
分類 分類

A1 A2

B1 B2

C1 C2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

16
17

24 26 27 28

11020 Ⅴ ➍ ① 総務企
画部

政策企
画課

コミュニティ
バス運行事業

政策 公共交通空白地帯の解消と高齢者等
交通弱者の日常生活の移動手段を確
保し、市民福祉の増進を図る。

水沢コミュニティバス、前沢バス
（デマンド型）、衣川コミュニティ
バスの運行
他のバス事業の動向と連携しなが
ら、公共交通空白地を解消するため
の輸送手段の検討、実施。

一般 73,439 コミュニ
ティバス利
用者数

67,473 人 B2 交通弱者の移動手段を確保する上で必要な
事業であるが、バス利用者の減少に伴う財
政負担の増加やバス事業者の運転士不足
等、地域公共交通を取り巻く環境が急速に
変化しており、令和２年２月に策定した第
３次バス交通計画に基づく抜本的な見直し
をする必要がある。

11021 Ⅴ ➍ ① 総務企
画部

政策企
画課

交通運輸対策
事業（政策）

政策 廃止された民間バス路線を維持し、
住民の日常生活の移動手段の確保を
図り、市民福祉の増進を図る。

生活バス路線廃止に伴う代替バスと
広域生活路線バスの運行補助によ
り、市民の移動手段の確保を図る。
生活交通路線維持費補助金：生母
線、胆沢水沢線
代替運行補助金：水沢江刺駅線、正
法寺線

一般 29,387 広域生活路
線バス、廃
止路線代替
バス利用者
数

37,031 人 B2 交通弱者の移動手段を確保する上で必要な
事業であるが、バス利用者の減少に伴う財
政負担の増加やバス事業者の運転士不足
等、地域公共交通を取り巻く環境が急速に
変化しており、令和２年２月に策定した第
３次バス交通計画に基づく抜本的な見直し
をする必要がある。

11022 Ⅴ ➍ ① 総務企
画部

政策企
画課

交通運輸対策
事業

経常 地域公共交通会議は、関係機関、利
用者、事業者が委員となり、道路運
送法に基づく運行体系や運賃水準の
協議や、地域における公共交通サー
ビスのあり方を検討する。江刺ター
ミナルプラザは、市観光物産協会へ
の指定管理により、バス利用者の利
便性の向上、交流人口の拡大及び観
光物産の振興等、適切なサービスの
提供を図る。

地域公共交通会議の開催
江刺ターミナルプラザの指定管理

一般 14,782 コミュニ
ティバス利
用者数

67,473 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

11023 Ⅴ ➍ ① 総務企
画部

政策企
画課

江刺バス運営
事業特別会計
繰出金

経常 市営バスの安定的な事業運営を図る 江刺地域内を運行するバス事業特別
会計への繰出金

一般 107,066 市営バス利
用者

32,204 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

11025 Ⅴ ➍ ① 総務企
画部

政策企
画課

地区内交通運
行事業

政策 第３次バス交通計画に基づき、幹
線、支線まで接続する公共交通体系
を確立し、運行事業主体を支援して
いくことにより、長期的で持続可能
な公共交通を実現し、市民福祉の増
進を図る。

地区内交通に対する補助制度の実施 一般 7,582 コミュニ
ティバス利
用者数

67,473 人 A2 移動手段を持たない市民に対し必要十分な
サービス提供ができるよう配慮し事業を展
開している。コミュニティバスの運行の最
適化による経費抑制の効果を早期に実現す
るため、対象地域において計画に沿った事
業開始が求められる。

11026 Ⅴ ➍ ① 総務企
画部

政策企
画課

【総合戦略】
バス交通計画
推進事業

政策 令和２年２月に策定した第３次バス
交通計画に基づき、再編後のネット
ワークが有機的に機能するよう利用
促進事業、利用環境改善事業を強力
に推進していくことにより、長期的
で持続可能な公共交通を実現し、市
民福祉の増進を図る。

