
平成29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 88 214,581,335
2 事業費補助 26 21,445,740

小計 114 236,027,075
3 事業費負担金 78 266,108,071
4 構成員負担金 113 33,585,805

小計 191 299,693,876
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 12 336,494,099

給付金 6 医療費・給付金等 1 4,665,000

318 876,880,050

◆特別会計
性質別 件数 金額  （円）

1 運営費補助 0 0
2 事業費補助 0 0

小計 0 0
3 事業費負担金 17 420,165,371
4 構成員負担金 4 1,143,902

小計 21 421309273
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 9 589,383,127

30 1,010,692,400

◆合計
性質別 件数 金額  （円）

1 運営費補助 88 214,581,335
2 事業費補助 26 21,445,740

小計 114 236,027,075
3 事業費負担金 95 686,273,442
4 構成員負担金 117 34,729,707

小計 212 721,003,149

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 12 336,494,099

給付金 6 医療費等給付金 10 594,048,127

348 1,887,572,450

  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29年度補助金、負担金の公表
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平成29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 5,190,900 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 454,800 8,000

4
平成２９年度通知カード・個人番号カード関連事
務及び認証業務関連事務の委任等に係る交付金

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 612,000 612,000

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

3,300 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 103,265,337 29,374

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 民生児童委員協議会活動の支援を図る。 平泉町民生児童委員協議会 2,008,046 262,600

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、福祉活動の
拠点として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 3,989,217 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 7,261,632 18,000

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 14,944,000 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

173,387 80,000

13 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
社会福祉協議会の地域における生活困窮者支援等のための共
助の基盤づくり事業に対する支援を図る。

社会福祉法人　平泉町社会福祉協議会 4,012,537 4,000,000

14 更生保護研究大会一関地区開催事業費補助金 1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課 更生保護研究大会一関地区開催に対する補助 岩手県保護司会連合会 2,563,200 20,000

15
更生保護女性の集い一関地区開催事業費補助
金

1 事業費補助金 一般会計 町民福祉課 更生保護女性の集い一関地区開催に対する補助 一関地区更生保護女性の会 548,200 20,000

16 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 384,139 10,000

17 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
社会福祉協議会の社会福祉活動専門員へ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 5,620,487 4,200,870

18 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、運営全
般の活性化を図る。

社会福祉法人　平泉町社会福祉協議会 1,739,475 869,737

19 臨時福祉給付金(繰越分) 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　３１１ 名 4,665,000 4,665,000

20 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 85,681,248 85,681,248

21 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
社会福祉協会での子育て支援事業の充実に向けて支援を図
る。

社会福祉法人　平泉町社会福祉協議会 4,007,505 4,000,000

22 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

2,228,042 10,000

23
国保連負担金（単独医療費助成現物給付システ
ム設定）

3 事業負担金 一般会計 町民福祉課 未就学児、妊産婦の現物支給化に伴う負担金 岩手県国民健康保険団体連合会 105,570 105,570

24 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。 社）岩手県医師会　他３団体 444,844 444,844

25 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 544,317 20,000

26 ひらいずみ地球温暖化対策協議会活動費補助金 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 231,048 80,000



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）

27 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　５名 6,425,088 418,000

28 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　２０名 8,760,595 750,000

29 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 108,000 6,000

30 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。 　６団体 49,256 49,256

31 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 65,114,000 4,856,000

32 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 19,675,000 1,375,000

33 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 80,970,000 5,360,000

34 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 44,458,000 2,823,000

35 一関地区広域行政組合ごみ処理費分担金 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 1,288,777,000 83,566,000

36 一関地区広域行政組合し尿処理費分担金 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 323,123,000 19,701,000

37 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 46,111,000 5,123,000

38 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 2,650,000 45,000

39 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 2,069,500 54,000

40 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 31,807 1,000

41 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 11,940,000 83,953

42 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 3,292,829 132,175

43 岩手県エルタックス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 16,848,054 123,540

44 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 1,110,000 20,000

45 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

46 岩手県農業会議会費 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課 岩手県農業会議維持運営 一般社団法人 岩手県農業会議 20,261,000 374,000

