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92001 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

教育総
務課

事務局総務費 経常 市の教育の発展高揚に資することを
目的とした顕彰事業等、教育総務課
が所掌する事務事業の円滑な執行を
図ること。

教育長用務関係費用（旅費、自動車
借上料、各協議会負担金）、教育総
務課職員の旅費、所管車両の維持管
理（燃料費、修繕費、車検手数料、
自動車重量税、自賠責保険）、「奥
州の教育」印刷製本費、教育委員会
表彰経費（報償品費、消耗品費、会
場借上料）

一般 15,715 小中学校数 小27、中9 校 - ※経常経費に付き総合評価対象外

92002 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

教育総
務課

私学運営補助
事業

政策 私立学校教育の振興を図る。 私立学校の運営に要する経費（教育
管理及び設備に要する経費。ただ
し、人件費を除く。）に対し補助金
を交付する。
（「高等学校、各種学校及び専修学
校運営事業補助基準」により、生徒
数割を基に算定した額と予算額とを
比較して少ない方の額を交付す
る。）

一般 1,770 補助金交付
学校数

1 校 A2 計画どおりに目標を達成しており、十分な
成果が発揮されている。

92005 Ⅱ ➊ ② 教育委
員会

教育総
務課

小学校維持管
理事業

経常 安全・安心な教育環境の実現を図
る。

市立小学校の施設維持管理業務（建
物修繕、法定点検委託経費、施設警
備業務委託経費等）
※計画で予定しているものの他、当
該年度中に発生する緊急に対応すべ
き費用（工事費）として300万円/年
を計上

一般 65,033 施設等修繕
の実施件数

141 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

92006 Ⅱ ➊ ② 教育委
員会

教育総
務課

小学校施設維
持管理改修
（政策）

政策 安全・安心な教育環境の実現を図
る。

市立小学校の施設維持管理修繕工事 一般 3,267 維持修繕工
事の実施件
数

3 件 A2 目的の達成に向けて計画的かつ適切に進
め、効果的な事業執行と経費削減に努めた
ことによる。

92008 Ⅱ ➊ ② 教育委
員会

教育総
務課

中学校維持管
理事業

経常 安全・安心な教育環境の実現を図
る。

市立中学校の施設維持管理業務（建
物修繕、法定点検委託経費、施設警
備業務委託経費等）
※計画で予定しているものの他、当
該年度中に発生する緊急に対応すべ
き費用（工事費）として2～300万円
/年を計上

一般 25,546 施設等修繕
の実施件数

52 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

92009 Ⅱ ➊ ② 教育委
員会

教育総
務課

中学校施設維
持管理改修
（政策）

政策 安全・安心な教育環境の実現を図
る。

市立中学校の施設維持管理修繕工事 一般 17,604 維持修繕工
事の実施件
数

2 件 A2 目的の達成に向けて計画的かつ適切に進
め、効果的な事業執行と経費削減に努めた
ことによる。

総合的評価の基準

　計画どおりに目標を達成しており、必要性、有効性、妥当性、効率性、費用対効果当の
観点からも優れた項目が多く、十分な成果が発揮されていると認められる事業

　概ね計画どおり目標を達成しており、ある程度成果が発揮されている事業

　目標達成、成果とも十分でなく、大幅な改善が必要な事業

令和４年第３回奥州市議会定例会
決算審査資料

令和３年度事務事業評価調書一覧表

総合的評価の基準

　計画どおりに目標を達成しており、十分な成果が発揮されていると認められる事
業
　概ね計画どおり目標を達成しているが、成果・効率性の面で一部見直しが必要な
事業
　目標達成、成果とも十分でなく、休止（または廃止）を視野に入れた検討が必要
な事業

事業費
R03

（千円）
指標名

指標
実績値
R03

単位
総合
評価

総合評価コメント会計
管理
番号

大綱
基本
施策

施策 担当部 担当課 事業名
政策
経常

事業目的 事業内容
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92011 Ⅱ ➊ ② 教育委
員会

教育総
務課

幼稚園維持管
理事業

経常 安全・安心な教育環境の実現を図
る。

市立幼稚園の施設維持管理業務（建
物修繕、法定点検委託経費、施設警
備業務委託経費等）
※計画で予定しているものの他、当
該年度中に発生する緊急に対応すべ
き費用（工事費）として50～100万
円/年を計上

一般 6,027 施設等修繕
の実施件数

18 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

92012 Ⅱ ➊ ② 教育委
員会

教育総
務課

幼稚園施設維
持管理改修
（政策）

政策 安全・安心な教育環境の実現を図
る。

市立幼稚園の施設維持管理修繕工事 一般 6,345 維持修繕工
事の実施件
数

1 件 A2 目的の達成に向けて計画的かつ適切に進
め、効果的な事業執行と経費削減に努めた
ことによる。

92013 Ⅱ ➊ ② 教育委
員会

教育総
務課

学校給食施設
維持管理事業

経常 施設の維持管理を行い、安心安全な
学校給食の安定供給を図る。

学校給食施設の施設維持管理業務
（建物修繕、法定点検委託経費、施
設警備業務委託経費等）

一般 12,378 施設等修繕
の実施件数

50 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

92015 Ⅱ ➊ ② 教育委
員会

教育総
務課

シックスクー
ル対策事業

政策 安全かつ快適な環境で、児童生徒の
健康増進と学力向上を図る。

対象者へのマスク等の購入及び空気
清浄機の賃借、新設学校等のＴＶＯ
Ｃ測定

一般 1,497 対象者 5 人 A2 対象者等との協議により、市の対応範囲及
び期間を定め、適切に対応している。

92027 Ⅱ ➊ ② 教育委
員会

教育総
務課

水沢中学校校
舎等改築事業

政策 安全かつ快適な環境で児童の健康増
進と学力向上を図る。

校舎、屋体、プールの改築
R3～R4設計業務

一般 64,139 水沢中学校
生徒数

459 人 A2 目的の達成に向けて計画的かつ適切に進
め、効果的な事業執行と経費削減に努めた
ことによる。

92028 Ⅱ ➊ ② 教育委
員会

教育総
務課

江刺第一中学
校屋内運動場
改築事業

政策 安全かつ快適な環境で児童の健康増
進と学力向上を図る。

屋体の改築
R3旧屋体解体及び駐車場整備

一般 75,581 江刺第一中
学校生徒数

523 人 A2 目的の達成に向けて計画的かつ適切に進
め、効果的な事業執行と経費削減に努めた
ことによる。

92043 Ⅱ ➊ ② 教育委
員会

教育総
務課

統合小学校改
修事業

政策 統合校における、安全かつ快適な環
境で児童の健康増進と学力向上を図
る。

統合受入校の校舎・屋体改修及び外
構整備等
【R3～R4においては、玉里小学校を
対象とし、R3には改修設計、R4には
改修工事等を実施】

一般 4,103 統合対象５
校児童数

137 人 A2 目的の達成に向けて計画的かつ適切に進
め、効果的な事業執行と経費削減に努めた
ことによる。

91001 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

外国人講師招
へい事業

政策 英語で英語を学び、学んだ英語を
使って外国人とコミュニケーション
を図る喜びを感じることを通して、
グローバルな視野を持ち、将来世界
で活躍できる児童生徒の育成を図る
ことを目的とする。

