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第４編 実施計画 

 

※「新市総合」欄の記載は、◎が新市建設計画と市総合計画の両方に、○が市総合

計画に搭載（平成21年度当初）されていることを示します。（一部調整中） 

※事業年度は、新市建設計画、市総合計画、教育振興基本計画の毎年度の見直しに

より、変更することがあります。 

 

主要な事業 

Ⅰ たくましく生きる力をはぐくむ学校教育の充実 主担当：学校教育課 

事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

(1) 就学前教育の充実   

ア 就学前教育体制の充実   

11101 幼稚園長及び幼稚園教務

担当者会議・研修会の開

催 

幼稚園長及び幼稚園教務担当者による会議

と望ましい保育の在り方を協議する研修会

の実施 

 各年 

11102 親教育研修会の開催 各園において家庭教育の充実を目的とした

親教育研修会を開催 

 各年 

11103 預かり保育事業 保護者の家庭事情に応じた一時預かり保

育、長期預かり保育の実施 

○ 各年 

11104 就園奨励事業 私立幼稚園に通園させる保護者への保育料

の一部または全額補助の実施 

○ 各年 

11105 幼児ことばの教室設置事

業 

専門の指導員を配置した幼児ことばの

教室の設置 

 各年 

イ 特色ある幼児教育の推進と教員の資質向上 

11201 幼小合同保育研修会実施

事業 

幼稚園への研究指定及び教育実践研究会開

催と幼・小教員の研究交流 

 各年 

11202 幼保合同保育研修会実施

事業 

幼稚園教諭と保育士等による合同の就学前

教育に関わる研修 

 各年 

11203 幼稚園における子育て支

援事業 

各園単位での子育てや家庭教育に関する研

修会や行事の実施 

 各年 

11204 指導主事等訪問事業 園内研究会及び園内行事等への指導主事等

の派遣による指導助言 

 各年 

11205 地デジ対応施設整備事業 チューナー及びアンテナの購入 ○ H22 

11206 幼稚園バス整備事業 前沢区 ○ H21

～23 

ウ 教育的ニーズに対応した幼児教育の推進 

11301 特別支援教育支援員配置

事業（幼稚園） 

特別な支援を必要とする幼児に対する特別

支援教育支援員の配置と支援 

 各年 
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

11302 療育関係機関との連携に

よる支援 

療育関係機関との連携による適切な支援の

検討等の実施 

 各年 

(2) 義務教育の充実 

ア 確かな学力の充実 

12101 奥州Ｅ－ＰＬＡＮ１推進

事業 

学力向上をめざし学校，教育委員会、家

庭・地域の具体的な取組を示した年間計画

の作成と実施 

 各年 

12102 標準学力検査実施事業 標準学力検査の実施による児童生徒の学習

の定着状況の把握と指導改善資料の作成 

○ 各年 

12103 交流学習推進事業 複数小学校が連携し適正規模での授業を実

施して学習意欲や学力を高める取組み 

 各年 

12104 少人数教育推進事業 学校の実態に応じた少人数教育を実施する

ための小集団対応非常勤講師等の配置 

 各年 

12105 指導主事・学びと心の指

導員派遣事業 

校内研究会、拡大校内研究会、研修会等へ

の指導主事等の派遣による指導助言 

○ 各年 

12106 学校図書館司書配置事業 学校図書館運営、読書活動の推進、言語活

動の充実のため学校図書館司書の配置 

 各年 

12107 学びと心の指導員配置事

業 

授業改善のための学校訪問指導を行う学び

と心の指導員の配置 

○ 各年 

12108 教科書指導書整備事業 教科書の新たな採択に伴い、教師用教科書

及び指導書を購入 

○ H23 

H24 

12109 理科教育教材整備事業 学校での保有状況調査を行い、整備率の低

い学校に、理科備品を整備 

○ 各年 

12110 教材整備事業 各小中学校への一般教材の整備 ○ 各年 

12111 授業力向上支援事業 大学等研究機関と連携し、授業力向上の支

援事業を実施 

○ 各年 

12112 スクールバス整備事業 伊手小線・江刺一中田原線 ◎ H23 

12113 地デジ対応施設整備事業 小学校及び中学校へチューナー及びアンテ

ナの購入 

○ H21 

イ 心の教育の充実 

12201 道徳教育推進事業 道徳教育研究校を中心とした心の教育の研

究推進 

 H21 

H22 

12202 奥州Ｅ－ＰＬＡＮ２推進

事業 

不登校対策を中心とした学校、教育委員

会、家庭・地域の具体的な取組を示した年

間計画の作成と実施 

 各年 

12203 不登校対策事業 「不登校対策実行委員会」を組織しての連

携支援や学校訪問支援の実施 

 各年 
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

12204 適応指導教室設置事業 適応指導教室（フロンティア奥州）の設置

による不登校児童生徒への登校支援の実施 

○ 各年 

12205 学校適応相談事業 学校適応を支援するスクールカウンセラー

の活用や関係機関との連携による教育相談

会の実施 

○ 各年 

12206 児童生徒の心の相談等支

援事業 

心の相談や支援を担当する学びと心の指導

員を配置する。 

○ 各年 

12207 生徒指導推進事業 生徒指導研究推進協議会との連携  各年 

ウ 健やかな体を育む教育の推進 

12301 食育推進事業 学校における食育や学校給食の充実にかか

る支援、関係機関との連携による取組みの

推進 

 各年 

12302 児童生徒健診実施事業 学校医、学校保健会との連携による定期健

康診断の実施 

 各年 

12303 学校給食用備品更新事業 更新時期に応じた給食用備品の更新 ○ 各年 

エ 学校経営の充実と特色ある教育の推進 

12401 いわて型コミュニティー

スクール推進事業 

学校・家庭・地域の連携・協働による特色

ある教育活動の推進及び目標達成型の学校

経営の推進 

○ 各年 

12402 特色ある学校づくり推進

事業 

小中学校の総合的な学習の時間等への補助