47
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 1,482 1,482

48 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 949,624 100,000

49 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2名 719,430 300,000

50 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 546,269 500,000

51 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 611,047 166,000

52 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 4,569,000 210,000



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）

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 596,458 200,000

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 290,262 65,376

55 農業近代化資金利子補給金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課 農業近代化資金の利子補給 いわて平泉農業協同組合 6,775 6,775

56 いわてワインヒルズ推進協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
県産醸造用ブドウの生産振興、県産ワインの生産拡大、県産ワ
インのＰＲ等の活動経費に対する構成団体負担金

いわてワインヒルズ推進協議会 1,351,000 50,000

57 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 5,007,494 650,000

58 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 590,133 300,000

59 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 1,321,930 250,000

60 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 72,000 72,000

61 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。 ５区他　　　25団体 48,696,805 48,696,805

62 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、交付金を交付する。

戸河内（中）集落　ほか26団体 65,236,738 65,236,738

63 地域集積協力金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
地域内の農地のうち機構への貸付割合に応じ、地域に交付金を
交付する。

照井土地改良区 3,493,800 3,493,800

64 経営転換協力金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
機構に農地を貸し付け、地域の中心となる経営体に農地が集積
される場合に、それに協力する人に対してを交付される協力金

個人9名 842,500 842,500

65 耕作者集積協力金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
機構の借り受け農地に隣接する農地等で原則2筆以上の農地を
機構へ貸し付けた人への協力金

個人19名 385,000 385,000

66
束稲山麓地域世界農業遺産認定推進協議会負
担金

4 構成員負担金 一般会計 農林振興課
束稲山麓地域における農業システムの日本農業遺産及び世界
農業遺産の認定を通じて、この地域の活性化と農業の振興を図
ることを目的とした協議会の活動負担金。

束稲山麓地域世界農業遺産認定推
進協議会

3,143,718 445,000

67
平泉町新規就農者支援（受入農業経営体）事業
補助金

1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
平泉町の農業を担う者の育成及び確保並びにその定住の促進
を図るため、新規就農者と受入農業経営体に対し補助金を交付
する。

農事組合法人アグリ平泉ほか１名 1,191,000 1,191,000

68
農業次世代人材投資資金（旧青年就農給付金）
経営開始型

1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
独立自営で45歳未満の新規就農者の経営が軌道に乗るまでの
間支援をするため

個人１名 1,500,000 1,500,000

69 有害獣侵入防止柵設置事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 農林振興課
町内の農作物を有害鳥獣から守るため、農家に対し、侵入防止
柵資材購入費を補助するもの。

4団体 240,500 240,500

70 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 3,748,400 92,000

71 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 3,241,818 110,000

72 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

（一社）岩手県畜産協会 21,712,000 58,000

73 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 36,000

74 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 2,721,583 61,600

75
県南へい獣処理協議会事業負担金

3 事業負担金 一般会計 農林振興課
県南地域におけるBSE検査対象以外の死亡牛を処理する際、一
時的に保管し処理を円滑にする施設運営事業費負担金

岩手県南へい獣処理協議会 109,393,478 29,000

76 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 21,666,124 312,000
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77 繁殖牛生産振興対策事業費補助金 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 1,050,000 1,050,000

78 肥育素牛地域内保留対策事業費補助金 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 1,500,000 1,500,000

79 須川牧場利用促進事業費補助金 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 2,096,212 698,737

80 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 192,000 192,000

81 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 283,000 5,000

82 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 371,000,000 37,224,157

83 団体営基盤整備事業負担金（正法地区非補助） 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

84
農業水利施設保全合理化事業負担金
 （束稲第２地区）

3 事業負担金 一般会計 農林振興課
農業水利施設保全合理化を図るための事業（束稲第２地区）に
対する負担金

岩手県知事 53,400,000 5,340,000

85 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 3,283,369 3,283,369

86 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 17,100 17,100

87 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 7,000 7,000

88 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 10,000 10,000

89 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 760,000 760,000

90 束稲山さくらの会会費 4 構成員負担金 一般会計 農林振興課 束稲山さくらの会年会費のため 束稲山さくらの会 1,000 1,000

91 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 17,985 17,985

92 平泉町シルバー人材センター補助金 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－ 42,305,944 650,000

