
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

11006 Ⅰ ➊ ② 総務企
画部

政策企
画課

（新市・追）
基金管理事業

政策 奥州市の一体化、活性化を図る事業
（ソフト）に供するため、基金を積
み立てる。

・基金積立造成上限額の40億円まで
積み立てるため、平成28年度から令
和7年度の10年間で11.1億円を積み
立てる。
・前年度までに起債償還が終わった
範囲内（及び利子額）で基金を取崩
し事業へ充当することが可能。

一般 113,186 基金積立額 113,186 千円 A1 協働の取組み等、奥州市の一体化・活性化
を図る事業に供するための基金積立とし
て、適切に執行されている。

11012 Ⅰ ➊ ② 総務企
画部

前沢総
合支所
地域支
援グ
ループ

大袋養蚕団地
跡地活用事業

政策 周辺一帯に数多く存在する史跡の歴
史と自然との調和を図りつつ、環境
学習や散策などによる、市民・観光
客の憩いの休養の場の提供を図る。
また、植樹をすることによりCO2の
削減を図る。

前沢字石田地内の土地66.73haを取
得し、「奥州万年の森公園」として
整備する。公園整備に当たり、市民
参加による植樹祭を実施し、子ども
から大人まで、森づくりを通じて
様々な環境問題等を考える機会とす
る。うち、55.33haについては、太
陽光発電事業に利用しており、今後
の予定として、市民が自由に出入り
できる開放エリアを設け、身近に樹
木に触れることができる環境学習の
場として活用していく。

一般 1,500 参加人数 0 人 B2 令和3年度に関しては、新型コロナウイル
ス感染症の影響から参加者を募っての植樹
祭を開催することが不可能であったが、関
係者のみで植樹を実施し、概ね計画面積ど
おりの植樹を実施した。

11013 Ⅰ ➊ ① 総務企
画部

政策企
画課

政策調整事務
経費（政策）

政策 市が抱える課題等について、解決に
向けた調査・研究・提言等をいただ
くことを目的に、高等教育機関と連
携するもの

高等教育機関との連携事業の実施な
ど

一般 77 連携高等教
育機関数

5 校 B2 令和３年度においては、新型コロナ禍の影
響により、高等教育機関との連携事業の一
部が中止となったが、県立産業技術短期大
学校との新たに連携協定を締結するなど、
今後の連携事業の更なる推進を確認したと
ころである。

11014 Ⅰ ➊ ① 総務企
画部

政策企
画課

総合計画推進
事業

政策 市政の総合的な計画の策定及び推進
に関する重要事項の調査及び審議を
行う。

総合計画審議会の運営、後期基本計
画冊子の作成

一般 738 総合計画審
議会開催回
数

4 回 A2 後期基本計画の策定を行い、その公表を
行ったことから、計画どおり目標を達成し
ているといえる。

11016 Ⅰ ➊ ① 総務企
画部

政策企
画課

定住自立圏推
進事業

政策 中心市宣言を行った奥州市・北上市
とこれに賛同した金ケ崎町・西和賀
町が、相互に役割分担をし、住民が
安心して暮らし続けることができる
定住自立圏を形成することを目的。

定住自立圏形成に関する協定に定め
る政策の連携

一般 17 ４市町の連
携で実施し
た事業数

2 事業 A2 第２期共生ビジョンの改訂を令和４年３月
に行い、競争参加資格申請受付システム導
入事業をはじめとした６事業の追加を行う
など、広域での取組の強化を着実に遂行し
ている。

11019 そ そ そ 総務企
画部

政策企
画課

統計調査総務
費

政策 統計調査員協議会の円滑な運営のた
め。

統計調査員の資質向上、相互の連絡
協調を図ることを目的としている
「統計調査員協議会」に対し、補助
金を交付する。

一般 47 統計調査員
研修会参加
者数

0 人 B2 研修等を計画的に開催し、調査員のスキル
アップや情報共有の機会を創出している。
より多くの調査員が参加でき、調査員のス
キルアップが図られるよう、令和３年度に
おいて事業内容や開催方法の見直しを行っ
た。令和４年度から新たな形式で研修会を
実施する予定としている。

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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（千円）
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実績値
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番号

大綱
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政策
経常

事業目的 事業内容

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。

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。
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12004 Ⅲ ➊ ① 総務企
画部

総務課 災害復興支援
事業（被災市
町村職員派
遣）

政策 東日本大震災津波及び胆振東部地震
による被災市町村への人的支援を行
い、復興を支援することを目的とす
る。

市の派遣職員に対し、派遣等に要す
る経費を支弁する。

一般 409 派遣職員数 2 人 A1 県から県内市町村に対して派遣要請がなさ
れるものであり、今後とも、派遣要請に応
じていく必要がある。

15001 Ⅰ ➊ ① 総務企
画部

都市プ
ロモー
ション
課

広報おうしゅ
う作成業務

経常 広報紙を通じて市政情報などを市民
に伝える。

毎月第２、第４木曜日に市政情報な
どを掲載した広報紙を発行し、行政
区長を通じて全世帯に配布してい
る。

一般 28,824 市ホーム
ページアク
セス数

3,692,169 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

15002 Ⅰ ➊ ① 総務企
画部

都市プ
ロモー
ション
課

市ホームペー
ジ公開事業

経常 市ホームページを通じて市政情報な
どを市内外に伝える。

市ホームページに市政情報などを掲
載するため、システムを導入し、各
部署が直接掲載できる体制を構築す
る。

一般 10,264 市ホーム
ページアク
セス数

3,692,169 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

15003 Ⅰ ➊ ① 総務企
画部

都市プ
ロモー
ション
課

行政情報放送
業務

経常 奥州エフエムの放送を通じて市政情
報や災害情報などを市民に伝える。

奥州エフエムに委託し、平日に３
回、ラジオで市政情報を放送してい
る。災害発生時など緊急に市民にお
知らせしたい場合は、他の番組内で
もスポット放送の対応をしてもらっ
ている。

一般 6,020 放送回数
（週当た
り）

15 回 - ※経常経費に付き総合評価対象外

15004 Ⅰ ➊ ① 総務企
画部

都市プ
ロモー
ション
課

奥州大使事業 政策 著名人を奥州大使に任命して、全国
へ奥州市をＰＲしてもらうととも
に、市の発展に資する情報や助言を
得ることを目的としている。

現在は、本市ゆかりの12名を奥州大
使に、11名を奥州名誉大使に任命し
ている。
活動内容は、大使の自主性に委ねて
おり、名刺の配布やSNS等での発信
により奥州市をPRしてもらってい
る。
東京と京都でそれぞれ年に１度、大
使との交流会を開催し、助言などを
いただいている。報酬は支給しな
い。

一般 144 交流会参加
者数

- 人 A2 コロナ禍で交流会などの活動はできなかっ
たものの、奥州大使と奥州名誉大使の尽力
により、清水寺で奥州市の魅力などをＰＲ
できた。また、市民に対し奥州大使の広報
による紹介やパネル設置により事業ＰＲで
きたことは評価できる。

15005 そ そ そ 総務企
画部

都市プ
ロモー
ション
課

移住・定住促
進事業

政策 奥州市を市外へPRするとともに市へ
の移住・定住を促し、人口減少を食
い止めるとともに、交流人口を増や
し、地域の活性化を図る。

・移住希望者を対象とした情報の発
信（移住サイトの運営、移住フェ
ア・交流イベント等への参加)
・移住支援員の配置による移住希望
者への支援（相談等）

一般 1,588 移住サイト
閲覧数

105,664 件 B1 移住に関する問い合わせは増えているが、
実際の移住にまでつながっていない。引き
続き情報発信等に努めるともに、情報聴取
等により移住者などが必要としているサ
ポートがどのようなものなのかを明確にし
ていく必要がある。

15006 そ そ そ 総務企
画部

都市プ
ロモー
ション
課

奥州ふるさと
応援寄附事業

政策 ふるさと納税制度の下、奥州市の特
産品を寄附者への返礼品として贈答
し、奥州市の魅力発信を図ると共に
寄附件数の増加により奥州ファンの
獲得を目指す。

・寄附申し込みから入金確認、寄附
証明書等発送までの事務処理。
・謝礼品の受注、謝礼品事業者との
連絡調整、カタログ作成、HP運営管
理等（外部委託）。
・事業内容の周知に係る広報活動

一般 822,509 奥州ふるさ
と応援寄附
事業寄附額

1,565 百万
円

A2 過去最高の寄附金額を更新した。寄附件
数・金額の維持・増加を図りながら、更な
る奥州ファンの獲得につなげていく必要が
ある。

15008 そ そ そ 総務企
画部

都市プ
ロモー
ション
課

移住支援事業 政策 東京圏一極集中を是正し、地方の労
働力を確保するため、地方への移住
を促進する。

国の制度に基づき、要件を満たす移
住者に対し移住支援補助金（単身移
住者60万、世帯移住者100万円）を
交付する。事業期間は、R元～R6年
度の６年間。

一般 1,016 移住支援金
交付件数

1 件
（世
帯）

B1 ＣＭ等により事業内容は浸透してきてお
り、問い合わせ等も増えているが、支給要
件に該当せず交付までつながっていない。
引き続き情報発信等に努めるともに、交付
にこだわらず、将来的な移住に結びつく活
動にしていく必要がある。
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15009 そ そ そ 総務企
画部

都市プ
ロモー
ション
課

結婚支援事業 政策 独身男女の出会いの機会の創出及び
結婚に対する意識醸成を図り、婚姻
率を高める。

・“いきいき岩手”結婚サポートセ
ンターの運営
・結婚支援団体の活動支援及び官民
協働による婚活イベントの開催

一般 390 ｉ-サポ登
録者数
（年：県南
地域）

39 人 B1 コロナの感染状況などもあり、結婚支援の
推進は難しい状況ではあるが、関連団体等
との連携により最終的な結婚に結びつく活
動にしていく必要がある。

15010 そ そ そ 総務企
画部

都市プ
ロモー
ション
課

まち・ひと・
しごと創生基
金積立事業

政策 地方創生応援税制（企業版ふるさと
納税）による寄附金を活用し、第２
期奥州市まち・ひと・しごと創生総
合戦略の基本目標を達成する。

企業版ふるさと納税による寄附金の
うち、翌年度以降の事業を対象とし
て寄附されたものについて、まち・
ひと・しごと創生基金へ積み立て、
対象事業に活用するもの。
　なお、内閣府が定めた運用ルール
で、基金の積立額に占める寄附金の
割合は10割未満とされていることか
ら、寄附金に一般財源等を上乗せし
た額を積み立てる必要がある。

一般 1 企業版ふる
さと納税寄
附件数

2 件 B1 積み立てた基金について、管理をしっかり
行っていく必要がある。

19001 Ⅰ ➊ ① 総務企
画部

ＩＬＣ
推進室

ILC推進事業 政策 奥州市が目指す北上山地での国際リ
ニアコライダー（ILC）の実現に向
けて、関係機関と連携しながら誘致
に取り組む

・国等への要望活動
・東北ILC推進協議会、東北ILC事業
推進センター、岩手県及び一関市等
の関係機関と連携した取組み
・地域住民への普及啓発活動
・「ILCまちづくりビジョン」に掲
げる取組みの推進（人材育成や多文
化共生推進の取組み等）

一般 6,432 市内講演会
等参加者数
(講演会、
出前講座、
小中出前授
業）

259 人 A2 ILCプロジェクトは当市のみならず、東北
にとって大きな効果を持つものであること
から、ILC実現に向け必要な事業である。

12001 Ⅰ ➊ ① 総務企
画部

デジタ
ル戦略
室

行政ＯＡ化推
進事業（経
常）

経常 庁内情報システム、広域行政情報
ネットワーク及び事務用パソコン、
プリンタ等の安定的かつ効率的な管
理運用を行うとともに、計画的な機
器等更新を行い、業務の円滑な執行
を図る。

庁内情報システム、広域行政情報
ネットワーク及び事務用パソコン、
プリンタ等の適正管理、障害時の対
応、更新計画に基づく機器更新等

一般 371,909 ホームペー
ジへのアク
セス数

3,692,169 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

12005 Ⅵ ➋ ⑥ 総務企
画部

デジタ
ル戦略
室

江刺光ネット
管理運営事業

経常 江刺地域の地上デジタル放送の難視
聴地域とブロードバンドのデジタル
デバイド地域を解消するために整備
した光ファイバネットワークを維持
するための運営経費

光ファイバネットワークの保守管理
委託、電柱共架料、移転業務委託
料、電気料、土地借上げ料等

一般 40,768 地上デジタ
ル放送難視
聴世帯

0 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

12006 Ⅵ ➋ ⑥ 総務企
画部

デジタ
ル戦略
室

衣川光ネット
管理運営事業

経常 衣川地域のブロードバンドのデジタ
ルデバイド地域を解消するために整
備した光ファイバネットワークを維
持するための運営経費

光ファイバネットワークの保守管理
委託、電柱共架料、移転業務委託
料、土地借上げ料等

一般 3,062 地上デジタ
ル放送難視
聴世帯

0 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

12007 Ⅵ ➋ ⑥ 総務企
画部

デジタ
ル戦略
室

光ネット整備
事業

政策 江刺地域の難視聴地域とブロードバ
ンドのデジタルデバイドを解消する
ために整備した光ファイバネット
ワークを維持する設備の購入及び更
新

経年劣化した放送・通信設備の機器
を更新し、安定的なサービスを継続
する。
また、放送設備の更新により、BS放
送の視聴及び自主放送のデジタル放
送が可能になる。

一般 26,070 地上デジタ
ル放送難視
聴世帯

0 ％ A2 耐用年数を超過した放送・通信設備機器を
更新したことで、より安定した放送・通信
サービスの提供が図られた。

21001 Ⅰ ➊ ① 財務部 財政課 財政事務費
（経常）

経常 発生主義及び複式簿記を導入した公
会計に取り組むことにより、市財政
の「見える化」を推進する。

国が示す「統一的な基準による地方
公会計マニュアル」の基本方針に基
づいた財務書類の作成を行うため、
平成28年度期首時点の固定資産台帳
データの整備や財務書類に係るシス
テムの導入及び既存システムの改修
を行うもの。

一般 15,437 財務諸表に
係る議会・
監査への資
料提出

1 回 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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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

21002 Ⅰ ➋ ③ 財務部 競馬対
策室

馬事文化振興
事業経費

政策 水沢競馬場への誘客を促進し、もっ
て馬事文化振興及び市の地場産業振
興の発展を図る

馬事文化活動支援事業のほか、水沢
競馬場PR事業、ファンサービス事業
等の誘客事業を実施

一般 646 水沢競馬場
PR回数(FM
活用)

82 回 B1 長期的に安定した経営を行っていくために
は、競馬場への来場者を増やす工夫が必
要。

21003 Ⅰ ➋ ③ 財務部 競馬対
策室

農業総務費
(岩手競馬関
連)

政策 岩手競馬の経営基盤の安定化を図る 奥州市長賞(副賞)を提供し、岩手競
馬の活性化に寄与する。

一般 123 市長賞レー
ス実施数

14 回 A2 市長賞レースの表彰式には市長や担当部が
出席し、馬主等に対し副賞として地元の伝
統的工芸品を手渡しており、その光景が
ネットやテレビ等で全国に向けて発信され
ていることは、地元を挙げて地方競馬を応
援している効果的なＰＲとなっている。

22001 Ⅰ ➊ ① 財務部 財産運
用課

財政諸事業 経常 市民サービスのために要する事務用
消耗品の購入、管理

事務用消耗品(指定物品等)の一括購
入等による経費の節減
広告入り事務用封筒の導入による経
費の節減

一般 21,979 指定物品の
購入等

21,749 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

22002 Ⅰ ➊ ① 財務部 財産運
用課

財産管理費
（経常）

経常 市有財産の適切な管理 市有財産の管理 一般 33,212 除草業務を
委託した普
通財産箇所
数

57 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

22003 Ⅰ ➊ ① 財務部 財産運
用課

財産管理費
（政策）

政策 市有財産の譲渡や貸付を含めた有効
活用を検討し、利活用が難しい場合
は、建物等の除却を推進する。

別に定める除却計画に基づき、建
物、工作物等の除却（解体撤去）を
行う。
また、土地等の売却に向けた不動産
鑑定や測量等を計画的に実施する。

一般 23,681 普通財産建
物棟数

215 棟 B1 普通財産の売却に向け必要な境界確定や不
動産鑑定を実施しており十分な成果が発揮
されている。

22022 そ そ そ 財務部 財産運
用課

PCB廃棄物処
分事業

政策 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な
処理の推進に関する特別処置法に基
づき公共施設にあるＰＣＢ含有物
（高濃度）の処分を推進する。な
お、教育委員会事務局、上下水道部
及び医療局所管のＰＣＢ含有物の処
分は除く。

ＰＣＢ含有物（高濃度）を市指定保
管場所に集約し、ドラム缶に保管す
る。その後処分委託先である中間貯
蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳ
ＣＯ）へ依頼し処分を行う。
※処分期限（高濃度）は、変圧器、
コンデンサ、安定器及び汚染物は
R4.3.31までに処分を見込む。

一般 43,415 保管ＰＣＢ
廃棄物処分
率（処分済
の重さ/保
管見込全て
の重さ）

99.7 ％ B1 計画通りに実行されており十分な成果が発
揮されている。

22004 Ⅰ ➊ ① 財務部 財産運
用課

車両管理事業
（経常）

経常 老朽化した公用車の計画的な更新及
び台数の削減を行う。

老朽化した公用車等を毎年数台更新
する。稼働率の低い公用車について
更新台数以上に削減しつつ、共用車
化の台数を増やすことで全体の稼働
率を高める。
R03以降　軽貨物・軽乗用公用車の
他にも、特殊車両（リフトダンプ、
４ナンバーの貨物車）も更新計画書
を作成し更新していく。

一般 20,850 職員数の削
減に伴う公
用車の台数
削減

183 台 - ※経常経費に付き総合評価対象外

22005 Ⅰ ➊ ① 財務部 財産運
用課

本庁舎管理事
業（経常）

経常 本庁舎の適切な維持管理を行う。 本庁舎の維持管理 一般 84,446 電気使用料
の削減（対
H27）

132.3 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

22006 Ⅰ ➊ ① 財務部 財産運
用課

本庁舎管理事
業（政策）

政策 市民の利便性の向上と職員の快適な
執務環境を整備するため、本庁舎の
適切な維持管理を行う。

機械警備設備工事 一般 105 本支庁舎の
改修率

1.8 ％ B2 個別施設計画に基づく中長期改修計画の事
業を推進しているが本来の予防的改修事業
とはなっていない。
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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

22024 Ⅰ ➊ ① 財務部 財産運
用課

白山診療所除
却事業（政
策）

政策 建物・土地売却等の利活用の推進 別に定める消防施設設備整備事業計
画に基づき、建物、工作物等の除却
（解体撤去）を行う。
また、除却後は、消防施設担当課へ
移管する。

一般 6,413 移管予定普
通財産建物
棟数

1 棟 A1 解体後の利活用が図られており、十分な成
果が発揮されている。

22007 Ⅰ ➊ ① 財務部 江刺総
合支所
地域支
援グ
ループ

江刺支庁舎管
理事業（経
常）

経常 江刺総合支所庁舎の維持管理 庁舎の維持管理 一般 73,872 電気使用料
の削減（対
H27）

80.1 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

22008 Ⅰ ➊ ① 財務部 江刺総
合支所
地域支
援グ
ループ

江刺支庁舎管
理事業（政
策）

政策 老朽化した江刺総合支所庁舎機械設
備の大規模改修を行う。

江刺庁舎非常用自家発電機始動用蓄
電池不良による改修工事

一般 1,507 本支庁舎の
改修率

3 ％ B2 個別施設計画に基づく中長期改修計画の事
業を推進しているが本来の予防的改修事業
とはなっていない。

22009 Ⅰ ➊ ① 財務部 前沢総
合支所
地域支
援グ
ループ

前沢支庁舎管
理事業（経
常）

経常 前沢総合支所庁舎の維持管理 庁舎の維持管理 一般 24,572 電気使用料
の削減（対
H27）

89.2 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

22010 Ⅰ ➊ ① 財務部 財産運
用課

前沢支庁舎管
理事業（政
策）

政策 市民の利便性の向上と職員の快適な
執務環境を整備するため、前沢支庁
舎の適切な維持管理を行う。

機械警備設備工事 一般 1,241 本支庁舎の
改修率

7.8 ％ B2 個別施設計画に基づく中長期改修計画の事
業を推進しているが本来の予防的改修事業
とはなっていない。

22011 Ⅰ ➊ ① 財務部 胆沢総
合支所
地域支
援グ
ループ

胆沢支庁舎管
理事業（経
常）

経常 胆沢総合支所庁舎の維持管理 庁舎の維持管理事業 一般 30,204 電気使用料
の削減（対
H27）

91.2 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

22024 Ⅰ ➊ ① 財務部 胆沢総
合支所
地域支
援グ
ループ

胆沢支庁舎管
理事業（経
常）

経常 胆沢総合支所庁舎の維持管理 庁舎の維持管理事業　トイレ排風機
修繕

一般 1,760 電気使用料
の削減（対
H27）

91.2 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

22012 Ⅰ ➊ ① 財務部 財産運
用課

胆沢支庁舎管
理事業（政
策）

政策 市民の利便性の向上と職員の快適な
執務環境を整備するため、胆沢支庁
舎の適切な維持管理を行う。

機械警備設備工事 一般 2,340 本支庁舎の
改修率

3.7 ％ B2 個別施設計画に基づく中長期改修計画の事
業を推進しているが本来の予防的改修事業
とはなっていない。

22013 Ⅰ ➊ ① 財務部 衣川総
合支所
地域支
援グ
ループ

衣川支庁舎管
理事業（経
常）

経常 衣川総合支所庁舎の維持管理 庁舎の維持管理事業 一般 15,825 電気使用料
の削減（対
H27）

1339.6 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

22018 Ⅰ ➊ ① 財務部 財産運
用課

衣川支庁舎管
理事業（政
策）

政策 市民の利便性の向上と職員の快適な
執務環境を整備するため、衣川支庁
舎の適切な維持管理を行う。

機械警備設備工事 一般 940 本支庁舎の
改修率

3.7 ％ B2 個別施設計画に基づく中長期改修計画の事
業を推進しているが本来の予防的改修事業
とはなっていない。

22014 Ⅵ ➋ ① 財務部 財産運
用課

旧土地開発公
社財産管理事
業

政策 旧奥州市土地開発公社土地の売却促
進による第三セクター等改革推進債
繰上償還実施のための財源確保（減
債基金積立）

旧奥州市土地開発公社土地の売却処
分並びに処分又は活用までの維持管
理

一般 261,467 住宅用分譲
地販売区画
数

31 区画 A1 分譲地販売実績により、十分な成果が発揮
されている。
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22015 Ⅵ ➋ ① 財務部 財産運
用課

分譲宅地管理
事業

政策 市有分譲宅地等の売却の促進 市有分譲宅地を購入し住宅を新築し
た者及び同宅地内の建売住宅（同宅
地を購入した宅地建物取引業者が建
設したもの）を購入した者に対し、
50万円を補助（一括支給）する。
購入の仲介を行った宅地建物取引業
者に対し媒介手数料を支払う。

一般 13,000 補助金交付
件数

26 件 B1 売却促進の手段として効果を発揮してい
る。

23002 Ⅰ ➊ ① 財務部 納税課 管理収納事務
費（経常）

経常 市税等の徴収 市税等の徴収に係る事務（物品の調
達、収納取扱手数料、システム運用
支援業務委託料、過誤納金還付金
等、必要経費の執行管理）

一般 61,595 納税環境の
向上（納付
手段又は納
付先の拡
大）

6 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

23003 Ⅰ ➊ ① 財務部 納税課 徴収事務費
（経常）

経常 市税等の徴収及び滞納整理 市税等の徴収、滞納整理に係る事務
（市税徴収員雇用経費、物品の調
達、事業所経営実態調査委託料等、
必要経費の執行管理）

一般 11,389 電話催告回
数

17,941 回 - ※経常経費に付き総合評価対象外

23004 Ⅰ ➊ ① 財務部 納税課 証明事務費
（経常）

経常 市税等の証明交付 市税等の証明の交付に係る事務（物
品の調達、交付取扱収納手数料、シ
ステム運用支援業務委託料等、必要
経費の執行管理）

一般 1,129 税務証明等
交付件数
（自動交付
機発行分を
除く。）

30,447 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

24001 Ⅰ ➊ ① 財務部 税務課 賦課事務事業 経常 公正・適正かつ迅速な市税の賦課事
務を推進し、市民の税行政に対する
信頼、信用を確保しながら税行政
サービスの向上を図る。

市税の賦課事務 一般 136,084 賦課件数 119,238 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

25001 Ⅰ ➊ ① 財務部 行政経
営室

行政改革推進
事務費

政策 行政経営改革プラン等の取組検証、
意見聴取、事業の外部評価などを実
施するもの。

年3～4回程度の委員会開催経費（謝
金、費用弁償）、委嘱委員は8名以
内、任期は2年

一般 78 外部評価ま
たは意見の
各種計画や
施策への反
映・浸透の
状況

1 件 B1 委員会の評価や意見を生かしながら施策を
進めていく必要がある。

25002 Ⅰ ➊ ① 財務部 行政経
営室

財産管理費
（経常）

経常 平成28年度に策定した公共施設等総
合管理計画について、令和３年度中
に見直しをするよう総務省から通知
があったため、その見直し作業及び
その後の計画管理をする。

計画見直しに当たり、すでに計画に
盛り込んでいる将来費用の推計の精
緻化を図るよう求められていること
から、公共施設マネジメントシステ
ムを導入し、令和３年度は施設情
報・建物情報の登録及び再度の推計
を行う。その後はシステムを利用
し、施設情報の一元管理、施設カル
テの作成、施設部位別の点検の実施
等の施設マネジメント業務を行う。
初年度のシステム構築及び翌年度以
降の保守については委託するが、初
期情報の登録及び翌年度以降のマネ
ジメント業務については職員が行
う。

一般 4,895 公共施設等
総合管理計
画の見直し

0 回 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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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

31001 Ⅰ ➊ ④ 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

男女共同参画
推進事業

政策 少子高齢化の進展による人口減少社
会が現実問題として迫りつつある
中、社会を維持、発展させていくた
めには、男女が互いにその人権を尊
重しつつ責任を分かち合い、性別に
かかわりなく、その個性と能力を発
揮することのできる男女共同参画社
会の形成が必要不可欠であるため。

▽男女共同参画講演会及びセミナー
の開催▽男女共同参画推進協働事業
の委託（R3以降廃止）▽男女共同参
画川柳の募集（啓発事業）▽岩手県
男女協働参画センターと連携した取
り組み実施

一般 214 岩手県男女
共同参画推
進サポー
ター数

58 人 B1 男女共同参画サポーター活動に係る市民理
解は進んでいる一方、政策・社会面での参
画が遅れている、見直しを行った本市男女
共同参画計画を着実に推進するため、コロ
ナ禍での工夫した活動を引き続き進めるこ
とが重要である。

