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51001 Ⅳ ➊ ① 農林部 農業総務費（政策）
　農林関係各種協議会の助成を行い、農業振
興を図る。

　農林関係各種協議会負担金 政策 無 3703 C

市として統一的な農業振興となって
いない。市としての方針を早急に再
検討し、関係機関等の意見を聴取し
ながら段階的にでも統一、廃止をし
ていく必要がある。

B2
各協議会等への負担については、市の統
一基準を策定するなど事業内容の見直し
を検討する必要がある。

51002 Ⅳ ➊ ① 農林部
農業経営基盤強化促進対
策事業

地域の農業従事者の高齢化及び後継者不足
が進む中、地域の担い手を育成するため、農
業に精通したマネージャーを配置し、営農に
かかる相談、農地の利用調整等を実施するこ
とにより、地域の担い手の育成確保することを
目的とする。

・担い手の農地の利用調整
・認定農業者の営農指導
・新規就農者の営農指導　等

政策 無 4599 B

農政が抱える重要な課題である高齢
化、耕作放棄に係る対策として、ま
た、担い手育成に係る農業者の経営
改善支援として必要である。

B2
必要な事業であると認めるが、担い手確
保対策について、具体の取組みを検討す
る必要がある。

51003 Ⅳ ➊ ① 農林部 新規就農者支援事業
農業者の高齢化が進むなか、農業振興の担
い手となる農業後継者の育成を図る。

・新規学卒者就農支援事業補助金：新規学卒者等
が就農準備資金として要する経費に対し月５万円
５年以内を上限として補助金を交付する。
・青年就農給付金：青年の就農意欲の喚起及び就
農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期
段階の青年就農者に対し、1人当たり年150万円を
給付する。

政策 無 39825 A
農政課題の重要事項の一つである
新規就農者の確保育成に効果を上
げていると考えられる。

A2 必要な事業と認める。

51005 Ⅳ ➊ ① 農林部 農業振興基金積立事業

水沢区における農業の活性化を推進するた
めの農業施設の整備及び農業施策の実施に
要する経費の財源に充てるため、奥州市農業
振興基金への積立を行う。

一般会計で基金を運用した利子及び基金財産（駅
西駐車場）からの収支分の基金への積立

政策 無 1335 B
条件付き寄付により地域は限定され
ているが、市内農業振興に資するも
のであるため。

B2
早期の処分に向け、関係機関との調整を
行う必要がある。

51006 Ⅳ ➊ ① 農林部 担い手育成対策事業

認定農業者、集落営農組織、新規就農者等
の技術習得研修、認定農業者組織、農業青
年組織の活動を支援することで、近代的な農
業技術の向上と、農業経営の改善を図り、地
域の担い手の育成確保を図る。

・パソコン農業簿記ソフトの導入に要した費用に対
し、１万円を限度とし交付する。
・認定農業者、新規就農者等の技術研修にかかる
費用に対し、30万円を上限として半額を交付する。
・認定農業者協議会、農業青年クラブの活動支援
のため、運営費を助成する。

政策 無 605 B
農政課題の重要事項の一つである
担い手農家支援に、ある程度の効果
を上げていると考えられるため。

B1
必要な事業と認めるが、真に必要な補助
の検討が必要である。

51007 Ⅳ ➊ ① 農林部 農業再生協議会運営事業

・奥州市農業再生協議会が実施する、経営所
得安定対策推進事業に要する経費を助成し、
当該事業の円滑な実施に資することを目的と
する。
・経営感覚に優れた担い手の育成・確保を目
的とする。
・耕作放棄地再生利用対策を行なう。

・経営所得安定対策推進事業を実施する奥州市農
業再生協議会に対して、推進活動や要件確認等
に要する経費を助成する。
・認定農業者の掘り起し、再認定の推進に要する
活動を支援する。
・担い手の育成・支援に要する経費を助成する。
・集落営農組織の法人化支援として関係機関と伴
に情報提供助言等を行なうほか、耕作放棄地再生
利用活動に要する経費を助成する。

政策 無 36652 A
国の制度を円滑に実施しているた
め。

A2 必要な事業と認める。

51009 Ⅳ ➊ ① 農林部 経営体育成交付金事業

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

新規就農者、認定農業者、集落営農組織等を対象
として、農業用機械、共同利用施設、土地基盤整
備等のハード事業に対して助成する。新規就農補
助、融資主体型補助、集落営農補助、条件不利地
域型補助で構成。

経常 無 11132 A

農産物の単収向上、安定生産に寄
与していると評価されるところ。産地
確立のため、補助事業の有効活用
は必要不可欠であると考える。

A2 必要な事業と認める。

51011 Ⅳ ➊ ① 農林部
人・農地問題解決加速化
支援事業

・集落、地域が抱える「人と農地の問題（耕作
放棄地の発生、担い手不足、後継者不足等）
を解決」することを目的とする。

・集落、地域での話し合いに基づき、地域農業マス
タープランの作成を行う。

政策 無 2894 B

一定の成果はでているが、今後さら
に内容を充実させる必要があり、関
係団体等との連携をより緊密に図り
ながら促進する必要がある。

B1
必要な事業であると認めるが、地域での
話し合いをより深める取組みが必要であ
る。

51012 Ⅳ ➊ ① 農林部 農地集積協力金交付事業
・認定農業者等の地域の中心となる経営体へ
の農地の利用集積を強力に推進していく。

・地域農業マスタープランを作成する中で、地域の
中心となる経営体への農地集積や分散化した農
地の連担化が円滑に進むようにするため、農地利
用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人を通
じて農地集積に協力する者に対して農地集積協力
金を交付する。

政策 無 19067 A 農地の集積に効果を上げている。 A2 必要な事業と認める。

51031 Ⅳ ➊ ① 農林部
地図システム管理運営事
業

国庫補助事業で旧江刺市時代に導入したも
ので、農地の所有者・耕作者情報や、田・畑
等の農地種別を色分けできるなど、統合型ＧＩ
Ｓにない情報を保有。農地中間管理事業によ
り、農地集積を推進して行くにあたって、再配
分計画を作成する際に活用。また、多様化す
る補助制度に対応するため、補助対象農地の
範囲特定にも有効であり、集落営農組織の運
営や、農家の経営にも貢献。

・現行の統合型ＧＩＳを補完する形態で利用するた
め、システムの保守・更新等は行わず、使用可能
期間は並行利用をする。端末の老朽化等で故障
等も推測されるため、使用不能時となった時点で
事業廃止とする。

経常 無 376 A
農家からの相談に貢献しており、今
後も保守管理は必要である。

C2
廃止の方向については、妥当と認める。よ
り早急にシステムの一元化に取り組む必
要がある。

大綱　Ⅳ　　賑わいと豊かさのあるまちづくり　　～農・商・工の産業活性～
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大綱　Ⅳ　　賑わいと豊かさのあるまちづくり　　～農・商・工の産業活性～

53001 Ⅳ ➊ ①
農林部・農
業委員会

農地流動化助成事業
 農地の流動化を促進し、農地の保全と有効
利用により、地域農業の振興を図るもの。

 農地の流動化、有効活用、中核的担い手農家の
育成等を強力に推進するため、農地を借り受けて
意欲的に農業経営を行おうとする認定農業者等
（又は特定農業生産法人）に対して、市独自事業で
ある当該助成金を交付し、農地の流動化を促進す
るもの。

政策 無 41482 C

農地の集積、規模拡大担い手支援
等に一定の役割を果たしてきたが、
受益者が限定的であるほか、国にお
いて26年度から取り組む事業との不
整合が生じている。今後、圃場整備
事業の加速、早期に達成に向けた
取り組み重視することとし、本事業は
廃止を含め見直しを検討する必要が
ある。

C2 廃止の方向が妥当と認める。

11013 Ⅳ ➊ ② 総務企画部
大袋養蚕団地跡地活用事
業事業

周辺一帯にある、数多く存在する史跡の歴史
と自然との調和を図りつつ、環境学習や散策
などによる、市民・観光客の憩いと休養の場
の提供を図る。また植樹をする事によりCO2
の削減を図る。

前沢区字石田地内の土地66.73haを取得し、「奥州
万年の森公園」として整備する。公園整備に当た
り、市民参加による植樹祭を実施し、子どもから大
人まで、森づくりを通じて様々な環境問題等を考え
る機会とする。
　取得した当該地は、「奥州万年の森公園」として、
植樹しながら整備する。

政策 無 1500 B

記念植樹等を組み入れながら、植樹
の有料化等参加者負担の検討を加
え、今後も継続できる事業にしていく
必要がある

C2

森林育成によるＣＯ２削減に資する事業と
しての趣旨は同一であるが、跡地活用の
手法が異なることから、植樹による森林育
成事業と、太陽光発電事業については区
分けし、それぞれの成果をしっかりと検証
していく必要がある。