及び学校関係団体への補助 

○ 各年 

12403 地域ぐるみ学校安全体制

推進事業 

安全ボランティアや家庭・地域との連携に

よる学校安全対策の推進 

○ 各年 

12404 キャリア教育推進事業 キャリア教育推進協議会等との連携による

体験活動の支援 

 各年 

12405 外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）派遣事業 

中学校の英語の授業に外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）を派遣するとともに、幼稚園・小学

校にも派遣する 

○ 各年 

12406 小学校外国語活動への外

国語指導助手派遣事業 

小学校外国語活動に外国語指導助手を派遣

する 

○ 各年 

12407 中学生海外派遣事業 海外姉妹都市との友好親善と国際社会への

関心をもつ人材育成の一環としての中学生

海外派遣事業の実施 

○ 各年 

12408 中学生体験研修事業 最先端の科学技術研究機関を訪問する中学

生科学体験研修の実施 

○ 各年 

12409 一斉参観日開催事業 市民に学校の教育活動を参観できる機会を

提供する市内小中学校一斉参観日の実施 

 各年 
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

12410 豊かな体験活動推進事業 自然や文化、産業などに深くかかわる長期

宿泊体験活動などの実施 

○ 各年 

12411 ふるさと教育推進事業 郷土理解等の総合学習を実施 ○ 各年 

オ 特別支援教育の推進 

12501 就学支援委員会及び就学

支援専門委員会議の実施 

特別な支援を必要とする児童生徒の適切な

就学を検討する委員会の設置 

 各年 

12502 特別支援学級及び通級に

よる指導教室の設置 

特別な支援を必要とする児童生徒の状況及

び在籍に応じた特別支援教育の実施 

 各年 

12503 特別支援教育関係研修会

開催事業 

特別支援教育担当者を対象とした研修会の

実施 

 各年 

12504 特別支援教育支援員配置

事業（小中学校） 

小中学校に在籍する特別の支援を必要とす

る児童生徒への特別支援教育支援員の配置 

○ 各年 

カ 教育研究及び教員研修の充実 

12601 教育研究事業（教育実践

研究会及び各種研修会開

催） 

教育課題に対応する研究指定と教育実践研

究会の開催及び教員の専門性や資質の向上

を図るための研修会の開催 

○ 各年 

12602 指導主事及び教育研究所

所員による学校訪問事業 

校内研究会、研修会等への指導主事等の派

遣による指導助言 

 各年 

12603 教育研究所調査研究事業 教育の動向や教育課題に関する調査研究の

実施 

 各年 

12604 社会科副読本等指導資料

作成事業 

奥州市についての学習内容や地図，調べ学

習に対応する社会科副読本等指導資料の作

成 

○ 各年 

12605 教育研究発表会開催事業 個人や団体によるテーマ研究の成果を発

表・交流する教育研究発表会の開催 

 各年 

キ 就学支援の充実 

12701 就学援助事業 経済的な理由により就学が困難な児童生徒

の保護者に対する学用品や学校給食費補助 

○ 各年 

(3) 学校及び教育関連施設等の再編 

ア 学校の適正配置 

13101 幼稚園統合事業 水沢西幼稚園の廃止と佐倉河幼稚園への統

合 

 H22 

 

13102 前沢区小学校統合事業 前沢区内７小学校の統合 ◎ H26 

イ 学校給食センターの再編統合 

13201 学校給食センター統合事

業 

胆沢学校給食センターと衣川学校給食セン

ターの統合 

 H21 
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Ⅱ 生涯にわたって、いつでもどこでも学びのできる学習環境の充実 

主担当：生涯学習課 

事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

(1) 生涯学習支援体制の充実 

生涯学習支援体制の充実 

21101 生涯学習推進本部事業 生涯学習事推進本部の設置  H22 

21102 生涯学習推進事業 各種生涯学習事業の実施 ○ 各年 

21103 江刺生涯学習センター管

理運営事業 

江刺生涯学習センターの運営体制の支援と

利用促進 

 各年 

21104 衣川セミナーハウス管理

運営事業 

衣川セミナーハウスの運営体制の強化と利

用促進 

 各年 

21105 奥州宇宙遊学館管理運営

事業 

奥州宇宙遊学館の運営体制の強化と利用促

進 

 各年 

(2) 社会教育推進体制の充実 

ア 社会教育推進体制の整備充実 

22101 社会教育委員会議 社会教育事業の検討、連絡 ○ 各年 

22102 公民館運営審議会 公民館における各種事業の企画及び実施に

ついて調査審議 

○ 各年 

22103 図書館協議会 図書館事業の運営、検討  各年 

22104 組織体制の強化 各種会議の開催、職員体制の充実  各年 

イ 人材育成の充実 

22201 職員研修事業 社会教育主事、司書等の専門職員の計画的

な養成、各種研修会への派遣 

 各年 

22202 各種会議の開催 館長会議をはじめとする会議の開催  各年 

(3) 社会教育の充実 

ア 家庭教育の充実 

23101 家庭教育支援総合事業 子育てひろばの開設、家庭教育講演会等の

実施 

○ 各年 

23102 教育振興運動推進事業 ５者（子ども、家庭、学校、地域、行政）

相互協力による教育振興運動の充実 

○ 各年 

23103 子育て支援広場開設事業 核家族化に対応する子育て広場の開設  各年 

23104 家庭教育講座開設事業 各区公民館における各種事業の開催  各年 

イ 青少年教育の充実 

23201 子どもの居場所づくり事

業 

子どもの居場所の開設 ○ 各年 

23202 青少年の健全育成事業 ボランティア講座や地域交流事業 

公民館における各種事業の開設 

○ 各年 

23203 世代間交流事業 寺子屋事業、伝統行事継承事業、自然体験  各年 
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