31002 Ⅰ ➊ ⑤ 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

水沢地域交流
館管理事業

経常 市民の主体的・自主的な地域活動及
び国際交流の拠点施設として位置付
けている水沢地域交流館（アスピ
ア）の適正管理を行い、市民の主体
的な地域活動を推進する。

水沢地域交流館の維持管理業務（指
定管理施設）

一般 10,700 水沢地域交
流館年間利
用者数

5,545 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

31004 Ⅰ ➊ ⑤ 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

国際交流推進
事業

政策 市民の国際相互理解と国際協力思想
の高揚を図り、国際感覚あふれるま
ちづくりを推進するため

奥州市国際交流協会への補助金を通
じ下記事業を実施（R3～補助金額△
10％）
▽外国人児童・生徒の日本語習得・
教科学習支援▽やさしい日本語研修
会の開催▽日本語教室・日本語サ
ポーター養成事業▽技能実習生日本
語研修への協力▽外国人無料相談会
の開催▽情報発信、各種イベントの
実施

一般 4,623 国際交流協
会事業参加
者数

1,638 人 B1 外国人住民数は増加傾向の中、活動への参
加動向は伸び悩んでいる。施策の重要性を
踏まえてコロナ禍においても工夫した活動
が求められる。

31005 Ⅰ ➊ ⑤ 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

多文化共生推
進事業

政策 市民の国際相互理解と国際協力思想
の高揚を図り、市内在住外国人の生
活利便性の向上を図るなど、多文化
共生社会の実現に向けた取組みを推
進するため。

▽多文化共生推進員の任用▽多言語
ラジオ放送事業▽外国人生活支援事
業▽【新規（R3,4）】自治体国際化
協会の多文化共生のまちづくり推進
事業を活用した外国人の防災対策事
業の実施

一般 8,007 外国人住民
数(年度末
時点)

612 人 B1 外国人住民数は増加傾向の中、活動への参
加動向は伸び悩んでいる。施策の重要性を
踏まえてコロナ禍においても工夫した活動
が求められる。

31007 Ⅰ ➊ ② 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

市民活動事業 政策 市民等に対する適時適切な情報提供
（説明責任）等により、市政への参
画（市民参画）を促し、市民等の市
民活動・地域づくり活動意識の高揚
を図るとともに、市民の協働に対す
る理解と実践意識の浸透を図るた
め。

▽市民参画手続手法の適正化のため
の自治基本条例推進委員会の運営▽
市民等への協働意識の理解増進のた
めの「協働のまちづくりフォーラ
ム」の開催▽市職員の協働意識の定
着と市民等との協働によるまちづく
りの実践のための「協働のまちづく
り推進員」資質向上研修会の実施▽
【新規（R3～）】市民参画手法習得
のための「市民参画手続きに係る職
員研修会」の実施

一般 178 協働のまち
づくり推進
員研修会開
催件数

3 回 B1 市自治基本条例及び市民参画条例を運用す
るうえで有効な施策として、引き続き推進
する重要性が高い。

31010 Ⅰ ➊ ③ 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

市民公益活動
団体支援事業

政策 市民による自発的な社会貢献活動
（市民公益活動）の活性化を促進
し、市民公益活動団体（NPO法人を
含む）、振興会や自治会などを含む
地縁団体の活動支援を行う。

▽市民活動支援コーディネーターの
任用▽協働のまちづくりアカデミー
等の人材育成講座▽市民公益活動の
相談対応や情報提供、活動場所の提
供、団体同士のネットワーク構築、
協働のまちづくりアカデミー修了生
と地域とのつながり支援▽【新規
（R3～）】地域活性化センター地域
イベント助成事業活用による市民
フェスタの開催

一般 3,988 市民活動支
援センター
利用者数

4,118 人 B1 市民活動支援センターの活動により、地域
づくり団体や市民公益活動団体のつながり
が進められ、少しずつではあるが活動が進
んでいる。地域人材の育成と団体支援を引
き続き推進することが重要である。

31013 Ⅰ ➊ ⑤ 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

姉妹都市交流
事業

政策 国内外姉妹都市との友好関係の継続
と発展

R3：掛川市からの市長訪問 一般 301 事業実施数 2 回 B2 新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り、事業停滞を余儀なくされている。
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事業費
R03

（千円）
指標名

指標
実績値
R03

単位
総合
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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

31028 Ⅰ ➊ ② 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

コミュニティ
助成事業

政策 （一財）自治総合センターが実施す
る「コミュニティ助成事業」によ
り、地域のコミュニティ活動に必要
な備品の整備等、市内のコミュニ
ティ組織に対して助成を行い、地域
のコミュニティ活動の充実・強化を
図ることにより、地域社会の健全な
発展と住民福祉の向上に寄与するこ
と。

◎主な助成対象事業⇒①一般コミュ
ニテイ事業：コミュニテイ活動に直
接必要な設備の整備、②コミュニ
ティセンター助成事業：自治会館等
の集会施設の整備、③青少年健全育
成助成事業：青少年の健全育成に資
するスポーツレクリエーション活動
やイベント等、親子で参加するソフ
ト事業

一般 3,800 コミュニ
ティ助成事
業採択団体
数

2 件 B1 地域のコミュニティ活動を支援する施策と
して有効であり、概ね順調に進捗してい
る。

31008 Ⅰ ➊ ② 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

地区センター
管理運営事業

経常 住民主体の地域づくり活動の拠点で
ある各地区センターの適切な管理運
営

地区センターの管理運営経費(指定
管理料を含む。)

一般 334,799 地区セン
ター指定管
理者制度導
入割合

100 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

31009 Ⅰ ➊ ② 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

地域づくり推
進事業

政策 行政と地域自治組織の協働による魅
力的な地域づくりの実現

地域運営交付金、協働のまちづくり
交付金、集会施設整備費補助金、市
民活動総合補償制度
まちづくり補助金制度年額15,000千
円はR2年度をもって終了（コロナウ
イルス感染防止対策のため実施でき
なかった事業に係るR3年度への繰越
分を除く。）

一般 200,563 市内地区セ
ンター事業
数

510 事業 B1 協働のまちづくりを進めるうえで重要な施
策であり、順調に進捗している。

31014 Ⅰ ➊ ② 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

協働のまちづ
くり基金積立
金

政策 地域運営組織が地域づくり活動を円
滑に行うために必要な財政支援のた
めの財源確保

協働のまちづくり交付金等地区振興
会への財政支援制度を維持するた
め、協働のまちづくり基金の積立、
管理を行う。

一般 200,091 市内地区セ
ンター利用
者数

325 千人 B1 協働のまちづくりを推進する施策財源を確
保するうえで重要な施策である。

31015 Ⅰ ➊ ② 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

地域自治組織
情報共有等強
化事業

政策 協働のまちづくりを進めるうえで重
要なパートナーと位置付けている地
区振興会が多方面にわたり主体的な
取り組みを行うことが出来るよう先
進事例の紹介のほか、行政と地域自
治組織又は地域自治組織相互の情報
共有を強化する。

全国の先進的な取組事例等の情報収
集及び情報連携地区振興会役職員を
対象とした研修会の開催

一般 13 振興会長等
研修会参加
者数

58 人 B2 地区振興会等のニーズに合わせた取り組み
を進めているが、コロナ禍に配慮した運用
が求められる。

31024 Ⅰ ➊ ② 協働ま
ちづく
り部

地域づ
くり推
進課

地区センター
バリアフリー
化事業

政策 地域づくりと協働のまちづくりの活
動拠点である地区センターの環境整
備を進め、地域における活動水準の
向上を図る。

地区センターのバリアフリー設備の
整備（出入口スロープ設置、トイレ
洋式化など）
※バリアフリー新法施行(H18)前に
建設された地区センター23箇所を対
象とする。
R3：生母地区センター

一般 9,812 市内地区セ
ンター利用
者数

325 千人 B1 公の施設の環境整備として計画的に事業を
推進している。

32001 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

社会教育総務
費（経常）

経常 市民の生涯学習活動を促進する。 生涯学習に係る各種事業等の実施、
社会教育指導員（12人）の報酬、県
南第一地域視聴覚教育協議会負担金

一般 25,466 県南第一地
域視聴覚教
育協議会資
料（16ﾐﾘ･
DVD）貸出
数

249 本 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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事業費
R03

（千円）
指標名

指標
実績値
R03

単位
総合
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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

32002 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

社会教育総務
費（政策）

政策 市民の生涯学習活動を促進する。 各社会教育関係団体の事業に対する
補助の実施(地域婦人団体協議会、
PTA連合会,宇宙少年団水沢Z分団、
ガールスカウト、ボーイスカウト、
水沢ユネスコ協会、江刺ユネスコ協
会、前沢ユネスコ協会、衣川ユネス
コ協会、子ども会育成会連合会、少
年少女発明クラブ)

一般 799 補助団体数 11 団体 B2 各社会教育団体の事業推進に寄与してい
る。合併前の補助金額がベースとなってお
り、補助金算定基準の見直しが課題となっ
ている。

32003 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

江刺生涯学習
センター管理
運営事業

経常 市民の生涯学習の推進、また、地域
活動の拠点施設としての役割を果た
す。

江刺生涯学習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）ガラス清掃1回/2年、建
築物点検1回/3年、電波法改正に伴
うワイヤレスマイクの更新、空調機
修繕

一般 9,686 利用者数 5,356 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32004 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

衣川セミナー
ハウス管理運
営事業（経
常）

経常 市民の生涯学習の推進、また、地域
活動の拠点施設としての役割を果た
す。

衣川セミナーハウスの維持管理業務
（清掃、修繕、施設貸し出し等の運
営管理）
衣川セミナーハウス図書室の管理運
営

一般 11,873 利用者数 14,724 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32055 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

衣川セミナー
ハウス管理運
営事業（政
策）

政策 市民の生涯学習の推進、また、地域
活動の拠点施設としての役割を果た
すため。

衣川セミナーハウス屋根塗装修繕工
事

一般 9,735 利用者数 14,724 人 A1 当事業により、雨漏り等の発生を未然に防
ぐこととなり、施設保全の観点から十分な
成果が発揮された。

32005 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

奥州宇宙遊学
館管理運営事
業(経常)

経常 奥州市民の生涯学習の推進の拠点施
設としての役割を果たすため施設の
維持管理を行う。

奥州宇宙遊学館の維持管理業務（指
定管理施設）※指定管理期間R3～R7
電波法改正に伴うワイヤレスマイク
の更新

一般 20,190 入館者数 7,991 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32006 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

後藤伯記念公
民館管理運営
事業

経常 日本初の公民館としての歴史的価値
を有する、現役の生涯学習推進拠点
施設としての役割を果たすため施設
の維持管理を行う。

後藤伯記念公民館の維持管理業務
（清掃、修繕、施設貸し出し等の運
営管理）、非常用照明改修工事

一般 3,586 利用者数 8,074 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32007 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

生涯学習推進
事業

政策 市民の生涯学習活動を推進するた
め。

生涯学習に係る各種事業等の実施 一般 232 社会教育講
座受講者数
対総人口比
率

22.2 ％ B1 新型コロナウイルス感染症の影響で事業見
直・縮小で実施。感染対策を施した上で開
催した事業にはコロナ禍でありながらも参
加者がおり、このような情勢だからこそ欠
かせない事業である。

32009 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

家庭教育支援
事業

政策 家庭の教育力の向上を図るため。 子育て広場の開設、家庭教育講演会
等の実施　等

一般 241 家庭教育講
演会開催支
援事業実施
件数

1 件 B1 新型コロナウイルス感染症の影響で事業縮
小となったものの、学習機会の提供により
子どもを育む意識の向上、家庭の教育力の
向上のために欠かせない事業である。子ど
もたちを取り巻く社会問題の解決にも寄与
している。
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32017 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

青少年育成事
業

政策 次代を担う心豊かで健やかな青少年
を育成するため。

子どもリーダー育成事業、異年齢間
や世代間の交流事業、自然体験事業
等

一般 3,494 のびのび
ユースネッ
トフォーラ
ム参加者数

57 人 A1 新型コロナウイルス感染症の影響で事業縮
小となったものの、社会環境が大きく変化
していく中で子どもたちの社会への参画の
場を増やし、自ら考え、率先して行動する
子どもを地域で育む重要な事業である。

32008 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

教育振興運動
推進事業

政策 地域ぐるみで、生きる力と豊かな心
を持った子どもを育成する。

各地域、各小学校区等において、家
庭・学校・行政の連携により、地域
の子どもを育む各種事業を行う。

一般 750 社会教育講
座受講者数
対総人口比
率

22.2 ％ A2 新型コロナウイルス感染症の影響で事業縮
小となったものの、地域で子どもを育む地
域の教育力の向上が図れる事業である。ま
た、事業を通じて、各地域づくり活動の促
進に寄与している。

32056 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

地域未来塾事
業

政策 地域で青少年の健全育成を支援する
体制づくりを進めるとともに、地域
の教育力の向上を図る。

冬季休暇中、地区センターにおい
て、地区の中学生を対象とした学習
の場を開設。

一般 101 地区内参加
者（中学
生）比率

29 ％ B1 参加人数が例年よりも少なかったが、反
面、生徒一人一人に丁寧な指導を行うこと
ができ、学習面、生活習慣面でも成果が認
められた。生徒と指導者に加えて、地域の
高齢者との異年齢交流も図られ、地域への
親しみを深められる事業である。

32010 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

学校支援地域
本部事業

政策 地域全体で学校教育を支援する体制
づくりを進めるとともに、地域の教
育力の向上を図るため。

学校支援ボランティアの募集と調
整、各種ボランティア事業への取組
み　等

一般 2,281 地域本部数 6 箇所 A1 教職員の働き方改革に伴い、当事業への
ニーズが高まっており、更なる充実が求め
られている。また、地域の教育力（ボラン
ティア）の向上にも寄与している。

32062 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

子どもの居場
所づくり事業
（政策）

政策 放課後の安全安心な居場所である放
課後子ども教室の開設場所の環境を
整備する。

R6.3.31をもって借地返還となる旧
前沢児童館からの移転先となる「あ
すか南会館」の改修工事

一般 960 開設箇所数 13 箇所 A1 当事業により、まえさわ放課後子ども教室
のあすか南会館への移転の環境が整った。

32013 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

放課後子ども
教室推進事業

政策 青少年に対し、放課後の安全安心な
居場所を提供するため。

各小学校区を対象に、公的な放課後
の子どもの居場所の設置

一般 14,484 参加延べ人
数

21,871 人 B1 子どもが放課後を安心・安全に過ごすため
には必要な事業である。また、地域の教育
力の活用・向上も図られており、十分な成
果が認められる。

32014 Ⅰ ➋ ③ 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

芸術文化振興
事業(政策)

政策 市民の優れた芸術文化活動の成果の
発表や鑑賞機会の提供により、市民
相互の交流を深め、併せて文化活
動、生涯学習の振興に資する。

・市民芸術文化祭の開催、市芸術文
化協会補助、小中学生文化芸術全国
大会出場奨励　等
・R3奥州ジュニアオーケストラス
クール10周年記念事業補助（胆沢文
化振興基金活用事業）

一般 11,035 芸術文化協
会加入団体
数

118 団体 B1 芸術文化を通じて心身ともに健康で文化的
な生活を営むためにも、市民の芸術文化活
動の成果発表、鑑賞の場は意義の大きいも
のであり、一定水準の活動を維持するため
必要な事業と認められる。

32018 Ⅰ ➋ ② 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

子どもの読書
活動推進事業

政策 子どもの読書離れや家庭教育力の低
下を解消し、子どもの読書習慣の日
常化や健全な発育を図る。

親子ライブラリーの運営、中学校を
中心とした読み聞かせやブックトー
クなどの読書活動の推進、読書ボラ
ンティアの育成支援　等

一般 1,625 1か月平均
読書数(県
子供の読書
状況調査
小5)

19.3 冊 A2 インターネット、SNS、ゲーム等情報メ
ディアの悪影響が問題となっている昨今、
読書は子どもたちの健全な発育に効果的な
ものであり、更なる推進が必要である。
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32011 Ⅰ ➋ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

成人式開催事
業

政策 未来に向かいたくましく生きていこ
うとする新成人を祝い励ますととも
に、新成人が、これまで育んでくれ
た家族や社会に感謝し、成人となる
ことの社会的責任を自覚して、大人
としての行動をとってゆくきっかけ
の場とすることを目的とする。

成人式の開催 一般 824 WEB配信へ
のアクセス
数

8,867 回 A2 感染対策として、受付の分散化、時間短
縮、座席間隔、Web配信併用等での開催と
した。当市成人式の特色である家族からの
手紙を実施し、家族への感謝と郷土への愛
着を深める機会としての役割を果たせた。
全国規模の報道等で継続的に取り上げられ
ており、市の知名度向上にも寄与してい
る。

32019 Ⅰ ➋ ③ 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

文化会館管理
運営事業(経
常)

経常 奥州市民の生涯学習・文化振興の推
進の拠点施設としての役割を果たす
ため施設の維持管理を行う。

文化会館４館等の維持管理業務（指
定管理施設）
電波法改正に伴うワイヤレスマイク
の更新

一般 300,438 文化会館利
用者人数

147,163 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32052 Ⅰ ➋ ② 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

図書館管理運
営事業（経
常）

経常 市民の読書活動の推進のため。 図書館協議会の開催、市立図書館間
集配業務、日本図書館協会会費

一般 23,224 市民一人当
たり図書等
貸出冊数

4.5 冊 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32022 Ⅰ ➋ ② 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

水沢図書館管
理運営事業
(経常)

経常 市民の読書活動を推進する。 水沢図書館の維持管理業務（清掃、
修繕、図書貸し出し等の運営管理）

一般 36,893 水沢図書館
利用者数

35,379 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32023 Ⅰ ➋ ② 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

水沢図書館管
理運営事業
(政策)

政策 心豊かで活力のある社会を構築する
ため、図書資料の整備充実を図る。

新刊図書や郷土資料、視聴覚資料等
の整備、企画展等開催　等

一般 7,158 水沢図書館
利用者数

35,379 人 B2 読書活動の推進に必要な施設である。ただ
し、市内図書館の効率的な運用について、
引き続き検討が必要である。

32024 Ⅰ ➋ ② 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

江刺図書館管
理運営事業
(経常)

経常 市民の読書活動を推進する。 江刺図書館の維持管理業務（清掃、
修繕、図書貸し出し等の運営管理）

一般 10,570 江刺図書館
利用者数

19,471 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32025 Ⅰ ➋ ② 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

江刺図書館管
理運営事業
(政策)

政策 心豊かで活力のある社会を構築する
ため、図書資料の整備充実を図る。

新刊図書や郷土資料、視聴覚資料等
の整備、企画展等開催　等

一般 5,415 江刺図書館
利用者数

19,471 人 B2 読書活動の推進に必要な施設である。ただ
し、市内図書館の効率的な運用について、
引き続き検討が必要である。

32026 Ⅰ ➋ ② 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

前沢図書館管
理運営事業
(経常)

経常 市民の読書活動を推進する。 前沢図書館の維持管理業務（清掃、
修繕、図書貸し出し等の運営管理）

一般 13,793 前沢図書館
利用者数

11,260 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32027 Ⅰ ➋ ② 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

前沢図書館管
理運営事業
(政策)

政策 心豊かで活力のある社会を構築する
ため、図書資料の整備充実を図る。

新刊図書や郷土資料、視聴覚資料等
の整備、企画展等開催　等

一般 2,320 前沢図書館
利用者数

11,260 人 B2 読書活動の推進に必要な施設である。ただ
し、市内図書館の効率的な運用について、
引き続き検討が必要である。

32028 Ⅰ ➋ ② 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

胆沢図書館管
理運営事業
(経常)

経常 市民の読書活動を推進する。 胆沢図書館の維持管理業務（清掃、
修繕、書籍貸し出し等の運営管理）

一般 13,326 胆沢図書館
利用者数

13,218 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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32029 Ⅰ ➋ ② 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

胆沢図書館管
理運営事業
(政策)

政策 心豊かで活力のある社会を構築する
ため、図書資料の整備充実を図る。

新刊図書や郷土資料、視聴覚資料等
の整備、企画展等開催　等

一般 2,529 胆沢図書館
利用者数

13,218 人 B2 読書活動の推進に必要な施設である。ただ
し、市内図書館の効率的な運用について、
引き続き検討が必要である。

32037 Ⅰ ➌ ③ 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

公園管理事業
(経常)

経常 市民の健康増進、体力向上、地域ス
ポーツ活動の拠点施設としての役割
を果たすため施設の維持管理を行
う。
【胆沢川桜づつみ広場、大鐘公園市
民プール、奥州市ふれあいの丘公
園、奥州市総合体育館、水沢公園体
育施設、
江刺カルチュアパーク、江刺中央運
動公園野球場等・根岸野球場（申請
受付業務）】

施設の維持管理 一般 126,563 体育施設の
利用者数

396,634 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32038 Ⅰ ➌ ③ 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

公園管理事業
(政策)

政策 市民の健康増進、体力向上、地域ス
ポーツ活動の拠点施設としての役割
を果たすため施設の維持管理を行
う。
【胆沢川桜づつみ広場、大鐘公園市
民プール、奥州市ふれあいの丘公
園、奥州市総合体育館、水沢公園体
育施設、
江刺カルチュアパーク、江刺中央運
動公園野球場等・根岸野球場（申請
受付業務）】

施設の維持管理。
水沢公園野球場外野グラウンド水捌
け改良工事

一般 45,920 体育施設の
利用者数

396,634 人 B1 地域のスポーツ活動拠点として住民の健康
増進、体力向上に寄与している。公平性及
び財源を確保する必要があり、R03.4から
使用料金及び減免基準を見直した。

32039 Ⅰ ➌ ③ 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

学校体育施設
開放事業

経常 【市内小中学校施設】
地区住民の健康増進、体力向上、地
域スポーツ活動の拠点施設としての
役割を果たすため学校開放に係る体
育施設の維持管理を行う。

開放事業に係る維持管理 一般 2,162 学校施設開
放の利用者
数

91,468 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32041 Ⅰ ➌ ③ 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

体育施設維持
管理事業(経
常)

経常 市民の健康増進、体力向上、地域ス
ポーツ活動の拠点施設としての役割
を果たすため体育施設の維持管理を
行う。
【水沢体育館、水沢武道館、水沢弓
道場、江刺中央体育館、江刺西体育
館、前沢いきいきスポーツランド、
前沢スポーツセンター、前沢グリー
ンアリーナ、胆沢総合体育館、胆沢
野球場、胆沢陸上競技場、胆沢プー
ル、胆沢農村広場（テニスコート、
相撲場）】

施設の維持管理 一般 128,565 体育施設の
利用者数

396,634 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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32042 Ⅰ ➌ ③ 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

体育施設維持
管理事業(政
策)

政策 市民の健康増進、体力向上、地域ス
ポーツ活動の拠点施設としての役割
を果たすため体育施設の維持管理を
行う。
【水沢体育館、水沢武道館、水沢弓
道場、江刺中央体育館、江刺西体育
館、前沢いきいきスポーツランド、
前沢スポーツセンター、前沢グリー
ンアリーナ、胆沢総合体育館、胆沢
野球場、胆沢陸上競技場、胆沢プー
ル、胆沢農村広場（テニスコート、
相撲場）】

施設の維持管理。
胆沢野球場バックネット交換工事

一般 4,664 体育施設の
利用者数

396,634 人 B1 地域のスポーツ活動拠点として住民の健康
増進、体力向上に寄与している。公平性及
び財源を確保する必要があり、R03.4から
使用料金及び減免基準を見直した。

32043 Ⅰ ➌ ③ 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

旧東中運動場
管理運営事業
(経常)

経常 地区住民の健康増進、体力向上、地
域スポーツ活動の拠点施設としての
役割を果たすため施設の維持管理を
行う。

施設の維持管理 一般 1,234 利用者数 20,382 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32044 Ⅰ ➌ ③ 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

江刺武道館管
理運営事業
(経常)

経常 地区住民の健康増進、体力向上、地
域スポーツ活動の拠点施設としての
役割を果たすため施設の維持管理を
行う。

施設の維持管理 一般 869 利用者数 4,172 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32045 Ⅰ ➌ ③ 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

衣川体育施設
管理運営事業
(経常)

経常 地区住民の健康増進、体力向上、地
域スポーツ活動の拠点施設としての
役割を果たすため施設の維持管理を
行う。

施設の維持管理 一般 2,572 利用者数 5,844 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

32047 Ⅰ ➌ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

保健体育総務
費(政策)

政策 生涯スポーツの普及と競技スポーツ
の推進を軸に、体育振興を通して市
民の健康づくりと生きがいづくりを
図り、豊かなコミュニティの創造に
資するため、奥州市体育協会、ス
ポーツ少年団等の事業に要する経費
を補助する。

小中学生全国大会補助、体育協会事
業補助、県民体育大会派遣補助

一般 15,640 成人の週1
回以上のス
ポーツ実施
率

59.1 ％ B2 競技水準の向上、市民のスポーツ参加に寄
与している。補助制度の見直しに際して、
補助の必要性、市体育協会との連携などに
ついて検証する必要がある。

32048 Ⅰ ➌ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

生涯スポーツ
推進事業

政策 各種スポーツ大会等、スポーツをす
る・見る機会を提供し、市民の運動
意識の高揚と実践活動を推進する。

市民が一堂に会してスポーツに親し
むことができる事業を展開しなが
ら、市民の一体感の醸成にもつなげ
る。
1.市民体育祭　2.スポーツ大会　3.
スキー教室、水泳教室開催委託

一般 535 成人の週1
回以上のス
ポーツ実施
率

59.1 ％ B2 必要な事業と認めるが、成果を検証し、よ
り効果が見込める事業内容に見直しを進め
る必要がある。

32049 Ⅰ ➌ ② 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

スポーツ日本
一支援プロ
ジェクト事業

政策 全国で活躍する奥州市の選手の育成
を図る。

未来のトップアスリート育成事業
（子どもの運動能力開発）

一般 3,520 県民体育大
会優勝者数

17 人 B2 必要な事業と認めるが、成果を検証し、よ
り効果が見込める事業内容に見直しを進め
る必要がある。
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32057 Ⅰ ➌ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

大谷翔平選手
応援事業

政策 野球の世界最高峰と称されるメ
ジャーリーグに挑戦、大活躍してい
る奥州市出身の大谷翔平選手を、市
民全員で応援し、これからのさらな
る活躍への力にしてもらうことを目
的とする。
あわせて、市民の応援意識の向上と
拡大、応援事業を通じ市民の一体感
の醸成を図る。