52012 Ⅳ ➊ ② 農林部 団体営土地改良事業

持続的な農業生産の確保に向け、農業用水
の確保や水利用の安定化・合理化を図るた
め、基幹的な農業用用排水施設を整備するも
の

（農業用用排水施設整備について）債務負担した
ものの償還
※平成4年度まで整備した事業について、平成37
年度まで償還

経常 無 9606 A
農業用水利施設が整備され、更なる
効率利用が図られた

A2
必要な事業と認めるが、中長期の整備計
画を策定する必要がある。

52013 Ⅳ ➊ ② 農林部 県営土地改良事業

持続的な農業生産の確保に向け、農業用水
の確保や水利用の安定化・合理化を図るた
め、基幹的な農業用用排水施設を整備するも
の

（県営中山間地域総合整備について）債務負担し
たものの償還
※平成6年度まで整備した事業について、平成37
年度まで償還

経常 無 5665 A
農業用水利施設が整備され、更なる
効率利用が図られた

A2
必要な事業と認めるが、中長期の整備計
画を策定する必要がある。

52014 Ⅳ ➊ ② 農林部 国営土地改良事業

持続的な農業生産の確保に向け、農業用水
の確保や水利用の安定化・合理化を図るた
め、基幹的な農業用用排水施設を整備するも
の

（国営かんがい排水事業について）債務負担したも
のの償還
※平成10年度まで整備した事業について、平成27
年度まで償還

経常 無 168471 A
農業用水利施設が整備され、更なる
効率利用が図られた

A2
必要な事業と認めるが、中長期の整備計
画を策定する必要がある。

52015 Ⅳ ➊ ② 農林部 農道維持管理事業
高生産農業の促進や農産物輸送の効率化を
図るため、地域の農道網の補強や補修を行う
もの。

農道補修、除草、補修用資材支給 経常 無 1134 A
地域の農道網が補修され、農産物
搬送の効率化が図られた。しかし、
年々老朽化が著しくなっている。

A2
必要な事業と認めるが、今後も適正な維
持管理を行うため、中長期の整備計画を
策定する必要がある。

52016 Ⅳ ➊ ② 農林部 排水機場維持管理事業
農地や農業用施設の湛水被害を未然に防止
するもの。

排水機場の保守点検、施設管理委託、施設修繕
等を行う。

経常 無 18920 A
適切な維持管理により、湛水被害の
未然防止が図られた。ただし、施設
の老朽化が著しくなっている。

A2
必要な事業と認めるが、中長期の整備計
画を策定する必要がある。

52017 Ⅳ ➊ ② 農林部 用排水路維持管理事業
農業農村が有する多面的機能の維持・増進
に向け、国営土地改良事業で造成された農業
用水利施設を、適切に維持管理するもの

草刈、浚渫業務等 経常 無 1806 A
適切な維持管理により、農業用排水
施設の機能維持が図られた。

A2
必要な事業と認めるが、受益者負担の方
向性を検討する必要がある。

52019 Ⅳ ➊ ② 農林部 土地改良事業
農業・農村が有する多面的機能の維持・増進
に向け、土地改良事業で整備された農業用水
利施設等を適切に維持管理するもの

維持管理を行うための費用の一部を土地改良区
等に負担する。
（北大堰清掃事業・水環境施設維持管理事業・土
地改良区管理用排水路利用調整対策事業）

政策 無 2285 A
適切な維持管理により、農業水利施
設の機能維持が図られた。

A2
必要な事業と認めるが、中長期の整備計
画を策定する必要がある。

52021 Ⅳ ➊ ② 農林部
国営造成施設管理体制整
備促進等事業

農業・農村が有する多面的機能の維持・増進
に向け、農業水利施設に係る適切な維持・管
理体制を構築するため、土地改良区等の管
理体制整備に係る推進活動や強化活動を支
援する。

胆沢平野、猿ヶ石用水地区において、国営造成農
業水利施設の機能を適切に発揮させるための管
理体制の整備に対する負担金（事業主体は岩手
県：岩手県への負担金）
負担割合　国：50％　県：25％　市：25％

政策 無 10926 A
適切な役割分担のもと、維持管理体
制の構築が進展した。

A2 必要な事業と認める。

52022 Ⅳ ➊ ② 農林部
農業基盤整備促進事業
(団体営土地改良事業負

農業用排水の更なる効率利用を図るため、農
業水利施設の整備を行うもの

小規模用排水路維持管理事業(補助率　市７０％
改良区　２０％　地元　１０％)

政策 無 14964 A
農業用水利施設が整備され、更なる
効率利用が図られた

A2
必要な事業と認めるが、中長期の整備計
画を策定する必要がある。

52023 Ⅳ ➊ ② 農林部
県営農業農村整備計画調
査事業

土地改良事業の新規採択に向け,地域の現状
把握、営農方針、技術的・経済的妥当性等を
検討し計画策定を行うもの

ほ場整備事業等の県営土地改良計画調査事業調
査費への補助
（水）真城北、真城南、北下幅、姉体秋成（江）増沢
西部、下横瀬、鴨沢（前）南陣場、赤生津、福養
（胆）南方、小山西、小山中央南、小山中央北、小
山東、四ツ屋　（負担割合　県：50％　市：50％）

政策 無 18125 A
優良農地の有効活用、経営体の育
成等の効率的な計画策定が進展し
た。

A2 必要な事業と認める。

52024 Ⅳ ➊ ② 農林部

H26～　多面的機能支払
対策事業
（H25迄　農地・水保全管
理対策事業）

　農業・農村の有する多面的機能の維持・発
揮を図るため地域の共同活動に係る支援を
行い、地域資源の適切な保全管理を推進し、
農業・農村の有する多面的機能が今後とも適
切に維持・発揮されることを図るとともに、担
い手農家への農地集積という構造改革を後押
しする。

　水路の泥上げや農道の砂利補充等の地域資源
の基礎的保全活動、及び水路、農道等の軽微な補
修や植栽による景観形成等の農村環境の良好な
保全といった地域資源の質的向上を図る共同活動
や、農業用施設の長寿命化に取り組む組織に対し
助成。(交付割合 国:50% 県:25% 市:25%)

政策 無 120512 A
地域共同による農地、農協用施設、
農村環境などの保全活動が図られ
た

A2 必要な事業と認める。

52025 Ⅳ ➊ ② 農林部 県営土地改良事業（水沢）
営農の効率化と低コスト生産を促進するた
め、大区画ほ場をはじめとした水田の整備を

県営土地改良負担金　南下幅北部地区　　国50％
県30％市10％受益者10％

政策 有 1078 A
水田の大区画化により、低コスト生
産に適したほ場条件が整備された。

A2 必要な事業と認める。

2ページ
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52026 Ⅳ ➊ ② 農林部
県営土地改良事業（江刺
ﾙｰﾙ外）

営農の効率化と低コスト生産を促進するた
め、大区画ほ場をはじめとした水田の整備を

県営土地改良負担金　　藤里北部地区、石山地
区、次丸地区　　国55％県30％市10％受益者5％

政策 有 69460 A
水田の大区画化により、低コスト生
産に適したほ場条件が整備された。

A2 必要な事業と認める。

52027 Ⅳ ➊ ② 農林部
県営土地改良事業（中山
間・江刺ﾙｰﾙ外）

農業生産条件が不利な中山間地域の活性化
を図るため、ほ場をはじめとした農業生産基
盤を総合的に整備をするもの

県営土地改良負担金　上小田代ぶどう沢地区　国
55％県30％市10％受益者5％

政策 有 3200 A
水田の大区画化により、低コスト生
産に適したほ場条件が整備された。

A2 必要な事業と認める。

52028 Ⅳ ➊ ② 農林部 県営土地改良事業（前沢）
営農の効率化と低コスト生産を促進するた
め、大区画ほ場をはじめとした水田の整備を

県営土地改良負担金　古城地区、白山地区　　国
50％県30％市10％受益者10％

政策 有 10057 A
水田の大区画化により、低コスト生
産に適したほ場条件が整備された。

A2 必要な事業と認める。

52029 Ⅳ ➊ ② 農林部 県営土地改良事業（胆沢）
営農の効率化と低コスト生産を促進するた
め、大区画ほ場をはじめとした水田の整備を
行うもの

県営土地改良負担金　都鳥第2地区、都鳥第3地
区、南下幅北部地区　国50％県30％市10％受益
者10％

政策 有 26411 A
水田の大区画化により、低コスト生
産に適したほ場条件が整備された。

A2 必要な事業と認める。

52030 Ⅳ ➊ ② 農林部
県営土地改良事業（経営
体・ｵｰﾙ奥州）

営農の効率化と低コスト生産を促進するた
め、大区画ほ場をはじめとした水田の整備を
行うもの

県営土地改良負担金　裏新田地区、内堀地区、赤
生津地区、荻ノ窪地区、若柳中部地区、福養地
区、南陣場地区、真城北地区、真城南地区、南方
地区、梁川西部地区、角川原地区、北下幅地区、
増沢西部地区、下横瀬地区、小山西地区、小山中
央南地区、小山中央北地区、小山東地区、姉体秋
成地区、鴨沢地区、四ツ屋地区　(一般:国50% 県
30% 市10% 受益者10%、中山間:55% 県30% 市10%
受益者5%)

政策 有 44500 A
水田の大区画化により、低コスト生
産に適したほ場条件が整備された。

A2 必要な事業と認める。

52032 Ⅳ ➊ ② 農林部
県営土地改良事業（農村
災害・ｵｰﾙ奥州）

農地・農業用施設等の災害を防止するため、
老朽化したため池や幹線用排水路等の補強
や改修を行うもの

県営土地改良負担金　　国55％県35％市8％受益
者2％
　【ため池】大堤、長堤

政策 有 1200 A
ため池等の施設整備により、洪水被
害の未然防止機能が向上した。

A2 必要な事業と認める。

52033 Ⅳ ➊ ② 農林部
団体営農業基盤整備促進
事業(衣川・川西）

持続的な農業生産の確保に向け、農業用水
の確保や水利用の安定化・合理化を図るた
め、基幹的な農業用用排水施設を整備するも
の

揚水機場改修　国55％市10％受益者35％ 政策 有 1100 A
農業用水利施設が整備され、更なる
効率利用が図られた

A2 必要な事業と認める。

52034 Ⅳ ➊ ② 農林部
基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒ
ﾝﾄ事業

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

県営事業で整備した水利施設について、ライフサ
イクルコストを低減するため機能診断に基づく機能
保全対策（部分的な補修・更新）を実施し、施設を
効率的に保全する。（排水機場は12箇所、他基幹
水利施設）
負担金(国50%、県25%、市25%) 補助金(国50%、県
25%、市10%、受益者15%)

政策 有 31710 A
施設機能診断に基づく予防保全など
施設の長寿命化対策が進展した。

A2 必要な事業と認める。

52035 Ⅳ ➊ ② 農林部 土地利用調整事業
経営体育成基盤整備事業の実施地区におい
て、担い手へ農用地の利用集積を図るもの

基盤整備地域内における土地利用調整活動及び
業務推進への補助
　①関係農家意向調査、②換地による農用地集団
化調整、③農地流動化についての関係機関との調
整、
　④生産組織の育成強化、⑤農業機械利用調整、
⑥集落営農の法人化等

