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42020 Ⅳ ➊ ③ 市民環
境部

生活環
境課

有害鳥獣捕獲
等事業（経
常）

経常 有害鳥獣による人身被害、農作物被
害の防止

有害鳥獣による人身被害、農作物被
害の防止のため、奥州市鳥獣被害対
策実施隊に指示を行い、クマ、シ
カ、イノシシ等の追い払い、捕獲、
駆除等を行う。

一般 7,222 鳥獣被害対
策実施隊員
数

161 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51001 Ⅳ ➋ ① 商工観
光部

商業観
光課

商業振興事業
（経常）

経常 「水沢大町多目的広場」及び「江刺
川原町多目的広場」の適切な維持管
理と運営に努め、集客力の向上及び
賑わいの創出、商業の振興を図る。

水沢大町多目的広場及び江刺川原町
多目的広場の適切な維持管理と運営

一般 966 空き店舗数 58 軒 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51002 Ⅳ ➋ ① 商工観
光部

商業観
光課

商業振興事業
（政策）

政策 商工団体等が行う事業に対して支援
し、商工業の振興を図る。

商工団体、まちづくり会社が行う事
業に対する支援

一般 31,677 市街地内の
通行量

6,279 人 A2 商工団体やまちづくり会社が行う各種事業
を通じて、商工業者の支援、地域経済の活
性化に寄与した。今後もこの事業が目的達
成のために有効に活用されるよう、商工会
議所等と連携し、随時見直しを図りながら
事業展開していくこととする。

51068 Ⅳ ➋ ① 商工観
光部

商業観
光課

前沢ふれあい
交流館管理運
営事業（経
常）

経常 「前沢ふれあい交流館」の適切な維
持管理と運営に努め、前沢駅東地区
の商業の振興を図る。

前沢ふれあい交流館の適切な維持管
理と運営

一般 469 前沢ふれあ
い交流館店
舗数

2 店 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51069 Ⅳ ➋ ① 商工観
光部

商業観
光課

まちなか交流
館運営事業
（経常）

経常 「まちなか交流館」の適切な維持管
理と運営に努め、中心市街地の活性
化及び市民の交流を図る。

まちなか交流館の適切な維持管理と
運営（指定管理）、施設フロアの賃
借

一般 21,380 まちなか交
流館利用者
数

48,210 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51004 Ⅳ ➋ ① 商工観
光部

商業観
光課

商店街活性化
事業（重点）

政策 奥州市商店街活性化ビジョンに定め
る重点地域（水沢、江刺、前沢地
域）におけるイベントや各種事業へ
の支援等を通じて、集客力の向上及
び賑わいの創出、商店街の活性化を
図る。

やる気結集まちづくり推進事業に対
する補助

一般 2,647 重点地域新
規出店者数

9 件 B1 やる気のある商店街等による斬新かつ波及
効果の高い事業が実施されており、商店街
の活性化や賑わいに寄与している。今後も
この事業が目的達成のために有効に活用さ
れるよう、関係団体等と連携し、随時見直
しを図りながら事業展開していくこととす
る。

51005 Ⅳ ➋ ① 商工観
光部

商業観
光課

商店街活性化
事業（水沢）

政策 奥州市商店街活性化ビジョンに定め
る重点地域である水沢地域中心市街
地のイベントや各種事業への支援等
を通じて、集客力の向上や賑わいの
創出、商店街の活性化を図る。
また、水沢メイプル内の教養文化施
設「市民プラザ・マッセ」の適切な
維持管理と運営に努め、利用者の利
便性の向上と市街地の活性化を図
る。

各種事業に対する支援（教養文化施
設運営事業、テナントミックス推進
事業、商店街交流人口向上促進事
業、高校生店舗開発事業、オープン
カフェ事業、中心市街地核施設設備
更新事業等）

一般 60,500 テナント
ミックス対
象テナント
利用者数

397,193 人 B1 各種事業を複合的に実施することにより、
市街地の活性化や賑わいの創出に寄与して
いる。今後もこの事業が目的達成のために
有効に活用されるよう、関係団体等と連携
し、随時見直しを図りながら事業展開して
いくこととする。

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
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51006 Ⅳ ➋ ① 商工観
光部

商業観
光課

商店街活性化
事業（江刺）

政策 奥州市商店街活性化ビジョンに定め
る重点地域である江刺地域中心市街
地のイベントや各種事業への支援等
を通じて、集客力の向上や賑わいの
創出、商店街の活性化を図る。

各種事業に対する支援（えさし蔵ま
ち市開催事業、江刺自律的まちづく
り推進事業、観光施設等商店街連携
事業、等）

一般 1,615 江刺自律的
まちづくり
イベント集
客数

900 人 B1 各種事業を複合的に実施することにより、
市街地の活性化や賑わいの創出に寄与して
いる。今後もこの事業が目的達成のために
有効に活用されるよう、関係団体等と連携
し、随時見直しを図りながら事業展開して
いくこととする。

51007 Ⅳ ➋ ① 商工観
光部

商業観
光課

商店街活性化
事業（前沢）

政策 奥州市商店街活性化ビジョンに定め
る重点地域である前沢地域中心市街
地のイベントや各種事業への支援等
を通じて、集客力の向上や賑わいの
創出、商店街の活性化を図る。

前沢商店街活性化事業に対する支援 一般 171 コンサート
ご招待セー
ル

中止 人 B1 各種事業を複合的に実施することにより、
市街地の活性化や賑わいの創出に寄与して
いる。今後もこの事業が目的達成のために
有効に活用されるよう、関係団体等と連携
し、随時見直しを図りながら事業展開して
いくこととする。

51008 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

観光振興事業
（経常）

経常 観光団体等と連携し、本市の優れた
観光資源を掘り起こし、それらを活
かした特色ある独自の取組みを展開
するとともに、広域的な連携による
取組みを進め、観光客の誘客促進や
地域の活性化を図る。

市が参画する協議会等が行う事業に
対する支援等

一般 7,818 観光客入込
数

1,339,322 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51009 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

観光振興事業
（政策）

政策 観光団体等と連携し、本市の優れた
観光資源を掘り起こし、それらを活
かした特色ある独自の取組みを展開
するとともに、広域的な連携による
取組みを進め、観光客の誘客促進や
地域の活性化を図る。

観光団体や市が参画する協議会等が
行う事業に対する支援、観光パンフ
レットの増刷等

一般 32,202 みずさわ観
光物産セン
ター入込客
数

59,240 人 B1 各観光団体との連携事業や観光案内業務を
中心に、観光振興に一定の成果を上げきた
が、コロナ前の観光客入込数は回復してい
ない。まずは、コロナ前の入込数の回復を
目指し関係団体等と連携し、随時見直しを
図りながら事業展開していくこととする。

51010 Ⅳ ➌ ② 商工観
光部

商業観
光課

物産振興事業
（経常）

経常 各地域の物産系まつり等を実施する
団体や物産展等に出展する事業者を
支援し、物産の振興、観光客の誘客
や地域の活性化を図る。

姉妹都市北海道長沼町、厚真町との
物産販売交流事業の実施

一般 5 姉妹都市で
の奥州市産
品販売額

中止 円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51011 Ⅳ ➌ ② 商工観
光部

商業観
光課

物産振興事業
（政策）

政策 各地域の物産系まつり等を実施する
団体や物産展等に出展する事業者を
支援し、物産の振興、観光客の誘客
や地域の活性化を図る。

各地域の物産系まつり等を実施する
団体や物産展等に出展する事業者に
対する支援

一般 609 奥州水沢産
業まつり入
込客数

中止 人 C1 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、各
地域の産業まつりが中止若しくは縮小開催
ととなったため、期待した事業効果を得る
ことができなかった。今後は、関係団体等
と連携し、コロナ禍での事業のあり方につ
いて検討を進めることとする。

51012 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

水沢まつり事
業

政策 水沢地域の伝統的な祭り、イベント
等の実施を支援し、観光客の誘客と
伝統文化の継承、地域の活性化を図
る。

水沢地域の各種まつり等の開催に対
する支援（日高火防祭、奥州水沢夏
まつり、奥州水沢くくり雛まつり、
子供騎馬武者行列、等）

一般 5,787 日高火防祭
入込客

中止 人 C1 日高火防祭は、新型コロナウイルス感染症
の影響で3年連続中止となったが、代替事
業の実施を通じて、伝統の継承を図りなが
ら動画配信等で情報発信にも取り組んだこ
とから、一定の成果があったと捉えてい
る。今後は、関係団体等と連携し、コロナ
禍での事業のあり方について検討を進める
こととする。

51013 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

南岩手交流プ
ラザ管理運営
事業（経常）

経常 JR水沢江刺駅にある「南岩手交流プ
ラザ」の適切な維持管理と運営に努
め、利用者の利便性の向上と観光客
の誘客や地域の活性化を図る。

南岩手交流プラザの適切な維持管理
と運営

一般 8,110 南岩手交流
プラザ利用
述べ人数

38,287 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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51015 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

観光客誘致促
進事業

政策 観光団体等や地域おこし協力隊と連
携し、本市の優れた観光資源を掘り
起こし、それらを活かした特色ある
独自の取組みを展開するとともに、
奥州湖周辺等の豊かな自然を活かし
た広域的な連携による取組みを進
め、観光客の誘客促進や地域の活性
化を図る。

地域おこし協力隊の任用、奥州誘客
促進会議が行う事業に対する支援、
各種事業の委託（観光客誘致促進業
務、観光客受入空間演出業務、胆沢
ダム観光拠点化促進業務等）

一般 7,844 観光客入込
数

1,339,322 人 A2 胆沢ダムを活用した体験型コンテンツ開発
や、大型観光キャンペーンと連動した事業
実施など、積極的に観光客の誘致促進事業
に取組んでいる。また、奥州誘客促進会議
において旅行商品造成モデル事業を実施す
るなど、新たな事業展開も見据えた動きも
見られ、今後の誘客促進に繋がることが期
待される。

51020 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

訪日外国人観
光客受入拡大
事業

政策 外国人の受入環境を整えるととも
に、戦略的なプロモーションを行う
ことで、外国人観光客の誘客促進や
地域の活性化を図る。

台湾に対する観光プロモーションの
実施、外国語観光パンフレットの増
刷

一般 469 外国人観光
客入込数

91 人 C1 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、予
定していた事業は実施できなかったため、
アフターコロナを見据えた準備を進めた。
今後は、関係団体等と連携し、コロナ禍で
の事業のあり方について検討を進めること
とする。

51023 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

江刺自然活用
総合管理施設
運営事業（経
常）

経常 「江刺自然活用総合管理施設」の適
切な維持管理と運営に努め、利用者
の利便性の向上と観光客の誘客や地
域の活性化を図る。

江刺自然活用総合管理施設の適切な
維持管理と運営（指定管理）

一般 35,718 江刺自然活
用総合管理
施設利用者
数

70,361 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51025 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

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」の適切な維持
管理と運営に努め、利用者の利便性
の向上と観光客の誘客や地域の活性
化を図る。

えさし郷土文化館の適切な維持管理
と運営（指定管理）

一般 46,493 えさし郷土
文化館入館
者数

16,857 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51026 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

えさし郷土文
化館施設管理
運営事業(政
策)

政策 「えさし郷土文化館」の適切な維持
管理と運営に努め、利用者の利便性
の向上と観光客の誘客や地域の活性
化を図る。

えさし郷土文化館の適切な維持管理
と運営（施設改修・修繕）

一般 23,925 えさし郷土
文化館入館
者数

16,857 人 A2 コロナにより激減した入場者数は、教育旅
行を中心に入場者数が回復傾向にある。藤
原の郷での体験、郷土文化館での体験の２
班体制での教育旅行受入が増加しており、
えさし藤原の郷関連施設の連携による観光
客増加に寄与しているため、今後も計画ど
おり進めていくこととする。