事業ほか世代間の交流 

23204 放課後子ども教室事業 小学生を対象とした放課後対策事業  各年 

23205 奥州ジュニアミュージカ

ルスクール 

小中高生を対象にしたミュージカル講座の

開催並びに上演 

 各年 

23206 成人式開催事業 成人式の開催  各年 

ウ 成人教育の充実 

23301 市民総合大学の開設事業 各区の市民大学の開設  各年 

23302 岩手大学公開講座事業 岩手大学公開講座の開設  各年 

23303 成人教養講座開設事業 各区公民館における各種事業の開設  各年 

23304 地域活動リーダー養成事

業 

地域活動リーダーを対象とした研修  各年 

エ 高齢者教育の充実 

23401 高齢者学級講座の開設 各区公民館における各種事業の開催  各年 

23402 健康づくり講座 各区公民館における各種事業の開催  各年 

23403 高齢者（シルバー）大学 各区公民館における各種事業の開催  各年 

23404 高齢者人材活用事業 高齢者講師(指導者)を発掘し人材の活用と

学習支援を行う 

 各年 

(4) 芸術文化の推進と充実 

ア 芸術文化の振興 

24101 文化会館自主事業支援事

業 

優れた文化の講演、音楽、舞台芸術鑑賞機

会の提供 

 各年 

24102 市民芸術文化祭開催事業 各区で開催する芸術文化祭の開催 ○ 各年 

24103 文化会館管理運営事業 文化会館の運営体制の強化と利用促進  各年 

イ 文化団体の支援 

24201 文化団体活動支援事業 芸術文化協会活動支援事業 

文化団体の育成 

 各年 

 

24202 奥州前沢劇場事業 奥州前沢劇場の開催 ○ 各年 

24203 奥州胆沢劇場事業 奥州胆沢劇場の開催 ○ 各年 

(5) 読書活動の推進と充実 

ア 読書活動の推進 

25101 子どもの読書活動推進事

業 

読み聞かせ会の開催、親子ライブラリーえ

ほんの森の開設 

○ 各年 

25102 ブックスタート事業 読み聞かせ事業 ○ 各年 

25103 読書啓発事業 様々なテーマにそった書籍の紹介や企画展

示 

 各年 
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

イ 図書、視聴覚教材の充実 

25201 図書資料整備事業 図書資料の購入(目標蔵書数55万冊) 

資料の活用促進 

○ 各年 

25202 視聴覚教材整備事業 ライブラリー事業の推進 

映像資料の整備充実の活用促進 

 各年 

ウ 図書館機能の充実 

25301 図書館機能の充実 各館のシステムの更新 ○ 22～

25 

(6) 社会教育施設の整備充実 

社会教育施設整備事業 

26101 社会教育施設整備事業 公民館、図書館、文化会館などの社会教育

施設の整備計画の検討 

 各年 

26102 自治組織集会施設等整備

補助事業 

自治組織集会施設等の整備にかかる補助金

（新築・修繕等） 

○ 各年 

26103 文化会館施設改修事業 文化会館の改修並びに舞台、・音響等設備の

改修 

○ － 

26104 水沢図書館設備改修事業 水沢図書館の設備の改修 ○ － 
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Ⅲ 豊かな歴史・文化の継承と創造 主担当：歴史遺産課 

