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91006 Ⅱ ➊ ① 教育委員会 幼稚園維持管理事業 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）

経常 無 9406 B
Ｈ27年度の制度改正を加味しなが
ら、修繕計画や修繕基準を作り、計
画的な予算執行が必要である。

B2
修繕計画を策定し、計画的な執行に努め
る必要がある。

92077 Ⅱ ➊ ① 教育委員会 幼稚園管理事業 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）

経常 無 133839 A
幼稚園入園児童に対する良質な教
育の提供及び教育環境の向上に努
めている。

A2
必要な事業として認めるものの、より一層
経費削減に努める必要がある。

92078 Ⅱ ➊ ① 教育委員会 預かり保育事業
教育時間以外に預かり保育を実施すること
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開始前または
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①一時預かり保育（1月当たり5日以内で実施
する預かり保育)②長期預かり保育（その他の預か
り保育）

経常 無 17676 A
就労等で教育時間終了後子どもを
保育できない保護者の要望に応えて
いる。

B1
事業の必要性は認めるが、基準統一を早
急に確立する必要がある。

92079 Ⅱ ➊ ① 教育委員会 就園奨励事業

   保護者の所得に応じて保育料等を助成、ま
たは第３子の保育料等を無料化することで、
就園世帯の経済的負担を軽減し、就園の促
進、幼児教育の振興を図る。

   市内に住所を有する園児の保護者に対して、保
育料の減免を行った私立幼稚園の設置者に補助
金を交付する。

政策 無 78477 A
保護者の経済的負担を軽減し、就学
前教育を受けやすい環境づくりに寄
与している。

A2
受益者負担の見直しについては、慎重に
検討を進める必要がある

91001 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 事務局総務費

教育長事務管理、教育総務課職員の出張旅
費のほか、所管車両の維持管理等を行い効
率的な事務の遂行を図る。
また、市の教育に関する功労、功績及び善行
を顕彰し、教育の発展高揚に資する。

教育長事務（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、安全運転管理者講習会経費）、「奥
州の教育」印刷製本費、防火用溜池土地借上料、
教育委員会表彰経費（報償品費、消耗品費、会場
借上料）、校務用OA機器賃貸借及び運用保守

経常 無 4334 A

教育委員会の所掌に係る事務を行う
ための必要経費ととらえるが、経費
節減について常に努める必要があ
る。

A2
必要な事業として認めるものの、より一層
経費削減に努める必要がある。

91003 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
小学校教育用コンピュータ
整備事業

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、パ
ソコン教室及び職員室のパソコン、プリンターの機
器、ウイルス対策ソフトの借上業務（パソコン教室
に児童２人１台の設置、モノクロ、カラープリンター
の設置　６０ヶ月の長期継続契約による。）

経常 無 12817 B
導入システムを有効活用しているか
の検証も行う必要がある

B2
導入システムの活用状況を確認、検証の
上今後の方向性を検討する必要がある。

91005 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
中学校教育用コンピュータ
整備事業

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、パ
ソコン教室及び職員室のパソコン、プリンターの機
器、ウイルス対策ソフトの借上業務（パソコン教室
に生徒１人１台の設置、モノクロ、カラープリンター
の設置　６０ヶ月の長期継続契約による。）

経常 無 11036 B
導入システムを有効活用しているか
の検証も行う必要がある

B2
導入システムの活用状況を確認、検証の
上今後の方向性を検討する必要がある。

92001 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 外国人講師招へい事業
外国人講師と直接触れ合う機会により、国際
理解教育並びに英語教育の推進をねらいと
する。

市内各小中学校を中心に外国人講師を派遣し、外
国語活動や英語の授業を通し児童・生徒の英語力
及びコミュニケーション能力の向上等を目指す。

政策 無 23386 A

外国人講師が訪問することにより、
ネイティブイングリッシュに触れること
ができるとともに、外国語でのコミュ
ニケーション能力の向上に大いに役
立っている。

B1

事業の必要性は認める。施策の目標達成
には、資質の高いＡＬＴの選抜と安定的な
雇用関係のための正職員化や増員も必
要である。

92002 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
地域ぐるみの学校安全整
備推進事業

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　　・スクールガード要請講習会の開
催　　・子どもたちの見守り活動の実施

政策 無 990 A
児童生徒の安全安心については、
重要課題であり継続する必要があ
る。

A2 必要な事業と認める。

92003 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
市内幼稚園・小学校・中学
校文化発表会事業

合唱・合奏等の発表交流を通して、進んで音
楽活動に取り組む児童・生徒の育成を図ると
ともに、音楽指導の在り方を研究する。

児童・生徒による文化、芸術活動の発表会（区ごと
に開催）

政策 無 31 A

他の学校との文化交流によって、子
どもたちの音楽に対する学習意欲と
質の向上につながっており、今後も
必要である。

A2 必要な事業と認める。

92004 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 中学生海外派遣事業
中学生を海外に派遣することにより、国際的
視野を広め、国際社会に対応できる資質や能
力を養う。

市内中学校の生徒を姉妹都市オーストラリア・グ
レーターシェパートン市に派遣し、ホームステイ等
を通し異文化について学習する。
＊参加生徒　Ｈ20　中学校2年生25名 　　Ｈ21　中
学校2年生27名 　　Ｈ22　東北地方太平洋沖地震
により実施せず
   　     　　　 Ｈ23　中学校3年生21名　 Ｈ24　中学
校3年生21名     Ｈ25　中学校3年生21名

政策 無 4603 A

個人の負担金額を考えると参加でき
る生徒が限られるが、将来を担う子
どもたちを育成する上で、必要な事
業である。

B1

本事業が義務教育として必要であるなら
ば、修学旅行に位置付けて、多くの生徒
に参加してもらう必要がある。
　特別なプログラムとするのであれば、参
加費用の負担を減らすことが目指す方向
性ではない。事業本来の目的はどこにあ
るのか再考する必要がある。

92005 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 中学生体験学習事業

最先端の科学技術とそれを支える研究者の
努力に触れることにより、奥州市内の中学生
の科学に対する興味関心を高め、科学的な知
識や科学的思考力等の資質能力を向上させ
るとともに、次代の奥州市を担うリーダー的人
材の育成を図る。

科学技術に関する国の研究教育機関や先端企業
が立地集積する筑波研究学園都市での体験的な
研修と、それに向けての事前研修。

政策 無 574 A
ＩＬＣの誘致等も踏まえ、今後も必要
な知識であり、引き続き実施する必
要がある。

A2

本事業が義務教育として必要であるなら
ば、修学旅行に位置付けて、多くの生徒
に参加してもらう必要がある。
　特別なプログラムとするのであれば、参
加費用の負担を減らすことが目指す方向
性ではない。事業本来の目的はどこにあ
るのか再考する必要がある。

大綱　Ⅱ　　未来を拓く人を育てる学びのまちづくり　　～教育・文化の振興～
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大綱　Ⅱ　　未来を拓く人を育てる学びのまちづくり　　～教育・文化の振興～

92006 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
児童生徒心の相談等支援
事業

　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２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。

政策 無 7261 A

学力向上と問題行動（不登校・いじ
め等）は、学校教育において重要な
課題であり、その両面からみて必要
な事業である。

A2 必要な事業と認める。

92007 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 学力向上支援事業
大学との連携によって市内小・中学校の授業
改善を図り、児童生徒の学力向上を図る。

「学びの共同体」に係る授業及び研究会、並びに
講演会を実施して教師の授業力向上を図り、児童
生徒の学力向上を目指す。

政策 無 182 A
学力だけでなく、児童生徒の人間関
係まで改善できる事業であり、教育
委員会の重点事業の一つである。

A2 必要な事業と認める。

92008 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 多動性障害児等支援事業

　発達障がい等を抱える児童生徒の支援にか
かわる諸問題への対応や指導方法等につい
て研修を深めるとともに、奥州市の特別支援
教育に対して　の使命感や実践的指導力の
向上を図る。

外部講師による講義・研修 政策 無 29 A
発達障がいの子どもは増加の傾向
にあり、今後さらに重要とされる事業
の一つである。

A2 必要な事業と認める。

92010 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 就学指導委員会事業

　　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 経常 無 153 A
小学校への就学に関わり、児童に適
切な学習環境を設置するために必
要な事業である。

A2 必要な事業と認める。

92011 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 学校適応相談事業

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。

政策 無 2881 A
問題を抱える子どもは多く、今後も必
要な事業である。

A2 必要な事業と認める。

92012 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 適応指導教室運営事業
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。

政策 無 3323 A
不登校児童生徒が通級し、学校復
帰を支援する場として重要であり、今
後も継続する必要がある。

A2 必要な事業と認める。

92013 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 少人数教育推進事業

　１学級の人数が３５人を超える小学校第３学
年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。

　国及び岩手県の少人数教育の施策として、小学
校１～4年において３５人超えの学級を解消する少
人数学級措置が実施されている。小学校において
は、５年生から４０人学級の適用のため学級の規
模が大きくなることに配慮して、「小集団対応非常
勤講師」を配置する。

政策 無 6187 A
少人数での細やかな指導の必要性
は高まってきており、今後も必要な
事業である。

A1 必要な事業と認める。

92014 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 教育研究事業

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。

 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。

経常 無 712 A
他校の授業を研修することにより、
教員の指導力の向上が図られてき
ている。

A1 指導力向上のため必要な事業と認める

92015 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 教育研究所運営費（経常）

・学校訪問を通して、市内小中学校の教員の
指導力向上を図る。
・市内小中学生の作文等を編集し、各小中学
校及び教育関係機関に頒布して、教育の充
実･発展に寄与する。
・市内各小中学校の教育実践等を周知し、学
校教育の充実に資する。

