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１．趣旨 

   現在、自治体を取り巻く財政状況は厳しく、新たな予算を伴

う事業の実施が難しくなってきています。その一方で、情報化

や国際化の進展から価値観が多様化し、市民ニーズもまた多様

化しています。 

   こうした状況の中で、市民サービスの向上を図るため、新た

な予算措置をすることなく、職員一人ひとりの積極的な創意工

夫や新しい発想のもと、技術・知識、資産、情報等の最大限の

活用や市民との協働・連携など多様な手段を用いて行う「ゼロ

予算事業」が必要かつ重要な取組となっています。 

 

 

 

２．これまでの実績 

ゼロ予算事業は平成 19年度から実施されており、これまでの

実績は以下のとおりとなっています。 

 

年度 実施件数 

平成 19年度 35件 

平成 20年度 50件 

平成 21年度 53件 

平成 22年度 47件 

平成 23年度 35件 

平成 24年度 34件 

平成 25年度 32件(当初計画) 
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３．平成 26年度ゼロ予算事業について 

   平成 26年度は、当初計画として 31件のゼロ予算事業を実施

することとしています（内訳：新規事業３件、継続事業 28件）。 

   なお、平成 26年度のゼロ予算事業の計画にあたっては、平成

25年度に引き続き、以下の３つの基準のもとで立案を行いまし

た。 

 

 

① 新たな予算措置を伴わない事業であること 

② 市民に向けた事業であること 

③ 通常業務とは区別できる事業であること 
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平成26年度ゼロ予算事業計画

●新規事業

NO. 1 事業名 野菜栽培なんでも相談会

農林商工部　農林振興課　西部新規就農者研修施設

NO. 2 事業名 大仙市地域めぐり事業

南外支所　市民サービス課

NO. 3 事業名 自然観察会

教育委員会　生涯学習部　生涯学習課

　自然、特に植物の観察・学習を初心者・愛好者が楽しめる機会を提供することで、自然環境保全への
理解を深める。

①西山山野草共生会の協力による自然観察会
　各地の湿原や植物園等へ行き、珍しい植物や身近な自然との違いを学ぶ。開催は年１回、春～初夏頃
を予定。

②大仙市自然保護の会の協力による自然観察ウォーキング
　会員による解説を聞きながら、身近な自然にふれあいつつウォーキングを行う。開催は年１回、春～
初夏頃を予定。

事業内容と期待される事業効果

　春野菜や秋野菜の栽培で分からないことや、一般の野菜作りで日頃から悩んでいることについての相
談会を実施する。また、実際に研修施設で栽培している作物を見ながら現場で栽培指導を行う。

　○開催時期：年２回程度予定（４月、７月）
　○場　　所：市西部新規就農者研修施設（強首字上野台98-1）
　○講　　師：県仙北地域振興局農林部農林振興普及課職員
　　　　　　　市西部新規就農者研修施設農業技術専門員
　○対　　象：市民（事前申込なし、現地受付）　※市広報で周知

　相談会で学んだことを実際の栽培に活かしていただき、複合経営への転換の一助となることで、農業
所得の向上に寄与するほか、本施設や研修状況等を広くＰＲすることができ、今後の研修生の確保にも
つながる。

事業実施部署

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　南外地域在住の住民を対象に、市のバスを利用し、市内の名所やイベントの見学会を実施する。見学
会は年３回程度を予定。
　市内の様々な名所・イベントを実際に見ることで、自分たちが住む大仙市の魅力を再認識し、地域の
活性化について考えていただく契機とする。

事業内容と期待される事業効果

事業実施部署

3



平成26年度ゼロ予算事業計画

●継続事業

NO. 1 事業名 防災に関する出前講座

総務部　総合防災課

NO. 2 事業名 豪雪時一斉除雪デー

総務部　総合防災課

NO. 3 事業名 大仙市さくらマップ事業

企画部　総合政策課

NO. 4 事業名 カワセミ観察会

企画部　総合政策課

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　市内の自治会・自主防災組織等を対象として、ＤＩＧ(災害図上訓練)等を交えた防災講座を行う。
　この講座の開催により、地域住民の防災意識の向上と自主防災組織の結成拡大が図られる。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　日本において古くから親しまれている桜についての認識を深め、市内に生息している桜の保全に対する意
識を醸成することを目的とし、職員や市民の方々から桜の生息地や開花状況に関する情報をいただき、ホー
ムページ上で公開する。
　桜の生息地や開花状況に関する情報をいただき、ホームページ上で公開することで市内における桜の生息
地を再発見できるとともに、元気な桜を次世代に継承するための契機となる。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　豪雪時に、市役所職員が現地に出向き、市内の人通りが多い道路や交差点の除排雪作業を行う。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　日本野鳥の会会員である市民の協力を得て、市の鳥であるカワセミの観察会を行う（４月に実施予定）。
　この観察会により、市の鳥がカワセミであることを市民に周知するほか、普段はなかなか目にすることの
ないカワセミを実際に見ることで、自然豊かな大仙市を実感するとともに愛郷心の醸成につながる。
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平成26年度ゼロ予算事業計画