事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

(1) 次代につなぐ重点プロジェクトの推進 

ア 歴史遺産学習活動の推進 

31101 歴史講座事業 学芸員、文化財保護指導員等の調査研究を

生かした市民向け歴史遺産学習講座の開催 

 H21

～25 

31102 歴史探訪会事業 歴史の共通認識を図り、歴史遺産を地域づ

くりや人づくりに活用するため指定文化財

等探訪会の開催 

 H21

～25 

31103 文化財情報公開・発信事

業 

多くの市民が郷土の文化を学ぶ場と機会を

提供するためのホームページ等による文化

財情報の発信 

 H21

～25 

イ 国指定史跡の整備活用と交流拠点化 

31201 胆沢城跡土地公有化事業 古代東北支配の拠点となった歴史上重

要な史跡の整備に向けた用地取得 

 H21

～25 

31202 胆沢城跡整備活用検討委

員会の設置 

胆沢城跡の公開活用のための史跡整備と活

用方針の検討 

 H21

～23 

31203 胆沢城跡整備事業 「胆沢城歴史の里」創造に向けた外郭南門

及び府庁厨地区の整備） 

 H23

～ 

31204 奥州市埋蔵文化財調査セ

ンター自主事業 

市民の郷土学習を支援する歴史講座や土器

づくり等体験講座の開催 

 H21

～25 

31205 胆沢城あやめ祭り事業 胆沢城跡の公開と公有地の活用を図るあや

め祭り開催 

 H21

～25 

31206 胆沢城跡関連遺跡「伯済

寺遺跡」の追加指定 

胆沢城在庁官人の居館などが想定される地

区の国指定推進 

 H21 

31208 大清水上遺跡保存整備検

討委員会の設置 

縄文時代の大規模環状集落跡の保存と活用

の検討 

 H21

～23 

31209 大清水上遺跡土地公有化

事業 

縄文時代大規模集落跡の保存と活用に向け

た土地購入 

 ～

H25 

(2) 文化財保護体制の充実 

組織体制の整備強化 

32101 学芸員の計画的採用 学芸員の集中配置による文化財保護管理、

公開事業等企画機能の確保と強化を図るた

めの学芸員の計画的確保 

 H22 

32102 文化財保護審議会の運営 文化財の保護に係る審議（指定・解除等）  H21

～25 

32103 記念館運営審議会の運営 高野長英、後藤新平、齋藤實、明治、菊田

一夫記念館の公開運営の審議 

 H21

～25 
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

32104 文化財保護調査員の活用 市指定候補物件の調査、文化財パトロー

ル、地域の文化事業に対する指導助言 

 H21

～25 

32105 文化財取扱講習会の開催 文化財等展示施設職員の保存科学に関する

知識と取扱技能向上等を目的とした研修 

 H21

～25 

32106 文化財等展示施設の資料

管理状況の点検指導 

奥州市が所蔵する文化財等の適正な保存及

び活用を図るため、学芸員による保存展示

環境及び指定文化財の管理点検指導 

 H21

～25 

32107 学芸員の専門研修 文化財に係る専門知識と技能向上のための

内部研修と外部研修への派遣 

 H21

～ 

(3) 文化財の保存・活用 

ア 世界遺産関連事業の推進 

33101 世界遺産情報発信事業 文化財等展示施設での世界遺産関連情報、

資料等の提供 

 H21

～25 

33102 世界遺産関連遺跡説明板

等整備事業 

奥州藤原氏時代の遺物や建物跡が発見され

ている接待館遺跡ほか衣川流域遺跡群説明

板等の改修及び整備 

 ～

H24 

33103 世界遺産構成資産の発掘

調査及び整備事業 

白鳥舘遺跡・長者ケ原廃寺跡の解明と保存

を図るための発掘調査の継続と公開活用の

ための史跡整備 

 H21

～25 

33104 接待館遺跡の国指定 奥州藤原氏時代の堀と土塁等が発見された

接待館遺跡保存のための国史跡指定 

 ～ 

H22 

33105 ときめき世界遺産塾の開

催 

奥州、平泉、一関地区の子どもを対象に、

世界遺産への関心と啓発を図る事業の推進 

 H21

～23 

イ 有形文化財保存管理の強化 

33201 文化財パトロール事業 個人及び団体所有の国、県、市指定文化財

の適正な管理指導を行うための文化財保護

調査員等によるパトロールの実施 

 H21

～25 

33202 市所有指定文化財の安全

管理 

文化財資料等安全管理対策プログラムに基

づく学芸員等による管理 

 H21

～25 

33203 文化財管理者研修事業 文化財資料管理者の保存科学に関する知識

と取扱技能の向上を目的とした取扱等講習

会の開催 

 H21

～25 

ウ 無形民俗文化財等の調査と保存団体の育成支援 

33301 指定無形民俗文化財調査

事業 

国・県・市指定無形民俗文化財の保存継承

に向けた文化財保護調査員、学芸員による

現状把握等の悉皆調査 

 H21

～22 

33302 指定無形民俗文化財保存 無形民俗文化財の後継者育成を目的に保持  H21
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

団体活動支援事業 団体の活動支援 ～25 

33303 指定無形文化財用具整備

等補助事業 

無形民俗文化財保持団体の保存伝承に必要

な太鼓、衣装など用具の更新、補修等に係

る補助 

 H21

～25 

33304 郷土芸能祭り開催事業 無形民俗文化財の一般公開と団体活動を支

援する郷土芸能祭の開催（江刺郷土芸能フ

ェスティバル・江刺神楽大会、前沢郷土芸

能祭り、胆沢郷土芸能祭り・いさわ伝承芸

能祭り、衣川郷土芸能祭） 

 H21

～25 

エ 埋蔵文化財発掘調査の推進 

33401 胆沢城跡発掘調査事業 国指定史跡の交流拠点化を目指し、史

跡整備に向けた発掘調査 

 H21

～25 

33402 衣川流域遺跡群発掘調査

事業 

奥州藤原氏時代の遺物や建物跡が発見され

ている接待館遺跡等衣川流域遺跡群の発掘

調査 

 ～

H25 

33403 江刺藤原氏関連遺跡調査

事業 

平泉文化の礎となった藤原経清と清衡父子

伝承地の豊田館跡、五位塚等の調査 

 ～

H25 

33404 発掘調査現場公開事業 市民が日常的に触れることができない発掘

調査現場と埋蔵文化財情報の公開 

 H21

～25 

オ 史跡名勝天然記念物の保存と公開 

33501 国指定史跡高野長英旧宅

公開管理事業 

幕末の蘭学者高野長英が少年期に暮らした

部屋を今に伝える旧宅の保存と活用を図る

ための建物と敷地の購入 

 H22 

33502 国指定名勝「イーハトー

ブの風景地」保存管理計

画策定事業 

盛岡市、花巻市など県内広域にわたる宮沢

賢治関連名勝地の統一した保存管理方針の

策定 

 H21 

33503 県指定天然記念物保存事

業 

県指定天然記念物である胆沢川流域ユキツ

バキ群落・若柳ヒメカユウ群落の保護管理 

 H21

～25 

カ 歴史的建造物の調査推進 

33601 歴史的建造物指定候補物

件調査 

文化的景観としても貴重な歴史的建造物の

文化財保護調査員等による悉皆調査と指定

候補物件の検討 

 ～

H25 

(4) 文化財施設の整備と再編 

ア 歴史資料センターの整備 

34101 歴史資料センター整備計

画の検討 

遊休施設や蔵を活用した文化財資料保存施

設の整備検討 

 ～

H25 

34102 蔵を活用した収蔵・公 個人所有の蔵などを活用した歴史資料保存  ～
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