93 一関職業訓練協会補助金 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 平泉町中小企業振興資金融資利子補給金 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２ 832,793 832,793

96 物産品販路拡大支援事業費補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課
町内特産品等の販路拡大のためのオンラインショップサイトのリ
ニューアル、ブランド認証シール作製に要する経費の補助

平泉商工会 110,160 100,000

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 42,774,983 6,000,000

98 中尊寺通り賑わい創出事業費補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課
中尊寺通りにて、イベント（ホコ天まつり）等の開催に要する経費
の助成

平泉商工会 515,935 500,000

99 平泉町取引支援促進事業費補助 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課
町内企業が県外で開催される展示会等へ出展する経費に対す
る補助

町内企業2社 284,336 284,336

100 平泉町空き店舗対策事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 町内空き店舗出店者に対し、空き店舗賃借料に対する補助金 個人４名 1,255,000 531,000

101 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 32,245,422 95,000

102 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 304,993,203 292,000

103 平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課
町内商工業者が店舗機能等の維持向上を図るためのリフォー
ムに要する経費に対する補助

個人４名 5,336,895 1,613,000

104 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 387,000 387,000

105 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 584,000 50,000
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106 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 3,413,031 2,900,000

107
一関・平泉地域連携ＤＭＯによる観光地域づくり事業
負担金

4 構成員負担金 一般会計 観光商工課
一関市と連携して進めている地域連携ＤＭＯ設立に向けた取組
みへの負担金

一関市長 15,208,456 1,592,325

108 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 549,987 50,000

109 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 23,058,708 12,245,000

110 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 4,384,734 2,850,000

111 外国人観光客受入環境整備事業費補助金 1 事業費補助金 一般会計 観光商工課 外国人旅行者の受入態勢整備に向けた取組みに対する補助金 平泉商工会 1,747,945 1,350,000

112 古都ひらいずみガイドの会運営費補助金 2 運営費補助金 一般会計 観光商工課 古都ひらいずみガイドの会運営経費に対する補助金
一般社団法人　古都ひらいずみガイ
ドの会

2,732,115 2,500,000

113 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

114 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 775,905 100,000

115 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

116 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

117 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 865,390 785,000

118 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

119 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 40,261,477 22,510,000

120 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。 奥の細道サミット事務局 1,030,002 20,000

121 国際交流員渡航負担金 3 事業負担金 一般会計 観光商工課 JETプログラム参加者（国際交流員）渡航負担金 一般財団法人自治体国際化協会 144,335 144,335

122 国際交流員人員割負担金 3 事業負担金 一般会計 観光商工課 JETプログラム参加者（国際交流員）人員割負担金 一般財団法人自治体国際化協会 72,000 72,000

123 ＪＥＴ傷害保険負担金 3 事業負担金 一般会計 観光商工課 JETプログラム参加者（国際交流員）傷害保険負担金 一般財団法人自治体国際化協会 26,370 26,370

124 全国浄化槽推進市町村協議会負担金 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 246,940 1,691

125 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

126 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10名 12,393,102 4,625,000

127 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 5,450,400 9,600

128 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 225,000 135,000

129 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

40,000 6,000
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130 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 1,240,000 18,000

131 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

170,000 40,000

132 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 642,840 19,480

133 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

134 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

135
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

70,000 7,000

136 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

137 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 903,000 15,000

138 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

139 新笹ノ田トンネル整備促進期成同盟会 4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
新笹ノ田トンネルの実現に向けた要望・請願、その他必要な事
業に負担する。

新笹ノ田トンネル整備促進期成同盟会 200,000 4,000

140 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

24,676,789 24,676,789

141 ＪＲ東日本工事費負担金 3 事業負担金 一般会計 建設水道課 花立跨線橋の補修事業に要する費用を負担する。 東日本旅客鉄道（株） 40,449,098 40,449,098

142 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

143 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

144 空き家対策研修会費 3 事業負担金 一般会計 建設水道課 空き家対策研修受講料 一般財団法人全国建設研修センター 69,000 69,000

145 岩手県都市計画協会負担金 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 2,471,000 36,000