・バスの乗り方教室、公共交通を考
えるシンポジウムの開催
・公共交通マップの作成、主要拠点
へのデジタルサイネージの配置等

一般 78 コミュニ
ティバス利
用者数

67,473 人 C1 第３次奥州市バス交通計画に掲げる基本方
針「分かりやすくだれもが安心して利用し
やすい公共交通の環境整備（利用促進活動
の充実）」を推進するために必要な事業で
あるが、新型コロナウイルス感染症の影響
を受け、シンポジウム等の開催ができな
かった。

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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T11002 Ⅴ ➍ ① 総務企
画部

政策企
画課

市営バス運行
事業

経常 高齢者等交通弱者の日常生活の移動
手段を確保し、市民福祉の増進を図
る。

江刺地域内の交通空白地帯の解消及
び交通弱者の移動手段の確保を図る
ため、江刺バスセンターを発着点と
して、地域内各地と江刺中心部を結
ぶ路線バス11路線を運行している。

バス事
業特別
会計

116,499 市営バス利
用者

32,204 人 B2 交通弱者の移動手段を確保する上で必要な
事業であるが、バス利用者の減少に伴う財
政負担の増加やバス事業者の運転士不足
等、地域公共交通を取り巻く環境が急速に
変化しており、令和２年２月に策定した第
３次バス交通計画に基づく抜本的な見直し
をする必要がある。

41001 Ⅴ ➋ ② 市民環
境部

市民課 市民相談事務
費

経常 消費生活・日常生活に関する様々な
相談や問い合わせに助言や支援を行
い、市民生活の安定を図るため

消費生活相談員による消費生活相
談・市民相談の実施、岩手弁護士会
との委託契約による無料法律相談の
実施等
出前講座や地元メディア（奥州FM,
水沢テレビ）を活用した消費者被害
防止啓発活動の実施
高齢者等を対象とした消費者教育の
実施に係る消耗品等の購入

一般 8,711 相談の件数 1,392 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

41002 Ⅴ ➋ ② 市民環
境部

市民課 食の安心・安
全確保事業

政策 検査機器を利用して、学校給食食材
や自家農産物等の放射性物質を検査
し、市民の食の安心・安全を確保す
るため。

国、国民生活センターから貸与され
ている放射性物質検査機器を利用し
て、学校給食用食材や自家農産物等
の放射性物質の検査を行う。

一般 329 放射線量測
定件数

445 件 B1 放射性物質汚染対処特措法に基づく、汚染
状況重点調査区域に指定されていることか
ら継続して実施しているが、基準値を超え
る数値がほとんど検出されておらず、終了
時期を見極める必要がある。

41003 Ⅴ ➋ ② 市民環
境部

市民課 消費者救済資
金貸付事業

政策 債務整理資金と生活再建資金を金融
機関に預託し、消費者信用生活協同
組合が貸付を行って、市民の多重債
務の整理促進と、銀行等から借入が
できない市民の生活再建を図ること
を目的とする。

消費者信用生活協同組合が行う消費
者救済資金貸付事業と生活再建資金
貸付事業の円滑化のために、金融機
関に貸付原資を預託する。

一般 21,000 貸付残件数 41 件 A2 多重債務により、金融機関の借り入れがで
きない方が一定数いることから、市民の生
活安定のため、生活再建の原資となる預託
事業は今後も継続する必要がある。

42001 Ⅴ ➊ ① 市民環
境部

生活環
境課

空き家対策事
業（政策）

政策 適切な管理が行われていない空き家
が年々増加し、防犯、防災、衛生、
景観等の地域住民の生活環境に影響
を及ぼしていることから、所有者に
対して空家等の適正管理及び利活用
を促し、周辺に影響を与える管理不
適切な空き家の解消をめざす。

