北上川水系の水質事故への対応を円滑に図る。
北上川水系水質汚濁対策連
絡協議会

560,000 20,000

24
ひらいずみ地球温暖化対策協議会活動
補助金

1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課 地球温暖化対策の民間活動の支援を図る。
ひらいずみ地球温暖化対策
協議会

174,000 80,000

25
住宅用太陽光発電システム導入促進費
補助金

1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課 住宅用太陽光発電システムの普及促進を図る 個人4名 364,000 364,000

26 高効率給湯器等導入促進費補助金 1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課 高効率給湯器等の普及促進を図る 個人10名 415,000 415,000

27
平成２７年度岩手県市町村清掃協議会
分担金

3 事業負担金 一般会計 町民福祉課 県内市町村等の清掃事業の円滑な運営を目的とする。 岩手県市町村清掃協議会 1,066,000 6,000

28 有価物集団回収事業助成金 1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課 地域の集団回収を援助し、ごみの減量化を図る。 18団体 65,118 65,118

29 電気式生ごみ処理機購入補助金 1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課 生ごみ処理機等の普及促進を図る。 個人１名 321,840 10,000



№ 名称 区分№ 区分 会計 所管課等 交付目的 交付先名称 対象額（円）
補助・負担金等

金額　（円）

30
一関地区広域行政組合ごみ処理施設
整備負担金

5 一部事務組合負担金 一般会計 町民福祉課 一関地区広域行政組合の清掃事業の円滑な運営を図る。 一関地区広域行政組合 79,351,000 79,351,000

31
一関地区広域行政組合し尿処理施設整
備費負担金

5 一部事務組合負担金 一般会計 町民福祉課 一関地区広域行政組合の清掃事業の円滑な運営を図る。 一関地区広域行政組合 19,197,000 19,197,000

32
一関地区広域行政組合衛生総務費分
担金

5 一部事務組合負担金 一般会計 町民福祉課 一関地区広域行政組合の清掃事業の円滑な運営を図る。 一関地区広域行政組合 2,697,000 2,697,000

33
一関地区広域行政組合火葬場費分担
金

5 一部事務組合負担金 一般会計 町民福祉課 一関地区広域行政組合の清掃事業の円滑な運営を図る。 一関地区広域行政組合 2,704,000 2,704,000

34 一関地区広域行政組合総務費分担金 5 一部事務組合負担金 一般会計 町民福祉課 一関地区広域行政組合の清掃事業の円滑な運営を図る。 一関地区広域行政組合 4,748,000 4,748,000

35
一般(財)資産評価システム研究センター
年会費

4 構成員負担金 一般会計 税務課
財団法人として、総ての地方公共団体を会員とし、固
定資産税及び評価関係情報の収集提供を図ってい
る。

岩手県町村会 2,917,000 45,000

36 一関たばこ販売促進事業費補助金 1 事業費補助金 一般会計 税務課
たばこ税確保を目的に、組合に対し販売促進事業費
の補助を行う。

一関たばこ販売組合 2,959,910 54,000

37 一関地区税務協議会分担金 4 構成員負担金 一般会計 税務課
地区税務団体間の税務行政運営上の協力を推進し、
納税者の信頼に応える地方税制を確立する。

一関地区税務協議会 33,000 3,500

38 軽自動車税共同事務処理分担金 3 事業負担金 一般会計 税務課
軽自動車協会からの申告書の収集・送達事務を行っ
ている。

岩手県町村会 7,580,000 51,018

39 地方税電子化協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 税務課 地方税に係る申告電子システムを運用している。
一般社団法人　地方税電子
化協議会

2,847,283,000 118,399

40
岩手県エルタックス県域共同利用システ
ム負担金

3 事業負担金 一般会計 税務課 地方税に係る申告電子システムを運用している。 岩手県 69,139,529 733,054

41
岩手県地方税特別滞納整理機構事務
費納付金

4 構成員負担金 一般会計 税務課
町県民税滞納整理の推進として、機構の事務に係る
経費として負担する。

岩手県知事 1,120,000 20,000

42
北上川遊水地営農対策推進協議会負
担金

4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
北上川遊水地営農対策推進に係る協議会活動に対
する負担金

北上川遊水地営農対策推進
協議会

3,609,102 651,000

43 岩手県立農業大学校後援会会費 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
農業後継者の育成に向けた岩手県立農業大学校後
援会の活動経費について、農家数割、耕地面積割等
で負担する。

岩手県立農業大学校後援会 30,000 30,000

44
東日本大震災被災農家緊急支援対策
資金利子補給補助金

1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
東日本大震災被災農家緊急支援対策資金の利子補
給

いわて平泉農業協同組合 26,380 2,082

45 ライスアート事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
地域農業の振興とライスアート会場を新たな観光ス
ポットにすることで観光振興に寄与する

農事組合法人　アグリ平泉 817,924 100,000

46 ビニールハウス設置事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
平泉産野菜等の安定生産、品質向上、販売促進及び
地域農業の維持と保全推進するため、ビニールハウ
ス設置に要する経費に対し補助。

個人３名 440,104 243,000

47
ひらいずみ産業まつり実行委員会補助
金

1 事業費補助金 一般会計 農林振興課 産業まつり開催のための費用のため
ひらいずみ産業まつり実行委
員会

596,000 500,000

48
農業用廃プラスチック適正処理事業補
助金

1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
地域の自然環境配慮型農業を振興するため、農業団
体等が、町内農業者が使用した農業用廃プラスチック
類の適正処理に要する経費に対し、補助。

いわて平泉農業協同組合 409,246 165,125

49 一関地方農林業振興協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
一関地方の農林業振興に係る協議会活動に対する
負担金

一関地方農林業振興協議会 4,919,169 210,000

50 青果物等価格安定事業負担金 3 事業負担金 一般会計 農林振興課 青果物等価格安定事業に対する負担金
公社）岩手県農畜産物価格
安定基金協会

3,226,713 77,960

51
いわて地域農業マスタープラン実践支
援事業費補助金

1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
中心経営体等が産地を牽引しながら経営を高度化す
るための必要な機械・施設整備に対する支援

農事組合法人　アグリ平泉 1,503,360 696,000

52
平泉町農業構造改善センター解体事業
費補助金

1 事業費補助金 一般会計 農林振興課 建物解体工事に要する費用に対する補助 いわて平泉農業協同組合 5,400,000 2,700,000

53
平泉町認定農業者連絡協議会事業費
補助金

1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
地域農業の中心となる経営体である認定農業者の研
鑽活動などを支援することにより、地域農業の活性化
を図るための補助金

平泉町認定農業者連絡協議
会

441,385 200,000

54
農業経営基盤強化資金利子補給補助
金

1 事業費補助金 一般会計 農林振興課 農業経営基盤強化資金の利子補給 東北銀行　山目支店 310,999 83,384



№ 名称 区分№ 区分 会計 所管課等 交付目的 交付先名称 対象額（円）
補助・負担金等

金額　（円）

55 野菜花卉生産振興事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
地域特性を活かした野菜、花きの生産振興のため、
農業団体等が実施する事業に要する経費に対し、補
助。

いわて平泉農業協同組合 2,422,082 403,672

56
平泉町担い手育成総合支援協議会事
業費補助金

2 運営費補助金 一般会計 農林振興課
平泉町農業の担い手の育成・確保などを目的とした
協議会の運営に対しての補助

平泉町担い手育成総合支援
協議会

519,769 300,000

57
平泉町グリーン・ツーリズム推進協議会
補助金

2 運営費補助金 一般会計 農林振興課
町の地域資源を生かしたｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑを推進する
協議会の運営費に対し、補助。

平泉町グリーン・ツーリズム
推進協議会

1,929,439 250,000

58 環境保全型農業直接支払交付金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課 環境保全型農業に取り組む農業組織等への交付金 岩手県有機農業連絡協議会 92,000 92,000

59 平泉町多面的機能支払交付金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
農村環境の保全活動等を実施している組織に対して
支援する。

戸河内（中）活動組織　ほか
40団体

33,410,433 33,410,433

60 中山間地域等直接支払交付金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
中山間地域等における農用地を管理する農家が、集
落協定を締結して事業を行った場合、交付金を交付