146 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９名 14,719,592 5,308,000

147 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 269,287 205,000

148 景観阻害要因除去工事費助成金 1 事業費補助金 一般会計 建設水道課
町内に存する景観阻害要因を撤去又は改修した場合に要する
経費に対して補助する。

２業社 3,098,000 1,549,000

149 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 建設水道課
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

平泉町北上川治水事業対策連絡協議
会

100,000 100,000

150 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 建設水道課
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 761,000 125,000

151 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 建設水道課

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の。

一関遊水地事業促進協議会 130,000 45,000

152 胆沢ダム整備促進協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
東北ダム事業促進連絡協議会と連携した要望活動を通じ、治水
事業の促進を図るために負担する。

胆沢ダム整備促進協議会 4,000 2,000

153 北上川ダム管理協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 建設水道課
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
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154 内外情勢調査会負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務課
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

155 岩手県町村会会費 4 構成員負担金 一般会計 総務課 岩手県町村会の運営に係る負担金 岩手県町村会 170,493 170,493

156 防火管理者講習会負担金 3 事業負担金 一般会計 総務課 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 6,500 6,500

157 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 総務課 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 157,817 157,817

158 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 総務課 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

159 安全運転管理者講習受講負担金 3 事業負担金 一般会計 総務課 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

160 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 総務課 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

161 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 総務課 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

162 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 総務課 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

163 危険物取扱者保安講習受講負担金 3 事業負担金 一般会計 総務課 危険物取扱者保安講習受講に対する負担金
一般社団法人岩手県危険物安全協会
連合会

4,700 4,700

164 国有資産等所在市町村納付金 5 一部事務組合負担金 一般会計 総務課
一関市に所有している町有財産に関する納付金（固定資産相当
額）

一関市長　勝部　修 858,000 858,000

165 区長会補助金 2 運営費補助金 一般会計 総務課 区長会の運営費に対する補助金 平泉町区長会 1,517,181 135,000

166 暴力団追放一関地方会議負担金 3 事業負担金 一般会計 総務課 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 26,000 26,000

167 岩手県社会保険協会負担金 3 事業負担金 一般会計 総務課
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。

一般財団法人岩手県社会保険協会 9,000 9,000

168 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 総務課

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 19,453

169 平泉町防犯協会補助金 3 事業負担金 一般会計 総務課 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

170 平泉町行政区総合補助金 1 事業費補助金 一般会計 総務課
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 4,792,000 4,792,000

171 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 総務課 職員研修参加負担金 岩手県市町村職員研修協議会 150,539 150,539

172 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 総務課 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 75,000 75,000

173 全国駅伝大会出場補助金 1 事業費補助金 一般会計 総務課 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 75,000 75,000

174 消防事務委託負担金 3 事業負担金 一般会計 総務課 常備消防の委託費 一関市長　勝部　修 128,181,480 128,181,480

175 岩手県消防協会負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務課 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 98,500 98,500

176 消防団員福祉共済制度負担金 4 構成員負担金 一般会計 総務課 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 654,000 654,000

177 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 総務課 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 181,600 181,600

178 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 総務課 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 99,100 99,100

179 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 総務課 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 365,000 365,000

180 自衛隊協力会費 4 構成員負担金 一般会計 総務課 一関地区自衛隊協会の運営費 一関地区自衛隊協力会 21,900 21,900
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181 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 総務課 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 5,609,034 5,609,034

182 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 総務課 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 723,211 723,211

183 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 総務課 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 15,000 15,000

184 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 総務課 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 7,000 7,000

185 消防団長会議・研修負担金 3 事業負担金 一般会計 総務課 消防団長等会議の出席負担金 岩手県消防協会　ほか 33,000 33,000

186 平泉町消防団運営補助金 2 運営費補助金 一般会計 総務課 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9団体 763,756 598,500

187 岩手県被災者台帳システム保守管理負担金 3 事業負担金 一般会計 総務課 県被災者台帳システムの負担金 岩手県知事 122,394 122,394

188 照井土地改良区補助金 3 事業負担金 一般会計 総務課 改良区水利運営にかかる補助金 照井土地改良区 9,510,000 100,000

189 消火栓設置負担金（上水道分） 3 事業負担金 一般会計 総務課 消火栓の更新、新設にかかる負担金 平泉町長　青木　幸保 1,709,202 1,709,202