空家等対策協議会を開催し、空家等
対策計画の円滑な進行を促す。
特定空家等、周辺地域の生活環境に
悪影響を及ぼす空家等について、所
有者が行う除却に対して補助を行
う。
所有者等が行う空家等の改修に対し
補助を行い、利活用を推進する。

一般 4,805 助言・指導
などを行っ
た空き家等
に対する問
題の解決に
至った年間
件数

38 件 A2 必要な事業と認める。今後とも関係団体と
の連携を図りながら、事業の推進に取り組
む必要がある。

42002 Ⅴ ➊ ② 市民環
境部

生活環
境課

公害対策事業
（経常）

経常 騒音、振動、水質汚濁、大気汚染等
各種公害の発生を抑制し、また発生
した公害に適切に対応することによ
り、市民の健康保護と良好な生活環
境を保全する。

騒音・振動測定や河川・事業所等の
水質検査等、公害原因者への指導
等、河川油流出処理等の実施

一般 2,310 公害防止協
定数の新
規・再締結
締結数

4 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

42003 Ⅴ ➊ ① 市民環
境部

生活環
境課

環境保全啓発
事業（政策）

政策 奥州市環境基本計画に掲げる環境像
の実現

市民、市民団体、事業者との協働に
より奥州市環境基本計画を策定し、
計画に掲げる環境像の実現を目指
し、またその進行管理及び見直しを
行っていく。
計画の推進及び進行管理等（H29
～）、環境基本計画の中間見直し
（R3）

一般 223 おうしゅう
エコ事業所
制度登録数

77 件 B1 官民共同の取組みとして環境市民会議の役
割や認知が定着しつつあり、奥州市環境基
本計画の成果の実現、一層の推進において
重要な役割を果たすことができるように
なっている

5



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

42004 Ⅴ ➊ ① 市民環
境部

生活環
境課

環境教育事業 政策 21世紀を担う子どもたちに対し、環
境保全活動の場を提供することによ
り、環境への関心と理解を深め、環
境を大切にする心と行動力を身につ
けてもらう。市環境基本計画中の環
境目標「環境教育・環境学習の推
進」に基づき、市内小中学生向けの
事業を展開し、一人ひとりが環境に
ついての理解や関心を深め、自分な
りの行動につなげてもらう。

・みずさわエコキッズ事業は、平成
28年度から令和２年度まで水沢黒石
町小黒石地区で環境保全活動を行
なっている「古代の流れ源流網代滝
を守る会」に委託している。
令和３年度から同会の独自財源によ
り運営を行うこととなった。
・市内小学校向け環境学習事業の実
施（小学校の水生生物調査や環境学
習への講師派遣。講師派遣に係る経
費は県環境アドバイザー等を活用し
ており、基本は県負担）。
・市内中学校向けに環境講演会等へ
の講演者派遣を行う事業の実施。

一般 71 環境学習事
業実施小中
学校の割合

38.8 ％ B2 コロナ禍においても、市と環境市民団体の
協働により、小中学校の他、高校や地域コ
ミュニティからの要請に応える形で環境教
育・環境学習を実施。今後、更に多くの市
民に対し、環境学習等の場を提供していく
必要がある。

42005 Ⅴ ➊ ③ 市民環
境部

生活環
境課

ごみ及びし尿
処理施設運営
負担事業

経常 胆江地区衛生センターの管理及び運
営に係る費用を負担し、市民の環境
衛生の保持を図る

胆江地区衛生センターの管理及び運
営に係る費用を負担する。

一般 560,057 一人１日当
たりの家庭
ごみ排出量

521 ｸﾞﾗﾑ - ※経常経費に付き総合評価対象外

42006 Ⅴ ➊ ③ 市民環
境部

生活環
境課

塵芥収集事業
（経常）

経常 市内から排出された一般廃棄物等の
適正処理と資源物の再生利用の促進
し、生活環境の保全を図る。

一般廃棄物収集運搬、資源物収集運
搬、粗大ごみ収集など

一般 337,710 一人１日当
たりの家庭
ごみ排出量

521 ｸﾞﾗﾑ - ※経常経費に付き総合評価対象外

42007 Ⅴ ➊ ③ 市民環
境部

生活環
境課

廃棄物処分場
維持管理事業
（経常）

経常 市内の５つの最終処分場が、一般廃
棄物の最終処分場及び産業廃棄物の
最終処分場に係る技術上の基準を定
める命令により定められた構造基準
に合致していないことから、閉鎖と
廃止手続きを行い、生活環境の保全
に寄与する。