英語や外国の文化に触れる機会を作
るため、市内各小中学校を中心に外
国人講師を派遣する。また、児童生
徒の英語力向上に向けて、ALTと担
任(教科担任)とのティームティーチ
ングの充実を図り、小学校担任の授
業サポートを行う。
【R3直接雇用10人】

一般 42,924 外国人講師 10 人 A2 ＡＬＴの生の英語に触れることで、児童・
生徒の英語力の向上と異文化への理解が深
まっている。また、海外の学校とのオンラ
イン交流学習に寄与している。

91002 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

地域ぐるみの
学校安全体制
整備推進事業

政策 地域社会全体で学校安全に取り組む
体制を整備し、安全で安心な学校の
確立に資する。

・スクールガードリーダーによる学
校の巡回指導と評価等の実施　　・
スクールガード養成講習会の開催
・子どもたちの見守り活動の実施

一般 712 スクール
ガードリー
ダーの人数

5 人 A2 スクールガード（R3登録者数：1,382名）
による児童・生徒の見守り活動が、交通安
全や防犯につながっており、今後も必要な
事業である。
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事業費
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（千円）
指標名
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番号

大綱
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経常

事業目的 事業内容

91006 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

児童生徒心の
相談支援事業

政策 　学校不適応及び不登校の児童生徒
に対して、学校の対応及び該当児童
生徒とその保護者を支援して、不適
応・不登校の未然防止を図るととも
に再登校支援を行う。

　教育研究所に「学びと心の指導員
（心の指導担当）」を４名配置す
る。学校不適応及び不登校の解消の
ために、学校支援、家庭支援、児童
生徒支援、随時の相談等を行う。ま
た、不登校対策委員として関係機関
との連携を図るとともに、ケース検
討会や各学校ごとの支援会議に参加
し、児童生徒の指導の方向性につい
て指導・助言を行う。さらに、適応
指導教室の指導員等との連携・協
力、生徒への学習支援や相談支援を
行う。また、現在中学校１学年で学
級集団アセスメントを実施。

一般 10,156 配置人数 4 人 A2 元学校長という指導員の豊富な経験を生か
し、学校や家庭の支援が行われている。不
登校解消のため、事業の必要性はかなり高
い。

91007 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

学校適応相談
事業

政策 学校不適応の生徒に対して、学校で
の学習や人間関係などの支援をした
り、家庭での生活について助言した
りすることで、不登校生徒の学校復
帰や別室登校生徒の教室復帰を目指
す。

増加が予想される不登校生徒、別室
登校生徒、学校不適応生徒へ対応す
るため、専門的な能力を有する相談
員を中学校へ配置し、不登校生徒の
学校復帰、別室登校生徒の教室復帰
をめざし、相談活動の支援を行う。

一般 6,690 学校適応相
談員

11 人 A2 ベテラン相談員が限られた時間内で生徒か
らの相談に応じている。不登校や別室登校
生徒の教室復帰のため、今後も必要な事業
である。

91008 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

適応指導教室
運営事業

政策 学校不適応の児童生徒に対して、学
習や人間関係について支援すること
で、学校への再登校の手助けをす
る。

不登校となっている児童生徒の保護
者及び学校、並びに関係諸機関等と
の連携を保ちながら、次の活動を行
う。
①不登校の要因を見極め、学校生活
への適応力を向上させるための相
談・助言を行う。
②不登校の要因を解消するために必
要な措置を講ずる。

一般 4,816 通級人数 37 人 A2 通級人数は前年度並みであったが、教室と
学校の連携による児童生徒への学習支援
や、学校復帰につなげる取り組みは今後も
重要である。

91012 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

少人数教育推
進事業

政策 １学級の人数が30人を超えるクラス
及び複式学級の人数が10人～13人の
クラスを有する学校に対して、少人
数指導を担当する臨時の講師を配置
し、学力の向上及び学校生活へのき
め細かな支援を実施する。

国及び岩手県の基準により35人学級
が実現しているが、1学級30～35人
の学級がある。また、人口減、少子
化による複式学級の増加により、き
め細かな対応が難しい状況となる学
級がある。14人～16人の複式学級を
1以上有する小学校については、県
で非常勤講師が配置されている。国
及び県の施策で対応されない小学校
において、児童の基本的生活習慣の
確立と基礎学力の定着を図るため、
「小集団対応非常勤講師」を配置す
る。

一般 10,176 講師配置人
数

7 人 A2 きめ細かな指導により、児童の学力と学校
生活が向上し、事業効果が認められる。

91011 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

就学支援委員
会事業

経常 障がいを有する児童、生徒について
適切な教育的対応を行うため、各種
検査や教育相談を実施することによ
り、就学又は入級に係る適正な判定
を行う。

対象児童生徒の判定 一般 140 委員会・専
門委員会
開催回数

9 回 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91013 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

教育研究事業 経常 学校教育活動における教科等教育の
果たす役割の確認及び願う子ども像
を意識した教育活動の組織化を図る
とともに、学習指導要領の趣旨に基
づき、教育目標の具体化、教育課程
の実施状況及び学校事務等学校経営
全般における指導を行う。また、幼
児教育施設と小学校教育の円滑な接
続を目指した推進体制を整備する。

該当校の教育活動や授業等を公開
し、研究協議等をとおし、改善すべ
き課題等を広く参加者とともに共有
することで、公開当該校のみなら
ず、市内各小中学校・幼稚園の指導
力の向上に資する。

一般 779 学校公開実
施学校数

3 校 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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91014 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

教育研究所運
営費（経常）

経常 ・学校訪問を通して、市内小中学校
の教員（個人研究員）の指導力向上
を図る。
・市内小中学生の教育実践及び教育
研究所事業等、情報交流と成果の周
知を図る。
・東北地区教育研究所連盟や岩手県
教育研究所連盟との連携を図る。

①個人研究員を小中学校から数名選
出し、研究計画の立案や報告書の作
成等、約１年間にわたって支援す
る。
②市内小中学校の教育実践及び教育
研究所主催の事業概要等を所報とし
て編集し、関係機関に周知する。
③東北地区教育研究所連盟や岩手県
教育研究所連盟主催の研修会への参
加

一般 7,663 学校訪問実
施校

36 校 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91015 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

教育研究所運
営費（政策）

政策 ・奥州市の各地域の様子を中心に社
会科副読本を作成し、小学校３・４
年生の社会科【郷土学習】の授業で
活用する。
・奥州市の児童生徒の学力の実態把
握や、結果に基づく指導方法の改
善、ひいては学力の向上に役立て
る。
 ※社会科副読本は、地方版総合戦
略事業（学習支援事業）で作成