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

191 消火栓設置負担金(簡易水道） 3 事業負担金 一般会計 総務課 消火栓の更新、新設にかかる負担金 平泉町長　青木　幸保 1,779,982 1,779,982

192 消火栓維持管理負担金(簡易水道） 3 事業負担金 一般会計 総務課 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

193 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 総務課 県防災行政無線維持管理負担金 岩手県知事 152,388 152,388

194 防災行政無線電波利用料 3 事業負担金 一般会計 総務課 防災行政無線のかかる電波利用料 東北総合通信局 100,100 100,100

195 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 166,000 2,700

196 全国広報コンクールエントリー料 4 構成員負担金 一般会計 まちづくり推進課
公益社団法人日本広報協会が主催する全国広報コンクールに
エントリーするための負担金

公益社団法人日本広報協会 13,000 13,000

197 東北ＩＬＣ推進協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 まちづくり推進課
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 34,553,526 10,000

198 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 まちづくり推進課
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

16,469,527 20,000

199 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 まちづくり推進課 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 287,000 30,000

200 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 まちづくり推進課
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 132,496,600 30,000

201 男女共同参画推進事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 まちづくり推進課 男女共同参画社会の意識の高揚と形成を図るため 3団体 143,044 117,000

202 代替バス運行費補助金 1 事業費補助金 一般会計 まちづくり推進課 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 35,425,000 4,222,000

203 協働のまちづくり交付金 1 事業費補助金 一般会計 まちづくり推進課 協働のまちづくりを推進するための交付金 5団体 1,002,275 972,060

204 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 まちづくり推進課
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 52,965,000 68,000

205
いきいき岩手結婚サポートセンター入会登録料負担
金

3 事業負担金 一般会計 まちづくり推進課
いきいき岩手結婚サポートセンターのパートナーマッチングシス
テムを利用した結婚活動を支援するため

公益財団法人 いきいき岩手支援財団 20,000 20,000

206 自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 1 事業費補助金 一般会計 まちづくり推進課
地域コミュニティを活性化するための活動に対する交付金（宝く
じ助成）

1団体 1,315,483 1,300,000

207 平泉町まちの元気情報発信事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 まちづくり推進課
メディア放送やＳＮＳ、タウン情報誌などあらゆる手法を通じて、
国内外へまちの情報や魅力を発信するための事業に対する補
助金

株式会社エフエム岩手 10,173,485 10,000,000



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）

208 4市町合同婚活事業に係る負担金 3 事業負担金 一般会計 まちづくり推進課
県際連携として広域で男女の出会いの場を創り、結婚を支援す
る。

一関市長　勝部　修 395,354 41,512

209 公共下水道事業受益者負担金（浄土の館） 3 事業負担金 一般会計 まちづくり推進課 宿泊交流体験施設「浄土の館」の建設に伴う下水道整備 平泉町長　青木　幸保 655,500 655,500

210 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 まちづくり推進課 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 6,435,130 100,000

211 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 まちづくり推進課

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 1,302,000 1,302,000

212 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 まちづくり推進課
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 362,378 31,000

213 岩手県「道の駅」連絡会会費 4 構成員負担金 一般会計 まちづくり推進課 岩手県「道の駅」連絡会を運営するための負担金 岩手県「道の駅」連絡会 1,240,000 40,000

214 全国「道の駅」連絡会会費 4 構成員負担金 一般会計 まちづくり推進課 全国「道の駅」連絡会を運営するための負担金 全国「道の駅」連絡会 21,840,000 20,000

215 東北「道の駅」スタンプラリー会費 3 事業負担金 一般会計 まちづくり推進課 東北「道の駅」スタンプラリーを実施するための会費 東北「道の駅」連絡会 5,285,000 35,000

216 東北「道の駅」連絡会会費 4 構成員負担金 一般会計 まちづくり推進課 東北「道の駅」連絡会を運営するための負担金 東北「道の駅」連絡会 6,120,000 40,000

217 岩手県情報セキュリティクラウド運営費負担金 3 事業負担金 一般会計 まちづくり推進課
岩手県情報セキュリティクラウドの運用に要する経費に対する負
担金（県と利用市町村で負担）。