戸河内（中）集落　ほか２５団
体

59,283,415 59,283,415

61 耕作者集積協力金補助金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
地域の中心となる経営体の農地を連坦化させようとす
る場合に、町がそれに協力する人に対して機構集積
協力金を交付する。

個人１５名 474,000 474,000

62 経営転換協力金補助金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
地域の中心となる経営体に農地が集積される場合
に、町がそれに協力する人に対して機構集積協力金
を交付する。

個人６名 2,400,000 2,400,000

63 県南和牛育種組合会負担金 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
県南地域の和牛の育種、生産改良等各種事業費の
ため

県南和牛育種組合 2,814,200 90,800

64 一関地方畜産共進会負担金 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
一関管内の畜産農家を対象とした畜産共進会開催に
係る費用のため

一関地方畜産共進会実行委
員会

2,746,000 90,000

65 岩手県畜産協会負担金 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
経営安定・改善のための診断助言、担い手の強化育
成等事業、その他畜産振興課に係る事業のため

社団法人岩手県畜産協会 22,262,000 58,000

66 岩手県南家畜衛生推進協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
予防接種事業、家畜生産農場正常化支援対策、獣医
師研修会等開催のため

岩手県南家畜衛生推進協議
会

3,338,000 38,000

67 いわて南牛振興協会負担金 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課 いわて南牛振興に係る各種PR事業のため いわて南牛振興協会 2,400,000 54,400

68
いわて南牛振興協会大牛肉博特別負
担金

3 事業負担金 一般会計 農林振興課
東京で開催された大牛肉博参加に係る材料費等費用
のため

いわて南牛振興協会 600,000 100,000

69 いわて牛普及推進協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
いわて牛及びいわて短角和牛の販売促進とブランド
イメージ定着のためのPR活動及び品質向上対策や
後継者育成事業のため

いわて牛普及推進協議会 18,230,000 309,000

70 繁殖牛生産振興対策事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課 一関管内で生産される繁殖素牛の増頭を図るため。 いわて平泉農業協同組合 1,500,000 1,500,000

71 肥育素牛地域内保留対策事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課 一関管内で生産される肥育牛の増頭を図るため。 いわて平泉農業協同組合 4,000,000 4,000,000

72 須川牧場利用促進事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
須川牧場利用を促進し、農家の経営の省力化を図る
ため。

いわて平泉農業協同組合 1,798,818 599,606

73 死亡牛処理円滑化推進事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
東北油化（株）倒産に係る死亡牛処理費用の掛かり
増し経費負担のため。

一般社団法人　岩手県畜産
協会

63,198 42,132

74
岩手県土地改良事業団体連合会賦課
金

4 構成員負担金 一般会計 農林振興課 連合会の専門部会等の活動運営費に対する賦課金
岩手県土地改良事業団体連
合会

98,000 98,000

75 一関地方土地改良区協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
農業農村振興の発展に寄与するための協議会活動
に対する負担金

土地改良区一関地方協議会 342,491 5,000

76
基幹水利施設ストックマネジメント事業
補助金

1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
揚水施設の機能保全対策を図るための事業に対する
補助金

北上川東部土地改良区 14,500,000 580,000

77
県営農村地域防災減災事業負担金(北
照井堰地区）

3 事業負担金 一般会計 農林振興課
農業用施設整備による機能向上を図るための事業に
対する負担金

岩手県知事 7,553,000 539,350

78
かんがい排水事業負担金（束稲第２地
区）

3 事業負担金 一般会計 農林振興課
農業用施設の機能保全対策を図るための事業に対
する負担金

岩手県知事 11,800,000 1,180,000

79
県営ため池等整備事業負担金(日光地
区）

3 事業負担金 一般会計 農林振興課
県営ため池等整備事業係る日光地区に対する償還
負担金

照井土地改良区 87,465 87,465

80
団体営基盤整備事業負担金（正法地
区）

3 事業負担金 一般会計 農林振興課
団体営基盤整備事業に係る正法地区に対する償還
負担金

照井土地改良区 588,215 588,215
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81
県営束稲地区かんがい排水事業負担
金

3 事業負担金 一般会計 農林振興課
県営かんがい排水事業に係る束稲地区に対する償
還負担金

北上川東部土地改良区 43,166 43,166

82
経営体育成基盤整備事業負担金(一関
第１地区）

3 事業負担金 一般会計 農林振興課
一関第１地区の経営体育成基盤整備事業に係る負
担金

岩手県知事 6,196,000 619,600

83
経営所得安定対策等推進事業費補助
金

1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
経営所得安定対策等推進事業の円滑な推進に資す
るため。

一関地方農業再生協議会 3,533,744 3,533,744

84 岩手県緑化推進委員会負担金 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
県内緑化運動及び緑の募金PR、ポスターコンクール
等の開催のため

公益社団法人岩手県緑化推
進委員会

324,900 17,100

85 岩手県治山林道協会会費 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
治山林道コンクールや政策提案活動、調査研究活
動、参考図書の配布のため。

一般社団法人岩手県治山林
道協会

165,000 5,000

86
岩手県林業構造改善事業促進協議会
会費

4 構成員負担金 一般会計 農林振興課 経営管理の具体的手法等について研修するため。
岩手県林業構造改善事業促
進協議会

380,000 10,000

87 平泉町森林整備地域活動支援交付金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
町内私有林の間伐のための森林経営計画作成に係
る人件費及び会議費用のため

一関地方森林組合 1,575,309 1,533,880

88 平泉町森林総合整備事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
県補助金を使用して行う町内の間伐等について、事
業費の10%以内でかさ上げ補助する。

一関地方森林組合 16,350,576 967,000

89 岩手県企業誘致推進委員会負担金 4 構成員負担金 一般会計 観光商工課 全県で情報共有し企業誘致を推進する。 岩手県企業誘致推進委員会 6,950,000 100,000

90 一関商工会議所雇用対策事業分担金 4 構成員負担金 一般会計 観光商工課 就職ガイダンス等の雇用対策を実施する。
一関商工会議所　会頭　佐藤
晄僖

492,000 20,843

91
平泉町若者等ふるさと就職支援事業補
助金

1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 若者等の地元就職及び定着を促進する。
株式会社 フタバ平泉、川嶋
印刷株式会社

57,908 57,908

92
平泉町シルバー人材センター運営費補
助金

2 運営費補助金 一般会計 観光商工課 高齢者の生き甲斐、健康増進、社会参加を促進する。
平泉町シルバ－人材センタ
－

4,174,397 650,000

93
一関職業訓練協会認定職業訓練費補
助金

2 運営費補助金 一般会計 観光商工課 一関職業訓練協会運営費に対する助成
職業訓練法人一関職業訓練
協会

3,718,000 95,000

94
両磐地域職業訓練センター運営費補助
金

2 運営費補助金 一般会計 観光商工課 両磐地域職業訓練センター運営費に対する助成 両磐地域職業訓練センタ－ 6,572,000 95,000

95 成功店モデル創出・波及事業費補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 平泉商工会が主催する個店の魅力向上を目的とした事業に対する補助金 平泉商工会 1,321,640 1,231,640

96 平泉町中小企業融資利子補給金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 平泉町中小企業振興資金貸付利子に対する補給金
一関信用金庫平泉支店　ほ
か２

749,813 749,813

97 平泉商工会運営費補助金 2 運営費補助金 一般会計 観光商工課 平泉商工会の運営費に対する補助金 平泉商工会 67,505,628 6,000,000

98 いわて産業振興センター負担金 4 構成員負担金 一般会計 観光商工課 いわて産業振興センターが主催する各種事業費に対する補助金
公益財団法人　いわて産業
振興センター

26,770,891 95,000

99 岩手県中小企業団体中央会負担金 4 構成員負担金 一般会計 観光商工課 岩手県中小企業団体中央会が主催する各種事業費に対する補助金 岩手県中小企業団体中央会 394,007,993 165,000

100 岩手県観光協会負担金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 岩手県観光協会に対する負担金
公益財団法人　岩手県観光
協会

320,000 320,000

101 江東区民と交流する会補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 江東区との物産交流等を通じて産業・観光振興に資する。 江東区民と交流する会 568,959 100,000