政策 無 4716 A
農地利用集積が進み、多くの担い手
が育成した。

A2 必要な事業と認める。

11018 Ⅳ ➊ ③ 総務企画部 地域ビジネス推進事業

市内農林畜産業者の６次産業化を進めるとと
もに、農林畜産業者、食品加工業者、小売業
者等による異業種連携を推進することにより、
地域の農林畜産物等を活かした地域一体的
な産業振興を図り、市内生産者・企業の所得
向上を図る。
また、地域６次産業化ビジョンで提案された、
本物で魅力的な本市の農畜産物や加工品、
料理等にかかる基本理念「食の黄金文化・奥
州」の全国へのＰＲを図る。

・奥州市地域６次産業化ビジョンの策定
・地域６次産業化のためのトライアルプロジェクトの
試行実施、実施結果を踏まえた本事業化
・６次産業化に取り組む農業者への支援（補助）　・
６次産業化にかかるＩＴの活用
・民間主体による事業実施実動部隊（ＮＰＯ法人な
ど）の組織構築

政策 無 2344 A
早期に成果が出るよう重点的に取り
組む事業である。

A2

すぐに効果を期待できるもの、中長期的な
効果を期待するものに区分けし、それぞ
れの進捗管理をしっかりと行いつつ、施策
目標が達成されるよう着実に事業を進め
ることが必要である

51013 Ⅳ ➊ ③ 農林部
強い農業づくり交付金事
業

農畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト
化、認定農業者等担い手の育成・確保、担い
手に対する農地利用集積の促進、新規就農
者の育成・確保及び食品流通の合理化等、地
域における生産・経営から流通・消費までの
対策を総合的に推進する。

共同利用施設整備。全体事業費の1/2（国庫補助
率）。
○新市建設計画　　江刺区：H26　乾燥調製施設設
備の機能高度化１箇所、野菜苗共同育苗施設の
新設１箇所（59,000千円）
                                       H27　各種施設整備
（15,000千円）
○新市建設計画以外　　奥州市全体：H26　バラ玄
米集荷施設設備の新設１箇所（71,150千円）

政策 無 56603 A

農産物の単収向上、安定生産に寄
与していると評価されるところ。産地
確立のため、補助事業の有効活用
は必要不可欠であると考える。

A2 必要な事業と認める。
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51014 Ⅳ ➊ ③ 農林部 数量円滑化推進事業
需要に応じた米づくりの推進及び米価の安定
に資するため、米の生産調整を円滑に進め
る。

水稲の需給調整を行うことにより、安定した水田農
業経営に資する。

政策 無 12728 A

生産調整の達成に寄与していると評
価されるところ。米価安定のために
は米の需給調整は必要なものであ
り、地域振興作物への作物転換を促
しながら、農家所得向上に向けた取
組みとして重要であると考える。

A2
必要な事業と認める。今後も国の農政改
革の状況を見極めていく必要がある。

51015 Ⅳ ➊ ③ 農林部
地域農業マスタープラン実
践支援事業

集落営農組織等の経営の多角化、県北・沿岸
地域等における競争力の高い園芸・畜産等の
産地形成、地域資源を活用したアグリビジネ
スの展開及び地域における生産から流通まで
の条件整備を総合的に推進する。
※事業名称変更【旧事業名：いわて未来農業
確立総合支援事業】

生産組織等の農業用機械・施設の整備に対する
支援助成。

政策 無 38102 A

農産物の単収向上、安定生産に寄
与していると評価されるところ。園芸
品目等における産地確立のため、補
助事業の有効活用は必要不可欠で
あると考える。

A2
必要な事業と認める。なお、事業対象者
の選定については、市の方針(整備計画)
などを策定する必要がある。

51018 Ⅳ ➊ ③ 農林部 産地づくり推進事業

奥州市における優良米・優良野菜を継続して
生産・供給するとともに、さらなる消費拡大を
推進し、食料自給率向上に向けた取り組みや
高収益作目である「りんどう」「りんご」等の安
定的な生産・供給、さらなる産地拡大を推進
するために農業協同組合等が実施する事業
に対して補助実施するもの。

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

政策 無 10478 A

農産物の安定生産、販路拡大に寄
与していると評価されるところ。農産
物における産地確立のため、国・県
補助事業が該当しない部分への市
単独支援は必要不可欠であると考え
る。

A2
必要な事業と認める。なお、JAの取組み
に併せ、市の方針についても検討する必
要がある。

51019 Ⅳ ➊ ③ 農林部
鳥獣被害防止総合支援事
業

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

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

政策 無 500 A

鳥獣による農作物の被害対策は、行
政の責任において実施すべきもので
あり、国県の方針に基づき市の計画
を作成実施している状況であるため

A2
必要な事業と認める。なお、計画通りの実
施に努めるととともに、事業の進捗状況を
把握する必要がある。

51020 Ⅳ ➊ ③ 農林部 地域ブランド推進事業
　農畜産物における地域ブランドを推進すると
ともに関連団体の活動を支援する。

　「前沢牛」「江刺りんご」等を始めとした農畜産物
にかかる既存地域ブランドの生産拡大及び販路拡
大に向けた取り組みを行う。また、新たな地域ブラ
ンドの確立を模索する。

政策 無 11748 A

市産ブランド農畜産物の安定生産及
び品質維持に寄与しているところで
あり、価値向上、販路拡大において
重要な役割を担っているものと考え
る。

B1
ブランドの維持と拡大に有効な手法につ
いて検討する必要がある。

51021 Ⅳ ➊ ③ 農林部
学校給食地産地消推進事
業

　学校給食において、新鮮で安全性の高い本
市農畜産物を提供することにより、地産地消
を推進するため、関連事業への支援を行う。

　地元産の特別栽培米「ひとめぼれ」の提供に伴う
単価の差額を助成するほか、米粉活用商品、ドリ
ンクヨーグルト、りんごジュースを学校給食に提供
する。
　また、奥州市産にこだわった食材や献立を提供
するために教育委員会が取り組んでいる「奥州っ
子の日」に合わせ、地場農畜産物を使用した鍋物
献立において使用する食材を提供する。

政策 無 11008 A

地元農畜産物の優れた食味と安全
性への理解を深めるため、食育を兼
ねた市の支援は重要な位置付けに
あるものと考える

A2 必要な事業と認める。

51022 Ⅳ ➊ ③ 農林部 畜産総務費（経常）
畜産農家及び関係団体の取組みを通じて、畜
産振興を図る。

畜産の各種共進会等の副賞、業務に係る旅費、消
耗品、各種団体の負担金及び会費

経常 無 2062 A
各種団体への支援を通じ市の畜産
振興に寄与している。

B1
各種団体が行っている事業内容を精査
し、より効果のある事業とするための検討
が必要である。

51023 Ⅳ ➊ ③ 農林部 畜産総務費(政策)
畜産関係の各種団体の取組みを通じて、畜産
振興を図る

畜産関係団体に対する負担金及び補助金 政策 無 8817 A
各種団体への支援を通じ市の畜産
振興に寄与している。

B1
各種団体が行っている事業内容を精査
し、より効果のある事業とするための検討
が必要である。

51024 Ⅳ ➊ ③ 農林部
家畜導入事業資金供給事
業

農協有牛導入に係る利子分を助成することに
より、導入農家の負担軽減を図る。（農協は、
導入対象者からの貸付申請に基づいて自己
資金等で肉用繁殖雌牛を購入し、導入対象者
に一定期間貸し付け、貸付終了時に有償で譲
渡する。そして、農協が肉用繁殖雌牛を購入
する際、市は、都道府県からの補助金等の交
付を受けて造成した基金を取り崩し、購入経
費の一部を助成することとなっている。）

農業協同組合が行う農協有牛導入に対しての補
助金（財源は、家畜導入事業資金供給事業基金よ
り）

政策 無 644 A
前年に続き目標値を達成しており、
導入農家の負担軽減に寄与してい
る。

A2 必要な事業と認める。

51025 Ⅳ ➊ ③ 農林部 県南和牛造成対策事業

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

県南和牛組合が行う育種改良事業等に対しての
負担金

政策 無 1264 A

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

A2
県南和牛の広域的産地形成のため、必要
な事業と認める。

51026 Ⅳ ➊ ③ 農林部
ブロイラー価格安定対策
事業

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

岩手県チキン協同組合が行うブロイラー価格安定
対策事業に対しての補助金

政策 無 925 A
　養鶏農家の経営安定支援のため、
今後も継続する必要がある。

A2
養鶏農家の経営安定支援のため、必要な
事業と認める。

4ページ



平成25年度分 事務事業評価事業一覧

管理
番号

大綱
基本
施策

施策 担当部 事業名 事業目的 事業内容
政策/
経常

新市
建設
計画

H25
決算額
（千円）

一次
評価

一次評価コメント
二次
評価

二次評価コメント

大綱　Ⅳ　　賑わいと豊かさのあるまちづくり　　～農・商・工の産業活性～

51027 Ⅳ ➊ ③ 農林部 畜産振興対策事業
畜産の活性化、経営の体質強化、産地の確
立を図る。

農協が実施する、肉用雌牛の自家保留・管内導入
事業、肥育素牛の管内導入事業、優良乳用雌牛
の導入の一部助成及び市営牧野の利用料の一部
助成

政策 無 19402 A
管内一貫生産を推進し、地域ブラン
ドの確立と畜産農業の経営安定化を
図るため必要な事業である。

A2
管内一貫生産の推進に必要な事業と認め
るが、より畜産振興につながる事業となる
よう内容を見直しする必要がある。

51028 Ⅳ ➊ ③ 農林部 養豚経営安定対策事業

豚枝肉価格が生産コストに相当する保証基準
価格を下回った場合に、生産者に補てん金を
交付することにより、養豚農家の経営安定と
計画的な生産を図る。。

岩手県農産物価格安定基金協会等が行う豚肉の
価格差補てん事業に対しての補助金

政策 無 4419 A

　肉豚飼養農家の経営安定支援の
ため、今後も継続する必要がある。
特にもＨ24年度は、豚肉の大幅な下
落に対応し、農家の所得確保に寄与
した。

A2
養豚農家の経営安定支援のため、必要な
事業と認める。

51029 Ⅳ ➊ ③ 農林部
地域農業マスタープラン実
践支援事業

認定農業者・青年農業者、集落営農組織の経
営基盤の強化、競争力の強い園芸・畜産等の
産地形成などを図る
※事業名称変更【旧事業名：いわて未来農業
確立総合支援事業】