旧５市町村が保有していた一般廃棄
物最終処分場（安定型）を、法に従
い安全かつ適正に閉鎖及び廃止す
る。

一般 2,061 一人１日当
たりの家庭
ごみ排出量

521 ｸﾞﾗﾑ - ※経常経費に付き総合評価対象外

42008 Ⅴ ➊ ③ 市民環
境部

生活環
境課

環境衛生事業
（政策）

政策 公衆衛生組合連合会活動の補助によ
り、リサイクル分別回収、公衆衛生
活動等を推進し、快適な生活環境を
保全と公衆衛生の向上を図る。

リサイクルの推進、春・秋の一斉清
掃の実施、衛生物資の斡旋、各区衛
連活動費の助成

一般 8,661 一人１日当
たりの家庭
ごみ排出量

521 ｸﾞﾗﾑ A2 公衆衛生組合連合会の活動は地域に根ざし
た活動であり、協働による活動の充実が重
要である。また、コロナ禍により家庭ごみ
の排出量が増加傾向であることやリサイク
ルの推進に対して新たな取組みを検討する
必要がある。

42009 Ⅴ ➊ ③ 市民環
境部

生活環
境課

(新市・追加)
ごみ及びし尿
処理施設整備
事業費負担事
業

政策 胆江地区衛生センターの施設更新に
係る費用を負担し、市民の環境衛生
の保持を図る

ごみ焼却施設の長寿命化工事（H29
～R3）に係る費用を負担する。ま
た、工事に伴う休炉期間中のごみの
区域外処理費用及び一時保管のため
のピット改造工事、仮設施設に要す
る費用を負担する。

一般 100,970 一人１日当
たりの家庭
ごみ排出量

521 ｸﾞﾗﾑ A2 必要な事業と認めるが、ごみ搬出量の減量
対策などを検討する必要がある。

42010 Ⅴ ➊ ③ 市民環
境部

生活環
境課

ごみ減量化促
進対策事業
（政策）

政策 市内の団体が行う、資源回収事業に
対し報奨金を交付し、廃棄物の再生
利用の促進と減量化を図る。

市内の団体が行う、資源回収事業に
対する報奨金の交付。回収した資源
物の量１ｋｇあたり３円を乗じた額
を報奨金として交付。

一般 1,647 リサイクル
率

14.75 ％ B1 住民との協働による効果的な取組みとして
今後も継続していく必要がある。また、コ
ロナ禍のため子供会などの集団回収の実施
回数が減少しているため、あらためて周知
を図る必要がある。

42017 Ⅴ ➊ ③ 市民環
境部

生活環
境課

えさしクリー
ンパーク運営
事業費補助金

政策 産業廃棄物処理モデル施設周辺環境
整備施設の安定的な管理運営を促進
し、周辺地域の地域振興を図る。

産業廃棄物処理モデル施設周辺環境
整備施設であるえさしクリーンパー
クの運営事業費を補助するもの。

一般 48,904 入館者数 30,849 人 B2 ２年間の営業期間の延長にあたり、令和４
年度以降の入場料や営業時間の見直しを
行った上で営業を継続している。今後、コ
ロナ禍においてもより多くの市民に利用い
ただけるようＰＲしていく必要がある。
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42012 Ⅴ ➋ ① 市民環
境部

