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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

-
小5 104
中2  93

小5 105
中2  97

小106
中97

◎

%
小6 77.1
中3 65.3

小6 77.1
中3 67.1

小6：79.2
中3：75.0

◎

%
小 0.25
中 2.10

小 0.25
中 2.10

小　0.56
中　2.96

◎

%
小5 102
中2 108

小5 104
中2 108

小5：110
中2：109

◎

％ 66.7 86.7 66.7 △

％ 88.9 100.0 100.0 ◎

％ 66.7 90.0 88.9 ○

％ 66.7 100.0 88.9 ○

％ 42.1 46.1 48.0 ◎

３　評価内容

　

　全ての児童生徒に確かな学力と学びの機会を保障
し、「生きる力」を育むため、学校経営の充実を図りな
がら、知・徳・体のバランスのとれた学校教育を充実さ
せます。
　また、経済的理由により小・中学校での学習に支障を
きたす世帯に学校経費の一部を支援するとともに、義
務教育より上の教育に就くことが困難な人に対しては、
奨学金を貸与して修学の機会を確保します。
　併せて市内学校法人への支援を行い、私立学校教
育の振興を目指します。

　知・徳・体それぞれの育成に係り、市の方針を明確に示し、指導主事等がきめ細か
に指導・助言等を行うことで、各学校の具体的な取組を支援しており、成果が現れて
いる。今後も、常に成果・課題を検証し、学校経営を支え、より充実した学校教育を目
指す。
   義務教育より上の教育に就くことを希望する者に対し奨学金を貸与し、就学に係る
経済的負担の軽減の一助となっている。
　私立学校法人への支援により、学校運営の安定、教育の向上及び特色ある取組み
が可能となっている。

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

大綱名 Ⅱ　未来を拓く人を育てる学びのまちづくり 担当部

基本施策 ❶　「生きる力」を育む学校教育環境の充実 教育委員会事務局

教育施設トイレの洋式化率 50％を目指します。

全国体力・運動能力調査における総合評
価（Ａ,Ｂ,Ｃ）の全国平均との対比

幼稚園施設の耐震化実施率（Is＝0.7未満）

小学校は現状値からの増加を、中学校は現状維
持に努めます。

100％を目指します。

小学校校舎の耐震化実施率（Is＝0.7未満）

中学校校舎の耐震化実施率（Is＝0.7未満）

中学校屋内運動場の耐震化実施率（Is＝
0.7未満）

100％を目指します。

100％を目指します。

100％を目指します。

標準学力検査における全国平均との対比

自己肯定感をもった児童生徒の割合
（全国学力・学習状況調査質問紙による）

不登校児童生徒の出現率

小学校は現状維持を、中学校は全国平均を目指し
ます。

小学校は現状維持を、中学校は現状からの増加を
目指します。

現状維持に努めます。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

施策①　学校教育の充実 ●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

　学校教育の充実については、「確かな学力の保障」による「知」の育成、「不登校・いじめの防止」及び道徳教育等をとおした
「徳」の育成、「健やかな体を育む教育の推進」による「体」の育成が、各学校の具体的な取組を促すことで充実が図られ、上
記指標の達成度が示すように、概ね良好である。
　学校環境整備のうち施設整備においては、児童生徒等の安全確保のための修繕、改修等を計画的に対応を進めたほか、
空調設備整備に取り組む等、教育環境の整備・充実を図った。一方、年々老朽化の進行する多くの施設を管理している状況
で、施設設備共に修繕・改修を要する案件が増加しており、コスト的、人的な対応も厳しくなってきていることは課題である。
  私学助成により、私立学校の教育環境の充実が図られており、今後も継続して取り組む必要がある。また、奨学金制度によ
り修学機会の均等が確保されていることから、今後も継続して取り組む必要がある。
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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

【総合計画審議会の意見】
・今後のオンライン授業について、活用の仕方や家庭での環境整備などを検討を進められたい。

・小中学校の不登校問題については、関連機関（家庭環境含む）と連携し、解消に努力されたい。

・学校再編については、小規模校の特徴である地域とのつながりを含め、教育環境の整備に努められたい。

　児童・生徒に快適な教育環境を提供し、安全・安心な
学校生活を確保します。

   児童生徒に安心・安全な教育環境を計画的に整備している。いずれも老朽化が進
む多くの施設を保有し、多数の要修繕箇所が把握されている中、確保した予算内にお
いて、緊急度や重要度を勘案しながら順次対応しているものであり、有効性は極めて
高い。
　今後ますます老朽化が進行すると共に、重大破損の発生が生じる恐れがある状況
のもとでは、破損が起こるたびに対応する対症療法的な改修・修繕ではなく、整備年
数等を目安に計画的に改修を行い、施設を８０年供用するという、「長寿命化計画」に
定める予防的修繕・計画改修の考え方にシフトする必要がある。

  学校教育の充実のため、知・徳・体の育成、施設整備や修繕のほか、ＩＣＴ環境整備等を計画的に実施していくことが必要である。また、私学助成
や奨学金制度の継続により、教育の機会均等の確保に引き続き取り組む。