ふるさと応援団サポーターの募集、
新規応援活動の募集、応援動画の作
成

一般 134 ふるさと応
援サポー
ター数

197 団体 A2 必要な事業と認めるが、事業立ち上げ時の
先導役からの転換を図り、市民が一体と
なった自主的な事業展開を促進する必要が
ある。

32065 Ⅰ ➌ ① 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

東京2020オ
リ・パラ機運
醸成事業

政策 東京2020オリンピック聖火リレー、
パラリンピック聖火フェスティバル
について、オリンピック開催に向け
市民の機運醸成を図る。
当市での事前キャンプが見込まれる
カヌー競技を中心に、市内でパブ
リックビューイングを開催し、キャ
ンプ国の応援に加え、競技人口の拡
大につなげる。

・オリンピック聖火リレーの実施及
びオリンピック機運醸成イベントの
実施

一般 1,626 聖火イベン
ト参加者数

3,000 人 A2 東京2020オリンピック聖火リレーでは市民
聖火リレー走者８名が走行し、約3000名が
観覧した。世界的イベントを身近に感じる
ことにより、オリンピックの機運醸成が図
られ、スポーツ全般への関心が高まった。
しかしながら、新型コロナウイル感染症対
策のためパブリックビューイングは中止と
し、東京2020パラリンピック聖火フェス
ティバルは無観客での実施となり、計画ど
おりの開催が一部できなかった。

32066 Ⅰ ➌ ③ 協働ま
ちづく
り部

生涯学
習ス
ポーツ
課

カヌー等推進
事業

政策 カヌージャパンカップの開催によ
り、国体において整備したカヌー競
技場を地域の資産として活用・展開
し、地域の魅力を向上させ、カヌー
競技人口の拡大を図り、もって、胆
沢地域の地域振興ひいては市の発展
に資することを目的とする。また、
東京オリンピックの練習会場となっ
た場合、更なる地域振興に繋がる可
能性があるものである。

東京オリンピック事前合宿の受け入
れ。
信金中央金庫からの企業版ふるさと
納税を活用し、競技場周辺環境整備
工事、カヌーゲート備品購入、奥州
ジュニアカヌークラブ選手育成事業
補助金の交付。

一般 14,018 審判員資格
者数

56 人 A2 大会参加者及び関係者から大会運営につい
て高評価を受け、ＮＨＫ杯や日本選手権を
開催するなど、競技場の認知度が向上して
おり、ひいては市の魅力発信にもつながっ
ている。
また、東京オリンピック事前合宿地とポル
トガル及びスペインチームの合宿受入れも
行い、国内外のチームから注目されてい
る。更には、カヌー教室等を通じ、競技の
浸透も図られており、教室参加者が選手と
して大会に出場するなど選手育成も進みつ
つある。

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。
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41005 Ⅰ ➊ ① 市民環
境部

市民課 システム改修
事業

経常 国外転出後も利用可能な「戸籍の附
票」を個人認証の基盤として活用し
国外転出者によるマイナンバーカー
ド・公的個人認証(電子証明書)の利
用実現のためシステム改修等行うも
の

デジタル手続法により、国外転出者
によるマイナンバーカード・公的個
人認証(電子証明書)の利用を実現す
るため、戸籍システム及び住基シス
テムの改修を令和２年度から令和５
年度まで実施する。

一般 7,172 マイナン
バーカード
交付枚数

43,821 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

41006 Ⅰ ➊ ① 市民環
境部

市民課 システム開発
事業

経常 デジタル手続法による、住民基本台
帳法及び同法施行令改正に係るシス
テム開発

デジタル手続法により、住民基本台
帳法及び同法施行令が改正され、令
和元年６月20日から住民票除票の保
存期間が５年から150年に延長と
なったため、前住民基本台帳システ
ム（WideGV）に含まれている住民票
除票データをPDF化し、当該PDFデー
タを参照できるシステムを構築する
もの。

一般 1,848 住民票除票
交付件数

1,797 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

41007 Ⅰ ➊ ① 市民環
境部

市民課 システム改修
事業（戸籍）

経常 戸籍事務へのマイナンバー制度導入
等を目的として「戸籍法の一部を改
正する法律」が成立し、新たな制度
に基づく事務を可能とするため戸籍
情報システムの改修を行うもの

戸籍法の一部を改正する法律が令和
６年４月施行（予定）のため、全国
の市区町村において戸籍情報システ
ムの改修を行う。

一般 396 戸籍手数料 19,792 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

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
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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。

42019 Ⅵ ➋ ④ 市民環
境部

生活環
境課

公衆便所維持
管理事業

経常 市街地の住みよい住環境、公衆衛生
の保持

水沢地域３か所、衣川地域２か所に
設置する公衆便所の維持管理

一般 2,117 公衆便所稼
働施設数

5 施設 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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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。

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。

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

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
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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。

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

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。
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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。

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。
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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

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
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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

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。

25



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

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。

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
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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

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
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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

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
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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

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。
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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。

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。
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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。

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。
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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

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
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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。

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。
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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。

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。

34



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

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。

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。
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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

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。
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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。

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。
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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

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。
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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。

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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62017 Ⅵ ➌ ① 農林部 農地林
務課

国土調査事業 政策 国土の開発及び保全並びにその利用
の高度化に資するとともに、あわせ
て地籍の明確化を図るため、国土の
実態を科学的且つ総合的に調査する
ため。

土地一筆毎に、所有者、地番及び地
目の調査並びに境界を確認し、境界
標識を設置する。測量会社に地籍の
測量を委託し、地籍図及び地積簿を
作成する。その成果を国の認証を受
け、登記所へ送付する。

一般 20,386 地籍調査実
施済面積

437.42 ㎢ B1 地籍の明確化は土地利用の高度化に資する
とともに、各種事業の基礎データとなるも
のであり、早期完了に向け引き続き取り組
む必要がある。

62018 Ⅵ ➌ ① 農林部 農地林
務課

国土調査成果
利活用事業

政策 地積調査の成果について維持管理
し、最新データの提供を図る。

地積調査が完了した地域の成果につ
いて、維持管理の上、適正なデータ
を提供する。

一般 1,976 地籍調査成
果交付件数

379 件 B1 市が永続的に地籍調査成果の適切な維持管
理を行うために必要である。

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。
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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。

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。
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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。

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。
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71002 Ⅲ ➊ ② 福祉部 福祉課 権利擁護推進
事業

政策 認知症高齢者、知的障がい者、精神
障がい者等の意思決定が困難な者
が、住み慣れた地域で安心して生活
するための支援体制の強化を図ると
ともに、社会的責任のある法人が対
象者の財産管理や身上看護を行い、
その権利を擁護することを目的とす
る。

権利擁護に関する相談対応及び利用
支援、法人後見業務、成年後見運営
委員会の運営、権利擁護研修会の開
催、権利擁護制度の市民周知等

一般 5,400 権利擁護に
関する相談
支援件数

1,706 件 A2 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい
者等の意思決定が困難な者が、住み慣れた
地域で安心して生活するための支援体制の
強化を図ることができたと評価される。

71003 Ⅲ ➊ ② 福祉部 福祉課 社会福祉総務
費（経常）
社会福祉法人
指導監査経費

経常 社会福祉法第56条第1項の規定に基
づき、所轄庁として指導監査を行う
ことによって適正な法人運営と円滑
な社会福祉事業の経営の確保を図
る。

関係法令、通知による法人運営、事
業経営についての指導監査事項につ
いて指導監査を行うもの。

一般 2,882 指導監査実
施法人数

9 法人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71004 Ⅲ ➊ ① 福祉部 福祉課 胆江地区保護
司会事業補助
金

政策 胆江地区保護司会に補助金を交付す
ることにより、この地域における更
生保護活動の円滑な推進を図る。

岩手県更生保護研究大会、「社会を
明るくする運動」関係事業の実施、
処遇支援活動の推進、各種研修会の
実施・協力、就労支援等更生援助活
動、広報活動、サポートセンターの
開設

一般 513 サポートセ
ンター利用
者数

766 人 B1 サポートセンターを開設し、相談業務を行
うとともに、精力的に啓発活動に取り組ん
でいる。

71005 Ⅲ ➊ ① 福祉部 福祉課 民生相談事務
費（経常）

経常 福祉行政の円滑な運営を図り、もっ
て市民生活の安定を期する。

民生相談員を委嘱する。 一般 21,409 民生委員・
児童委員の
相談・支援
件数

10,374 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71006 Ⅲ ➊ ① 福祉部 福祉課 民生相談事務
費（政策）

政策 奥州市内の法定民生児童委員協議会
の相互連携と活動の充実、及び民生
児童委員・主任児童委員の連携と研
鑚を図る。

奥州市民生児童委員連合協議会の福
祉活動の助長、相互連携に対する補
助。

一般 1,918 民生委員・
児童委員の
相談・支援
件数

10,374 件 A2 法定民生児童委員協議会の相互連携と活動
の充実、及び民生児童委員・主任児童委員
の連携と親睦を促進している。

71007 Ⅲ ➊ ② 福祉部 福祉課 社会福祉協議
会に対する運
営費補助

政策 高齢者、障がい者、児童、母子等に
対する福祉活動を助長するため、奥
州市社会福祉協議会の実施する事業
に対し、補助するもの。

社会福祉協議会の法人運営及び地域
福祉に関わる正職員15名分（他の補
助金や委託金の対象となっていない
者）の人件費を補助する。社会福祉
協議会に対する運営費補助金（人件
費分）　年39,826千円

一般 39,826 社会福祉協
議会世帯加
入率

69.8 ％ A2 職員配置への補助により社会福祉協議会の
法人運営及び地域福祉事業を推進してい
る。

71008 Ⅲ ➊ ② 福祉部 福祉課 江刺総合コ
ミュニティセ
ンター管理運
営事業

経常 市の建物である「江刺総合コミュニ
ティセンター」について、指定管理
委託する。

施設・設備の維持管理、施設使用者
の受付関連業務、消防法に基づく業
務等を行う。

一般 32,041 江刺総合コ
ミュニティ
センター利
用者数

13,368 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71009 Ⅲ ➊ ② 福祉部 福祉課 奥州市福祉セ
ンター管理運
営費補助

政策 福祉活動を総合的に推進するための
活動拠点として、社会福祉協議会施
設の効率的な管理を行い、市民の福
祉の増進と福祉意識の啓発を図るた
め、それに要する経費に対し、補助
するもの。

奥州市総合福祉センター、胆沢総合
福祉センター、すぱーく胆沢（屋内
ゲートボール場）に係る管理運営経
費への補助。
社会福祉協議会への福祉センター等
社会福祉施設管理運営補助　年
8,931千円

一般 7,750 施設利用者
数

11,046 人 B2 福祉活動を総合的に推進するための活動拠
点として、社会福祉協議会施設の効率的な
管理を支援している。
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71011 Ⅲ ➊ ③ 福祉部 福祉課 献血推進事業
（政策）

政策 献血推進協議会へ補助金を交付し、
献血事業の円滑な運営に協力すると
ともに、献血思想の普及を図り、
もって地域社会の献血体制の推進に
寄与することを目的とする。

献血事業の推進及び協力、広報活動
（広報おうしゅう、奥州市HP、庁内
ポスター掲示、新聞広告等）、効率
的な配車計画の策定、新規献血協力
会場の開拓、ボランティアによる街
頭献血者の勧誘、ボランティアへの
協力要請

一般 295 全血献血達
成率

104.9 ％ A2 治療等に要する血液製剤の安定供給が必要
なことから、理解と協力を求めるため、必
要な事業であると考える。

71017 Ⅲ ➊ ① 福祉部 福祉課 災害援護資金
貸付金

政策 自然災害により精神又は身体に著し
い障害を受けた市民に災害障害見舞
金の支給を行い、並びに自然災害に
より被害を受けた世帯の世帯主に対
する災害援護資金の貸付けを行い、
もって市民の福祉及び生活の安定に
資することを目的とする。

(1)「世帯主の負傷」があり、か
つ、ア　家財の損害及び住居の損害
がない場合　150万円、イ　家財の
損害があり、住居の損害がない場合
250万円、ウ　住居が半壊した場合
270万円、エ　住居が全壊した場合
350万円
(2)世帯主の負傷がなく、ア　家財
の損害があり、住居の損害がない場
合　150万円、イ　住居が半壊した
場合　170万円、ウ　住居が全壊し
た場合(エの場合を除く。)　250万
円、エ　住居の全体が滅失し、又は
流失した場合　350万円

一般 9,264 返還額 2,793 千円 A2 被災者の支援に必要な事業である。

71045 Ⅲ ➊ ① 福祉部 福祉課 避難行動要支
援者支援事業
(住民支え合
い推進事業)

政策 災害対策基本法に基づき避難行動要
支援者の個別計画(台帳)の作成を進
め、災害時や平常時における地域で
の見守り体制を構築する。
旧事業名：住民支え合い推進事業

避難行動要支援者（一人暮らし、高
齢者世帯、障がい者世帯等）を把握
し、平常時の見守り体制（にこにこ
ネット）の構築や緊急連絡カードの
配置、消防署等への情報提供を行う
とともに、避難行動要支援者につい
ては個別の避難計画定め、個別計画
(台帳)を整備して有事の際に備え
る。

一般 4,950 小地域福祉
ネットワー
クの支援・
協力者数

2,167 人 A2 災害対策基本法に基づく避難行動支援個別
計画作成に必要な事業である。

71048 Ⅲ ➊ ② 福祉部 福祉課 成年後見制度
利用促進事業

政策 成年後見制度の利用の促進に関する
施策を総合的かつ計画的に推進する
ことを目的とする。

全国どの地域においても必要な人が
成年後見制度を利用できるよう、地
域において権利擁護支援の地域連携
ネットワークの構築を図るため、権
利擁護支援の地域連携ネットワーク
の中核機関の整備や市町村基本計画
を策定し、地域の体制整備を推進す
る。

一般 26 権利擁護に
関する相談
支援件数

1,706 人 A2 令和３年度中に「成年後見制度利用促進基
本計画」を策定できたことにより、認知症
高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の
意思決定が困難な者が、住み慣れた地域で
安心して生活するための支援体制の強化を
図ることができたと評価される。

71018 Ⅲ ➊ ④ 福祉部 福祉課 生活保護総務
経費

経常 生活保護業務を執行するための基礎
的経費

生活保護費支給に係る諸費 一般 4,148 生活保護か
らの自立割
合

3 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

71019 Ⅲ ➊ ④ 福祉部 福祉課 自立支援プロ
グラム策定実
施推進事業

経常 生活保護受給者の就労の実現に必要
な支援を行うことにより、自立を助
長する。

就労支援員を配置し、自立に向けて
の相談、助言指導及び就労準備支援
事業を実施

一般 5,203 就労支援者
数

43 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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71020 Ⅲ ➊ ④ 福祉部 福祉課 生活保護適正
実施推進事業

経常 各種事業の実施により、適切な保護
事務を実施する。
また、令和3年度より生活習慣病の
発病予防や重症化予防、受診勧奨等
を推進し、被保護綾の健康や生活の
質の向上及び医療扶助費の適正化を
図ることを目的として被保護者健康
管理支援事業を実施する。（生活保
護法第55条の8：法施行令和3年1月1
日）

レセプト点検、扶養義務調査業等を
実施。
健康管理事業：生活保護世帯の医
療、健康等情報をレセプトデータ等
により調査、分析し、被保護者の健
康課題を把握し、課題に基づいた事
業方針を定め、被保護者の健康や生
活の質の向上、医療扶助適正化に向
けた事業を実施していく。

一般 1,786 生活保護か
らの自立割
合

3 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

71021 Ⅲ ➊ ④ 福祉部 福祉課 体制整備強化
事業（面接相
談員配置事
業）

経常 面接相談員の配置により、適切な相
談業務を確保する。

本庁及び江刺総合支所に面接相談員
を配置する。

一般 7,439 面接相談件
数

672 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71022 Ⅲ ➊ ④ 福祉部 福祉課 生活困窮者自
立支援事業

経常 就労その他の自立に関する包括的な
相談支援を展開し、生活保護に至る
前の生活困窮者の自立の促進を図
る。

複合的な課題を抱える生活困窮者に
対して包括的な支援を提供するた
め、自立支援相談に応じるための機
関（窓口）を設置する。一般就労を
目指す生活困窮者に対しては、一般
就労に向かうための準備として各種
プログラムを提供する。生活困窮者
の家賃について、住宅の貸し手（大
家）に家賃を支給することにより、
生活基盤の確保を図る中で、就職に
よる生活の安定につなげる。家計の
視点から相談支援を実施し、家計管
理の意欲の向上を促す。

一般 33,519 生活困窮者
自立支援制
度による支
援終結割合

54 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

71023 Ⅲ ➊ ④ 福祉部 福祉課 生活保護扶助
費

経常 健康で文化的な最低限度の生活を保
障するとともに、自立を助長する。

世帯の状況に応じて、生活・住宅・
教育・医療・介護・出産・生業・葬
祭扶助を行う。

一般 1,515,472 保護世帯数 853 世帯 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71024 Ⅲ ➎ ① 福祉部 福祉課 障がい者福祉
総務費（経
常）

経常 障がい者福祉全般にわたる事業を行
う。

障害者福祉システム運用の委託及び
社会福祉法人への補助を行う。

一般 3,142 障がい福祉
サービス支
給決定者数

1,622 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71025 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 障がい者福祉
総務費（政
策）

政策 障がい者福祉全般にわたる事業を行
う。

障がい者関係団体。社会福祉法人等
への補助を行う。

一般 307 施設整備補
助の団体等
助成件数

0 件 A2 コロナ禍により活動の一部に制限はあった
ものの、身体障がい者の自立更生と社会参
加の促進及び障がい者福祉の増進を図るこ
とができたため、今後も必要な事業であ
る。

71026 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 特別障害者手
当等支給事業

経常 特別障害者手当等を支給することに
より、重度の障がいのために必要と
なる精神的、物質的な負担の一助と
し、特別障害者等の福祉の向上を図
る。

特別障害者手当　27,350円/月、障
害児福祉手当　14,880円/月、経過
的福祉手当　14,880円/月
2月、5月、8月、11月に、前月分ま
でを支給

一般 38,769 特別障害者
手当受給者
数

88 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71027 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 障がい者自立
支援総務費

経常 障がい者福祉全般にわたる事業を行
う。

事業者からの介護給付費の請求に係
る審査手数料及び障害支援区分の審
査資料である主治医意見書の作成手
数料

一般 8,642 国保連の審
査手数料

20,315 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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71028 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 自立支援医療
費給付事業

経常 障がい者の自立と社会経済活動への
参加の促進。

更生医療：身体に障がいのある者
（18歳以上）に対し、日常生活能力
や職業能力を回復又は獲得すること
を目的に医療給付を行う。
育成医療：手術などを行うことによ
り、治療または障がいが軽減される
ことを目的に医療給付を行う。

一般 69,294 障がい福祉
サービス支
給決定者数

1,622 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71029 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 補装具費給付
事業

経常 日常の生活を営むのに支障がある障
がい者及び障がい児の身体機能を補
助することにより、日常生活の便宜
を図り、もって障がい者及び障がい
児並びにこれらの介護者の福祉の向
上に資することを目的とする。

障がい者及び障がい児において、補
装具の給付若しくは修理を必要とす
る者へ給付・修理を行う。

一般 29,775 補装具交付
延べ人数

239 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71030 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 療養介護医療
費給付事業

経常 常に医療と介護を必要とする人に、
医療機関で機能訓練、療養上の管
理、看護、介護日常生活の世話を行
う。

医療の給付 一般 46,051 療養介護対
象者数

45 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71031 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 介護給付費等
給付事業

経常 障がい福祉サービスの利用に要した
費用について負担し、障がい者が必
要に応じて必要なサービスが受けら
れるようにする。

障がい者が障害福祉サービスを利用
した場合、その利用に要した経費に
ついて、利用者負担（上限１割）を
除いた分について負担をする。

一般 2,388,774 障がい福祉
サービス支
給決定者数

1,622 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71032 Ⅲ ➎ ① 福祉部 福祉課 相談支援事業 経常 障がい者やその家族等の相談に応
じ、必要な情報の提供や権利擁護の
ために必要な援助を行うことによ
り、障がい者等が自立した生活を営
むことができるようにする。

障がい者等の相談に応じ、福祉サー
ビスの利用援助や必要な支援を行う
相談支援事業を社会福祉法人等に委
託して行う。

一般 29,460 相談延べ人
数

11,218 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71034 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 意思疎通支援
事業

経常 意思疎通に支障がある障がい者等
に、手話通訳等の方法により意思疎
通の円滑化を図る。

障がい福祉相談員を配置するほか、
必要に応じて手話通訳者、要約筆記
者の派遣を行う。

一般 7,945 手話通訳
者・要約筆
記奉仕員派
遣人数

175 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71035 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 日常生活用具
給付等事業

経常 日常の生活を営むのに支障がある障
がい者及び障がい児に日常生活用具
の給付若しくは貸与又は住宅改修費
を給付をすることにより、日常生活
の便宜を図り、もって障がい者及び
障がい児並びにこれらの介護者の福
祉の向上に資することを目的とす
る。

障がい者及び障がい児において、日
常生活用具の給付若しくは貸与又は
住宅改修を必要とする者へ給付を行
う。

一般 28,680 日常生活用
具交付延べ
人数

2,879 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71036 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 移動支援事業 経常 屋外での移動が著しく困難な障がい
者（児）に対し、外出のための支援
を行い、自立と社会参加を促進し、
福祉の増進を図る。

障がい者（児）の社会生活上必要不
可欠な外出及び社会参加のための外
出の際の移動の介護を行う。

一般 660 移動支援事
業利用者数

3 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71037 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 地域活動支援
事業

経常 障がい者等を通わせ、創作的活動又
は生産活動の機会の提供等、地域の
実情に応じた支援を行う。

創作的活動又は生産活動の機会の提
供及び社会との交流促進等の便宜を
供与する事業並びに必要に応じて利
用者の居宅と地域活動支援センター
の送迎を行う

一般 35,162 地域活動支
援センター
事業（Ⅱ）
実利用者数

108 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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71038 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 訪問入浴サー
ビス事業

経常 家庭で入浴するうえで介護を必要と
し、その家族の介護を受けることが
できない障がい者、難病患者、高齢
者等に対し、訪問入浴介護を行い、
もって対象者の心身の健康を保持
し、安定した生活を営むことができ
るよう援助することを目的とする。

家庭で入浴するうえで介護を必要と
し、その家族の介護を受けることが
できない障がい者、難病患者、高齢
者等に対し、訪問入浴介護サービス
を提供すること。

一般 2,507 訪問入浴
サービス事
業利用者数

4 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71039 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 職親委託事業 経常 知的障がい者が就職に必要な知識、
技術等を習得し、雇用の促進及び職
場における定着性を高める。

知的障がい者を一定期間職親に預
け、生活指導、技能習得訓練等を行
う。

一般 1,080 職親委託者
数

3 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71040 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 日中一時支援
事業

経常 障がい者及び障がい児の日中の一時
的な見守り等の支援を行うことによ
り、障がい者等の活動の場を確保す
るとともに、障がい者等の家族の就
労支援及び負担軽減を図ることを目
的とする。

①市長が指定する施設において、障
がい者等に活動の場を提供し、見守
り及び障がい者等が社会に適応する
ための日常的な訓練を行うこと。
②必要に応じ、学校等から施設まで
及び施設から障がい者等の居宅まで
の送迎を行うこと。

一般 35,204 日中一時支
援事業延べ
利用者数

13,202 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71041 Ⅲ ➎ ① 福祉部 福祉課 障がい者社会
参加支援事業

経常 スポーツ・芸術文化活動等を行うこ
とにより、障がい者等の社会参加を
促進する。

社会参加促進事業の実施について、
社会福祉法人等に委託して行う。

一般 963 社会参加促
進事業参加
者数

99 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71042 Ⅲ ➎ ① 福祉部 福祉課 手話奉仕員養
成研修事業

経常 手話奉仕員を養成し、意思疎通に支
障のある障がい者等の自立した日常
生活を支援する。

手話奉仕員及び手話通訳者の養成カ
リキュラム等について(平成10年7月
24日付障企第63号厚生省大臣官房障
害保健福祉部企画課課長通知)に基
づいて研修を行う。

一般 167 養成講座修
了者数

0 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71043 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 福祉乗車券給
付事業

経常 重度障がい者等に対し、タクシー又
はバスの料金の一部を助成すること
により、重度障がい者等の社会参加
の促進及び通院等の便宜を図り、
もって重度障がい者等の福祉の向上
に寄与することを目的とする。

１会計年度で１枚200円のチケット
を、最大、上記①～③の対象者に
あっては144枚、④及び⑤の対象者
にあっては288枚交付する。交付を
受けた者は、あらかじめ市が契約し
ているバス及びタクシー会社でチ
ケットを使用することができる。バ
ス及びタクシー会社は、後日、対象
者がチケットを利用した分の額を市
に請求する。

一般 7,666 交付人数
（小型）

935 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71044 Ⅲ ➎ ② 福祉部 福祉課 在宅酸素療法
酸素濃縮器使
用助成事業

経常 在宅酸素療法を必要とする呼吸器機
能障害者に対し、酸素濃縮器の使用
に係る費用の一部を助成することに
より、呼吸器機能障害者の健康維持
を図り、もって福祉の増進に資する
ことを目的とする。

在宅酸素療法を必要とする呼吸器機
能障害者に対し、酸素濃縮器の使用
に係る費用の一部を助成することに
より、呼吸器機能障害者の健康維持
を図り、もって福祉の増進に資する
ことを目的とする。

一般 788 助成金交付
人数

46 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

71047 Ⅲ ➋ ② 福祉部 福祉課 障がい児保護
措置費給付事
業

経常 障がい児がサービス利用に要した費
用を負担し、児童が適切な支援を受
けて健全な発達が出来るようにす
る。

障がい児が障害児通所支援等を利用
した場合、その利用に要した経費に
ついて、利用者負担を除いた分につ
いて市が負担をする。

一般 379,704 支給決定者
数

239 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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71049 Ⅲ ➊ ① 福祉部 福祉課 東北地方太平
洋沖地震被災
世帯生活再建
支援金

政策 平成23年3月11日に発生した東北地
方太平洋沖地震及びこれに起因する
災害により県内で居住する住宅に著
しい被害を受けた被災世帯がその居
住する住宅を市内で建設し、又は購
入する場合に、当該世帯の世帯主に
対して生活再建支援金を交付し、
もって被災世帯の早期の生活再建を
図ることを目的とする。

地震等の発生時においてその世帯に
属する者の数が1人である世帯　75
万円
それ以外の世帯　100万円

一般 2,500 災害援護資
金貸付件数

27 人 A2 被災者支援のため必要な事業である

74001 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

老人福祉総務
費（経常）

経常 旧市町村において特別養護老人ホー
ム等の建設費に対して債務負担を行
い後年度において補助する事業や養
護老人ホームの入所措置システム、
要援護高齢者システムなどを行うこ
とを目的としている。

・特別養護老人ホーム等の建設費に
対して後年度において補助する事業
（債務負担）
・養護老人ホームの措置に関して被
措置者等の負担金の管理
・要援護高齢者支援システム（緊急
時対応）の管理運営　など