①社会科副読本を作成し、小学校３
年生全員に配布する。②市内小学校
３年生から６年生及び中学校１年生
並びに２年生を対象として標準学力
検査を実施する。実施後の結果か
ら、奥州市の児童生徒の学力の実態
や、教職員の指導上の課題等を明確
にし、日常の授業改善と学力向上に
資する。※H31～学力検査項目を減
らす（行革項目）※R3～標準学力検
査の対象学年を小６、中１・２と限
定し、必要最低限の内容として見直
しを行った。

一般 5,681 標準学力検
査実施校

36 校 A2 標準学力検査結果が成果指標の項目となっ
ているため、必須事業である。また、学力
の分析をふまえ、今後の指導につなげる重
要な事業と認められる。

91017 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

ことばの教室
管理運営事業

経常 　言葉の発達に遅れがあり、話し言
葉によるコミュニケーションが円滑
に進まない未就学児に対して早期に
適正な教育措置を行い、障がいの改
善を目指す。

専門の指導者によることばの検査及
び改善指導(水沢地域担当(水沢南小
学校)、江刺・胆沢地域担当(岩谷堂
幼稚園、若柳幼稚園)、前沢・衣川
地域担当(前沢小学校)の３名・４カ
所で指導)

一般 2,663 通級者数 64 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91018 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

小学校特別支
援教育事業

経常 個別の支援を必要とする児童が在籍
する小学校対して、学習活動や日常
生活を支援する特別支援教育支援員
を配置する。

特別支援学校が望ましいが保護者の
求めにより特別支援学級に在籍する
児童や、特別支援学級への在籍が望
ましいが通常の学級に在籍する児童
があり、学校及び該当学級への支援
が必要である。生命、安全の確保や
通常の授業を確保するためには、個
別支援を行う特別支援教育支援員の
配置は不可欠であり、年々その支援
を必要とする児童が増加している。

一般 68,441 配置人数 36 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91019 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

中学校特別支
援教育事業

経常 個別の支援を必要とする生徒が在籍
する中学校に対して、学習活動や日
常生活を支援する特別支援教育支援
員を配置する。

特別支援学校が望ましいが保護者の
求めにより特別支援学級に在籍する
生徒や、特別支援学級への在籍が望
ましいが通常の学級に在籍する生徒
があり、学校及び該当学級への支援
が必要である。生命、安全の確保や
通常の授業を確保するためには、個
別支援を行う特別支援教育支援員の
配置は不可欠であり、年々その支援
を必要とする生徒が増加している。

一般 15,474 配置人数 8 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91020 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

小学校教材整
備事業

経常 体験的な学習を通じて好奇心や探究
心、論理的な思考力、表現力を身に
つける。

新学習指導要領に基づいた一般教材
備品、理科教材備品の整備を行う。

一般 12,622 事業実施校 27 校 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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91021 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

教育振興事業
（小学校）

経常 小学校の教育振興 教育振興に係る必要経費（コピー用
紙代、指導要録の印刷代、ピアノ調
律代、学校図書備品　ほか）

一般 31,810 教育振興に
係る児童一
人当たりの
額

6,039 円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91022 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

中学校教材整
備事業

経常 体験的な学習を通じて好奇心や探究
心、論理的な思考力、表現力を身に
つける。

新学習指導要領に基づいた一般教材
備品、理科教材備品の整備を行う。

一般 6,035 事業実施校 9 校 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91023 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

教育振興事業
（中学校）

経常 中学校の教育振興 教育振興に係る必要経費（コピー用
紙代、指導要録の印刷代、ピアノ調
律代、学校図書備品　ほか）

一般 19,474 教育振興に
係る児童一
人当たりの
額

6,755 円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91025 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

中学校教科書
指導書更新事
業

政策 授業及び教材研究に教科書・指導書
を活用することで、分かりやすい授
業を展開、生徒の基礎学力の定着を
図る。

指導要領の改訂に伴う令和３年度教
科書・指導書の更新

一般 16,342 教師用教科
書購入部数

595 部 A2 生徒に分かりやすい授業を展開し、学力の
向上や学習環境の整備のため必要な事業と
認められる。

91026 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

小学校図書館
司書配置事業

経常 学校図書館教育及び読書指導の一層
の推進、学校図書館の活性化と子ど
もの読書意欲の向上。

学校図書館の運営管理（選書・環境
整備・読書活動の取組）

一般 25,617 配置人数 17 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91027 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

中学校図書館
司書配置事業

経常 学校図書館教育及び読書指導の一層
の推進、学校図書館の活性化と子ど
もの読書意欲の向上。

学校図書館の運営管理（選書・環境
整備・読書活動の取組）

一般 12,644 配置人数 8 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91028 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

ふるさと教育
推進事業

政策 豊かな経験と専門的な知識を持つ地
域の方々の協力により、教科の学習
や特別活動を実施するなど、総合的
な学習の時間を活用した特色ある教
育活動の展開や子どもたちの自ら学
ぶ意欲や思考力、表現力を育てる教
育を推進し、郷土理解学習の一層の
充実を図る。

郷土理解学習に知見を有する地域の
人に講師を依頼し、講演会及び授業
を展開する。

一般 849 実施数 33 校 A2 感染症対策のため、事業を縮小・中止する
学校もあったが、郷土愛の醸成やキャリア
教育の充実のため今後も必要な事業であ
る。

91029 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

事務局総務費
（経常）

経常 教育委員会事務局学校教育課の経常
的経費

管理事業経常 一般 74,563 派遣指導主
事人数

3 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91085 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

中学校スクー
ルバス更新事
業（江刺）

政策 購入して相当の年数を経過するも
の、相当の走行距離となるスクール
バスを計画的に更新し、安全で安定
したバス運行を確保する

購入後、20年以上経過したもの、ま
たは走行距離30万km以上であるス
クールバスを年次計画により更新す
る。
また、更新時の利用者及び更新後の
利用予定者数に応じた大きさに車両
のサイズを見直しする。
これらを基準に、使用者の意見も聞
きながら、管理番号91030、91031、
91086と合わせて毎年２台ずつ更
新。更新計画有。
江刺地域の学校統合（予定）に伴
い、R3年度に6台購入が必要。

一般 67,310 更新台数 5 台 B2 遠距離通学生徒の通学負担軽減になってい
ることは評価できるが、今後は生徒数の減
少に伴う、規程(6km以上の通学者)を満た
すスクールバス利用者の減少に応じて車両
のサイズを見直しする必要がある。
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91031 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

小学校スクー
ルバス更新事
業（江刺以
外）

政策 購入して相当の年数を経過するも
の、相当の走行距離となるスクール
バスを計画的に更新し、安全で安定
したバス運行を確保する

購入後、20年以上経過したもの、ま
たは走行距離30万km以上であるス
クールバスを年次計画により更新す
る。
また、更新時の利用者及び更新後の
利用予定者数に応じた大きさに車両
のサイズを見直しする。
これらを基準に、使用者の意見も聞
きながら、管理番号91030、91085、
91086と合わせて毎年２台ずつ更
新。更新計画有。