●継続事業

NO. 5 事業名 男女共同参画に関する柔らかい出前講座

企画部　男女共同参画・交流推進課

NO. 6 事業名 大仙市ホストファミリー拡大事業

企画部　男女共同参画・交流推進課

NO. 7 事業名 事業所のごみ排出意識啓発事業

市民部　環境交通安全課

NO. 8 事業名 こくほ出前講座

市民部　国保年金課

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　市内の団体（幼稚園・保育園、高校、ＰＴＡ、自治会など）や事業所等を対象に、それぞれの課題解決に
向けた自主的取組をサポートするため、要望に合わせたスタイルで、市職員による出前講座を実施する。
　○講座例
　　・高齢者大学の受講生を対象とした孫育て講座、地域参画講座
　　・町内会や自主防災組織等を対象とした男女共同参画の視点を活かした地域防災講座
　　・事業所を対象とした働きやすい職場づくり講座、仕事と生活の調和講座
　　・中高生等を対象としたキヅク×キズク講座（暴力・ＤＶ・デートＤＶ防止講座）
　　・園児を対象としたパパ絵本ライブ（絵本の読み聞かせ）や保護者等を対象とした子育て・孫育て
　　　講座　など

　それぞれの対象者の男女共同参画に対する理解が深まることで、その視点を活かした実践活動につなが
り、また、理解者が増えることで地域での推進が効果的に進んでいく。それぞれの主体による実践活動の積
み重ねにより、お互いを尊重し誰もがイキイキと活動できる男女共同参画社会が実現されていく。

　事業活動に伴って生ずる事業系一般廃棄物は、一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託している
ケースが多いことから、事業所を訪問することにより、ごみの排出に対する意識の向上と資源ごみの分別に
ついて啓発に努める。
　
　○平成26年度　訪問予定の事業所
　　食品を販売している市内の小売店、スーパーマーケット等

　事業所から排出されるごみの分別を推進することにより、ごみの減量化、再資源化が図られ、循環型社会
の形成に資することができる。

　各種団体等からの要望に応じて、集会所・事業所等に国保担当職員が出向き、国民健康保険の加入・脱退
手続き、高額療養費等の各種制度、ジェネリック医薬品等について説明する。また、個別相談も実施し、一
人ひとりの実情に即した健康保険に関する助言を行う。
　健康保険の遅滞ない切替を推進し、健康保険に関する各種制度を周知することは、国民健康保険事業の充
実につながるものである。また、国保の財政状況やジェネリック医薬品についての理解を高めることで、医
療費の削減が期待できる。

　友好交流都市である韓国唐津市との交流や、海外の青少年団体等との「青少年交流事業」などをスムーズ
に行うため、既登録のホストファミリーからボランティアで市民向け講話をしていただき、ホストファミ
リー登録者の拡大を図る。
　この事業により、国際交流への理解が図られるとともに、関心のあるホストファミリーを把握することが
でき、海外からの青少年等の受け入れ事業の推進につながる。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果
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平成26年度ゼロ予算事業計画

●継続事業

NO. 9 事業名 鮭の稚魚の成長観察

農林商工部　農林振興課

NO. 10 事業名 大仙市オリジナル名刺作成

農林商工部　企業対策課

NO. 11 事業名 市内企業データベースの公開

農林商工部　企業対策課

NO. 12 事業名 シルバー人材センター地域窓口支援事業

農林商工部　企業対策課

　市民からシルバー人材センターへの作業依頼に伴う注文依頼の仮受付業務とシルバーの会員から提出され
る就業報告書の送致に関する業務を市が協力する。

　○作業依頼　：市民→各支所市民サービス課（仮受付）
　　　　　　　　→シルバー人材センター（依頼者へ連絡、依頼業務完了）→市民
　○就業報告書：シルバー会員→各支所市民サービス課（保管、送致）→企業対策課（毎週火曜日）
　　　　　　　　→シルバー人材センター（就業確認、就業配分金支払い）→シルバー会員
　
　各支所市民サービス課を窓口とすることにより、利用者及びシルバー会員の利便性の向上につながる。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