102
外国人観光客誘致プロモーション活動
補助金

1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 外国人観光客誘致プロモーション活動事業に対する補助金 平泉観光推進実行委員会 3,330,023 3,330,000

103
平泉観光協会ホームページ改修事業補
助金

1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 平泉観光協会ホームページの改修事業に対する補助金
一般社団法人　平泉観光協
会

4,320,000 4,320,000

104 平泉観光推進実行委員会事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 観光客誘致・受入環境整備事業等に対する補助金 平泉観光推進実行委員会 4,357,810 2,800,000

105 音声ガイドペン導入事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 音声ガイドペン導入事業に対する補助金
一般社団法人　平泉観光協
会

6,501,600 3,000,000

106 平泉をきれいにする会補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 平泉をきれいにする会の事業費に対する補助金 平泉をきれいにする会 497,868 100,000

107 藤原祭・大文字祭等事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 平泉観光協会が主催する催事等に対する補助金
一般社団法人　平泉観光協
会

16,413,153 7,050,000

108 観光宣伝事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 平泉観光協会が行う観光宣伝事業に対する補助金
一般社団法人　平泉観光協
会

3,951,962 2,650,000

109 全国観光地所在町村協議会会費 4 構成員負担金 一般会計 観光商工課 全国観光地所在町村協議会に対する会費 全国観光地所在町村協議会 8,000 8,000

110
平泉芭蕉祭全国俳句大会実行委員会
補助金

2 運営費補助金 一般会計 観光商工課 平泉芭蕉祭全国俳句大会の運営費に対する助成
平泉芭蕉祭全国俳句大会実
行委員会

754,842 100,000
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111 広域観光連携組織負担金 4 構成員負担金 一般会計 観光商工課 伊達な広域観光推進協議会に対する負担金 伊達な広域観光推進協議会 350,000 350,000

112
いわて観光キャンペーン推進協議会会
費

4 構成員負担金 一般会計 観光商工課 いわて観光キャンペーン推進協議会に対する会費
いわて観光キャンペーン推進
協議会

203,000 203,000

113 ひらいずみ夜祭り開催補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 ひらいずみ夜祭り実行委員会の事業費に対する補助金
ひらいずみ夜祭り実行委員
会

812,406 785,000

114
平泉総社神輿会20周年記念事業補助
金

1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 平泉総社神輿会20周年記念事業費に対する補助金 平泉総社神興会 6,877,351 800,000

115
北東北三県観光立県推進協議会負担
金

4 構成員負担金 一般会計 観光商工課 北東北三県観光立県推進協議会に対する負担金
北東北三県観光立県推進協
議会国際観光部会

42,000 42,000

116 世界遺産連携推進実行委員会負担金 4 構成員負担金 一般会計 観光商工課 世界遺産連携推進実行委員会に対する負担金
世界遺産連携推進実行委員
会

3,500,000 3,500,000

117 奥の細道サミット負担金 4 構成員負担金 一般会計 観光商工課 松尾芭蕉の業績の顕彰及び地域活性化の連携を図る。
奥の細道サミット鹿沼大会実
行委員会

920,000 20,000

118
いわてまるごと肉フェスタ実行委員会負
担金

4 構成員負担金 一般会計 観光商工課 食文化の情報発信を通じて観光客誘客を促進する。
いわてまるごと肉フェスタ実
行委員会

7,350,284 145,004

119 岩手県浄化槽推進協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 建設水道課

岩手県内における合併処理浄化槽の普及を促進する
とともに、設置及び維持管理の適正化を図り、もって
生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること
を目的とする。

岩手県浄化槽推進協議会 336,926 2,247

120 岩手県浄化槽推進協議会会費 4 構成員負担金 一般会計 建設水道課

岩手県内における合併処理浄化槽の普及を促進する
とともに、設置及び維持管理の適正化を図り、もって
生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること
を目的とする。

岩手県浄化槽推進協議会 532,800 5,600

121 浄化槽設置整備事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 建設水道課
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生
活環境の保全を図るため、浄化槽を設置しようとする
者に対し補助する。

個人１４名 17,200,860 6,500,000

122 岩手県農村振興技術連盟会費 4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
農村振興に係わる関係者の親交融和を図り、総合的
な技術力の向上などを通じて、農村の振興、発展に
寄与することを目的とする。

岩手県農村振興技術連盟 9,600 9,600

123 平泉街路灯組合連合会補助金 1 事業費補助金 一般会計 建設水道課
平泉街路灯組合連合会の運営と、街路灯の電気代並
びに修理費に要する経費に対し補助する。

平泉街路灯組合連合会 226,216 135,000

124
花巻・一関間主要地方道改良促進協議
会負担金

4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
花巻・一関間北上川東の主要地方道改良整備促進す
るための請願、陳情その他必要な事業に負担する。

花巻一関間主要地方道改良
促進協議会

32,151 3,000

125
岩手県道路整備促進期成同盟会負担
金

4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
国県道及び市町村道の整備推進のための道路財源
確保・拡大の陳情・要望その他必要な事業に負担す
る。

岩手県道路整備促進期成同
盟会

1,235,000 6,000

126
栗原北上線県道昇格整備促進期成同
盟会補助金

1 事業費補助金 一般会計 建設水道課
（仮称）栗原北上線の県道昇格と整備促進を図るため
の請願、陳情等行う経費に対し補助する。

栗原北上線県道昇格整備促
進期成同盟会

366,361 40,000

127 岩手県防災協会会費 4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
災害に関する必要な方策の考究、災害復旧・防災事
業の促進を図る事業に負担する。

岩手県防災協会 627,000 19,000

128
栗原北上線県道昇格促進協議会負担
金

4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
栗原北上線の県道昇格と整備促進のための請願、陳
情その他必要な事業に負担する。

栗原北上線県道昇格促進協
議会

100,000 10,000

129
広域道路・国道284号整備促進期成同
盟会負担金

4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
一関、気仙沼間の地域高規格道路及び国道284号を
整備促進するための要望・請願、その他必要な事業
に負担する。

広域道路・国道284号整備促
進期成同盟会

180,000 7,000

130
国道343号・広域幹線道路整備促進期
成同盟会負担金

4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
国道343号及び広域基幹道路を整備促進するための
要望・請願、その他必要な事業に負担する。

国道343号・広域幹線道路整
備促進期成同盟

100,000 9,000

131 岩手地区国道協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
岩手河川国道事務所管内の国道の整備促進・維持
管理を支援するために必要な事業に負担する。

岩手地区国道協議会 1,200,000 50,000

132 岩手県道路利用者会議会費 4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
道路整備の促進、道路交通の進歩発展のために必
要な事業に負担する。

岩手県道路利用者会議 912,000 10,000

133
岩手県高規格幹線道路整備促進期成
同盟会負担金

4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
高速道、国道の自動車専用道等を整備促進するため
の請願、陳情その他必要な事業に負担する。

岩手県高規格幹線道路整備
促進期成同盟会

567,900 8,500

134 平泉スマートインター整備事業負担金 3 事業負担金 一般会計 建設水道課
平泉スマートインターチェンジ整備の適正かつ円滑な
遂行を実施するための工事等の委託施行に負担す
る。

東日本高速道路(株)東北支
社北上管理事務所

2,248,543 2,248,543
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135 岩手県治水砂防協会会費 4 構成員負担金 一般会計 建設水道課 治水砂防事業の普及促進のための事業に負担する。 岩手県治水砂防協会 1,000,000 10,000

136 岩手県河川海岸協会会費 4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
治水・利水・海岸保全を研究し河川・海岸保全の事業
促進と、水防体制の充実強化のための事業に負担す
る。

岩手県河川海岸協会 1,474,000 6,000

137 岩手県都市計画協会会費 4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
都市計画及び都市計画事業の発展を図るために必
要な調査・研究・その他事業に負担する。

岩手県都市計画協会 2,556,000 36,000

138 住宅リフォーム事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 建設水道課
町民の居住環境の充実及び町内の商工業の振興を
図ることを目的とする。

個人２４名 39,113,271 4,441,000

139 生活再建住宅支援事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 建設水道課
東日本大震災により被災した町内の住宅、宅地の早
期復興に資するため、被災住宅の補修等、被災宅地
の復旧に要する経費に対し補助する。