一般 11,424 更新台数 2 台 B2 遠距離通学児童の通学負担軽減になってい
ることは評価できるが、今後は児童数の減
少に伴う、規程(4km以上の通学者)を満た
すスクールバス利用者の減少に応じて車両
のサイズを見直しする必要がある。

91033 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

特色ある学校
づくり推進事
業

政策 小中体連体育事業及び文化大会全国
大会への出場や記念事業等に必要な
経費を補助し、保護者、関係者の負
担を軽減することで、競技力等の向
上や特色のある学校づくりを促進す
る。

①市内小学校児童会及び、中学校生
徒会の資質向上のための補助　②
小・中体連等の体育事業への補助、
各種全国・東北大会レベルの大会に
出場する児童生徒の保護者への補助
③学校創立10・30・50・80・100・
120・150周年記念事業への補助　④
その他特色ある学校づくりに関連す
る補助　※R5は150周年が10校（１
校30万円）

一般 3,031 東北・全国
大会出場数

23 団体
（件
）

A2 大会出場関係者の経費の負担軽減や特色あ
る学校づくりのため、事業の必要性は高
い。

91034 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

小学校管理事
業

経常 小学校の学校管理費 児童が義務教育を受けるために必要
な小学校の管理（燃料費・光熱水
費・電話料・スクールバス委託料・
複写機使用料ほか）を行い、適切な
教育環境を確保する。

一般 280,036 小学校児童
数

5,267 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91035 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

小学校管理事
業（政策）

政策 破損した備品等を更新し、適切な学
習環境を維持する。

破損した机・椅子ほか老朽化、故障
等で使用できない管理備品を更新す
ると共に、特別支援学級の新設又は
増設がある場合は、必要な備品を購
入する。

一般 5,062 破損更新机 227 個 A2 義務教育上、生徒の学習環境を整備するた
め、必要な事業である。

91036 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

小学校就学援
助事業

経常 経済的に就学困難な児童の保護者に
対して必要な補助を行い、就学の安
定を図る。

経済的に就学困難な要保護及び準要
保護の児童の保護者に対して学用品
費、給食費、医療費の一部を補助す
る。

一般 23,672 補助対象者
割合

6.95 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

91037 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

小学校特別支
援教育就学奨
励費支給事業

経常 特別支援学級に在籍する児童の保護
者に対して必要な援助を行い、就学
の安定を図る。

特別支援学級に通学する児童の保護
者に対して学用品費、給食費、通学
費の一部を補助する。

一般 3,844 特別支援学
級在籍児童
数

154 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91038 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

小学校遠距離
通学対策事業
（政策）

政策 遠距離通学対象児童に対して、通学
費の一部を補助することにより、通
学に係る負担を軽減する。

遠距離通学対象児童（4ｋｍ以上）
に対して、水沢地域はバスカード、
江刺地域は補助金（19円/ｋｍ）を
支給する。
※前沢地域、胆沢地域、衣川地域は
スクールバス対応

一般 2,091 支給対象者
(児童数）

60 人 A1 遠距離通学児童の通学手段の確保のため、
必要な事業である。

91039 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

中学校管理事
業

経常 中学校の学校管理費 生徒が義務教育を受けるために必要
な施設の整備、管理（燃料費・光熱
水費・電話料・スクールバス委託
料・複写機使用料ほか）を行い、適
切な教育環境を確保する（H29年度
より統合胆沢中学校のスクールバス
運行委託（約5,000千円/年）追
加）。

一般 162,042 中学校生徒
数

2,883 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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91040 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

中学校管理事
業（政策）

政策 破損した備品等を更新し、適切な学
習環境を維持する。

破損した机・椅子ほか老朽化、故障
等で使用できない管理備品を更新す
ると共に、特別支援学級の新設又は
増設がある場合は、必要な備品を購
入する。

一般 1,653 破損更新机 79 個 A2 義務教育上、生徒の学習環境を整備するた
め、必要な事業である。

91041 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

中学校就学援
助事業

経常 経済的に就学困難な生徒の保護者に
対して必要な補助を行い、就学の安
定を図る。

経済的に就学困難な要保護及び準要
保護の生徒の保護者に対して学用品
費、給食費、医療費の一部を補助す
る。

一般 26,135 補助対象者
割合

8.12 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

91087 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

中学校特別支
援教育就学奨
励費支給事業

経常 特別支援学級に在籍する生徒の保護
者に対して必要な援助を行い、就学
の安定を図る。

特別支援学級に在籍する生徒の保護
者に対して学用品費、給食費、通学
費の一部を補助する。

一般 2,352 特別支援学
級在籍児童
数

71 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91042 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

学校保健事業
（小学校）

経常 学校における児童、教職員の健康の
保持増進及び安全管理

健康診断及び学校環境の保持、改善 一般 41,416 児童＋小学
校教職員数

5,640 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91043 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

学校保健事業
（中学校）

経常 学校における生徒、教職員の健康の
保持増進及び安全管理

健康診断及び学校環境の保持、改善 一般 24,588 生徒＋中学
校教職員

2,993 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91044 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

学校給食施設
管理運営事業

経常 健やかな体をはぐくむ教育の推進 完全給食の実施 一般 709,373 児童生徒＋
教職員数

9,068 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91045 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

学校給食施設
整備事業

政策 安心、安全な学校給食を提供するた
め、耐用年数の経過した厨房設備の
更新により衛生面の充実を図る。

学校給食衛生管理基準に沿った安心
安全な給食の提供のため、連続式揚
物機、業務用冷蔵庫、食器洗浄機
等、調理機器及び給食備品等を計画
的に更新する。

一般 22,726 児童生徒＋
教職員数

9,068 人 A2 既存備品における緊急度や優先順位を把握
し、購入計画に沿って実施した。

91079 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

ことばの教室
教育振興事業

政策 自校にことばの教室がなく、他校の
教室へ通級する児童の保護者に対し
て必要な援助を行い、就学の安定を
図る。

児童が通う学校から、ことばの教室
が設置されている学校までの経費を
補助する。

一般 212 援助対象者
数

19 人 A2 保護者の負担を軽減することで円滑な通級
につながり、早期に適切な指導を受けられ
る体制が整い、事業の効果が認められる。

91084 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

学校給食費管
理システム更
新事業

経常 給食費を正確かつ効率的に管理する
ため、不具合の多い現在のシステム
を更新し、手作業で行っている事務
時間の短縮や処理業務の正確性の向
上を図る。

学校給食費管理システムの導入（現
在のシステムからの更新）

一般 6,349 児童生徒数
＋教職員等
数

9,068 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91104 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

中学校英語検
定全額助成事
業

政策 実用英語技能検定受験を通じて、中
学生の英語学習の動機付けを図り、
英語力及び学習意欲の向上を図る。

実用英語技能検定試験の受験料につ
いて、年度内に１人１回のみ全額助
成する。(受験級は問わない)※R3～
英語検定料の改定により、事業費を
増額。R2までは全学年対象としてい
たが、R3からは２学年のみを対象と
する。