事業内容と期待される事業効果

　秋に玉川漁場で採捕し、市営水産ふ化場にて受精させた鮭の卵を、希望する市内小学校へ配布し、ふ化の
瞬間とその後の成長観察や給餌等の作業、春の放流を体験してもらうことで、自然環境や生命の大切さ等を
学んでもらう。
　
　○事業対象：希望する市内小学校（５校程度）
　○実施期間：２月～翌年度４月
　○実施内容：発眼卵の提供、水槽の設置、観察・給餌指導、放流サポート
　
　鮭は海を回遊し３～４年後には、子孫を残すため生まれた川に帰ることから、鮭の成長、旅立ち、回帰に
かかわることにより、郷土の大切さを学ぶことができる。また、公共施設で稚魚展示することにより、来庁
する市民等へ事業の内容や、鮭事業の伝統をＰＲすることができる。

事業内容と期待される事業効果

　市のホームページに、市内製造業の企業概要や得意技術、保有施設等をまとめた「企業情報データベー
ス」を掲載する。データベースは、「業種別」、「五十音順」の２カテゴリーから検索が可能となってい
る。 平成19年から掲載を開始し、現在まで26社が掲載済みであり、企業訪問時に登録を案内するなど引き
続き掲載企業の増に取り組む。
　これにより、市内製造業の内外への情報発信による受発注機会の拡大に貢献することができる。

事業実施部署

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　企業誘致、観光振興につなげるため、市内印刷業者の協力を得て、「秋田県大仙市は企業誘致に取り組ん
でいます」「私は秋田県大仙市を応援しています」の一文とともに大仙市の位置図、概要、観光名所などを
写真、イラストで紹介するフルカラーの見開き台紙を作成する。
　平成26年度も、市職員、市議会議員、商工団体、市出身者など市関係者に広く利用してもらえるよう、案
内していく。
　この名刺の活用により、大仙市の紹介やＰＲ機会の増加が図られる。

事業実施部署
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平成26年度ゼロ予算事業計画

●継続事業

NO. 13 事業名 雪下ろし技能講習会

農林商工部　企業対策課

NO. 14 事業名 若者就職応援事業

農林商工部　企業対策課

NO. 15 事業名 初心者囲碁サロン開設事業

教育委員会　生涯学習部　生涯学習課

事業内容と期待される事業効果

NO. 16 事業名 　はなだて優遊学

教育委員会　生涯学習部　生涯学習課　花館公民館事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　様々な知識や特技を持つ花館地域の住民を講師とする学びの場を設ける。取り上げる内容については、地
域住民の要望を聞きながら企画する。
　この事業により、地域住民が老若男女を問わずコミュニケーションを図ることにつながり、自分の特技や
知識を互いに教え合うことで、各々の持つ能力が発揮され、生きがいづくり等にも寄与できる。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　関係機関や地元企業と連携して若年未就職者を対象とした事業を行い、求職活動への意欲を向上させる。
事業内容として、ハローワーク大曲やフレッシュワークＡＫＩＴＡ等からの講話、大曲仙北雇用開発協会が
実施している県南職場研修への参加などを予定している。
　
　○対象者　：大仙市に住所があり30歳未満で求職中の方
　○実施時期：平成26年度前期実施予定
　
　この事業により、若年未就職者から働く事への理解を深めてもらうとともに、地域への就職を促すことに
より、地域経済への効果が期待できる。また、若年者の就業への意識を向上させ、就職に対する意識を途切
れさせないことで、次の就職活動に向かう良い機会となる。

事業実施部署

　囲碁文化の継承のため、公益財団法人日本棋院との協定に基づく「子ども囲碁普及事業」の受け皿とし
て、初心者が集い囲碁を楽しむことのできる場所の提供を行う。

　○毎週金曜日の午後６時～９時、大曲地域職業訓練センターで開催

　雪下ろし等による雪を原因とした事故が増加していることから、大曲仙北建設技能組合連合会による雪下
ろし技術の講座を行い、また、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部や大仙警察署等の関係機関と共同するこ
とにより、雪下ろし事故に関する注意喚起と啓発を行う。
　講座は座学による講習と実技講習を実施予定。
　
　○対象者　：市内在住の方、または市内事業所に勤務している方
　○実施時期：平成26年12月頃予定
　
　この講習会を行うことで、雪の事故への注意喚起と安全な雪下ろし方法を市民に伝達することができる。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果
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平成26年度ゼロ予算事業計画