開施設整備計画の検討 施設の整備検討 H25 

イ 先人記念館の整備検討 

34201 先人の発掘と紹介事業 奥州市の歴史上、記録すべき郷土の先人の

掘り起こしと記念館等における紹介 

 ～

H25 

34202 顕彰気運の醸成と組織

化 

市民や関係団体等との連携による顕彰気運

の醸成 

 ～

H25 

34203 先人顕彰資料確認調査

事業 

市民、関係団体等の協力をもとにした顕彰

資料の情報や所在の確認調査 

 ～

H25 

ウ 文化財施設の整備と運営体制の再編 

34301 記念館等展示収蔵環境改

善 

文化財資料の適正な保存を図る環境整備

（温度、湿度、光、空気汚染、有害生物

等） 

 H21

～25 

34302 市指定文化財内田家旧宅

茅屋根葺替事業 

公開施設である武家住宅保存のための茅屋

根葺き替え 

 H22 

34303 斎藤實旧宅保存修理 齋藤實内閣総理大臣時代の昭和7年に建築さ

れ、晩年の春子婦人が暮らした旧宅保存の

ための修繕 

 ～

H25 

34304 県指定文化財後藤新平旧

宅保存修理事業 

後藤新平顕彰施設である旧宅保存のための

屋根さし茅等 

 ～

H25 

34305 旧吉田家（後藤寿庵館跡

公園内）保存修理 

歴史的建造物の保存活用に向けた移築を含

めた建物保存修理の検討 

 ～

H25 

34306 旧皐水記念図書館保存修

理 

齋藤實の郷土への想いを受けて市民の浄財

で建設された旧図書館保存のための建物修

理 

 ～

H25 

34308 県指定文化財旧後藤正治

郎家住宅保存修理 

江戸時代民家住宅の特徴を顕著に伝える建

物を保存するための屋根茅葺き替え等修理 

 ～

H25 

34309 文化財等展示施設の連絡

調整 

文化財保存公開事業の円滑な運営のため文

化財等展示施設(13施設)の運営会議の開催 

 H21

～25 

34310 巡回企画展開催事業 文化財等展示施設の連携による郷土資料の

企画展示 

 ～ 

H25 

34311 文化財施設の指定管理の

推進 

文化財展示公開施設の指定管理者制度の導

入検討 

 H21

～25 
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Ⅳ 潤い豊かなスポーツ・レクリエーションの振興 主担当：スポーツ振興課 