①学校を訪問し、授業参観を行いながら各校の校
長及び教員に対して、指導技術及び学級経営等に
関する指導助言を行う。　　　　　②市内小中学生
が書いた読書感想文や生活作文等を編集し、各小
中学校及び教育関係機関に配付する。
③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。

経常 無 7021 A
各学校の教育の改善と各校の教育
を繋ぐのに必要である。

A1
教員の研修機会の充実によって、分かり
易い授業、自ら学ぶ学習意欲を喚起する
必要がある。

92016 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 教育研究所運営費(政策)

・奥州市の各地域の事例を中心に作成し、小
学校３・４年生の社会科【郷土学習】の授業で
活用する。
・教職員の指導上の課題把握と奥州市の児
童生徒の学力の実態を把握し、結果に基づく
授業改善を行う。

①副読本及び補助資料「奥州市内訪ね歩き」を作
成し小学校第３学年の児童に配付　②教職員の指
導上の課題把握と奥州市の児童生徒の学力の実
態を把握、授業改善の指導するため、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
結果処理については、分析結果をまとめ、それを
周知し指導改善と学力向上に資する。

政策 無 9967 A
学力等の分析をふまえ今後の指導
に生かしていく大切な事業である。

A1 必要な事業と認める。

92017 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 学習対応支援員配置事業
　学校改築に伴い発症した児童に対する学習
の機会を保障するとともに、治療に係る費用
等を援助する。

シックスクールの発症により、登校できない児童に
対して、学習対応支援員が自宅を訪問し、学習内
容等の補習を行う。

政策 無 5592 A
個を大切にするためにも、今現在は
必要な事業である。

C1
どこまで支援を継続するのか事業の到達
目標を決めていくことが必要である。
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92018 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
ことばの教室管理運営事
業

　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 経常 無 2079 A
就学前の適切な指導により、就学後
の教育がスムーズに進んでいる。そ
のためにも必要な事業である。

A1 必要な事業と認める。

92019 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 小学校特別支援教育事業
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。

経常 無 48153 A
今後さらに支援が必要な児童は増
加すると考えられる。今後さらに重要
になってくる事業である。

A2 必要な事業と認める。

92020 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 中学校特別支援教育事業
個別の支援を必要とする生徒が在籍する中
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。

経常 無 1932 A
今後もさらに必要とされる事業であ
り、継続する必要がある。

A2 必要な事業と認める。

92021 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
小学生姉妹都市等交流事
業

水沢区内小学校の児童代表を北海道長沼町
に派遣し、児童による交流と姉妹都市の理解
を深め、両市町の発展に寄与する。派遣児童
が各小学校でのリーダーとしての自覚を養う。

水沢区内小学校の代表11名を北海道長沼町へ派
遣することにより、長沼町内の小学校と水沢区内
小学校が相互に紹介をするなど、交流を深めると
ともに長沼町訪問団内の交流を図り、各小学校の
リーダーとしての自覚を高める。

政策 無 688 B
長沼町教育委員会の意向を確認し
て、内容の見直しの検討を行う必要
がある

C2 廃止する方向で検討する必要がある。

92022 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
中学生姉妹都市等交流事
業

次代を担う両市町の中学生が互いの歴史を
学び交流を深めるため、奥州市訪問交流団を
組織派遣することにより、今後の姉妹都市交
流が一層深まり、相互理解に寄与する。（平
成26年度より長沼中学校の修学旅行の機会
に学校訪問を受け入れる。）

長沼町の中学校代表10名が、水沢区内の中学校
に訪問し学習交流を深め、相互理解に寄与する。
(受入事業)平成25年度から８名。
（平成26年度から、長沼中学校3年生が、修学旅行
の行程の中に、水沢区内の中学校を訪問。）

政策 無 16 A
姉妹都市の学校との交流によって、
子どもたちの学習の意欲と向上につ
ながっており、今後も必要である。

C2 廃止する方向で検討する必要がある。

92023 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 小学校教材整備事業
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。

経常 無 14600 A
児童の学習環境を整備するため、必
要な事業である。

A1
必要な事業と認めるが、計画的な整備に
努める必要がある。

92024 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 教育振興事業 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）

経常 無 36417 A
児童の学習環境を整備するため、必
要な事業である。

A1
必要な事業と認めるが、学校図書備品に
ついては計画的な整備に努める必要があ

92025 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 中学校教材整備事業
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。

経常 無 5478 A
生徒の学習環境を整備するため、必
要な事業である。

A1
必要な事業と認めるが、計画的な整備に
努める必要がある。

92026 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 教育振興事業 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）

経常 無 27258 A
生徒の学習環境を整備するため、必
要な事業である。

A2
必要な事業と認めるが、学校図書備品に
ついては計画的な整備に努める必要があ

92029 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
小学校図書館司書配置事
業

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）

経常 無 27322 A
児童の学習環境を整備するため、必
要な事業である。

B2

図書館司書は小中学校との連携なども含
めて相互に柔軟な体制を検討するととも
に、生涯学習の図書館事業とも連携しな
がら蔵書冊数の不足を補うなどの工夫を
検討する必要がある。

92030 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
中学校図書館司書配置事
業

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）

経常 無 11814 A
生徒の学習環境を整備するため、必
要な事業である。

B2

図書館司書は小中学校との連携なども含
めて相互に柔軟な体制を検討するととも
に、生涯学習の図書館事業とも連携しな
がら蔵書冊数の不足を補うなどの工夫を
検討する必要がある。

92031 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
特色ある学校づくり推進
事業

小中体連体育事業及び文化大会全国大会へ
の出場や事業補助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30・
50・80・100・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

政策 無 5263 A
周年事業補助金及び出場補助金に
ついて、経費負担の軽減のためにも
必要である。

B1

教育委員会内（スポーツ振興課）において
類似の事業があることから、整理が必要
である。また記念事業などへの補助は補
助のルールなども含めて検討する必要が
ある。

92032 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 小学校管理事業 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施設や設
備の整備、管理（消耗品・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。

経常 無 243951 A
義務教育上、児童の学習環境を整
備するため、必要な事業である。

A2 必要な事業と認める。

92033 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 小学校管理事業（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、有効期限が経過したガスメー
ター器等を更新する。
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。

政策 無 4839 A
義務教育上、児童の学習環境を整
備するため、必要な事業である。

A2
必要な事業と認めるが、計画的な整備に
努める必要がある。
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92034 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 小学校就学援助事業
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。

経常 無 30992 A
就学が困難な世帯に対する援助で
あるため、必要な事業である。

A1

就学援助は生活保護基準の引き上げに
よって要保護、準要保護世帯の認定替え
が発生して就学困難な生徒が出ているこ
となども加味しながら、適切な支援をでき
るように体制を整える必要がある。

92035 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
小学校特別支援教育就学
奨励費支給事業

特別支援学級に通学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、医療費の一部を補助する。

経常 無 1709 A
今後もさらに必要とされる事業であ
り、継続する必要がある。

A1 必要な事業と認める。

92036 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
遠距離通学対策事業(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
区はバスカード、江刺区は補助金（19円/ｋｍ）を支
給する。

政策 無 2951 A
遠距離通学児童の通学手段の確保
のためにも必要な事業である。

A2 必要な事業と認める。

92037 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 中学校管理事業 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や設
備の整備、管理（消耗品・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。

経常 無 163522 A
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。

A2 必要な事業と認める。

92038 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 中学校管理事業（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、有効期限が経過したガスメー
ター器等を更新する。
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。

政策 無 2380 A
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。

A2
必要な事業と認めるが、計画的な整備に
努める必要がある。

92039 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 中学校就学援助事業
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。

経常 無 35110 A
就学が困難な世帯に対する援助で
あるため、必要な事業である。

A1 必要な事業と認める。

92040 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 学校保健事業（小学校）
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 経常 無 45237 A

健康診断や学校環境衛生検査を実
施し、児童・教職員の健康状態を把
握するとともに、適切に管理を務め
るために必要な事業である。

A1 必要な事業と認める。

92041 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 学校保健事業（中学校）
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 経常 無 22551 A

健康診断や学校環境衛生検査を実
施し、生徒・教職員の健康状態を把
握するとともに、適切に管理を務め
るために必要な事業である。

A1 必要な事業と認める。

92042 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
学校給食施設管理運営事
業

健やかな体をはぐくむ教育の推進 完全給食の実施。 経常 無 766378 A
児童・生徒の良好な健康を維持する
うえで、安全安心な学校給食の実施
を行っている。

B2
民間委託も含め、今後の方向性について
検討する必要がある

92043 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 給食設備事業
安心、安全な学校給食を提供するため、耐用
年数の経過した老朽した設備の更新により衛
生面の充実を図る。

学校給食施設設備備品整備 政策 無 10463 A
安全安心な学校給食の実施を行っ
ている。

B1
必要な事業と認めるが、計画的な整備に
努める必要がある。

92044 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 ふるさと教育推進事業

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、及び子どもたち
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。

政策 無 1111 A
子どもたちの郷土理解学習やキャリ
ア教育の充実につながっている。

A2 必要な事業と認める。

92046 Ⅱ ➊ ② 教育委員会
前沢区の小学校統合に係
るスクールバス整備事業

前沢統合小学校への対応として、スクールバ
スを整備するものです。

中型バス５台、マイクロバス１台の購入 政策 有 82142 A
遠距離児童の通学手段の確保のた
めスクールバスの更新事業を行って
いる。

A1 必要な事業と認める。

92049 Ⅱ ➊ ② 教育委員会 事務局総務費(経常) 教育委員会事務局学校教育課の経常的経費 管理事業字経常 経常 無 15212 A
学校教育環境の充実を図り、教育施
策の推進に取り組むために必要な
事業である。