支出官　岩手県会計管理者 399,895 399,895

218 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 21,168,000 886,800

219 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

220 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 80,000 20,000

221 政務活動費交付金 1 事業費補助金 一般会計 議会事務局
地方自治法の規定により、平泉町議会議員の調査研究に資す
るための必要な経費の一部として交付するもの。

議員10名 600,000 502,332

222 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 665,000 35,000

223 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 17,000 17,000

224 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 5,141,541 5,141,541

225 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 645,275 10,600



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）

226 岩手県世界遺産学習連絡協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
世界遺産学習、地域学習等を推進する全国の市町村で組織す
る協議会への負担金

世界遺産学習連絡協議会 400,203 10,000

227 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

179,283 9,000

228 平泉町学校給食協議会補助金 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 24,181 14,000

229 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 5,000 5,000

230 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 10,000 10,000

231 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 21,000 21,000

232 平泉町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 37,300 37,300

233 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

234 平泉町学校保健会補助金 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 90,450 85,000

235 一関地方教育推進協議会負担金 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 1,233,001 56,000

236 給水装置工事負担金（改造） 3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局(長小） 給水装置工事負担金 平泉町長　青木　幸保 5,400 5,400

237 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
－

347,285 347,285

238 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 3,600 3,600

239 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
－

172,935 172,935

240 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 2,975 2,975

241 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 3,327,559 20,000

242 一関地方中学校体育連盟事業費補助金 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及び岩手県中学校体育連盟の事業
及び東北大会開催に係る市町村負担金

一関地方中学校体育連盟 3,327,559 95,160

243 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 40,000 40,000

244 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 8,706,205 8,706,205

245 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 2,474,280 2,319,280

246 岩手県中学校総合体育大会選手派遣補助金 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 177,141 168,200



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）
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247 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 1,272,835 20,000

248 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
－

12,980 12,980

249 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　ほか 25,210 25,210

250 一関地区公立幼稚園研究協議会会費 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

251 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

210,000 210,000

252 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 583,200 291,600

253 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 4,411,874 237,000

254 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 703,567 70,000

255 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 300,249 100,000

256 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 297,600 80,000

257 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 2,443,981 6,500

258 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 296,447 32,000

259 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 189,880 120,000

260 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 186,200 170,000

261 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 ３団体 92,767 60,000

262 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 3,911,620 862,000

263 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 681,719 540,000

264 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 2,199,625 23,000

265 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 355,861 9,000

266 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 337,179 2,000

267 長島小学校４０周年記念事業費補助金 1 事業費補助金 一般会計 教育委員会事務局 長島小学校統合４０周年記念事業に要する経費として
長島小学校統合４０周年記念事業実行
委員会

100,000 100,000

268 第64回岩手県公民館大会参加負担金 3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局 参加者負担金
第65回岩手県公民館大会　釜石・大槌
大会

10,000 10,000
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269 平成29年度社会教育主事講習受講者負担金 3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局 社会教育主事の資格を取得するため 岩手大学 20,000 20,000

270 俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
俳句のユネスコ無形文化遺産への登録を目指すための取り組
みに寄与するため。

俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協
議会

2,182,936 10,000

271 平泉・文化と芸術の拠点創造事業に係る負担金 2 運営費補助金 一般会計 教育委員会事務局
平泉を文化芸術の街とするために、創造の拠点を構築するた
め。

世界遺産連携推進実行委員会 28,301,720 7,290,000

272 東北町村教育長連絡協議会総会開催地運営負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局 東北町村教育長連絡協議会総会開催地運営に係る負担金 岩手県町村教育長会 10,000 10,000

273 一関地区教科用図書採択協議会負担金 3 事業負担金 一般会計 教育委員会事務局 一関地区における教科書の採択に係る負担金 一関地区教科用図書採択協議会 1,949 1,949

274 岩手県協力指導研究会費負担金 4 構成員負担金 一般会計 教育委員会事務局
県内学校教育における協力指導について実践研究し、指導効
果の向上を図るため、町内会員校分の会費を負担するもの

岩手県協力指導研究会 56,893 4,000

275 岩手県図書館協議会負担金 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

岩手県図書館協議会 462,842 4,400

276 各種研修会参加負担金 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

3,500 3,500

277 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

278 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
－

48,750 48,750

279 国公立幼稚園教育研究岩手県大会参加負担金 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こども園教育研究
大会　ほか