事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

(1) 生涯スポーツ推進体制の充実 

ア スポーツ日本一支援プロジェクトの推進 

41101 選手育成強化支援事業 体育団体等が取り組む選手育成強化策を募

集選考し支援 

○ H21～

27 

41102 未来のトップアスリート

育成事業 

大学陸上部等を招聘し、児童生徒の競技力

向上 

○ 各年 

41103 子どもの運動能力開発支

援事業 

いわてスーパーキッズ応募児童等を対象

に、トレーニングメニューやプログラムを

設定した、運動能力の効果的な導入 

○ 各年 

41104 指導者養成プログラム策

定事業 

一貫指導体制の構築と指導者養成を効果的

に行うための計画の策定 

○ H21～

22 

41105 スポーツ指導者研修事業 スポーツ事故の予防やメンタル面でのサポ

ート等、スポーツ医科学の習得を含めたス

キルアップ研修 

○ 各年 

41106 優秀な指導者の招聘促進 市外から優秀な指導者を招聘する、指導体

制の活性化の誘引 

○ 各年 

41107 市内出身優秀選手調査事

業 

ふるさと選手や指導者としての活用を図る

ための、全国規模の大会で活躍した選手の

動向把握 

○ H21・

24 

41108 奥州市体育大会等開催運

営補助事業 

県大会以上のスポーツ大会に対する各種団

体への大会運営補助金の交付 

 各年 

41109 市民応援キャンペーン推

進事業 

子どもたちの活躍で活気あふれるまちづく

りに貢献するための応援展開 

○ 各年 

イ インターハイ、国体受入環境整備推進プロジェクトの推進 

41201 全国高校総体推進室設置 全国高校総体ウエイトリフティング競技の

万全な準備と運営実施機関の設置 

○ H21 

41202 全国高校総体奥州市実行

委員会設置 

全国高校総体ウエイトリフティング競技の

万全な準備と運営実施組織の設置 

○ H21～

24 

41203 全国高校総体開催地視察 万全な準備と運営のための事前開催地視察 ○ H21・

22 

41204 岩手国体奥州市会場種目

誘致 

奥州市を全国に発信する絶好の機会と捉え

た奥州市会場種目の積極的な誘致運動 

 H21・

22 

41205 岩手国体推進室設置 奥州市会場種目競技の万全な準備と運営実

施機関の設置 

 H25 

41206 岩手国体奥州市実行委員

会設置 

奥州市会場種目競技の万全な準備と運営実

施組織の設置 

 H25～

28 
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

41207 国体開催地視察 万全な準備と運営のための事前開催地視察  H26・

27 

ウ 体育指導委員会と連携した生涯スポーツの普及 

41301 軽スポーツ、ニュースポ

ーツ普及促進事業 

体育指導委員との連携による軽スポーツ、

ニュースポーツの普及促進 

 各年 

41302 各種スポーツ行事の企画

運営への参画 

各地区スポーツ行事等への参画による生涯

スポーツの普及 

 各年 

41303 各種講習会等への参加 軽スポーツ、ニュースポーツの習得及び指

導技術のレベルアップ 

 各年 

エ スポーツリーダーバンク等の設置 

41401 スポーツリーダーバンク

設置事業 

指導体制と指導要請に応じるための指導者

登録リストの作成 

 各年 

41402 スポーツボランティア設

置事業 

インターハイや国体等の開催を視野に入れ

た大規模大会等の開催時の協力者登録リス

トの作成 

 各年 

オ 体育協会、スポーツ少年団等体育団体と連携した競技力の向上 

41501 県民体育大会選手派遣等

補助事業 

岩手県民体育大会に出場する選手の旅費の

一部を補助するための市体育協会への補助

金交付 

○ 各年 

41502 市立小中学校児童生徒体

育大会出場補助事業 

東北規模以上のスポーツ大会に出場する児

童生徒の旅費の一部を補助 

○ 各年 

41503 馬術競技振興供用馬飼育

管理補助事業 

馬術の競技力向上のための岩手県馬術連盟

への補助金交付 

 各年 

カ 子どもの体力の向上 

41601 子どもの体力向上対策プ

ログラム策定事業 

子どもの体力向上を効果的に推進するため

の、短期・長期の対応策の策定 

○ H21 

41602 スポーツセミナー 

 

子どもの体力低下防止や肥満予防について

の啓発セミナー 

○ 各年 

41603 親子スポーツ教室 遊びを通した幼少時からのスポーツ体験に

よるスポーツ離れの防止 

○ 各年 

キ 総合型地域スポーツクラブの設立、育成支援 

41701 総合型地域スポーツクラ

ブ設立・育成支援事業 

地域住民の自主的な運営により老若男女が

身近なところでスポーツに親しむことがで

きる組織を各区に1団体以上の設立促進 

 各年 

ク スポーツ関係団体の育成支援 

41801 体育協会事業運営補助事

業 

適正な事業運営と育成支援のための市体育

協会への補助金交付 

○ 各年 



 

 

- 64 - 

事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

41802 岩手県民体育大会地元開

催運営補助事業 

岩手県民体育大会奥州市会場競技を主管す

る種目別協会等への補助金交付 

○ 各年 

41803 水沢武道館管理運営補助

事業 

水沢武道館の適正な事業運営と育成支援の

ための市体育協会への補助金交付 

○ 各年 

41804 スポーツ少年団本部補助

事業 

適正な事業運営と育成支援のためのスポー

ツ少年団本部への補助金交付 

○ 各年 

41805 日独スポーツ少年団交流

補助事業 

ドイツニーンドルフスポーツ少年団との交

流のためのスポーツ少年団本部への補助金

交付 

○ H21～

23 

41806 スポーツ少年団厚真町交

流委託事業 

北海道厚真町と前沢区スポーツ少年団との

交流のためのスポーツ少年団本部への補助

金交付 

 各年 

41807 インディアン旗野球大会

運営補助事業 

少年スポーツを支援するための水沢青年会

議所への補助金交付 

 各年 

41808 水沢女子小学生球技大会

運営補助事業 

少年スポーツを支援するための水沢女子小

学生球技大会実行委員会への補助金交付 

 H21～

26 

41809 江刺少年少女球技大会運

営補助事業 

少年スポーツを支援するための市スポーツ

少年団本部への補助金交付 

 各年 

(2) 生涯スポーツ活動の推進 

ア 全市事業推進プロジェクトの推進 

42101 奥州マラソン大会 当面、市内3大マラソンを継続して開催する

ものの、より効果的なあり方について検討 

○ 各年 

42102 駅伝競走大会 当面、各地区駅伝大会を継続して開催する

ものの、より効果的なあり方について検討 

 各年 

42103 奥州市民体育祭 スポーツ意欲の高まりと市民の一体感の醸

成に全市事業に拡大 

○ 各年 

42104 スポレク奥州 老若男女が気軽に参加し、健康と体力づく

りを行う全市事業に拡大 

○ 各年 

42105 チャレンジデー スポーツを行うきっかけづくりと市民の一

体感の醸成に奥州市として参加 

○ 各年 

42106 新たな全市事業の創出 既存事業の全市拡大のみではなく、新たな

全市事業の開催を検討 

○ 各年 

イ コミュニティースポーツ推進プロジェクトの推進 

42201 地域運動会補助事業 

 

地域コミュニティの最大イベントと捉えた

地域運動会への支援 

○ 各年 

42202 各種スポーツ大会の開催 地区体育会等が主催する各種スポーツ大会

等への支援 

 各年 
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

ウ 健康・体力づくりの推進 

42301 一市民一スポーツ運動展

開事業 

市民の週1回以上のスポーツ実施率を向上す

るとともに、スポーツの日常化を目指す 

 各年 

42302 健康体操の普及・啓発事

業 

健康と体力づくり向上のための普及啓発  各年 

エ みんなが楽しめるスポーツ活動の推進 

42401 各種スポーツ教室の開催 各種スポーツ教室や、岩手国体奥州市会場

種目を理解し親しむためのスポーツ教室の

開催 

 各年 

42402 スポレク奥州(再掲) 市民が楽しくスポーツに接する機会の提供 ○ 各年 

42403 各種スポーツ大会の開催 市民が楽しくスポーツに接する機会の提供  各年 

42404 スポーツ愛好団体調査 しないスポーツ愛好団体を調査することに

より、スポーツ人口の把握やこれからスポ

ーツに親しむ人の活動の場を提供する 

 H21 

 