A2 必要な事業と認める。

91024 Ⅱ ➊ ③ 教育委員会
前沢区統合小学校新築事
業

安全かつ快適な環境で児童の学力向上を図
る。

前沢区7校の統合小学校の新築（調査設計、プー
ル建設、外構整備）
【事業年度】〔実施設計、造成工事〕：H23年度、校
舎・屋体監理：H24年度、〔校舎・屋体監理、プール
建設、屋外環境工事、備品整備〕：H25年度

政策 有 139797 A
統合事業として着実に適切に進めて
いる。

A1 必要な事業と認める。

91025 Ⅱ ➊ ③ 教育委員会
前沢区統合小学校新築事
業

安全かつ快適な環境で児童の学力向上を図
る。

前沢区7校の統合小学校の新築（校舎、屋体、備
品等）
【事業年度】校舎・屋体建設：H24年度、〔校舎・屋
体建設、備品整備〕：H25年度

政策 有 1502669 A
統合事業として着実に適切に進めて
いる。

A1 必要な事業と認める。

91027 Ⅱ ➊ ③ 教育委員会
胆沢区統合中学校新築事
業

安全かつ快適な環境で児童の学力向上を図
る。

胆沢区3校の統合中学校の新築（校舎、屋体、プー
ル、柔剣道場、屋外運動場他）
【事業年度】〔用地取得、地質調査〕：H24年度、実
施設計(造成含む。)：H25年度、〔実施設計、造成
工事〕：H26年度、校舎・屋体建設：H27年度、〔校
舎・屋体建設、プール等、外構工事、備品整備〕：
H28年度

政策 有 235362 A
統合事業として着実に適切に進めて
いる。

A1 必要な事業と認める。
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91002 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会 小学校維持管理事業 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）

経常 無 44326 B
修繕計画や修繕基準を作り、計画的
な予算執行が必要である。

B2
修繕計画を策定し、計画的な維持管理に
努める必要がある。

91004 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会 中学校維持管理事業 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）

経常 無 20976 B
修繕計画や修繕基準を作り、計画的
な予算執行が必要である。

B2
修繕計画を策定し、計画的な維持管理に
努める必要がある。

91007 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会
学校給食施設維持管理事
業

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）

経常 無 7090 B
修繕計画や修繕基準を作り、計画的
な予算執行が必要である。

B2
修繕計画を策定し、計画的な維持管理に
努める必要がある。

91008 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会
小学校施設維持管理修繕
業務

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 政策 無 20937 B
修繕計画や修繕基準を作り、計画的
な予算執行が必要である。

B2
修繕計画を策定し、計画的な維持管理に
努める必要がある。

91009 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会
中学校施設維持管理修繕
業務

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 政策 無 16407 B
修繕計画や修繕基準を作り、計画的
な予算執行が必要である。

B2
修繕計画を策定し、計画的な維持管理に
努める必要がある。

91010 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会 幼稚園施設整備事業 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 政策 無 10192 B
修繕計画や修繕基準を作り、計画的
な予算執行が必要である。

B2
修繕計画を策定し、計画的な維持管理に
努める必要がある。

91011 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会 学校給食施設整備事業
学校給食施設の整備を行い、安心安全な学
校給食の安定供給を図る。

市内学校教育施設の維持管理修繕工事 政策 無 1434 B
修繕計画や修繕基準を作り、計画的
な予算執行が必要である。

B2
修繕計画を策定し、計画的な維持管理に
努める必要がある。

91015 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会 広瀬小学校暖房整備事業
安全かつ快適な環境で児童の学力向上を図
る。

ボイラーによる温水循環式暖房から集中管理式FF
個別暖房への切替

政策 有 18384 A
改築事業として着実に適切に進めて
いる。

A1 必要な事業と認める。

91017 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会 教育施設大規模修繕 安全・安全な教育環境の実現を図る。
市内教育施設の校舎や屋内運動場及び幼稚園の
園舎の屋根や非構造具材の改修工事

政策 無 13782 A
改築事業として着実に適切に進めて
いる。

B2
修繕計画を策定し、計画的な執行に努め
る必要がある。

91019 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会
真城小学校校舎等改築事
業

安全かつ快適な環境で児童の学力向上を図
る。

危険建物と認定された校舎を主に、あわせて屋内
運動場、プール、屋外運動場の整備を行う。
【事業年度】校舎：H22～H23年度、屋内運動場：
H24年度、プール：H26年度、屋外運動場：H25年度

政策 有 100982 A
改築事業として着実に適切に進めて
いる。

A1 必要な事業と認める。

91022 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会 田原小学校移転改築事業
安全かつ快適な環境で児童の学力向上を図
る。

田原小学校の屋内運動場、備品整備、旧施設の
解体を行う。
【事業年度】造成設計：H23年度、〔プール改築、用
地取得、外構工事〕：H24年度

政策 有 67947 A
改築事業として着実に適切に進めて
いる。

A1 必要な事業と認める。

91023 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会 田原小学校移転改築事業
安全かつ快適な環境で児童の学力向上を図
る。

田原小学校の備品整備、旧施設の解体を行う。
【事業年度】〔備品整備、プール解体〕：H24年度

政策 有 200 A
改築事業として着実に適切に進めて
いる。

A1 必要な事業と認める。

91026 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会
伊手小学校屋内運動場等
改築事業

安全かつ快適な環境で児童の学力向上を図
る。

伊手小学校の屋内運動場、プールの改築
【事業年度】屋内運動場実施設計：H23年度、プー
ル実施設計、屋内運動場・プール改築工事：H24年
度

政策 有 492 A
改築事業として着実に適切に進めて
いる。

A1 必要な事業と認める。

91032 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会
水沢南中学校校舎大規模
改造事業

安全かつ快適な環境で児童の学力向上を図
る。

老朽化した水沢南中学校校舎の大規模改造
【事業年度】実施設計：H24年度、〔仮設教室設置、
改造工事)：H25年度、〔仮設教室撤去、改造工
事〕：H26年度

政策 有 186546 A
総合事業として着実に適切に進めて
いる。

A1 必要な事業と認める。

91042 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会
衣川小学校プール改修事
業

安全かつ快適な環境で、生徒の健康増進と学
力向上を図る。

【事業年度】実施設計、改修工事、工事監理：H25
年度

政策 有 10342 A
改築事業として着実に適切に進めて
いる。

A1 必要な事業と認める。

91043 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会
水沢南小学校暖房設備改
修事業

安全かつ快適な環境で、生徒の健康増進と学
力向上を図る。

南校舎の油送管の配管替え、暖房機を省エネタイ
プに更新

政策 有 30047 A
改修事業として着実に適切に進めて
いる。

A1 必要な事業と認める。

91044 Ⅱ ➊ ④ 教育委員会 シックスクール対策事業
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。

対象者へのマスクの購入及び空気清浄機のリース
新設校舎等のＴＶＯＣ測定

政策 無 4071 B
できる限りの対処方法で取り組んで
いる。

B1
専門家のアドバイスなどを聞きながら善処
に努める必要がある。また、期限を決めて
施策を推進していく必要がある。

91012 Ⅱ ➊ ⑤ 教育委員会 私学運営補助事業 私立学校教育の振興を図る。

私立学校の運営経費や、私立学校が実施する特
色ある学校づくり、施設整備事業に対し補助金を
交付する。
（私立学校運営費補助基準（均等割額＋生徒数割
額）により算定した額と予算額とを比較し、少ない
方の額を補助金として交付）

政策 無 9850 A

国では、私学振興は学校教育の発
展を図る上で重要であるとし、法令
に基づき私学助成を行っている。学
校法人には自主的な財政基盤の強
化などの責務があり、また、厳しい財
政状況下での公費投入であるもの
の、物価の高騰や人件費の上昇な
どが、私学側の自主的努力を超えた
情勢にあることから、市内で唯一の
私立高校の教育条件の維持及び向
上に寄与するため市が行う必要があ
る。

A2 必要な事業と認める。
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91013 Ⅱ ➊ ⑤ 教育委員会 私立幼稚園運営補助事業 私立学校教育の振興を図る。

私立幼稚園の運営経費や、私立幼稚園が実施す
る施設整備事業に対し補助金を交付する。
（私立幼稚園運営費補助金（均等割額（予算額の
70％を対象園数で除した額）＋園児数割額（予算
額の30％を園児数で按分した額））を交付）

政策 無 3834 A

国では、私学振興は学校教育の発
展を図る上で重要であるとし、法令
に基づき私学助成を行っている。学
校法人には自主的な財政基盤の強
化などの責務があり、また、厳しい財
政状況下での公費投入であるもの
の、物価の高騰や人件費の上昇な
どが、私学側の自主的努力を超えた
情勢にあることから、私立幼稚園の
教育条件の維持及び向上に寄与す
るため市が行う必要がある。

A1 必要な事業と認める。

91014 Ⅱ ➊ ⑤ 教育委員会 奨学金貸与事業

経済的理由により修学が困難な者及びその
保護者等に対して修学に必要な奨学金を貸
与することにより、等しく修学の機会を与え、
もって有用な人材を育成することを目的とす
る。

経済的理由により修学が困難な者及びその保護
者等に対して修学に必要な奨学金を貸与する。

経常 無 437 A

国では、意欲と能力のある学生等が
経済的理由により修学を断念するこ
となく、安心して学べるよう、奨学金
事業の見直しと拡充に取り組んでき
ているが、希望者全てが希望通り事
業の恩恵を受けられる状態に未だな
く、また、長期不況による収入減少に
より、学生やその保護者の努力だけ
では修学資金に不足を生じる状況が
見られ、民間の助成も多くは望めな
いことから、修学の機会均等の確保
のため市が行う必要がある。