51027 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

胆沢総
合支所
地域支
援グ
ループ

森林総合利用
促進施設整備
事業（経常）

経常 「森林総合利用促進施設（つぶ沼広
場)」の適切な維持管理と運営に努
め、利用者の利便性の向上と観光客
の誘客や地域の活性化を図る。

つぶ沼広場の適切な維持管理と運営 一般 846 観光客入込
数

1,339,322 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51029 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

黒石寺休憩所
管理運営事業
(経常)

経常 「黒石寺休憩所（東光庵）」の適切
な維持管理と運営に努め、利用者の
利便性の向上と観光客の誘客や地域
の活性化を図る。

黒石寺休憩所の適切な維持管理と運
営

一般 2,503 利用客数 3,162 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51030 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

正法寺休憩所
管理運営事業
(経常)

経常 「正法寺休憩所（月江庵）」の適切
な維持管理と運営に努め、利用者の
利便性の向上と観光客の誘客や地域
の活性化を図る。

正法寺休憩所の適切な維持管理と運
営

一般 7,414 利用客数 1,948 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51031 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

道の駅交流館
管理運営事業
（経常）

経常 「道の駅交流館（道の駅みずさ
わ）」の適切な維持管理と運営に努
め、利用者の利便性の向上と観光客
の誘客や地域の活性化を図る。

道の駅交流館の適切な維持管理と運
営（指定管理）

一般 7,065 入場者数 35,797 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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51033 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

越路スキー場
管理運営事業
（経常）

経常 「越路スキー場」の適切な維持管理
と運営に努め、利用者の利便性の向
上や健康増進、観光客の誘客や地域
の活性化を図る。

越路スキー場の適切な維持管理と運
営（指定管理）

一般 17,993 利用者数 5,170 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51035 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

種山高原星座
の森管理運営
事業(経常)

経常 「種山高原星座の森」の適切な維持
管理と運営に努め、利用者の利便性
の向上と観光客の誘客や地域の活性
化を図る。

種山高原星座の森の適切な維持管理
と運営（指定管理）

一般 15,148 利用者数 18,892 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51036 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

種山高原星座
の森管理運営
事業(政策)

政策 「種山高原星座の森」の適切な維持
管理と運営に努め、利用者の利便性
の向上と観光客の誘客や地域の活性
化を図る。

種山高原星座の森の適切な維持管理
と運営（施設改修・修繕）

一般 17,886 利用者数 18,892 人 A2 施設設備が整っており、指定管理者が実施
した利用者アンケートによる利用者満足度
も高く、リピーターを中心に利用者数が増
加していることから、今後も計画的な維持
管理に努めていくこととする。

51040 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

その他観光施
設管理運営事
業（経常）

経常 小規模観光施設の適切な維持管理と
運営に努め、利用者の利便性の向上
と観光客の誘客促進や地域の活性化
を図る。

小規模観光施設の適切な維持管理と
運営

一般 12,634 観光客入込
数

1,339,322 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51041 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

観光案内板設
置事業（政
策）

政策 観光誘導看板、説明看板を計画的に
整備し、利用者の利便性の向上と観
光客の誘客促進や地域の活性化を図
る。

市内の史跡、観光施設等の説明板の
整備。老朽化した不要説明板の撤
去。

一般 1,435 看板設置・
更新数

10 基 B1 H28からR3までの延べ設置数は10基であ
り、概ね計画どおりに看板の設置が行われ
た。各種看板が設置されたことにより、観
光客の円滑な移動や観光地の情報の収集を
可能にし、観光客に対するサービス向上に
寄与した。

51042 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

奥州湖交流館
管理運営事業
（経常）

経常 「奥州湖交流館」の適切な維持管理
と運営に努め、利用者の利便性の向
上や健康増進、観光客の誘客や地域
の活性化を図る。

奥州湖交流館の適切な維持管理と運
営（指定管理）

一般 10,717 来館者数 4,441 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51043 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

歴史公園えさ
し藤原の郷管
理事業

経常 「歴史公園えさし藤原の郷」の適切
な維持管理と運営に努め、利用者の
利便性の向上と観光客の誘客促進や
地域の活性化を図る。

歴史公園えさし藤原の郷の適切な維
持管理と運営（指定管理）

一般 112,724 藤原の郷入
場者数

94,132 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51044 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課ロ
ケ推進
室

ロケ対策事業
（経常）

経常 「えさし観光交流館（ロケベー
ス）」の適切な維持管理に努め、映
画やドラマ等のロケの誘致と受入を
行い、観光客の誘客促進や地域の活
性化を図る。

えさし観光交流館の適切な維持管理
（指定管理）

一般 3,461 ロケ誘致数 13 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51045 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課ロ
ケ推進
室

ロケ対策事業
（政策）

政策 映画やドラマ等のロケの誘致と受入
を行い、観光客の誘客促進や地域の
活性化を図る。

市が参画する協議会等が行う事業に
対する支援等

一般 1,621 ロケ誘致数 13 件 A2 ＮＨＫ大河ドラマは誘致できなかったが、
テレビドラマ、バラエティ番組等のロケを
実施し、奥州市をＰＲすることができた。
また、公開まで時間が空くが映画のロケも
誘致しており翌年度以降の公開時にはロケ
地としてＰＲ効果が期待できる。

7



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

51047 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

江刺総
合支所
地域支
援グ
ループ

江刺まつり事
業

政策 江刺地域の伝統的な祭り、イベント
等の実施を支援し、観光客の誘客と
伝統文化の継承、地域の活性化を図
る。

江刺地域の各種まつり等の開催に対
する支援（江刺甚句まつり、江刺夏
まつり）

一般 4,512 江刺甚句ま
つり入込者
数

163 人 C1 コロナ禍ではあったが、まつりを中止する
ことなく、可能な範囲で開催できたことは
評価に値する。しかし、大幅な規模縮小と
したため評価指標としている観光客入込数
は激減した。今後は、関係団体等と連携
し、コロナ禍での事業のあり方について検
討を進めることとする。

51048 Ⅳ ➌ ② 商工観
光部

商業観
光課

商工総務費
（政策）

政策 商工観光部門における特定課題の解
決に向けた取組みの推進と前沢牛の
銘柄推進による市の観光及び物産の
振興を図る。

①観光施設等の民間移譲に向けた取
組み展開
②前沢牛の銘柄推進（販売促進）事
業の実施

一般 791 前沢牛販売
指定店数

117 事業
所

B1 民間移譲の円滑な推進、前沢牛の銘柄推進
を図ることができた。また、前沢牛協会の
事業推進については、今後は関係団体等と
連携し、コロナ禍での事業のあり方につい
て検討を進めることとする。

51049 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

前沢総
合支所
地域支
援グ
ループ

前沢まつり事
業

政策 前沢地域の伝統的な祭り、イベント
等の実施を支援し、観光客の誘客と
伝統文化の継承、地域の活性化を図
る。

前沢地域の各種まつり等の開催に対
する支援（前沢春まつり、前沢夏ま
つり、前沢牛まつり）

一般 3,056 牛まつり来
場者

700 人 C1 コロナ渦で中止にしたものもあったが、開
催時期を変更し、工夫を凝らして、代替え
又は規模を縮小して実施することができた
ことはことは評価に値する。しかし、大幅
な規模縮小としたため評価指標としている
観光客入込数は激減した。今後は、関係団
体等と連携し、コロナ禍での事業のあり方
について検討を進めることとする。

51050 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

前沢温泉保養
交流館管理運
営事業(経
常）

経常 「前沢温泉保養交流館」の適切な維
持管理と運営に努め、利用者の利便
性の向上や健康増進、観光客の誘客
や地域の活性化を図る。

前沢温泉保養交流館の適切な維持管
理と運営（指定管理）

一般 18,425 入館者 99,630 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51051 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

前沢温泉保養
交流館管理運
営事業(政
策）

政策 「前沢温泉保養交流館」の適切な維
持管理と運営に努め、利用者の利便
性の向上や健康増進、観光客の誘客
や地域の活性化を図る。

前沢温泉保養交流館の適切な維持管
理と運営（施設改修・修繕）

一般 1,903 入館者 99,630 人 B1 施設、設備の老朽化が著しいが、計画的な
修繕、更新を実施し、施設の維持管理に努
めている。

51052 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

胆沢総
合支所
地域支
援グ
ループ

胆沢まつり事
業

政策 胆沢地域の伝統的な祭り、イベント
等の実施を支援し、観光客の誘客と
伝統文化の継承、地域の活性化を図
る。

胆沢地域の各種まつり等の開催に対
する支援（全日本農はだてのつど
い、さくらまつり、桜の回廊ライト
アップ、焼石連峰山開き、いさわ商
工秋まつり）

一般 1,921 まつり入込
数

70 人 C1 コロナ禍ではあったが、まつりを中止する
ことなく、可能な範囲で開催できたことは
評価に値する。しかし、大幅な規模縮小と
したため評価指標としている観光客入込数
は激減した。今後は、関係団体等と連携
し、コロナ禍での事業のあり方について検
討を進めることとする。

51053 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

胆沢総
合支所
地域支
援グ
ループ

ひめかゆ健康
の森管理運営
事業（経常）

経常 「ひめかゆ健康の森（ひめかゆス
キー場）」の適切な維持管理と運営
に努め、利用者の利便性の向上や健
康増進、観光客の誘客や地域の活性
化を図る。

ひめかゆスキー場の適切な維持管理
と運営

一般 26,183 スキー場入
場者数

22,721 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51055 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

衣川総
合支所
地域支
援グ
ループ

いきいき交流
館（国見平温
泉）管理運営
事業（経常）

経常 「いきいき交流館（国見平温泉）」
の適切な維持管理と運営に努め、利
用者の利便性の向上や健康増進、観
光客の誘客や地域の活性化を図る。

国見平温泉の適切な維持管理と運営 一般 51,231 入館者数 27,056 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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51057 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

衣川総
合支所
地域支
援グ
ループ

高齢者コミュ
ニティセン
ター(黒滝温
泉）管理運営
事業（経常）

経常 「高齢者コミュニティセンター（黒
滝温泉）」の適切な維持管理と運営
に努め、利用者の利便性の向上や健
康増進、観光客の誘客や地域の活性
化を図る。

黒滝温泉の適切な維持管理と運営 一般 46,262 入館者数 29,082 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51059 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

衣川総
合支所
地域支
援グ
ループ

国見平施設管
理運営事業
（経常）

経常 「国見平施設（国見平スキー場）」
の適切な維持管理と運営に努め、利
用者の利便性の向上や健康増進、観
光客の誘客や地域の活性化を図る。

国見平スキー場の適切な維持管理と
運営

一般 22,571 入込人数 11,425 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51061 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

衣川総
合支所
地域支
援グ
ループ

衣川ふるさと
自然塾管理運
営事業（経
常）

経常 「衣川ふるさと自然塾」の適切な維
持管理と運営に努め、利用者の利便
性の向上と観光客の誘客促進や地域
の活性化を図る。

衣川ふるさと自然塾の適切な維持管
理と運営

一般 7,492 利用者述べ
人数

5,623 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51064 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

衣川総
合支所
地域支
援グ
ループ

衣川まつり事
業

政策 衣川地域の伝統的な祭り、イベント
等の実施を支援し、観光客の誘客と
伝統文化の継承、地域の活性化を図
る。

衣川地域の各種まつり等の開催に対
する支援（奥州ころもがわ祭り、衣
川まるごと市場）

一般 527 入込人数 1,127 人 C1 コロナ禍ではあったが、まつりを中止する
ことなく、可能な範囲で開催できたことは
評価に値する。しかし、大幅な規模縮小と
したため評価指標としている観光客入込数
は激減した。今後は、関係団体等と連携
し、コロナ禍での事業のあり方について検
討を進めることとする。

