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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

ｍ 0 17,930 19,443 ◎

％ 58.90 59.20 60.1 ◎

km 210.30 211.70 217.5 ◎

件 ※　
12 3 11 △

％ 24.14 60.00 61.0 ◎

※ 直近５年間の件数を記載　（H23…１件、H24…５件、H25…３件、H26…３件、H27…０件）

３　評価内容

※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①　道路交通ネットワークの充実 ●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

施策②　 道路環境の適正な維持管理 ●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

　令和元年度末時点の評価では中間目標値に対して概ね達成している事から、今後も各種計画に基づき確実な執行に努め
る。しかしながら、道路インフラの老朽化は確実に進んでおり、特にも舗装の老朽化が原因とされる車両損傷事故の数は減
少していない。また、市民から寄せられる道路要望は非常に多く、限られた予算の中で有利な財源の確保に努めながら事業
を継続していく必要がある。

歩道設置延長

奥州市道路整備計画に基づく目標値。

奥州市道路整備計画に基づく目標値。

奥州市道路整備計画に基づく目標値。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

管理瑕疵による車両損傷事故の年間件数
管理瑕疵による事故件数について、直近５年間の
件数を半減させることを目指します。

長寿命化修繕工事の実施率
H27までの点検により補修が必要（健全度Ⅲ及び
Ⅳ）とされたものを、確実に修繕することを目指しま
す。

舗装改修延長

舗装整備率

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 Ⅵ　快適な暮らしを支えるまちづくり 担当部

基本施策 ❶　道路環境の充実 都市整備部

【総合計画審議会の意見】
・奥州市は合併市であることから道路延長も膨大であり、限られた財源を有効活用するため優先度を考慮した道路整備・維持管理を図られた
い。

・路肩の除草対策として除草剤は有効であり活用すべきという意見もあるが、土砂災害や農作物への影響を懸念される箇所の使用について
は慎重に対応されたい。

・倒木の対策にあっては、森林担当部署とも連携を図られたい。また、「いわての森林づくり県民税」が拡充されていることから、県との連携も
進められたい。

　幹線道路や生活用道路の計画的で効果的な整備を
行い、利便性が高く利用者にやさしい道路環境整備の
形成に努めます。

　奥州市道路整備計画に基づき、社会資本整備交付金や起債などの有利な財源を
選択しながら、幹線道路や歩道の整備を実施した結果、道路交通ネットワークの形成
を推進することができた。また、利便性の高い幹線道路の歩道整備を行い、歩行者が
安全・安心に利用できる環境整備に努めた。今後は、道路整備計画の見直しを行い、
更に効果的な整備に努める。

　道路インフラの老朽化対策および安全・安心な道路環境の維持管理のため、点検・評価・修繕を計画的に実施していく必要がある。
また、道路パトロール以外に、広く道路利用者などから情報を収集し、安全・安心な道路環境の維持に努める。

　安心、安全な道路環境を維持します。 　道路施設の老朽化問題に対して、施設毎に修繕計画を策定し点検・計画・補修を特
定財源を活用し適切に実施している。今後も限られた予算の中、定期的なパトロール
の実施と多方面からの情報提供を受け、適正な維持管理に取り組み、安心・安全な
道路環境の維持に努める。
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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

％ 93.7 94.6 82.8 △

件 469 529 557 ◎

％ 68.00 76.50 78.0 ◎

％ 75.8 77.7 77.7 ○

％ 13.1 15.1 14.9 ○

箇所 34 33 34 ×

％ 78.6 82.5 80.1 △

％ 67.3 74.6 69.8 △

% 14.6 65.9 71.2 ◎

件 93
(H26～H27)

244
(H26～H30)

307
(H26～R1)

◎

件 55 173
(H27～H31)

375
(H27～R1)

◎

％ 0.00 0.00 0.00 ◎

３　評価内容

水道管の耐震化率 令和３年度までに16.1％を目指します。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　快適な住環境を維持するためには、下水道環境の整備について計画的に実施する必要がある。
　住宅耐震化、公園長寿命化や奥州景観条例届出件数等については、中間目標値に対して概ね達成していることから、今
度も各種計画に基づき、確実な執行に努める。