農業生産施設、設備整備に対する助成を行う。 政策 無 15935 A

農業生産用施設・管理用機械の整
備により農作業労力の軽減と生産性
及び品質の向上が図られた。県単独
事業として補助がある限り、今後も
継続する必要が認められる。

A2
必要な事業と認める。なお、事業対象者
の選定については、市の方針(整備計画)
などを策定する必要がある。

51030 Ⅳ ➊ ③ 農林部
安全・安心確保緊急対策
事業

原発事故に伴う放射性物質の影響がある中
で、市内ブランド牛を中心とした畜産物の安
全・安心の確保と存続を図る。

農業協同組合等が事業実施主体となり、稲わら等
の粗飼料の放射性物質検査を行い、消費者や取
扱店に向けて広く安全・安心をPRすると共に、代替
稲わら等の購入に係る価格差の補てんによる農家
支援を行う。
除染前の牧草の前処理の刈払い及び除草剤散布
に対する助成、放牧自粛に伴う掛り増し経費に対
する助成等

政策 無 147651 A

消費者に対しては畜産物の安全性
をＰＲし、また生産の場では、汚染牧
草の隔離並びに牧草地の除染の一
端を担った。

A2
当面は必要な事業と認めるが、具体的な
PR手法も検討する必要がある。

51037 Ⅳ ➊ ③ 農林部
(新市・外）胆沢牧野施設
整備事業(胆沢)

　牛の周年預託体制や飼料用の乾草の確保
を可能とすることで、畜産農家に周年的な省
力化や低コスト化をもたらすとともに、牛の生
産量の維持増加に資することを目的とする。

　胆沢牧野夏季放牧に係る草地等造成・整備、冬
期飼養に係る牛舎・堆肥舎の整備、放牧・飼養・草
地管理に係る機械設備等導入。

政策 有 240 A
胆沢牧野の施設設備を維持すること
で、正常な運営の継続に寄与してい
る。

A2
事業の必要性は認めるが、今後の方向性
について、明確にする必要がある。

51016 Ⅳ ➊ ④ 農林部
中山間地域等直接支払事
業

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

集落（個人）と市が協定を締結し、「農業生産活動」
及び「多面的機能増進活動」に対し補助等を行う。

政策 無 1003476 A

　中山間地域における農業生産活動
の維持等に貢献しており、各地域の
特性を生かした農業活動等に関連し
た取組みを推進していくうえでも必要
不可欠と考える。

A2
必要な事業と認める。今後も国の農政改
革の状況を見極めていく必要がある。

51017 Ⅳ ➊ ④ 農林部
環境保全型農業直接支援
対策事業

地球温暖防止や生物多様性保全に積極的に
貢献していくため、より環境保全に効果の高
い営農活動の普及増進を図る。

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行
から原則として5割以上低減する活動とカバーク
ロップ、堆肥の施用を組み合わせた取組と有機農
業の取組に対し助成。

政策 無 20631 B

制度上、事業の交付対象者は限定
されているが、次年度の制度見直し
によるメリット効果が期待されるとこ
ろ。また、農業分野においても環境
負荷低減に向けた取組みは必要不
可欠なものと考える。

B1
必要な事業と認めるが、制度内容の把握
及び情報発信等は早期に対応する必要
がある。

51032 Ⅳ ➊ ④ 農林部
(新市・外）資源循環型農
業確立支援事業（江刺)

　畜産農家の堆肥処理経費の軽減、地域環
境の保全、有機資源の活用を図り、農地の再
生と持続性可能な農業の確立を図る。

　JA江刺大地活力センターの安定的経営を支援す
る。

政策 有 1300 A
平成25年度決算において江刺大地
活力センターの収益が黒字化したた
め、本来の事業目的を達成した。

C2 廃止の方向が妥当と認める。

51034 Ⅳ ➊ ④ 農林部
堆肥化施設運営事業(政
策)

　家畜排泄物の適正処理、環境汚染の防止
及び高品質な堆肥の供給により土づくりを重
視した農業を確立するため、施設の維持管理
運営機能がより効果的に発揮されるよう、指
定管理者との管理運営協定を締結し、市内畜
産農家との連携に努め、施設のより効果的な
運営を図る。　また、胆沢堆肥化施設の円滑
かつ効果的な利用を促進する。

　（1）家畜分の収集・運搬に関すること、（2）堆肥化
施設の利用調整に関すること、（3）その他目的を
達成するために必要な事項
   【H25車両洗浄水再利用設備設置工事、H25～
H29ホイルローダ機械リース（最終買取）】

政策 無 4028 B
利用者団体を補助し、堆肥化施設の
計画的利用を図った。

C1
多額な施設の維持費がかかる現状を変え
るために施設の存廃を含めた検討を行う
必要がある。

51035 Ⅳ ➊ ④ 農林部
(新市・内）堆肥化施設整
備事業（胆沢)

　家畜排泄物の適正処理による環境汚染の
防止及び高品質に堆肥の供給により、土づく
りを重視した農業を確立するための施設とし
て農業振興を図る。

　胆沢堆肥化施設の稼動、堆肥受入量、製品出荷
量、いさわおがるの販売量はある一定の実績はあ
るものの、機械設備機器等の老朽化、腐食した胆
沢堆肥化施設の機械設備機器等を修繕し施設維
持管理に万全を期す。

政策 有 1487 B
堆肥化施設の機能維持に寄与した。
施設全体の痛みを把握し、早急に中
期的見通しを立てる必要がある。

C1
多額な施設の維持費がかかる現状を変え
るために施設の存廃を含めた検討を行う
必要がある。

51036 Ⅳ ➊ ④ 農林部
（新市・外）胆沢堆肥化施
設整備事業（胆沢）

　発酵設備を改修（発酵方式の変更、攪拌機
の交換）、オゾン脱臭設備を改修することによ
り、作業効率の向上と安全性及び悪臭飛散防
止の確保を図る。

【平成23年度発酵設備改修】
　・投入ホッパーから散布機までの堆肥搬送ライン
撤去　・投入ホッパー埋め戻し・既存散布機撤去（2
台）・既存攪拌機撤去（2台）、既存発酵槽壁コー
ナー部分撤去（4箇所）・発酵槽壁延長（2箇所）・混
合槽設置・直線横移動式攪拌機設置（2台）
【平成24年度～平成25年度オゾン脱臭設修繕】
 ・オゾン水生成装置（イジェクター方式）取付修繕
工事、PSAオゾン発生装置交換修繕工事

政策 有 3150 B
堆肥化施設の機能維持に寄与した。
施設全体の痛みを把握し、早急に中
期的見通しを立てる必要がある。

C1
多額な施設の維持費がかかる現状を変え
るために施設の存廃を含めた検討を行う
必要がある。
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52018 Ⅳ ➊ ④ 農林部
生態系・景観保全ため池
等維持管理事業

農業・農村が有する多面的機能の維持・増進
に向け、国営土地改良事業で整備された農業
用水利施設、ため池等を適切に維持管理する
もの

国営農地再編整備事業いさわ南部地区は、生態
系・環境に配慮したほ場整備のモデル地区として、
H23年度に完了予定であるが、その中で保全され
たため池・水路について、継続的な生態系の保全・
災害防止・病害虫の発生回避などの観点から、適
正な管理を委託するもの。（対象：ため池13箇所、
小区画水田１箇所、ため池取水用パイプライン１路
線、都市農村交流拠点施設1箇所）

経常 無 1541 A
適切な維持管理により、国営造成施
設の機能維持が図られた。

A2
必要な事業と認めるが、受益者負担の方
向性を検討する必要がある。

52020 Ⅳ ➊ ④ 農林部
ふるさと・水と土保全対策
事業

農地や土地改良施設の有する多面的機能の
良好な発揮と地域住民活動の活性化を図る
ため、地域住民活動を推進する人材の育成、
施設や農地の利活用及び保全整備等の促進
に対する支援を行うもの。

地域の土地改良施設において、地域住民の交流
を促進し、継続的かつ主体的な維持管理体制を構
築するため、自然保護活動や環境学習活動、生態
系保全活動などを行うもの。

政策 無 292 A
地域住民活動を支援することで、農
地や農業用水利施設などの保全活
動が進展した

A2 必要な事業と認める。

51008 Ⅳ ➊ ⑤ 農林部
グリーン・ツーリズム推進
事業

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

　グリーン・ツーリズム推進活動団体に対する負担
及び財政支援を行う。
(1) おもいで米　　受入校に農業体験で携わった米
を「おもいで米」として新米を贈る。→27度から廃止
(2) 負担・補助　　おうしゅうグリーン・ツーリズム推
進協議会…事業費補助、　奥州子ども夢学校推進
協議会…事業費負担

政策 無 1418 A

農村と都市との交流に効果をあげて
おり、今後、農村の活力を維持し、少
しでも農業者収入の増加、農産物の
周知を図るには必要な活動であると
考えられるため。

B2
協議会事業の内容を精査の上、補助内容
の見直しが必要である。

52010 Ⅳ ➊ ⑤ 農林部 水と土保全基金積立事業

農地や土地改良施設の有する多面的機能の
良好な発揮と地域住民活動の活性化を図る
ため、地域住民活動を推進する人材の育成、
施設や農地の利活用及び保全整備等の促進
に対する支援を行うもの。

基金の積立(基金は、農地・農業用施設の保全に
係る共同活動に使用している)