51065 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

桜並木管理事
業

経常 市内に点在する桜並木の適切な維持
管理に努め、観光客の誘客促進や地
域の活性化を図る。

（前沢）お物見公園周辺、（胆沢）
国道397号線沿線、（衣川）市道長
根線等の桜並木の適切な維持管理

一般 1,198 桜本数 2,500 本 - ※経常経費に付き総合評価対象外

51071 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

商業観
光課

歴史公園えさ
し藤原の郷管
理事業(観光
分)

政策 「歴史公園えさし藤原の郷」の魅力
向上に努め、観光客の誘客促進や地
域の活性化を図る。

歴史公園えさし藤原の郷の魅力向
上、機能向上のための施設整備

一般 3,960 藤原の郷入
場者数

94,132 人 A2 市の中核観光施設として、市内外から多く
の観光客が訪れており、近年は庭園整備、
夜間照明整備に力を入れ、好評を得てお
り、観光客がSNSで発信する等コロナによ
る入場者激減から回復傾向にある。今後も
継続して施設のリニューアルを行い、施設
の魅力向上による誘客を促進し、市内経済
の活性化を図ることとする。

51075 Ⅳ ➌ ③ 商工観
光部

商業観
光課

広域観光振興
事業

政策 新緑や紅葉など、豊かな自然に囲ま
れた胆沢ダム流域及び湯田ダム流域
を体験型観光地として結びつけるこ
とにより、観光客の誘客促進や地域
の活性化を図る。

胆沢ダム流域及び湯田ダム流域を活
用したアクティビティの開発とモニ
ター事業の実施及びリバーガイド等
の育成

一般 3,700 体験型観光
参加者

401 人 B1 アクティビティ拠点としての認識が広まっ
ており、効果を発揮している。しかしなが
ら、各アクティビティインストラクター及
びリバーガイドが不足しており、継続して
育成を進めていくこととする。

51076 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

衣川総
合支所
地域支
援グ
ループ

国民宿舎等事
業会計清算事
業

政策 旧国民宿舎衣川荘等の観光施設の休
止から民間移譲がなされるまでの
間、当該施設を現状維持するための
必要最小限の維持管理を行う。

休止観光施設を現状維持するための
必要最小限の維持管理

一般 10,069 年間利用者
数

廃止 人 A2 必要最低限ではあるが、民間移譲対象施設
である当該施設の維持管理でき、老朽化の
進行を抑制した。今後も施設譲渡まで適正
な管理に努めていく。

51077 Ⅳ ➋ ① 商工観
光部

商業観
光課

商工総務費
（経常）

経常 商工観光課業務の円滑かつ迅速な執
行を図る。

商工業振興審議会の開催、商工関係
部署所管公用車輛の維持管理

一般 609 観光客入込
数

1,339,322 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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（千円）
指標名

指標
実績値
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大綱
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事業目的 事業内容

52001 Ⅳ ➋ ② 商工観
光部

企業振
興課

中小企業融資
利子補給事業

政策 中小企業の円滑な事業活動を支援す
る

奥州市中小企業融資あっせん条例に
基づく中小企業への融資あっせん及
び当該融資金に係る利子の一部の補
給

一般 641,549 制度融資実
行件数

179 件 A1 中小企業の事業資金の円滑な調達支援のた
め、継続必要。

52002 Ⅳ ➋ ③ 商工観
光部

企業振
興課

工業振興事業
（経常）

経常 地域振興、税収確保、雇用拡大等を
目的として市内工業の振興を図る。

①貸工場の管理運営②工業団地案内
看板（水沢及び江刺）の管理等
※R3衣川石生地内工場用地返還に係
る原状回復費用（土地境界確定、土
壌分析：12節1,472千円）

一般 9,992 土地等貸付
企業数

11 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

52003 Ⅳ ➋ ③ 商工観
光部

企業振
興課

工業振興事業
（政策）

政策 地域振興、税収確保、雇用拡大等を
目的として市内工業の振興を図る。

①産業支援コーディネーターの配置
による、販路開拓、企業間のマッチ
ング等の企業支援、②「企業支援
室」設置による、同室を中心とする
関係機関と連携した総合的な支援を
行う。

一般 8,900 産業支援
コーディ
ネーター企
業訪問数

346 件 A1 集積が進み、企業ニーズに則した継続的な
支援が重要である。

52004 Ⅳ ➋ ③ 商工観
光部

企業振
興課

伝統産業会館
管理運営事業

経常 地場産業の健全な発展と伝統的工芸
品産業の振興を図る。

奥州市伝統産業会館の維持管理業務
（清掃、修繕、使用料金の収受に関
する業務等の運営管理）

一般 6,310 伝統産業会
館入館者数

1,998 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

52005 Ⅳ ➋ ③ 商工観
光部

企業振
興課

未来の活力・
産業育成事業

政策 地域産業の空洞化に歯止めを掛ける
べく、内発型の産業活性化策を推進
するため実施する。

中小企業が新規販路の開拓、人材育
成、研究開発、新商品開発など、企
業競争力に資する戦略的事業実施に
対し、補助金を交付。

一般 1,785 展示会出展
数

11 件 A1 販路開拓、人材育成等の企業ニーズの高い
支援施策となっている

52010 Ⅳ ➋ ⑤ 商工観
光部

企業振
興課

江刺工業団地
施設管理事業
（経常）

経常 江刺工業団地内の工業排水施設及び
市有地の適正な維持管理を行う。

工業排水貯溜池清掃、工業排水水質
検査、市有地除草ほか
H30以降：除草費増額500千円（面積
増,ＦＰ回数の増）

一般 4,975 製造品出荷
額等

3,388 億円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

52011 Ⅳ ➋ ⑤ 商工観
光部

企業振
興課

江刺工業団地
施設管理事業
（政策）

政策 江刺工業団地内の工業排水施設及び
市有地の適正な維持管理を行う。

工業排水貯溜池関係修繕 一般 7,898 製造品出荷
額等

3,388 億円 A2 市の施設の管理事業であり、必要事業であ
る。

52012 Ⅳ ➋ ⑤ 商工観
光部

企業振
興課

企業誘致事業
（経常）

経常 誘致企業及び既立地企業の投資を促
進し、地域経済の活性化及び雇用の
拡大を図る。

既立地企業のフォローアップ事業、
企業誘致促進事業、情報発信事業、
調査事業及び企業誘致促進に有益な
団体への負担金等

一般 4,923 誘致企業数
(累計)

178 社 - ※経常経費に付き総合評価対象外

52013 Ⅳ ➋ ⑤ 商工観
光部

企業振
興課

企業誘致事業
（政策）

政策 誘致企業及び既立地企業の投資を促
進し、地域経済の活性化及び雇用の
拡大を図る。

事業目的を推進するため、各種補助
金や補給金を交付。
 ※空き工場賃借料補助金、企業立
地促進補助金、企業立地促進利子補
給金、企業立地奨励工業用水補給金

一般 137,012 誘致企業数
(累計)

178 社 A1 企業誘致は地域産業の振興、雇用の拡大に
成果をあげており、事業の実施は必要不可
欠である。さらなる成果に結びつけるた
め、新工業団地の効果的な分譲に向けて、
有効な優遇制度の再構築を検討。

52016 Ⅳ ➍ ① 商工観
光部

企業振
興課

雇用対策事業
（経常）

経常 労働力の確保と労働者の定着を図る
こと

管内高校による求人情報交換会、し
ごと理解ガイダンス等の実施、就職
希望者等の情報提供により、若年者
の地元定着を図る。

一般 71 新規高卒者
の管内就職
率

47.2 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外
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52025 Ⅳ ➍ ② 商工観
光部

企業振
興課

江刺産業技術
交流センター
管理運営事業

経常 企業の社内教育や技術研修、資格試
験の試験場、企業間交流レクリエー
ション会議、職業訓練講習など企業
活動を向上させ、地域経済活性化の
増進を図る。

江刺産業技術交流センターの維持管
理業務（清掃、修繕、施設貸し出し
等の運営管理）を行う。

一般 4,292 施設利用者
数

4,069 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

52026 Ⅳ ➍ ① 商工観
光部

企業振
興課

前沢勤労者研
修センター管
理運営事業

経常 市内の企業等に雇用される勤労者の
資質及び技術の向上を図り、もって
商工業の振興に資するとともに、勤
労者及び市民の福祉の増進に寄与す
る。

前沢勤労者研修センターの維持管理
業務

一般 1,745 利用延べ人
数

5,186 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

52017 Ⅳ ➍ ① 商工観
光部

企業振
興課

労働諸費（政
策）

政策 労働者の福利厚生の向上により雇用
の安定を図ること

流通団地交流センター運営補助。 一般 276 利用者数 1,119 人 B2 譲渡先を検討中

52018 Ⅳ ➍ ② 商工観
光部

企業振
興課

雇用対策事業
（政策）

政策 雇用の促進及び安定化を図ること 労働者の技能向上、職業訓練等への
補助、労働相談所設置運営補助。

一般 1,445 職業訓練受
講者(技
能・技術取
得含む)

759 人 A2 地元企業への就労促進や雇用環境の向上、
人材育成支援が引き続き必要である。

52019 Ⅳ ➍ ① 商工観
光部

企業振
興課

ジョブカフェ
運営事業

政策 雇用の促進及び安定化を図ること 若年求職者、ニートを対象とした就
職支援事業を実施

一般 18,789 窓口相談 2,585 人 A2 求職者、企業求人の重要拠点となってい
る。

52020 Ⅳ ➍ ① 商工観
光部

企業振
興課

勤労者制度資
金融資あっ旋
事業

政策 資金の貸付による勤労者や離職者の
生活安定に資するため。

市内在住勤労者に対し、臨時かつ緊
急に必要な生活資金を低利で貸し付
ける制度であり、実行金融機関であ
る東北労働金庫に対し、融資預託金
（3,000千円）を預託している。離
職者に対しては、岩手県離職者制度
資金貸付金利用者に対する利子補給
を行う。

一般 3,000 利用者数 1 人 A2 市内勤労者のセーフティーネットとして必
要である。

52021 Ⅳ ➍ ① 商工観
光部

企業振
興課

シルバー人材
センター事業

政策 急速に進展する高齢化社会におい
て、高齢者の生きがいの充実と能力
の活用を図り、活力ある社会づくり
に寄与すること

高齢者の生きがいの充実と能力の活
用を図り、活力ある社会づくりに寄
与することを目的に、高齢者の就業
機会の確保と提供を行っている公益
社団法人へ運営経費の一部を補助す
る。

一般 15,108 会員数 359 人 B1 高齢者の就労組織として、社会を支える重
要な役割を担っている。

52022 Ⅳ ➍ ① 商工観
光部

企業振
興課

中小企業勤労
者福祉サービ
スセンター管
理運営事業

政策 中小企業勤労者の福祉の向上 中小企業勤労者の福祉の向上並びに
地域社会の活性化に寄与する労働福
祉事業を行っている法人へ運営経費
の一部を補助する。

一般 9,753 中小企業勤
労者福祉
サービスセ
ンター会員
数

3,007 人 B2 市補助金への依存度が高く、自立化に向け
た取り組みが必要である。

52023 Ⅳ ➍ ② 商工観
光部

企業振
興課

胆江地域職業
訓練センター
管理運営事業

政策 企業の従業員の技術向上と離転職者
の就職促進

企業に雇用されている従業員、離転
職者又は一般市民に対する講習、研
修等教育訓練の実施並びに施設の貸
与及び指導援助を行う胆江地域職業
訓練センターの運営費の一部を補
助。