一般 2,430 受験率 86 ％ A2 ２年生の級の取得率は、前年（R2）の76％
から82％に上昇しており、事業効果が認め
られる。

91105 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

中学校部活動
指導員配置事
業

政策 部活動指導員を配置することによっ
て、中学校教員の働き方改革の観点
から時間外勤務時間の縮減を図る。

教員の勤務負担の軽減を図るため、
中学校へ部活動指導員を配置をす
る。(各校1人(計9人)、年間210時間
×@1,600円)

一般 1,051 1ヶ月あた
りの教員の
時間外勤務
時間の減少

-9 時間 A2 人材を確保できなかったこともあり、９校
中４校への配置となったが、教員の負担軽
減のため必要な事業と認められる。
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91125 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

コミュニ
ティ・スクー
ル事業

政策 子どもたちの豊かな成長を地域で支
える仕組みであるコミュニティ・ス
クール（学校運営協議会制度）を導
入し、「地域とともにある学校」づ
くりを目指す。

年数回の学校運営協議会のほか、地
域の教育力を活かしたふるさと・
キャリア教育の充実、家庭や地域と
一体となった望ましい生活習慣の育
成、地域住民による学習支援などの
検討を行う。

一般 149 検討委員会
の開催

2 回 A2 「地域とともにある学校」の実現に向け、
必要な事業である。

91126 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

事務局総務費
（政策）

政策 教育委員会事務局学校教育課の政策
的経費

小中学校の閉校に関する費用 一般 2,293 閉校数 3 校 A2 学校再編を進めるうえで必要な経費であ
る。

91127 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

小学校教育用
コンピュータ
整備事業

経常 質の高い教育環境の充実を図る。 学習指導要領に則した情報教育推進
のための、PC教室及び教室用パソコ
ン、プリンターの機器、ウイルス対
策ソフト等の借上業務（パソコン教
室に２クラス分のPC・カラープリン
ター等の設置　６０ヶ月の長期継続
契約による。）

一般 72,821 市内小学校 27 校 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91128 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

中学校教育用
コンピュータ
整備事業

経常 質の高い教育環境の充実を図る。 学習指導要領に則した情報教育推進
のための、PC教室及び教室用パソコ
ン、プリンターの機器、ウイルス対
策ソフト等の借上業務（パソコン教
室に２クラス分のPC・カラープリン
ター等の設置　６０ヶ月の長期継続
契約による。）

一般 33,715 市内中学校 9 校 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91129 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

情報教育推進
事業

政策 文部科学省の「ＧＩＧＡスクール構
想」の推進に伴い、児童・生徒一人
一台の端末整備にあわせて授業を支
援し、ＩＣＴ活用力・情報活用能
力・学力を向上させるため、ＧＩＧ
Ａスクールサポーターによって、Ｉ
ＣＴ機器の運用、授業等での活用支
援及び使用マニュアルの作成、トラ
ブル解決等にあたり、ＩＣＴ機器の
円滑な活用を図ることを目的とす
る。

・ヘルプデスクの設置
・端末等使用に係るマニュアル等の
作成
・公立学校情報機器整備（GIGAス
クール）に伴う支援業務　等

一般 13,923 市内小中学
生数

8,150 人 A2 ＩＣＴ機器を有効活用した授業の推進や児
童生徒の情報活用力の向上など、事業効果
は大きく、今後も必要な事業と認められ
る。

91130 Ⅱ ➊ ① 教育委
員会

学校教
育課

修学旅行キャ
ンセル料補助
事業

政策 市内小中学校が新型コロナウイルス
感染症の感染防止のため修学旅行を
延期又は行先変更したことにより発
生したキャンセル料について、補助
金を交付することにより、保護者及
び教職員の経済的負担を軽減する。

修学旅行の延期又は行先変更により
発生したキャンセル料について、保
護者及び教職員に対し補助金を交付
するもの。

一般 1,342 修学旅行実
施学校数

7 校 A2 新型コロナウイルス感染症の影響により修
学旅行のキャンセル料について、保護者及
び教職員の負担軽減が図られた。

93001 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

【施設管理・
江刺産業振興
課担当】
えさし郷土文
化館施設管理
運営事業（経
常）

経常 えさし郷土文化館の主要展示物であ
る中善観音（市指定文化財）を保
存・公開するため、借り上げを行
う。

中善観音（市指定文化財）の展示・
公開

一般 2,000 えさし郷土
文化館利用
者数

16,857 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

93002 Ⅱ ➋ ④ 教育委
員会

歴史遺
産課

文化財保護総
務費（経常）

経常 市の区域内に存する文化財の保存及
び活用のため、文化財指定などの必
要な措置を講じるとともに、保存体
制を整備し、市民の文化的向上に資
することを目的とする。

市の区域内に所在する文化財等の保
護業務（有識者等による文化財保護
審議会等の開催、文化財保護調査員
による指定文化財点検と新規指定案
件調査、文化財取扱講習会開催、学
芸員による文化財施設点検）

一般 1,020 文化財保護
審議会開催
数

2 回 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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93003 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

文化財保護総
務費（政策）

政策 文化財の保存に必要な備品の購入及
び指定文化財の所有者が実施する文
化財修理・保護事業に係る経費の一
部を補助することで、指定文化財の
保存活用に資することを目的とす
る。また、文化財を整理保存するた
めに必要な施設の整理及び整備を行
う。

R3：市指定文化財に対する修理補助
金

一般 726 文化財保護
事業補助等
件数

4 件 A2 令和２年度に指定文化財に対する補助金要
綱を設置し、令和３年度から補助金交付を
行っている。適正に事業が執行されてお
り、必要な事業と認める。今後も、計画的
な事業推進に努める必要がある。

93004 Ⅱ ➋ ③ 教育委
員会

歴史遺
産課

文化財保存活
用事業（政
策）

政策 市域に存する文化財の保存活用を促
進し、文化財等見学者への利便性の
向上と、その周知を図り、郷土の歴
史理解と文化財に対する保護意識の
醸成に資することを目的する。

・国指定重要有形民俗文化財黒石の
十三塚除草管理事業
・巡回展示発掘された奥州市展の開
催

一般 687 文化財施設
利用者数
（巡回展示
4館合計）

24,773 人 B1 巡回展の開催等を行い、多くの市民に歴史
に関する情報を発信するなど必要性、妥当
性の高い事業である。

93005 Ⅱ ➋ ② 教育委
員会

歴史遺
産課

歴史資料等調
査記録事業
（政策）

政策 市域に存する文化財・記録史料の調
査研究を実施して市域の記録を後世
に残し、その記録を市民が活用でき
るようにする。

R3：歴史資料等調査事業（公有古文
書等歴史資料調査・小野寺直助関係
資料整理作業）
市民協働による古文書解読及び翻刻
集の発行（胆沢惣之町阿部家文
書）、仏像悉皆調査（胆沢・水沢地
域）