政策 無 6 A
地域住民活動を支援することで、農
地や農業用水利施設などの保全活
動が進展した

C1
事業効果を検討し、存廃を含めて大幅な
改善が必要である。

52003 Ⅳ ➊ ⑥ 農林部 市有林造林事業
市の財産である市有林を適正に保育管理す
るため、下刈、枝打ち、除間伐等各種施業を
計画的に実施する。

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

政策 無 1200 A

臨時的な事業である森林整備加速
化・林業再生基金事業と平行して実
施されているため現在の事業量は少
ないが、２事業合わせて適切な管理
が行われている。

A2 必要な事業と認める。

52004 Ⅳ ➊ ⑥ 農林部 森林病害虫防除対策事業

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

アカマツ林における松くい虫被害エリアの縮小を図
るため、監視帯内の重点駆除及び被害木のくん蒸
処理を実施する。また、被害拡大防止のため、薬
剤散布若しくは薬剤注入による予防措置を実施す
る。

政策 無 52131 B
国県から割り当てられた事業費によ
り適正に実施しているものの本来必
要な事業量には達していない。

B2
事業目的を達成する効果的な手法につい
て検討の余地がある。

52005 Ⅳ ➊ ⑥ 農林部 造林促進事業

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

県の森林整備事業により実施する人工造林、天然
林改良、復旧造林、育林及び森林整備に要する経
費に対して奥州市林業振興事業費補助金交付要
領に基づき補助を行う。
・補助額は、当該事業に要する経費で、岩手県に
より査定された経費の1/10以内の額

政策 無 2385 A

申請のあったものについては全て要
綱に基づいて適切に補助金を交付し
ているが、国庫補助制度の大幅な変
更、森林組合の合併などにより、対
象事業量が減少している。

A2 必要な事業と認める。

52006 Ⅳ ➊ ⑥ 農林部
森林整備地域活動支援交
付金

森林の有する多面的機能が発揮されるよう、
適切な森林整備の促進を図る観点から、森林
施業の実施に不可欠な地域活動を確保し、森
林整備の促進を図る。

森林経営計画の作成や、集約化施業の実施に必
要となる森林の現況調査、境界の確認等など、施
業集約化の推進に必要な地域活動に対する支援
を行う。
・森林経営計画作成促進、施業集約化の促進、作
業路網の改良活動等

政策 無 509 B
制度の大幅な変更、森林組合の合
併などにより、対象事業量が減少し
ている。

B2
事業目的に即した事業内容になっている
か検討して有効に活用されていくことが必
要と考える。

52007 Ⅳ ➊ ⑥ 農林部
森林整備加速化・林業再
生基金事業

市の財産である市有林を適正に保育管理す
るため、計画的な間伐を実施する。

市有林の適正な間伐を実施する。
合わせて搬出間伐に必要な路網の整備を行う。

政策 無 14713 A
事業を活用し適切な市有林の管理
が進められている。

A2
必要な事業と認めるが、市有林として所
有する目的に沿っているか点検する必要
がある。

52008 Ⅳ ➊ ⑥ 農林部
向山地区生活環境保全林
維持管理事業（経常）

向山地区公園区域内の森林を整備して森林
に親しめる憩いの場を提供するとともに、森林
愛護の精神を育成する。

向山都市公園、向山四季の森並びに館山史跡公
園区域内の森林を、散策に適した環境とするよう
一体的に整備するとともに、適切な維持管理を行
う。
（向山都市公園13.3ha、向山四季の森10.2ha、館
山史跡公園4.5ha　合計31.0ha）

経常 無 1733 A
森林公園としての森林環境を適切に
維持している。

B1
目的に沿った利用実態を把握と併せ、維
持管理費の見直しと経費の縮減に努める
必要がある。

52009 Ⅳ ➊ ⑥ 農林部 林道維持管理事業
効率的な林業経営、森林の適正な維持管理
を進めるため、林道の整備を行う。

林道の維持管理 経常 無 5294 A
効率的な林業経営、森林の適正な
維持管理を進めるため、林道を維持
している。

A2
必要な事業と認めるが、今後も適正な維
持管理を行うため、中長期の整備計画を
策定する必要がある。
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41013 Ⅳ ➋ ① 商工観光部 商業振興事業 商業の振興
水沢大町多目的広場管理費用、江刺川原町多目
的広場管理費用、岩手県中小企業団体中央会負
担金、江刺ショッピングセンター修繕負担金

経常 無 9936 A

　商店街の活性化、空洞化対策に一
定の成果を挙げている。修繕に要す
る実費及び支援事業の実施に要す
る奥州市負担分であるため、適切と
考える。

B1
必要な事業と認めるが、事業内容が形骸
化しないよう、改善を図る必要がある。

41014 Ⅳ ➋ ① 商工観光部 商業振興事業 商工業の振興
事業対象団体に対する事業経費補助、中小企業
経営改善普及事業補助、商業団体への経営指導
支援事業

政策 無 33390 A

商業団体を支援することにより中小
商工業者の支援、地域経済の発展
に寄与しているため、継続的な支援
が適切と考える。

A2
必要な事業と認めるが補助金のあり方に
ついては、検討が必要である。

41015 Ⅳ ➋ ① 商工観光部
中心市街地核店舗教養文
化施設事業

商業活動の活性化、商店街の振興
中心市街地に不足している日常生活関連テナント
の誘致の推進を図る事業に対する補助、中心市街
地商業施設に利用推進事業に対する補助

政策 無 15118 A

中心市街地の核店舗へ公共スペー
スを設けていることにより、中心市街
地の活性化に寄与しているため、継
続して支援する必要がある。

C1
事業効果を検討し、存廃を含めて大幅な
改善が必要である。

41016 Ⅳ ➋ ① 商工観光部
市民プラザ・マッセ管理運
営事業

メイプル内の教養文化施設「市民プラザ・マッ
セ」の維持管理事業を補助し、市街地の活性
化を図る。

　市民プラザ・マッセの維持管理（①施設等使用料
②光熱費・保守点検・清掃・警備等の共益費③役
務費④その他）を行う事業及び　メイプル地階を市
民プラザ・マッセとして貸出す事業に係る経費補助

政策 有 32200 A

中心市街地の核店舗へ公共スペー
スを設けていることにより、中心市街
地の活性化に寄与しているため、継
続して支援する必要がある。

C1
ここでなければできない事業効果や目的
を再度検証し、事業の存廃を含めて検討
する必要がある。

41017 Ⅳ ➋ ① 商工観光部 中心市街地活性化事業

奥州市中心市街地活性化基本計画に定める
「中心市街地」におけるイベントや各種事業へ
の支援等を通じて、集客力の向上や賑わいの
創出を推進することにより活性化を図る。

まちづくり会社の事業費補助、商店街及び中心市
街地活性化のためのイベント経費補助、中心市街
地活性化に資する商店街振興組合管理施設の維
持管理経費の補助等

政策 無 10668 A

　中心市街地の通行量については、
店舗の閉店などにより、減少傾向に
あるが、各種事業の実施により下げ
止めているなど、一定の効果があ

B1
必要な事業と認めるが、自立によるイベン
ト開催に向けた検証も必要である。

41018 Ⅳ ➋ ① 商工観光部
大町地区商店街活性化推
進事業

商店街振興組合活動の振興、市街地の活性
化

商店街振興のためのイベント事業及び空き店舗対
策事業の対する経費補助

政策 無 1303 A

地元商店街が若者を巻き込み、経済
産業省の補助事業を活用しながら自
立に向けて事業実施しており、市とし
て継続して支援すべきと考える。

C2
自立へ向けた取り組みを具体的に進めて
いく必要がある。

41019 Ⅳ ➋ ① 商工観光部 まちなか交流館運営事業

中心市街地の核店舗に交流ふれあい施設を
設置・運営することにより、中心市街地（商店
街）の魅力向上を図り、中心市街地の活性化
を図る。

奥州市まちなか交流館の運営・管理 経常 無 23780 A

中心市街地活性化に成果を上げて
いる。特に指定管理者が、創意工夫
した事業を実施しており、効率的に
事業を推進している。

A2
より経済的な利用を進めるうえでも事業の
あり方を見直す必要がある。

41023 Ⅳ ➋ ① 商工観光部 中心市街地活性化事業 中心市街地の活性化を図る
蔵まち環境整備、イベント開催（えさし蔵まち市、水
曜市感謝祭、蔵まちモール屋台村等）

政策 無 3740 A
江刺の中心市街地活性化には不可
欠な事業であるが、事業評価を行い
対応する必要がある。

B1
必要な事業と認めるが、自立した形での
運営について検討していく必要がある。

41024 Ⅳ ➋ ① 商工観光部
蔵まち郷土食財館管理委
託事業

　観光客や新たな来街者の獲得を図るため、
蔵を活用した建物において地場農畜産物を活
用した料理を提供するとともに、情報発信を行
う。

　・蔵を飲食店舗として活用する。
　・地場農畜産物を提供する地産地消レストランの
運営及び商品開発
　・蔵まちイベントとの連携

経常 無 3840 C
　市施設としては廃止し、民間譲渡
のうえ、民間施設として運営すること
が妥当である。

C2
民間譲渡に向け、関係者と十分協議を行
う必要がある。

41032 Ⅳ ➋ ① 商工観光部
(前沢）中心市街地活性化
対策事業

前沢商業振興会が主催する前沢区中心市街
地活性化事業に補助金を交付するもの

御招待セール、小学生あきんど体験事業、年末年
始共同売出事業、前沢商業協同組合交流事業の
実施

政策 無 981 A
商店街の活性化事業として成果はあ
るが、事業評価を行い、新たな企画
等検討する必要がある。

B1
事業内容を検証し、自立した形での運営
について検討していく必要がある。

41059 Ⅳ ➋ ① 商工観光部 新規出店促進事業
　商店街への出店を促進し、商店街を活性化
しようとするもの。

　新規出店に要する費用のうち出店経費の1/3及
び借上げ経費の一部（６月ごとに1/2→1/3→1/4
→1/5と漸減する割合）を総額で50万円を上限に補
助する

政策 無 2710 A

　平成25年度の申請件数が見直し
前制度と比較し75％増加したこと、ま
た１店舗当たり50万円を上限として
いることから、需要に即し費用対効
果も高いと考えている。