生活環
境課

交通指導事業
（経常）

経常 交通指導員、交通安全教育専門員を
任用して、道路交通の安全保持及び
交通安全教育の推進を図る。

交通指導員、交通安全教育専門員の
報酬、被服費等管理経費、交通指導
車の管理経費等

一般 20,098 交通指導員
活動延べ日
数

9,028 日 - ※経常経費に付き総合評価対象外

42013 Ⅴ ➋ ① 市民環
境部

生活環
境課

交通安全対策
事業（経常）

経常 交通事故相談員を任用して事故相談
業務を実施し、交通事故被害者等の
支援を行うとともに、交通安全対策
の推進を図る。

事故相談員報酬等及び市内の交通安
全に係る総合的かつ効果的な対策を
推進する奥州市交通安全対策協議会
に対する負担金
（交通安全思想の普及、各種交通安
全運動、交通安全教育の推進、交通
安全推進団体の育成、交通環境及び
交通安全施設の整備促進）

一般 4,627 交通事故相
談件数

20 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

42014 Ⅴ ➋ ① 市民環
境部

生活環
境課

防犯対策事業
（政策）

政策 奥州市の防犯対策に関するほぼ全て
の事業の実施主体となる奥州市防犯
協会に補助金を交付し、安全で安心
なまちづくりを推進する。

市内の防犯対策に係る各種活動を推
進する奥州市防犯協会に対する補助
金（防犯対策の調査研究、防犯思想
の普及宣伝、防犯施設の整備強化の
促進、防犯団体の防犯活動に対する
協力援助、青少年の非行防止及び健
全育成活動の推進、警察活動に対す
る協力）

一般 2,768 刑法犯発生
件数

210 件 A2 必要な事業と認めるが、防犯協会の活動の
活発化について検討が必要である。

42015 Ⅴ ➊ ② 市民環
境部

生活環
境課

公害対策事業
（政策）

政策 東京電力福島第一原子力発電所の事
故により放出された放射性物質の市
内での測定、除染、市民への情報提
供等を行うことにより、震災前の良
好な生活環境を取り戻すこと及び安
全・安心な市民生活の確保に寄与す
る。

市内の生活空間における放射線量率
の測定監視を行うとともに、放射線
の低減に向けた汚染物質の処理を進
めます。

一般 9,564 市内におけ
る空間放射
線量率観測
（情報提
供）率
（39/39）

100 ％ A2 必要な事業と認めるが、放射能の空間線量
の安定化傾向などを踏まえ、他市町村の動
向も注視しながら、今後の対策の方向性を
検討する必要がある。

43014 Ⅴ ➌ ① 市民環
境部

危機管
理課

地域防災力向
上事業（政
策）

政策 頻発する災害に対応するため、地域
防災力の向上を図る必要があること
から、平成30年度に設立された奥州
市防災士会「絆」の会と連携し地区
振興会や自主防災組織への働きかけ
を強化するとともに、防災士養成研
修会を開催して防災士を養成するこ
とで地域の防災リーダーの育成を図
る。

①振興会、自主防災組織等が開催す
る防災講座等へ防災士会の講師を派
遣する。
②防災士を養成するための県の主催
する研修講座について受講費用を負
担し、資格取得者を増やす。
③資格取得者が円滑に活動できるよ
う防災士会と連携してフォローアッ
プの体制を構築する。