●継続事業

NO. 17 事業名 大曲南地区囲碁教室

教育委員会　生涯学習部　生涯学習課　角間川公民館

事業内容と期待される事業効果

NO. 18 事業名 地域文化ギャラリー

教育委員会　生涯学習部　生涯学習課　西仙北中央公民館

NO. 19 事業名 子ども体験教室

教育委員会　生涯学習部　生涯学習課　西仙北中央公民館

NO. 20 事業名 韓国文化を学ぼう

教育委員会　生涯学習部　生涯学習課　西仙北中央公民館／企画部　男女共同参画・交流推進課事業実施部署

事業実施部署

　地元の指導資格を有した講師の協力を得て、囲碁教室を開催する。
　
　○開催日時：毎週水曜日・日曜日の２回　午後１時30分～３時30分
　○場　所　：角間川公民館　趣味の部屋
　○対象者　：角間川・藤木・内小友地区の小学生から大人まで
　○講　師　：指導資格を有する地元の方　２名
　○受講料　：無料
　
　大曲南囲碁同好会の協力により、囲碁用品は無償で借用できる。
　この事業により、子どもたちの考える力の向上につながるほか、脳を活性化させる効果から高齢者の認知
症予防が期待できる。また、同日時に囲碁サークルが活動しているため、会員との実践対局が可能となって
いる。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　公民館ホールを利用して、公民館主催講座で作成した作品や一般・文化団体等の作品を展示する。
　この展示により、文化の振興と地域のコミュニケーションの場が創出される。

　自然や環境、文化を大切にする心を養うため、地域の生涯学習奨励員やボランティアの協力のもと、小学
生を対象に多種多様な体験教室を実施する。（自然観察、干支作り、七夕等）
　この教室が子どもの健やかな成長につながるとともに、指導者と子どもたちが交流することにより、普段
の声掛けや子どもの見守りにつながり、防犯にも寄与することができる。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

事業内容と期待される事業効果

　国指定重要無形民俗文化財「刈和野の大綱引き」を通じた韓国唐津市との交流など、西仙北地域は韓国文
化に触れる機会も多いことから、市国際交流員を講師に、韓国文化理解のための講座を実施する。
　この講座により、多様な文化の理解促進を図ることができる。
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平成26年度ゼロ予算事業計画

●継続事業

NO. 21 事業名 なんがいキッズプロジェクト

教育委員会　生涯学習部　生涯学習課　南外公民館

NO. 22 事業名 ミニ展示室事業

教育委員会　生涯学習部　生涯学習課　太田公民館

NO. 23 事業名 ゲストティーチャー紹介事業

教育委員会　生涯学習部　生涯学習課　太田公民館

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　南外小学校の３年生以上の児童を対象に、市内の名所・施設見学や体験活動を行う社会科見学バスツアー
「こんなに広い私たちの大仙」を実施する。
　地域の協力を得て施設等見学や体験活動を行うことで、児童と地域住民の交流を深めることができるとと
もに、事業を通じ、児童が地域を知り、ふるさとに対する興味関心を深めることができる。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　書道や水墨画など地域に関わりのある作者や生涯学習サークルの作品を展示する。
　
　○開催時期：通年
　○開催場所：太田文化プラザミニ展示室
　
　この展示は、生涯学習サークルの発表場所の提供となることから、更なる創作意欲が湧き、地域の元気の
源となっている。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　開かれた学校づくりのため、サークルの代表者、特技を持った人など、公民館事業で培われた人脈を生か
し、小・中学校での総合的な学習や各教科でゲストティーチャーとして活躍できる人たちのリストを作成・
紹介する。
　
　○時期：随時
　○対象：小・中学生
　○会場：太田公民館
　
　この事業では、世代間の交流とともに、実体験を通した授業内容により児童生徒の更なる学習意欲の向上
を図ることができる。
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平成26年度ゼロ予算事業計画

●継続事業

NO. 24 事業名 学力レベルアップ事業

教育委員会　生涯学習部　生涯学習課　太田公民館

NO. 25 事業名 学校図書館支援事業

教育委員会　生涯学習部　生涯学習課　総合図書館

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

①太田学びぃ教室事業
　児童生徒の苦手意識の克服を図るため、高校生ボランティアや小学校教諭、元教諭等の協力のもと、夏
期・冬期の長期休業期間中にドリルや作文など自分で持参した課題に取り組む学習会を行う。また、夏休み
開催の最終日には、希望者を対象に野外体験を行う。
　○時期：夏休み中の５日間と冬休み中の２日間（基本時間は午前中）
　○対象：小・中学生
　○会場：太田公民館
　この事業により、児童生徒の学力向上が図られるとともに、地域が連携して子どもを守り育てる意識が助
長され、ボランティア意識の向上も図られる。