一般 1,769 古文書解読
集の刊行
（累計）

5 冊 A2 新型コロナウイルスの影響により、施設入
館者数が落ち込んでいるが、古文書解読集
の発刊が順調に進んだ。今後は、調査成果
の公開について報告会の開催などより広く
市民に還元されるような事業推進が必要で
ある。

93007 Ⅱ ➋ ③ 教育委
員会

歴史遺
産課

史跡名勝天然
記念物保存管
理事業（経
常）

経常 市の区域内に存する指定を受けた重
要な文化財について、その保存及び
活用のため必要な措置を講じること
により、市民の文化的向上に資する
とともに、我が国文化の進歩に貢献
することを目的とする。 併せて、
国指定史跡等への来訪者に対して、
気持ちよく史跡を見学していただく
とともに、周辺農地耕作者に迷惑を
掛けないようにすることを目的とす
る。

・市内に7つある国指定史跡・名勝
の管理、除草、土地借上、指定天然
記念物の管理（H29～直営の草刈を
委託に切り替え）
・国指定特別天然記念物（ニホンカ
モシカ）の保護及び滅失処理

一般 6,512 文化財施設
利用者数

40,158 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

93008 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

建造物等保存
管理事業（経
常）

経常 市の区域内に存する文化財指定を受
けた建造物及び市が所有する歴史的
建造物について、その保存及び活用
のため必要な措置を講じることによ
り、市民の文化的向上に資するとと
もに、我が国文化の進歩に貢献する
ことを目的とする。

旧後藤家住宅、旧岩谷堂共立病院、
旧後藤正治郎家住宅、旧安倍家住宅
の維持管理及び公開
R3：旧後藤家住宅消火栓配水管漏水
調査修理407,000円、旧安倍家住宅
板戸等修繕439,000円

一般 4,124 建造物の国
登録件数

8 棟 - ※経常経費に付き総合評価対象外

93009 Ⅱ ➋ ③ 教育委
員会

歴史遺
産課

建造物等保存
管理事業（政
策）

政策 市が所有する歴史的建造物の大規模
修繕等を行い、貴重な文化財を後世
に継承する。

旧高橋家住宅保存活用委員会開催
（H30～R2※R5から修理委員会に改
組し修理完了まで継続）
国登録申請等を行うための建造物調
査（佐伯家R3）

一般 337 建造物の国
登録件数

8 棟 A2 国・県・市指定建造物等を適正に管理する
ために必要な事業と認める。

93010 Ⅱ ➋ ③ 教育委
員会

歴史遺
産課

無形民俗文化
財保存活用事
業（政策）

政策 国・県・市の指定を受けた無形民俗
文化財の保持団体などの育成を図
り、無形民俗文化財の保存と活用を
進める。

郷土芸能発表会（江刺地域、胆沢地
域、水沢・前沢・衣川地域）の開催
及び風流公演会（隔年R3奥州市会
場）の開催
※各郷土芸能祭には定住自立圏を構
成する市町から団体を招聘する。

一般 1,174 郷土芸能祭
等実施件数
（江刺・前
沢・胆沢）

3 回 A2 新型コロナウイルスの影響により、胆沢郷
土芸能祭及び江刺神楽大会が開催できな
かった。しかし、胆沢の団体が江刺の郷土
芸能祭に参加するなど、市全体の団体が連
携する場面もあり、市が開催する民俗芸能
の発表機会が特定の地域だけでは難しい状
況に対し、保存伝承の場として有効に活用
されている。
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93011 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

歴史公園管理
運営事業（経
常）

経常 歴史公園等の維持管理を通し遺跡等
を保存し、市民の文化活動の場を提
供することを目的とする。併せて、
歴史公園の利用者に対して、気持ち
よく公園を利用していただくととも
に、周辺農地耕作者等に迷惑を掛け
ないようにすることを目的とする。

歴史公園の維持管理業務（清掃、修
繕、公開等の運営管理・除草等）
・高野長英誕生地　樹木剪定が必要
( 3年ごとに計上

一般 4,244 歴史公園等
除草箇所

6 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

93040 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

胆沢城跡歴史
公園管理運営
事業（経常）

経常 胆沢城跡歴史公園等の維持管理を通
し遺跡等を保存し、市民の文化活動
の場を提供することを目的とする。
併せて、歴史公園の利用者に対し
て、気持ちよく公園を利用していた
だくとともに、周辺農地耕作者等に
迷惑を掛けないようにすることを目
的とする。

胆沢城跡歴史公園の維持管理業務
（清掃、除草、集草、修繕、公開等
の運営管理等）
胆沢城跡歴史公園築地屋根のメンテ
ナンスが５年後には必要（単費対
応）

一般 8,990 タブレット
貸出件数

37 台 - ※経常経費に付き総合評価対象外

93012 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

武家住宅資料
館管理運営事
業（経常）

経常 郷土の歴史、民俗等に関する資料を
保護活用し、郷土意識の高揚及び文
化の振興を図る。国史跡高野長英旧
宅および古稀庵、国重文旧高橋家住
宅、県指定武家住宅（後藤新平旧
宅）、市指定旧内田家住宅主屋及び
門を一般公開し、留守城下歴史回廊
の拠点施設として建造物等の適正な
保存管理を図るもの。

武家住宅資料館の維持管理業務（企
画展開催、後藤新平旧宅・旧内田家
住宅・旧高橋家住宅・高野長英旧宅
（古稀庵含む）の保存管理等）
〔施設修繕〕R3：新平旧宅上座敷床
下、勝手口敷居修理

一般 16,126 武家住宅資
料館施設利
用者数

1,976 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

93041 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

武家住宅資料
館管理運営事
業（政策）

政策 郷土の歴史、民俗等に関する資料を
保護活用し、郷土意識の高揚及び文
化の振興を図る。国史跡高野長英旧
宅および古稀庵、国重文旧高橋家住
宅、県指定武家住宅（後藤新平旧
宅）、市指定旧内田家住宅主屋及び
門を一般公開し、歴史回廊の拠点施
設として建造物等の適正な保存管理
を図るもの。

武家住宅資料館を構成する歴史建造
物等の維持管理に係る大規模修繕な
どの政策経費。
（修繕の内、高額かつ文化財として
の価値に関する事業）
R3後藤新平旧宅座敷囲炉裏跡修繕
550千円

一般 678 武家住宅資
料館施設利
用者数

1,976 人 B1 歴史的建造物の保存活用のための修繕経費
であり、必要な経費である。

93013 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

埋蔵文化財調
査センター管
理運営事業
（経常）

経常 埋蔵文化財を調査研究し、その資料
の保管及び公開を行うことにより、
市民の教育、学術及び文化の向上に
寄与することを目的として、奥州市
埋蔵文化財調査センターを設置す
る。

奥州市埋蔵文化財調査センターの管
理

一般 38,332 施設入館者
数

1,758 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

93014 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

埋蔵文化財調
査センター管
理運営事業
（政策）

政策 埋蔵文化財を調査研究し、その資料
の保管及び公開を行うことにより、
市民の教育、学術及び文化の向上に
寄与することを目的として、奥州市
埋蔵文化財調査センターを設置す
る。