オ 子どものスポーツ活動の推進 

42501 子どもスポーツ教室の開

催 

幼少時からの体力向上を図るための、外遊

びの普及やスポーツ教室の開催 

 各年 

カ 中高年者のスポーツ活動の推進 

42601 各種スポーツ教室の開催 老後を健康で快適に過ごすための健康教室

の開催 

 各年 

42602 各種スポーツ大会の開催

(再掲) 

老後を健康で快適に過ごすための各種スポ

ーツ大会の開催 

 各年 

42603 スポーツリーダーバンク

設置事業(再掲) 

知識と経験を生かした中高年者を地域スポ

ーツの指導者として活用 

 各年 

キ 障がいのある方のスポーツ活動の推進 

42701 一市民一スポーツ運動展

開事業（再掲） 

市民の週1回以上のスポーツ実施率を向上す

るとともに、スポーツの日常化を目指す 

 各年 

ク 各種メディアを利用した積極的な情報提供 

42801 市広報、ホームページ等

による情報提供事業 

各種スポーツ行事や指導者派遣、スポーツ

団体の紹介等の情報提供 

 各年 

42802 体育施設予約システム構

築事業 

体育施設の利用状況をパソコン等で把握

し、予約できるシステムの導入 

 H21 

(3)スポーツ施設の整備 

ア 体育施設整備プロジェクトの推進 

43101 体育施設整備計画策定事

業 

 

ユニバーサルデザインに配慮した計画策定

による、老朽化等に伴う体育施設の改修、

補修を優先順位で整備 

 H21 
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

43102 体育施設整備・改修事業 体育施設整備計画に基づく施設の改修、補

修 

○ 各年 

イ 施設の管理運営体制の充実 

43201 指定管理者制度導入促進

事業 

民間ノウハウの導入と行政コストの削減に

よる導入。自主事業による市民スポーツの

普及と施設の有効活用、自主財源の確保 

 H21～

23 

ウ 学校施設開放事業の充実 

43301 学校施設開放事業 身近なスポーツの場としての学校施設の有

効活用と公平な利用の確立 

 各年 

43302 体育施設整備計画策定事

業（再掲） 

各地区に夜間照明の設置を目標に、体育施

設改修、補修計画で設置 

 各年 
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Ⅴ 学びを支える安全・安心な教育環境の実現と市民への情報提供の推進 