個人２３名 33,533,325 14,561,000

140 被災住宅債務利子補給補助金 1 事業費補助金 一般会計 建設水道課
東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資す
るため、町が実施する住宅債務の利子補給に要する
経費に対し補助する。

個人３名 289,658 224,000

141
平泉町北上川治水事業対策連絡協議
会負担金

3 事業負担金 一般会計 北上川治水対策室

北上川治水事業に関する調査研究を行い、関係住民
の生活の安定を図るとともに必要な対策について協
議し、地域社会の発展と事業の円滑な推進に寄与し
ていることに対して負担するもの。

平泉町北上川治水事業対策
連絡協議会

100,000 100,000

142 北上川上流改修期成同盟会負担金 4 構成員負担金 一般会計 北上川治水対策室
北上川上流本流並びに支流川の改修と、これに伴う
堰堤工事及び災害復旧工事を促進し、治水の目的達
成を期する。

北上川上流改修期成同盟会 761,000 61,000

143 一関遊水地事業促進協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 北上川治水対策室

北上川上流改修一関遊水地事業及びこれに関連す
る治水事業の実施に伴う関係住民の生活の安定を図
るため必要な対策について協議するとともに、事業の
円滑な推進に寄与していることに対して負担するも

一関遊水地事業促進協議会 130,000 45,000

144 北上川ダム管理協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 北上川治水対策室
北上川ダム統合管理事務所所管ダムの適正な維持
管理並びに環境及び水質保全の促進を図るために負
担するもの。

北上川ダム管理協議会 168,000 7,000

145 内外情勢調査会負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務）
国内外の諸情勢について知識の向上と理解の増進を
図ることを目的とし、講演活動や資料提供を行う団体
に対して負担するもの。

一般社団法人　内外情勢調
査会

194,400 194,400

146 岩手県町村会負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） 岩手県町村会の運営に係る負担金 岩手県町村会 187,531,149 168,122

147 防火管理者講習会負担金 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 防火管理者講習会受講に対する負担金
一般財団法人日本防火・防
災協会

6,170 6,170

148 市町村総合事務組合負担金 5 一部事務組合負担金 一般会計 総務企画課（総務） 非常勤職員公務災害補償に係る市町村負担金 岩手県市町村総合事務組合 162,054 162,054

149 日本ロジテック協同組合賛助会費 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） 日本ロジテック協同組合賛助会費 日本ロジテック協同組合 50,000 50,000

150
日本非核都市宣言自治体協議会分担
金

4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） 日本非核宣言自治体協議会分担金 日本非核宣言自治体協議会 20,000 20,000

151 安全運転管理者講習受講負担金 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 安全運転管理者等講習会受講に対する負担金
一般社団法人岩手県交通安
全協会

9,000 9,000

152
岩手県安全運転管理者部会連合会会
費

4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） 岩手県安全運転管理者部会連合会会費
岩手県安全運転管理者部会
連合会

8,000 8,000

153 一関地区安全運転管理者事業主会費 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） 一関地区安管事業主会年会費
一関地区安全運転管理者事
業主会

5,000 5,000

154
北方領土返還要求運動岩手県民会議
会費

4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務）
北方領土返還要求運動岩手県民会議に係る構成員
負担金

北方領土返還要求運動岩手
県民会議

5,000 5,000

155 区長会補助金 2 運営費補助金 一般会計 総務企画課（総務） 区長会の運営費に対する補助金 平泉町区長会 1,994,000 135,000

156 暴力団追放一関地方会議負担金 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 暴力団追放一関地方会議運営にかかる負担金 暴力団追放一関地方会議 27,000 26,000

157 岩手県社会保険協会負担金 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務）
社会保険制度の普及及び社会保険事業の円滑な運
営に資することを目的とし、広報紙の発行や各種事業
を行う団体に対して負担するもの。

財団法人岩手県社会保険協
会

40,131,179 9,000

158 一関地区土地開発公社事務費負担金 2 運営費補助金 一般会計 総務企画課（総務）

公共用地、公用地の取得、管理、処分等を行うことに
より、地域の秩序ある整備と地域住民の福祉増進に
寄与することを目的として設立された、一関地区土地
開発公社の構成員負担金。(出資割合按分)

一関地区土地開発公社 397,000 22,932

159 平泉町防犯協会活動補助金 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 町内の防犯活動に係る運営補助金 平泉町防犯協会 25,000 25,000
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160 平泉町行政区総合補助金 1 事業費補助金 一般会計 総務企画課（総務）
住民自治を推進するため、行政区が取り組む事業に
要する経費に対し補助する。

２１行政区 5,132,000 4,820,000

161
岩手県市町村職員研修協議会研修参
加負担金

3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 職員研修参加負担金
岩手県市町村職員研修協議
会

146,345 146,345

162 研修会受託負担金 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 研修会受託に対する負担金
公益財団法人　日本生産性
本部

27,800 27,800

163 全国バスケットボール大会出場補助金 1 事業費補助金 一般会計 総務企画課（総務） スポーツ全国大会出場に対する事業費補助
学校法人一関学院　一関学
院高等学校

4,097,396 75,000

164 全国駅伝大会出場補助金 1 事業費補助金 一般会計 総務企画課（総務） スポーツ全国大会出場に対する事業費補助
学校法人一関学院　一関学
院高等学校

2,327,180 75,000

165 消防事務委託負担金 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 常備消防の委託費 一関市長　勝部　修 123,387,169 123,387,169

166 岩手県消防協会負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） 県消防協会の運営にかかる負担金
公益財団法人岩手県消防協
会

53,154,626 93,200

167 消防団員福祉共済制度負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） 消防団員の福祉共済の掛け金
公益財団法人岩手県消防協
会

630,000 630,000

168 婦人消防協力隊福祉共済制度負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） 婦人消防協力隊員の福祉共済の掛け金
公益財団法人岩手県消防協
会

183,200 183,200

169 岩手県消防協会一関地区支部負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） 県消防協会一関地区支部の運営にかかる負担金
岩手県消防協会一関地区支
部

2,242,000 98,000

170 平泉町婦人消防協力隊活動補助金 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 婦人消防協力隊の運営にかかる補助金 平泉町婦人消防協力隊 439,000 290,000

171 自衛隊協力会会費 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） 一関地区自衛隊協会の運営費 一関地区自衛隊協力会 21,000 21,000

172 市町村総合事務組合負担金 5 一部事務組合負担金 一般会計 総務企画課（総務） 消防団員の公務災害補償、退職報償金の負担金 岩手県市町村総合事務組合 5,610,705 5,610,705

173
岩手県防災ヘリコプター連絡協議会負
担金

4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） ヘリコプター連絡協議会の運営負担金
岩手県防災ヘリコプタ－連絡
協議会

76,891,953 566,073

174 岩手県婦人消防連絡協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） 県婦人消防連絡協議会の運営負担金 岩手県婦人消防連絡協議会 1,273,000 15,000

175 防火防災訓練災害補償等共済掛金 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（総務） 防火防災訓練災害補償等共済制度掛け金 財団法人日本消防協会 8,000 8,000

176 消防団長会議負担金 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 消防団長等会議の出席負担金 岩手県消防協会 27,000 27,000

177 平泉町消防団運営補助金 2 運営費補助金 一般会計 総務企画課（総務） 消防団本団、分団の運営にかかる補助金
平泉町消防団第１分団 他
団体

660,000 583,500

178 被災者台帳システム負担金 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 県被災者台帳システムの負担金 岩手県知事 61,197 61,197

179 照井土地改良区補助金 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 改良区水利運営にかかる補助金 照井土地改良区 9,710,000 100,000

180 消火栓設置負担金（上水道分） 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 消火栓の更新、新設にかかる負担金 平泉町長　青木　幸保 1,918,278 1,918,278

181 消火栓管理負担金（上水道分） 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 既存消火栓の管理負担金 平泉町長　青木　幸保 420,000 420,000

182 消火栓維持管理負担金(簡易水道） 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 消火栓の更新、新設にかかる負担金 平泉町長　青木　幸保 270,000 270,000

183
平成27年度消火栓設置負担金(簡易水
道）

3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 既存消火栓の管理負担金 平泉町長　青木　幸保 1,400,591 1,400,591