一般 19,724 施設入所率
（入所者/
定員）

100 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

74002 Ⅲ ➍ ① 福祉部 長寿社
会課

老人施設入所
措置費

経常 老人福祉法による養護老人ホーム等
への入所措置に係る者を入所させ、
養護するとともにその者が自立した
日常生活を確保するための援助を行
うことを目的とする。（老人福祉法
第11条）

老人福祉法に基づき、環境上及び経
済的理由、または虐待などやむを得
ない事由により、居宅において養護
を受けることが困難な高齢者に対し
て、市が養護老人ホームへ措置し、
入所措置費用を負担する。本人から
は、年金収入などの負担能力に応じ
負担金を徴収する。

一般 144,839 新規措置者 21 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

74003 Ⅲ ➍ ① 福祉部 長寿社
会課

生活支援ハウ
ス運営事業
（経常）

経常 冬季間などに自宅で生活が困難なひ
とり暮らし高齢者や高齢者世帯を支
援するために設置している。

①高齢等のため孤立して生活するこ
とに不安がある者に対して一定期間
の住居の提供、②各種相談、助言及
び緊急時の対応、③通所介護及び訪
問介護の利用手続きの援助、④地域
住民等との交流を図るための各種事
業及び交流の場の提供

一般 17,980 利用延べ人
数・日数

2,660 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

74004 Ⅲ ➍ ② 福祉部 長寿社
会課

生きがい活動
支援通所事業
（経常）

経常 高齢者の生きがいと創造意欲を高め
る場を提供する

・前沢いきいきハウスの運営（直
営）
・水沢高齢者創作館の運営委託（指
定管理）
・江刺高齢者生産活動センターの運
営委託（指定管理）
・大岳高齢者生きがいセンター施設
管理

一般 13,461 高齢者の生
きがいづく
り事業の参
加者数

7,593 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

74016 Ⅲ ➍ ② 福祉部 長寿社
会課

生きがい活動
支援通所事業
（政策）

政策 高齢者等の生きがいづくりや介護予
防を促進し、社会的孤立感の解消及
び自立生活の助長を図る。

高齢者に対して日常動作訓練や趣味
活動等のサービスを提供し、生きが
いを持てる健全で安らかな自立した
生活の確保に必要な支援を行う。
・高齢者生きがいと健康づくり事業

一般 2,237 高齢者の生
きがいづく
り事業の参
加者数

7,593 人 B2 介護予防の観点から、必要な事業としてあ
る程度成果は発揮されているが、参加増に
より介護予防の意識をさらに広めるため、
事業内容の見直しが必要。

74006 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

介護保険特別
会計(保険事
業勘定)繰出
金

経常 介護保険法による介護保険給付費等
の市町村負担を行うものである。

・介護保険制度の事務費負担(経費
の100%負担)　　　・介護保険給付
費の市町村負担分(給付費の12.5%負
担)
・地域支援事業の市町村負担分(事
業費の12.5%または19.25％負担)
・地域支援事業の助成対象外分(事
業費の100%負担)

一般 1,844,335 要介護認定
者数

7,811 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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74007 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

介護保険特別
会計(サービ
ス事業勘定)
繰出金

経常 市管理にかかる介護施設について、
管理経費の市町村負担を行うもので
ある。
・まえさわ管理センターの管理運
営。
・介護保険法第115条の22に規定す
る指定介護予防支援事業所の円滑な
業務運営。(地域包括支援センター
業務)

・まえさわ介護センターの管理運営
経費の繰出し。
・指定介護予防支援事業所の円滑な
業務運営に係る経費の繰出し。
・胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもり
の家の起債償還分の繰出し。

一般 70,956 訪問介護・
通所介護・
ショート延
利用者数

16,896 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

74008 Ⅲ ➍ ② 福祉部 長寿社
会課

老人福祉総務
費（政策）
（福祉バス運
行管理事業）

政策 ボランティア活動等の民間の地域福
祉活動の推進を図るため、福祉バス
による移送サービスの事業を実施す
る。

福祉事業等に参加を希望している交
通手段のない高齢者を対象に、社会
参加を促進するため、奥州市社会福
祉協議会に事業委託して福祉バスを
運行している。

一般 2,908 利用人数 177 人 B1 コロナの影響により、運行回数や利用人数
が大幅に減少しているが、高齢者の移動手
段を確保することで、社会参加を支援して
いる。令和3年度は人件費の見直しや老朽
化した大型バスを廃止したことにより事業
費を抑えることが出来た。

74009 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

老人福祉総務
費（政策）
(介護職員人
材確保事業)

政策 ・介護保険事業計画に基づき施設整
備を計画的に進めているが、施設を
運営する事業所では介護職員の人材
確保が困難な状況にある。高齢者等
の介護に従事する人材の確保及び資
質の向上を図り、介護施設の安定的
な運営を支援する。
・介護施設の介護従事者の育成は特
別養護老人ホーム入居待機者の解消
にもつながる。

・市内に所在する介護事業所に勤務
する者で、介護保険法施行令に掲げ
る介護職員初任者研修を修了した者
に当該研修に係る受講料に対し、予
算の範囲内で助成する。

一般 230 助成件数 7 件 B1 不足している介護職員の人材確保を図るた
め、必要な事業である。

74021 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

医療介護従事
者奨学金返済
支援事業

政策 医療介護従事者の人材の確保と市内
の医療介護施設への定着を図る

・返還義務のある奨学金の貸与を受
けて養成学校等で修学し、介護福祉
士等の資格を取得した者であって、
市内に所在する医療介護施設に就職
し、定着した場合、奨学金返済額の
一部又は全部を補助する。

一般 3,948 補助金交付
決定件数

33 件 B1 不足している医療及び介護職員の人材確保
を図るため、必要な事業である。

74010 Ⅲ ➍ ① 福祉部 長寿社
会課

訪問介護等利
用者助成事業

政策 介護保険サービスの訪問介護及び訪
問入浴介護又は総合事業の第一号訪
問事業を利用している低所得世帯に
対し助成を行うことで在宅介護を支
援する。

介護保険サービスの訪問介護及び訪
問入浴介護又は総合事業の第一号訪
問事業を利用している住民税非課税
世帯に属する者に、訪問介護等に係
るサービス単価の100分の４を助成
する。

一般 1,931 給付件数 1,423 件 A2 介護保険制度創設時の負担軽減のための経
過措置として実施きたが、令和３年度を
もって事業を廃止した。なお、県内他市で
は既に廃止している。

74011 Ⅲ ➍ ① 福祉部 長寿社
会課

老人日常生活
用具給付等事
業

政策 日常生活を営むことに支障がある在
宅の高齢者に対して、日常生活用具
を給付又は貸付することにより、日
常生活の便宜を図り、もって在宅の
高齢者及びそれらの介護者の福祉の
向上に資することを目的とする。

・給付　電磁調理器、火災警報器、
自動消火器
・貸与　電話加入権

一般 20 日常生活用
具給付世帯
数

1 世帯 B2 給付実績は少数であるが、在宅生活を支援
するため必要な事業である。支援内容を見
直すことも必要である。

74013 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

高齢者及び障
がい者にやさ
しい住まいづ
くり推進事業

政策 要援護高齢者及び重度身体障がい者
の在宅での自立した生活を支援する
とともに、その介護者の負担の軽減
を図る。

要援護高齢者等の属する世帯の住宅
改善（段差の解消、手すりの設置
等）に必要な経費に対し、予算の範
囲内で補助金を交付する。

一般 2,649 補助金交付
件数

12 件 B1 要援護高齢者や重度心身障がい者の在宅生
活を支援しており、必要な事業である。
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74014 Ⅲ ➍ ① 福祉部 長寿社
会課

有償運送事業 政策 福祉車両等を運行することにより、
歩行困難な方の通院や買い物などの
社会参加を支援する

道路運送法による届け出を行った事
業者（社会福祉協議会）に委託し、
リフト付き等の車両を運行する。運
転手はボランティアが行う。（前
沢・胆沢・衣川）
公共交通空白地有償運送事業を行う
事業者（サポートセンターNPOえさ
し）に補助金を交付する。（江刺）

一般 3,224 利用者登録
数

86 人 A2 寝たきりや歩行困難など、移動の支援が必
要な高齢者の移動手段として、必要な事業
である。

74015 Ⅲ ➍ ② 福祉部 長寿社
会課

老人クラブ助
成事業

政策 老人クラブの活動を推進し、老人の
生活を健全で豊かなものにするた
め、また老人の福祉の増進に寄与
し、その知識と経験をいかした社会
的活動を助長することを目的とする

単位老人クラブ・奥州市老人クラブ
連合会が行う生きがいと健康づくり
のための多様な社会活動に対し、補
助金を交付する

一般 5,197 奥州市老人
クラブ連合
会会員数

5,193 人 B2 高齢者の生きがい活動、介護予防の観点か
らも重要な事業であるが、近年、ライフス
タイルの変化などにより会員数が減少して
おり、時代の変化に沿った事業内容への見
直しを迫られている。

74017 Ⅲ ➍ ① 福祉部 長寿社
会課

敬老事業 政策 地区毎で開催している敬老会の開催
経費の一部を補助すること、また
100歳の節目に記念品を贈呈するこ
とにより、市内在住高齢者の長寿と
健康を祝い、併せて、高齢者に対す
る敬意の意識を啓発する。

敬老会・・・①敬老会開催補助金
(水沢・江刺:社会福祉協議会、前
沢・胆沢・衣川：各地区振興会)参
加対象者数×@810円
              ②米寿(88歳)・白寿
(99歳)対象者へ記念品贈呈
百歳記念品贈呈・・・百歳の誕生日
に市から記念品を贈呈。敬老の日に
おける最高齢者へのお祝い品贈呈。

一般 17,853 敬老会の参
加率

31.9 ％ A2 コロナ禍のために会場開催したのは、水沢
の２行政区及び８高齢者施設、江刺の１高
齢者施設のみであった。会場開催しない地
区は各戸への記念品贈呈を行った。成果指
標は、会場開催参加者/対象者である。会
場開催を実施したところの参加率は31.9％
である。多年にわたり社会に貢献してきた
高齢者を敬愛し、長寿を祝うために必要な
事業である。

74020 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 胆沢総
合支所
健康福
祉グ
ループ

胆沢高齢者総
合福祉施設ぬ
くもりの家施
設整備事業

政策 胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの
家が築後17年経過により施設全体の
改修更新整備を計画的に行い、健全
な施設運営を図る。
（空調設備、外壁及び屋根等の塗装
修繕、照明設備、配管設備等）、ボ
イラー増設、乾燥機更新、高圧変電
設備改修工事

・空調設備機器等改修工事等 一般 13,354 特養ぬくも
りの家入所
者数

50 人 A1 施設の老朽化に伴い不具合が生じていた空
調設備を改修することにより衛生的な換気
が保たれる空調環境を整備した。

T74005 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

介護給付等費
用適正化事業

経常 介護給付を必要とする受給者を適切
に認定し、受給者が真に必要とする
過不足のないサービスを提供する。

介護保険サービス利用者に対し介護
給付費の額等の実績を通知する。
介護支援専門員が作成するケアプラ
ンの内容の点検や介護事業所に対す
る実地指導などの支援により介護給
付の適正化を図るため、介護保険ケ
アマネジメント指導員を配置する。

介護保
険特別
会計
(保険
事業勘
定)

6,683 要介護者及
び要支援者
の認定率

19.2 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T74007 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

家族介護支援
事業
（在宅寝たき
り老人等介護
用品給付事業
ほか）

経常 寝たきり等の高齢者を在宅で介護す
る介護者（家族）に対し、介護用品
や慰労金を給付することで経済的な
負担の軽減を図る。

・介護用品給付事業…対象者に、介
護用品と交換できる給付券（額面
3,000円）を１ヶ月あたり２枚
（6,000円分）交付する。
・慰労金支給事業…対象者に、要介
護者１人あたり10万円を支給する。

介護保
険特別
会計
(保険
事業勘
定)

6,634 給付人数 150 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T74008 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

介護相談員派
遣事業

経常 介護サービスを提供している施設及
び事業所に対して介護相談員を派遣
することにより、利用者の疑問又は
不満、不安等の解消を図るととも
に、派遣を受けた施設及び事業所に
おける介護サービスの質的な向上を
図る。

介護相談員が介護施設及び事業所を
訪問し、サービスを利用する者等か
ら話を聞き、その疑問や不満などの
解消を図る。

介護保
険特別
会計
(保険
事業勘
定)

450 相談件数 208 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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T74009 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

その他事業
（成年後見制
度利用促進事
業）

経常 成年後見の申立費用の負担や、後見
人報酬の助成を行うことにより、成
年後見制度利用の助長を図る。

・審判請求に係る費用を市が負担す
る
・成年後見人等に対する報酬付与の
審判で決定された報酬の全部又は一
部に相当する額を予算の範囲内で助
成

介護保
険特別
会計
(保険
事業勘
定)

340 市長による
審判申立件
数

4 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T74017 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

その他事業
（配食見守り
サービス事
業）

経常 心身の障がい、傷病等の理由により
調理が困難なひとり暮らし等の高齢
者等に対し、栄養バランスのとれた
食事を手渡しで提供するとともに声
かけ等の方法により安否確認を図る
ことにより、高齢者等が健康で安心
な自立した生活を送ることができる
よう支援することを目的とする。

・栄養バランスのとれた食事の居宅
への配達
・安否確認
・健康状態の異常時その他緊急時に
おける関係機関等への連絡等の対応

介護保
険特別
会計
(保険
事業勘
定)

3,450 配食数 5,002 食 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T74010 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

その他事業
（高齢者地域
生活サポート
事業）

経常 急病等への迅速な対応及び随時相談
に応じる体制を整備することによ
り、高齢者の地域における自立した
生活を継続させることを目的とす
る。

ボタン１つで専門的知識を有するス
タッフが在中するコールセンターに
通報できる装置を提供することで、
利用者から寄せられる相談等に対す
る指導及び助言並びに定期的な安否
確認及び健康相談を実施する。

介護保
険特別
会計
(保険
事業勘
定)

3,705 設置世帯 105 世帯 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T74019 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 長寿社
会課

介護予防・生
活支援サービ
ス事業

経常 地域の実情に応じて、住民等の多様
な主体が参画し、多様なサービスを
充実することで、地域の支え合い体
制づくりを推進し、要支援者等に対
する効果的かつ効率的な支援をす
る。

従前相当訪問型サービス、従前相当
通所型サービス、その他の多様な
サービス

介護保
険特別
会計
(保険
事業勘
定)

358,432 要介護者及
び要支援者
の認定率

19.2 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T74016 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 前沢総
合支所
市民福
祉グ
ループ

まえさわ介護
センター管理
運営事業(指
定管理委託事
業）

経常 居宅における介護を支援するため設
置している「まえさわ介護セン
ター」を指定管理者に管理運営を委
託する。

まえさわ介護センターの管理(指定
管理)

介護保
険特別
会計
(介護
サービ
ス事業
勘定)

7,000 訪問介護・
通所介護・
ショート延
利用者数

16,896 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T74018 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 前沢総
合支所
市民福
祉グ
ループ

まえさわ介護
センター管理
運営事業（施
設整備、備品
購入）

経常 施設の老朽化に伴う施設改修及び備
品の更新を計画的に行い、健全な施
設運営を行う。

火災受信機更新工事ほか 介護保
険特別
会計
(介護
サービ
ス事業
勘定)

2,449 訪問介護・
通所介護・
ショート延
利用者数

16,896 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T76001 Ⅲ ➊ ② 福祉部 地域包
括支援
セン
ター

介護予防ケア
マネジメント
事業

経常 個々に応じた必要なサービスの調整
を行い、高齢者ができる限り自立し
た生活を送れるよう支援する。

ケアプランの作成及びケアマネジメ
ント

介護保
険特別
会計
(保険
事業勘
定)

48,730 支援延件数 0 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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T76007 Ⅲ ➍ ② 福祉部 地域包
括支援
セン
ター

一般介護予防
事業

経常 住民主体の通いの場を充実させ、参
加者や通いの場が継続的に拡大して
いくような地域づくりを推進する。
さらに、地域においてリハビリテー
ション専門職等を活かした自立支援
に資する取り組みを推進し、要介護
状態になっても生きがい・役割を
もって生活できる地域を構築するこ
とにより、介護予防を推進すること
を目的とする。

介護予防普及啓発事業・地域介護予
防活動支援事業
一般介護予防評価事業・地域リハビ
リテーション活動支援事業

介護保
険特別
会計

（保険
事業勘
定）

9,305 要支援から
要介護への
移行割合

40.3 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T76002 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 地域包
括支援
セン
ター

総合相談事業 経常 在宅の要援護高齢者又は要援護とな
るおそれのある高齢者等からの相談
を身近な場所で受け付け、その心身
の状況及び家族等の状況を把握する
ことにより、介護予防、生活支援の
観点から適切な支援等を行い、要援
護高齢者等の福祉の向上を図る。

要援護高齢者等に対し、保健福祉
サービス及び生活支援に関する相談
並びに介護予防事業に関する相談を
行い、必要な支援及びサービス又は
制度に関する情報提供、関係機関へ
の紹介等を行う。

介護保
険特別
会計
(保険
事業勘
定)

128,102 地域包括支
援センター
の相談件数
(委託型包
括・ブラン
チを含む）

8,336 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T76003 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 地域包
括支援
セン
ター

家族介護支援
事業(家族介
護教室事業）

経常 在宅で介護している家族に対して、
介護の知識の習得や技術の向上を図
り、介護による家族の負担を軽減す
るとともに、介護者同士の交流の場
を設けることにより、介護者の心身
の安定を図る。

在宅で介護している家族に対して、
介護による家族の負担を軽減するた
め、介護の知識の習得や技術の向上
の機会、介護者同士の交流の場を提
供する。

介護保
険特別
会計
(保険
事業勘
定)

850 家族介護教
室参加者数

222 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T76009 Ⅲ ➍ ① 福祉部 地域包
括支援
セン
ター

生活支援介護
予防サービス
基盤整備事業

経常 要介護状態となっても住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを人生の最後
まで続けることができるよう、多様
な日常生活上の支援体制の充実強化
と高齢者の社会参加の推進を一体的
に図る。

市全域レベル（第１層）及び日常生
活圏域（第２層）における協議体、
生活支援コーディネーターを設置
し、地域資源やニーズの把握を行う
とともに、生活支援・介護予防サー
ビスの充実に向けて、ボランティア
等の生活支援の担い手の養成・発掘
（地域資源の開発）やそのネット
ワーク化などを行う。

介護保
険特別
会計

（保険
事業勘
定）

6,003 認知症サ
ポーター養
成講座の年
間受講者数

669 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T76004 Ⅲ ➍ ① 福祉部 地域包
括支援
セン
ター

認知症施策総
合推進事業

経常 認知症についての理解を深め、認知
症になっても住み慣れた地域で安心
して暮らし続けることができるよう
体制づくりを推進する。

・認知症の人を支援する関係者の連
携を図る事業
・認知症への理解を深めるための普
及・啓発推進事業
・認知症の容態に応じた適切な対応
のための体制整備事業　　・認知症
の人や家族を支援する事業

介護保
険特別
会計
(保険
事業勘
定)

3,289 認知症サ
ポーター養
成講座の年
間受講者数

669 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T76008 Ⅲ ➍ ③ 福祉部 地域包
括支援
セン
ター

在宅医療・介
護連携推進事
業

経常 医療と介護の両方を必要とする状態
の高齢者が、住み慣れた地域で自分
らしい暮らしを人生の最期まで続け
ることができるよう、在宅医療と介
護を一体的に提供するために、医療
機関と介護サービス事業者などの関
係者の連携を推進することを目的と
する。

・在宅医療及び介護が円滑に提供さ
れる仕組みの構築（ICTを活用した
多職種連携システムＭＣＳの普及推
進等）　・医療と介護関係者の連携
体制の充実　・地域住民の医療と介
護の理解の促進（医療と介護のおき
がる講座、奥州市版エンディング
ノート「わたしの生き方ノート」の
活用等）

介護保
険特別
会計

（保険
事業勘
定）

5,581 特別養護老
人ホーム待
機者のう
ち、早急入
所が必要な
待機者数

151 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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72001 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

児童手当支給
事業

経常 父母その他の保護者が子育てについ
ての第一義的責任を有するという基
本的認識の下に、児童を養育してい
る者に児童手当を支給することによ
り、家庭等における生活の安定に寄
与するとともに、次代の社会を担う
児童の健やかな成長に資することを
目的とする。

支給要件に該当する者から申請を受
け付け、手当を支給する。定期払は
６月、10月、２月の年３回。

一般 1,524,262 現況届の認
定割合

99.4 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

72003 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

児童入所施設
措置事業（母
子生活支援施
設入所）

経常 事情のある母子を保護し、相談・援
助を進めながら自立を支援する。

対象となる母子を母子生活支援施設
に入所措置し、生活を支援しながら
自立を促進する。（施設設置者に委
託)

一般 2,168 児童虐待相
談終結割合

26.8 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

72004 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

婦人保護事業
(母子家庭等
高等職業訓練
促進給付金等
給付費)

経常 母子家庭の母又は父子家庭の父の就
業訓練中における生活の負担の軽減
を図り、資格の取得を容易にし、
もって母子家庭又は父子家庭の経済
的自立を促進すること。

母子家庭の母又は父子家庭の父で看
護師、准看護師、介護福祉士、保育
士、理学療法士、作業療法士、栄養
士、柔道整復師、鍼灸師、歯科衛生
士､美容師、社会福祉士、製菓衛生
師、調理師、シスコシステムズ認定
資格、ＬＰＩ認定資格の資格取得の
ため修業を開始した者に対し、訓練
促進費を支給し、修了後に一時金を
支給する。(なお、父子家庭の父は
H25.4～支給対象となった。)

一般 4,492 給付実績 3 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

72005 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

婦人保護事業
（母子家庭等
自立支援教育
訓練給付費）

経常 母子家庭の母又は父子家庭の父の主
体的な能力開発の取組みを支援する
とともに、自立の促進を図り、もっ
て母子家庭又は父子家庭の福祉の増
進に資すること。

母子家庭等自立支援教育訓練給付金
を支給。給付金の支給額は対象講座
の受講のために支払った費用の10分
の６に相当する額。(令和元年度か
ら上限額が変更され、修学年数×40
万円、最大160万円となった。な
お、12,000円を超えない場合は給付
金を支給しない。)ただし、雇用保
険法による教育訓練給付金を受給す
る場合は差額のみ支給する。

一般 57 給付実績 2 人 - ※経常経費につき総合的評価対象外

72007 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

子ども・若者
育成支援事業

経常 不登校や中退、ニートやひきこもり
等社会生活を円滑に営む上での困難
を有する子ども・若者を支援するも
の。

ニート、ひきこもりなど困難を抱え
る子ども・若者やその保護者への相
談、支援。関係機関との連絡調整。
「若者の居場所 ほっと広場」を開
催し、家以外に安心して過ごせる居
場所の提供

一般 2,234 若者の居場
所「ほっと
広場」延べ
参加者数

104 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

72008 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

児童扶養手当
支給事業

経常 父又は母と生計を同じくしていない
児童が育成される家庭の生活の安定
と自立の促進に寄与するため、当該
児童について児童扶養手当を支給
し、もつて児童の福祉の増進を図る
こと。

支給要件に該当する者から申請を受
け付け、手当を支給する。定期払
は、2020年から１月、３月、５月、
７月、９月、11月の年６回。

一般 412,472 現況届の認
定割合

99.4 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

72009 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

婦人保護事業 経常 売春防止法に基づき、売春等の恐れ
のある要保護女子に対し未然防止と
保護更生を図る。また、配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律に基づき、配偶者からの
暴力の被害者である女性の保護を図
る。

要保護女子等からの相談対応と態様
に応じた効果的な指導等を行う。

一般 12,204 相談対応延
べ回数

1,071 回 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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72010 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

家庭児童相談
事業

経常 子どもに関するあらゆる問題につい
て、家庭その他からの相談に応じ、
子どもが有する問題又は子どもの置
かれた環境の状況等を的確に捉え、
個々の子どもや家庭に最も効果的な
援助を行い、もって子どもの福祉を
図る。

児童虐待や、家庭内や学校での人間
関係や生活習慣、発達の遅れなど
様々な問題に悩む親や保護者の相談
を受け、問題解決のためのアドバイ
スや指導を行う。

一般 2,430 家庭児童相
談室相談処
理状況

2,908 回 - ※経常経費につき総合的評価対象外

72011 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

少年センター
管理運営事業

経常 少年を取り巻く環境の浄化、少年の
非行防止化を図り、健全な少年を育
む。

専任補導員、少年補導員による有害
環境の浄化活動及び街頭補導活動

一般 2,582 街頭補導活
動

116 回 - ※経常経費につき総合的評価対象外

72012 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

こども
家庭課

放課後児童健
全育成事業
（経常）

経常 昼間労働等により保護者のいない家
庭の小学校に就学中の児童に対し放
課後に適切な遊びや生活の場を与え
て、その健全な育成を図る。

奥州市全域の放課後児童クラブ（32
施設46クラブ）の事業委託
（指定管理14施設27クラブ）水沢放
課後児童クラブ等：20クラブ、岩谷
堂放課後児童クラブ：4クラブ、前
沢放課後児童クラブ：３クラブ、民
間へ委託：18施設19クラブ

一般 369,165 放課後児童
クラブへの
入所希望者
が入所でき
ている割合

95.3 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

72013 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

子育て支援事
業(ファミ
リーサポート
センター事
業)

経常 子育ての援助を受けたい人と援助を
行いたい人をつなぎ、支え合いの子
育て支援事業を展開することによ
り、地域の子育て環境の充実を図
る。

子育ての援助を受けたい人と援助を
行いたい人を会員として組織化し、
コーディネーターがマッチングする
(奥州市社会福祉協議会に委託)。用
事のある時のこどもの預かりや送迎
等の相互援助活動を行う。規定の利
用料金があるが、依頼者が提供者に
直接支払う制度であり、事業者に入
る収入ではない。

一般 8,460 延べ利用件
数

1240 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

72014 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

発達支援セン
ター事業

経常 心身の発達に課題のある児童等及び
その保護者に対し、児童等の発達を
促すための支援及び保護者の育児不
安を軽減するための支援を行うた
め、児童等の発達に関する相談、指
導等の事業を実施することにより、
安心して子育てができる環境を整備
するとともに、児童等の健全育成を
図ることを目的とする。

(1)個別相談、発達検査等による児
童の発達全般に関する評価に関する
こと。(2)就学前の児童及びその保
護者に対する療育指導、療育支援に
関すること。(3)支援対象児が在籍
する保育施設等の関係機関との連携
及び調整に関すること。(4)発達支
援に係る研修及び啓発に関するこ
と。(5)市内の発達支援体制の整備
に関すること。

一般 10,671 園訪問回数 144 回 - ※経常経費に付き総合評価対象外

72015 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

心身障がい児
福祉推進事業
(経常)