A1 必要な事業と認める。

42001 Ⅳ ➋ ② 商工観光部
中小企業融資利子補給事
業

中小企業の円滑な事業活動を支援する

奥州市中小企業融資あっ旋条例に基づく中小企
業への融資あっ旋及び当該融資金に係る利子の
一部の補給
災害復旧資金の融資を受けた中小企業者に対す
る利子の一部の補給

政策 無 627438 A

市内企業の成長及び雇用の確保に
大きな成果を挙げており施策需要が
高いため、制度の継続が必要であ
る。

A2
事業の周知に努めるとともに困った事業
者が必要な援助を受けられるよう関係機
関との円滑な調整に努める必要がある。

42021 Ⅳ ➋ ② 商工観光部
未来の活力・産業育成事
業

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

地元中小企業が新規販路開拓、人材育成、２次創
業を目指しての研究開発・新商品開発など、企業
競争力強化に資する戦略的事業実施に対し、補助
金を交付。また、販路開拓、企業間取引のマッチン
グ等を行うコーディネーターを雇用し、「奥州市モノ
づくり・匠サポートセンター（仮）」の設置を目指す
（６次産業化にも対応）。他団体と連携して、創業
支援相談ワンストップ窓口を開設すると共に、現
コーディネーターにインキュベーション・マネー
ジャーの資格を取得させ、６次産業化に取り組む
人に、伴走型の支援を行う。

政策 無 3087 A

企業誘致とともに内発型産業の育成
は重要。企業ニーズをとらえ適宜制
度の内容を見直すことが必要であ
る。

A2
必要な事業と認めるが、補助について
は、対象事業内容を適正に把握する必要
がある。

42004 Ⅳ ➋ ③ 商工観光部 工業振興事業（経常）
地域振興、税収確保、雇用拡大等を目的とし
て市内工業の振興を図る。

①貸し工場の管理運営②工業団地案内看板の管
理等

経常 無 8564 B

民→官→民の土地貸借、貸工場の
常態的な賃貸等に問題を抱える。旧
衣川村時代の経過も踏まえつつ、見
直しが必要である。

B2
民間譲渡等に向けた検討を早急に行う必
要がある。
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42005 Ⅳ ➋ ③ 商工観光部
伝統産業会館管理運営事
業

地場産業の健全な発展と伝統的工芸品産業
の振興を図る。

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

経常 無 6021 B
伝統産業の継承と観光物産振興と
いう視点で、魅力ある施設づくりを推
進する必要がある。

A2
指定管理者にインセンティブが働くような
管理運営方法を検討するなどの検討が必
要である。

42006 Ⅳ ➋ ③ 商工観光部
鋳物技術交流センター管
理運営事業

市内鋳物関連企業の発展と鋳物産業の技術
者の確保と技術向上を図る

機械鋳物、工芸鋳物の需要拡大と品質向上に結
びつく試験研究、製品試験、商品開発の場を提供
し、必要な施設管理運営を行う

経常 無 9590 A

鋳物関連企業の技術力向上に成果
を上げている。産業振興に資する産
学官連携施設であり、さらなる機能
強化が必要。一方で運営コストの削
減については検討が必要である。

B1
後継者世代との意見交換などを通じて業
界の行末を見通す必要がある。

42009 Ⅳ ➋ ③ 商工観光部
地域産業技術高度化支援
事業

鋳物企業の技術力向上および大学との連携
による研究開発、技術開発の支援

　岩手大学工学部附属鋳造技術研究センター新技
術応用展開部門を奥州市鋳物技術交流センター
内に設置し、大学教員による鋳物企業のニーズに
あった技術相談、技術指導を実施することにより、
鋳物企業の技術力向上、企業体質の改善を図る。
また、同部門が中心となり、地域企業（地域産業）
の技術革新を誘発することを目的として、大学と企
業の連携（共同研究）による研究開発、技術開発
等を支援する。

政策 無 11243 A

鋳物産業の技術力向上に一定の成
果を上げている。鋳物産業の振興に
岩手大学との連携が果たす役割は
大きい。岩手大学との連携、鋳物企
業に対する技術支援の強化が必要
である。

A2
成果（結果）につながるよう、事業内容の
検討を継続的に行う必要がある。

42018 Ⅳ ➋ ③ 商工観光部 工業振興事業（政策）
地域振興、税収確保、雇用拡大等を目的とし
て市内工業の振興を図る。

①工業振興イベントの開催②伝統的工芸品振興
事業③企業育成事業ほか。

政策 無 1456 B
各種補助金については適正化に向
け検討が必要である。

B2 廃止の方向性について、妥当と認める。

42019 Ⅳ ➋ ③ 商工観光部 産学官連携推進事業

市内外の産業人が持つシーズや人的財産を
活用しながら、地域企業の技術向上に資する
支援活動を展開し、産学官民連携の推進、地
域資源を活かした新しい産業の創出、起業化
などを支援し、地元奥州市から発信する、内
発型産業の育成に資するため「みちのく奥州
イブニングサロン」を開催する。

①「みちのく奥州イブニングサロン」の開催、②他
地域イブニングサロンへの参加・交流

政策 無 300 A

異業種間交流に大きな成果を上げ
ている。一方で、有効な組織として民
が主体となり運営ができるよう調整
が必要である。

B1
必要な事業であると認めるが、民間主体
の運営となるよう体制を検討する必要が
ある。

42022 Ⅳ ➋ ③ 商工観光部
江刺工業団地施設管理事
業

江刺工業団地内の工業排水施設及び市有地
の適正な維持管理を行う。

工業排水貯溜池清掃、工業排水水質検査、市有
地除草ほか
▽H27：貯留池手動開閉ゲート交換（現在、破損し
ており開閉できず）
▽H29:貯留池遮水シート張り替え（当初、H26に一
部修繕を予定していたが、先送り）

経常 無 3722 A
企業振興及び雇用の維持拡大を図
るうえでも必要な事業である。

A2
民間委託の方向性を早急に検討する必
要がある。

42027 Ⅳ ➋ ③ 商工観光部
鋳物技術交流センター管
理運営事業

市内鋳物関連企業の発展と鋳物産業の技術
者の確保と技術向上を図る

機械鋳物、工芸鋳物の需要拡大と品質向上に結
びつく試験研究、製品試験、商品開発の場を提供
し、必要な施設管理運営を行う

政策 無 1365 A
鋳物地場企業の技術向上・伝統技
術の伝承等、鋳物製品の品質改善・
向上に寄与している。

B1
後継者世代との意見交換などを通じて業
界の行末を見通す必要がある。

42007 Ⅳ ➋ ④ 商工観光部 企業誘致事業
誘致企業及び既立地企業の投資を促進し、
地域経済の活性化及び雇用の拡大を図る。

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

経常 無 5289 A

企業誘致は地域産業の振興、雇用
の拡大に成果を上げており、事業実
施は不可欠。効果的な手法の検討
を怠ることなく活動の推進を図ること
が必要である。

A1
より多くの成果につながるよう、効果的な
手法の検討が必要である。

42020 Ⅳ ➋ ④ 商工観光部 企業誘致事業
誘致企業及び既立地企業の投資を促進し、
地域経済の活性化及び雇用の拡大を図る。

事業目的を推進するため、各種補助金や補給金を
交付。
　※　空き工場賃借料補助金、企業立地促進補助
金、地域企業経営基盤強化・雇用促進支援事業費
補助金、
　　企業立地促進利子補給金、企業立地奨励工業
用水補給金

政策 無 379359 A

企業誘致は産業振興、雇用拡大等
に成果を上げており、事業実施は必
要不可欠。有効な優遇制度の構築
にはなお検討が必要である。

A1

企業誘致にあたって必要な補助制度であ
り立地を決定する動機づけにもなっている
ことから、適切な制度運用を図り効果をあ
げる必要がある。

41003 Ⅳ ➌ ① 商工観光部 水沢まつり事業
水沢区の伝統的な祭り、イベント等の実施を
支援し、観光客の誘客と伝統文化の継承を図
る。

まつりやイベントに対する補助金 政策 無 13856 A

地域の活性化・経済効果として一定
の成果を上げている。イベント効果を
検証し、実施すること（当初の目的を
達成した祭りは廃止・統合を検討の
こと）。

B1
祭りやイベントの趣旨と目的を検証して真
に行政の支援が必要なものに絞り込む必
要がある。

41004 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
道の駅交流館管理運営事
業

平成7年に建設した道の駅「みずさわ」につい
て、年間6万人近く利用されていることから、施
設を適切に維持管理し、ドライバーの休憩施
設や道路・観光情報の発信基地としての役割
を果たすとともに、地域住民交流の場、特産
品の広報宣伝(販売)の場として活用する。

道の駅「みずさわ」の維持管理 経常 無 5924 B

年間6万人の利用者がおり、観光情
報の発信、物産のPRに成果を上げ
ている。（事業運営の見直し検討を
要する。）

B1
施設の機能強化の動向に注視しながら、
利用者の増加につがるイベント等につい
て指定管理者と検討する必要がある。

41005 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
その他観光施設管理運営
事業

奥州市の観光施設を適切に維持管理し、観
光の振興を図る。

観光施設等の維持管理、史跡案内業務 経常 無 9357 A
観光施設の維持管理について適切
に対応し、誘客に貢献している。

B1
利用目的と利用実績を客観的に見て必要
な委託、修繕計画を立てる必要がある。
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41006 Ⅳ ➌ ① 商工観光部 観光振興事業

奥州市の観光を広くＰＲするため、パンフレット
製作や情報誌への広告掲載等奥州市の情報
発信を推進するとともに、当市が管理する各
観光施設等の維持管理経費等の支援を行
う。また、関係団体との連携により、広域的な
観光振興に要する経費の支援を行う。