184 岩手県防災行政無線維持管理負担金 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 県防災行政無線維持管理負担金 岩手県知事 9,448,920 101,166

185 防災行政無線電波利用料 3 事業負担金 一般会計 総務企画課（総務） 防災行政無線のかかる電波利用料 東北総合通信局 87,750 87,750

186
岩手県市町村選挙管理委員会連合会
負担金

4 構成員負担金 一般会計 選挙管理委員会事務局県市町村選挙管理委員会連合会の負担金
岩手県市町村選挙管理委員
会連合会

237,540 2,700

187 東北ＩＬＣ推進協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（企画）
国際リニアコライダー（ＩＬＣ）誘致に向けた東北地区の
各種団体による誘致活動を推進するため

東北ＩＬＣ推進協議会 10,000 10,000

188
岩手県国際リニアコライダー推進協議
会負担金

4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（企画）
国際リニアコライダー（ＩＬＣ）誘致に向けた岩手県内の
各種団体による誘致活動を推進するため

岩手県国際リニアコライダー
推進協議会

11,360,000 20,000

189 両磐地区広域市町村圏協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（企画）
両磐地区広域市町村圏域における広域行政の推進
を図る

両磐地区広域市町村圏協議
会

391,000 41,000

190 岩手県空港利用促進協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（企画）
花巻空港の航空路線の充実等を促進し、県内の幅広
い発展に資する

岩手県空港利用促進協議会 165,308,000 30,000

191 男女共同参画推進事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 総務企画課（企画） 男女共同参画社会の意識の高揚と形成を図るため
平泉町地域婦人団体協議会
ほか４

191,799 134,600

192 代替バス運行費補助金 1 事業費補助金 一般会計 総務企画課（企画） バス路線の運航を維持し、住民福祉の向上を図る 東磐交通株式会社 34,485,000 3,882,000
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193 協働のまちづくり交付金 1 事業費補助金 一般会計 総務企画課（企画） 協働のまちづくりを推進するための交付金
自主防災を考える会実行委
員会　ほか４

1,213,977 1,162,125

194
いきいき岩手結婚サポートセンター運営
負担金

4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（企画）
岩手県、県内市町村、及び賛同企業により婚活を推
進するための運営団体費を負担

公益財団法人 いきいき岩手
支援財団

4,000,000 53,000

195 婚活支援事業費補助金 1 事業費補助金 一般会計 総務企画課（企画）
町内の民間団体による婚活支援事業費を補助し、少
子化対策に寄与することを目的とする

特定非営利活動法人　みん
なでつくる平泉　ほか1

319,157 319,157

196 日本版DMO設置検討調査負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（企画）
インバウンド観光をはじめとする観光振興による地域
づくりを推進するための日本版ＤＭＯ設立に向けた調

一関市長　勝部　修 9,154,953 964,016

197
中間サーバー・プラットホーム利用負担
金

4 構成員負担金 一般会計 総務企画課（企画）

マイナンバー制度に伴う、中間サーバーの利用負担
金。額は、地方公共団体システム機構法第32及び地
方公共団体情報システム機構約款第37条の第1号に
おいて定められている金額。（年度ごとの決定）

地方公共団体情報システム
機構

10,821,118,000 3,775,000

198 平泉町統計調査員協議会補助金 2 運営費補助金 一般会計 総務企画課（企画）
統計思想の普及と調査員の資質向上に資することを
目的とした団体の運営補助金

平泉町統計調査員協議会 410,198 51,000

199 岩手県町村議会議長会負担金 4 構成員負担金 一般会計 議会事務局

地方自治法第263条の3の規定に基づき組織している
全国町村議会議長会の構成団体として、岩手県内19
町村の議会議長によって組織され、議員の活動を支
え、町村議会の円滑な運営と地方自治の振興発展に
寄与する団体に対して負担するもの。

岩手県町村議会議長会 21,168,000 878,600

200
北方領土返還要求運動岩手県民会議
会費

4 構成員負担金 一般会計 議会事務局
我が国固有の領土である北方領土の返還の実現を
図るため、必要な事業を行うことを目的としている団
体に対して、その趣旨に賛同し負担するもの。

北方領土返還要求運動岩
手県民会議

5,000 5,000

201 県南地区町議会議長会負担金 4 構成員負担金 一般会計 議会事務局

岩手県南地区町村（西和賀町、金ヶ崎町、住田町、平
泉町）の議会正副議長によって組織され、町村議会及
び関係機関団体との連携を図り、地方自治の振興発
展に寄与する団体に対して負担するもの。

県南地区町議会議長会 20,000 20,000

202 岩手県町村監査委員協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 議会事務局(監査）

岩手県内の監査委員・事務局職員の研修をはじめ、
調査研究や情報交換等の諸事業を実施し、監査委員
の資質向上と監査機能の充実を図り、行財政運営の
適法性、効率性、有効性の増進を通じ地方自治の発
展向上に努めている団体に対して負担するもの。

岩手県町村監査委員協議会 35,000 35,000

203 会議出席負担金 3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局 市町村教育委員会協議会総会参加負担金　外５
市町村教育委員会協議会
外５

20,000 20,000

204 指導主事派遣負担金 3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局 県からの指導主事の派遣に係る負担金 岩手県知事 5,177,248 5,177,248

205
岩手県市町村教育委員会協議会負担
金

4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
県内市町村教育委員会で構成する協議会の事業費
負担金

岩手県市町村教育委員会協
議会

8,700 8,700

206
一関地方特別支援学級設置学校長協
議会負担金

3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局
一関地方特別支援学級設置学校長協議会の事業に
係る市町村負担金

一関地方特別支援学級設置
学校長協議会

184,211 9,000

207 平泉町学校給食協議会事業費補助金 1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局 平泉町学校給食協議会の事業に対する補助金 平泉町学校給食協議会 23,716 14,000

208
岩手県難聴言語障がい教育研究会負
担金

3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局
岩手県難聴言語障がい教育研究会に属する学校に
係る負担金

岩手県難聴言語障がい教育
研究会

1,001,143 5,000

209 岩手県吹奏楽連盟負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
岩手県吹奏楽連盟に加盟する町立学校の加盟費を
負担するもの

岩手県吹奏楽連盟一関支部 2,768,100 10,000

210 岩手県吹奏楽連盟一関支部加盟費 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
岩手県吹奏楽連盟一関支部に加盟する町立学校の
加盟費を負担するもの

岩手県吹奏楽連盟一関支部 2,768,100 21,000

211 小学校体育連盟事業費補助金 1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局 平泉町小学校体育連盟の事業運営に対する補助金 平泉町小学校体育連盟 38,000 38,000
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212 岩手県特別支援教育研究会負担金 3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局
岩手県特別支援教育研究会の事業に係る市町村負
担金

岩手県特別支援教育研究会 15,000 15,000

213 平泉町学校保健会事業費補助金 1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局 平泉町学校保健会の事業運営に対する補助金 平泉町学校保健会 77,509 85,000

214
一関地方教育推進協議会事業費負担
金

3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局
一関地方教育推進協議会の事業に係る市町村負担
金

一関地方教育推進協議会 1,231,519 56,000

215
一関地区教科用図書採択協議会負担
金

4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
一関地区教科用図書採択協議会に係る市町村負担
金

一関地区教科用図書採択協
議会

269,483 10,310

216 日本スポーツ振興センター負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
町立小中学生の災害共済給付制度に係る共済掛金
の設置者負担分

独立行政法人日本スポーツ
振興センタ－

355,910 355,910

217 岩手県学校安全互助会負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
岩手県学校安全互助会の共済事業に係る共済掛金
の設置者負担分

一般財団法人　岩手県学校
安全互助会

3,700 3,700

218 日本スポーツ振興センター負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
町立小中学生の災害共済給付制度に係る共済掛金
の設置者負担分

独立行政法人日本スポーツ
振興センタ－

173,880 173,880

219 岩手県学校安全互助会負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
町立小中学生の災害共済給付制度に係る共済掛金
の設置者負担分

一般財団法人　岩手県学校
安全互助会

2,250 2,250

220
岩手県中学校総合体育大会開催地負
担金

4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
岩手県中学校総合体育大会の開催地に係る市町村
負担金