経常 心身の発達に課題のある児童等及び
その保護者に対し、児童等の発達を
促すための支援及び保護者の育児不
安を軽減するための支援を行うた
め、児童等の発達に関する相談、指
導等の事業を実施することにより、
安心して子育てができる環境を整備
するとともに、児童等の健全育成を
図ることを目的とする。

幼児教室２カ所（水沢・江刺）にお
いて、就学前の児童及びその保護者
に対し、母子通所による療育指導及
び療育支援を行う。（令和２年度ま
では４カ所で実施）

一般 26,785 在籍児童数 58 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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72017 Ⅲ ➋ ④ 健康こ
ども部

こども
家庭課

生後4か月赤
ちゃん全戸訪
問事業

経常 生後４か月までの乳児のいるすべて
の家庭を助産師等が訪問し、早期に
相談支援を行うことにより、地域に
おける子育て家庭の孤立化を防ぎ、
乳児の健全な育成環境の確保を図
る。また、虐待の兆候の早期発見に
努め、関係機関との早期の連携によ
り虐待を未然に防ぐ。

対象家庭を全戸家庭訪問する数少な
いアウトリーチ型の子育て支援であ
る。育児に関する不安や悩みの相
談、傾聴を行い、子育て支援に関す
る情報提供を行う。また乳児及び保
護者の心身の様子及び養育環境の把
握を行い、支援が必要な家庭に対す
る提供サービスの検討や関係機関と
の連絡調整を行う。

一般 1,952 家庭訪問実
施件数

585 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

72018 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

地域子育て支
援拠点事業

経常 地域の子育て支援機能の充実を図
り、保護者の子育てに対する不安等
を緩和し、子どもの健やかな育ちを
促すことを目的とする。

地域子育て支援センターを市内９箇
所に設置し、子育て親子や祖父母の
交流の場の提供と交流促進、子育て
に関する相談、助言、地域の子育て
関連情報の提供等を実施。直営３箇
所、委託６箇所の計９箇所となって
いる。（令和２年度までは直営５箇
所で計11箇所）本事業は委託６箇所
分の委託料(委託金額は開設形態に
よる国庫補助基準額による。)

一般 37,695 利用者延べ
人数（委託
６カ所分）

12,180 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

72020 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

前沢保育所特
別保育事業

経常 地域の子育て支援機能の充実を図
り、保護者の子育てに対する不安等
を緩和し、子どもの健やかな育ちを
促すことを目的とする。

子育て親子や祖父母の交流の場の提
供と交流促進、子育てに関する相
談、助言、地域の子育て関連情報の
提供等を実施。前沢地域では唯一の
拠点事業所。

一般 5,374 利用者延べ
人数

2,713 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

72021 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

あゆみ園特別
保育事業

経常 地域の子育て支援機能の充実を図
り、保護者の子育てに対する不安等
を緩和し、子どもの健やかな育ちを
促すことを目的とする。

子育て親子や祖父母の交流の場の提
供と交流促進、子育てに関する相
談、助言、地域の子育て関連情報の
提供等を実施。衣川地域では唯一の
拠点事業所。

一般 4,577 利用者延べ
人数

1,025 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

72022 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

エンゼルプラ
ザ管理運営事
業

経常 地域の子育て支援機能の充実を図
り、保護者の子育てに対する不安等
を緩和し、子どもの健やかな育ちを
促すことを目的とする。

市内商業施設内において、子育て親
子や祖父母の交流の場の提供と交流
促進、子育て等に関する相談、援
助、地域の子育て関連情報の提供等
を実施する。

一般 5,943 利用者延べ
人数

7,178 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

72024 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

子育て総合支
援センター施
設管理運営事
業

経常 児童及びその保護者に対する総合的
な支援並びに地域全体における子育
て環境の整備を図り、子育てしやす
い環境づくりを推進することを目的
とする。

子育て総合相談として子育ての不
安、悩みや子どもの発達に関する相
談に応じる。相談は助産師、保育
士、臨床心理技師、児童療育指導員
が受け、適切な支援や情報提供を行
うほか関係機関と連携して支援を
行っていく。いずみ保育園・子ども
発達支援センター、幼児教室ららを
開設。エンゼルプラザみずさわの出
張ひろばとして「赤ちゃんの日」
（週１日）を開催。

一般 8,256 相談対応件
数

416 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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72027 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

こども
家庭課

放課後児童健
全育成事業
（政策）

政策 昼間労働等により保護者のいない家
庭の小学校に就学中の児童に対し放
課後に適切な遊びや生活の場を与え
て、その健全な育成を図る。

学校統合に伴う、放課後児童クラブ
の統合のため、田原放課後児童クラ
ブの施設設備を実施した。

一般 1,877 児童クラブ
数

46 箇所 B1 計画通りに事業が執行されている。
環境改善により児童の安心・安全な放課後
の生活環境を確保できた。

72031 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

児童福祉総務
費

経常 子どもに関するあらゆる問題につい
て、家庭その他からの相談に応じ、
子どもが有する問題又は子どもの置
かれた環境の状況等を的確に捉え、
個々の子どもや家庭に最も効果的な
援助を行い、もって子どもの福祉を
図る。

児童虐待や、家庭内や学校での人間
関係や生活習慣、発達の遅れなど
様々な問題に悩む親や保護者の相談
を受け、関係機関で連携して必要な
支援をする。

一般 3,450 児童虐待相
談終結割合

26.8 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

72033 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

子どもの居場
所づくり推進
事業

政策 親から子への貧困の連鎖を断ち切
り、地域や周囲の人とのつながりを
持って安心して暮らすことにより、
様々な家庭の困難や課題を抱える子
どもたちが健やかに成長していくこ
と。

様々な家庭環境に対応し、より多く
の子どもへ直接的な支援を継続的に
できるよう、子どもの居場所を設置
する団体等に対し、事業の立ち上げ
及び拡大に係る経費を県の補助金を
活用し、補助する。

一般 468 子ども食堂
新規開設件
数

1 件 B1 支援したことで、地域で子どもの居場所事
業を立ち上げ、実施できたことは評価でき
る。

72034 Ⅲ ➋ ② 健康こ
ども部

こども
家庭課

少子・人口対
策事業（子ど
もの権利）

政策 全市民が子どもの権利についての理
解を深め、社会全体で子どもの権利
を保障し子どもを支える体制作りを
進める。

子どもの権利の普及及び推進として
小中学生への子どもの権利カードを
作成し、配布する。

一般 208 児童虐待相
談終結割合

26.8 ％ B1 小中学生が子どもの権利について考える
きっかけ作りになる。

73010 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

重度心身障が
い者医療給付
事業（補助）

経常 医療費の一部を給付し適正な医療を
確保することにより、心身の健康を
保持するとともに生活の安定を図
り、もって重度心身障害者の福祉の
増進に資する。

医療機関等を受診した際の保険診療
にかかる一部負担金相当額を給付。
給付額は県の補助金交付要綱に定め
る額（レセプト毎に受給者負担額
（入院5,000円、外来1,500円）を超
える額）。

一般 240,900 月平均対象
者数

2,623 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73011 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

重度心身障が
い者医療給付
事業（単独）

経常 医療費の一部を給付し適正な医療を
確保することにより、心身の健康を
保持するとともに生活の安定を図
り、もって重度心身障害者の福祉の
増進に資する。

【Ａ】県補助金交付要綱に定める所
得基準を超える者　医療機関等を受
診した際の保険診療にかかる一部負
担金相当額を給付。
【Ｂ】県補助金交付要綱に定める所
得基準を満たす者　県の補助金交付
要綱に定める受給者負担額（レセプ
ト毎に入院5,000円、外来1,500円）
を給付。

一般 57,609 月平均対象
者数

33 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73001 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

国民健康保険
特別会計繰出
金

経常 国民健康保険財政の健全化、国民健
康保険税負担の緩和、財政基盤の安
定化等に資するため、原則として法
定の繰出しを行う。

国の通知に基づき算出された額を国
民健康保険特別会計に繰出す。ま
た、政策的な判断により、必要に応
じて法定外の繰出しを行う。

一般 757,581 特定健康診
査受診率

48.8 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

73007 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

国民健康保険
特別会計(直
診勘定)繰出
金

経常 国保直営診療所の運営に係る赤字分
を補填する

江刺区診療所を運営するため、収支
マイナス分を一般会計繰出金で補填
し、経営安定を図る。

一般 9,176 外来述べ患
者数

198 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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73012 Ⅲ ➍ ③ 健康こ
ども部

健康増
進課

後期高齢者医
療事業（経
常）

経常 【Ａ】後期高齢者医療制度におけ
る、療養の給付等に要する費用の負
担
【Ｂ】岩手県後期高齢者医療広域連
合の運営に要する費用の負担

【Ａ】国4/12（うち約1/12は調整交
付金）、県1/12、市1/12の定率負担
【Ｂ】広域連合の一般会計と特別会
計ごとに関係市町村が、均等割
10％、人口割50％、高齢者人口割
40％の割合で負担

一般 1,323,563 市内被保険
者数
（各年度末
時点）

21,840 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73024 Ⅲ ➍ ③ 健康こ
ども部

健康増
進課

後期高齢者健
康診査事業

経常 後期高齢者医療被保険者の生活習慣
病の早期発見及び早期治療を図り、
もって被保険者の健康の保持増進に
寄与するため

長寿健康診査及び76歳歯科健康診査 一般 99,123 長寿健診受
診率

42.6 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

73013 Ⅲ ➍ ③ 健康こ
ども部

健康増
進課

後期高齢者医
療特別会計繰
出金

経常 後期高齢者医療特別会計の運用に必
要となる経費の繰出金

後期高齢者医療特別会計における事
務管理経費の繰出
保険基盤安定繰出金（保険料の軽減
措置に対する法定公費補填分を県と
市で負担するもの。負担割合：県
3/4、市1/4）

一般 337,726 低所得者軽
減（法第99
条第１項）
適用者数

14,427 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73014 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

子ども医療費
給付事業（補
助）

経常 医療費の一部を給付し適正な医療を
確保することにより、心身の健康を
保持するとともに生活の安定を図
り、もって子どもの福祉の増進に資
する。

医療機関等を受診した際の保険診療
にかかる一部負担金相当額を給付。
給付額は県の補助金交付要綱に定め
る額（レセプト毎に受給者負担額
（入院5,000円、外来1,500円）を超
える額）。
※小学生は入院時のみ給付。

一般 90,349 月平均対象
者数

6,140 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73015 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

子ども医療費
給付事業（単
独）

経常 医療費の一部を給付し適正な医療を
確保することにより、心身の健康を
保持するとともに生活の安定を図
り、もって子どもの福祉の増進に資
する。

【Ａ】県補助金交付要綱に定める所
得基準を超える未就学児　医療機関
等受診時の保険診療一部負担金相当
額を給付。
【Ｂ】県補助金交付要綱に定める所
得基準を満たす未就学児　県の補助
金交付要綱に定める受給者負担額
（レセプト毎に入院5,000円、外来
1,500円）を給付。
【Ｃ】県補助金交付要綱に定める所
得基準を超える小学生　　入院受診
時の保険診療一部負担金のうち、レ
セプト毎に5,000円を超える額を給
付。
【Ｄ】全ての小中高生　外来受診時
の保険診療一部負担金の２分の１の
額を給付。

一般 195,199 月平均対象
者数

8,267 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73016 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

妊産婦医療費
給付事業（補
助）

経常 医療費の一部を給付し適正な医療を
確保することにより、心身の健康を
保持するとともに生活の安定を図
り、もって妊産婦の福祉の増進に資
する。

医療機関等を受診した際の保険診療
にかかる一部負担金相当額を給付。
給付額は県の補助金交付要綱に定め
る額（レセプト毎に受給者負担額
（入院5,000円、外来1,500円）を超
える額）。

一般 25,540 月平均対象
者数

236 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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73017 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

妊産婦医療費
給付事業（単
独）

経常 医療費の一部を給付し適正な医療を
確保することにより、心身の健康を
保持するとともに生活の安定を図
り、もって妊産婦の福祉の増進に資
する。

【Ａ】県補助金交付要綱に定める所
得基準を超える者　医療機関等を受
診した際の保険診療にかかる一部負
担金相当額を給付。
【Ｂ】県補助金交付要綱に定める所
得基準を満たす者　県の補助金交付
要綱に定める受給者負担額（レセプ
ト毎に入院5,000円、外来1,500円）
を給付。

一般 22,900 月平均対象
者数

112 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73018 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

ひとり親家庭
等医療費給付
事業（補助）

経常 医療費の一部を給付し、適正な医療
を確保することにより、心身の健康
を保持するとともに、生活の安定を
図り、もってひとり親家庭等の福祉
の増進に資する。

医療機関等を受診した際の保険診療
にかかる一部負担金相当額を給付。
給付額は県の補助金交付要綱に定め
る額（レセプト毎に受給者負担額
（入院5,000円、外来1,500円）を超
える額）。

一般 42,244 月平均対象
者数

2,265 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73019 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

ひとり親家庭
等医療費給付
事業（単独）

経常 医療費の一部を給付し、適正な医療
を確保することにより、心身の健康
を保持するとともに、生活の安定を
図り、もってひとり親家庭等の福祉
の増進に資する。

県の補助金交付要綱に定める受給者
負担額（レセプト毎に入院5,000
円、外来1,500円）を給付。

一般 18,987 申請延べ件
数

8,449 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73020 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

寡婦医療費給
付事業（単
独）

経常 寡婦に対して医療費の一部を給付し
適正な医療を確保することにより、
これらの者の心身の健康を保持する
とともに生活の安定を図り、もって
寡婦の福祉の増進に資する。

医療機関等を受診した際の保険診療
にかかる一部負担金相当額を給付。

一般 47,139 月平均対象
者数

810 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73021 Ⅲ ➋ ③ 健康こ
ども部

健康増
進課

保健衛生総務
費（政策）

政策 地域医療の充実強化に必要な専門医
療従事者として看護師を養成してい
る団体に対し、充実した看護教育を
保障するために運営経費支援を行
う。地域医療課題研究、予防接種･
検診等、医師配置計画及び変更調
整、健康増進事業の受託確認業務、
健康教育講座の開催

水沢学苑に対し、充実した看護教育
を保障するために運営経費支援を実
施。
奥州医師会に対し地域医療課題研
究、予防接種･検診等、医師配置計
画及び変更調整、健康増進事業の受
託確認業務、健康教育講座の開催事
業費補助を実施

一般 471 看護師国家
資格合格者
数

28 人 A2 慢性的な医療従事者不足解消のため看護師
養成に係る運営費補助は効果があると考え
る。
健康推進事業の実施にあたり事業補助金を
介して医師会との連携が図られたと考え
る。

73041 Ⅲ ➋ ③ 健康こ
ども部

健康増
進課

不妊治療費助
成事業

政策 不妊治療を受けている夫婦の経済的
負担を軽減する。

男性不妊治療費助成　最大５万円
一般不妊治療費助成　健康保険適用
されない人工授精治療費の７割を助
成、12か月間10万円上限
特定不妊治療費助成　体外受精・顕
微授精に対し最大５万円助成事業費
補助として

一般 4,626 助成対象件
数（一般、
特定）

88 件 A2 出生率に貢献しており人口対策として効果
があると考えている。

73023 Ⅲ ➋ ③ 健康こ
ども部

健康増
進課

母子保健推進
事業

経常 妊産婦及び乳幼児への健康診査、保
健指導を実施し、安全な出産、乳幼
児の健全な育成を図る

思春期保健事業
妊産婦及び乳幼児の健康診査、健康
教育、健康相談

一般 86,385 妊娠11週以
前の妊婦届
出率

97 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

73025 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

保健衛生総務
費（経常）

経常 保健事業推進体制の整備を図る 健康づくり推進協議会、食育推進協
議会、達者の里バス、健康増進サ
ポーター関連業務。電算処理関連業
務。会議及び研修、避難者健康相談

一般 33,196 健康増進サ
ポーター登
録者数

23 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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73026 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

水沢保健セン
ター管理運営
事業

経常 市民を対象とした健康相談、健康教
育、乳幼児健診、予防接種、成人検
診等の保健事業の拠点である保健セ
ンターの維持管理を行う

保健センターの維持管理業務 一般 2,410 成人肥満者
の割合

31.57 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

73027 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

江刺総
合支所
健康福
祉グ
ループ

江刺保健セン
ター管理運営
事業

経常 市民を対象とした健康相談、健康教
育、乳幼児健診、成人検診等の保健
事業の拠点である保健センターの維
持管理を行う

保健センターの維持管理業務 一般 2,034 成人肥満者
の割合

31.57 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

73028 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

前沢総
合支所
市民福
祉グ
ループ

前沢健康管理
総合センター
管理運営事業

経常 市民を対象とした健康相談、健康教
育、乳幼児健診、成人検診等の保健
事業の拠点である前沢健康管理総合
センターの維持管理を行う

前沢健康管理総合センターの維持管
理業務

一般 16,315 成人肥満者
の割合

31.57 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

73028 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

前沢総
合支所
市民福
祉グ
ループ

前沢健康管理
総合センター
管理運営事業
(政策)

政策 市民を対象とした健康相談、健康教
育、乳幼児健診、成人検診等の保健
事業の拠点である前沢健康管理総合
センターの維持管理を行う

火災受信機更新工事 一般 1,613 成人肥満者
の割合

31.57 ％ A2 設備の更新により、施設の継続利用が可能
となった。

73029 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

胆沢総
合支所
健康福
祉グ
ループ

悠悠館管理運
営事業

経常 健康相談、健康教育、成人検診、健
康運動等、市民を対象とした保健事
業及び運動機能向上の拠点、福祉・
介護保険の総合窓口機能である悠悠
館の維持管理・運営を行う

健康増進プラザ悠悠館の維持管理・
運営業務
（保健センターの機能、介護・福祉
の総合窓口機能、健康増進・疾病予
防・介護予防の機能）

一般 38,987 成人肥満者
の割合

31.57 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

73030 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

衣川総
合支所
市民福
祉グル
－プ

衣川保健福祉
センター管理
運営事業

経常 市民を対象とした健康相談、健康教
育、乳幼児健診、成人検診等の保健
事業の拠点である保健福祉センター
の維持管理を行う

保健福祉センターの維持管理業務 一般 4,692 成人肥満者
の割合

31.57 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

73032 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

保健対策推進
事業

経常 健康づくりに関する意識啓発と実践
支援を行うとともに、各種がん検診
の実施により病気の早期発見、早期
治療へと結びつける

運動教室、食育推進事業、栄養改善
事業、各種がん検診、禁煙対策の実
施等
R3年度から医療用補正具助成の実施

一般 140,678 成人肥満者
の割合

31.57 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

73033 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

健康増進事業 経常 健康増進法に基づく健康診査を実施
し、疾病の予防と健康管理対策を実
施する

一般健康診査、健康教育、成人歯科
健診、骨粗しょう症予防検診、肝炎
ウイルス検診等

一般 11,864 成人歯科検
診受診率

12.71 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

73034 Ⅲ ➋ ④ 健康こ
ども部

健康増
進課

予防接種事業 経常 感染症の予防とまん延防止、重篤な
疾病の予防

○定期予防接種の実施
○平成26年10月１日より、水痘・高
齢者肺炎球菌予防接種が定期接種化
○平成28年10月からＢ型肝炎が定期
接種化
〇令和元年度に風しんの追加的対策
の実施
○令和２年10月からロタウイルス感
染症ワクチンの定期接種化

一般 256,982 麻しん風し
ん混合Ⅰ期
接種率

94 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

59



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

73035 Ⅲ ➋ ④ 健康こ
ども部

健康増
進課

予防接種事業
（政策）

政策 感染症の予防とまん延防止、重篤な
疾病の予防

平成24年度から小児インフルエンザ
予防接種一部助成開始
（追記）枠配内の総事業費の範囲内
による対象者の見直し

一般 4,375 小児インフ
ルエンザ予
防接種接種
率

66.8 ％ A2 予防接種費用の負担軽減により接種者を確
保することができ、インフルエンザ及びお
たふくかぜの感染拡大もなく、効果はあっ
たものと考えられる。

73037 Ⅲ ➋ ③ 健康こ
ども部

健康増
進課

奥州市妊産婦
タクシー助成
券交付事業

政策 胆江医療圏において地元でのお産割
合が減少（H27：55.8%）しており、
他の医療圏域での出産による妊婦の
母体への負担、経済的負担の軽減を
図るため

・母子手帳を交付された妊婦に対
し、申請によりタクシー助成券の交
付をする：１万円分(@500円分×20
枚綴)
・市が契約したタクシー会社で助成
券の利用が可能になり、タクシー会
社は利用後に利用分の金額を市に請
求する。
・出産時等の緊急入院時タクシー料
金の助成(一部負担金を除く金額助
成)

一般 1,127 助成対象者
に対する使
用割合（使
用者数／交
付部数）

40.7 ％ B1 タクシーを利用して受診する妊産婦にとっ
ては経済的支援に役立っているが、自家用
車を利用するケースの方が多いのが現状で
ある。

73038 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

医療介護従事
者等修学資金
貸付事業

政策 看護師等の養成所で修学しようとす
る者または修学中の者に奨学資金を
貸し付けることにより、奥州市内の
医療機関に勤務する看護師等の専門
職を確保し、市民が必要とする医療
等の提供体制を整備することを目的
とする。

・奥州市内の医療機関等で、将来看
護師等の専門職業務に従事しようと
している学生に対し、修学資金の貸
し付けを行う。
・看護師等(入学一時金限度額100万
円、月額貸付金7万円を修学年限の
期間貸付可)
・介護福祉士等(入学一時金限度額
70万円、月額貸付金5万円を修学年
限の期間貸付可)

一般 7,370 貸付人数 14 人 A2 医療従事者確保に一定の効果があると考え
る

73040 Ⅲ ➋ ③ 健康こ
ども部

健康増
進課

妊娠・出産包
括支援事業

政策 産後退院直後から4か月頃までの母
子に対して、母親の心身のケアや育
児のサポート等きめ細かい支援を実
施し、母子とその家族が、健やかな
育児ができるよう支援する。

①宿泊ケア（宿泊型）
②日帰りケア（デイサービス型）
③訪問ケア（アウトリーチ型）

一般 1,364 利用者数 221 組 B1 水沢病院での産後ケアが休止中であり、訪
問ケアにてフォローしているが、宿泊型や
デイサービス型を必要としている産婦もい
るため十分な成果を発揮しているとまでは
いえない。

73047 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

高齢者の保健
事業と介護予
防の一体的実
施事業

経常 高齢者の身体的、精神的及び社会的
な特性、高齢者一人ひとりの状況に
応じた、効果的かつ効率的で、きめ
細やかな高齢者保健事業を国民健康
保険保健事業及び介護保険法に規定
される地域支援事業と一体的に実施
することにより、自立した生活を送
ることができる健康寿命の延伸、生
活の質の維持向上を図る

保健師等の医療専門職が、ＫＤＢシ
ステムを活用して地域の健康課題の
分析、対象者の把握等を行い、疾病
予防・重症化予防等の事業の企画調
整等を行うほか、高齢者に対する個
別的な支援や通いの場等へ関与も行
い、高齢者の特性を踏まえた高齢者
保健事業を介護予防と一体的に実施
する。

一般 72 健康状態不
明者数

349 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73048 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

がん患者医療
用補正具購入
費助成事業

政策 がん患者が購入した医療用補正具の
費用の一部を助成することにより、
治療と仕事の両立等の社会参加や療
養生活への支援を図る。

R3年度からがん患者が医療用補正具
を購入する際に要する購入費の一部
を助成する。

一般 661 助成費交付
者数

34 人 A2 当初の計画よりも交付人数は少なかった
が、がん患者が安心して療養生活や治療、
仕事の両立などの社会参加に取り組むため
の一助につながったと考える

73049 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

休日診療所事
業（政策）

政策 胆江医療圏の日曜、祝祭日及び夜間
における一次医療を確保し、二次医
療機関への患者集中を緩和する。

奥州金ケ崎休日診療所の運営(日
曜、祝祭日、12/31、1/2～3　8時30
分～16時)
奥州金ケ崎夜間診療所の運営（毎日
18時30分～21時）

一般 37,630 休日診療所
受診者数

618 人 A2 休日における一次医療を確保し、二次医療
機関ヘの患者集中の緩和に一定の成果を挙
げている
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73050 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

病院群輪番制
病院運営事業
(政策)

政策 胆江医療圏の休日及び夜間における
重症救急患者の二次救急医療を確保
する。

休日及び夜間の主に重症救急患者の
二次救急医療確保のため、胆江医療
圏の大規模病院が共同連帯して輪番
制により休日夜間の救急患者に対応
している。胆江地区において事業を
実施する4医療機関のうち、奥州病
院に対して補助金を交付している。
(胆江地区病院群輪番制病院運営事
業費補助金・病院群輪番制病院設備
整備費補助金)

一般 3,765 奥州病院当
番日受入患
者数

56 人 A1 救急医療体制の確保のため必要な事業だと
考える。

73051 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

私的二次救急
医療機関支援
事業

政策 奥州市及び胆江医療圏の救急体制の
維持・継続

消防庁が示している条件に適合した
私的二次救急医療機関が、救急隊に
より搬送された傷病者を受け入れた
場合に、当該受入人数を算定基礎と
し、補助金を交付するもの

一般 2,808 救急搬送の
件数の市内
病院搬送割
合

94.61 ％ A1 救急医療体制の確保のため必要な事業だと
考える。

73052 Ⅲ ➏ ② 健康こ
ども部

健康増
進課

病院事業会計
負担金等

経常 住民の生命を守り健康維持を図るた
め、良質な医療の確保を図る

病院事業会計への出資金、負担金の
支出

一般 1,531,319 外来患者数 121,637 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73055 Ⅲ ➏ ② 健康こ
ども部

健康増
進課

岩手県国民健
康保険団体連
合会医師養成
事業負担金

経常 医学生に奨学資金を貸し付けること
により岩手県内医療機関に勤務する
医師を確保し、市民が必要とする医
療の提供体制を整備することを目的
とする。

岩手県国民健康保険団体連合会にお
いて、将来医師の業務に従事しよう
といる医学生に対し、奨学金を貸し
付けることにより、県内医療施設の
医師確保を図る。全体の貸付金に対
し県が半分を負担し、残りの半分を
市町村が人口割合に応じて負担する
もの。

一般 9,362 貸付人数 15 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

73057 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

地域医療推進
事業(政策)

政策 市民の命と健康を守るため、地域医
療の現状と課題を把握し、市立病
院・診療所のあり方及び地域医療体
制について検討する。

市立医療施設の医療提供体制を示す
「市立病院・診療所改革プラン」の
検討。
地域医療懇話会の開催。

一般 85 地域医療関
係者会議の
開催回数

3 回 A2 地域医療事業について有識者から意見聴取
する機会として有効である。

73022 Ⅲ ➌ ② 健康こ
ども部

健康増
進課

精神保健事業 経常 広く心の健康に関する知識の普及啓
発を図り、自ら心の不調や身近な人
の心の不調の状態に早期に気づき適
切なケアにつなげ、心の健康が維持
できるようにする。
地域団体と連携して、心の健康づく
りの輪を地域に拡大する。

