
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

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。

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。

総合的評価の基準

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

　概ね計画どおり目標を達成しており、ある程度成果が発揮されている事業

　目標達成、成果とも十分でなく、大幅な改善が必要な事業

令和４年第３回奥州市議会定例会
決算審査資料

令和３年度事務事業評価調書一覧表

総合的評価の基準

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

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
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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

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
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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

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
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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

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

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。
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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。
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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

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
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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

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
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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

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
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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。

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。
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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

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
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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

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。
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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。

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

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。
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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。

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
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