一般 1,450 職業訓練受
講者(技能･
技術取得含
む)

483 人 A2 労働者、求職者等の技術習得は人材育成、
雇用促進に必要な事業である。
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52037 Ⅳ ➍ ① 商工観
光部

企業振
興課

水沢勤労者体
育館維持管理
事業（経常）

経常 市内の企業に雇用される勤労者及び
地域住民の福祉の向上を図り、心身
の健全な発達に寄与する。

水沢勤労者体育館指定管理料等 一般 1,261 利用者数 5,965 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

52027 Ⅳ ➋ ③ 商工観
光部

奥州市
鋳物技
術交流
セン
ター

鋳物技術交流
センター管理
運営事業（経
常）

経常 市内鋳物関連企業等の発展と鋳物産
業等の技術者の確保と技術力向上を
図る

市内鋳物産業（機械鋳物、工芸鋳
物）等の需要拡大と品質向上に結び
つく試験研究、製品試験、商品開発
の場を提供し、必要な施設管理運営
を行う
※特別な支出内訳【R3年度】11節
高圧設備更新1,980千円

一般 11,616 設備機器利
用件数

873 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

52028 Ⅳ ➋ ④ 商工観
光部

奥州市
鋳物技
術交流
セン
ター

地域産業技術
高度化支援事
業

政策 鋳物関連企業の技術力向上および鋳
物関連企業と大学との連携による研
究開発、技術開発、人材育成を図る

岩手大学鋳造技術研究センター新技
術応用展開部門を奥州市鋳物技術交
流センター内に設置し、大学教員に
よる鋳物企業のニーズにあった技術
相談、技術指導を実施することによ
り、鋳物企業の技術力向上、企業体
質の改善を図る。　また、同部門が
中心となり、地域企業（地域産業）
の技術革新を誘発することを目的と
して、大学と企業の連携（共同研
究）による研究開発、技術開発等を
支援する。また、同大学教員等を講
師とした講座を開講し、鋳物企業の
人材育成に資する。

一般 11,359 産学連携等
により研究
に取り組ん
だ件数

7 件 B1 鋳物産業の技術力向上や、鋳物産地として
の差別化に大きな効果を上げている。鋳物
産業の振興に大学と企業との連携が果たす
役割は大きい。

52043 Ⅳ ➋ ⑤ 商工観
光部

企業振
興課

工業団地整備
事業特別会計
繰出金

経常 新工業団地の整備に当たり財源不足
分を補填するため。

工業団地整備　測量・調査設計  用
地取得 造成工事等

一般 567 誘致企業数
(累計)

178 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

52039 Ⅳ ➋ ③ 商工観
光部

企業振
興課

伝統産業振興
事業

政策 伝統的工芸品「岩谷堂箪笥」の生
産・販売体制の強化や産地組合の維
持発展に資する取組を行うことによ
り、伝統産業の技術継承と組合参加
企業の雇用維持につなげることを目
的とする。

①伝統的工芸品である岩谷堂箪笥の
販売等に関する事業の企画・実施に
要する経費に対し補助金を交付
②「岩谷堂くらしな」製品の販路拡
大、新商品開発など、ブランド確立
に資する事業に要する経費に対し補
助金を交付

一般 1,837 製造品出荷
額等

3,388 億円 A2 岩谷堂箪笥販路開拓、拡大支援は、伝統工
芸産業の維持発展の観点から必要である。

52040 Ⅳ ➋ ④ 商工観
光部

企業振
興課

連携推進事業 政策 関係機関や大学との連携強化による
総合的な施策推進により市内企業の
経営強化を図るとともに、経済の活
性化と雇用の維持確保を図る。

関係機関との連携による各種情報の
取得や交流イベントの開催、岩手大
学への共同研究員派遣による産学官
連携の推進など、市内企業への総合
的な支援を行う。

一般 1,199 産学官連携
等による研
究に取り組
んだ件数

7 件 A1 集積が進み、企業ニーズに則した継続的な
支援が重要

52041 Ⅳ ➍ ② 商工観
光部

企業振
興課

人材支援事業
（政策）

政策 労働者の資質及び能力の向上と、職
業観の醸成、各種スキルアップ

企業ニーズ等に応じた従業員対象セ
ミナー（キャリアアップ系）、もの
づくり企業を対象とした技術系セミ
ナーの実施

一般 101 市人材セミ
ナー開催回
数

3 回 B2 社内研修等を独自に実施することが困難な
中小企業に対する支援事業として必要であ
る。
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52042 Ⅳ ➋ ④ 商工観
光部

企業振
興課

創業支援事業 政策 地域産業の空洞化に歯止めをかける
べく、起業・創業者を支援すること
により、開業率の向上や地域経済の
活性化、新産業創出、雇用創出を図
る。

・インキュベーションマネージャー
等による支援窓口の設置や創業後の
フォローアップ、起業・創業に向け
た創業塾等の開催、創業者向け各種
補助事業の実施など、他の支援機関
と一体となった創業支援を実施す
る。
・関係機関と連携し、事業承継が円
滑に進むよう支援する。※R2まで地
方版総合戦略事業（2-1-11-06）

一般 8,182 起業・創業
者数（市の
制度利用に
よるもの）

43 件 A1 地域課題である商店街の活性化や新事業創
出、事業承継など、産業活性化には必要な
事業である。

T52001 Ⅳ ➋ ⑤ 商工観
光部

企業振
興課

工業用地整備
事業

経常 企業の誘致及び雇用の創出を図るた
め。

工業団地整備事業
　計画面積　約25.2ha
　分譲面積　約17.5ha

工業団
地整備
事業

特別会
計

102,702 工業団地分
譲率(既存
工業団地
分)

95.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

53001 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

観光施
設対策
室

観光施設民間
移譲事業

政策 「観光施設等の民間移譲に伴う譲渡
物件の取扱いと譲受者への支援に関
する方針」に基づき、民間移譲を円
滑に進めようとするもの。

①施設等改修支援：譲受者が行う施
設及び設備の改修工事に要する経費
のうち、市が必要と認めるものに対
し補助金を交付
②経営安定化支援：毎年500万円を
補助金として５年間交付

一般 26,555 民間移譲件
数

0 件 A1 ひめかゆ温泉の譲渡先に対し、施設改修補
助金を交付した。
また、指標にある民間移譲件数は０件であ
るものの、旧国民宿舎サンホテル衣川荘に
ついて令和３年度内に優先交渉権者を決定
し、交渉を進め、令和４年７月１日付けで
譲渡しており、目的は達している。

53002 Ⅳ ➌ ① 商工観
光部

観光施
設対策
室

国民宿舎等整
備事業

政策 旧国民宿舎サンホテル衣川荘の民間
移譲に向け、使用不能となっている
施設の解体撤去並びに法令不適格及
び老朽化等に伴う対策が必要とされ
る箇所の修繕工事等を行う。

使用不能となっている施設の解体撤
去並びに法令不適格及び老朽化等に
伴う対策が必要とされる箇所の修繕
工事等

一般 130,572 民間移譲件
数

0 件 A1 指標にある民間移譲件数は０件であるもの
の、令和３年度内に優先交渉権者を決定
し、交渉を進め、令和４年７月１日付けで
譲渡しており、目的は達している。

61053 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 ブランド牛生
産拡大事業

政策 管内一貫生産の推進、畜産農家の体
質強化及び産地の確立を図る。

管内一貫生産の推進を図るため管内
の肥育牛の導入及び繁殖雌牛の導入
又は自家保留に対して補助する。
肥育牛については、R2年度より前沢
牛銘柄体制強化対策事業と統合す
る。ただし、事業対象については管
内導入肥育体制構築事業の基準に準
ずるものとする。

一般 16,535 肉用牛飼養
頭数

9,670 頭 A2 管内一貫生産を推進し、地域ブランドの確
立と畜産農業の経営安定化を図るため必要
な事業である。

61024 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 新品種りんご
「奥州ロマ
ン」導入促進
事業

政策 優良品種である奥州市産新品種りん
ご「奥州ロマン」を普及させること
により、生産者の所得向上及び奥州
市を代表するブランド品種として確
立を目指す。

ＪＡで実施する奥州ロマンの苗木購
入及び改植にかかる経費の補助

一般 547 「奥州ロマ
ン」導入本
数

2,617 本 A2 奥州市発の品種として、生産体制の構築を
図る必要があり、本事業は奥州ロマンの生
産拡大を図る上で重要な役割を担ってい
る。

61074 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 農業総務費
(経常)

経常 農業振興を図るための経費 審議会委員報酬、会計年度任用職員
報酬、消耗品等

一般 1,046 農林審議会
開催回数

3 回 - ※経常経費に付き総合評価対象外

61001 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 農業総務費
（政策）

政策 農林関係各種協議会の助成や放射線
対策により農業振興を図る。

農林関係各種協議会の助成、農産物
等放射性物質測定関係

一般 3,896 水田耕作農
家数

8,852 戸 A2 適正に事業が執行され、必要な事業と認め
られる。

61002 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 農業振興基本
計画策定事業

経常 農業振興地域の整備に関する法律
（農振法）に基づき、総合的に農業
の振興を図ることが必要であると認
められる地域について市が計画策定
することにより、必要な施策を推進
する。

農業振興地域整備計画を定め、土地
の用途区分等の農業振興に係る事項
を決定する。
概ね5年ごとに、計画に関する基礎
調査を基にした定期見直しを行うこ
ととされており、令和3年度に実
施。

一般 1,052 農用地面積 20,048 ha - ※経常経費に付き総合評価対象外
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61065 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 江刺農業活性
化センター管
理運営事業
(経常)

経常 農用地の利用調整の促進及び担い手
の育成確保をするための地域営農支
援体制を確立し、集落営農の推進に
より農業振興を図るもの。

農業者及び各種団体等の研修・会議
等の活用を図るため、施設の維持管
理を行う。

一般 2,375 担い手研修
室利用者数

2,205 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

61036 Ⅳ ➊ ③ 農林部 胆沢総
合支所
地域支
援グ
ループ

胆沢トレーニ
ング農場セミ
ナーハウス管
理事業（経
常）

経常 農村環境の保全及び地域農業の活性
化を推進する拠点施設としての機能
がより効果的に発揮されるよう、施
設を維持管理する。

農業者及び各種団体等の研修・会議
等の活用を図るため、施設の維持管
理を行う。

一般 579 セミナーハ
ウス利用者
数

16 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

61004 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 農業再生協議
会運営事業

政策 ・奥州市農業再生協議会が実施する
経営所得安定対策推進事業に要する
経費を補助し、担い手農家の経営安
定に資する。
・担い手に対して支援制度の情報提
供を行い、経営発展等に資する。

・経営所得安定対策推進事業を実施
する奥州市農業再生協議会に対し、
推進活動や要件確認等に要する経費
を補助する。
・担い手の経営発展等を目的とした
情報提供、各種制度の周知等を行う
ための情報誌の発行をする。

一般 32,165 認定農業者
数

878 人 A2 構成機関・団体との連携の下での経営所得
安定対策事業の一体的推進は、需要に応じ
た米生産の推進と、認定農業者の育成や法
人化支援など当地域の農業課題の解決に
とって必要不可欠である。

61062 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 農業経営基盤
強化資金利子
補給事業

経常 農業経営基盤強化資金を借り入れた
農業者対し、利子補給補助金を交付
することにより、農業者の効率的か
つ安定的な農業経営を支援する。

制度資金の利子補給
農業経営基盤強化資金利子補給金

一般 631 認定農業者
数

878 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

61072 Ⅳ ➊ ② 農林部 農政課 奥州市被災農
業者緊急支援
事業

政策 令和２年12月14日からの大雪により
農業用施設等に大きな被害を受けた
市内農業者の農業経営の安定化を図
るため、農産物の生産に必要な施設
等の復旧を緊急的に支援する。