奥州市埋蔵文化財調査センターの管
理（指定管理）及び施設修繕
※冷温水器装置取り換え修繕(R03)

一般 31,515 施設入館者
数

1,758 人 A2 胆沢城跡のガイダンス施設、胆沢城跡歴史
公園の案内・管理の拠点、収蔵展示施設と
して施設の重要性は増すものと考えられ、
経年劣化による施設修繕は今後も必要とな
る。

93015 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

衣川歴史ふれ
あい館管理運
営事業（経
常）

経常 郷土の歴史、民俗等に関する資料を
保護活用するため郷土資料館を設置
し、主に衣川地域の歴史等に関する
所蔵資料等の公開展示を通して、市
民等に郷土意識の高揚及び文化の振
興を図る。

衣川歴史ふれあい館の維持管理業務
（指定管理制度を活用した施設の管
理運営）

一般 4,100 衣川歴史ふ
れあい館施
設利用者数

849 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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93017 Ⅱ ➋ ② 教育委
員会

歴史遺
産課

市内遺跡発掘
調査事業

政策 市内に1,000箇所以上所在する埋蔵
文化財包蔵地（遺跡）の適正な保護
のため、遺跡の範囲・性格等を把握
するための発掘調査等の実施や発掘
調査報告書の刊行による調査記録の
公開を進め、埋蔵文化財の解明と埋
蔵文化財への理解を促すことによっ
て、市民の文化的向上に資するとと
もに我が国文化の進歩に貢献するこ
とを目的とする。

遺跡地内での開発行為に伴う試掘調
査、発掘調査の実施。発掘調査報告
書の刊行による、調査記録の公開。

一般 25,249 試掘調査件
数

16 件 B1 過去の調査の出土遺物が思いのほか多く、
整理作業がなかなかはかどっていない部分
があるが、そのほかについては、着実に事
業を推進できている。

93020 Ⅱ ➋ ② 教育委
員会

世界遺
産
登録推
進室

世界遺産登録
推進事業(経
常)

経常 白鳥舘遺跡及び長者ケ原廃寺跡を顕
著な普遍的価値を有する文化遺産と
して世界文化遺産に登録することに
より、当該遺跡をかけがえのない人
類共通の財産として国際的に保護・
保全し、未来に引き継いでいくこと
を目的とする。本事業は、世界遺産
登録を円滑に推進するため、施設等
維持管理、発掘調査成果整理等経常
的な各種事務事業等を実施するもの
である。

①発掘調査成果、文献資料整理等に
係る臨時職員の雇用（国庫補助対象
外分）、②世界遺産登録推進に係る
会議等出席旅費、③史跡案内所内の
トイレ及び史跡地内除草（白鳥舘遺
跡、長者ケ原廃寺跡）管理、④公用
車（ホンダオルティア（岩手500さ
55-15）管理、⑤文化財整理室管
理、⑥史跡内土地借上事務、⑦その
他庶務

一般 2,508 長者ケ原廃
寺跡史跡用
地借上面積

60 ㎡ - ※経常経費に付き総合評価対象外

93021 Ⅱ ➋ ② 教育委
員会

世界遺
産
登録推
進室

世界遺産登録
推進事業(政
策)

政策 白鳥舘遺跡及び長者ケ原廃寺跡を顕
著な普遍的価値を有する文化遺産と
して世界文化遺産に登録することに
より、当該遺跡をかけがえのない人
類共通の財産として国際的に保護・
保全し、未来に引き継いでいくこと
を目的とする。本事業は、世界遺産
登録を円滑に推進するため、施設等
維持管理、発掘調査成果整理等経常
的な各種事務事業等を実施するもの
である。

世界遺産「平泉」の追加登録に向け
た事務手続きと、登録に向けた機運
を醸成し遺跡に対して理解・愛着を
持つ市民・団体を増やすための普及
啓発に取り組む。①世界遺産登録に
向けた調査研究等　②世界遺産登録
に向けた機運を醸成し、遺跡に対し
て理解・愛着をもつ市民・団体を増
やすための普及啓発（白鳥舘遺跡ま
つり及びときめき世界遺産塾開催に
係る負担金）

一般 155 世界遺産拡
張登録検討
委員会実施
回数

2 回 A2 関係機関、団体等と連携しながら必要な事
業を計画的に実施している。
当面、集中的な調査研究を継続する。

93022 Ⅱ ➋ ② 教育委
員会

世界遺
産
登録推
進室

白鳥舘遺跡発
掘調査事業

政策 白鳥舘遺跡及び長者ケ原廃寺跡を顕
著な普遍的価値を有する文化遺産と
して世界文化遺産に登録することに
より、当該遺跡をかけがえのない人
類共通の財産として国際的に保護・
保全し、未来に引き継いでいくこと
を目的とする。

白鳥舘遺跡について「平泉の文化遺
産」拡張登録に係る５ヵ年の調査研
究計画に基づいて発掘調査を実施
し、専門家委員会等で指摘されてい
た課題を解決するとともに、遺跡範
囲と内容確認を目的とした学術的発
掘調査を継続的に実施するもの。

一般 2,107 計画進捗率
（調査回数
/計画年数
(%)）

33.3 ％ A2 史跡整備に向けた調査研究を計画的に進め
ている。

93023 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

世界遺
産
登録推
進室

白鳥舘遺跡整
備事業（政
策）

政策 白鳥舘遺跡及び長者ケ原廃寺跡を顕
著な普遍的価値を有する文化遺産と
して世界文化遺産に登録することに
より、当該遺跡をかけがえのない人
類共通の財産として国際的に保護・
保全し、未来に引き継いでいくこと
を目的とする。

令和５年度ごろと見込まれる世界遺
産拡張登録を目標とする白鳥舘遺跡
について、ガイダンス施設の設置及
びAR,VR等の映像復元整備を行い、
資産の環境整備を図るもの。

一般 1,322 史跡遊歩道
修繕延長

0 m A2 目的の達成に向けて計画的に業務を進捗し
ている

93036 Ⅱ ➋ ② 教育委
員会

世界遺
産
登録推
進室

長者ケ原廃寺
跡発掘調査事
業

政策 白鳥舘遺跡及び長者ケ原廃寺跡を顕
著な普遍的価値を有する文化遺産と
して世界文化遺産に登録することに
より、当該遺跡をかけがえのない人
類共通の財産として国際的に保護・
保全し、未来に引き継いでいくこと
を目的とする。

長者ケ原廃寺跡について「平泉の文
化遺産」拡張登録に係る５ヵ年の調
査研究計画に基づいて発掘調査を実
施し、専門家委員会等で指摘されて
いた課題を解決することを目的とし
た学術的発掘調査を実施するもの。

一般 4,500 計画進捗率
（調査回数
/計画年数
(%)）

33.3 ％ A2 史跡整備に向けた調査研究を計画的に進め
ている。
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93039 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