A1 必要な事業と認める。

92076 Ⅱ ➊ ⑤ 教育委員会 私立幼稚園運営補助事業

私立学校教育の振興を図るため、私立学校
法第3条に規定する学校法人が設置する私立
学校の運営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及びこの告示に
より補助金を交付する。

対象園児を審査したうえで決定し、その園児を受け
入れている幼稚園に対し月額23,500円を交付する
もの。

政策 無 5194 A
障がいがある児童も、安心して集団
で過ごせる環境づくりに寄与してい
る。

A2 必要な事業と認める。

93001 Ⅱ ➋ ① 教育委員会 社会教育総務費（経常） 市民の生涯学習活動を促進するため。 生涯学習に係る各種事業等の実施 経常 無 27027 B

社会教育指導員報酬等社会教育活
動の推進に必要な経費であるが、組
織再編を念頭に社会教育指導員の
あり方等について検討する必要があ
る。

B2

社会教育や生涯学習を取り巻く環境が従
前とは異なってきている。行政として何を
提供しなければならないか。協働のまちづ
くりの中でどうあるべきか、体制について
検討する必要がある。

93002 Ⅱ ➋ ① 教育委員会
江刺生涯学習センター管
理運営事業

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。

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）

経常 無 9181 B

市民に身近な学習・交流の拠点施設
としての機能を有しているが、管理
運営体制等について検討が必要で
ある。

B1
事業の必要性は認めるが、管理運営体制
等については、見直しが必要である。

93003 Ⅱ ➋ ① 教育委員会
衣川セミナーハウス管理
運営事業

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の維持管理業務（清掃、修繕、
施設貸し出し等の運営管理）

経常 無 7267 B
市民に身近な学習・交流の拠点施設
としての機能を有しているが、管理
運営体制等について検討を要する。

B1
総合支所などの再編を見通したあり方を
検討する必要がある。

93004 Ⅱ ➋ ① 教育委員会
後藤伯記念公民館管理運
営事業

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。

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）

経常 無 4215 B
市民に身近な学習・交流の拠点施設
としての機能を有しているが、管理
運営体制等について検討を要する。

B1
事業の必要性は認めるが、管理運営体制
等については、見直しが必要である。

93009 Ⅱ ➋ ② 教育委員会 社会教育総務費（政策） 市民の生涯学習活動を推進するため。 各社会教育関係団体に対する補助の実施 政策 無 1794 B
各団体への補助の内容について、
統一性がなく、担当課だけでなく、全
体的な見直し、調整が必要。

B1

社会教育団体であっても、補助基準を設
け、適切に支援していく必要がある。行政
としてどう支え、アシストすべきかを検討す
る必要がある。

93010 Ⅱ ➋ ② 教育委員会 生涯学習推進事業 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 政策 無 1402 B

事業実施により、参加者の生きが
い、教養、能力の向上につながって
いる。
地域によって異なる事業の整理等が
必要。

B1
地域の学習意欲を喚起する事業の仕組
みが必要である。

93011 Ⅱ ➋ ② 教育委員会 家庭教育支援事業 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

政策 無 856 B

学習機会の提供により、子どもを育
む意識の向上や、保護者同士の交
流が図られているが、受益者の拡大
を図る必要がある。

B1
家庭教育は、家庭内における創意と工夫
にあふれる取り組みが重要であり、このた
めの情報提供などを強める必要がある。

93012 Ⅱ ➋ ② 教育委員会 学校支援地域本部事業
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

政策 無 1755 B

地域の教育力の育成、活用が図ら
れているが、行政の関与の程度、
コーディネーターのあり方等につい
て、検討が必要。

B1

地域おいて自立した活動を展開できるよう
検討する必要がある。なお、有償コーディ
ネーターの廃止については妥当と認め
る。
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93013 Ⅱ ➋ ② 教育委員会 成人式開催事業

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。

新成人が一堂に会した成人式の開催 政策 無 1577 A
「家族からの手紙」は市内の評価は
もとより、全国的にも評価されている
行事である。

A2 必要な事業と認める。

93014 Ⅱ ➋ ② 教育委員会 子どもの居場所づくり事業
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。

子どもの居場所を開設し、それぞれの居場所に
ユースワーカーを配置しながら子どもたちが自由
に集える空間を提供する。

政策 無 456 A
小中高生を対象とした施設であり、
異年齢間の交流等により、健全育成
に資する事業、施設となっている。

A2 必要な事業と認める。

93015 Ⅱ ➋ ② 教育委員会
放課後子ども教室推進事
業

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

政策 無 14133 A

事業の中で、地域の大人が地域の
子どもたちを見守り育成する活動を
展開しており、地域の教育力の活
用、向上が図られている事業であ
る。

A2 必要な事業と認める。

93016 Ⅱ ➋ ② 教育委員会 青少年育成事業
次代を担う心豊かで健やかな青少年を育成す
るため。

子ども会リーダー育成事業、異年齢間や世代間の
交流事業、自然体験事業　等

政策 無 3790 B

地域と連携し様々な事業を展開し、
青少年に多くの活動機会を提供して
いる事業であるが、市内各区の事業
のあり方について検討を要する。

B1
事業の必要性は認めるが、地域の実態に
合わせ今後の方向性を検討する必要が
ある。

93035 Ⅱ ➋ ② 教育委員会 教育振興運動推進事業
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。

各区、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。

政策 無 857 B

様々な子どもを育む活動が、当該地
域の地域づくり活動の促進にもつな
がっており必要な事業である。が、補
助金積算基礎の統一化は必要であ
る。

A2 必要な事業と認める。

93005 Ⅱ ➋ ③ 教育委員会 水沢図書館管理運営事業 市民の読書活動の推進のため。
水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）

経常 無 31657 B
市内図書館の効率的な運用につい
て検討が必要である。

B1

　指定管理等の運営方法の見直しが必要
である。また、図書館の利用率が低下して
いるため、利用率の向上、市民の学習意
欲の向上に向けた取り組みが必要であ
る。

93006 Ⅱ ➋ ③ 教育委員会 江刺図書館管理運営事業 市民の読書活動の推進のため。
江刺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）

経常 無 8313 B
市内図書館の効率的な運用につい
て検討が必要である。

B1

　指定管理等の運営方法の見直しが必要
である。また、図書館の利用率が低下して
いるため、利用率の向上、市民の学習意
欲の向上に向けた取り組みが必要であ
る。

93007 Ⅱ ➋ ③ 教育委員会 前沢図書館管理運営事業
奥州市民の読書活動の推進のため図書館の
維持管理を行う。

前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）

経常 無 12553 B
市内図書館の効率的な運用につい
て検討が必要である。

B1

　指定管理等の運営方法の見直しが必要
である。また、図書館の利用率が低下して
いるため、利用率の向上、市民の学習意
欲の向上に向けた取り組みが必要であ
る。

93008 Ⅱ ➋ ③ 教育委員会 胆沢図書館管理運営事業 市民の読書活動の推進のため。
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）

経常 無 11894 B
市内図書館の効率的な運用につい
て検討が必要である。

B1

　指定管理等の運営方法の見直しが必要
である。また、図書館の利用率が低下して
いるため、利用率の向上、市民の学習意
欲の向上に向けた取り組みが必要であ
る。

93017 Ⅱ ➋ ③ 教育委員会
子どもの読書活動推進事
業

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
聞かせや読書出前授業などの読書活動の推進、
読書ボランティアの育成支援　等

政策 無 2251 A
読書冊数が増となる等、中学生の読
書に対する意識が高まっている。

A2
事業の必要性は認める。参加者数が増加
傾向となっていることから、今後はさらに
市の関わり方を検討する必要がある。

93018 Ⅱ ➋ ③ 教育委員会
図書館管理運営事業（政
策）

心豊かで活力のある社会を構築するために
重要な読書活動の推進のため、図書資料の
整備充実とその効率的な管理運営を図る。

図書館システムの保守管理、図書管理用マークの
利用　等

政策 無 9824 B
市内図書館の効率的な運用につい
て検討が必要である。

B1
事業の必要性は認めるが、指定管理を含
めた管理手法を検討する必要がある

93019 Ⅱ ➋ ③ 教育委員会
水沢図書館管理運営事業
（政策）

心豊かで活力のある社会を構築するために
重要な読書活動の推進のため、図書資料の
整備充実とその効率的な管理運営を図る。

新刊図書をはじめとする郷土資料や視聴覚資料等
の整備、企画展等開催　等

政策 無 7979 B
市内図書館の効率的な運用につい
て検討が必要である。

B1
事業の必要性は認めるが、管理運営業務
内容を見直し、経費の削減に努める必要
がある。

93020 Ⅱ ➋ ③ 教育委員会
江刺図書館管理運営事業
（政策）

心豊かで活力のある社会を構築するために
重要な読書活動の推進のため、図書資料の
整備充実とその効率的な管理運営を図る。

新刊図書をはじめとする郷土資料や視聴覚資料等
の整備、企画展等開催　等

政策 無 5660 B
市内図書館の効率的な運用につい
て検討が必要である。

B1
事業の必要性は認めるが、管理運営業務
内容を見直し、経費の削減に努める必要
がある。

93021 Ⅱ ➋ ③ 教育委員会
前沢図書館管理運営事業
（政策）

心豊かで活力のある社会を構築するために
重要な読書活動の推進のため、図書資料の
整備充実とその効率的な管理運営を図る。

新刊図書をはじめとする郷土資料や視聴覚資料等
の整備、企画展等開催　等

政策 無 2424 B
市内図書館の効率的な運用につい
て検討が必要である。

B1
事業の必要性は認めるが、管理運営業務
内容を見直し、経費の削減に努める必要
がある。
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大綱　Ⅱ　　未来を拓く人を育てる学びのまちづくり　　～教育・文化の振興～

