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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

件 3,051,773 3,144,244 3,185,443 ○

件 2,300 3,061 2,468 ×

件 7,094 9,442 7,695 ×

％ 0.0 70.0 100.0 ◎

千人 593 622 559 △

件 ※－　 30 10 △

人 14,742 15,479 5,332 △

団体 29 33 30 ○

人 45 50 52 ◎

％ 72:28 55:45 74：26 △

人 477 530 636 ◎

※計画期間中の事業開始のため現状値（H27）はない。

３　評価内容
基本施策の総合的評価（担当部長評価）

施策①　開かれた市政の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　「各種媒体を駆使した適切な情報発信」や「市民参画手続手法の検証と改善」、「新たな広聴手法への取組み」、など、市民
が市政に参画しやすい環境づくり（市民参画機会の拡充）に努め、多くの市民が携わった形で各施策を展開しているととも
に、「地区センターへの指定管理者制度導入」や「地域自治組織や市民公益活動団体への各種財政的支援・人的支援」、「協
働の提案テーブルの運用」など、「協働のまちづくり指針」による仕組みづくりと実践により、各市民活動団体の意識が良い方
向（目指す方向）に変化し始めているなど、本基本施策が目指す形でまちづくりが進んでいるものと思料される。
　今後も、更に市民参画が最適な形となるよう、検証と改善、その実践に努めるとともに、市民活動団体や市などの各主体が
相互につながり補完しあいながら各市民活動団体の設置目的（目標）を目指し継続的に活動できるよう、適時適切な支援に
努めていく必要がある。

ホームページへのアクセス数

facebookのフォロワー数

twitterのフォロワー数

毎年アクセス数１％増を目指します。

毎年フォロワー数10％増を目指します。

毎年フォロワー数10％増を目指します。

地区センター指定管理者制度導入割合

市内地区センター利用者数

100％を目指します。

10％増加を目指します。

市民提案型協働支援事業認定事業数

市民活動支援センター利用者数

NPO法人認証取得団体数

協働の提案テーブルへの提案を積極的に募り、認
定事業数の増加を図ります。

外国人住民数(年度末時点)

H31までに５％、さらにH33までに５％増加すること
を目指します。

毎年度１団体増加を目指します。

岩手県男女共同参画推進サポーター認定
者数

地方自治法に基づく審議会等の男女比率

サポーター数を増やし、意識啓発活動の促進を目
指します。

政策・方針決定の場への男女共同参画を促進しま
す。

毎年度15人ずつ増加を目指します。

大綱名 Ⅰ　みんなで創る生きがいあふれるまちづくり 担当部

基本施策 ❶　市民参画と協働によるまちづくりの推進 協働まちづくり部

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

　市民が市政への関心をさらに深められるように、簡潔
明瞭で多角的な市政情報の提供や速やかな情報公開
に努めます。また、市政に広く市民意見を反映できるよ
うに多様な参画機会を確保します。

　市政運営を行ううえで、分かりやすい情報の提供と市民意見の反映は欠かすことの
できないものである。さまざまな世代の市民に対し、行政文書や広報紙だけではなく、
ホームページやＳＮＳなどを通じた即時性の高い情報発信が求められている。市民意
見の反映については、これまでの市民提言や市政懇談会だけでなく、令和元年度に
試行開催した「奥州市の将来を語る会」のような若い世代の声を聴く機会を設け、幅
広い世代からの意見集約を行う必要がある。
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※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性

施策④　男女共同参画社会形成の促進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　仕事、家庭、地域生活などにおいて、男女が互いに
尊重しながら、ともに夢や希望の実現に向けてチャレン
ジできる社会を目指します。また、施策方針を決定する
場への女性参加率向上に努めます。

本計画に掲げる具体的取組策と「奥州市男女共同参画計画」に基づく取組みの実施
により、その促進のための鍵となる市民活動団体の自立や指標として掲げた「岩手県
男女共同参画推進サポーター認定者数」が目標を達成するなど、これら取組みによる
一定の成果は見られたところである。
一方で、指標として掲げた「政策方針を決定する場への女性参加率の向上」は伸び悩
んでおり、これは地域社会全体への男女共同参画の理解と浸透がいかに難しいかを
物語っていると解される。男女共同参画社会の形成には、市民一人ひとりの意識を変
えていかなければならないと思料されるが、即効性のある取組みはないことから、今
後も、市民団体やサポーターとの協働により、長期的視点に立ち、地道にかつ継続的
にそれぞれの取組みを実践していく。