世界遺
産
登録推
進室

長者ケ原廃寺
跡整備事業
（政策）

政策 白鳥舘遺跡及び長者ケ原廃寺跡を顕
著な普遍的価値を有する文化遺産と
して世界文化遺産に登録することに
より、当該遺跡をかけがえのない人
類共通の財産として国際的に保護・
保全し、未来に引き継いでいくこと
を目的とする。

令和５年度ごろと見込まれる世界遺
産拡張登録を目標とする長者ヶ原廃
寺跡について、史跡盛土・貼芝工事
を行うとともに、ガイダンス施設の
設置及びAR,VR等の映像復元整備を
行い、資産の環境整備を図るもの。

一般 10,594 奥州市Web
博物館のア
クセス数

2,083 回 A2 目的の達成に向け計画的に業務を進捗して
いる。

93024 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

高野長英記念
館管理運営事
業（経常）

経常 幕末の蘭学者高野長英の遣品等を適
正に保存管理するとともに、その功
績・所蔵資料を多くの人に周知・閲
覧し、長英を育んだ本市の歴史文化
に対する理解と関心を高めるため記
念館を設置し、当該施設の活用及び
管理運営を図る。

高野長英記念館の維持管理業務
（高野長英に関する企画展の開催、
施設来訪者への展示説明、機械警
備、清掃、修繕、所蔵資料管理等の
管理

一般 11,098 高野長英記
念館施設利
用者数

1,250 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

93026 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

後藤新平記念
館管理運営事
業（経常）

経常 国務大臣、東京市長などの要職を歴
任した後藤新平の遣品、関係資料等
を適正に保存管理するとともに、そ
の功績・所蔵資料を多くの人に周
知・観覧し、新平を育んだ本市の歴
史文化に対する理解と関心を高める
ため記念館を設置し、当該施設の活
用及び管理運営を図る。

後藤新平記念館の維持管理業務
（後藤新平に関する企画展の開催、
施設来訪者への展示説明、機械警
備、清掃、修繕、所蔵資料管理等の
管理運営）

一般 9,708 後藤新平記
念館施設利
用者数

2,434 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

93028 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

斎藤實記念館
管理運営事業
（経常）

経常 朝鮮総督、第30代内閣総理大臣、内
大臣等の要職を歴任した齋藤實と春
子夫人の遣品、関係資料等を適正に
保存管理するとともに、その功績・
所蔵資料を多くの人に周知・観覧
し、實を育んだ本市の歴史文化に対
する理解と関心を高めるため記念館
を設置し、当該施設と隣接する齋藤
實旧宅の活用及び管理運営を図る。

斎藤實記念館の維持管理業務
（斎藤實に関する企画展の開催、施
設来訪者への展示説明、機械警備、
清掃、修繕、所蔵資料管理等の管理
運営）

一般 9,971 斎藤實記念
館施設利用
者数

1,215 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

93029 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

菊田一夫記念
館管理運営事
業（経常）

経常 市指定有形文化財（個人蔵）である
「中善蔵」を、江刺にゆかりのある
菊田一夫に関する資料展示、江刺甚
句まつり等の伝承館として一般公開
し、地域にある文化財の保存活用を
図る

菊田一夫記念館の維持管理業務
（施設来訪者への展示説明、機械警
備、清掃、修繕などの管理運営、一
般公開している市指定有形文化財中
善蔵の保存管理等）

一般 9,534 菊田一夫記
念館利用者
数

1,054 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

93030 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

牛の博物館管
理運営事業
（経常）

経常 日本で唯一の牛専門博物館として、
牛にかかわる歴史、芸術、民族、自
然科学等及び郷土に関する資料の調
査、研究、収集、保管、展示等を行
い、市民の教育、学術及び文化の発
展に寄与するための施設の維持・管
理を行う。

奥州市牛の博物館維持管理業務。
非常勤特別職（館長）及び会計年度
任用職員（学芸調査員、繁忙期事務
補助、資料登録作業員、敷地草刈等
作業員）の雇用、施設維持に係る需
用費（消耗品、光熱水費、印刷費、
修繕費）、通信運搬費、業務委託
料、使用料、負担金、公用車維持
等。

一般 19,469 牛の博物館
設利用者数

5,756 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

93031 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

牛の博物館管
理運営事業
（政策）

政策 日本で唯一の牛専門博物館として、
牛にかかわる歴史、芸術、民族、自
然科学等及び郷土に関する資料の調
査、研究、収集、保管、展示等を行
い、市民の教育、学術及び文化の発
展に寄与するため、施設の維持・管
理を行う。

R3年度：常設展示室の映像展示（映
像博物館・Q&A）が故障したため修
理（1,292千円）、屋根瓦修理（6月
補正）
照明器具のLED化、常設展示リ
ニューアル（１階）

一般 1,287 映像展示リ
ニューアル

1 式 A2 コロナ禍により利用者の減少が見られるが
登録博物館である牛の博物館の設置目的に
変化はない。公共施設個別施設計画におい
て維持すべき建物とされており、適切な維
持管理、修理を実施している。
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93033 Ⅱ ➋ ① 教育委
員会

歴史遺
産課

牛の博物館事
業（政策）

政策 日本で唯一の牛専門博物館として、
牛にかかわる歴史、芸術、民族、自
然科学等及び郷土に関する資料の調
査、研究、収集、保管、展示等を行
い、市民の教育、学術及び文化の発
展に寄与するため、展示、教育普及
事業などの各種事業を行う。
※R2年度から事業費を経常から政策
経費に移行。

奥州市牛の博物館の事業（企画展、
教育普及事業など）に関する経費。
〔企画展〕2021大地に生きる、2022
黒毛和種の源流を求めて
※2020年度に計画していた兵庫県立
但馬牛資料館との協同企画展をさら
に１年間延期し、2022年度に開催す
る。牛の博物館ボランティア（キャ
トルサンク）に対する活動費補助。

一般 1,040 牛の博物館
設利用者数

5,756 人 A2 事業内容や日程を検討しながら企画展示や
教育普及事業を開催し、利用者の要望に応
えている。コロナ禍の影響は大きく、利用
者の回復に至っていないものの、学術調査
回数は維持、マスコミ対応は増加してお
り、登録博物館としての社会的役割を果た
している。

93034 Ⅱ ➋ ③ 教育委
員会

歴史遺
産課

史跡保存活用
計画策定事業
（政策）

政策 史跡等を適切に保存し次世代へと確
実に継承していくため、史跡等の本
質的価値とその構成要素を明確化
し、それらを適切に保存・活用して
いくための基本方針・方法・現状変
更等の取扱基準を策定することを目
的とする。

国指定史跡角塚古墳の保存活用計画
の見直しを行う。
（1）学識経験者を主体とした専門
家委員会である「角塚古墳保存活用
計画検討委員会」の開催
（2）「角塚古墳保存活用計画書」
の刊行

一般 1,847 保存管理計
画策定委員
会開催回数

2 回 B1 文化財保護の取扱いに係る関係機関との協
議に不測の日数を要したが、計画の策定に
向け、事業を進めている。
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