93022 Ⅱ ➋ ③ 教育委員会
胆沢図書館管理運営事業
（政策）

心豊かで活力のある社会を構築するために
重要な読書活動の推進のため、図書資料の
整備充実とその効率的な管理運営を図る。

新刊図書をはじめとする郷土資料や視聴覚資料等
の整備、企画展等開催　等

政策 無 2736 B
市内図書館の効率的な運用につい
て検討が必要である。

B1
事業の必要性は認めるが、管理運営業務
内容を見直し、経費の削減に努める必要
がある。

93026 Ⅱ ➋ ④ 教育委員会
奥州宇宙遊学館管理運営
事業

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） 経常 無 14184 A
市民に身近な学習の場、子どもに夢
を育む施設としての機能を有してい
る。

B1

指定管理料と入場料収入が運営費の柱と
なっており、有料入場者数の拡大が課題
となっている。今後も自主事業の展開など
で市民への告知活動を強化するとともに、
減免対象者の見直し、入場料金の値上げ
なども視野にいれて管理運営体制を検討
する必要がある。

93027 Ⅱ ➋ ④ 教育委員会
文化会館管理運営事業
(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。

奥州市の文化会館４館等の維持管理業務（指定管
理施設）

経常 無 267658 B
市内4館の文化会館のあり方等につ
いての検討が必要

B1

文化会館の位置づけを決めていく必要が
ある。そのための第三者機関による検討
委員会などで、各館の特色を明確にして
いく必要がある。

93028 Ⅱ ➋ ④ 教育委員会 芸術文化振興事業

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、奥州市芸術文化協会へ
の補助　等

政策 無 5573 B
文化祭のあり方についての検討が
必要

B1
芸文協への支援継続は必要と認めるが
会員の減少などの課題を解決する手立て
を講じる必要がある。

93029 Ⅱ ➋ ④ 教育委員会 市民参加型文化活動事業

多様で個性ある文化の創造、創作・発表、鑑
賞機会の充実、舞台芸術の振興を図り、演劇
を通した市民参加の地域づくり・地域住民の
連帯感の醸成を目指す。

奥州前沢劇場及び奥州胆沢劇場の制作・公演開
催に対する補助

政策 無 3423 B
事業のあり方や開催方法等の見直
しが必要

B2

地域に根ざした活動を活発にしていくため
には、教育委員会が事務局を司るという
体制から、ＮＰＯや民間の団体などが中心
になって事業を行うようにしていく必要が
ある。

93033 Ⅱ ➋ ④ 教育委員会
文化会館管理運営事業
（政策）

奥州市の文化振興の拠点である文化会館を
安全安心に使用できるよう整備する。

Ｈ25　　　：江刺体育文化会館照明機材購入
Ｈ25～29：奥州市文化会館下水道受益者負担金
H26～30：奥州市文化会館分室受益者負担金
Ｈ27　　　：奥州市文化会館下水道接続工事
H28       ：奥州市文化会館分室下水道接続工事

政策 無 1231 A 必要な整備である。 A2
必要な事業と認める。なお、文化会館の
あり方と併せ、整備計画(方針)を策定する
必要がある。

93034 Ⅱ ➋ ④ 教育委員会 俳句の里づくり事業

前沢が生んだ俳人で奥州市名誉市民、故遠
藤梧逸先生をしのんで、全国の俳句愛好者と
ともに豊かな自然と温かい人情のまちを詠む
大会を開催し、「俳句の里・前沢」まちづくりに
寄与するもの。

梧逸忌全国俳句大会開催に対する補助 政策 無 322 B
梧逸忌全国俳句大会の今後のあり
方等について検討を要する。

B1

地域の生んだ文化人を検証することで郷
土愛を育む取り組みは認めるが、自主的
に継続できるような体制を検討する必要
がある。

94006 Ⅱ ➌ ① 教育委員会

【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）

江戸時代の霊場巡拝を中心とする信仰資料
がほぼ完全に揃っていることから、えさし郷土
文化館の主要展示物となっている中善観音
（市指定文化財）を保存・公開するため、借り
上げを行う。

えさし郷土資料館に展示公開している中善観音の
物品借り上げ

経常 無 2000 C

えさし郷土文化館の中核資料として
欠くことのできない資料の借り上げで
あるが、その手段に検討する余地が
ある。仏像の評価額を算定したうえ
で買取を検討する。

C1
所有者との話し合いにより、買取を検討す
る必要がある。

94011 Ⅱ ➌ ① 教育委員会 史跡等公開活用事業

　史跡等を公開し文化的活用を図ることによ
り、市民が文化財に親しむ機会を確保すると
ともに、文化財愛護の関心を 高め、もって、国
民の文化的向上に資するとともに、世界文化
の進歩に貢献することを目的とする。

【胆沢城あやめ祭りの開催】
　胆沢城跡地内の政庁地区及びあやめ苑の活用
促進のため「胆沢城あやめ祭り」を開催する。ま
た、祭りへの来場者数の向上を図るため、「夢あか
り点灯」や「あやめ苑ライトアップ」等のイベントを実
施する。

政策 無 998 B
同様の事業が重複していることから
１つに絞り込むこと。

B2
地域主体の事業に移行していく必要があ
る。

94017 Ⅱ ➌ ① 教育委員会
武家住宅資料館管理運営
事業（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、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武家住宅資料
館として一般公開し、留守城下歴史回廊の拠
点施設として、郷土の歴史や意識の高揚を図
りながら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（留守家等関連
企画展の開催、機械警備、清掃、修繕などの管理
運営、一般公開している県指定有形文化財武家住
宅（後藤新平旧宅）と市指定有形文化財旧内田家
住宅主屋及び門、平成24年度より武家住宅資料
館構成施設として追加となった国指定重要文化財
旧高橋家住宅国指定史跡高野長英旧宅（古稀庵
含む）の保存管理等）

経常 無 12159 A
市が所有する歴史建造物の保護活
用事業である。

A2
必要な事業として認めるものの、より一層
経費削減に努める必要がある。

94018 Ⅱ ➌ ① 教育委員会
埋蔵文化財調査センター
管理運営事業（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（指定管
理）及び施設修繕（H27：冷温水発生機整備改修※
H26当初予算要求見送り分）
　※平成30年度以降は胆沢城跡歴史公園の管理
を含む。

経常 無 37937 A
胆沢城跡歴史公園完成後の事業展
開に期待したい。

A2
必要な事業として認めるものの、より一層
経費削減に努める必要がある。

94020 Ⅱ ➌ ① 教育委員会
衣川歴史ふれあい館管理
運営事業（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、主にその地
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）

経常 無 3864 C

実物資料がない施設で、規模・内容
ともに中途半端な状況にあり、郷土
資料館条例の目的に合致していな
い。今後、施設の老朽化等による費
用の増高が見込まれる。

C2
設置目的に即していない施設であること
から、廃止に向けた検討を行う必要があ
る。
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大綱　Ⅱ　　未来を拓く人を育てる学びのまちづくり　　～教育・文化の振興～

94024 Ⅱ ➌ ① 教育委員会 史跡等整備事業

　国指定史跡胆沢城跡に歴史公園を整備す
ることにより、文化財を確実に将来へ継承させ
ていくと共に、国民共有の財産として社会に対
してその価値を還元するため、文化遺産の公
開活用、市民憩い空間の創出、文化財と共生
する地域づくりの実現を図り、もって市民の文
化的向上に資することを目的とする。

　国指定史跡胆沢城跡に歴史公園を整備する。
（史跡胆沢城跡のうち南北軸主要地区を整備対象
とした「第Ⅰ期外郭南門地区整備計画」に基づき、
外郭南門、築地、櫓状建物及び内外溝、南大路、
外郭南門と政庁前門を結ぶ正面道路を復元整備
する。）
　平成27年度実施内容=電気設備等工事、植栽工

政策 有 26257 A 整備後は効果的に活用すること。 A2
必要な事業と認めるが、整備後の活用・
管理についても検討する必要がある。

94025 Ⅱ ➌ ① 教育委員会
高野長英記念館管理運営
事業（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、施設来館者へ
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）

経常 無 6903 A

市の先人を顕彰し、遺品を適正管理
する記念館は必要であるが、施設が
老朽化していることから、延命措置を
とりつつ、将来的には他の記念館と
の統合を検討する。

B1
必要な事業と認めるが、他の記念館との
統合に向けた検討が必要である

94026 Ⅱ ➌ ① 教育委員会
後藤新平記念館管理運営
事業（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、施設来館者へ
の展示説明、施設設備点検、所蔵資料の適正な
保存等の管理運営）
東北関東産業保安監督部より要請のあったガス管
（経年管）の入替をH25年度に実施。

経常 無 6301 A

市の先人を顕彰し、遺品を適正管理
する記念館は必要であるが、施設が
老朽化していることから、延命措置を
とりつつ、将来的には他の記念館と
の統合を検討する。

B1
必要な事業と認めるが、他の記念館との
統合に向けた検討が必要である

94027 Ⅱ ➌ ① 教育委員会
斎藤實記念館管理運営事
業（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、施設来館者への
展示説明、機械警備、清掃、修繕、所蔵資料等の
適正な保存等の管理運営）