施策②　地域コミュニティ活動の活性化 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

【総合計画審議会の意見】
・地域コミュニティや市民公益活動のさらなる活性化を図るため、市民活動支援センターの機能を強化するとともに、まちづくりのアドバイザー
育成に努められたい。併せて、今後の地域づくりにおいて、指定管理者のさらなる自立性や独自性が求められることから、市は、地区振興会
などが十分な財源と併せ、より多くの権限や裁量が持てるよう検討されたい。

・市政情報の発信において、対象者と伝える内容を整理し、特に市民に対して市の施策が伝わるよう努められたい。併せて、ＳＮＳが持つ情報
の双方向機能を十分に活用し、市内・市外の多様な人々を巻き込みながら、奥州市を盛り上げていける施策を検討されたい。

　住民が地域社会の構成員としての自覚を持ち、互い
に支え合いながら主体的に取り組むまちづくりを目指し
ます。

　本計画に掲げる具体的取組策と「奥州市協働のまちづくり指針」に基づく重層的な
取組みの実施により、指標として掲げた「全地区センターへの指定管理者制度導入」
を目標よりも早期に、平成30年４月に達成でき、地区センターが各地区の地域づくり
の拠点として機能し始めた。
　また、現在は、各種財政的支援・人的支援により、地区振興会が行う地域コミュニ
ティ計画に沿った主体的・計画的な事業推進をするための土台づくりを進めている
が、従前からの課題である担い手不足が解消されないこともあり、その進捗は今一歩
である。そのため、担い手育成事業（協働のまちづくりアカデミー、ほか）の修了生の
活躍の場として「地元」とをつなぐ取組みを行うなど、修了生の思いと地域のニーズを
探りつつ、目標達成のための取組みを最適化しながら、適時適切に実施していく。

　市民公益活動団体が活動しやすい環境づくりを行
い、意欲ある市民公益活動を推進し、活力のある豊か
なまちづくりを創造します。

　本計画に掲げる具体的取組策と「奥州市協働のまちづくり指針」に基づく重層的な
取組みの実施により、従来型であるイベント型活動に加え、課題解決型活動が各地
域で展開され始めるなど、各団体の意識が良い方向（目指す方向）に変化し始めてお
り、これら取組みの成果は徐々に見えつつある。
　一方で、指標として掲げた「市民活動支援センター利用者数」や「市民提案型協働支
援事業認定事業数」は伸び悩んだところであるが、これは、支援センター機能を切り
分けその一部を移設したことや、課題解決型活動支援に特化したこと、などによるも
のである。よって、上記成果のとおり、本施策の目標に徐々に近づいているものと考
察されるため、今後も、各団体のニーズを把握しつつ、目標達成のための取組みを最
適化しながら、適時適切に実施していく。

施策③　市民公益活動の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　「地方分権の進展への対応」、「市民ニーズの多様化への対応」、「財政健全化への対応」など、現在の市の課題に対応していくためには、今後も
基本施策の方針である協働（各主体が、互いの自主性を尊重しつつ、それぞれの役割と責任に基づき、対等な立場で相互に補完し、協力するこ
と。）によりまちづくりを進めていくため、継続的にそれぞれの取組みを実践していく。しかしながら、それら取組みにはそれぞれ課題が含まれている
ことから、各主体のニーズを的確に把握しつつ、目標達成のための取組みを最適化しながら、適時適切に実施していく。

施策⑤　多文化共生・姉妹都市交流の促進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　外国人住民が暮らしやすく、外国人観光客が訪れや
すい環境を実現するため、国際交流をはじめとする関
係機関などと連携しながら国際的なまちづくりを目指し
ます。また、国内外の姉妹都市との交流を通して、異
文化理解に加え、幅広い分野への波及効果を目指し
ます。

　多文化共生の促進については、奥州市国際交流協会との協働による先進的な取組
みの実施により、外国人市民の生活利便性は着実に向上し、このことが指標として掲
げた「外国人住民数」の着実な増加に繋がっているものと解され、今後も同協会との
連携のもと、外国人市民のニーズ把握に努めつつ、その取組みを適切に実施してい
く。
　また、姉妹都市交流の促進については、各姉妹都市の協力を得ながら、市民への
姉妹都市に対する理解浸透を図る取組みを実施し、各姉妹都市を「知る」きっかけに
はなったもののその効果はまだまだ限定的であり、各姉妹都市との「慣行」と「距離
感」、「言語の壁」の解消が大きな課題であることから、各姉妹都市の理解・協力を得
ながら市民交流や経済交流に繋がるような仕掛けを検討していく。
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