一関地方中学校体育連盟 3,893,320 40,000

221 中学校体育連盟負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
一関地方中学校体育連盟の事業に係る市町村負担
金

一関地方中学校体育連盟 3,893,320 95,680

222
岩手県中学校新人戦体育大会開催地
負担金

4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
岩手県中学校新人戦体育大会の開催地に係る市町
村負担金

一関地方中学校体育連盟 3,893,320 20,000

223 学校給食事務委託負担金 3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局
一関市への事務委託による平中給食提供に係る負
担金

一関市長　勝部　修 9,773,493 9,773,493

224
平中長島地区冬季通学バス運行事業
費補助金

1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局
平中長島地区生徒に係る冬季間の通学バス運行費
用に対する補助

平泉中学校長島地区保護者
会

2,432,635 2,232,635

225
岩手県中学校総合体育大会選手派遣
事業補助金

1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局
各種大会に参加する選手保護者の経費負担の軽減
を図るもの。

平泉中学校ＰＴＡ文化スポー
ツ育成会

299,634 287,000

226 一関地方中学校文化連盟負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
一関地方中学校文化連盟の事業に係る市町村負担
金

一関地方中学校文化連盟 1,400,514 20,000

227
全国中学校バスケットボール大会事業
費補助金

1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局
全国中学校バスケットボール大会の開催運営に対す
る補助金

平成27年度第45回全国中学
校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

17,960,000 400,000

228 日本スポーツ振興センター負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
町立幼稚園児の災害共済給付制度に係る共済掛金
の設置者負担分

独立行政法人日本スポーツ
振興センタ－

11,210 11,210

229 両盤公立幼稚園研究協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
一関地区公立幼稚園研究協議会に属する町立幼稚
園の会費を負担するもの

一関地区公立幼稚園研究協
議会

3,000 3,000

230 岩手県国公立幼稚園協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局 岩手県国公立幼稚園の事業に係る園の負担金 岩手県国公立幼稚園協議会 24,595 24,595

231 幼稚園就園奨励費補助金 1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局
公立幼稚園との保護者負担の差を解消すべく、私立
幼稚園に就園する世帯の保護者負担を軽減させるも
の

学校法人　東北カトリック学
園　愛心幼稚園

115,200 115,200

232 岩手県青少年劇場開催負担金 3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局 県が実施する青少年劇場を開催するための負担金 財）日本青少年文化センター 291,600 291,600

233
岩手県南第一地域視聴覚教育協議会
負担金

3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局
県南地域内視聴覚教材の研究充実を図るため、購
入、保管、利用等を共同で購入管理及び執行する経
費を負担

岩手県南第一地域視聴覚教
育協議会

281,000 281,000

234 平泉町地域婦人団体協議会補助金 2 運営費補助金 一般会計 教育委員会事務局 地域の女性活動の促進 平泉町地域婦人団体協議会 152,626 70,000

235 平泉町芸術文化協会補助金 2 運営費補助金 一般会計 教育委員会事務局 町内芸術文化団体の活動促進 平泉町芸術文化協会 290,881 100,000

236 平泉ユネスコ協会活動費補助金 2 運営費補助金 一般会計 教育委員会事務局 ユネスコの理念の実現に向けた活動の促進 平泉ユネスコ協会 204,157 80,000

237 岩手県社会教育連絡協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局 県内市町村の社会教育活動の連携と促進 岩手県社会教育連絡協議会 6,500 6,500

238 一関地方社会教育協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局 一関地区の社会活動団体の連携と促進 一関地方社会教育協議会 32,000 32,000



№ 名称 区分№ 区分 会計 所管課等 交付目的 交付先名称 対象額（円）
補助・負担金等

金額　（円）

239 岩手県公民館大会負担金 3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局 社会教育促進のための大会開催の事業負担金 岩手県社会教育連絡協議会 2,500 2,500

240 父母と教師のつどい開催事業費補助金 2 運営費補助金 一般会計 教育委員会事務局 父母と教師の連携による教育活動促進 平泉町ＰＴＡ連合会 130,269 120,000

241
平泉町芸術文化祭実行委員会活動補
助金

1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局 芸術文化祭の実施に要する経費に対しての補助
平泉町芸術文化祭実行委員
会

170,000 170,000

242 教育振興運動実践区補助金 1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局 学校毎の教育振興運動実践区の活動促進
平泉町立長島小学校ＰＴＡ
ほか2校ＰＴＡ

224,506 60,000

243 平泉町体育協会補助金 1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局
健全な体育・ｽﾎﾟｰﾂ並びに生涯スポーツの普及、町民
の健康増進を図るため

平泉町体育協会 862,000 862,000

244 平泉町スポーツ少年団本部補助金 1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局
スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活発化を図
り、青少年にスポーツを振興し、心身の健全な育成に
資する。

平泉町スポーツ少年団本部 540,000 540,000

245 岩手県スポーツ推進委員協議会負担金 3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局
岩手県内のスポーツ推進委員の連絡協調を図り、県
民のスポーツ振興に寄与するため。

一関地方スポーツ推進委員
協議会

23,000 23,000

246
一関地方スポーツ推進委員協議会負担
金

3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局
一関地方のスポーツ推進委員の連絡協調を図り、県
民のスポーツ振興に寄与するため。

一関地方スポーツ推進委員
協議会

9,000 9,000

247
岩手県スポーツ推進委員研修会開催地
負担金

3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局
一関地方において、県内のスポーツ推進委員が一堂
に会し、地域スポーツの普及や振興に関する諸事項
について研修を行い生涯スポーツの振興に資するた

岩手県スポーツ推進委員研
修会実行委員会

150,000 150,000

248 岩手県体育施設協会負担金 3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局
岩手県内における体育施設の 適正な管理、運営に
ついて調査研究し、体育の振興に寄与する

岩手県体育施設協会 2,000 2,000

249
パワーリフティング競技プレ大会開催補
助金

1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局 いわて国体パワーリフティングプレ大会に係る補助金
岩手県パワーリフティング協
会

300,000 300,000

250
インディアカ競技普及・強化事業費補助
金

1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局
いわて国体デモンストレーションスポーツであるイン
ディアカ競技の普及・強化事業を図るため

平泉町インディアカ協会 100,000 100,000

251 岩手県図書館協会負担金 4 構成員負担金 一般会計 図書館
県内の公共図書館等で構成され、図書館事業の進展
に寄与するために交付

岩手県図書館協会 4,400 4,400

252 岩手県農業会議賛助拠出金 4 構成員負担金 一般会計 農業委員会事務局 岩手県農業会議維持運営
一般社団法人 岩手県農業会
議

378,000 378,000

253 研修会参加負担金 3 事業負担金 一般会計 平泉保育所 研修会参加費（資料代）
岩手県国公立幼稚園教育研
究大会実行委員会

10,500 10,500

254 一関地区保育協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 平泉保育所 協議会運営費 一関地区保育協議会 5,000 5,000

255 日本スポーツ振興センタ－負担金 3 事業負担金 一般会計 平泉保育所 災害共済給付制度掛金
独立行政法人日本スポーツ
振興センタ－

46,875 46,875

256
岩手県国公立幼稚園教育研究大会負
担金

3 事業負担金 一般会計 幼稚園 大会参加費（資料代）
岩手県国公立幼稚園教育研
究大会実行委員会

7,000 7,000

257 研修会参加負担金 3 事業負担金 一般会計 幼稚園 大会参加費（資料代）
岩手県国公立幼稚園教育研
究大会実行委員会

3,500 3,500

258 日本スポーツ振興センタ－負担金 3 事業負担金 一般会計 長島保育所
独立行政法人日本スポーツ振興センタ－災害共済給
付制度掛金

独立行政法人日本スポーツ
振興センタ－

30,750 30,750

259 一関地区保育協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 長島保育所

会員相互の連絡を密にし、専門的研究協議を行い、
自主的に保育事業における諸問題の究明と健全なる
保育事業の振興を図ることを目的とする団体の加盟
負担金

一関地区保育協議会 5,000 5,000

260 日本スポーツ振興センタ－負担金 3 事業負担金 一般会計 長島保育所
独立行政法人日本スポーツ振興センタ－災害共済給
付制度掛金

独立行政法人日本スポーツ
振興センタ－

375 375

261 岩手県社会福祉協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 長島保育所
会員相互の連絡調整や保育事業の調査研究、保育
活動の啓蒙普及、会員の研修会の開催等、保育者の
資質向上を図ることを目的とする団体の加盟負担金