経常 無 6968 A

市の先人を顕彰し、遺品を適正管理
する記念館は必要であるが、施設が
老朽化していることから、延命措置を
とりつつ、将来的には他の記念館と
の統合を検討する。

B1
必要な事業と認めるが、他の記念館との
統合に向けた検討が必要である

94028 Ⅱ ➌ ① 教育委員会
明治記念館管理運営事業
（経常）

県指定有形文化財である旧岩谷堂共立病院
を明治記念館として一般公開し、保存と活用
を図る

明治記念館の維持管理業務
（施設来館者への展示説明、機械警備、清掃、修
繕などの管理運営、一般公開している県指定有形
文化財旧岩谷堂共立病院の保存管理等）

経常 無 2759 B

奥州市立記念館条例には、設置の
目的として「郷土の生んだ先覚者の
偉業を顕彰する」とあり、条例にそぐ
わない施設なので歴史的建造物とし
て管理を移行した。

A1 必要な事業と認める。

94029 Ⅱ ➌ ① 教育委員会
菊田一夫記念館管理運営
事業（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
（施設来館者への展示説明、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）

経常 無 8017 C

奥州市立記念館条例には、設置の
目的として郷土の生んだ先覚者の偉
業を顕彰するとあり、条例にそぐわな
い施設となっている。

C1
所有者との話し合いにより、買取を検討す
る必要がある。

94031 Ⅱ ➌ ① 教育委員会
牛の博物館管理運営事業
（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、施設の維持・管理を行う。

奥州市牛の博物館の維持管理業務 経常 無 16281 A

奥州市唯一の登録博物館として、牛
に関する調査、研究、展示に加え、
奥州市の郷土資料の収集・保管に
貢献している。

A2
必要な事業として認めるものの、より一層
経費削減と利用料収入の拡大に努める必
要がある。

94032 Ⅱ ➌ ① 教育委員会 牛の博物館事業

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。

奥州市牛の博物館の事業（企画展など）に関する
経費

経常 無 1467 A

奥州市唯一の登録博物館として、牛
に関する調査、研究、展示に加え、
奥州市の郷土資料の収集・保管に
貢献している。

A2 必要な事業と認める。

94033 Ⅱ ➌ ① 教育委員会 牛の博物館事業（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。

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

政策 無 42 B
牛の博物館友の会との統合を図り、
補助金は廃止する。

C2 廃止の方向が妥当と認める。
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大綱　Ⅱ　　未来を拓く人を育てる学びのまちづくり　　～教育・文化の振興～

94002 Ⅱ ➌ ② 教育委員会
世界遺産登録推進事業
（政策）

白鳥舘遺跡及び長者ヶ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（政策的な）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・
愛着をもつ市民・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・鮎まつり及びときめき世界遺
産塾開催に係る負担金）

政策 無 3516 A
平成29年までは現状のまま平泉文
化の基礎的な調査研究を集中的に
実施する。

A2
必要な事業と認めるが、今後の動向を注
視しながら進める必要がある。

94003 Ⅱ ➌ ② 教育委員会 白鳥舘遺跡発掘調査事業

白鳥舘遺跡及び長者ヶ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。
平成25年度実績：白鳥舘遺跡第12次調査、前沢区
字白鳥舘及び鵜ノ木田地内、調査面積764㎡、

政策 無 9158 A
平成29年までは現状のまま平泉文
化の基礎的な調査研究を集中的に
実施する。

A2
必要な事業と認めるが、今後の動向を注
視しながら進める必要がある。

94004 Ⅱ ➌ ② 教育委員会
長者ヶ原廃寺跡発掘調査
事業

白鳥舘遺跡及び長者ヶ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。

長者ヶ原廃寺跡について「平泉の文化遺産」拡張
登録に係る５ヵ年の計画に基づいて調査研究等を
実施し、専門家委員会等で指摘されていた課題を
解決しようとするもの。
平成25年度実績：長者ヶ原廃寺跡第15次調査、衣
川区田中西地内、調査面積200㎡

政策 無 2174 A
平成29年までは現状のまま平泉文
化の基礎的な調査研究を集中的に
実施する。

A2
必要な事業と認めるが、今後の動向を注
視しながら進める必要がある。

94010 Ⅱ ➌ ② 教育委員会
史跡名勝天然記念物保存
管理事業（政策）

　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。

【H24】耐突刺防護具（プロティクティブエプロン、耐
切創腕カバー）の購入（2名分）
【H25】胆沢城跡文化財収蔵庫解体工事、乗用草
刈機購入
【H26】事業予定なし、【H27】事業予定なし

政策 無 3050 A
施策目標を達成（備品整備）したた
め廃止。

A2 必要な事業と認める。

94021 Ⅱ ➌ ② 教育委員会 市内遺跡発掘調査事業

　史跡胆沢城跡第Ⅰ期外郭南門地区の整備
と、市内の埋蔵文化財の適正な保護のため、
遺跡の範囲・性格把握等を目的とした発掘調
査等を実施するとともに、発掘調査報告書の
刊行による調査記録の公開を進め、文化財の
解明と記録保存を図ることによって、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。

●市内の埋蔵文化財の適正な保護のため遺跡の
範囲・性格把握等を目的とした試掘調査の実施
（通年）●H24～H28：胆沢城跡整備に向けた発掘
調査及び調査報告書の刊行による調査記録の公
開●H24～H28：国史跡胆沢城跡周辺の水路工事
(地元要望・胆沢平野土地改良区)●通年：埋蔵文
化財包蔵地における開発行為に対応した個人住
宅建設等に伴う発掘調査

政策 無 36141 A
真に必要な場合にのみ効率的に調
査を実施する必要がある。

A2 必要な事業と認める。

94022 Ⅱ ➌ ② 教育委員会 埋蔵文化財発掘調査事業

　発掘調査を実施することにより、埋蔵文化財
の解明と記録保存を図ることによって、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。

　開発に伴う本発掘調査を実施する。（個人住宅及
び零細事業者を除く。）

政策 無 4294 A
文化財保護法に基づく遺跡の保護で
ある。

A2 必要な事業と認める。

94035 Ⅱ ➌ ② 教育委員会
歴史資料等調査記録事業
（政策）

市が所有する古文書の解読を行い解読集を
刊行することにより、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。

胆沢区阿部家文書解読編の刊行。刊行された解
読集は国立国会図書館や県内の図書館、博物館
等に発送され、江戸時代の農村動態の研究に活
用されている。【平成27年度事業内容】奥州市胆沢
古文書資料集第二十二集「胆沢の古文書」若柳惣
之町阿部家文書解読編十八刊行予定

政策 無 438 A 市の歴史の解明に必要である。 A2 必要な事業と認める。

94001 Ⅱ ➌ ③ 教育委員会
世界遺産登録推進事業
（経常）

白鳥舘遺跡及び長者ヶ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史跡案内所のトイ
レ及び史跡地内除草（白鳥舘遺跡、長者ヶ原廃寺
跡）管理、④公用車（三菱リベロ（岩手46て7102））
管理、⑤文化財整理室管理、⑥史跡地内土地借
上事務、⑦その他庶務

経常 無 1813 A
平成29年までは現状のまま平泉文
化の基礎的な調査研究を集中的に
実施する。

A2
国の動向などの情勢把握を緊密にして世
界遺産登録への道筋を示しながら事業を
進めていく必要がある。

94008 Ⅱ ➌ ③ 教育委員会
文化財保存活用事業（政
策）
【文化財説明板等設置】

　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として、
文化財の説明板等を設置するもの。

文化財標示看板等修繕、遺跡説明板及び誘導板
等を設置する。
平成26年度事業内容：胆沢区若柳字天沢地内の
市道横岳前山市野々線（旧国道397号）と市道天
沢丑転線の交点に国指定史跡大清水上遺跡の誘
導板を設置する。

政策 無 210 B
必要に応じて適宜設置していくことと
するが、真に必要なもののみとする
こと。

A2 必要な事業と認める。
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大綱　Ⅱ　　未来を拓く人を育てる学びのまちづくり　　～教育・文化の振興～

94012 Ⅱ ➌ ③ 教育委員会
史跡名勝天然記念物保存
管理事業（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。

　・国指定史跡の管理、除草、土地借上　・国指定
天然記念物の処理、　市指定天然記念物の管理
　※H27委託料増額は、名勝（イーハトーブの風景
地）分の増である。※H28消耗品等の増額は、被服
費等である。※H29土地借上料0円はH28の大清水
上遺跡公有化による。

経常 無 5999 A 最低限の維持管理経費である。 A1 必要な事業と認める。

94014 Ⅱ ➌ ③ 教育委員会
建造物等保存管理事業
（政策）

隣接する高野長英旧宅と古稀庵の修繕事業
が平成24年度に終了したことを受けて国指定
重要文化財旧高橋家住宅の修繕を行い、公
開活用を図る。また、奥州市が所蔵する歴史
的建造物の修繕を行い、貴重な文化財を後世
に継承する。

国指定重要文化財旧高橋家住宅の修繕及び消防
用設備等新規設置
市所有歴史的建造物の計画的修繕、解体
【平成27年度事業内容】旧高橋家住宅自動火災報
知器設置工事

政策 無 205 A
文化財保護法と消防法に基づき、重
要文化財を適正に管理するため必
要。

A2

歴史的建造物の保存のための火災報知
機の設置は必要な事業として認める。今
後、必要な修繕計画を策定し、計画的に
進めていく必要がある。

94015 Ⅱ ➌ ③ 教育委員会
無形民俗文化財保存活用
事業（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。

無形民俗文化財の保存活用（用具更新と指定団
体への育成補助、郷土芸能祭り等での無形民俗
文化財の公演による発表の場の提供による支援
等）

政策 無 2134 A

無形民俗文化財を保存・活用するた
めに必要な事業である。備品更新の
民間助成もあるが採択率はかなり低
く、市域の文化財保護のため市独自
で補助する必要がある。

A2 必要な事業と認める。

94016 Ⅱ ➌ ③ 教育委員会
歴史公園管理運営事業
（経常）

　歴史公園等の維持管理を行うことにより、奥
州市の歴史遺産としての遺跡等を保存し、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)