％ 63.1 60.0 54.9 △

冊 4.6 4.7 4.8 ◎

冊 5.1 5.1 5.3 ◎

％ 231.4 230.0 241.8 ◎

３　評価内容

大綱名 Ⅰ　みんなで創る生きがいあふれるまちづくり 担当部

基本施策 ❷　豊かな生き方を築く生涯学習・文化活動の推進 協働まちづくり部

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　市民一人ひとりが人生の各段階で多様な目的を持った学びを得られるよう、生涯を通じた学習機会の提供や家庭・地域の
教育力の強化などの「生涯学習社会」の実現に向けた取り組みを行った。特にも、地域の教育力を活用した「放課後子ども教
室」、「学校支援地域本部事業」等の事業実施により、地域ぐるみでの子どもの健全育成への意識の高まりや地域づくり活動
の活発化につながる等、市民の相互支援や協働の観点からも、多くの成果を得ることができた。
　また、適時的な話題をテーマとした企画展開催や読み聞かせ等の様々な試みにより魅力ある図書館事業の展開により本に
親しむ活動が推進できているとともに、優れた芸術作品や舞台にふれる機会の提供、市民自らが舞台を創りあげる市民参加
型舞台活動の支援を通じた感動と達成感が伴った芸術文化活動の振興を図るなど、市民の主体的で多様な生涯学習・芸術
文化活動の下支えができ、本基本施策が目指す形で進んでいるものと思料される。

文化会館利用者数対総人口比率 現状維持に努めます。

社会教育講座受講者数対総人口比率 現状維持に努めます。

市民一人当たり図書館蔵書数 現状維持に努めます。

市民一人当たり図書等貸出冊数 現状維持に努めます。

施策①　生涯にわたる学習活動への支援 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　地域リーダーの養成や地域の教育力を高めるため
に、指導者の育成、事業実施に係る助言指導や講師
の紹介など各地域における自主的な学習活動支援に
取り組みます。また、社会教育活動の基本である情報
や学習機会の提供を図ることにより、現代における社
会、地域コミュニティ及び家庭等における諸課題に対
応し、新たな価値を創造することができる社会を目指し
ます。

　本計画に掲げる具体的取組策と「奥州市生涯学習基本計画」に基づく重層的な取
組みを地域との協働による実施により、少子高齢化や地域における人間関係の希薄
化等を背景とした地域や家庭の教育力の低下などの課題に対し、各地域では地域ぐ
るみで課題解決に向かって取組もうとする意識と体制が生まれつつあり、これらの取
組みの成果は徐々に見え始めている。
　一方で、指標として掲げた「社会教育講座受講者数」は目標値を下回っているが、こ
うした学びの場の提供は、市民が生涯に渡りいきいきと生活していくための「教養習
得」や「能力向上」、地域の生涯学習に関わる人材や団体の育成、に大きく寄与して
いるとの認識から、今後も、市民や地域のニーズを探りつつ、適時適切な学習機会の
提供に努めるなど、指標目標達成に向けた取組みを進めていく。

施策②　本に親しむ活動の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　豊かな情操と自由な想像力並びに社会の変化に対
応した知識や課題解決力の習得等に資する、人生の
諸段階に応じた読書活動を進めます。また、読書活動
を支える人材の育成・活用と図書資料や施設などの整
備を進めます。

　人口減少や少子高齢化等、利用者数や貸出冊数を減少させる環境圧力が強まる
中、本計画に掲げる具体的取組策に基づく取組みの実施により、指標として掲げた
「図書等貸出冊数」がその目標を達成しているとともに、市民が読書に親しむ良いきっ
かけを与え続けている。
　また、指標目標を達成している「図書館蔵書数」の確保や次代を担う子どもたちへの
読み聞かせ活動に対し、限られた予算を優先（適正）配分するなど、随時最適化を図
りつつ取組みを進めており、それら活動の有効性からも、今後も必要な見直しを図り
ながら、それぞれを取組みを実践していく。
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※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性
　青少年を取り巻く様々な問題解決には、家庭と地域の教育力が不可欠であり、これらの教育力の更なる向上を図る必要があることに加え、この取
組みが地域の活性化や市民の生きがいづくりにも寄与するなど、多分野への波及効果も期待できるため、適切かつ継続的な家庭教育に関する学
習機会の提供をしていく。また、本に親しむ活動及び芸術文化活動については、これまでの事業展開の成果を礎としつつ、住民のニーズを捉えなが
ら、適時適切な事業を展開していく。
　なお、各社会教育施設の老朽化に伴う経年劣化の対策については、公共施設等総合管理計画個別計画に基づき、効率的な施設配置と適切な修
繕を行い、常に良好な生涯学習の場を提供していく。