岩手県社会福祉協議会 28,000 28,000

262 岩手県博物館等連絡協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 文化遺産センター
県内博物館等との相互連絡調整を図るため、事業発
展に寄与する協議会に負担する。

岩手県博物館等連絡協議会 532,764 5,000

263 全国史跡整備市町村協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 文化遺産センター
全国の加盟市町村が協調して史跡等の整備に関する
調査研究や具体的方策の推進を図り、文化財の保護
と活用に資する組織に負担するもの。

全国史跡整備市町村協議会 33,823,603 20,000



№ 名称 区分№ 区分 会計 所管課等 交付目的 交付先名称 対象額（円）
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264
全国史跡整備市町村協議会東北地区
協議会負担金

4 構成員負担金 一般会計 文化遺産センター
全史協の東北地区における組織的活動の強化を図る
ことを目的に、史跡の保存と活用に寄与する組織に
負担するもの。

全国史跡整備市町村協議会
東北地区協議会

1,170,094 8,000

265 岩手県文化財愛護協会負担金 4 構成員負担金 一般会計 文化遺産センター
文化財愛護思想の普及と文化財の調査、保存、活用
を推進するため、協会に負担する。

（社）岩手県文化財愛護協会 752,200 12,400

266 岩手県史跡整備市町村協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 文化遺産センター
県内加盟市町村が協調し、史跡等の整備に関する調
査研究や具体的方策の推進を図り、文化財の保護と
活用に資する組織に負担するもの。

岩手県史跡整備市町村協議
会

514,077 13,000

267
全国史跡整備市町村協議会大会負担
金

4 構成員負担金 一般会計 文化遺産センター
全史協大会の開催費用等の経費に対して、負担する
もの。

全国史跡整備市町村協議会 20,000 20,000

268 ときめき世界遺産塾負担金 3 事業負担金 一般会計 世界遺産推進室
２市１町で実行委を組織し、行っている世界遺産塾の
開催経費を負担するもの

ときめき世界遺産塾実行委
員会

1,511,027 250,000

269 国内専門家委員会負担金 3 事業負担金 一般会計 世界遺産推進室
県と２市１町で開催ししている国内専門家研究集会等
の費用

支出官　岩手県会計管理者 7,986,265 979,000

270 世界文化遺産地域連携会議負担金 4 構成員負担金 一般会計 世界遺産推進室
文化財の永続的な保全や観光と地域づくりの在り方
などの情報交換を行うため、会議に負担する。

「世界文化遺産」地域連携会
議

5,925,121 40,000

271 保存管理分析検討負担金 3 事業負担金 一般会計 世界遺産推進室
県と２市１町で作成する推薦書、包括的保存管理計
画書等の費用

支出官　岩手県会計管理者 501,120 200,000

272
一関地方ふれあいスポーツ大会開催負
担金

3 事業負担金 一般会計 保健センター
障がい者がスポーツを通じて体力の維持、地域社会
とのふれあいや相互理解を深めることを目的として交
付した。

一関地方ふれあいスポーツ
大会実行委員会

5,000 5,000

273 平泉町身体障害者協議会活動補助金 2 運営費補助金 一般会計 保健センター
障害者団体の育成と会員相互の連帯を図るため、補
助を行った。

平泉町身体障害者協議会 75,000 75,000

274 福祉乗車券交付事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 保健センター
精神障碍者の社会参加を促進させることを主な目的
として実施した。

岩手県交通株式会社　ほか
社

37,700 37,700

275 移動支援事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 保健センター
自立支援給付の対象とならない、屋外での移動に困
難がある障害者・児の外出支援を行う社会福祉法人
等へ事業費の一部を補助する

特定非営利活動法人レスパ
イトハウスハンズ　ほか　　団
体

1,388,500 1,388,500

276 日中一時支援事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 保健センター
障害者・児の日中の場の確保、日常的に介護してい
る家族の一時的な休息等を確保するための支援を行
う社会福祉法人等の事業費の一部を補助する。

福）岩手県社会福祉事業団
たばしね学園　ほか　団体

1,642,550 1,642,550

277
一関地区障害支援区分認定審査会運
営事業費負担金

3 事業負担金 一般会計 保健センター
一関市・平泉町合同で設置している自立支援給付の
区分認定審査会の運営にかかる事業費負担金

一関市長　勝部　修 210,185 210,185

278
一関地区障害者地域自立支援協議会
負担金

3 事業負担金 一般会計 保健センター
障害者が暮らしやすい地域づくりを行うため一関市・
平泉町合同で設置している協議会の運営にかかる事
業費負担金

一関地区障害者地域自立支
援協議会

25,000 25,000
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279
一関地区広域行政組合負担金（介護保
険分）

5 一部事務組合負担金 一般会計 保健センター
介護保険事業に係る介護保険給付費・地域支援事業
費・介護保険料軽減強化費・事務費分

一関地区広域行政組合 123,925,000 123,925,000

280
低所得者等利用負担金軽減対策事業
補助金

1 事業費補助金 一般会計 保健センター
生活困難者に対しする介護保険サービスに係る利用
者負担軽減に取り組む、社会福祉法人等に補助す
る。

社会福祉法人　平泉町社会
福祉協議会　ほか１団体

1,710,303 646,237

281 交通弱者乗車券交付事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 保健センター
家庭において移送困難な高齢者に対し、社会参加を
促進するためタクシー料金の一部を助成する。

個人　２９名 489,000 489,000

282
高齢者及び障害者にやさしい住まいづく
り推進事業補助金

1 事業費補助金 一般会計 保健センター
在宅福祉の向上を図るため、住宅改修に要する経費
の一部を助成する。

個人　５名 1,790,389 1,192,000

283 高齢者保健福祉推進特別事業補助金 2 運営費補助金 一般会計 保健センター ボランティア活動の推進を図るための補助金
社会福祉法人　平泉町社会
福祉協議会

210,000 210,000

284
老人クラブ活動等社会活動促進事業補
助金

2 運営費補助金 一般会計 保健センター
老人の生活を健全で豊かなものにするため老人クラ
ブの活動に補助する。

平泉町老人クラブ連合会ほ
か24団体

6,185,149 920,800

285 病院群輪番制病院運営事業負担金 3 事業負担金 一般会計 保健センター
両磐地域の休日や夜間における入院治療を必要とす
る第二次救急患者の医療確保のため、一関市、平泉
町で運営し医療機関に補助金を交付した。

一関市長　勝部　修 1,035,000 1,035,000

286 在宅当番医制運営事業負担金 3 事業負担金 一般会計 保健センター
休日の医療体制確保のため、内科、外科の休日診療
を一関市、平泉町が一関市医師会に委託した。

一関市長　勝部　修 526,949 526,949

287
小児・成人夜間救急当番医制事業負担
金

3 事業負担金 一般会計 保健センター

夜間における小児及び成人の救急医療のうち、初期
救急患者の診療体制整備のため、休日等を除く月曜
日から金曜日までの午後6時から午後8時までの輪番
制診療を一関市、平泉町が一関市医師会に委託。

一関市長　勝部　修 607,883 607,883

288
一関歯科医師会休日歯科応急診療事
業負担金

3 事業負担金 一般会計 保健センター

平成27年5月3日から6日、9月20日から23日までそれ
ぞれ4日間及び平成27年12月31日から平成28年1月3
日までの年末年始4日間の計12日間の休日歯科応急
診療に対し、一関市、平泉町が一関歯科医師会へ補
助金を交付した。

一関歯科医師会 12,613 12,613

289
一関市医師会附属看護学校運営費補
助金

2 運営費補助金 一般会計 保健センター
地域医療を担う看護師を養成するため、一関市医師
会附属看護専門学校の運営補助を行う。

一般社団法人　一関市医師
会

100,000 100,000

290 一般不妊治療費助成金 1 事業費補助金 一般会計 保健センター
子どもを希望しているものの、子どもに恵まれないた
め不妊検査や治療を受ける夫婦に対し、治療費の一
部を助成している。