普及啓発：各種講演会、教室等
相談支援：ゲートキーパー養成研修
会、50歳のうつスクリーニング、庁
内連携会議
家族支援：家族教室等

一般 862 自殺死亡率 11.3 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73001 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

一般事務費
（経常）

経常 奥州市国民健康保険事業の健全運営
に必要な事務を実施する。

被保険者の資格管理、保険給付その
他国民健康保険事業の健全運営に資
する事業

国民健
康保険
特別会

計

79,598 医療費（療
養給付費）
の増加水準

7,442 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73002 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

国民健康保険
連合会負担金

経常 保険者事務の共同処理、診療報酬の
審査及び支払、保健事業、国民健康
保険運営資金の融資並びに国民健康
保険に関する調査及び研究を行う岩
手県国民健康保険団体連合会の総務
的経費に充てる。

岩手県国民健康保険団体連合会負担
金

国民健
康保険
特別会

計

16,095 医療費（療
養給付費）
の増加水準

7,442 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73003 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

一般被保険者
療養給付費

経常 奥州市国民健康保険被保険者の疾病
又は負傷に関し必要な保険給付を行
う。

医療費のうち、一般被保険者が保険
医療機関等に支払う自己負担分（一
部負担金）を除いた費用を、法定負
担割合に基づき負担する。

国民健
康保険
特別会

計

6,470,915 医療費（療
養給付費）
の増加水準

7,442 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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T73005 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

一般被保険者
療養費

経常 奥州市国民健康保険被保険者の疾病
又は負傷に関し必要な保険給付を行
う。

柔道整復、あんま、はり、きゅうな
ど、保険医療機関等における医療
サービスとして現物給付を行うこと
が困難である、また、緊急その他や
むを得ない場合等について、一定の
支給要件を備えた場合に限り、一般
被保険者の療養に要した費用を事後
に現金給付する。

国民健
康保険
特別会

計

31,527 医療費（療
養給付費）
の増加水準

7,442 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73007 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

診療報酬請求
明細審査事務
費

経常 医療機関からの医療費の請求内容を
審査し、保険給付費の支出の適正化
を図る。

岩手県国民健康保険団体連合会が行
う診療報酬請求明細書に係る一次審
査及び支払業務に対し、審査支払手
数料を支出する。

国民健
康保険
特別会

計

20,653 医療費（療
養給付費）
の増加水準

7,442 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73008 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

一般被保険者
高額療養費

経常 奥州市国民健康保険被保険者の高額
な医療費の負担を軽減する。

一般被保険者が保険医療機関等で受
けた療養に支払った自己負担分（一
部負担金）が自己負担限度額を超え
た場合に、その超えた額を支給す
る。

国民健
康保険
特別会

計

896,240 医療費（療
養給付費）
の増加水準

7,442 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73011 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

出産育児一時
金給付費

経常 奥州市国民健康保険被保険者の出産
に関し、必要な保険給付を行う。

被保険者が出産したときに、当該被
保険者の属する世帯の世帯主に対
し、出産育児一時金を支給する。

国民健
康保険
特別会

計

16,141 受給者数 38 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73012 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

葬祭費給付費 経常 奥州市国民健康保険被保険者の死亡
に対し、必要な保険給付を行う。

被保険者が死亡したときに、その者
の葬祭を行う者に対し、葬祭費を支
給する。

国民健
康保険
特別会

計

5,340 受給者数 178 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73027 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

医療給付費納
付金

経常 岩手県内の国民健康保険被保険者の
疾病又は負傷等に関し必要な給付費
分を市町村毎に医療給付費納付金を
拠出する。

医療費を、県内市町村毎の納付金に
基づき負担する。

国民健
康保険
特別会

計

1,791,376 医療費（療
養給付費）
の増加水準

7,442 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73013 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

後期高齢者支
援金

経常 高齢者の医療の確保に関する法律の
規定に基づく後期高齢者支援金を拠
出する。

後期高齢者医療に係る保険給付費に
対する現役世代の支援分として、各
医療保険者が社会保険診療報酬支払
基金に拠出（財源プール）する。

国民健
康保険
特別会

計

669,021 医療費（療
養給付費）
の増加水準

7,442 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73015 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

介護納付金 経常 介護保険法の規定に基づく介護納付
金を納付する。

介護被保険者の給付費に対する負担
分として、介護２号被保険者（40～
65歳）から徴収した保険料（税）を
元に各医療保険者が社会保険診療報
酬支払基金に納付（財源プール）す
る。

国民健
康保険
特別会

計

201,157 医療費（療
養給付費）
の増加水準

7,442 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73018 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

医療費適正化
対策事業

経常 奥州市国民健康保険被保険者の健康
寿命の延伸及び国保財政健全化を図
る。

重複、多受診者へ訪問し服薬指導等
受診指導を行う。
被保険者に健康及び国保制度に対す
る意識を深めさせるため医療費の通
知を行う。
医療費負担の適正化の観点から、
ジェネリック（後発）医薬品差額通
知を行う。

国民健
康保険
特別会

計

10,319 訪問指導回
数

13 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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T73019 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

直営診療施設
勘定繰出金

経常 直営診療施設等における（県）特別
交付金対象事業に係る交付額につい
て、当該交付金を含む調整交付金全
体を収納した国民健康保険事業勘定
から、病院事業会計及び直営診療施
設勘定に繰り出す。

（県）特別交付金のうち、病院事業
会計及び直営診療施設における対象
経費について交付された額を繰り出
す。

国民健
康保険
特別会

計

39,638 医療費（療
養給付費）
の増加水準

7,442 千円 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73020 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

一般管理費 経常 江刺地域の医療の確保を図る 江刺地域の診療所の運営 国民健
康保険
特別会
計（直
診診療
施設）

10,477 施設利用状
況

198 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73021 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

保健事業 経常 奥州市国民健康保険被保険者一人ひ
とりが、心身ともに健康的に生活で
きることで国保財政の健全化を図
る。

生活習慣病予防に係る健康教育・健
康相談、食生活改善事業、データヘ
ルス計画の策定

国民健
康保険
特別会

計

7,532 特定保健指
導率

17.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73022 Ⅲ ➌ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

特定健康診査
等事業

経常 心臓病、脳卒中、糖尿病等の生活習
慣病の発症や重症化の予防、対象者
の高齢期における適切な医療の確保
を図る

健康診査 国民健
康保険
特別会

計

123,033 特定健診受
診率

48.8 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73023 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

一般事務経費 経常 後期高齢者医療制度の運営におい
て、市が所掌する被保険者証の交付
や医療給付を行うための手続き等の
事務を行う

被保険者証や高額療養費支給申請に
係る勧奨通知の発送、被保険者管理
システムの維持管理

後期高
齢者医
療特別
会計

16,105 市内被保険
者数
（各年度末
時点）

21,840 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73024 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

賦課徴収事務
費

経常 後期高齢者医療制度の運営におい
て、市が所掌する、保険料の徴収に
係る事務を行う

保険料賦課決定通知等の調製・発送
や、非常勤職員による電話催告・訪
問徴収

後期高
齢者医
療特別
会計

7,119 市内被保険
者数
（各年度末
時点）

21,840 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73025 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

後期高齢者医
療広域連合納
付金

経常 後期高齢者医療制度の運営におい
て、市が徴収した保険料及び保険料
軽減措置の実施に係る保険基盤安定
負担金を岩手県後期高齢者医療広域
連合に納付する

岩手県後期高齢者医療広域連合への
納付
(1)市が徴収した保険料
(2)保険料軽減措置の実施に係る保
険基盤安定負担金（一般会計から繰
入分）

後期高
齢者医
療特別
会計

1,307,847 市内被保険
者数
（各年度末
時点）

21,840 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

T73026 Ⅲ ➏ ① 健康こ
ども部

健康増
進課

保険料還付金 経常 後期高齢者医療保険料の過年度分の
減額更正に伴う還付を行う

保険料の過年度分の減額更正よる還
付金を支払う

後期高
齢者医
療特別
会計

916 市内被保険
者数
（各年度末
時点）

21,840 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79001 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

障がい児保育
事業

政策 心身に障がいがあり個別の支援を必
要とする児童（以下「対象児童」と
いう。）」を教育・保育施設等で受
入し、健常児とともに集団生活のな
かで教育・保育する。
教育・保育施設等では対象児童の心
身の発達を促し、社会生活に必要な
基礎的能力を養う。

対象児童の受入が可能な教育・保育
施設等において、障がい児を健常児
とともに集団の中で教育・保育す
る。

一般 101,777 事業実施施
設数

22 人 A2 就学前教育・保育の充実のため教育・保育
施設の再編計画を推進しているが、今後は
教育・保育サービスを提供していくうえで
の支援策が中心となっていく。本事業は需
要が高まる障がい児への支援であり、実績
により成果があるものと認められる。
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79002 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

私立保育所産
休等代替職員
補助事業

政策 社会福祉法人等が市内に設置してい
る認可保育所等に勤務する職員の健
康を保持し、かつ、児童等の処遇を
確保する。

社会福祉法人等が市内に設置してい
る認可保育所等が産休代替職員を雇
用する場合に要する経費に対し、予
算の範囲内で補助金を交付する。

一般 689 対象施設に
対する補助
交付実施率

100 ％ A2 就学前教育・保育の充実のため教育・保育
施設の再編計画を推進しているが、今後は
教育・保育サービスを提供していくうえで
の支援策が中心となっていく。本事業は職
員の産休代替への支援であり、実績により
成果があるものと認められる。

79003 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

私立保育所延
長保育事業

政策 保護者の就労形態の多様化により、
保育の時間を延長し、保護者の就労
支援等を図る。

通常の保育後に延長保育を実施した
施設に対し補助金を交付する。

一般 16,568 事業実施施
設数

24 箇所 A2 就学前教育・保育の充実のため教育・保育
施設の再編計画を推進しているが、今後は
教育・保育サービスを提供していくうえで
の支援策が中心となっていく。本事業は需
要が高い延長保育への支援であり、実績に
より成果があるものと認められる。

79004 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

私立保育所一
時預かり事業

政策 保護者の就労形態の多様化、保護者
の傷病等により、家庭における就学
前児童の保育が一時的にできなく
なった保護者に対し、保育所等で一
時的に児童を預かることで、子育て
支援を行う。

家庭において一時的に保育を受ける
ことが困難となった乳幼児につい
て、保育所等で一時的に預かり、必
要な保護を行う事業を実施した私立
の施設に対し補助金を交付する。

一般 26,910 事業実施施
設数(一般
型)

11 箇所 A2 就学前教育・保育の充実のため教育・保育
施設の再編計画を推進しているが、今後は
教育・保育サービスを提供していくうえで
の支援策が中心となっていく。本事業は需
要が高い一時預かりへの支援であり、実績
により成果があるものと認められる。

79005 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

病児・病後児
保育事業（体
調不良児対応
型）

政策 入所児童が保育中に体調不良となっ
た場合、安心かつ安全な体制を確保
することで、保育所等における緊急
的な対応を図り、安心して子育てが
できる環境を整備する。

国の病児・病後児保育事業実施要綱
に基づき、看護師を配置し、保育所
等の医務室や余裕スペース等で体調
不良となった通所児童に対し緊急的
な対応を行う事業を実施した私立の
施設に対し補助金を交付する。

一般 70,546 事業実施施
設数

16 箇所 A2 就学前教育・保育の充実のため教育・保育
施設の再編計画を推進しているが、今後は
教育・保育サービスを提供していくうえで
の支援策が中心となっていく。本事業は需
要が高い病児・病後児保育への支援であ
り、実績により成果があるものと認められ
る。

79007 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

保育所入所委
託事業（経
常）

経常 児童福祉法第24条第１項により、保
育を必要とする児童について、保護
者からの申し込みにより市が保育所
において保育を実施し、保護者の就
労支援及び子育て支援を行う。

私立保育所において、保育を必要と
する児童の保育を実施する。

一般 1,556,176 受入れ可能
数（利用定
員）
２号認定

1,967 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79009 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

保育園運営事
業（経常）

経常 児童福祉法第24条第1項により、保
育を必要とする児童について、保護
者からの申し込みにより市が保育所
において保育を実施し、保護者の就
労支援及び子育て支援を行う。

公立保育所の運営管理業務（保育所
における運営・維持管理を除く）
。

一般 30,988 事業実施施
設数

8 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79011 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

いずみ保育園
運営事業（経
常）

経常 保護者の委託を受けて保育を必要と
する乳児又は幼児を保育するため、
保育所の運営・維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由
によりその乳児及び幼児の保育を必
要とする場合に、当該児童を保育す
る。

一般 41,725 保育所入所
児童数

59 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79013 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

みなみ保育園
運営事業（経
常）

経常 保護者の委託を受けて保育を必要と
する乳児又は幼児を保育するため、
保育所の運営・維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由
によりその乳児及び幼児の保育を必
要とする場合に、当該児童を保育す
る。

一般 30,126 保育所入所
児童数

40 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79015 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

田原保育所運
営事業（経
常）

経常 保護者の委託を受けて保育を必要と
する乳児又は幼児を保育するため、
保育所の運営・維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由
によりその乳児及び幼児の保育を必
要とする場合に、当該児童を保育す
る。

一般 25,665 保育所入所
児童数

38 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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79017 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

江刺南保育所
運営事業（経
常）

経常 保護者の委託を受けて保育を必要と
する乳児又は幼児を保育するため、
保育所の運営・維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由
によりその乳児及び幼児の保育を必
要とする場合に、当該児童を保育す
る。

一般 27,725 保育所入所
児童数

24 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79019 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

玉里保育所運
営事業（経
常）

経常 保護者の委託を受けて保育を必要と
する乳児又は幼児を保育するため、
保育所の運営・維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由
によりその乳児及び幼児の保育を必
要とする場合に、当該児童を保育す
る。

一般 29,692 保育所入所
児童数

29 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79020 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

玉里保育所運
営事業（政
策）

政策 安全・安心な保育所の運営 保育所に係る比較的大規模な修繕、
施設用備品の購入等

一般 957 保育所入所
児童数

29 人 A2 米里、玉里、梁川、広瀬地区の児童の統合
のために仮設の園舎を借上げたもの。新た
な認定こども園への接続として必要な機能
である。

79021 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

梁川保育所運
営事業（経
常）

経常 保護者の委託を受けて保育を必要と
する乳児又は幼児を保育するため、
保育所の運営・維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由
によりその乳児及び幼児の保育を必
要とする場合に、当該児童を保育す
る。

一般 22,682 保育所入所
児童数

25 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79023 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

広瀬保育所運
営事業（経
常）

経常 保護者の委託を受けて保育を必要と
する乳児又は幼児を保育するため、
保育所の運営・維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由
によりその乳児及び幼児の保育を必
要とする場合に、当該児童を保育す
る。

一般 19,467 保育所入所
児童数

22 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79025 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

前沢保育所運
営事業（経
常）

経常 保護者の委託を受けて保育を必要と
する乳児又は幼児を保育するため、
保育所の運営・維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由
によりその乳児及び幼児の保育を必
要とする場合に、当該児童を保育す
る。

一般 67,858 保育所入所
児童数

130 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79027 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

認定こども園
運営事業（経
常）

経常 就学前の子どもに対し、心身の発達
を助長するとともに、保護者に対す
る子育て支援を行うため、認定こど
も園の運営・維持管理を行う。

公立認定こども園の運営管理業務
（認定こども園における運営・維持
管理を除く） 。

一般 33,568 事業実施施
設数

3 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79029 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

稲瀬わかば園
運営事業（経
常）

経常 就学前の子どもに対し、心身の発達
を助長するとともに、保護者に対す
る子育て支援を行うため、認定こど
も園の運営・維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由
によりその乳児及び幼児の保育を必
要とする場合に、当該児童を保育す
る。

一般 46,136 入所児童数
（3/1時
点）

89 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79031 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

あゆみ園運営
事業（経常）

経常 就学前の子どもに対し、心身の発達
を助長するとともに、保護者に対す
る子育て支援を行うため、認定こど
も園の運営・維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由
によりその乳児及び幼児の保育を必
要とする場合に、当該児童を保育す
る。

一般 53,126 入所児童数
（3/1時
点）

92 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79033 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

前沢北こども
園運営事業
（経常）

経常 就学前の子どもに対し、心身の発達
を助長するとともに、保護者に対す
る子育て支援を行うため、認定こど
も園の運営・維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由
によりその乳児及び幼児の保育を必
要とする場合に、当該児童を保育す
る。

一般 60,987 入所児童数
（3/1時
点）

134 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79037 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

保育所保育事
業（経常）

経常 児童福祉法第24条により、保育を必
要とする児童について、保護者から
の申し込みにより市が保育所におい
て保育を実施し、保護者の就労支援
及び子育て支援を行う。

保育所入所等に係る事務を行う。
また、保育所建設事業に要した経費
に対し、補助金を交付する（債務負
担行為）。※第２東水沢保育園分
（政策企画課追記）

一般 1,201 認可保育所
数

22 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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79039 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

一時預かり幼
稚園型保育事
業

経常 教育時間外に一時預かり幼稚園型を
実施することで、子育て支援の推進
を図る。

【現状】認定こども園が実施する教
育時間終了後の時間及び長期休業日
に、家庭の事情により保育を希望す
る者を対象に行う教育活動
①一時的利用（1月当たり５日以内
で実施する一時預かり)②長期的利
用（一時的利用を除く）

一般 5,304 預かり園児
数（８月）

16 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79041 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

子ども・子育
て支援経費

経常 平成27年4月から子ども・子育て支
援新制度が施行された。子ども・子
育て支援法及び同法に基づき策定し
た子ども・子育て支援事業計画に基
づき、新制度の目的である就学前の
教育・保育や、地域の子ども・子育
て支援の総合的な推進を図る。

子ども・子育て支援事業計画に基づ
き、子育て支援事業利用者支援員を
設置し、子育て世帯への情報提供や
相談を行う。子育て支援員研修を実
施し、小規模保育、家庭的保育等の
地域型保育や、地域子ども・子育て
支援事業等の担い手となる人材の確
保を進める。各地域において、再編
準備委員会を開催し、奥州市立教
育・保育施設再編計画を推進する。

一般 11,970 子ども・子
育て会議開
催数

3 回 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79042 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

子ども・子育
て支援事業
（政策）

政策 待機児童の解消のための保育所創設
や、認定こども園への移行に伴う施
設改修等整備など、新制度施行に伴
う保育所等整備に要する費用の一部
を補助することにより、子どもを安
心して育てることができる環境整備
を行う。

老朽化などにより保育所等を増改築
し、併せて定員増する施設に対し
て、施設整備経費の2/3を上限とし
て、市が法人に対し予算の範囲内で
補助する。

一般 174,526 保育定員増
員数

106 人 A2 就学前教育・保育の充実のため教育・保育
施設の再編計画を推進しているが、今後は
教育・保育サービスを提供していくうえで
の支援策が中心となっていく。本事業は民
間施設の整備に係る支援であり、実績によ
り成果があるものと認められる。

79043 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

子ども・子育
て支援給付事
業

経常 教育・保育を必要とするすべての家
庭への支援（量の拡大）と子どもた
ちがより豊かに育っていける支援
（質の向上）を目的とする。
　量の拡大：子どもの年齢や親の就
労状況に応じた多様な支援
　質の向上：職員配置の改善、職員
の処遇改善につながる給付

認定こども園又は幼稚園において教
育・保育を実施するための経費を施
設型給付費として給付する。（施設
の法定代理受領）

一般 2,344,089 対象施設数
（全型）

31 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

79044 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

私立幼稚園等
一時預かり事
業

政策 保護者の就労形態の多様化、保護者
の傷病等により、家庭における就学
前児童の教育時間外の保育ができな
くなった保護者に対し、幼稚園等で
教育時間終了後においても児童を預
かることで、子育て支援を行う。

家庭において一時的に保育を受ける
ことが困難となった幼児について、
幼稚園等で教育時間外に預かり、必
要な保護を行う事業を実施した私立
の施設に対し補助金を交付する。

一般 17,097 事業実施施
設数(幼稚
園型)

12 箇所 A2 就学前教育・保育の充実のため教育・保育
施設の再編計画を推進しているが、今後は
教育・保育サービスを提供していくうえで
の支援策が中心となっていく。本事業は需
要が高い一時預かりへの支援であり、実績
により成果があるものと認められる。

79052 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

保育士確保対
策事業

政策 管内教育・保育施設に勤務する保育
士を確保する。

①保育士奨学金返済支援事業（奨学
金返済額の２分の１を補助、最大12
万円／年、補助期間最長３年）
②ＵIJターン者、保育士養成校新卒
者の就労支援一時金（市内に居住す
るＵＩＪターン者に25～30万円、新
卒者に15万円を交付）

一般 8,808 補助対象者 70 人 A2 就学前教育・保育の充実のため教育・保育
施設の再編計画を推進しているが、今後は
教育・保育サービスを提供していくうえで
の支援策が中心となっていく。本事業は実
績により成果があるものと認められる。
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79045 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

特定教育・保
育施設等子育
て支援サービ
ス向上事業

政策 私立特定教育・保育施設等の適正か
つ円滑な運営を助長し、併せて児童
福祉の増進を図るため、公定価格
（国庫補助）で不足すると見込まれ
る事業及び市が奨励する事業を実施
する施設における同事業の実施に要
する経費に対し、予算の範囲内で補
助金を交付する

①幼保小連携推進事業･･･児童の交
流活動等を実施する施設に対し、補
助金を交付する（H31年度～）。
②食物アレルギー児対応事業･･･除
去等食を提供する市内の特定教育・
保育施設等に対し、補助金を交付す
る。
③休日保育対応事業･･･休日保育事
業を行う特定教育・保育施設等に対
し、補助金を交付する。
④第３子副食無償等提供事業・・・
副食を無償等で提供する特定教育・
j保育施設に対し、補助金を交付す
る（R1.10～）。

一般 22,336 交付保育所
等数

27 箇所 A2 就学前教育・保育の充実のため教育・保育
施設の再編計画を推進しているが、今後は
教育・保育サービスを提供していくうえで
の支援策が中心となっていく。本事業はア
レルギー対策、休日保育等、多様な需要へ
の支援であり、実績により成果があるもの
と認められる。

79047 Ⅲ ➋ ① 健康こ
ども部

保育こ
ども園
課

子育てのため
の施設等利用
給付事業

経常 　保育の必要性がある小学校就学前
子どもについて、主に待機児童が認
可外施設等を利用した場合や幼稚園
の教育認定を受けた子どもが引き続
き預かり保育を利用する際に、既に
認可施設に在園する子どもと同等の
補助（無償化の恩恵）を受けられる
ようにR1年10月から新設された給付
制度

特定子ども・子育て支援利用料の全
部又は一部を施設等利用費として給
付する。（個人又は施設の法定代理
受領）

一般 7,681 対象施設数
（全型）

37 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

81001 Ⅵ ➊ ① 都市整
備部

土木課 土木総務費
（経常）

経常 事務事業の円滑な運営 土木課の事務全般（事務用消耗品、
土木積算システム関係、各種団体負
担金・会費）

一般 11,384 舗装改修延
長

11,185 m - ※経常経費に付き総合評価対象外

81002 Ⅵ ➊ ① 都市整
備部

土木課 土木総務費
（政策）

政策 道路行政等の円滑化 道路整備要望団体への補助金の支
出。

一般 20 舗装改修延
長

11,185 m A2 予定していた事務事業を確実に進めた。

81004 Ⅵ ➊ ① 都市整
備部

土木課 社会資本整備
総合交付金道
路整備事業

政策 市民の生活環境の向上を図るため、
交付金事業を活用し市道の改良整備
等を行うものである。

市内の主要連絡道路等の整備、交通
安全上必要な歩道整備及び主要道路
の舗装修繕の実施。

一般 176,286 舗装改修延
長

11,185 m A2 交付金の内示率が低かったが、事業間調整
を行い事業費の確保に努めた。
舗装修繕工法の一部が交付金事業対象外と
なったことから、対象路線に制限が生じ
た。

81009 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

土木課 社会資本整備
総合交付金
（通学路改
善）

政策 平成24年度に実施した通学路の緊急
合同点検結果に基づき、対策が必要
と公表した箇所について、児童等の
安全を確保する事業を実施するも
の。また、平成25年度以降継続的に
通学路の合同点検を実施し、危険箇
所の対策を講じる。
【緊急合同点検：文部科学省、警察
庁、国土交通省通知に基づくもの】

通学路における安全確保対策とし
て、歩道や歩行スペースの設置、交
通安全施設等の整備を実施する。

一般 245,741 歩道設置延
長

219 ㎞ A2 国の重点事業であることから、交付金の内
示率が高く概ね予定通り事業進捗ができて
いる。

81005 Ⅵ ➊ ① 都市整
備部

土木課 道路整備事業
債道路整備事
業

政策 市民の生活環境の向上を図るため、
起債事業を活用し市道の改良整備等
を行うものである。

市内の生活道路等の整備、現道舗装
新設及び生活用道路舗装修繕の実
施。
【随時見直し】

一般 262,318 舗装改修延
長

17,267 m A2 市民要望の多い舗装新設に努めた結果、目
標とする舗装率を達成できた。
また、舗装の老朽化対策としての修繕事業
は今後も継続していく必要がある。

81012 Ⅵ ➋ ① 都市整
備部

土木課 宅地開発指導
事業経費（起
債）

政策 開発事業に合せて道路を整備する 一定の基準に基づく用地取得、資材
の支給、道路整備工事

一般 15,521 事業申請受
付件数

2 件 A2 本事業により、宅地開発が促進されてお
り、優良な宅地の供給と新規住宅建設の増
加に寄与している。
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81013 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

土木課 橋りょう維持
管理事業

経常 橋りょうの維持管理を行う 橋りょうの緊急修繕 一般 5,133 維持修繕件
数

3 橋 - ※経常経費に付き総合評価対象外

81014 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

土木課 橋りょう長寿
命化修繕事業

政策 橋梁長寿命化修繕計画に基づき計画
的な修繕、架け替えを行う

橋梁の調査点検、修繕、架け替え工
事等

一般 248,759 H27時点に
おいて早期
修繕、予防
保全の必要
性があると
判定された
橋りょうの
修繕件数

4 件 A2 近接目視による法定点検の一順目がH30に
完了し、R3末時点で修繕すべき橋りょうが
75橋生じている。直営による修繕による事
業費の抑制に努めているが、今後は事業費
を増額していく必要がある。