経常 無 3316 C 設置目的が不明である。 C1

設置目的を明確にした上、管理について
は関係課(都市計画課)と協議しながら、地
域による管理手法を検討する必要があ
る。

94023 Ⅱ ➌ ③ 教育委員会 史跡等土地購入事業

　市が管理団体となっている史跡等につい
て、文化財を確実に将来へ継承させていくた
めに買い上げを実施し、確実かつ適切な保存
とその活用を図り、もって市民の文化的向上
に資することを目的とする。

　国指定史跡等の買い上げ
　【H27計画】史跡名称：胆沢城跡、買上対象者：４
名、買上筆数：10筆、買上面積：4,024.13㎡、補償
費対象者：１名
　【H28計画】史跡名称：大清水上遺跡、買上対象
者：12名、買上筆数：21筆、買上面積：37,692.56
㎡、補償費対象者：0名

政策 無 34725 A
不要な土地の買上げは行わないこ
と。

A2 必要な事業と認める。

94034 Ⅱ ➌ ③ 教育委員会 文化財保護総務費（政策）
文化財の保存を図り、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。

指定文化財の修繕事業等に対する補助金交付、
市が所有する文化財の保存に必要な備品購入。

政策 無 1153 A

条例に基づき指定文化財修繕事業
の補助を行い、文化財の保存が図ら
れた。
市所有文化財の保存が図られた。

B1
突発的な修繕の需要はやむを得ないが、
修繕・管理計画を立てた上で予算編成を
する必要がある。

94007 Ⅱ ➌ ④ 教育委員会 文化財保護総務費（経常）

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、市の区域内に存する
文化財の保存及び活用を促進することによ
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。

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パトロール、指定
文化財等の保護保存に必要なくん蒸措置等の保
護管理）

経常 無 1078 A
条例に基づく文化財指定、保存、活
用であり、市が行う必要がある。

B1
文化財保護調査員の配置を見直し、事業
のあり方を検討する必要がある。

95003 Ⅱ ➍ ① 教育委員会
日独スポーツ少年団交流
事業補助金

国際交流を通じ、青少年の国際感覚と協調性
を養い、青少年リーダーの育成を図る。

平成２年から実施しているドイツ・ニーンドルフス
ポーツ少年団との国際交流。派遣と受け入れを隔
年で実施する。
平成24年度：受け入れ　平成26年度：受け入れ
平成25年度：派遣

政策 無 1585 C
派遣団員、受入家庭の減少や当初
目的からの乖離等があることから、
他事業と整理統合する。

C2
他の事業(小中学生海外派遣事業、姉妹
都市相互交流事業)との整理・統合を前提
に、廃止に向けた検討が必要である。

95006 Ⅱ ➍ ① 教育委員会
奥州市マラソン運営補助
金

生涯スポーツ推進の一環として、奥州三大マ
ラソン（奥州えさし国際交流マラソン大会、奥
州いさわ焼石マラソン大会、スポニチ奥州前
沢マラソン)を開催するため、経費の一部を補
助する。

実行委員会への運営補助。
H27年度まで：奥州三大マラソン（奥州えさし国際
交流マラソン大会、奥州焼石ファミリーマラソン大
会、スポニチ奥州前沢マラソン)
H29年度以降:市で1つのマラソン大会

政策 無 7268 B 市として一本化を目指す。 C1
市内で行われている３つの大会の一本化
に向けた検討が必要である。

95007 Ⅱ ➍ ① 教育委員会 チャレンジデー事業
市民の連帯感、一体感の醸成、スポーツ（運
動）意識の啓発。

5月の最終水曜日に市民に運動する日として事業
展開する。1人15分以上のスポーツをした参加率を
対戦自治団体等と競いあうもの。笹川財団から事
業費の助成(2012年は８０％以内で790千円が限
度)を受けて実施する。全市事業の展開、各支所事
業の展開、地域コミュニティ団体・種目別協会等の
取り組み、事業所、各種団体等の取り組みを展
開。

政策 無 323 B

全市民週一運動のきっかけづくりと
して広く市民等にも浸透している事
業であるが、代替事業の立上げと合
わせた廃止も含めた今後の本事業
のあり方について検討を要する。

C1

全市民に対して運動を呼びかけることや
健康への意識向上を求めることが狙いな
のであれば、本事業以外にも取り組みは
色々とある。
　今後もチャレンジデー参加を続けるかど
うかについて検討をする必要がある。

95008 Ⅱ ➍ ① 教育委員会 地域運動会開催補助金
生涯スポーツ推進を目的に、地域に密着した
コミュニティスポーツ活動としての運動会の開
催を補助する。

各地域毎に運動会を実施しており、この事業を継
続して実施するために補助するもの。
・区民運動会開催補助(江刺区、胆沢区)・地区運
動会開催補助（前沢区内13地区）

政策 無 812 C
コミュニティの維持形成の側面が大
きいことから、廃止する。

C1 地域主体の事業へ移行する必要がある。
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大綱　Ⅱ　　未来を拓く人を育てる学びのまちづくり　　～教育・文化の振興～

95009 Ⅱ ➍ ① 教育委員会
地区一周駅伝競走運営補
助金

生涯スポーツ推進を目的に、地域に密着した
コミュニティスポーツ活動として地区一周駅伝
大会の開催を補助する。

各地域毎に一周駅伝大会を実施しており、この事
業を継続して実施するために補助するもの。
・地区一周駅伝競走大会開催補助（江刺区、胆沢
区  前沢区は参加チームの減少によりH25年度不
実施)

政策 無 396 C
コミュニティの維持形成の側面が大
きいことから、廃止する。

C1
関係団体等の自主的な運営に移行する
必要がある。

95010 Ⅱ ➍ ① 教育委員会
馬術競技振興供用馬飼育
管理事業補助金

馬事振興及び馬術競技馬の飼育管理

馬術競技供用馬の飼養管理及び調教に対する市
の補助。
装蹄・衛生費、飼料代、馬具代、飼養管理全般に
係る経費。

政策 無 484 A 馬術競技振興のために必要である。 B2
真に必要な補助となるよう補助の積算根
拠を明確にするとともに、補助のあり方を
検討する必要がある。

95011 Ⅱ ➍ ① 教育委員会 生涯スポーツ推進事業
各種スポーツ教室、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.スポレク奥州　3.スポーツ教室　4.
スポーツ大会　5.スポーツ少年団厚真町交流委託
6.スキー教室開催委託

政策 無 1264 B

市のスポーツ振興施策のあり方を検
討し、事務分掌を再構築する。(例:ス
ポーツ振興所管は、競技スポーツの
振興に特化する。)

B1

生涯スポーツは体を動かすことだけが目
的ではなく、スポーツを通じて社会参加や
仲間づくり、健康維持など、それぞれの目
標を達成することにある。
　生涯スポーツの振興をどうするべきかを
明確にする必要がある。

95019 Ⅱ ➍ ① 教育委員会 学校体育施設開放事業

【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。

学校体育施設開放に係る維持管理 経常 無 4226 B

地域のスポーツ活動拠点として地区
住民の健康増進、体力向上に寄与し
ている。スポーツ振興課の市長部局
への移管に伴い、平成28年度からは
本事務事業の所管を学校教育課へ
移管する。使用料金及び減免基準を
見直し公平性及び財源を確保する。

B2
各区によってばらつきのある学校開放の
減免の考え方などを整理し適正な受益者
負担を統一する必要がある。

95004 Ⅱ ➍ ② 教育委員会
県民体育大会等選手派遣
事業補助金

奥州市を代表して県民体育大会へ出場する
選手の旅費の一部を補助する。

県民体育大会に参加する選手等に対し、要する旅
費の一部について補助金を交付する。

政策 無 2518 C
県内他市の状況も勘案しながら、
「廃止」の選択肢も排除せず、検討
する必要がある。

C1
県内の状況も注視しつつ、廃止も含め、
事業の必要性を精査する必要がある。

95005 Ⅱ ➍ ② 教育委員会
奥州市立小中学校児童生
徒体育大会出場補助金

児童生徒が出場する東北規模の大会又は全
国規模の大会の旅費の一部を補助すること
で、
レベルの高い大会への出場を支援し、選手の
技術力向上及び意欲の喚起を図る。

国又は都道府県等の地方公共団体が主催、共催
又は後援する東北規模の大会又は全国規模の大
会に出場する選手、引率者の旅費の一部を補助
する。

政策 無 2568 B

全国大会等へ参加する子供の大き
な励みとなっているとともに、保護者
の経済的負担の軽減にも寄与してい
るが、申請から交付までの手続きを
簡素化し、申請者及び事務処理の負
担を軽減する必要がある。

B1

全国大会出場は市内の子供たちの励みと
なるものであり、派遣経費の補助は認め
るものの、他の派遣事業との整合を図る
必要がある。

95012 Ⅱ ➍ ② 教育委員会
スポーツ日本一支援プロ
ジェクト

全国で活躍する奥州市選手の育成を図る
・選手強化育成支援事業（H24～28年度）
・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、大学陸上部合宿招聘）（各年）