1　被災施設の復旧支援
　・被災した農産物の生産に必要な
施設（農業用パイプハウス、牛舎、
堆肥舎等）の修繕、再建、撤去、補
強に要する経費を支援
　・被災した農業用機械及び付帯施
設の修繕、再取得に要する経費を支
援
2　農業用パイプハウス等の被覆資
材撤去支援
　・ハウス用農ビフィルム等の農業
用廃プラスチックの処理等に要する
経費を支援

一般 121,900 認定農業者
数

878 人 A2 大雪による農業用施設等の被害に対する復
旧支援の補助、凍霜害や降雹害により被害
を受けた農作物への対策経費へ補助であ
り、事業は令和3年度終了するが有事の際
はこれからも必要な事業である。

61063 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 農業者育成資
金利子補給事
業

経常 農業協同組合による農業者育成資金
の融資に対し、市が利子補給を行
い、意欲のある農業者の設備投資等
を支援する。

農業協同組合の融資を受けた農業者
に対する利子補給

一般 20,000 認定農業者
数

878 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

61064 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 自然災害等対
策特別資金利
子補給事業

経常 冷害、台風、地震等自然災害により
被害を受けた農業者に対し、農業協
同組合が融資を行った場合に、利子
の助成を行うことにより災害復旧及
び農業経営の安定を図る。

農業協同組合による自然災害対策の
融資を受けた農業者に対する利子補
給

一般 317 融資件数 82 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

61020 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 産地づくり推
進事業

政策 奥州市における優良米・優良野菜等
の農産物を継続して生産・供給する
とともに、消費拡大を推進し、食料
自給率向上に向けた取り組みや高収
益作目の安定的な生産・供給、さら
なる産地拡大を推進するために、農
業協同組合等が実施する事業に対し
て補助実施するもの。

【米穀】生産調整に向けた転作作物
作付けや団地転作への誘導及び流
通・販売路の拡大推進事業、【野
菜】生産資材等供給事業及び安定生
産事業、【花き】優良種苗開発やオ
リジナル品種開発の支援と拡大支援
事業、【果樹】安定生産を行うため
の苗木助成事業、をＪＡ等と共同で
実施し、農業所得の安定・向上を図
るもの。

一般 7,345 両JAの水
稲・園芸関
係部会員数

2,688 人 A2 市内農産物の単収向上、安定生産、販路拡
大に寄与している。産地確立のためには
国・県補助事業が該当しない部分への市単
独支援は必要不可欠である。
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61005 Ⅳ ➊ ⑤ 農林部 農政課 グリーン・
ツーリズム推
進事業

政策 農村と都市との交流を図るため、体
験型教育旅行における農村生活体験
学習の受入にかかる取組みを推進す
るとともに、受入校との交流事業を
実施する。

・おうしゅうグリーン・ツーリズム
推進協議会事務局としての正職員、
会計年度任用職員の人的関与
・おうしゅうグリーン・ツーリズム
推進協議会への事業補助

一般 1,194 農村生活体
験受入者数

0 人 C2 新型コロナウイルスの影響による活動休止
が続いたことにより、地域ごとの支部活動
も低迷しており、現状ではコロナ前と同様
の活動が不可能となっている。R5以降の予
約がない中、今後もさらなる会員減少が想
定されるため、早期に協議会の運営方針を
決定する必要がある。

61006 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 経営体育成支
援事業

政策 農業の持続的発展を確保しつつ、国
民への食料の安定供給を図っていく
ため、意欲ある経営体、新規就農
者、集落営農組織等多様な経営体を
育成・確保する。

新規就農者、認定農業者、集落営農
組織等を対象として、農業用機械、
ハウス等のハード事業に対して助成
する。融資主体型補助、条件不利地
域型補助がある。また、被災した農
業者に対して施設等、現状回復に向
けての補助がある。

一般 8,252 事業採択件
数

3 件 A1 高性能機械等を導入することで、農産物の
単収向上や安定生産による経営発展に寄与
しており、産地確立のために事業の有効活
用は必要不可欠である。

61075 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 経営体育成支
援事業（雪
害）

政策 令和２年12月14日からの大雪により
農業用施設等に大きな被害を受けた
市内農業者の農業経営の安定化を図
るため、農産物の生産に必要な施設
等の復旧を緊急的に支援する。

被災施設の復旧支援
・被災した農産物の生産に必要な施
設（農業用パイプハウス、牛舎、堆
肥舎等）の修繕、再建、撤去、補強
に要する経費を支援
・被災した農業用機械及び付帯施設
の修繕、再取得に要する経費を支援

一般 258,297 採択件数 247 件 A2 大雪により農業用施設等に被害を受けた農
産物の生産に必要な施設等の復旧を緊急的
に支援する事業であり、事業は令和3年度
終了するが有事の際はこれからも必要な事
業である。

61017 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 地域農業マス
タープラン実
践支援事業

政策 地域農業のあり方及び集落における
農業の担い手を明確にする「地域農
業マスタープラン」の実現に向け、
園芸、畜産等の中心経営体の育成及
び確保並びに地域資源を活用した６
次産業化の取組を支援する。

担い手育成、産地拡大、雇用活用園
芸産地育成、６次産業化に必要な農
業機械・施設の整備を支援する。
補助率　県：対象事業費の1/3
市：対象事業費の1/6 （但し、一部
事業 県：1/5  市：1/10）

一般 10,602 認定農業者
数

878 人 A2 地域の中心経営体の規模拡大や、地域農業
をけん引するﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ経営体の育成など、
地域農業マスタープランの実現のために必
要な事業と評価する。

61008 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 機構集積協力
金交付事業

政策 農地の出し手に対する働きかけを強
化し、認定農業者等の地域の中心と
なる経営体への農地の集積・集約化
を推進する。

農地中間管理事業の活用を拡大する
ため、農地中間管理機構を通じて農
地集積・集約化に協力する者に対
し、協力金を交付することで、地域
農業マスタープランによる地域の中
心経営体への農地集積・集約化を推
進する。

一般 66,295 協力金交付
件数

157 件 B1 地域の農地の集積・集約の動機づけの一助
となっており、一定の効果を上げている。

61011 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 担い手育成対
策事業

政策 認定農業者、集落営農組織、新規就
農者等の技術習得研修、認定農業者
組織の活動を支援することで、農業
技術の向上と農業経営の改善を図
り、地域の担い手の育成確保を図
る。

・認定農業者協議会に対し、技術習
得等の活動に要する経費に補助す
る。

一般 452 認定農業者
数

878 人 B1 コロナ禍の影響もあり、情報共有や研修の
機会が減少したが、大型特殊免許の取得に
係る費用助成など、担い手の経営安定につ
ながる取組を展開しており、今後も継続実
施が必要である。

61012 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 農業経営基盤
強化促進対策
事業

政策 地域の農業従事者の高齢化及び後継
者不足が進む中、地域の担い手を育
成するため、農業に精通したマネー
ジャーを配置し、農業経営改善計画
の作成支援、農地の利用調整等を実
施することにより、地域の担い手の
育成確保することを目的とする。

・担い手の農地の利用調整（農地中
間管理事業業務含む）
・認定農業者の経営改善支援
・新規就農者の経営改善支援

一般 6,056 認定農業者
数

878 人 B2 担い手の農地の利用調整については、農地
中間管理事業以外に農業委員会で行う農地
法によるもの等もあることから、事務効率
化のために一部見直しの検討が必要。

61013 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 新規就農者支
援事業

政策 農業従事者の高齢化及び後継者不足
が進む中、地域の担い手を確保・育
成するため、新規就農者へ金銭的支
援を図る。

・農業次世代人材投資資金：青年の
就農意欲の喚起及び就農後の定着を
図るため、経営の不安定な就農初期
段階の青年就農者に対し、1人当た
り年150万円を最長５年給付する。

一般 40,452 新規就農者
数

42 人 A2 国・県の支援制度に則った事業であり、新
規就農者の確保・育成に効果を上げてお
り、継続実施が必要である。
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61014 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 農業マイス
ター事業

政策 農業を志し、信念ある優秀な新規就
農者を行政、関係機関、各生産部会
が一体となり育成する。

ＪＡ岩手ふるさと及びＪＡ岩手江刺
管内に就農予定の18～40歳程度の新
規就農希望者。１年あたり５名以内
を採用し、２年間の研修を実施す
る。
１年目：両農業協同組合の特別臨時
職員として採用。給与支給あり。先
進農家や試験研究機関等での研修を
実施。就農に向けてＪＡが資金等の
相談・支援を行う。２年目：就農。
ＪＡの指導員や部会の匠が専属サ
ポート。（３年目以降は自立経営者
となる。）

一般 96 新規就農者
数

42 人 A2 地域の農業を支える担い手不足が見込まれ
る中、技術習得や地域の農家との関係構築
に寄与しており、定着率も高いことから、
今後も継続実施が必要と考えられる。

61066 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 経営継承・発
展等支援事業

政策 農業者の一層の高齢化と減少が急速
に進むことが見込まれる中、将来に
わたって 地域の農地利用等を行う
経営体を確保する。

１【経営継承・発展支援】地域の中
心経営体等の後継者が、経営継承後
の経営発展に向けた取組に関する計
画を策定し、経営を継承した場合等
に国と市が一体となって支援するも
の。
２【推進事業】１の事業を推進する
にあたり、重要となる地域農業の将
来の設計図と位置付けられる「地域
農業マスタープラン」の実質化に向
けた取組を推進することにより、地
域農業の経営強化を図る。

一般 2,053 中心経営体
数

999 人 A2 地域の話し合いに基づき作成する「実質化
された人・農地プラン」について、令和３
年度をもって市内全ての地域で実質化が完
了した。

61050 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 岩手の水田農
業確立推進事
業

政策 需要に応じた米生産を行うため、地
域が一体となって米生産を円滑に推
進する。

【数量円滑化推進事業の後継事業】
平成30年産米から国による需給調整
が廃止されることに伴って、H29か
ら県補助金が切り替わったもの。行
政による生産数量目標の配分に頼ら
ずとも、行政と生産者等が一体と
なって需要に応じた米生産を行う仕
組みとすることで、安定した水田農
業経営に資する。

一般 13,237 地域ブラン
ド制度登録
件数

2 件 A2 需要に応じた米生産を行うことで、安定し
た水田経営を推進する必要がある。地域振
興作物への作物転換を促しながら、農家所
得向上に向けた取組みとして重要である。

61022 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 地域ブランド
推進事業

政策 農畜産物における地域ブランドを推
進するとともに関連団体の活動を支
援する。

農畜産物における地域ブランド「前
沢牛」「江刺りんご」などの生産拡
大及び販路拡大に向けた取り組みを
支援する。

一般 3,800 地域ブラン
ド制度登録
件数

2 件 A2 市ブランド農畜産物の安定生産及び品質維
持に寄与しているところであり、価値向
上、販路拡大において重要な役割を担って
いる。

61025 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 畜産総務費
（経常）

経常 畜産農家及び関係団体の取組みを通
じて、畜産振興を図る。

畜産の各種共進会等の副賞、業務に
係る旅費、消耗品、各種団体の負担
金及び会費
（いわて牛普及推進協議会負担金、
岩手県南家畜衛生推進協議会負担
金、胆江地区酪農ヘルパー利用組合
運営協議会負担金、岩手県畜産協会
会費）