一般 591 防災等講座
開催数

22 回 A2 防災士養成研修講座により、地域の防災活
動の中心となる防災士を育成することがで
きた。

43001 Ⅴ ➌ ② 市民環
境部

危機管
理課

常備消防事業
（経常）

経常 常備消防の運営に係る費用として奥
州金ケ崎行政事務組合に負担金を支
出し、常備消防運営の充実と市民の
生命、身体及び財産を火災等から保
護する。

奥州金ケ崎行政事務組合への消防本
部負担金

一般 1,507,670 火災発生件
数（暦年）

41 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

43002 Ⅴ ➌ ② 市民環
境部

危機管
理課

(新市)消防施
設整備事業
（広域）

政策 常備消防の施設設備設置に係る費用
として奥州金ケ崎行政事務組合に負
担金を支出し、消防施設設備の充実
と市民の生命、身体及び財産を火災
等から保護する。

奥州市と金ケ崎町が一部事務組合
（消防本部）に対して分担金を拠出
し、必要な消防施設設備を整備す
る。

一般 161,506 車両更新 6 台 A2 常備消防の施設設備が計画通り更新され、
消防力の向上が図られた。

43003 Ⅴ ➌ ② 市民環
境部

危機管
理課

非常備消防事
業（経常）

経常 奥州市消防団の活動に係る費用を支
出し、市民の生命、身体及び財産を
火災等から保護する。

消防団の経常経費 一般 140,654 消防団員数 1,633 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

43004 Ⅴ ➌ ② 市民環
境部

危機管
理課

非常備消防事
業（政策）

政策 消防団、婦人消防協力会連合会活動
の支援を行い、消防力の維持・向上
を図る。

消防団、婦人消防協力会連合会活動
への補助金

一般 1,338 消防団員数 1,633 人 C1 消防団員数、婦人消防協力会会員数の減少
が進んでいることから、対策を講じる必要
がある。
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43005 Ⅴ ➌ ② 市民環
境部

危機管
理課

消防施設設備
維持管理事業
（経常）

経常 コミュニティ消防センター（消防屯
所）148棟、水防倉庫9棟、ポンプ自
動車等148台、火栓2,130基、防火水
槽676基の維持管理を行い、円滑な
消防活動に備えることで、市民の生
命、身体及び財産を火災等から保護
する。

消防施設設備を維持するための管理
費

一般 18,222 消防車両保
有数

109 台 - ※経常経費に付き総合評価対象外

43006 Ⅴ ➌ ② 市民環
境部

危機管
理課

(新市)消防施
設設備整備事
業(政策)

政策 ポンプ自動車、小型動力ポンプ積載
車、小型動力ポンプ、消火栓、防火
水槽及び消防屯所を整備・更新し、
消防施設・設備の充実を図る。

現存する消防施設の整備及び消防水
利の充実を図るため、年次計画に基
づき執行する。

一般 102,142 消火栓設置
数量

2,099 基 A1 消防団の施設設備が計画通り更新され、消
防力の向上が図られた。

43009 Ⅴ ➌ ① 市民環
境部

危機管
理課

防災対策事業
（経常）

経常 地域防災計画及び水防計画に基づ
き、関係機関の連携のもと防災対策
を進め、安心安全の醸成と、災害時
における応急体制の整備充実を図
る。

防災対策の義務的経費
防災会議の開催、避難所運営経費、
防災行政無線・防災・防犯共有シス
テムの維持管理経費等

一般 21,833 出前講座開
催回数

22 回 - ※経常経費に付き総合評価対象外

43010 Ⅴ ➌ ① 市民環
境部

危機管
理課

防災対策事業
（政策）

政策 地域防災計画に基づき、関係機関の
連携のもと防災対策を進め、安心安
全の醸成と災害時における応急体制
の整備充実を図る。
特にも自主防災組織の育成、避難所
の体制整備を重点的に実施し、大規
模災害時の被害軽減に努める。

防災セミナーの開催、地域防災計画
更新、防災資機材配置及び防災倉庫
の整備、防災・防犯情報システムの
保守・管理。

一般 2,550 防災セミ
ナー参加者

0 人 B1 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
防災セミナーは中止とした。また、備蓄計
画により非常食や感染症対策のための衛生
用品等の購入により有事の備えを行った。

43013 Ⅴ ➌ ① 市民環
境部

危機管
理課

水防対策事業
（経常）

経常 大雨、洪水による災害発生の防止及
び被害の最小化を図り、市民の安心
感の向上に寄与する。

大雨の洪水による対策対応経費 一般 563 消防団員数 1,633 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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