個人　３名 219,010 219,010

291 特定不妊治療費助成金 1 事業費補助金 一般会計 保健センター

子どもを希望しているものの子どもに恵まれないため
不妊治療を受ける夫婦に対して、治療費が高額であ
る特定の不妊治療（体外受精及び顕微授精）につい
て治療費の一部を助成。

個人　１名 100,000 100,000

292 妊婦乳幼児委託健康診査費助成 1 事業費補助金 一般会計 保健センター
妊婦乳幼児の委託健診において、契約ができない医
療機関で健診を受けた際、経済的負担を軽減するた
め健診費用を助成している。

個人　２名 52,280 52,280



№ 名称 区分№ 区分 会計 所管課等 交付目的 交付先名称 対象額（円）
補助・負担金等

金額　（円）

293 対がん協会負担金 4 構成員負担金 一般会計 保健センター がんに関する学術調査・研究への助成のため
公益財団法人岩手県対がん
協会

10,000 10,000

294 平泉町食生活改善推進協議会補助金 1 事業費補助金 一般会計 保健センター
食生活改善ボランティア活動の推進を図るための補
助金

平泉町食生活改善推進協議
会

76,000 76,000

720,634,666
※H28年度から総務企画課は、総務課とまちづくり振興課に分かれました。【総務企画課（総務）…総務課所管、総務企画課（企画）…まちづくり振興課所管】
※定額負担金については対象額を同額としている。



平成27年度の補助金、負担金（事業費補助金、運営費補助金、事業費負担金、構成員負担金、一部事務組合分担金・負担金）

特別会計

№ 名称 区分№ 区分 会計区分 所管課等 交付目的 交付先名称 対象額（円） 補助・負担金等

1 胆江・一関地区国保協議会負担金 3 事業負担金 国保会計 町民福祉課
一関・胆江地区の国保事務の研究協議を図り、
国保事業の推進を目的とする。

胆江・一関地区国保協議会 670,000 2,311

2 岩手県国民健康保険団体連合会負担金 4 構成員負担金 国保会計 町民福祉課 国保事業の円滑な推進を図る。 岩手県国民健康保険団体連合会 1,632,572 1,632,572

3 岩手県国保運営委員協議会負担金 3 事業負担金 国保会計 町民福祉課 国保運営協議会の連絡調整を図る。 岩手県国保運営委員協議会 2,200 2,200

4 一般被保険者療養給付費 6 医療費・給付金等 国保会計 町民福祉課 国保医療費 岩手県国民健康保険団体連合会　ほか　 429,798,218 429,798,218

5 退職者被保険者等療養給付費 6 医療費・給付金等 国保会計 町民福祉課 国保医療費 岩手県国民健康保険団体連合会　ほか　 58,959,764 58,959,764

6 一般被保険者療養給付費 6 医療費・給付金等 国保会計 町民福祉課 国保医療費 岩手県国民健康保険団体連合会　ほか　 2,982,419 2,982,419

7 退職者被保険者等療養費 6 医療費・給付金等 国保会計 町民福祉課 国保医療費 岩手県国民健康保険団体連合会　ほか　 199,802 199,802

8 一般被保険者高額療養費 6 医療費・給付金等 国保会計 町民福祉課 国保医療費 岩手県国民健康保険団体連合会　ほか　 47,161,722 47,161,722

9 退職者医療診療報酬退職被保険者等高額療養費 6 医療費・給付金等 国保会計 町民福祉課 国保医療費 岩手県国民健康保険団体連合会　ほか　 9,815,591 9,815,591

10 被保険者出産育児一時金 6 医療費・給付金等 国保会計 町民福祉課 国保医療費 岩手県国民健康保険団体連合会　ほか　 2,504,000 2,504,000

11 被保険者葬祭費 6 医療費・給付金等 国保会計 町民福祉課 国保医療費 個人15名 450,000 450,000

12 後期高齢者支援金 3 事業負担金 国保会計 町民福祉課 後期高齢者支援金 社会保険診療報酬支払基金 115,347,695 115,347,695

13 後期高齢者事務費拠出金 3 事業負担金 国保会計 町民福祉課 後期高齢者事務費拠出金 社会保険診療報酬支払基金 7,955 7,955

14 前期高齢者納付金 3 事業負担金 国保会計 町民福祉課 前期高齢者納付金 社会保険診療報酬支払基金 67,080 67,080

15 前期高齢者事務費拠出金 3 事業負担金 国保会計 町民福祉課 前期高齢者事務費拠出金 社会保険診療報酬支払基金 8,182 8,182

16 老人保健事務費拠出金 3 事業負担金 国保会計 町民福祉課 老人保険事務費拠出金 社会保険診療報酬支払基金 4,817 4,817

17 介護給付費・地域支援事業支援納付金 3 事業負担金 国保会計 町民福祉課 介護給付費・地域支援事業支援納付金 社会保険診療報酬支払基金 50,804,292 50,804,292

18 高額医療費共同事業拠出金 3 事業負担金 国保会計 町民福祉課 高額医療費共同事業拠出金 岩手県国民健康保険団体連合会 18,729,764 18,729,764

19 退職者医療事業分担金 3 事業負担金 国保会計 町民福祉課 退職者医療費事業分担金 岩手県国民健康保険団体連合会 280 280

20 保健財政共同安定化事業拠出金 3 事業負担金 国保会計 町民福祉課 保険財政共同安定化事業拠出金 岩手県国民健康保険団体連合会 200,864,389 200,864,389

21 後期高齢者医療保険料 6 医療費・給付金等 後期高齢会計 町民福祉課 後期高齢者医療保険料 岩手県後期高齢者医療広域連合 46,922,100 46,922,100

22 保健基盤安定負担金 3 事業負担金 後期高齢会計 町民福祉課 保健基盤安定負担金 岩手県後期高齢者医療広域連合 23,923,501 23,923,501

23 岩手県食品衛生協会会費 3 事業負担金 健康福祉交流館会計 町民福祉課 食品取扱者の衛生管理を図る。 社団法人岩手県食品衛生協会一関支会 3,000 3,000

24 町営第２駐車場給水装置工事負担金 3 事業負担金 駐車場会計 観光商工課 町営中尊寺第２駐車場給水装置の工事に伴う負担金 平泉町長　青木　幸保 5,400 5,400

25 流域下水道維持管理負担金 3 事業負担金 下水道会計 建設水道課
磐井川流域下水道の維持管理に要する費用の負
担。

北上川上流流域下水道事務所 44,551,542 44,551,542

26 日本下水道協会岩手県支部負担金 4 構成員負担金 下水道会計 建設水道課

岩手県内において、下水道事業を推進するため、
日本下水道協会及び東北地方下水道協会と連携
し、かつ、岩手県内の会員相互の広域的な連携を
図り、諸般の調査研究その他必要な事項を行うとと
もに、会員相互の情報交換を図ることに対して負担

岩手県下水道協会 956,000 22,000

27 排水設備設置資金融資利子補給補助金 1 事業費補助金 下水道会計 建設水道課 公共下水道の普及促進を図る。 株）岩手銀行平泉支店 14,248 14,248

28 日本下水道協会負担金 4 構成員負担金 下水道会計 建設水道課
下水道事業の円滑な推進を図るため、汚水処理に
関する技術提供、指導助言や技術開発及び普及
活動を行っている団体に対して負担するもの。

公益社団法人　日本下水道協会 488,968,000 50,190



29 全国町村下水道推進協議会岩手県支部会費 4 構成員負担金 下水道会計 建設水道課
町村における下水道の整備を促進し、もって下水
道事業の進展に寄与していることに対して負担する

全国町村下水道推進協議会岩手県支部 269,000 15,000

30 流域下水道建設事業負担金 3 事業負担金 下水道会計 建設水道課
磐井川流域下水道の建設工事に要する費用の負
担。

岩手県知事 9,750,358 9,750,358

31 地域環境資源センター会費 4 構成員負担金 農業集落排水会計 建設水道課
センターの事業活動に経常的に生じる費用に充て
るため負担するもの。

社）地域環境資源センター 36,320,000 20,000

1,064,620,392