一般 1,642 肉用牛飼養
頭数

9,670 頭 - ※経常経費に付き総合評価対象外

61026 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 畜産総務費
（政策）

政策 畜産関係の各種団体の取組みを通じ
て、畜産振興を図る

畜産関係団体に対する負担金及び補
助金（和牛改良推進事業負担金、家
畜改良共進会負担金、江刺畜産公社
阿原山牧野放牧互助会負担金、いわ
て奥州牛協会負担金、種山高原牧野
事業運営協議会負担金、県南地域へ
い獣処理協議会負担金、江刺畜産公
社育成指導事業補助金）【R3.6補
正】全国ヨーグルトサミットinいわ
て協賛金　100千円追加

一般 17,642 肉用牛飼養
頭数

9,670 頭 B1 各種団体への支援を通じ市の畜産振興に寄
与している。
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61028 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 県南和牛造成
対策事業

政策 和牛改良の基本である全国和牛登録
協会の育種制度に基づき、永続的に
集団育種事業を推進し、和牛の生産
改良増殖及び流通の合理化を図り、
広域的産地形成を期する。

県南和牛組合が行う育種改良事業等
に対しての負担金

一般 1,140 登録実績頭
数

3,943 頭 B1 永続的に集団育種事業を推進し、和牛の生
産改良増殖及び流通の合理化を図り、広域
的産地形成を行うため必要である。

61029 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 ブロイラー価
格安定対策事
業

政策 ブロイラーの市場価格が一定の価格
を下回った場合に、生産者に補てん
金を交付することにより、生産農家
の経営安定と計画的な生産を図る。

岩手県チキン協同組合が行うブロイ
ラー価格安定対策事業の補てん金の
積立金の一部を補助している。１羽
当たりの積立額は５円（毎年変動あ
り）となっており、市の負担区分は
岩手県ブロイラー価格安定対策事業
実施要領に基づき1/16となってい
る。

一般 1,128 ブロイラー
飼養農家数

11 戸 B1 ブロイラーの市場価格が低く、補てん金が
発動している状態のため、養鶏農家の経営
安定支援のため、今後も継続する必要があ
る。

61041 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 胆江地区肉用
牛青年担い手
育成事業

政策 規模拡大意欲の高い青年層の組織的
な取り組みや自主的な取り組みを通
じて、地域振興計画を策定・実施
し、胆江地域の肉用牛振興を図る。

胆江地域肉用牛青年担い手協議会の
負担金

一般 43 青年担い手
会員数

38 人 B1 協議会を通じた研修会等の参加機会を設
け、地域の担い手の育成に寄与している。

61030 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 畜産振興対策
事業

政策 管内一貫生産の推進、畜産農家の体
質強化及び産地の確立を図る。

農業協同組合等が事業主体となって
実施する酪農生産基盤強化支援事
業、優良乳用雌牛導入推進事業、放
牧推進事業に対して補助金を交付す
る。

一般 2,565 乳用牛飼養
頭数

750 頭 B1 飼養農家数が減少している中、頭数の減少
に歯止めがかかっている。また、管内一貫
生産を推進し、地域ブランドの確立と畜産
農業の経営安定を図るため必要な事業であ
る。

61033 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 安全・安心確
保緊急対策事
業

政策 原発事故に伴う放射性物質により汚
染された稲わらを一時保管庫（ビ
ニールハウス）を適正に管理保管す
る。

放射性物質により汚染された稲わら
の一時保管庫を国の指導に基づき適
正に管理し、国の処理方針が示され
処理するまで市が管理する。その
間、毎年、ビニールの破損箇所を修
繕する。令和２年の大雪への対応に
ついては、修繕の内容上、業務委託
により実施。

一般 3,347 一時保管庫
設置戸数

4 箇所 B1 国からの特定廃棄物の処理方針が出される
までは、粛々と現行の保管管理を継続す
る。

61049 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 奥州市肉用羊
産地拡大支援
事業

政策 耕作放棄地の解消、農業所得の向上
及び中山間地域等の振興を図るた
め、肉用羊の産地の拡大に資する。

新たに導入又は保留する羊の導入経
費を助成する。牧柵の整備に要する
経費を助成する。

一般 173 肉用羊飼養
頭数

104 頭 B1 肉用羊の産地拡大や中山間地域等の振興に
向けて必要な事業と思われる。

61032 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 地域農業マス
タープラン実
践支援事業
（畜産）

政策 認定農業者・生年農業者・集落営農
組織の経営基盤の強化、競争力の力
強い園芸・畜産等の産地形成などを
図る。

農業生産施設、設備整備に対する助
成を行う。

一般 12,194 肉用牛飼養
農家数

648 戸 A2 地域の中心となる経営体の環境整備を支援
することにより、十分な成果が発揮されて
いる。

61048 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 草地畜産基盤
整備事業（畜
産担い手型）

政策 公共牧場整備等を通じ、生産性が高
く経営体質の強い畜産担い手を育成
することにより、TPP等の国際情勢
の変化に対応しうる畜産主産地とし
ての強化を推進するものである。

農業生産施設、設備整備に対する助
成を行う。県農業公社が事業主体。
市内牧野並びに農家の草地造成整
備・畜舎堆肥舎等整備へのトンネル
補助を行う。

一般 456 肉用牛飼養
農家数

648 戸 A2 畜産農家の経営規模拡大の支援のため、必
要な事業と認める。

61067 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 牧野事業（経
常）

経常 市内公共牧野の運営により、畜産振
興を図る。

胆沢牧野運営委員会に係る報償費及
び旅費。
各牧野の土地借上料並びに急破修繕
とうに対応する。

一般 1,108 肉用牛飼養
頭数

9,670 頭 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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61034 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 牧野運営事業
（経常）

経常 肉用牛の周年預託体制により繁殖牛
飼養農家の規模拡大を促し、「省力
化」「コスト低減」を図る。
飼料用牧草の生産供給を大規模に行
うことにより、コスト低減・栄養価
の高い粗飼料の供給により、前沢
牛・奥州牛・江刺牛のブランド牛の
素牛の安定供給を図る。

岩手ふるさと農業協同組合を指定管
理者とし、放牧や採草などの管理運
営を行う。
また、放牧地で使用している水道の
水源を管理している駒ケ岳山麓雑用
水維持管理組合に対して、組合の運
営や水道の維持管理に係る負担金を
支払う。

一般 50,991 繁殖牛農家
の１戸当り
の飼養頭数

7.8 頭 - ※経常経費に付き総合評価対象外

61035 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 牧野整備事業 政策 肉用牛の周年預託体制により繁殖牛
飼養農家の規模拡大を促し、「省力
化」「コスト低減」を図る。
飼料用牧草の生産供給を大規模に行
うことにより、コスト低減・栄養価
の高い粗飼料の供給により、前沢
牛・奥州牛・江刺牛のブランド牛の
素牛の安定供給を図る。

胆沢牧野の施設（S48事業開始）の
修繕及び放牧事業や採草事業用の作
業機の計画的な更新を行う。
草地更新用資材H30～R3（消耗品
費）、畜舎修繕R3～（施設等修繕
料）、農業用機械更新H29～R5（備
品購入費）
阿原山牧場の草地の計画的な更新を
行う。（R3～）

一般 9,746 繁殖牛農家
の１戸当り
の飼養頭数

7.8 頭 A2 適正に事業が執行されており、必要な事業
と思われる。なお、収支状況や牧野整備計
画を踏まえた適正な利用者負担について、
引き続き検討していく必要がある。

61069 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 水産業振興費 政策 胆江地区河川の淡水魚の放流及び増
殖事業により内水面漁業資源の増殖
を行うとともに、川の清掃作業、調
査を行い生態系確保を図る。

漁協が行う淡水魚の繁殖保護及び河
川清流化運動の推進を図るために行
う事業に対し事業費の一部補助す
る。

一般 471 放流量 450 kg B1 適正に事業は施行されており、必要な事業
ではあるが組合員数や放流稚魚の減少がみ
られる。

61076 Ⅳ ➊ ① 農林部 農政課 農家経営緊急
対策特別資金
利子補給事業

経常 令和３年産米の米価下落により農業
所得が減少した農業者に対し、融資
機関が貸付ける米価下落対策緊急特
別融資資金に対し利子補給補助を行
うことにより農業経営の維持安定に
資する

　令和３年の米価下落により資金繰
りが困難となる農家に対し、岩手ふ
るさと農協及び岩手江刺農協が融資
する特別資金の利子の一部を補助す
るもの。

一般 3 特別資金新
規借入者

31 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

64001 Ⅳ ➊ ⑥ 農林部 農政課 ６次産業化・
地産地消推進
事業

政策 人口減少や高齢化等の進行が著しい
本市において、地域外の人材を積極
的に誘致し、地域の課題解決及び活
性化を図るため、設置している地域
おこし協力隊の活動に対する支援。

①地域おこし協力隊住宅費補助金
②地域おこし協力隊「食の黄金文
化。奥州輝かせ隊」謝金等
③研修等に伴う費用弁償

一般 5,559 市産農畜産
物を使った
新商品開発
件数

8 延べ
件数

B2 地域おこし協力隊が行う業務やサポート体
制を見直す。

64002 Ⅳ ➊ ⑥ 農林部 農政課 ６次産業化・
地産地消推進
事業（６次産
業化分）

政策 市内農林畜産業者の６次産業化を進
めるとともに、農林畜産業者、食品
加工業者、小売業者等による異業種
連携を推進することにより、地域の
農林畜産物等を活かした地域一体的
な産業振興を図り、市内生産者・企
業の所得向上を図る。

①６次産業化に取り組む農業者・事
業者等への支援（奥州６次産業化推
進事業）
②市・JA・商工会議所・観光物産協
会などで組織した市６次産業化・地
産地消推進協議会による事業運営

一般 1,178 市産農畜産
物を使った
新商品開発
件数

8 延べ
件数

A2 利用しやすい補助金内容を検討する。

64003 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 学校給食地産
地消推進事業

政策 学校給食において、安心・安全な地
場農畜産物の提供により地産地消を
推進するとともに、学校給食におけ
る地場農畜産物の利用拡大を図る。

地元産の特別栽培米「ひとめぼれ」
の提供に伴う単価の差額を助成する
ほか、米粉活用商品、ドリンクヨー
グルト、りんごジュース等を学校給
食に提供する。

一般 2,339 学校給食に
おける地場
農畜産物使
用率(固定
品目)

41.6 ％ B2 米の差額が無くなったことから、R4年度で
事業を休止する。
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64004 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農政課 ６次産業化・
地産地消推進
事業（地産地
消分）

政策 今後はさらに市民一人ひとりが、農
業と農村の果たしている役割、食生
活の重要性を再認識し、市、生産
者、事業者、市民がそれぞれ役割を
担いながら地産地消を推進していく
ことで、農業の振興と、食の安全安
心を基盤とした食文化の継承を図
る。

①料理コンクール、おやつフェス
ティバル、奥州っ子給食などの事業
の推進
②食の黄金文化・奥州に係る情報発
信や首都圏での農畜産物の販売会の
実施
③市・JA・商工会議所・観光物産協
会などで組織した市６次産業化・地
産地消推進協議会による事業運営

一般 3,469 食の黄金店
認定数

7 店 B1 新商品開発や継続的売上につながらないた
め、おやつフェスティバルや料理コンクー
ルは令和４年度に廃止する。

62038 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

森林・山村多
面的機能発揮
対策交付金事
業

政策 森林の有する多面的機能を発揮させ
るため、活動組織が実施する里山林
などの保全管理や山村活性化の取組
を支援するもの。

地域住民が森林所有者等と協力して
実施する里山林を始めとする森林の
保全管理及び山村地域の活性化に資
する取組の促進を図るため、いわて
里山再生地域協議会に所属する団体
が事業を行う場合に要する経費に対
し、予算の範囲内で奥州市補助金交
付規則に基づき補助金を交付する。