【総合計画審議会の意見】
・奥州市としての市民劇場の在り方について検討し、市全体として盛り上げていける施策を推進されたい。

・若い世代は仕事や子育てで忙しく、現在の芸術文化活動は、主に高齢者世代によって支えられているのが現状である。また、イベントなどの
非日常的な活動以外の、日常的な芸術文化活動が徐々に鈍化してきている。
  これらを踏まえ、100年時代の人生を明るく前向きに捉え、新たな発想を取り入ながら市の芸術文化活動が活発になるよう、市は庁内の他部
門や他団体と連携して支援することを検討されたい。

施策③　芸術文化の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　芸術文化に触れて喜びや感動を味わうとともに、表
現力や創造力が磨かれ創造意欲を高めていくことがで
きるよう、芸術文化を鑑賞できる機会を提供し、芸術文
化が発展する環境を整備します。
　また、これまで培われてきた文化や伝統を継承・発展
させるため、奥州市芸術文化協会をはじめとする関係
機関・団体などと連携しながら、多くの市民の主体的で
多様な文化活動を支援します。

　本計画に掲げる具体的取組策の実施により、指標として掲げた「文化会館利用者
数」がその目標を達成しているとともに、これらの取組みが市民の一体感の醸成にも
寄与してきていることなど、芸術文化が持つ効能が如何なく発揮され、これらの取組
みによる成果が出ている。
　また、芸術文化は、日頃の成果を発表する場、それを観覧して楽しむ場の両面で触
れる機会が創出されており、そのことが文化や伝統の継承・発展につながる契機とな
ることから、より多くの市民が気軽に芸術文化活動に参加できるよう、それぞれの事
業のあり方を検討しながら、この取組みを実施していく。
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

％ 56.9 61.0 59.9 ○

人 52 55 25 ×

人 26 33 27 ○

人 56 60 93 ◎

人 618,990 635,000 573,926 △

人 184,799 190,000 155,380 △

３　評価内容

大綱名 Ⅰ　みんなで創る生きがいあふれるまちづくり 担当部

基本施策 ❸　潤い豊かなスポーツライフの推進 協働まちづくり部

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

成人の週１回以上のスポーツ実施率 国の目標値である65％を目指します。

スポーツリーダーバンク登録者数 概ね10％増を目指します。

体育施設の利用者数 概ね5％増を目指します。

学校施設開放の利用者数 概ね5％増を目指します。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　市民誰もが気軽にスポーツ・レクリエーションに参加できるよう「きらめきマラソン」をはじめとした多くの事業を市民や各関係
機関との協働により展開・実施できたことは、ライフステージに応じたスポーツ活動の推進の観点に加え、スポーツを通じたま
ちづくりの観点からも大きな成果を得ることができた。また、競技水準の向上に関する各種事業の実施によって選手育成や指
導者養成の支援により、個々の競技力の向上が図られ、競技者の目標となるべきトップアスリートが輩出されて始めるなど、
一定の成果が見られるとともに、未来を担う子どもたちを筆頭とする全ての市民アスリートのモチベーションを高め、市民のス
ポーツに対する関心をも深まったことを鑑みると、本基本施策が目指す形で進んでいるものと思料される。
　今後も、得られた成果の持続と浮き彫りとなった新たな課題を解決するための施策をスポーツ関係団体との連携を一層深
めながら実施するとともに、各スポーツ施設の良好な管理運営体制と総合的な施設の整備に努め、老朽化施設については、
利用者の安全確保を第一義に据えながら修繕等の対応を行いスポーツ環境の整備に努めていく必要がある。