主担当：教育総務課 

事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

(1) 安全・安心な教育環境の実現 

ア 校舎等改築事業の推進 

51101 衣川中学校改築事業 校舎、屋体等を解体し、三階建て校舎

2,323.76㎡、屋体892.17㎡、プールを現在

地に改築 

◎ H18 

～23 

51102 田原小学校改築事業 校舎、プールを解体し、校舎とプールを現

地に改築 

◎ H20 

～23 

51103 岩谷堂幼稚園改築事業 園舎を解体し、園舎を現地に改築 ◎ H20

～22 

51104 岩谷堂小学校改築事業 江刺区岩谷堂字一本松地内の用地取得、造

成、校舎、屋体、プールを移転改築、旧施

設解体 

◎ H20 

～24 

51105 真城小学校改築事業 校舎、屋体等を解体し、三階建て一部二階

建て校舎、屋体、プールを現在地に改築 

◎ H20 

～26 

51106 前沢統合小学校校舎整備

事業 

前沢区内7校を1校に統合し、統合に必要な

校舎、屋体、プールを新築 

◎ H21

～25 

51107 伊手小学校屋内運動場改

築事業 

構造耐震指標の低い屋内運動場の改築 ◎ H24 

51108 前沢学校給食共同調理場

改築事業 

老朽化が進んでいる施設の改築 ○ H22

～25 

51109 江刺学校給食共同調理場

改築事業 

老朽化が進んでいる施設の改築 ○ H23

～26 

イ 教育施設の耐震化の推進 

51201 小山中学校屋内運動場耐

震補強事業 

構造耐震指標(Is)値0.19を改善するため

に、耐震補強工事を実施 

◎ H21 

51202 水沢南小学校屋内運動場

耐震補強事業 

構造耐震指標(Is)値0.28を改善するため

に、耐震補強工事を実施 

◎ H21 

51203 羽田小学校屋内運動場耐

震補強事業 

構造耐震指標(Is)値0.30を改善するため

に、耐震補強工事を実施 

◎ H22 

51204 水沢中学校屋内運動場耐

震補強事業 

構造耐震指標(Is)値0.28を改善するため

に、耐震補強工事を実施 

◎ H22 

51205 常盤小学校屋内運動場耐

震補強事業 

構造耐震指標(Is)値0.34を改善するため

に、耐震補強工事を実施 

◎ H23 

51206 衣里小学校屋内運動場耐

震補強事業 

構造耐震指標(Is)値0.38を改善するため

に、耐震補強工事を実施 

◎ H23 
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

51207 佐倉河小学校屋内運動場

耐震補強事業 

構造耐震指標(Is)値0.33を改善するため

に、耐震補強工事を実施 

◎ H24 

51208 水沢南中学校屋内運動場

耐震補強事業 

構造耐震指標(Is)値0.38を改善するため

に、耐震補強工事を実施 

◎ H24 

51209 水沢南小学校校舎耐震補

強及び大規模改修事業 

昭和41年～55年に建築した校舎の耐震補強

と改修工事 

○  

51210 佐倉河小学校校舎耐震補

強及び大規模改修事業 

昭和41年～55年に建築した校舎の耐震補強

と改修工事 

○  

51211 羽田小学校校舎耐震補強

及び大規模改修事業 

昭和47年～54年に建築した校舎の耐震補強

と改修工事 

○  

ウ 人に優しく快適な施設整備の推進 

51301 胆沢第一小学校校舎大規

模改造事業 

校舎の床、壁、屋根、電気設備、水道設備

の改修、改造 

◎ H21,

22 

51302 水沢南中学校校舎大規模

改造事業 

校舎の床、壁、屋根、電気設備、水道設備

の改修、改造 

◎ H24,

25 

51303 玉里小学校トイレ改修事

業 

来客・職員用トイレの改修 ○ H21 

51304 胆沢愛宕小学校校舎屋根

修繕工事 

校舎の屋根の修繕 ◎ H22 

51305 伊手小学校プール改築事

業 

プールの改築 ◎ H25 

51306 梁川小学校プール改築事

業 

プールの改築 ◎ H27 

51307 水沢南中学校下水道接続

事業 

公共下水道への接続 ○  

51308 梁川小学校農業集落排水

接続事業 

農業集落排水への接続 ○  

51309 稲瀬小学校トイレ改修事

業 

トイレの水洗化 ○  

51310 水沢中学校教室改修事業 パソコン教室の床下の補強工事 ○  

エ 安全に配慮した施設の管理と改修の推進 

51401 衣川小学校プール改修事

業 

老朽化が進み、さらに岩手・宮城内陸地震

で被害を受けたプールの改修 

○ H21 

51402 衣里小学校プール改修事

業 

老朽化が進み、さらに岩手・宮城内陸地震

で被害を受けたプールの改修 

○ H21 

51403 胆沢第一小学校屋内運動

場改修事業 

老朽化の目立つ壁等の改修 ◎ H22 
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

51404 東水沢中学校安全対策事

業 

玄関周りに外灯を設置 ○ H21 

51405 前沢中学校校庭整備事業 グラウンドの土砂流失防止工事 ○  

51406 消防設備保守点検事業 消防法に基づき、専門業者による設備点検

を、６ヶ月に１回実施 

 各年 

51407 電気工作物保守点検事業 電気事業法に基づき、専門業者による設備

点検を毎月実施 

 各年 

51408 休日・夜間機械警備事業 不法侵入及び防火対策のため、専門業者に

よる機械警備を毎日実施 

 各年 

51409 浄化槽保守点検事業 浄化槽法に基づき、専門業者による設備点

検を毎月実施 

 各年 

51410 エレベーター保守点検事

業 

建築基準法に基づき、専門業者による設備

点検を毎年実施 

 各年 

51411 幼稚園遊具保守点検事業 園児が使う遊具の安全確認のため、専門業

者による点検を３年に１回実施 

 H21 

51412 小学校遊具保守点検事業 児童が使う遊具の安全確認のため、専門業

者による点検を３年に１回実施 

 H23 

51413 小・中学校建物定期検査

事業 

建築基準法に基づき、設計事務所による建

物検査を３年に１回実施 

 H24 

(2) 質の高い教育環境の充実 

情報教育機器の整備 

52101 小学校教育用コンピュー

ター整備事業 

情報教育のために必要なパソコン端末及び

プリンターの整備 

Ｈ22は、前沢区小学校分の更新 

○ H22 

52102 中学校教育用コンピュー

ター整備事業 

情報教育のために必要なパソコン端末及び

プリンターの整備 

Ｈ22は、水沢区中学校分の更新 

○ H22 

52103 小学校職員用コンピュー

ター整備事業 

業務及び情報漏えい防止のために必要なパ

ソコン端末の整備 

Ｈ23年までに職員数の80％の配置を計画 

 H22

～23 

52104 中学校職員用コンピュー

ター整備事業 

業務及び情報漏えい防止のために必要なパ

ソコン端末の整備 

Ｈ23年までに職員数の80％の配置を計画 

 H22

～23 

(3) 学校法人への支援と教育機会の均等の確保 

ア 学校法人への支援の推進 

53101 運営事業補助金交付事業 私立学校の教育管理及び設備に要する経費

に対し補助金を交付 

 各年 
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事業 
№ 

事 業 名 内 容 
新市 
総合 

事業 
年度 

53102 施設設備事業補助金交付

事業 

私立幼稚園、高等学校、各種学校及び専修

学校の施設整備事業に対し補助金を交付 

 各年 

イ 奨学金貸与事業の推進 

53201 奨学金貸与事業 経済的理由により修学が困難な生徒・学生

に対して奨学金を貸与 

 各年 

(4) きめ細かな情報提供の推進 

ア 教育委員会の情報公開の充実と市民意見の反映の推進 

 教育委員会ホームページ

構築事業 

教育委員会ホームページの制作と充実  H21

～ 

 教育委員会事業評価制度

構築事業 

教育委員会の施策の執行状況について点検

評価手法の再構築 

 H21 

イ 教育表彰制度の充実 

 奥州市教育委員会表彰事

業 

教育の発展高揚に資する表彰の実施と芸術

文化表彰の創設 

 各年 

 奥州市教育委員会表彰式

の開催 

教育に関する功労者を顕彰する表彰式の開

催 

 各年 

 