一般 59 対象森林面
積

2 ha B1 森林の有する多面的機能が発揮されるよう
活動組織が実施する里山林などの保全管理
や山村活性化の取組を支援するものであ
り、市として継続的に行っていく必要があ
る。

62050 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

市有林整備事
業

経常 市有林の整備促進 市有林の適切な整備を行い、保育管
理につなげるため、下刈、伐採など
を行う作業員賃金及び整備市有林に
対する森林国営保険料。

一般 2,389 市有林売払
面積

250.12 ha - ※経常経費に付き総合評価対象外

62052 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

森林環境譲与
税基金積立事
業

政策 森林環境税及び森林環境譲与税に関
する法律の施行に伴い、継続的に森
林経営管理事業をはじめとした林業
の成長産業化と森林資源の適切な管
理の両立、木材利用促進の普及啓発
等を通じ、森林環境保全に対する理
解の醸成を図る事業に継続的、計画
的に取り組むため、基金に積み立て
を行うもの。

市へ譲与される森林環境譲与税を、
「森林環境譲与税基金」に積立を行
い、当該基金を充当し森林経営管理
事業に取り組むもの。

一般 48,367 意向調査実
施地区

1 箇所 B1 林業の成長化と森林資源を適切に管理する
ためには必要な措置である。

62039 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

森林経営管理
事業

政策 森林環境譲与税を財源として、今年
度施行された「森林経営管理法」に
基づき、林業の成長産業化と森林資
源の適切な管理の両立を図るほか、
木材利用促進の普及啓発等を通じ、
森林環境保全に対する理解の醸成を
図る。

森林所有者への意向調査、森林経営
計画策定に係る境界確認等による市
内森林の現状把握、私有林における
間伐等森林整備、木材利用の促進、
普及啓発等
※元年度は林業総務費（政策）で対
応、２年度から中事業「森林経営管
理事業」を設定

一般 15,966 意向調査実
施地区

1 箇所 B1 林業の成長化と森林資源の適切な管理を
図っていくために必要である。

62040 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

林業成長産業
化総合対策事
業

政策 意欲と能力のある林業経営体に森林
の経営・管理を集積・集約化すると
ともに、川上から川下までの連携に
よる生産・加工・流通コストの一体
的な削減を図るべく必要な支援を行
う。

林業経営体による機械導入に対し、
その導入費用の一部について支援を
行う。
（R3：林業ハーベスタ１台の導入）

一般 10,000 素材生産量 10,604 ㎥ A2 林業経営体支援として実施が必要と考え
る。

62001 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

農道維持管理
事業（経常）

経常 農業生産に必要な農道の維持補修を
行うもの。

農道修繕、除草、補修用資材 一般 507 処理件数
（維持管理
課）

21 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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62002 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

排水機場維持
管理事業

経常 農地や農業用施設の湛水被害を防止
するもの。

12排水機場の保守点検、施設管理委
託、施設修繕等を行う。(三照・宝
禄・中島・古川・力石・鍋倉・窪
田・上島・二渡・生母・天王谷起・
大桜)主な修繕内容:各ポンプ(メイ
ンポンプ除く)分解整備・屋外重油
タンク内部FRPライニング・施設配
水管交換・自家発電バッテリー交
換・施設バルブ類交換・受電盤電池
交換・照明・門扉・水位計交換ほか

一般 16,921 管理排水機
場数

12 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

62003 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

用排水路維持
管理事業

経常 国営事業で整備された排水路を適切
に維持管理するもの。（対象9路
線）

草刈り、堆積した土砂の浚渫等 一般 870 管理対象水
路

9 路線 - ※経常経費に付き総合評価対象外

62004 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

県営防災ダム
管理事業

経常 県営事業で整備された衣川防災ダム
群（1号～5号）について維持管理す
るもの。

ダム管理（施設点検・操作等）、草
刈り等

一般 42,173 管理数 5 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

62005 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

生態系・環境
保全ため池維
持管理事業
（経常）

経常 国営土地改良事業で整備された農業
用水利施設、ため池を多面的機能の
維持増進を図り適切に維持管理する
もの。

除草（ため池１３箇所、小区画水田
１箇所、ため池用パイプライン1箇
所、都市農村交流拠点施設1箇所、
市有地除草）

一般 2,056 管理箇所数 16 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

62006 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

水と土保全基
金積立事業

政策 農地や土地改良施設の有する多面的
機能の良好な発揮と、地域住民活動
の活性化を図るため地域住民活動を
推進する人材の育成、施設や農地の
利活用及び保全整備事業に対する支
援を行うため、基金に積み立てを行
う。

基金の積立 一般 42 基盤整備率 51 ％ B1 農地等の多面的機能を発掘するため、必要
な措置である。

62007 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

土地改良事業 政策 農業・農村が有する多面的機能の維
持増進に向け、土地改良事業で整備
された農業用水利施設等を適正に維
持管理するもの。

維持管理を行うため地域住民と協働
で行い必要な経費を負担する。
（北大堰清掃事業、水環境施設維持
管理事業)
河川氾濫防減災工事実施（支障物撤
去、施設改修）

一般 38,715 基盤整備率 51 ％ B1 適切に維持管理が行われた。なお、協働作
業については、検討を行う必要がある。

62008 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

ふるさと・水
と土保全対策
事業

政策 地域の土地改良施設(市有地)におい
て、地域住民の主体的な維持管理体
制を構築するため、地域住民活動を
推進する人材の育成及び生態系保全
活動に対する支援を行うもの。

ふるさと水と土保全対策事業によ
り、地域と岩手大学が連携し、「内
田ため池及び周辺水路」を核とし
て、農村の活性化を図ることを目的
に、保全管理や生き物調査などの取
り組みを実施

一般 402 田んぼの学
校活動回数

10 回 B1 農村の活性化を図るため、必要な事業であ
る。
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62009 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

国営造成施設
管理体制整備
促進等事業

政策 【基幹水利施設管理事業負担金】国
営造成施設の適正な維持管理に資す
るため胆沢平野土地改良区に対し維
持管理費を補助するもの。【国営造
成施設管理体制整備促進事業負担
金】国営胆沢平野農業水利事業及び
国営かんがい排水事業猿ｹ石用水地
区で整備された施設に対し、推進活
動費と強化支援費について国のガイ
ドラインに基づき負担するもの。

【基幹水利施設管理事業負担金】：
若柳頭首工・寿安幹線用水路・寿安
下堰用水路・茂井羅幹線用水路(負
担割合)国30県30市10(面積割合
97.82%)改良区30、【国営造成施設
管理体制整備促進事業負担金】：国
営胆沢平野農業水利事業及び国営か
んがい排水事業猿ｹ石用水地区にお
いて整備された施設(負担割合)国50
県25市25(面積割合胆沢97.82％・猿
ｹ石77.02％)

一般 12,641 期間水利施
設管理事業
対象施設

15 施設 A2 国のガイドラインに基づき適切に執行し
た。

62010 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

団体営土地改
良事業（政
策）

政策 農業・農村が有する多面的機能の維
持増進に向け、土地改良区が維持管
理を行う基盤整備未整備地区の小規
模用排水路の整備に係る費用の一部
を負担するもの。

（小規模用排水路維持管理事業補助
金）胆沢平野土地改良区、北上川東
部土地改良区、衣川土地改良区及び
猿ｹ石土地改良区において、ほ場整
備未整備地区の水路機能を適切に維
持管理するため、その水路整備に係
る補助金を交付するもの。令和２年
度より、猿ｹ石土地改良区を加えて
枠組みを４改良区として実施する。

一般 15,367 基盤整備率 51 ％ A2 用排水の施設整備が計画的に行われた。

62011 Ⅳ ➊ ① 農林部 農地林
務課

県営農業農村
整備計画調査
事業

政策 土地改良事業の新規採択に向け、地
域の現状把握、営農方針(整備計
画・営農計画の策定)、技術的・経
済的妥当性について計画策定を行う
もの。

【調査計画地区】
基盤整備（石田南・南下幅南部、五
位塚、上野原第一、上野原第二、上
野原第三、赤生津）
ため池（庚申ため池、白銀沢堤）

一般 9,112 調査計画地
区数

8 箇所 A2 計画通りに目標を達成しており、必要な事
業と認める。

62013 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

県営土地改良
事業（江刺）

政策 営農の効率化と低コスト生産を促進
するため、水田を大区画ほ場に整備
するもの。

【地区】次丸、上小田代ぶどう沢、
梁川西部、角川原、増沢西部、下横
瀬、鴨沢、玉里中堰

一般 12,926 基盤整備率 51 ％ A2 営農継続のため、必要な事業である。

62014 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

県営土地改良
事業（奥州）

政策 営農の効率化と低コスト生産を促進
するため、水田を大区画ほ場に整備
するもの。
防災減災事業によりため池や幹線水
路の修繕等を行うもの。

土地改良事業における国のガイドラ
インに基づく負担金及び補助金

一般 565,800 基盤整備率 51 ％ A2 営農継続のため、必要な事業である。

62015 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

基幹水利施設
ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
事業

政策 農業水利施設の機能を維持・保全す
るため、施設の機能診断と併せ必要
な対策工事を実施するもの。

排水機場12箇所(三照、宝禄、中
島、古川、力石、鍋倉、窪田、上
島、二渡、生母、天王谷起、大桜)
改良区施設(江刺幹線用水路、束稲
１号・２号幹線、束稲揚水機場外)

一般 35,550 施設管理箇
所

3 箇所 A2 農業水利施設の機能を維持・保全するた
め、必要な事業である。

62016 Ⅳ ➊ ① 農林部 農地林
務課

土地利用調整
事業

政策 県営経営体育成基盤整備事業の実施
地区において、担い手への農用地の
利用集積を図るもの。

基盤整備地域内における土地利用調
整活動及び関連業務推進への補助
1.関係農家意向調査、2.換地による
農用地集団化調整、農地流動化につ
いて関係機関との調整、4.生産組織
の育成強化、5.農業機械利用調整、
6.集落営農組織の法人化等

一般 4,696 土地利用調
整地区数

23 箇所 A2 担い手への農用地の利用集積に必要な事業
である。
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62019 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

市有林造林事
業

政策 市の財産である市有林を適正に保育
管理するため、植栽、下刈、枝打
ち、除間伐等各種施業を計画的に実
施する。

市有林の適正な保育管理を行う。各
森林の機能に応じて、各種計画に基
づき事業を実施する。
・下刈、枝打ち、除間伐等各種施行
の計画的な実施　・作業道等林内施
設の整備　・境界線並びに防火線の
刈払い等の実施

一般 8,129 市有林売払
面積

250.12 ha B1 市の財産である市有林の適正な保育管理は
市の責務であり、今後も永続的に管理を続
ける必要がある。

62020 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

森林病害虫等
防除対策事業

政策 松くい虫被害の拡大防止を図り、健
全なアカマツ林を保全するため、被
害木の伐倒処理を行うとともに必要
な箇所については予防措置を講じ
る。奥州市森林整備計画に基づき、
被害の拡大を防止し、健全な森林の
育成を図る。

アカマツ林における松くい虫被害エ
リアの拡大防止を図るため、重要松
林及び監視帯内の重点駆除並びに被
害木のくん蒸処理を実施する。ま
た、被害拡大防止のため、薬剤散布
による予防措置を実施する。

一般 8,309 森林病害虫
予防実施面
積

8.5 ha B1 松くい虫被害の拡大防止を図り、健全なア
カマツ林を保全するため事業を行ってきた
が、被害は拡大を続けており、守るべき松
林の選択等を行う必要が出てきている。