施策①　ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

国民体育大会出場者数 概ね50％増を目指します。

県民体育大会優勝者数 概ね20％増を目指します。

　市民誰もが気軽にスポーツをできる社会を目指しま
す。

　本計画に掲げる具体的取組策と「奥州市スポーツ推進計画」に基づき、様々な市民
総参加型事業や各種大会等の実施するなど、スポーツやレクリエーションに接する機
会の創出により、市民誰もがスポーツに親しむことができる環境が着実に整備されつ
つあるとともに、市民の一体感の醸成にも寄与した。
　一方で、指標として掲げた「成人の週１回以上のスポーツ実施率」は、目標値を若干
下回っているものの、約６割の市民が多様化している余暇活動の中からスポーツ活
動を選択していること、徐々ではあるがその実施率が現状値から向上していること、
などから鑑みると、その成果は着実に見えつつある。よって、今後も、市民に対して常
に最新情報を適切に提供するとともに、市民のニーズに応える事業となるよう配慮し
ながら、指標目標達成に向けた取組みを進めていく。
　また、スポーツに取り組むきっかけづくりや基礎知識の習得などは、スポーツリー
ダーバンク制度の活用や市スポーツ推進委員の指導が有用であるとの認識である
が、指標として掲げた「スポーツリーダーバンク登録者数」は芳しくない状況であること
から、その制度の周知と普及、有効活用手法等について検討し、指標目標達成に向
けた取組みを進めていく。
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※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性

　選手育成や指導者養成の支援により競技水準の向
上を図り、競技者の目標となる選手の輩出を目指すと
ともに、スポーツへ取り組む意欲を喚起します。

　本計画に掲げる具体的取組策と「奥州市スポーツ推進計画」に基づく取組みの実施
により、指標として掲げた「県民体育大会優勝者数」は目標を達成し、「国民体育大会
出場者数」も目標には届かなかったものの、現状値は超えている状況から、これら取
組みによる一定の成果は見られた。
　メジャーリーガー大谷翔平選手など全国に誇れるトップアスリートの輩出は、スポー
ツをする人のみならず、それ以外の多くの人も含め期待が高く、市民のスポーツへの
興味や関心、意欲を高める事象の一つであり、このことこそが次のトップアスリートの
輩出にもつながると思料されることから、今後もスポーツ関係団体との一層の連携に
よる競技の普及、競技水準の向上、競技に携わる幅広い人材の育成のための取組
みを進めていく。

・市全体で取組めるスポーツの機会や、市の財産として市民や民間を巻き込んだ「奥州市ならでは」の取組により、地元を盛り上げるととも
に、全国に向けて発信していけるような施策を検討されたい。

・子どもたちが地元行事に積極的に参加し、小さいころから地域とのつながりを深め、地域愛の醸成を図ることができるよう、市と学校、地域
が連携しながら施策の推進や情報提供に努められたい。

・「スポーツを通じた健康づくり」は、前面にPRしていくべきであり、成果指標に「スポーツによる市民の健康度」などを検討されたい。

施策③　スポーツを支える基盤の整備 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　スポーツ関係団体の運営や活動の支援、団体と連携
した施策を展開します。
　また、施設、設備などの適正な管理を行い、市民のス
ポーツ環境を整備します。

　本計画に掲げる具体的取組策のスポーツ関係団体との協働による取組み実施によ
り、上記施策①及び②のとおり、一定の成果をあげているとともに、課題も浮き彫りと
なったところである。よって、スポーツ関係団体との連携を一層深めながら、当該団体
や市民のニーズを把握をしつつ、成果はのばし、課題は解決するための取組みを実
践していく。
　また、指標として掲げた「体育施設の利用者数」や「学校施設開放の利用者数」は目
標値には達成していないものの、人口減少や余暇活動の多様化を考慮に入れると、
一定の成果は見られたと思料するが、今後は、目標達成のために施設の利用促進、
有効活用に向けた施設毎の最適な管理運営形態を検討していく。
　体育施設は、指定管理者制度導入施設が多いことから、財政事情と指定管理者や
利用者への安全面に最大限に配慮した計画的な改修・修繕を継続していくとともに、
施設の複合化や統廃合等について、公共施設等総合管理計画個別計画に基づく取
組みを進めていく。

　今後も、より多くの市民がスポーツ・レクリエーションに参加することで心身ともに健康で文化的な生活が営むことができるよう、関係機関と連携の
うえ、継続的に事業を展開することが重要であり、運営体制や事業費等を含め、より効果的で住民ニーズに沿ったスポーツ・レクリエーションの振興
を図っていく。
　なお、各スポーツ施設の老朽化に伴う経年劣化の対策については、公共施設等総合管理計画個別計画により、適切な修繕と効率的な施設配置
により、常に良好なスポーツの場を提供していく。

【総合計画審議会の意見】

施策②　競技水準の向上 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性
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