地区計画区域内における行為の届出累計
件数

新築や改築・増築の際、届出について確認を行
い、また広報等により広く周知することにより良好
な景観形成を目指します。

地上デジタル放送難視聴世帯 現状維持に努めます。

汚水処理水洗化人口割合 奥州市汚水処理計画に基づく目標値。

耐震化率 奥州市耐震改修促進計画に基づく目標値。

奥州市景観条例届出累計件数
H26年度に制定した景観条例に基づく届けを広く周
知し届出件数の増加を図ります。

市営住宅入居率 現状維持に努めます。

耐震診断件数（累計） 奥州市耐震改修促進計画に基づく目標値。

有収率 令和３年度までに78.7％を目指します。

公園施設長寿命化整備率
奥州市都市公園施設長寿命化計画に基づく目標
値。

汚水集合処理施設数
（公共1、農集30、ｺﾐﾌﾟﾗ3）

施設の統廃合により、処理施設を減らし、効率的で
経済的な運営を目指します。

汚水処理人口普及率
（汚水処理区域）

奥州市汚水処理計画に基づく目標値。

施策①　良質な住居環境の形成 ●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

　安全で快適な住まいづくりを進めるため、住生活基本
計画（住宅マスタープラン）を策定し、良好な住居環境
の形成や定住化を進めます。

　平成30年３月に奥州市住生活基本計画を策定し、住まいの耐震支援やリフォーム
助成事業等を実施してきた。今後も地域への愛着と暮らしやすさを実感できる快適な
住環境づくりを推進していく必要がある。

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 Ⅵ　快適な暮らしを支えるまちづくり 担当部

基本施策 ❷　快適な住環境の実現 都市整備部
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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⑤　良好な景観の形成 ●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

　市民や事業者と共に、自然環境や歴史的環境と調和
した、奥州らしい魅力ある景観を保持するなど、良好な
景観の形成を図ります。

　令和元年度に市民を対象とした景観シンポジウムの開催と、県主催の小学生を対
象とした景観学習を実施するなど、景観形成について広く周知することができた。
今後も市独自による景観学習の実施や公共事業景観形成ガイドラインを作成をする
などし、良好な景観形成に資する活動を進める。

施策③　水洗化の促進と効率的な汚水処理 ●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

　市内全域を見渡した総合的な汚水処理整備計画を
策定し、効率的な汚水処理の推進を図るとともに、水
洗化人口の増加のために普及を促進することにより、
衛生的で快適な生活環境の確保と水環境の保全に努
めます。

　下水道や農業集落排水処理施設等における集合処理、および浄化槽における個別
処理の普及促進により、家庭や事業者から排出される汚水が浄化され、水路や河川
の水環境の保全が図られている。
　また、平成28年度に策定した「奥州市汚水処理基本計画」に基づき、農業集落排水
処理施設の統廃合を進めるとともに、計画的に各施設の整備を進めなければならな
い。

施策②　 安全で安心な水道水の安定供給 ●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

　市民のだれもが安全で安心な水道水を利用できるよ
う、施設の適正な維持管理と計画的な整備を進め、水
の安定供給を図ります。

　胆江広域水道用水供給事業からの受水に係る施設整備により安定した水道水の供
給及び老朽化施設の統廃合が図られている。
　また、有収率及び水道管の耐震化率については、目標値を概ね達成している状況
であることから、引き続き、老朽管の更新及び管路の耐震化を計画的に進めていく必
要がある。
　なお、平成29年度に策定した「奥州市水道事業ビジョン」の基本理念に基づき、安全
で安心な水道水を安定供給し、災害にも強い施設整備を進めなければならない。