62021 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

造林促進事業 政策 森林の有する多面的機能を発揮する
ため、県の森林整備事業により実施
する人工造林、天然林改良、復旧造
林、育林及び森林整備に要する経費
に対して嵩上げ補助を行い、森林所
有者の負担軽減を図る。

県の森林整備事業により実施する人
工造林、天然林改良、復旧造林、育
林及び森林整備に要する経費に対し
て奥州市林業振興事業費補助金交付
要領に基づき補助を行う。補助額
は、当該事業に要する経費で、岩手
県により査定された経費の1/10以内
の額。（※R3は計画予算の範囲内を
上限とし運用に改め、R4からR3当初
５%減）

一般 2,685 対象森林面
積

39.39 ha B1 森林の有する多面的機能を発揮するため、
適切な時期に維持管理を行うことは必要で
あるため、県が行う森林整備事業に要する
経費に嵩上げ補助を行うことは、事業促進
のために必要である。

62023 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

林道維持管理
事業

経常 効果的な林業経営、森林の適正な維
持管理を進めるため、林道の点検、
整備等を実施し維持管理を行う。

林道の維持管理 一般 7,935 林道作業道
延長

190,992 m - ※経常経費に付き総合評価対象外

62024 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

広葉樹林再生
実証事業

政策 放射性物質の影響により、きのこ原
木等の生産が停滞している広葉樹林
を伐採し、安全な原木を生産する広
葉樹林の再生を図る。

・生産が停滞している広葉樹林の伐
採及び作業道の作設
・森林の空間線量率、土壌、原木、
放射性物質調査及び取りまとめ

一般 798 伐採面積 0 ha B1 福島第一原発事故による放射性物質の影響
からの広葉樹林の再生が目的であり、全て
の場所で影響がなくなるまで、市が主体的
に取り組みを継続する必要がある。

62025 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

農地防災事業
（ため池ハ
ザードマップ
作製業務）

政策 ため池の防減災を行い生命と財産を
守る

防災重点農業用ため池のハザード
マップ、防減災工事

一般 9,247 ハザード
マップ作成

5 箇所 A2 計画通りに目標を達成しており、必要な事
業と認める。

62026 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

林業総務費
（政策）

政策 市内の緑化及び林業の振興に寄与す
る事を目的としている、奥州市緑化
振興協議会への事業補助。

緑の募金活動、親子森林体験教室実
施、緑を愛する植木と盆栽まつり主
催など。

一般 42 緑の募金 3,348,075 円 B1 市内の緑化及び林業の振興を図るため、必
要な事業である。

62041 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

林業総務費
（経常）

経常 市有林の保護育成を図るため、市有
林看守員が随時市有林を巡視し、火
災、盗伐、害虫の予防防止に努める
もの。

看守員に区域を定め、月１回の巡
視。また、台風、大雨等発生時にお
ける巡回の実施。

一般 10,350 森林整備実
施面積

222 ha - ※経常経費に付き総合評価対象外

62027 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

特用林産施設
体制整備事業

政策 ・きのこ生産の維持・増進を図るた
め、きのこ原木等の生産資材の導入
及び特用林産施設の整備を支援す
る。
・農家の所得向上支援作物として、
将来的に畑わさびの栽培を進める可
能性を探るため、試験的に畑わさび
栽培を実施する。

・生産資材（きのこ原木、オガ粉）
の導入、特用林産施設の整備
・林間における畑わさびの試験栽培

一般 1,048 森林整備実
施面積

222 ha B1 福島第一原発事故による放射性物質の影響
からの特用林産施設の再生のため市として
主体的に取り組む必要がある。
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62028 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

胆沢ふるさと
の森整備事業

政策 昭和60年に旧胆沢町が、合併30周年
記念事業として、旧胆沢町出身者に
ふるさとの地へ自分の森を持ち、旧
胆沢町と共同で森林経営に参画して
いただくために、当基金を創設し、
7.55haを整備した。本ふるさとの森
を適切に管理するための基金。

ふるさとの森及び基金の管理 一般 5 胆沢ふるさ
との森通信
発行

1 回 B1 事業完了（伐採・売払い）まで管理を続け
ていく必要がある。

62029 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

農地農業用施
設災害復旧事
業（単独）

政策 台風や豪雨により被災した農業施設
（農地、農道等）を復旧するもの。

農地小災害復旧事業、農業用施設小
災害復旧事業、単独災害復旧事業

一般 83,910 災害復旧工
事(小災害
等)件数

106 件 A2 被災した農業施設の復旧に必要な事業であ
る。

62044 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

農地農業用施
設災害復旧事
業（補助）

政策 台風や豪雨により被災した農業施設
（農地、農道等）を復旧するもの。

令和2年7月11日～12日、7月27日～
28日発生豪雨災害の国庫補助災害14
件

一般 22,613 災害復旧工
事(国庫補
助)件数

10 件 A2 被災した農業施設の復旧に必要な事業であ
る。

62031 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

鉱害災害復旧
事業

政策 過去において亜炭採掘時に利用して
いた坑道が陥没したものを復旧する
もので、100%補助である。

坑道復旧工事 一般 3,054 陥没復旧箇
所

7 箇所 A2 亜炭による被災農地の復旧に必要な事業で
ある。

62034 Ⅳ ➊ ④ 農林部 農地林
務課

鳥獣被害防止
総合支援事業

政策 鳥獣による農林水産業等における被
害が深刻な状況にあることから、被
害防止のため総合的かつ効果的な施
策を推進するもの。

本市に生息する鳥獣による農林業被
害を抑止し、もって地域の農林業経
営の安定向上に寄与することを目的
として設立された奥州市鳥獣被害防
止総合対策協議会（平成24年６月11
日設立）が実施する事業、及び国等
の交付金事業の補助残を補助するも
の。

一般 2,249 電気柵整備 48 ㎞ B1 国県の方針に基づき市の計画を作成し、電
気牧柵設置補助や担い手確保対策補助によ
り対策を被害防止や実施隊の確保に努め
た。しかしながら、ニホンジカやイノシシ
の生息域拡大や生息数の増加により農作物
や農地への被害が拡大していることから、
更なる対策の拡充が必要となっている。

62012 Ⅳ ➊ ④ 農林部 農地林
務課

多面的機能支
払対策事業

政策 農業農村の有する多面的機能の維
持・発揮を図るため、地域の共同活
動に係る支援を行い、地域資源の適
切な保全管理を推進するもの。

「水路の泥上げや農道の砂利補充等
の基礎的保全活動」や、水路、農道
等の軽微な補修や植栽による景観形
成等による農村環境の良好な保全と
いった「地域資源の質的向上を図る
共同活動」、「農業用施設の長寿命
化」に取り組む組織に対し補助を行
う。（交付割合、国50%、県25%、市
25%）

一般 840,264 取組面積 14,341 ha A2 農業振興地域の農業生産活動における地域
の共同活動、地域資源の適切な保全、農業
用施設の長寿命化の活動に貢献しており、
中山間地域等直接支払交付金と並び農業活
動等に関連した取組みを推進していくうえ
でも必要不可欠な事業である。

62032 Ⅳ ➊ ④ 農林部 農地林
務課

中山間地域等
直接支払事業

政策 農業生産条件が不利な状況における
中山間地域等における農業生産の維
持を図りながら、多面的機能を確保
すること。

「農業生産活動」及び「多面的機能
増進活動」を行う市と協定を締結し
た組織等に対し補助を行う。（交付
割合、国50％、県25％、市25％）

一般 983,683 取組面積 5,730 ha A2 中山間地域における農業生産活動の維持、
生産条件の不利の是正、地域コミュニティ
の維持等に貢献しており、各地域の特性を
活かした農業活動等に関連した取組みを推
進していくうえでも必要不可欠な事業であ
る。

62033 Ⅳ ➊ ④ 農林部 農地林
務課

環境保全型農
業直接支払事
業

政策 農業が有する多面的機能である地球
温暖化防止や生物多様性保全に積極
的に貢献していくため、より環境保
全に効果の高い営農活動の普及増進
を図る。

「化学肥料及び化学合成農薬の使用
を地域の慣行から原則として５割以
上低減する取組」と合わせて行う
「地球温暖化防止や生物多様性保全
に効果の高い営農活動を行う」組織
に対し補助を行う。（交付割合、国
50％、県25％、市25％）

一般 58,913 取組面積 1,378 ha A2 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果が
ある取組みへの支援であり、農業分野の環
境負荷低減と国際水準GAPの取組みによ
り、より良い農業を実践することに繋がっ
ていることに加え、SDGsの達成に向け必要
不可欠な事業である。
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62046 Ⅳ ➊ ③ 農林部 農地林
務課

農業総務費
（政策）

政策 束稲山麓地域の農業システムの世界
農業遺産及び日本農業遺産の認定、
及び地域の活性化を図る。

世界農業遺産認定推進協議会の負担
金

一般 445 世界農業遺
産認定に向
けた会議、
調査等の取
り組み数

20 回 B1 一関市、平泉町、県南広域振興局を中心
に、関係団体で取組みを進めているもの
で、令和４年度に再々申請し、審査中と
なっていることから、継続して取組む必要
がある。

62047 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

団体営土地改
良事業（経
常）

経常 農業・農村が有する多面的機能の維
持増進に向け、土地改良区が維持管
理を行う基盤整備未整備地区の小規
模用排水路の整備に係る費用の一部
を負担するもの。

農業用用排水施設整備事業負担金
（団体営事業負担金）

一般 2,039 負担金の額 2,039 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

62048 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

県営土地改良
事業（経常）

経常 営農の効率化と低コスト生産を促進
するため、水田を大区画ほ場に整備
するもの。

県営ほ場整備事業高倉地区道路工事
費負担金（県営土地改良事業負担
金）

一般 779 負担金の額 779 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

62049 Ⅳ ➊ ② 農林部 農地林
務課

活性化施設等
管理運営事業
（経常）

経常 農業の振興、生活基盤の総合的整
備、定住と交流の環境の改善及び地
域コミュニティーの活性化を図る。

指定管理を行っている施設の運営費
用

一般 898 農業農村整
備施設

5 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

62053 Ⅳ ➊ ⑦ 農林部 農地林
務課

造林基金積立
事業

政策 今後増嵩が見込まれる森林管理造林
事業関連経費に充てるため、基金を
設置し、立木売払収入の内、当該年
度分の森林管理・造林等事業経費へ
の充当残を基金として積立する。

市で売払いをした分のほか、官公造
林、県行造林等で市へ配分される立
木売払収入を、「市有林造林基金
（仮称）」に積立を行い、当該基金
を充当し森林経営管理事業に取り組
むもの。

一般 28,200 市有林売払
面積

250.12 ha A2 市の財産である市有林の適正な保育管理は
市の責務であり、今後も永続的に管理を続
ける必要がある。

62035 Ⅳ ➊ ④ 農林部 農地林
務課

いわて中山間
地域いきいき
暮らし活動支
援事業

政策 条件不利な中山間地域において、多
様なスタイルでいきいきと暮らせる
地域を目指し、地域のアイディアを
活かした活性化の取組を支援するも
の。

中山間地域の集落であって、地域ビ
ジョンを策定した集落が実施する農
畜産物の加工、少量多品目生産、集
落サポート、交流活動等の取組に必
要な経費等を支援。（平成28年度創
設：県単事業）
県費1/2以内（補助上限：750千円）

一般 750 集落協定数 197 件 B1 要望があった事業については県に申請し採
択されたものの、事業自体の周知不足が
あった。

63001 Ⅳ ➊ ① 農業委
員会

農業委
員会
事務局

農業委員会費 経常 農業生産力の増進及び農業経営の合
理化を図り、農業の健全な発展に寄
与する

農業委員会等に関する法律第６条に
規定する農業委員会所掌事項の運営

一般 41,857 委員活動件
数

2054 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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