82003 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

道路橋りょう
総務費（経
常）

経常 道路橋りょうを管理する 道路付属施設、管理システムの経常
的な維持管理（光熱水費、委託料
等）

一般 12,664 道路パト
ロール車走
行距離

50,438 ㎞ - ※経常経費に付き総合評価対象外

82025 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

道路橋りょう
総務費（政
策）

政策 道路橋りょうを管理する 道路愛護活動実施団体への奨励金交
付、車両更新

一般 5,827 奨励金交付
団体数

272 団体 A1 限られた予算の中で十分な効果が発揮され
ている。

82004 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

道路台帳整備
事業（経常）

経常 道路法第28条により市道の道路台帳
を整備する

道路改良や基盤整備等による現状変
更に合せた道路台帳の補正

一般 30,580 補正路線数 98 本 - ※経常経費に付き総合評価対象外

82008 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

道路台帳整備
事業（政策）

政策 道路台帳システムの統一を図る 各区で既に導入している道路台帳シ
ステムを統一する

一般 32,670 進捗率 57 ％ A1 旧市町村ごとの道路台帳を統合することに
より、コストの削減、事務の効率化に貢献
している。

82005 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

道路照明灯維
持管理事業

経常 道路照明灯の維持管理を行う 道路照明灯の電気料、補修 一般 28,805 LED道路照
明灯数

540 個 - ※経常経費に付き総合評価対象外

82006 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

街路灯維持管
理事業

政策 街路灯の維持管理を支援する 町内会が管理している街路灯の電気
料金に対する補助

一般 15,728 補助金交付
団体数

399 団体 A2 地域の環境改善及び夜間における交通事故
防止、防犯に貢献しており成果が大きく、
十分な成果が発揮されていると思われる。

82009 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

交通安全施設
維持管理事業
（経常）

経常 交通安全施設を維持管理する カーブミラーやガードレール等の交
通安全用資材の購入、補修

一般 1,191 市道管理延
長

2896.86 ㎞ - ※経常経費に付き総合評価対象外

82010 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

道路維持管理
事業

経常 市道の全般的な維持管理を行う 市道の路面補修、側溝補修、路肩除
草、道路パトロール委託等

一般 209,801 パトロール
による応急
修繕箇所数

9,658 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

82011 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

胆沢ダム関連
道路維持管理
事業

経常 胆沢ダム工事に伴う付替え道路等の
維持管理を行う

防護柵の破損防止、除雪、除草等 一般 10,374 通行止め解
除に伴う除
雪日数

11 日 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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82012 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

街路樹管理事
業（経常）

経常 街路樹の維持管理を行う 剪定、害虫駆除等 一般 8,150 街路樹管理
本数

5,323 本 - ※経常経費に付き総合評価対象外

82013 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

除雪対策事業
（経常）

経常 冬期間の安全な交通を確保する 道路の除排雪、融雪剤の散布等 一般 1,462,440 除雪延長 2,466.50 ㎞ - ※経常経費に付き総合評価対象外

82014 Ⅵ ➋ ① 都市整
備部

維持管
理課

河川管理事業
経費

経常 河川の維持管理を行う 国及び県管理河川の堤防除草、市管
理河川の浚渫等

一般 75,776 実施面積 2,058,710 ㎡ - ※経常経費に付き総合評価対象外

82037 Ⅵ ➋ ① 都市整
備部

維持管
理課

河川管理事業
経費

政策 河川の維持管理を行う 市管理河川の浚渫等 一般 20,076 浚渫件数 6 件 B1 地区要望でも河川の河道掘削は、地元から
災害時に備えた必要な事業で要望されてお
り、継続的に実施していくことが必要であ
る。

82015 Ⅵ ➋ ① 都市整
備部

維持管
理課

用悪水路改修
事業（経常）

経常 市管理水路の維持管理を行う 水路の補修、浚渫等 一般 1,245 維持補修委
託件数

4 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

82016 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

交通安全施設
整備事業（政
策）

政策 交通安全施設を整備する 区画線、カーブミラー、ガードレー
ル等の交通安全施設整備工事

一般 9,999 市道管理延
長

2,896.86 ㎞ B1 通学路点検で不具合がある緊急に対応すべ
き箇所について、交通安全施設の設置を
行っているものであり、一定の成果は上
がっているものと思われる。

82018 Ⅵ ➋ ① 都市整
備部

維持管
理課

用悪水路改修
事業（政策）

政策 市管理水路の維持管理を行う 水路の改修、整備工事 一般 3,000 改修延長 48.2 m B1 老朽化してきており、改修が必要な施設も
見受けられ、継続していくべきと考える。

82019 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

道路橋りょう
災害復旧事業
（単独）

政策 道路橋りょうの市単独事業による災
害復旧事業を行う

災害復旧工事 一般 916 災害復旧件
数

2 件 A2 災害復旧に際し、早急な復旧が図られた。

82030 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

道路橋りょう
災害復旧事業
（補助）

政策 道路橋りょうの補助事業による災害
復旧事業を行う

災害復旧工事 一般 15,950 災害復旧件
数

2 件 A2 被災施設の復旧が完了し、今後の自然災害
の発生に対し強靭化を図った。

82027 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

奥州スマート
インターチェ
ンジ道路維持
管理事業

経常 平成30年4月21日開通した、奥州ス
マートインターチェンジ管理協定に
基づき、施設を維持管理する。
高速道路がもたらす、様々な整備効
果が表れるように、環境の整備及び
利便性の増進に寄与する。

上り車線高速道入口ゲートまでの接
続道路　L=465ｍ（道路保全、道路
点検、交通管理、除雪）
側道路肩（上下車線両側）L=200ｍ
（年３回の除草）
残地平場A=400m2

一般 2,466 管理瑕疵に
よる車両損
傷事故の年
間件数（直
近5年累計
数）

12 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

82029 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

道路照明灯
LED化事業

政策 道路照明灯をLED化することにより
二酸化炭素排出量を抑制し、電気料
金の節減を図る。

道路照明灯のLED化。約2,000灯の照
明を10カ年計画で更新する。

一般 5,893 LED道路照
明灯数

540 個 B1 環境の改善、電気料削減に貢献していると
おもわれるが、費用対効果について精査し
今後の計画を見直す必要がある。
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82033 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

ロードヒー
ティング維持
管理事業（政
策）

政策 急勾配の市道部にあるロードヒー
ティングの維持管理を行う

ロードヒーティング等の機器更新等
パネルヒーター（H12供用開始）

一般 396 市道管理延
長

2,896.86 m B1 江刺中核工業団地へ通じることから大型車
両の通行もあり、ロードヒーティングに不
具合が起こると、立ち往生する場合もあ
り、今後も点検や機器更新は必要である。

82037 Ⅵ ➊ ② 都市整
備部

維持管
理課

除雪対策事業
（政策）

政策 冬期間の安全な交通を確保するため
の除雪機械購入

融雪剤散布車を令和3年から毎年融
雪剤散布車1台購入し、5箇年で全て
更新を計画している。

一般 21,742 除雪延長 2,466.50 m A2 適切に融雪剤散布車の配置が出来たことか
ら計画的な除雪体制が図られた。

83001 Ⅵ ➌ ② 都市整
備部

都市計
画課

都市計画総務
費（経常）

経常 都市計画事業の執行 特定事業に属さない課内一般の庶務
事務経費。都市計画法に基づく都市
計画審議会の運営、その他、旅費、
需用費、公用車維持管理経費、電算
システム関連経費、各種団体会費
等。

一般 6,996 都市計画審
議会開催回
数

1 回 - ※経常経費に付き総合評価対象外

83007 Ⅵ ➌ ② 都市整
備部

都市計
画課

統合型GIS地
形図情報修正
業務

政策 統合型GISは、各部署の様々な地理
空間情報を搭載して全庁的に利用さ
れているが、ベースとなっている地
形図情報は、導入時の平成21年のも
ので各課で更新している情報との整
合が図られていない状況であること
から、最新情報へ更新することによ
り住民サービスの向上、庁内の業務
の効率化・高度化、地域の課題解
決、行政経費の削減を実現しようと
するものである。

平成28年度に国土地理院により奥州
市都市計画区域の空中写真が撮影さ
れることが決定し、空中写真の無償
貸与を受けられることから、それを
利用して地形図情報を修正する。

一般 7,524 地形図情報
修正率

100 ％ A2 統合型ＧＩＳを活用した住民サービスの向
上、業務の効率化・高度化などに役立って
いる。今後も計画的に更新する必要があ
る。

83010 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

公園管理事業
（経常）

経常 市民の憩いの場となり、生活にゆと
りと安らぎを与える公園の快適性及
び安全性を高めるため、適正な維持
管理を行う。

公園の維持管理 一般 63,096 都市公園管
理箇所数

46 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

83028 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

公園管理事業
（政策）

政策 市民の憩いの場となり、生活にゆと
りと安らぎを与える公園の快適性及
び安全性を高めるため、公園施設及
び植栽の適正な更新、撤去及び維持
管理を行う

水沢公園桜剪定伐採（H30～5箇
年）、都市公園遊具撤去（H30～5箇
年）、水沢公園鳥害対策樹木剪定伐
採（H30～6箇年）秋葉公園照明灯改
修（R2～R4）

一般 3,166 都市公園管
理箇所数

46 箇所 A2 計画通り予算執行された。

83011 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

都市公園施設
長寿命化事業

政策 老朽化した都市公園施設の計画的な
更新を実施し、都市公園の快適性及
び安全性を高めると共に都市公園の
長寿命化を図る

都市公園施設（体育施設及びトイレ
を除く）の計画的な撤去、更新を行
う。
また、毎年実施の遊具点検結果や施
設の集約化により将来の維持管理費
の軽減を図るため長寿命化計画の見
直しを行う。

一般 4,939 累計更新施
設数

71 箇所 A2 将来の維持管理費の軽減を図るための計画
策定に取り組んでいる。

83013 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

児童遊園管理
事業

経常 児童の安全な遊び場を確保し、健康
の増進及び情操教育の場として児童
遊園の維持管理を行う

児童遊園の維持管理（水沢：40箇
所、前沢2箇所）

一般 2,858 児童遊園管
理箇所数

42 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

83014 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

農村公園維持
管理事業

経常 農村地域居住者の健康増進と憩いの
場を確保し、地域の一体感を醸成す
る場として公園の維持管理を行う

農村公園の維持管理（水沢：7箇
所、江刺10箇所、前沢2箇所、胆沢
26箇所、計45箇所）

一般 10,169 農村公園施
設管理箇所
数

45 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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83015 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

水沢駅前広場
環境整備事業

経常 市の玄関口としての駅前広場の緑
化、歩行者や自転車による移動の安
全性の確保及び利便性の確保のた
め、駅前広場の環境整備を行う

駅前広場の緑化、清掃及び放置自転
車の整理

一般 1,708 ＪＲ水沢駅
利用者数

3,176 人/日 - ※経常経費に付き総合評価対象外

83016 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

水沢江刺駅周
辺維持管理事
業

経常 水沢江刺駅周辺の維持管理を行い、
駅利用者の利便性の向上及び駅利用
者の増加を図る

水沢江刺駅周辺（駐車場、さわやか
トイレ等）の維持管理

一般 1,410 ＪＲ水沢江
刺駅利用者
数

982 人/日 - ※経常経費に付き総合評価対象外

83017 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

前沢駅東西交
流通路維持管
理事業

経常 駅東西の市民等が行き交う交流拠点
として、歩行者や自転車による移動
の安全性の確保及び利便性の確保の
ため、交流通路の維持管理を行う

前沢駅東西交流通路の維持管理（機
械設備の保守点検、清掃等）

一般 4,273 ＪＲ前沢駅
利用者数

912 人/日 - ※経常経費に付き総合評価対象外

83018 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

乙女川遊歩道
整備事業

政策 乙女川遊歩道の安全確保のため、木
柵（L=1,500ｍ）及び遊歩道
（L=1,500ｍ）の改修をするもの

乙女川の既設木柵改修（既存木柵を
撤去し、金属製及びコンクリート製
転落防止柵を設置）及び遊歩道改修
木柵改修R3:60ｍ

一般 942 遊歩道補修
延長

843.6 m B1 予算内で計画的に改修を進めている。

83019 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

水沢駅東駐車
場維持管理事
業

経常 水沢駅利用者の利便性を向上し、水
沢駅前商店街の利用者の増加を図る

駐車場の維持管理 一般 150 駐車場年間
利用台数

7,797 台 - ※経常経費に付き総合評価対象外

83020 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

環境保全啓発
事業(政策)

政策 水沢フラワーロードの花壇運営によ
る環境の美化、保全を啓発し、併せ
て協働の地理組を通じてコミュニ
ティの醸成を図る

水沢フラワーロードの花壇運営 一般 432 全体作業参
加者数

0 人 C1 新型コロナウイルス感染症の影響等を考慮
し総会及び全体作業の実施が見送られるな
ど委員会にて計画した事業実施が困難な場
面があった。

83033 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

環境保全啓発
事業(経常)

経常 水沢フラワーロードの花壇運営によ
る環境の美化、保全を啓発し、併せ
て協働の地理組を通じてコミュニ
ティの醸成を図る

水沢フラワーロードの花壇運営 一般 792 全体作業参
加者数

0 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

83021 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

水辺プラザ維
持管理事業

経常 水辺プラザ利用者の快適性及び安全
性を高める

公園の維持管理 一般 1,147 管理施設数 3 箇所 - ※経常経費に付き総合評価対象外

83022 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

大師山森林公
園維持管理事
業

経常 市民の身近に親しむことのできる自
然空間を確保し、憩いの場としての
公園の維持管理を行う

森林公園の維持管理 一般 2,283 年間公園利
用者数

2,331 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

83023 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

釣り公園維持
管理事業

経常 市民のレクリエーションの場となる
釣り公園の快適性及び安全性を高め
るため、適正な維持管理を行う

釣り公園の維持管理 一般 902 年間利用者
数

75 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

83024 Ⅵ ➋ ④ 都市整
備部

都市計
画課

歴史公園えさ
し藤原の郷管
理事業

政策 市の観光拠点として、施設の魅力を
高め、誘客を図る

歴史公園えさし藤原の郷長寿命化計
画により、H28～R7の10箇年計画に
より老朽化した施設を改修するも
の。
R3=政庁脇殿イベント広場・義経屋
敷

一般 69,612 入場者数 93,122 人 A2 施設の魅力の維持、向上には必要な事業で
あり、計画に沿った改修を行うことができ
た。
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83026 Ⅵ ➋ ⑤ 都市整
備部

都市計
画課

都市景観形成
事業

政策 市民、事業者、行政の協働により、
市の良好な景観を保全・育成し、ま
た改善を通じ新たな価値を創出し、
地域の活性化を図るもの。

平成25年度に策定した景観計画に基
づき地域の特徴を生かした景観の保
全誘導に努め、重点地区に位置づけ
られる平泉文化周辺地区内の住民に
対し、道路に面する宅地部分に設置
する生垣及び板塀の補助事業を実施
していく。
また、市民全体の地域における優れ
た景観形成意識を高めていくため、
シンポジュームやまち歩きを継続的
に実施していく。

一般 32 奥州市景観
条例届出件
数

61 件 A2 計画通りに景観形成活動（景観学習）を
行った。

83029 Ⅵ ➌ ② 都市整
備部

都市計
画課

都市計画関連
計画見直し事
業

政策 持続可能で安全・安心して暮らせる
都市構造を実現し、農林漁業との健
全な調和を図りつつ、健康で文化的
な都市生活及び機能的な都市活動を
確保するため、人口減少・超高齢社
会や財政問題、都市のスポンジ化な
どの社会経済状況の変化を的確に踏
まえた各種都市計画関連計画の見直
しを行うものである。

・奥州市立地適正化計画の策定
・奥州都市計画用途地域の見直し
・令和３年度は、83044賑わい創
出・都市再生整備事業と合わせ事業
実施

一般 2,000 都市計画用
途地域を有
する地区人
口比率

67.7 ％ A2 良好な都市環境を整備するために必要な事
業である。
今後も関連する各種都市計画関連計画と連
携して事業を進める必要がある。

83034 Ⅵ ➋ ① 都市整
備部

都市計
画課

公営住宅管理
事業（経常）

経常 住宅困窮者の居住の安定を図り国民
生活の安定と社会福祉の増進に寄与
する

公営住宅等を適切に維持管理し、住
宅困窮者に賃貸する

一般 107,755 入居率(入
居世帯数/
入居可能戸
数)

78.2 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

83035 Ⅵ ➋ ① 都市整
備部

都市計
画課

建築指導事務
経費

経常 適正な住環境を維持又は促進するた
めの建築に係る公正な行政サービス
の提供

・建築物等の建築に係る確認審査及
び完了検査事務　・道路の位置の指
定に係る審査及び指定・告示事務
・指定道路図の整備に係る道路の調
査及び判定、並びに指定事務
・その他建築基準法関連規定に係る
県当局依頼による調査及び報告並び
に指導事務

一般 2,019 確認申請・
完了検査申
請件数

245 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

83037 Ⅵ ➋ ① 都市整
備部

都市計
画課

住宅改善事業 政策 市民の居住環境の整備並びに市内の
住宅関連産業及び商業を中心とした
地域経済の活性化を促進するため、
施工業者による住宅リフォームを行
う市民に対して、リフォームに要す
る費用を助成することにより、豊か
で活力のあるまちづくりに資するこ
とを目的とする。

市内施工業者による住宅リフォーム
を行った場合、工事区分に応じた
（①機能維持工事：工事費の1/20で
上限5万円、②機能向上工事：工事
費の1/10で上限10万円）、市内で利
用できる商品券（江刺、前沢、胆
沢、岩手ふるさと農協）による助成
を実施する。

一般 1,851 リフォーム
助成件数

31 件 B1 ある程度の効果を果たしているが、限られ
た財源を活用し、省エネルギー性能を有し
た住宅ストックの形成を進める事業を検討
する必要がある。

83038 Ⅵ ➋ ① 都市整
備部

都市計
画課

耐震化支援事
業

政策 震災に強いまちづくりを推進するこ
と

昭和56年5月31日以前の基準に基づ
いて建築した木造住宅の耐震診断を
行い、倒壊の有無を判定
判定により、基準値に満たない木造
住宅について、改修の経費の一部に
助成交付

一般 580 耐震診断件
数（累計）

612 件 A2 耐震診断については計画的に事業が執行さ
れている。改修においては、未然に被災を
防ぐことが肝要であることから、啓発活動
を行っている。

83039 Ⅵ ➊ ① 都市整
備部

都市計
画課

公営住宅管理
事業（政策）

政策 適切な維持管理、改善工事等による
良質な市営住宅の供給

市営住宅の改善工事（大規模修繕又
はストック改善工事等の交付金を充
当する工事）等

一般 46,576 入居率(入
居世帯数/
入居可能戸
数)

78.2 ％ A2 計画的に事業を執行されており、必要な事
業と認める。
今後も市営住宅の計画的な整備を行う必要
がある。
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83041 Ⅵ ➋ ① 都市整
備部

都市計
画課

生活再建住宅
支援事業

政策 東日本大震災で被災した住宅又は宅
地の復旧工事費及び復興住宅新築
（購入）費用の一部を補助し若しく
は借入に対する利子補給を行い、被
災者の生活再建を支援する。

◯住宅新築・購入時にバリアフリー
化・県産材使用証明（面積要件によ
り補助、バリアフリー　90万円、県
産材使用　40万円、R4まで期間延長
※要件変更あり）
◯利子補給（住宅新築時に当初5年
間の利子を毎年補給、既往債務：5
年間分の利子相当額を一括補助、新
規認定がR4まで期間延長※要件変更
あり、最長R９まで）※10/10県補助

一般 338 申請件数 4 件 A2 令和３年度からは、利子補給のみ事業の継
続となっている。

83042 Ⅵ ➋ ① 都市整
備部

都市計
画課

住宅対策費
（市営住宅管
理システムの
改修）

経常 平成30年度に導入した市営住宅管理
システムについて、令和３年１月施
行予定の公営住宅法施行規則の改正
に伴い、システム改修を必要とす
る。なお、今回の改正は住宅使用料
の算定にかかるものであり、令和４
年度の住宅使用料算定より適用され
ることから、算定業務が始まる令和
３年10月までに改修を行う必要があ
る。

市営住宅管理システムの改修 一般 1,678 市営住宅入
居率

78.2 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

83044 Ⅵ ➌ ② 都市整
備部

都市計
画課

賑わい創出・
都市再生整備
事業

政策 税財政のインセンティブや特例措置
を通じて市街地の空き家や低未利用
地の利用を促進し、都市のスポンジ
化対策を講じながら、市街地の賑わ
い創出や魅力的な居住環境を確保し
ようとするもの。

令和３年度は、管理番号83029の都
市計画関連計画計画見直し事業と合
わせ事業実施

一般 2,018 都市計画用
途地域を有
する地区人
口比率

67.7 ％ A2 良好な都市環境を整備するために必要な事
業である。
今後も関連する各種都市計画関連計画と連
携して事業を進める必要がある。

83046 Ⅵ ➋ ① 都市整
備部

都市計
画課

公営住宅整備
検討事業

政策 H24策定の市営住宅保全計画のう
ち、整備方針、維持管理計画及び改
修計画を再検討する。

水沢地域に特化された維持管理計画
となっているため、全地域の市営住
宅の整備方針、維持管理計画を策定
する。

一般 4,872 市営住宅管
理戸数

989 戸 A2 市営住宅長寿命化計画を策定し、計画的に
市営住宅の改修・建替を実施していく必要
がある。

86001 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

経営課 水道事業会計
への繰出

経常 水道事業を継続的に推進するための
所要額を一般会計から繰り出す。

国が定める繰出基準による基準内繰
入金及び市独自基準による基準外繰
出金として繰り出す。

一般 897,462 有収率 81.2 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

86005 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

経営課 遊休施設取壊
事業

経常 簡易水道事業において整備した施設
の中には、代替施設ができたことに
より廃止又は休止となった施設が多
数ある。これらの施設の中には管理
されず、放置されてきたものもあ
り、危険な状況となっている。
　ついては、危険な施設から順次取
り壊しを行い、施設放置を避け、危
険施設をなくすため実施する。

今後使用しない、廃止又は休止して
いる施設で危険度の高いものから順
次取り壊しを行う。
※R3～R5は、市財政都合により取り
壊しを延期する。

一般 21 有収率 81.2 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

86008 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

経営課 浄化槽事業特
別会計繰出金

経常 市営浄化槽事業を継続的に推進する
ための所要額を一般会計から繰り出
す。

国が定める繰出基準による基準内繰
出金、その他不足する額は基準外繰
出金として繰り出す。

一般 107,900 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

86009 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

経営課 下水道事業債
償還基金積立
事業

政策 公共用水域の水質保全と県民の生活
環境の向上を図るため、公共下水道
事業の起債の償還財源を積み立て
る。

県からの下水道事業債償還基金費補
助金（該当事業費の３％又は2.5％
以内）、及び運用利子を積み立て
る。
その後の財政状況に応じて取り崩
し、起債の償還財源として特別会計
に繰り出す。

一般 508 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ A2 下水道債の償還に必要な事業と認める
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86010 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

経営課 農業集落排水
事業債償還基
金積立事業

政策 公共用水域の水質保全と県民の生活
環境の向上を図るため、農業集落排
水事業の起債の償還財源を積み立て
る。

県からの下水道事業債償還基金費補
助金（該当事業費の10％以内）、及
び運用利子を積み立てる。
その後の財政状況に応じて取り崩
し、起債の償還財源として特別会計
に繰り出す。

一般 14,722 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ A2 下水道債の償還に必要な事業と認める。

86011 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

経営課 浄化槽市町村
整備推進事業
債償還金積立
事業

政策 公共用水域の水質保全と県民の生活
環境の向上を図るため、浄化槽市町
村整備推進事業の起債の償還財源を
積み立てる。

県からの下水道事業債償還基金費補
助金（該当事業費の8.5/60以内）、
及び運用利子を積み立てる。
その後の財政状況に応じて取り崩
し、起債の償還財源として特別会計
に繰り出す。

一般 12,677 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ A2 下水道債の償還に必要な事業と認める。

86012 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

経営課 下水道事業会
計負担金（下
水）

経常 下水道事業を継続的に推進するため
の所要額を一般会計から繰り出す。

国が定める繰出基準による基準内繰
出金、その他不足する額は基準外繰
出金として繰り出す。

一般 1,248,425 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

86013 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

経営課 下水道事業会
計負担金（農
集）

経常 農業集落排水事業を継続的に推進す
るための所要額を一般会計から繰り
出す。

国が定める繰出基準による基準内繰
出金、その他不足する額は基準外繰
出金として繰り出す。

一般 773,868 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T86001 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

経営課 遊休施設取壊
事業

経常 水道事業において整備した施設の中
には、代替施設ができたことにより
廃止又は休止となった施設が多数あ
る。これらの施設の中には管理され
ず、放置されてきたものもあり、危
険な状況となっている。
ついては、危険な施設から順次取り
壊しを行い、施設放置を避け、危険
施設をなくすため実施する。

今後使用しない、廃止又は休止して
いる施設で危険度の高いものから順
次取り壊しを行う。

水道事
業会計

1,210 有収率 81.2 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T86005 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

経営課 上下水道部公
用車購入事業
（水道事業）

経常 水道事業において、業務を円滑に執
行するため、計画的に車両を更新し
ていくもの。

計画的な車両の更新 水道事
業会計

1,498 有収率 81.2 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T86009 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

経営課 上下水道部公
用車購入事業
（下水道事
業）

経常 下水道事業において、業務を円滑に
執行するため、計画的に車両を更新
していくもの。

計画的な車両の更新 下水道
事業会

計
浄化槽
事業特
別会計

1,450 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T87001 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 創設事業 政策 奥州金ケ崎行政事務組合から受水に
より未普及地域の解消を図るととも
に水道水の長期的な安定供給を図
る。

胆江圏域広域的水道整備計画の区域
内にあり、特定広域化事業（胆江広
域水道用水供給事業）より用水供給
されるものである。また、上水道、
簡易水道を統合し経営の合理化を推
進する。
配水管布設、配水池整備等

水道事
業会計

170,336 普及率 93.3 ％ A2 計画的に事業が執行されており、必要な事
業と認める。なお、今後も計画的に整備し
ていく必要がある。
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T87002 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 水道管路耐震
化事業

政策 震災時において、水道水の安定供給
を行うため、重要な拠点となる病
院、診療所、介護や援助が必要な災
害時要援護者の避難拠点等の給水優
先度が特に高い施設への水道管路の
耐震化を推進する。（第１期計画）

H29～　実施設計　1式　工事費　1
式

水道事
業会計

65,251 水道管の耐
震化率

16.7 ％ A2 避難拠点等における水道管路の耐震化は必
要と認める。今後も耐震化計画に沿って推
進していく必要がある。

T87003 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 水道施設耐震
化事業

政策 震災時において、水道水の安定供給
を行うため、重要な拠点となる病
院、診療所、介護や援助が必要な災
害時要援護者の避難拠点等の給水優
先度が特に高い施設に係る水道施設
の耐震化を推進する。（第１期計
画）

H29以降　施設耐震化事業補助採択
実施設計　1式　工事費　1式

水道事
業会計

6,578 施設の耐震
化率(配水
池)

90.4 ％ A2 避難拠点等における水道施設の耐震化は必
要と認める。今後も耐震化計画に沿って推
進していく必要がある。

T87004 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 水道施設整備
事業（江刺地
域）

政策 自己水源系の水道施設において、近
年のゲリラ豪雨や地震等の自然災害
や渇水時において、水源水質異常が
発生した場合に対応できるろ過施設
を建設し、安心・安全な水の安定供
給を図る。