政策 無 3668 B

幼児、小学生等のジュニア世代に対
して、一定の効果がある。国体後を
視野に入れた新たな事業の構築が
求められる。

B1
スポーツ振興のための普及活動と競技力
向上とは表裏一体であり類似事業の整理
を検討する必要がある。

11017 Ⅱ ➍ ③ 総務企画部
いきいきスポーツランド施
設整備事業

前沢古城地区基盤整備事業の創設換地によ
る土地利用策

平成25年度　用地取得
平成26年度 設計業務委託、整備工事

政策 有 104438 A
用地取得については、完了した。今
後整備に向けた検討を具体化する
必要がある。

B1
整備後の用途を、広く市民に公表していく
必要がある。

13001 Ⅱ ➍ ③ 総務企画部 岩手国体施設整備事業

岩手国体の開催によって岩手の復興を全国
に発信し、岩手のスポーツ競技力の向上を図
るために国体基準に基づいた施設・備品を整
備する。

１ 国体推進員の配置（H25=1人,H26=2人,H27,28=1
人）、臨時職員の配置（H27=2人・H28=10人8カ月）
２ 競技選手の育成・強化、競技力向上事業委託
（スポーツ振興課から移行し、H25からは国体推進
室）
３ 競技馬の強化補助金（調教費、運搬費、管理費
等）

政策 無 87766 A 国体推進のためには必要である。 A2
事業の必要性は認められるが、県費補助
割合や、大会後の施設の維持費負担など
を視野に入れていく必要がある。

13002 Ⅱ ➍ ③ 総務企画部
第71回国民体育大会奥州
市実行委員会負担金

平成28年開催の第71回国民体育大会奥州市
開催競技会及び平成27年から開催される各
競技別リハーサル大会について、
奥州市実行委員会を組織し円滑な運営を図
る。

１ 国体推進員の配置（H25=1人,H26=2人,H27,28=1
人）、臨時職員の配置（H27=2人・H28=10人8カ月）
２ 競技選手の育成・強化、競技力向上事業委託
（スポーツ振興課から移行し、H25からは国体推進
室）
３ 競技馬の強化補助金（調教費、運搬費、管理費
等）

政策 無 2553 A 国体推進のためには必要である。 A2
岩手国体の円滑な運営を行うため、必要
な事業と認める。

13003 Ⅱ ➍ ③ 総務企画部
第71回国民体育大会運営
事業

平成28年に岩手県で開催される第71回国民
体育大会の奥州市開催競技において優秀な
成績を収めるよう選手の育成・強化を図り、国
体等の運営に必要な人員を確保することによ
り、国体等を成功させること

１ 国体推進員の配置（H25=1人,H26=2人,H27,28=1
人）、臨時職員の配置（H27=2人・H28=10人8カ月）
２ 競技選手の育成・強化、競技力向上事業委託
（スポーツ振興課から移行し、H25からは国体推進
室）
３ 競技馬の強化補助金（調教費、運搬費、管理費
等）

政策 無 5767 A 国体推進のためには必要である。 A2

国体推進のため必要な事業であるが、選
手強化については、市が負担することが
本当に必要かしっかりと検証していく必要
がある。また、負担する際には、統一した
基準を用いて、種目間で差異の生じない
ようにする必要がある。
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大綱　Ⅱ　　未来を拓く人を育てる学びのまちづくり　　～教育・文化の振興～

95001 Ⅱ ➍ ③ 教育委員会
奥州市体育協会事業運営
補助金

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、奥州市体育協会の事業運営
に要する経費を補助する。

・各種スポーツ大会の運営　　　・県民体育大会等
選手派遣及び選手強化
・公共施設の指定管理受託　　 ・種目別協会、地
区体育会への運営補助
・協会表彰(功労賞、栄誉賞)    ・専門委員会(総
務、事業、財政、特別)委員会の開催

政策 無 10499 B
生涯スポーツ推進、競技力向上に係
る一定の取組が実施されているもの
の、より効率的な運営を求める。

B1
事業の必要性は認めるが補助事業内容
について、精査する必要がある。

95002 Ⅱ ➍ ③ 教育委員会
奥州市スポーツ少年団本
部事業補助金

スポーツを通した青少年の健全育成のため、
奥州市スポーツ少年団本部の事業運営を補
助する。

・各種スポーツ少年団大会運営
・区支部への運営補助
・日独スポーツ少年団交流、北海道厚真町スポー
ツ少年団交流事業ほか

政策 無 2235 B

小中学生のスポーツ活動の推進に
効果があるものの、本部・支部間の
複雑な資金の流れや繁雑な事務処
理、本部の事務局体制等を見直し、
より効率的な組織運営を求める。

B1
単位スポ少活動は支援するが、学校のク
ラブ活動との整合性を図る必要がある。

95015 Ⅱ ➍ ③ 教育委員会
中学校夜間照明施設整備
事業

【東水沢中学校、江刺第一中学校】
中学校生徒のクラブ活動の活性化、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、学校開放体育施設の整
備を行う。

グラウンドに夜間照明施設を整備する。 政策 有 28813 A

スポーツ施設整備計画に位置づけ、
計画的に設置している。また、多くの
市民等に利用され、事業目的に合致
している。

A2 必要な事業と認める。

95016 Ⅱ ➍ ③ 教育委員会
農村広場等施設維持管理
事業

【胆沢農村広場】
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
胆沢農村広場の維持管理を行う。

多目的運動広場、テニスコート、相撲場の維持管
理

経常 無 1209 B

地域のスポーツ活動拠点として地区
住民の健康増進、体力向上に寄与し
ている。
使用料金及び減免基準を見直し公
平性及び財源を確保する。

B1
受益者負担を統一するなどしたうえで、指
定管理に移行できるように検討する必要
がある。

95017 Ⅱ ➍ ③ 教育委員会 公園管理事業

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。
【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（申請受付業務）、根岸公園】

公園施設の維持管理 経常 無 113129 B

地域のスポーツ活動拠点として地区
住民の健康増進、体力向上に寄与し
ている。一部の施設について、所管
課を見直す必要がある。使用料金及
び減免基準を見直し公平性及び財
源を確保する。

B1
事業の必要性は認めるが、受益者負担の
公平性確保に努める必要がある

95020 Ⅱ ➍ ③ 教育委員会 体育施設管理運営事業

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、水沢サンスポーツランド、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、衣川温水
プール】

体育施設の維持管理 経常 有 130332 B

地域のスポーツ活動拠点として地区
住民の健康増進、体力向上に寄与し
ている。耐用年数の切れる施設や利
用率が悪い施設は廃止する。使用
料金及び減免基準を見直し公平性
及び財源を確保する。

B1
事業の必要性は認めるが、受益者負担の
公平性確保に努める必要がある

95022 Ⅱ ➍ ③ 教育委員会
旧東中運動場管理運営事
業

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。

体育施設の維持管理 経常 無 1648 B

地域のスポーツ活動拠点として地区
住民の健康増進、体力向上に寄与し
ている。使用料金及び減免基準を見
直し公平性及び財源を確保する。

B2
施設利用者の実態を鑑みて、当該施設の
存廃を含めて総合的に検討する必要があ
る。

95023 Ⅱ ➍ ③ 教育委員会 江刺武道館管理運営事業
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。

体育施設の維持管理 経常 無 1688 B

地域のスポーツ活動拠点として地区
住民の健康増進、体力向上に寄与し
ている。使用料金及び減免基準を見
直し公平性及び財源を確保する。指
定管理者制度の導入を検討する。

B1

設置目的を再確認し、過剰な投資となって
いないか常に点検し、ランニングコストで
あっても最適化されているように詰めてい
く必要がある。受益者の適当な負担につ
いても検討の必要がある。

95024 Ⅱ ➍ ③ 教育委員会
衣川体育施設管理運営事
業

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。
【衣川野球場、衣川運動広場、衣川社会体育
館、衣川柔剣道場】

体育施設の維持管理 経常 無 3103 B

地域のスポーツ活動拠点として地区
住民の健康増進、体力向上に寄与し
ている。耐用年数の切れる施設や利
用率が悪い施設は廃止する。指定
管理について検討、実施する。使用
料金及び減免基準を見直し公平性
及び財源を確保する。

B2

設置目的を再確認し、過剰な投資となって
いないか常に点検し、ランニングコストで
あっても最適化されているように詰めてい
く必要がある。受益者の適当な負担につ
いても検討の必要がある。

95025 Ⅱ ➍ ③ 教育委員会
カルチュアパーク管理運
営事業

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。

体育施設の維持管理 経常 無 1894 B

地域のスポーツ活動拠点として地区
住民の健康増進、体力向上に寄与し
ている。指定管理について検討、実
施する。使用料金及び減免基準を見
直し公平性及び財源を確保する。

B2

設置目的を再確認し、過剰な投資となって
いないか常に点検し、ランニングコストで
あっても最適化されているように詰めてい
く必要がある。受益者の適当な負担につ
いても検討の必要がある。

95026 Ⅱ ➍ ③ 教育委員会
江刺地域スポーツ広場管
理運営事業

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。

H19伊出地区、H20江刺愛宕地区、H21稲瀬地区、
H22玉里地区、H23梁川地区、H24岩谷堂地区（一
中グラウンド）、H25藤里地区、H26田原地区、H27
広瀬地区

政策 有 1040 C
市内他区との整合性、小学校校庭
東大体施設の存在等により早急に
廃止に向けた検討を行う。

B1
利用実態の把握に努めて、これらの施設
の利用の形態がどのような形がいいのか
を総合的に検討する必要がある。
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95027 Ⅱ ➍ ③ 教育委員会
旧東中グラウンド整備事
業

土地開発公社の所有地をグラウンド・ゴルフ
場として使用していたが土地売却に伴い、明
け渡すこととなった。グラウンド・ゴルフ協会か
ら、その代替施設として、旧東水沢中学校跡
地へ移転、整備の要望があったことから、グラ
ウンド・ゴルフ場としての整備を行うもの。

土を掘り返して瓦礫の撤去、新たな土砂を入れた
後、転圧を掛けて整地するもの。

政策 無 5321 B
地域のスポーツ活動拠点として地区
住民の健康増進、体力向上に寄与し
ている。

B2
施設利用者の実態を鑑みて、当該施設の
存廃を含めて総合的に検討する必要があ
る。
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