施策②　安全・安心な教育環境の充実 ●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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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

％ 34.8 100.0 100.0 ◎

人 75,000 75,500 70,185 ○

回 2,500 3,250 1,768 △

棟 1 3 6 ◎

件 2 3 4 ◎

冊 0 3 3 ◎

回 2 2 2 ◎

件 1,270 1,300 450 △

件 1 0 0 ◎

件 3 3 5 ◎

３　評価内容

大綱名 Ⅱ　未来を拓く人を育てる学びのまちづくり 担当部

基本施策 ❷　次代をつむぐ歴史遺産の保存と活用 教育委員会事務局

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

胆沢城跡第Ⅰ期外郭南門地区整備率 早期に整備を完了し、公開（供用開始）します。

文化財施設利用者数
震災後の文化財施設利用者数の増加率1.0％
（H23年度～H26年度）を維持します。

奥州市Web博物館のアクセス数
ホームページの年間観覧者数をカウント数を増加
させます。

建造物の国登録件数（累計）
市が所蔵する４件の歴史的建造物について登録を
行います。
（目標値は、H29～R03の累計）

新規文化財指定件数（累計） 年平均１件以上を目指します。

古文書解読集の刊行（累計）
年で１冊刊行します。
（目標値は、H29～R03の累計）

指定文化財パトロールの実施
全ての指定文化財を対象とした保存管理状況の確認を「有形・
有形民俗・史跡名勝天然記念物」と「無形民俗」の隔年で実施。
さらに文化財防火デーに合わせて防火パトロールを実施します。

郷土芸能祭等観客数
郷土芸能祭等（無形民俗文化財の保存活用を目的として江
刺・前沢・胆沢区において開催している発表）への観客数の
増加を目指します。

文化財指定解除件数
不適切な管理等により指定要件を失い指定解除される文化
財が生じないよう、適切な保存管理指導や修繕補助等を行い
ます。（0件で維持すべきものとなります。）

文化財保護審議会に対する諮問件数（累
計）

適切な会議開催と諮問を行います。（目標値は、
H29～R03の累計とし、年平均１件以上を目指しま
す）

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　魅力ある郷土づくり、人づくりのためには、地域を知ることが重要であり、今後も文化財の保存と活用について積極的に検
討していく必要がある。
　また、世界文化遺産追加登録に向けた調査、研究を進めると共に、関係機関と連携し、追加登録に向けた取り組みを引き
続き推進していく必要がある。

施策①　歴史遺産の公開と活用 ●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

　重要文化財、史跡等の計画的な整備を行い、魅力あ
る郷土づくり、人づくりの資源として、その公開と活用を
目指します。

　史跡や歴史的建造物等の公開及び計画的な保存活用が図られている。
　市内に数多く存在する史跡や歴史的建造物等の貴重な歴史遺産を次世代に継承し
ていくため、今後も、重要度、優先度に応じ、計画的に保存及び整備を図り、公開、活
用していく必要がある。

施策②　文化財の調査研究の推進 ●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

　地域に残る文化財の調査研究を行い、併せて郷土の
歴史解明と記録を行います。

　史跡や歴史的建造物、古文書等の計画的な調査研究、歴史解明及び記録が図ら
れている。
　今後も地域に残る文化財の計画的な調査研究に努め、郷土の歴史解明とその記録
を行い、貴重な歴史遺産として次世代に継承していく必要がある。
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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③　文化財の保存と管理 ●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

　地域に残る文化財を次世代へ継承していくため、定
期的な点検を行い、保存環境の改善を行います。併せ
て安全な資料の管理・保管の体制を整えます。

　文化財の計画的な点検が行われているが、さらに体制を強化していく必要がある。
　今後は、市民との協働により、更なる保存環境の改善を行っていけるよう、市民の
意識醸成に努め、安全、適正な保存管理に努めていく必要がある。

施策④　文化財保護体制の充実 ●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

　未来を拓く歴史遺産の保存と活用を進めるため、学
芸員を中心とする教育委員会事務局の体制と機能を
強化し、関係機関との連携を目指します。

　学芸員の集中配置による事務局体制と機能の強化に努めるとともに、関係機関と
の連携や施設等の指定管理による効率的な運営により、文化財保護体制の充実が
図られている。
　今後も職員の資質向上や関係機関とのさらなる連携強化に努めていく必要がある。

　計画的な文化財の保存、整備、活用が図られてきており、今後も体制、機能を強化しながら、さらに推進をしていく必要がある。
　また、世界文化遺産追加登録に向けた調査研究を進めるとともに、地域の文化財の調査研究を行い、郷土の歴史解明を行うため計画的な発掘調
査等を行う必要がある。
　文化財保護体制の確立をさらに進め、調査研究、保全と公開活用、世界文化遺産の追加登録に向けた取り組みを継続していく必要がある。

【総合計画審議会の意見】
・郷土芸能継承の担い手について、従来の形だけに留まらず、地域外への募集などを含めて、確保に努められたい。

・世界遺産登録については、現在取組んでいる内容等を住民にも分かりやすく周知されたい。

4/4