観光情報発信事業
市が管理する観光施設の維持管理
奥州市が参画する協議会等への負担金経費の支
出

経常 無 15208 A

観光振興として一定の成果を上げて
いる。観光振興に要する実費及び協
議会等の奥州市負担分であるため、
適切と考える。

B1
広域連携でのメリットと地域の個性が埋没
するディメリットなどを評価の上必要な手
法を検討する必要がある。

41007 Ⅳ ➌ ① 商工観光部 観光振興事業

奥州市の観光を広くＰＲするため、独自の事
業を実施するとともに観光団体への支援や施
設運営費の補助を行う。また、広域観光圏や
大型キャンペーンで効果的に奥州市の観光Ｐ
Ｒを行うため、構成団体に加入し関係団体と
一体となって観光振興の推進を図る。

観光物産協会運営補助及び施設運営費に係る補
助
観光サポーター等運営補助
首都圏等での誘客キャンペーン

政策 無 26777 A

誘客促進に要する実費及び広域連
携の実施に要する奥州市負担分で
あるため、適切と考える。奥州市観
光物産協会の今後の方向性につい
て検討協議を行うこと。

B1
観光振興に必要な事業であるが、奥州市
観光物産協会の組織のあり方や、補助の
あり方は検討する必要がある。

41010 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
南岩手交流プラザ管理運
営事業

JR水沢江刺駅に訪れる、旅行者、観光客、市
民に対し観光情報提供・案内等を円滑に行う
ため、交流プラザの維持管理を行う。

南岩手交流プラザの維持管理業務（観光情報提
供、観光施設案内、休憩所等）

経常 無 8743 B
観光情報案内施設としての機能を見
直す必要がある。（関係市町と施設
のあり方について協議検討のこと。）

C1
事業効果を検討し、存廃を含めて大幅な
改善が必要である。

41011 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
黒石寺休憩所管理運営事
業（経常）

黒石寺に訪れる、観光客及び拝観者の休憩
施設の維持管理を行う。

黒石寺休憩所管理運営業務 経常 無 2295 C
利用者の減少や、費用対効果を鑑
み民間移譲もしくは廃止を検討すべ

C2
存廃を含めて抜本的な検討が必要であ
る。

41012 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
正法寺休憩所管理運営事
業

正法寺に訪れる、観光客及び拝観者の休憩
拠点維持管理

正法寺休憩所管理運営業務 経常 無 4673 C
利用者の減少や、費用対効果を鑑
み民間移譲を検討すべき。

C2
存廃を含めて抜本的な検討が必要であ
る。

41025 Ⅳ ➌ ① 商工観光部 ロケ対策事業（政策）
ロケ受入れにより経済波及効果と地域活性化
に寄与する

ロケ協力実行委員会を組織し補助金により受入支
援体制を強化すると共に、ＪＦＣ（ジャパン・フィルム
コミッション）年会費を継続して情報共有に努める。
※Ｈ27大河ドラマ「真田丸」、NHK大河ファンタジー
「精霊の守り人」ロケ対応による補助金増、メイキ
ングパネルDVD制作委託

政策 無 7000 A

撮影及び放映により、奥州市の知名
度の向上に一定の成果を上げてお
り、さらに経済波及効果を考えれば
不可欠な事業である

A2

奥州市の知名度向上に一定の成果を上
げていることから必要な事業と考えるが、
経済波及効果をより広範な市民へ波及さ
せるような取り組みが必要である。

41026 Ⅳ ➌ ① 商工観光部 ロケ対策事業（経常）
ロケ誘致により、えさし藤原の郷への誘客と、
作品を通じた奥州市情報発信を図る

ロケ誘致、ロケ推進室ＨＰサーバ管理委託、えさし
観光交流館指定管理委託（管理者：江刺開発振興
株式会社）
※Ｈ27大河ドラマ「真田丸」、ＮＨＫ大河ファンタジー
「精霊の守り人」ロケ対応による賃金増

経常 無 1698 A

撮影及び放映により、奥州市の知名
度の向上に一定の成果を上げてお
り、さらに経済波及効果を考えれば
不可欠な事業である

A2
必要な事業と認めるが、運営体制の見直
しや事業内容の検討が必要である。

41030 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
種山高原星座の森及び越
路スキー場管理運営事業
（経常）

心身のリフレッシュと家族のふれあいの場を
提供するとともに観光物産振興の拠点として
地域活性化に資する（種山高原交流施設）
冬期間のｽﾎﾟｰﾂレクリエーションの場の提供
により地域振興を図る（スキー場）

施設等の指定管理者：江刺開発振興㈱（Ｈ27ま
で、Ｈ28・29公募）

経常 無 25835 B

スキー場は、市内に３施設あること
から、施設のあり方（運営）について
十分な検討が必要である。今後、民
間譲渡等について検討すること。

C1
市営による重複する事業があり、存廃を
含めた検討を行う必要がある。

41031 Ⅳ ➌ ① 商工観光部 江刺まつり事業

区民総参加によるまつり展開により地方文化
の発展と地域経済の向上に寄与するとともに
新しいコミュニティの創造により地域の活性化
と観光客の誘客につなげる。

甚句まつり：お祭り広場を中心として展開
実施主体：江刺甚句まつり実行委員会
夏祭り：岩谷堂商店街を会場に展開
実施主体：夏祭り実行委員会

政策 無 13094 A

甚句まつり、夏まつりは地域性が高
く地域活性化に大いに貢献してい
る。奥州えさし藤原まつりはえさし藤
原の郷開園20周年事業が終了し区
切りを迎えることからＨ25で一端終了
とする。

B1
祭りやイベントの趣旨と目的を検証して真
に行政の支援が必要なものに絞り込む必
要がある。

41033 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
前沢温泉保養交流館管理
運営事業(経常）

前沢温泉保養交流館管理運営を行う。
市民の保養施設としての役割を担っている。日帰
り温泉として、食堂、売店を利用者へのサービスの
一環として運営している。

経常 無 114655 B

経営努力により営業効果が上がって
いるが、踏み込んだ経営改善を行う
には、民間譲渡を最終視野に入れた
年次計画が必要である。

C1
施設の改修費用については、今後の市営
事業継続の方向性を踏まえて検討する必
要がある。

41038 Ⅳ ➌ ① 商工観光部 桜並木管理事業 国道３９７号線沿線の桜並木の管理

国道３９７号線沿線にある桜並木は「桜の回廊」と
して親しまれており市内外より多くの観光客が訪れ
ている。国道沿いの桜並木であり、植樹後５０年を
経過している桜もあるため通行者に被害を及ぼさ
ないよう日頃の維持管理が必要である。

経常 無 949 A

市の観光資源として一定の成果を上
げているが、国道沿いの桜並木に対
する維持管理費なので事故防止の
ためにも速やかな対応が必要であ
る。

B1
中長期的な維持管理方法を明確にする必
要がある。

41039 Ⅳ ➌ ① 商工観光部 胆沢まつり事業
胆沢区内の祭り行事を地域の産業振興に連
動させ，都市と農村の交流、ふるさと交流を推
進する。

全日本農はだてのつどい、さくらまつり、桜の回廊
ライトアップ、いさわ商工秋まつり。

政策 無 6107 A

地域の活性化等に一定の成果はあ
るが、まつりの内容を検証し効果的
に実施すること。いさわ商工秋まつり
については他区にも同様のまつりが
あるのであり方について検討が必要
である。

B1
市全体としての祭りのあり方を検討する必
要がある。また、補助の無い形での運営
についても検討していく必要がある。

41041 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
ひめかゆ健康の森管理運
営事業

スキー場運営による奥州市への誘客

スキー場運営　(Ｈ24年度よりレンタルスキーを直
営で行うため、収入をひめかゆ健康の森使用料
8,500,000円、雑入(レンタル料)1,500,000円及びそ
の他で276,000円計上し、支出についてはそれに対
応するため、Ｈ23年度ベースとしている)

経常 無 27601 B

スキー場は、市内３施設あることか
ら、施設のあり方（運営）について十
分な検討が必要である。今後は民間
委託を進める必要がある。

C1
市営による重複する事業があり、存廃を
含めた検討を行う必要がある。
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41043 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
森林総合利用促進施設整
備事業

森林愛護意識の向上及び市民の余暇活動の
増進を図るために、つぶ沼森の家の管理運営
する

指定管理者である㈱ひめかゆに管理運営を委託。
施設は管理棟1棟、ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ5棟、森とのふれあい
施設1棟。

経常 無 1425 B
胆沢ダム等の観光資源活用と併用
について、検討が必要である。

B2
施設廃止の方向性について妥当と認める
が、ダム湖周辺観光について検討する必
要がある。

41044 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
温泉保養施設ひめかゆ管
理運営事業

市民の健康の維持増進及び観光の振興を図
るために、温泉保養施設ひめかゆの管理運
営をする

指定管理者である㈱ひめかゆに管理運営を委託。
直営では送湯管布設用地借上げ、新源泉保守点
検委託をおこなっている。

経常 無 6364 B

指定管理から民間譲渡するために
は、改修が前提条件となるので、譲
渡前に計画的な施設改修が必要で
ある。

C1
第3セクターへの施設譲渡を含めた抜本
的な検討を行う必要がある。

41045 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
温泉保養施設ひめかゆ管
理運営事業

市民の健康の維持増進及び観光の振興を図
るために、温泉保養施設ひめかゆの管理運
営を行う。

ひめかゆ温泉の源泉施設の補修等を行う。隔年で
2つの源泉の清掃点検業務及び源泉水中ポンプ修
繕工事施行。第1源泉H21年から隔年で4回（H21・
23・25・27）、揚湯管工事を施行し温泉の安定供給
を図る。H25年には、経年劣化で故障の多い食器
洗い洗浄機をエコ対応に更新、H28年には、地震
で基台が傾いている10t源泉供給備蓄タンクを,H22
年に建築した大浴場に対応する30tにする。