施策⑥　 地域格差のない情報基盤の整備 ●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

施策④　公園施設の維持管理 ●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

　公園の維持管理に努め、市民や地域と一体となって
緑化を進めます。

　地域の公園（街区公園、農村公園、児童遊園、ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ他）の多くは地域の協力
により除草、清掃が進められた。遊具等の施設管理については点検や利用者等から
の報告により、危険個所や不具合箇所の修繕等を適時実施し安全利用に努めた。
公園花壇の植栽や、水沢フラワーロードの植栽管理など地域の協力のもと緑化推進
に努める。

　全ての地域において地上デジタル放送の視聴及びＩＣ
Ｔサービスを受けられるようにするため、情報通信基盤
の計画的な施設を整備を進めます。

　地上デジタル放送の難視聴地域解消に寄与している。今後も安定的なサービスを
継続するため、経年劣化した放送・通信設備の更新が必須である。
当面は現状のまま実施することが妥当であるが、将来的には施設の譲渡も想定した
民営の方法を探る必要がある。

　快適な住環境の形成のため、計画的に施設の統廃合、整備を進めなければならない。また、既存施設の老朽化が進行していることから、不具合
箇所の修繕等を適時実施し安全利用に努めた。今後も体制、機能を強化しながら、さらに快適な暮らしを支えるまちづくを進める必要がある。

【総合計画審議会の意見】
・公園の整備については、人口減少を踏まえて整備することが重要であるが、住民説明が総じて遅い。住民説明を可能な限り早期に行い、多
くの人が利用できるよう幅広い世代や障がい者の声を聴くよう努められたい。
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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

％ 3.8 3.9 3.8 ◎

％ 65.70 66.20 67.0 ◎

回 6
(H23～H27)

5
(H28～H30)

4
(H28～R1)

○

３　評価内容

※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②　機能的な都市計画の推進 ●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

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　令和元年度末時点の実績は中間目標値に対して概ね達成している事から、引きつづき適正な土地利用の推進を進めてい
く。
　また、目指すべき将来の都市像の実現に向けて、都市計画マスタープランにかかげるコンパクトで効率的な市街地の形成
による、持続可能で安心安全に暮らせるまちづくりを進める必要がある。

施策①　計画的な土地利用の推進 ●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

　計画的な市街地及び農山村地域の形成を図るととも
に、良好な居住環境や自然環境の保全を目指し、適正
な土地利用の推進を市民や事業者などと協働により進
めます。

　都市的土地利用の基礎となる用途地域を、地権者や事業者と調整を行ないながら
見直しを行なっている。今後は更なる土地利用の具体施策となる立地適正化計画策
定に向けて取り組んでいく。

　今後の人口減少を考慮しながら、将来を見据えたま
ちづくりを検討していきます。

　都市計画マスタープランに掲げるコンパクトで効率的な市街地づくりを実現するた
め、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の策定に向けた検討を進めてい
る。将来においても、都市の密度を維持できる持続可能なまちづくりを目指す。

 地域の特性を行かす為、都市計画用途地域の見直しを図るほか、更なる土地利用の具体施策となる立地適正化計画策定に向けて計画的に実施
していくことが必要である。

【総合計画審議会の意見】
・奥州市は水沢中心部の空洞化が著しく市全体の顔となる賑わい創出の工夫が必要である一方、地域に多様な顔があるので、その個性を生
かしながら、まちの賑わいが創出されるような中長期的な施策を講じられたい。

・「奥州市都市計画審議会の開催回数」が、総合計画の成果指標として適切か否か検討されたい。

奥州市都市計画審議会の開催回数
直近５カ年の開催回数を現状とし、今後のまちづく
りを進める上で、積極的に審議会を開催します。

地目別面積における宅地の構成比
適正な土地利用の推進により、地目別面積におけ
る宅地の構成比率を4.0%未満に抑えることを目指
します。

都市計画用途地域を有する地区人口比率
用途地域内の積極的な土地活用を推進し、用途地
域内人口の増加を目指します。

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 Ⅵ　快適な暮らしを支えるまちづくり 担当部

基本施策 ❸　地域の特性を生かしたまちづくりの推進 都市整備部
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