17,500 17,500

280 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
－

34,125 34,125

281 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

282 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

283 給水工事負担金(簡易水道事業会計へ） 3 事業負担金 一般会計 長島保育所 水道給水工事にかかる負担金 平泉町長　青木　幸保 5,400 5,400

284 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 389,000 5,000

285 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 20,040,000 20,000

286 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

668,000 8,000

287 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

288 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 390,000 13,000

289 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
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290 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 750,000 250,000

291 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 1,140,000 40,000

292 「平泉の文化遺産」拡張登録に係る費用負担金 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

岩手県 28,254,852 3,464,000

293 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

294 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 250,000 75,000

295 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。

一関地区タクシー業協同組合ほか2社 35,560 35,560

296 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

社会福祉法人平泉町社会福祉協議会
ほか　　1団体

821,131 821,131

297 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。

社会福祉法人幸得会ほか　　団体 2,518,750 2,518,750

298
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 130,021 130,021

299 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 26,000 26,000

300 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 2,136,968,000 121,384,000

301 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　稲泉会 1,696,448 651,835

302 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。

一関地区タクシー業協同組合　他１社 377,500 377,500

303
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3名 1,132,000 1,132,000

304 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



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）

305 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 6,185,149 916,200

306 両磐地域福祉有償運送共同運営協議会負担金 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福祉有償運送業務の
運営に係る事業費補助金

両磐地域福祉有償運送共同運営協議
会

16,000 16,000

307 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 14,880,000 1,124,000

308 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 5,264,229 523,791

309 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 6,072,755 604,239

310 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29年5月3日から5日の3日間及び平成29年12月31日から平
成30年1月3日までの年末年始4日間の計7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 147,000 7,313

311 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 95,763,295 100,000

312 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2名 300,000 300,000

313 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 34,740 34,740

314 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

315 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 228,095 76,000

316 地域支援事業補助金 1 事業費補助金 一般会計 保健センター 住民主体の介護予防の推進に対し補助金を交付した。 ３団体 887,000 887,000

317 病院群輪番制病院設備整備費負担金 3 事業負担金 一般会計 保健センター
夜間及び休日における救急医療体制確保のため運営されてい
る病院群輪番制病院運営事業に参加している医療機関が行う
医療用機器の整備に対して補助金を交付した。

一関市長　勝部　修 5,855,000 442,000

318 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、一般不妊治療費の一部を助成して
いる。

個人4名 186,310 186,310



平成29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 406,573 2,104

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 1,049,142 1,049,142

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 456,059,324 456,059,324

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 18,049,293 18,049,293

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 3,360,552 3,360,552

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 28,532 28,532

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 56,277,571 56,277,571

9 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 773,455 773,455

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 1,680,000 1,680,000

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 岩手県国民健康保険団体連合会 540,000 540,000

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 岩手県国民健康保険団体連合会 102,240,251 102,240,251

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 岩手県国民健康保険団体連合会 7,676 7,676

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 岩手県国民健康保険団体連合会 379,850 379,850

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 岩手県国民健康保険団体連合会 7,408 7,408

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 岩手県国民健康保険団体連合会 2,408 2,408

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 岩手県国民健康保険団体連合会 43,729,176 43,729,176

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 17,284,760 17,284,760

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 140 140

20 保険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 182,689,497 182,689,497

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 52,614,400 52,614,400

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 23,661,313 23,661,313

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 企業会計移行研修会受講料 3 事業負担金 下水道会計 建設水道課 企業会計移行研修会受講料 一般社団法人　日本経営協会 34,560 34,560

25 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するもの。

岩手県下水道協会 956,000 22,000

26 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 489,177,000 52,760

27 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建設工事に要する費用の負担。 北上川上流流域下水道事務所 46,865,742 46,865,742

28 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 3,253,286 3,253,286

29 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 35,050,000 20,000

30 日本水道協会東北支部技術講習会参加負担金 3 事業負担金 簡易水道 建設水道課 日本水道協会東北支部技術講習会参加負担金 日本水道協会東北支部 2,000 2,000