②太田のてらこ屋事業
　太田地域を合宿地としている東京学芸大学附属高等学校野球部から地域貢献をしたいとの要望に基づき、
野球部員、教諭及びＯＢ（大学生）が講師となり、「読み書き算盤」のノウハウとひらめきのヒントをアド
バイス・指導していただき、児童生徒の自ら学ぶ意欲の向上を図る。（通称：スーパー高校生）
　○時期：８月第３週の２日間　13:30～16:30
　○対象：小・中・高校生
　○会場：太田文化プラザ
　学習会を通して児童生徒の学習効果に期待が持てるとともに、東京の高校生と地元児童生徒の交流が図ら
れる。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　司書資格のある図書館職員が学校を訪問し、図書担当教諭等からの相談に応じて学校図書館の蔵書内容や
環境整備へのアドバイス等、ニーズに合わせたサポートを行う。
　
　○新１年生への図書館利用案内
　○学校向け新刊案内の発行
　○「親子で読みたいブックリスト」の作成
　○ブックコートの掛け方や本の補修等に関する研修への講師派遣
　○読み聞かせへのボランティア派遣
　
　様々なサポートを行うことで、学校図書館の環境が改善され、子どもたちの図書館利用の増加が図られ
る。また、学校への読み聞かせボランティア派遣のほか、保護者等で構成される学校図書ボランティアに対
する研修会への講師派遣等により、地域ボランティアの充実した活動や育成につながる。
　早期の効果は見えづらいものであるが、子どもたちの読書を推進することが将来の豊かな地域づくりの基
盤となる。
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平成26年度ゼロ予算事業計画

●継続事業

NO. 26 事業名 大仙市文化財めぐり

教育委員会　生涯学習部　文化財保護課

NO. 27 事業名 旧池田氏庭園 結婚記念・金婚式記念写真撮影応援事業

教育委員会　生涯学習部　文化財保護課

　

NO. 28 事業名 旧池田氏庭園洋館ライトアップ事業

教育委員会　生涯学習部　文化財保護課

　市民から開催要望の多い洋館ライトアップ公開を行い、国指定名勝旧池田氏庭園の普及啓発と市民への
サービス向上を図る。
　開催日は春季一般公開期間中の週末（金曜日）を予定しており、参加は市民を対象に申し込みによる定員
制で、市広報により募集を行う。
　投光器等については庁内所有品を使用する。
　この事業により、旧池田氏庭園の周知拡大が図られるほか、更なる庭園の魅力づくりによる文化的観光の
振興等に寄与することができる。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

　国指定名勝旧池田氏庭園の一般公開期間中（６月と11月）に、市民を対象として、庭園や洋館周辺での記
念撮影を実施する。撮影希望者の募集は市広報を通じて行う。
　撮影場所は一般公開期間中の一般入園者の立ち入り可能範囲のみとし、カメラ等の機材及び衣装等は撮影
希望者から用意していただく。
　この事業により、文化財の公開活用の推進につながるとともに、文化財が市民生活においても有益である
ことを示すことができ、文化財の保存整備への理解が得られる。

事業実施部署

事業内容と期待される事業効果

事業内容と期待される事業効果

①一般向け
　市民バスを利用した市内の文化財見学ツアー。史跡・名勝地のほか、発掘調査現場、建造物修復現場等の
見学を加え、文化財の保存整備に対する普及啓発を図る。入館料や拝観料、昼食等については参加者が各自
で用意する。

②小学生向け
　年少期から文化財等に対して興味関心を持ってもらい、将来、学芸員や研究志願者、文化財等に関心を持
つ市民を育成することを目的として実施する。市バスを利用し、夏休み期間中の小学生高学年程度を対象と
して実施する。

　この事業により、文化財の保存整備についての普及啓発が図られるとともに、見学者の受け入れに協力い
ただく指定文化財等の所有者・管理者側にも、自己が管理する文化財等の価値の再認識が得られ、管理者側
の保存意識の高揚が図られる。

事業実施部署
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新規 継続

総合防災課 2

総合政策課 2

男女共同参画・交流推進課 2

環境交通安全課 1

国保年金課 1

農林振興課 1 1

企業対策課 5

市民サービス課 1

生涯学習課 1 1

花館公民館 1

角間川公民館 1

西仙北中央公民館 2

南外公民館 1

太田公民館 3

総合図書館 1

文化財保護課 3

西仙北中央公民館／男
女共同参画・交流推進
課

1

3 28

平成26年度　ゼロ予算事業計画　部署別一覧表

総務部

南外支所

生涯学習部

合　計

小　計

担当部署

31

企画部

その他

市民部

農林商工部

参考資料 
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