R6～R10　古歌葉浄水場建設
H28～R4　根木町浄水場建設

水道事
業会計

97,422 有収率 81.2 ％ A2 計画的に事業が執行されており、必要な事
業と認める。なお、今後も計画的に整備し
ていく必要がある。

T87005 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 事業認可変更
及び全体計画
見直し事業

政策 胆江広域水道用水供給事業計画の見
直し（規模縮小）を進めるにあた
り、自己水源能力、配水系等や施設
の再編・統廃合を見直し、受水切替
の総合的な比較検討を行う。

R2～R3　事業認可変更及び全体計画
見直し業務委託（管網解析・水理計
算・施設統廃合等）

水道事
業会計

29,876 有収率 81.2 ％ A2 胆江広域水道用水供給事業計画の見直し作
業と連携を図りながら見直し作業が進めら
れており必要な事業と認める。今後も連携
を図りながら適正規模な事業計画となるよ
う見直しを進める必要がある。

T87008 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 老朽管更新事
業（上水）

政策 老朽管を布設替し、漏水事故対策、
有収率の向上を図る。

老朽管残延長（経年管）約296.5km
(R2末時点）
※経年管：強度が低く破損や腐食に
よる漏水のおそれや濁り水の原因と
なる 老朽化した管

水道事
業会計

303,243 有収率 81.2 ％ A2 老朽管の更新により漏水防止対策が図ら
れ、必要な事業と認める。なお、今後も計
画的に更新を進めていく必要がある。

T87009 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 老朽管更新事
業（旧水沢簡
水）

政策 羽田地区の開発整備に伴う水需要の
増大に対応するため、平成9年度策
定した水道事業基本計画のもとに送
配水施設の増強、老朽管更新を実施
し、漏水事故対策、有収率の向上を
図る。
【203北上川東部地区配水管布設替
事業と統合】

老朽管残延長（経年管）約27.5km
※経年管：強度が低く破損や腐食に
よる漏水のおそれや濁り水の原因と
なる 老朽化した管

水道事
業会計

21,838 有収率 81.2 ％ A2 老朽管の更新により漏水防止対策が図ら
れ、必要な事業と認める。なお、今後も計
画的に更新を進めていく必要がある。

T87010 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 老朽管更新事
業（旧江刺簡
水）

政策 老朽管を布設替し、漏水事故対策、
有収率の向上を図る。

全体事業費　872,980千円　事業期
間　平成18年度～
配水管　Ｌ＝24,292.82ｍ

水道事
業会計

90,902 有収率 81.2 ％ A2 老朽管の更新により漏水防止対策が図ら
れ、必要な事業と認める。なお、今後も計
画的に更新を進めていく必要がある。

T87012 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 老朽管更新事
業（旧前沢簡
水）

政策 老朽管を布設替し、漏水事故対策、
有収率の向上を図る。

老朽管残延長（経年管）　約5.9ｋm
※経年管：強度が低く、破損や腐食
による漏水のおそれや濁り水の原因
となる 老朽化した管

水道事
業会計

12,155 有収率 81.2 ％ A2 老朽管の更新により漏水防止対策が図ら
れ、必要な事業と認める。なお、今後も計
画的に更新を進めていく必要がある。

T87013 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 老朽管更新事
業（旧胆沢簡
水）

政策 老朽管及び漏水多発路線の布設替を
行い漏水事故対策、有収率の向上を
図る。

老朽管残延長（経年管）　約84.9km
※経年管：強度が低く破損や腐食に
よる漏水のおそれや濁り水の原因と
なる老朽化した管

水道事
業会計

24,004 有収率 81.2 ％ A2 老朽管の更新により漏水防止対策が図ら
れ、必要な事業と認める。なお、今後も計
画的に更新を進めていく必要がある。
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T87014 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 老朽管更新事
業（旧衣川簡
水）

政策 老朽管及び漏水多発路線の布設替を
行い漏水事故対策、有収率の向上を
図る。

老朽管残延長（経年管）　約52.5km
※経年管：強度が低く破損や腐食に
よる漏水のおそれや濁り水の原因と
なる 老朽化した管

水道事
業会計

42,015 有収率 81.2 ％ A2 老朽管の更新により漏水防止対策が図ら
れ、必要な事業と認める。なお、今後も計
画的に更新を進めていく必要がある。

T87015 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 管路布設替事
業（上水）

政策 公共事業等により配水管路の布設替
（移設）事業

道路改良・ほ場整備・公共下水道
等、他事業により移設が必要となる
布設替工事
※事業の内容は、各年度ごとに変動
するため総事業量は未定

水道事
業会計

51,050 有収率 81.2 ％ A2 関係機関と連絡調整を密に図りながら適正
に事業が執行されており、必要な事業と認
める。

T87016 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 管路布設替事
業（旧水沢簡
水）

政策 道路改良工事等、他事業により移設
が必要となる配水管の工事

道路改良工事等、他事業により移設
が必要となる配水管の工事。
※事業の内容は、各年度ごとに変動
するため総事業量は未定

水道事
業会計

36,351 有収率 81.2 ％ A2 関係機関と連絡調整を密に図りながら適正
に事業が執行されており、必要な事業と認
める。

T87017 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 管路布設替事
業（旧江刺簡
水）

政策 道路改良工事等、他事業により移設
が必要となる配水管の工事

道路改良工事等、他事業により移設
が必要となる配水管の工事
※事業の内容は、各年度ごとに変動
するため総事業量は未定

水道事
業会計

34,412 有収率 81.2 ％ A2 関係機関と連絡調整を密に図りながら適正
に事業が執行されており、必要な事業と認
める。

T87020 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 管路布設替事
業（旧胆沢簡
水）

政策 胆沢ダム建設、県営ほ場整備、道路
改良工事等、他事業により移設が必
要となる配水管の工事

道路改良工事等、他事業により移設
が必要となる配水管の工事
※事業の内容は、各年度ごとに変動
するため総事業量は未定

水道事
業会計

4,545 有収率 81.2 ％ A2 関係機関と連絡調整を密に図りながら適正
に事業が執行されており、必要な事業と認
める。

T87022 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 管路布設事業
（上水）

政策 新小谷木橋建設に伴い、水沢区羽田
簡易水道区域を上水道へ統合するこ
とにより、安定給水の向上、動力費
等の維持管理費の低減図られ、合理
的、効率的な水道事業を実現するた
め。

H27～R5　道路改良部送水管敷設
φ250～75　L=1641m
H30～R4　水管橋布設
φ250　L=600ｍ

水道事
業会計

34,594 有収率 81.2 ％ A2 橋梁本体工事及び道路改良工事との調整を
密に図り、橋梁添架等の工事が実施されて
おり、必要な事業と認める。

T87023 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 石綿セメント
管更新事業

政策 老朽管（石綿セメント管）を布設替
し、漏水事故対策、有収率の向上を
図る。

石綿セメント管残延長　L=4,322m
（総延長98,914m）

水道事
業会計

68,182 有収率 81.2 ％ A2 石綿セメント管の更新により漏水防止対策
が図られ、必要な事業と認める。なお、早
期事業完了に向け、今後も計画的に更新を
進めていく必要がある。

T87024 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 分限城地区整
備事業

政策 江刺分限城地区統合基本整備計画に
基づく整備更新を実施し漏水事故対
策、老朽対策、維持管理対策、有収
率の向上を図る。

分限城配水池・深沢配水池・湯坪配
水池・分限城ポンプ場・深沢ポンプ
場・送水管・配水管を統一した整備
更新
期間H22～R6

水道事
業会計

179,047 有収率 81.2 ％ A2 施設の統廃合により維持管理費の削減が見
込まれることから必要な事業と認める。な
お、今後も計画的に整備していく必要があ
る。

T87025 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 橋梁長寿命化
に係る水管橋
布設替事業

政策 橋梁長寿命化事業により水管橋の布
設替（移設）事業

橋梁長寿命化事業により移設が必要
となる水管橋布設替工事
※事業の内容は、各年度ごとに変動
するため総事業量は未定

水道事
業会計

2,349 有収率 81.2 ％ A2 関係機関と連絡調整を密に図りながら適正
に事業が執行されており、必要な事業と認
める。

T87026 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 上水道設備修
繕・改良・更
新事業

政策 安全・安心な水道水の安定供給を図
るため、機械設備・電気計装設備・
動力設備の計画的な修繕、改良及び
更新を行う。

機械設備修繕・改良・更新一式
電気計装設備修繕・改良・更新一式
動力設備修繕・改良・更新一式

水道事
業会計

56,130 修繕・改
良・更新件
数

28 箇所 A2 計画的に事業が執行されており、必要な事
業と認める。なお、今後も計画的に整備し
ていく必要がある。
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T87027 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 旧水沢簡易水
道設備修繕・
改良・更新事
業

政策 安全・安心な水道水の安定供給を図
るため、機械設備・電気計装設備・
動力設備の計画的な修繕、改良及び
更新を行う。

機械設備修繕・改良・更新一式
電気計装設備修繕・改良・更新一式
動力設備修繕・改良・更新一式

水道事
業会計

2,886 修繕・改
良・更新件
数

2 箇所 A2 計画的に事業が執行されており、必要な事
業と認める。なお、今後も計画的に整備し
ていく必要がある。

T87028 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 旧江刺簡易水
道設備修繕・
改良・更新事
業

政策 安全・安心な水道水の安定供給を図
るため、機械設備・電気計装設備・
動力設備の計画的な修繕、改良及び
更新を行う。

機械設備修繕・改良・更新一式
電気計装設備修繕・改良・更新一式
動力設備修繕・改良・更新一式

水道事
業会計

10,801 修繕・改
良・更新件
数

9 箇所 A2 計画的に事業が執行されており、必要な事
業と認める。なお、今後も計画的に整備し
ていく必要がある。

T87029 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 旧前沢簡易水
道設備修繕・
改良・更新事
業

政策 安全・安心な水道水の安定供給を図
るため、機械設備・電気計装設備・
動力設備の計画的な修繕、改良及び
更新を行う。

機械設備修繕・改良・更新一式
電気計装設備修繕・改良・更新一式
動力設備修繕・改良・更新一式

水道事
業会計

6,694 修繕・改
良・更新件
数

4 箇所 A2 計画的に事業が執行されており、必要な事
業と認める。なお、今後も計画的に整備し
ていく必要がある。

T87030 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 旧胆沢簡易水
道設備修繕・
改良・更新事
業

政策 安全・安心な水道水の安定供給を図
るため、機械設備・電気計装設備・
動力設備の計画的な修繕、改良及び
更新を行う。

機械設備修繕・改良・更新一式
電気計装設備修繕・改良・更新一式
動力設備修繕・改良・更新一式

水道事
業会計

1,155 修繕・改
良・更新件
数

1 箇所 A2 計画的に事業が執行されており、必要な事
業と認める。なお、今後も計画的に整備し
ていく必要がある。

T87031 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 旧衣川簡易水
道設備修繕・
改良・更新事
業

政策 安全・安心な水道水の安定供給を図
るため、機械設備・電気計装設備・
動力設備の計画的な修繕、改良及び
更新を行う。

機械設備修繕・改良・更新一式
電気計装設備修繕・改良・更新一式
動力設備修繕・改良・更新一式

水道事
業会計

4,670 修繕・改
良・更新件
数

4 箇所 A2 計画的に事業が執行されており、必要な事
業と認める。なお、今後も計画的に整備し
ていく必要がある。

T87032 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 水道施設補
修・改修事業
（建築物・構
築物）

政策 安全・安心な水道水の安定供給を図
るため、基幹となる水道施設の計画
的な補修・改修を行う。

取水施設、浄水施設、配水施設補
修・改修　一式

水道事
業会計

2,527 修繕・改良
件数

2 箇所 A2 計画的に事業が執行されており、必要な事
業と認める。なお、今後も計画的に整備し
ていく必要がある。

T87033 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 水道施設配水
池等清掃点検
事業

政策 安全・安心な水道水の安定供給を図
るため、配水池内部及び付属設備の
点検と、堆積物の清掃（衛生管理）
を適正に行う。

水道施設配水池清掃点検業務　一式 水道事
業会計

3,465 清掃点検件
数

23 箇所 A2 計画的に事業が執行されており、必要な事
業と認める。なお、今後も計画的に整備し
ていく必要がある。

T87037 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 上水漏水調査
事業

政策 漏水調査により漏水箇所の早期発
見、修繕により有収率の向上を図
る。

定期的な漏水調査を実施し有収率の
向上を図る。

水道事
業会計

44,352 有収率 81.2 ％ A2 計画的な調査により漏水箇所の早期発見と
早期修繕が可能となり、有収率の向上に寄
与しており、今後も計画的に調査を実施し
ていく必要がある。

T87039 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 水圧適正化事
業（旧江刺上
水）

政策 水道法および江刺区水道事業基本計
画に基づく整備更新を実施し、適正
な配水水圧を保持することで漏水事
故対策、有収率の向上を図る。

配水区域内の管網解析及び解析に伴
う詳細設計業務委託
減圧弁・増圧ポンプ等の整備及び適
正水圧を確保する配水管整備更新
※５年毎に委託工事

水道事
業会計

54,721 有収率 81.2 ％ A2 事業実施により適正な水圧の確保が図られ
るとともに、有収率の向上にも寄与してお
り、今後も計画的に事業を進めていく必要
がある。

T87040 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 水圧適正化事
業（旧江刺簡
水）

政策 水道法および江刺区水道事業基本計
画に基づく整備更新を実施し、適正
な配水水圧を保持することで漏水事
故対策、有収率の向上を図る。

配水区域内の管網解析及び解析に伴
う詳細設計業務委託
減圧弁・増圧ポンプ等の整備及び適
正水圧を確保する配水管整備更新
※５年毎に委託工事

水道事
業会計

86,433 有収率 81.2 ％ A2 事業実施により適正な水圧の確保が図られ
るとともに、有収率の向上にも寄与してお
り、今後も計画的に事業を進めていく必要
がある。

T87045 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 鉛給水管布設
替事業

政策 水道水質改善対策事業 鉛給水管を鉛溶出のないポリエチレ
ン管に布設替するものである。

水道事
業会計

7,465 有収率 81.2 ％ A2 鉛給水管の布設替えにより、安全・安心な
水道水の供給が図られており、早期に布設
替えを完了する必要がある。
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T87046 Ⅵ ➋ ② 上下水
道部

水道課 管路情報シス
テム更新事業

政策 配水管、給水管の台帳整備、保守管
理及び漏水修繕の早期対応

システム端末の整備、配水管、給水
管の台帳整備更新及び保守管理

水道事
業会計

11,550 有収率 81.2 ％ A2 計画的な台帳整備により、最新の情報を提
供することが可能となり、漏水修繕等の対
応に大きく寄与しており、今後も計画的に
事業を進めていく必要がある。

85007 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

浄化槽設置整
備事業（個人
設置補助）

政策 公共用水域水質保全のため個人設置
浄化槽による汚水処理を支援する。

公共下水道の整備予定の定まってい
ない区域内の個人設置浄化槽に対し
補助金を交付するもの。

一般 8,189 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ A2 公共用水域水質保全に寄与し水洗化率の向
上のため、必要な事業である。

85008 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

雑排水処理施
設管理運営事
業

経常 公共用水域の水質保全を目的として
設置された小違堰水質障害対策施
設、松堂住宅団地沈殿槽、東高山団
地沈殿槽及び羽田地区沈殿槽の適正
な維持管理を行う。

各施設の点検、清掃等を行う。 一般 2,508 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

85009 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

汚水処理施設
維持管理事業

経常 公共用水域の水質保全と市民の生活
環境を維持するため汚水処理施設
（コミュニティプラント）の適正な
維持管理を行う。

汚水処理施設（真城ケ丘、蓬平、鶴
田エクセルガーデン）の適正な維持
管理を行う。

一般 12,680 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T85004 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

流域下水道整
備負担事業

経常 公共用水域の水質保全と県民の生活
環境の向上を図るため北上川上流流
域下水道事業を推進する。

北上川上流流域下水道事業（胆江処
理区）の幹線管渠や終末処理場等の
基幹施設の整備に要する費用の一部
を負担金として支出する。

企業会
計（下
水）

52,145 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T85005 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

流域下水道維
持管理負担事
業

経常 公共用水域の水質保全と県民の生活
環境の向上を図るため北上川上流流
域下水道事業を推進する。

北上川上流流域下水道事業（胆江処
理区）の幹線管渠や終末処理場等の
基幹施設の維持管理に要する費用の
一部を負担金として支出する。

企業会
計（下
水）

628,473 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T85006 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

施設整備事業
（社総交）

経常 公共用水域の水質保全と市民の生活
環境の向上を図るため公共下水道事
業を推進する。

公共下水道計画区域の下水道施設を
整備する。

企業会
計（下
水）

1,297,295 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T85008 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

市営浄化槽整
備事業

経常 公共用水域の水質保全と市民の生活
環境の向上を図るため市営浄化槽事
業を推進する。

市営浄化槽計画区域において市営浄
化槽を整備する。

浄化槽
特別会

計

90,682 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T85009 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

施設整備更新
事業（防安
交）

経常 下水道施設のストックマネジメント
に基づく予防保全型の施設管理を行
い、ライフサイクルコストの最小化
を目指す。

各設備の長寿命化対策工事を計画的
に推進する。

企業会
計（下
水）

54,681 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T85010 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

前沢下水浄化
センター維持
運転管理事業

経常 前沢地域の公共用水域の水質保全と
市民の生活環境を維持するため、前
沢下水浄化センターの適正な維持管
理を行う。

前沢下水浄化センターの適正な維持
管理を行う

企業会
計（下
水）

45,361 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外
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T85011 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

下水道施設維
持管理事業
（公共）

経常 公共下水道計画区域の公共用水域の
水質保全と市民の生活環境を維持す
るため、下水道施設の適正な維持管
理を行う。

管渠、マンホールポンプ、流量計等
の適正な維持管理及び台帳整備等を
行う。

企業会
計（下
水）

30,376 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T85012 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

下水道施設維
持管理事業
（特環）

経常 特定環境保全公共下水道計画区域の
公共用水域の水質保全と市民の生活
環境を維持するため、下水道施設の
適正な維持管理を行う。

管渠、マンホールポンプ、流量計等
の適正な維持管理及び台帳整備等を
行う。

企業会
計（下
水）

5,207 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T85013 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

都市下水路維
持管理事業

経常 都市下水路計画区域内の雨水を排除
し、市街地の浸水を防ぐ。

管渠、開渠及びポンプ場等の適正な
維持管理を行う。

企業会
計（下
水）

2,352 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T85014 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

農業集落排水
施設維持管理
事業（管渠）

経常 農業集落排水事業計画区域の水質保
全と市民の生活環境を維持するた
め、農業集落排水施設の適正な維持
管理を行う。

管渠、マンホールポンプ等の適正な
維持管理及び台帳整備等を行う。

企業会
計（農
業）

29,263 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T85015 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

農業集落排水
施設維持管理
事業（処理
場）

経常 農業集落排水事業計画区域の水質保
全と市民の生活環境を維持するた
め、農業集落排水施設の適正な維持
管理を行う。

処理施設の適正な維持管理及び台帳
整備等を行う。

企業会
計（農
業）

187,886 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T85016 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

農業集落排水
施設機能強化
事業

経常 汚水の適正に処理により農業用用排
水の水質汚濁を防止し、生活環境の
向上を図るために設置された処理
場、真空施設、管渠及びマンホール
ポンプ等の適正な維持管理を行うと
ともに、事故や機能停止を未然に防
止するためストックマネジメントに
基づく予防保全型の施設管理を実施
し、計画的な改築修繕を行いライフ
サイクルコストの最小化を目指す。

農業集落排水施設の改築、更新等に
よる機能強化対策を行う。

企業会
計（農
業）

190,877 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T85017 Ⅵ ➋ ③ 上下水
道部

下水道
課

市営浄化槽施
設維持管理事
業

経常 市営浄化槽事業計画区域の水質保全
と市民の生活環境を維持するため、
市営浄化槽の適正な維持管理を行
う。

市営浄化槽の適正な維持管理を行
う。

浄化槽
特別会

計

196,872 汚水処理人
口普及率
（汚水処理
区域）

81.9 ％ - ※経常経費に付き総合評価対象外

T75002 Ⅲ ➏ ② 医療局 経営管
理課

高額医療機器
（CT・MRI）
更新事業

政策 高額医療機器（CT・MRI）の計画的
な更新を図ることで、安定した診療
提供を行うもの

高額医療機器(CT・MRI)の計画的な
更新を図る(使用期間15年程度での
更新計画)

奥州市
病院事
業会計

26,134 CT・MRI保
有台数

2 台 B1 機器の整備については、今後の医療機関の
在り方を踏まえた奥州市立病院・診療所改
革プランを見据えた考え方を持ったため、
必要な機器の更新に留めることになったが
診療に影響が出ないように努めることが出
来た。

T75003 Ⅲ ➏ ② 医療局 経営管
理課

施設・設備整
備事業

政策 医療局（水沢病院・まごころ病院・
前沢診療所・衣川診療所・衣川歯科
診療所）施設及び設備の計画的な大
規模改修・修繕を行うことにより長
寿命化を図る

施設・設備（建物外部・建物内部・
電気設備・給排水設備・空調設備）
について定期的な周期で改修・修繕
を行う。

奥州市
病院事
業会計

64,586 改修設備数 33 種 B1 今後の医療機関の在り方を踏まえた奥州市
立病院・診療所改革プランを見据えた考え
方を持ったため、施設整備については緊急
の場合を除き出来る限り後年度での対応に
努め、診療に大きな影響の無い範囲で概ね
対応できた。
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17001 Ⅰ ➊ ① 議会事
務局

議会事
務局

議会事務費
（経常）

経常 市民に開かれた議会運営に資するた
め。

議長・常任委員会費用弁償、議長交
際費、市議会だより印刷製本費、会
議録作成委託料、議会中継システム
運用支援費、政務活動費等

一般 24,690 議会中継シ
ステムに関
する苦情の
件数

0 件 - ※経常経費に付き総合評価対象外

17002 Ⅰ ➊ ① 議会事
務局

議会事
務局

議員報酬等
（経常）

経常 議員報酬等の支給のため。 議員報酬、議員期末手当、議員共済
会負担金

一般 180,488 - - - - ※経常経費に付き総合評価対象外

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。
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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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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。

91081 Ⅲ ➋ ① 教育委
員会

学校教
育課

幼稚園管理事
業（政策）

政策 幼稚園の管理費 幼稚園管理に係る必要経費
・消耗品（園児用椅子の更新、保育
材料費）
・図書の購入
・備品購入（園児用机等の更新）

一般 447 公立幼稚園
数

6 園 A2 幼児教育環境を整備するため、必要な事業
である。

91073 Ⅲ ➋ ① 教育委
員会

学校教
育課

幼稚園管理事
業（経常）

経常 幼稚園の管理費 幼稚園管理に係る必要経費（園長報
酬・臨時職員賃金・消耗品・燃料
費・光熱水費・電話料・複写機使用
料　ほか）

一般 74,375 公立幼稚園
数

6 園 - ※経常経費に付き総合評価対象外

91074 Ⅲ ➋ ① 教育委
員会

学校教
育課

一時預かり幼
稚園型保育事
業

経常 教育時間外に一時預かり幼稚園型を
実施することで、子育て支援の推進
を図る。

【現状】幼稚園が実施する教育時間
終了後の時間及び長期休業日に、家
庭の事情により保育を希望する者を
対象に行う教育活動
①一時的利用（1月当たり５日以内
で実施する一時預かり)②長期的利
用（一時的利用を除く）

一般 15,343 預かり園児
数（8月）

34 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外

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。
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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。

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。
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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

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
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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。

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。
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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

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。
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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。

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
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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。

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。

16001 Ⅰ ➊ ① 選挙管
理委員
会

選挙管
理委員
会

奥州市長及び
市議会議員選
挙（選挙事務
経費）

経常 公選法に基づく奥州市長選挙及び奥
州市議会議員選の執行のため。

奥州市長選挙及び奥州市議会議員選
挙

一般 64,204 期日前投票
所数

8 箇所 A1 令和3年度において実施した投票区再編に
より、効率的な選挙執行となっていること
から評価できる。

16002 Ⅰ ➊ ① 選挙管
理委員
会

選挙管
理委員
会

奥州市長及び
市議会議員選
挙（一般職給
与費）

経常 公選法に基づく奥州市長選挙及び奥
州市議会議員選の執行のため。

奥州市長選挙及び奥州市議会議員選
挙

一般 14,927 事務従事者
数

681 人 A2 新設した期日前投票所従事者は増となって
いるものの、投票区再編により当日投票従
事者数が減となり、効率的な選挙執行と
なっている。

16003 Ⅰ ➊ ① 選挙管
理委員
会

選挙管
理委員
会

衆議院議員総
選挙（選挙事
務経費）

経常 衆議院議員総選挙の執行のため。 衆議院議員総選挙 一般 37,138 期日前投票
所数

7 箇所 A2 大型商業施設での期日前投票所を新設し、
有権者の利便性が向上したほか、衆議院の
解散から投票日までの期間が短かったにも
関わらず、問題なく執行された。

16004 Ⅰ ➊ ① 選挙管
理委員
会

選挙管
理委員
会

衆議院議員総
選挙（一般職
給与費）

経常 衆議院議員総選挙の執行のため。 衆議院議員総選挙 一般 22,608 事務従事者
数

695 人 A2 大型商業施設での期日前投票所を新設し、
有権者の利便性が向上したほか、衆議院の
解散から投票日までの期間が短かったにも
関わらず、問題なく執行された。
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16017 Ⅰ ➊ ① 選挙管
理委員
会

選挙管
理委員
会

選挙管理委員
会事務費

経常 選挙管理委員会運営事務 選挙管理委員会委員報酬及び事務局
事務費の運用

一般 7,609 委員会開催
数（年間）

26 回 A1 法及び規程に定められた委員会の開催であ
り、また、選挙人名簿の調製等適正に事務
執行されている。

16018 Ⅰ ➊ ① 選挙管
理委員
会

選挙管
理委員
会

選挙管理委員
会事務費（政
策）

政策 期日前投票所において、無線ネット
ワークによる投票環境を整備しよう
とするもの。

ＬＴＥ閉鎖域網を使用した無線ネッ
トワークにより、投票環境を整備し
導入しようとするもの。

一般 10,739 委員会開催
数（年間）

26 回 A1 安価な無線ネットワークにより期日前投票
所を新設することができ、期日前投票率向
上につながった。

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

63002 そ そ そ 農業委
員会

農業委
員会
事務局

農業者年金業
務受託事業

経常 独立行政法人農業者年金基金業務の
一部受託

独立行政法人農業者年金基金業務の
一部受託（市からの事務委任）

一般 2,749 農業者年金
新規加入者
数

6 人 - ※経常経費に付き総合評価対象外
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