政策 無 6898 B

ポンプ等の修繕または更新について
は、源泉の成分に左右されるが、営
業に影響が出ないよう計画的な修繕
が必要である。

C1
民間譲渡に向け、関係者と十分協議を行
う必要がある。

41046 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
農村ふれあいセンター管
理運営事業

ふれあい活動による活力と魅力あるまりづくり
を推進するために、奥州市農村ふれあいセン
ターの管理運営を行う。

指定管理者である㈱ひめかゆに管理運営を委託。
温泉保養施設ひめかゆと一体化している施設。

経常 無 1980 B

指定管理から民間委譲するために
は、改修が前提条件となるので、委
譲前に計画的な施設改修が必要で
ある。

C1
民間譲渡に向け、関係者と十分協議を行
う必要がある。

41048 Ⅳ ➌ ① 商工観光部 衣川まつり事業
地域住民が絆を深め、さらに交流を通じて結
束力を醸成し、ひいては衣川の活性化に資す
ることを目的とする。

お石さま行列、ステージショ-、第29回弁慶綱引き
大会、流し踊りパレード、ふれあい市、よちよち歩
き大集合、写真コンテスト　衣川まるごと市場（各団
体の物産を持ち寄り、販売する・主体は民間）

政策 無 2551 B

各行政区のまとまりによる参加、厄
年による騎馬武者行列の定着、まつ
りを通じて区民が集う場の提供によ
り地域活性化に貢献しているが、今
後、まつりの運営方法、関係団体等
の役割等を明確にする必要がある。

B1
市全体のまつりのあり方を検討する必要
がある。また、自立した形での運営につい
ても検討していく必要がある。

41051 Ⅳ ➌ ① 商工観光部 国見平施設管理運営事業 国見平スキー場の運営

スキー、スノーボード愛好者が利用する、リフト（ぺ
アリフト1基・シングルリフト1基）の運行管理・セン
ターハウス食堂売店の営業、スキー・ボードレンタ
ル、圧雪車の運行と維持整備、ゲレンデの維持管
理並びにスキー場敷地内施設等すべての管理運
営を直営で行う。

経常 無 21939 B

国見平スキー場は、ゲレンデ改善等
を進め、入込・収入とも確実に増加し
ているが、市内に３スキー場があり
検討が必要、今後は民間委託を進
める必要がある。

C1

スキー場の入場者数が増加しており、経
営努力がうかがえる。市営の重複する事
業でもあり存廃を含めた検討を行う必要
がある。

41052 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
衣川ふるさと自然塾管理
運営事業

青少年を中心とした対象者に対し、野外活動
や環境教育等の場を提供する。

野外活動等施設運営管理
トイレ、野外放送設備（Ｈ25）

経常 無 6445 B

利用者の増加、青少年の健全育成
に成果を上げている。映画「リトル
フォレスト」の撮影舞台となり映画公
開により新たな入込も期待できる。
体験施設、コテージ等環境は整って
おり、地元団体等への指定管理を進
める必要がある。

B2
民間譲渡に向け、関係者と十分協議を行
う必要がある。

41053 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
いきいき交流館(国見平温
泉）管理運営事業

　地域文化の醸成、都市と農村の交流、世代
間交流等を促進し、地域コミュニティの育成助
長を図りながら、健康的で活力のある地域づ
くりを推進する

　温泉入浴施設運営管理 経常 無 59861 B

H20.23震災による施設・設備の修繕
による休館もあり入込人数は停滞し
ている。泉質等の評価は高く、指定
管理の検討を進め実施まで継続支
援が必要。

C1
民間への施設譲渡を含めた抜本的な検
討を行う必要がある。

41054 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
高齢者コミュニティセン
ター（黒滝温泉）管理運営
事業

　高齢者の福祉と健康の維持増進に寄与す
る。

　温泉入浴施設運営管理 経常 無 56764 B

H20・23年震災による施設。設備の
修繕による休館もあり、入込人数は
停滞している。泉質等の評価は高
く、指定管理の検討を進め実施まで
継続支援が必要。

C1
民間への施設譲渡を含めた抜本的な検
討を行う必要がある。

41055 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
衣川活性化施設管理運営
事業

生活の合理的な改善を促進し、健全な社会を
創るため設置する。

隣接する温泉施設との一体的な施設運営
（国見平温泉併設の休憩室）

経常 無 1694 B

国見平温泉併設施設で、各種イベン
ト等での利用も多く集客施設としても
貢献している。指定管理の検討を進
め実施まで継続支援が必要

C1
民間への施設譲渡を含めた抜本的な検
討を行う必要がある。

41058 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
その他観光施設管理運営
事業

奥州市の観光施設を適切に整備し、観光の
振興を図る。

観光施設の整備 政策 無 3299 A
観光施設を適切に管理・運営するた
めに必要な事業である。

A2 必要な事業と認める。

41060 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
種山高原星座の森及び越
路スキー場管理運営事業
（政策）

心身のリフレッシュと家族のふれあいの場を
提供するとともに観光物産振興の拠点として
地域活性化に資する種山高原交流施設及び
冬期間のｽﾎﾟｰﾂレクリエーションの場のとして
の越路スキー場施設の整備を図り来場者の
安全確保と安心を提供するため。

越路スキー場　　ペアリフトの緊張油圧装置の整
備工事、　施設修繕等（修繕見送り）
　　　　　　　　　　　ゲレンデ整備車（圧雪車）の修繕
及び更新（H28）、スノーモービルの更新（Ｈ29）、プ
レハブ物置の更新（Ｈ28）

政策 無 5655 B

スキー場は、市内に３施設あること
から、施設のあり方（運営）について
十分な検討が必要である。今後、民
間譲渡等について検討すること。

C1

施設整備に投じる資本を回収できる見通
しをもって事業を進める必要があり、将来
の民間移譲や廃止を視野に入れて慎重
に検討する必要がある。
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大綱　Ⅳ　　賑わいと豊かさのあるまちづくり　　～農・商・工の産業活性～

41061 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
衣川ふるさと自然塾管理
運営事業

青少年を中心とした対象者に対し、野外活動
や環境教育の場を提供する。

屋根の雨漏り修繕H27、コテージ外壁の風化によ
る塗装工事H27
敷地内放送設備の設置H28

政策 無 2791 B

利用者・収入は増加した。Ｈ25は映
画「リトル・フォレースト」の撮影舞台
となり、映画公開により新たな入込も
期待できることから、地域と連携した
イベント企画が必要である。また、地
域団体等への指定管理についても
進める必要がある。

A2 施設管理に必要な修繕工事である。

41062 Ⅳ ➌ ① 商工観光部
道の駅交流館管理運営事
業

平成7年に建設した道の駅「みずさわ」につい
て、年間6万人近く利用されていることから、施
設を適切に維持管理し、ドライバーの休憩施
設や道路・観光情報の発信基地としての役割
を果たすとともに、地域住民交流の場、特産
品の広報宣伝(販売)の場として活用する。

東北道の駅連絡会によるスタンプラリーの実施 政策 無 35 A
利用者拡大のために、必要な事業で
ある。

A2
必要な事業と認めるが、さらなる利用者拡
大・販売増加につながる事業内容を検討
する必要がある。

41008 Ⅳ ➌ ② 商工観光部 物産振興事業
物産展への参加やキャラバン等のＰＲ活動に
より、奥州市の物産の販売促進を図る。

物産展等への参加による販売促進活動
奥州市が参画する団体への負担金経費の支出

経常 無 1803 A

物産のPR・販売に一定の成果を上
げている。物産振興の直接経費につ
き必要。（実施方法の精査を行い事
業費の圧縮を図ること）

B2
生産者が意欲を持って活動していくため
には何が必要か、検討していく必要があ
る。

41009 Ⅳ ➌ ② 商工観光部 物産振興事業

奥州市の物産等の振興を図るため、物産展
等のイベントの実施を推進する。また、あんか
けうどん、奥州はっとなど新たな特産品として
周知するための情報発信やイベントの実施に
ついて支援を行う。

物産展等のイベント事業への補助、伝統工芸士会
への運営補助、奥州はっとなど新たな特産品の普
及促進等に係る経費補助、首都圏で開催される物
産展等へ出店する事業者の経費の一部の補助

政策 無 3995 A

物産のPR・販売、新たな特産品の情
報発信に一定の成果を上げている。
物産振興に伴う事業やイベントに対
する負担につき必要である。（今後
の産業まつりのあり方について検討
のこと）

B1
類似イベントの統合化を図るなど、実施内
容及び運営のあり方を見直す必要があ
る。

41035 Ⅳ ➌ ② 商工観光部 商工総務費（政策）
前沢牛の銘柄推進を図り、奥州市の観光及
び物産の振興に資するため、岩手前沢牛協
会に対し負担金を交付するもの。

岩手前沢牛協会の事業
　・前沢牛の宣伝と販路拡大、メディアへのPR　・
前沢牛販売指定店の育成及びPR、販売促進品販
売　・東京食肉市場、牛肉仲卸業者との連携、懇
談会の開催

政策 無 811 A

市を代表するブランド品との調整を
図りながら、市の役割、方向性を明
確にする必要がある。これまで築き
上げてきたブランドの維持、更なる向
上を図る方向で関係各位と協議、検
討する場を設ける必要がある。

B2
前沢牛協会が主体的な活動ができるよう
に、自立を促す事業の展開を検討する必
要がある。

41036 Ⅳ ➌ ② 商工観光部 前沢まつり事業

【春・夏】地域産業の振興並びに地域文化の
発展に寄与し、明るくいきいきとしたまちづくり
を目指すため奥州前沢春まつり、前沢夏まつ
りを開催する。観光物産協会前沢支部が実行
委員会事務局となり、運営している。
【牛】全国に前沢牛のＰＲを行うとともに、市の
観光及び物産振興を図る。市が実行委員会
事務局となって運営している。

【春】町内会、厄年連、大人団体及び子ども団体
が、創作した踊りや太鼓等を区内市街地で披露す
る
【夏】厄年連、大人団体及び子ども団体が、創作し
た踊りや太鼓等を披露し、フィナーレは納涼花火大
会で締めくくる。
【牛】毎年6月第1日曜日に開催。前沢牛を安価な
価格で提供し、野外で焼肉を楽しんでいただくほ
か、ステージイベントを行う。

政策 無 5998 A

地域性の高い祭りであるとともに、そ
れぞれの祭りは他の祭りとちがっ
た、独自の切り口で観光客の誘客を
図っていることから、継続が必要な
祭りである。しかし、今後まつりの運
営方法、関係団体等の役割等を明
確にする必要がある。

B1
祭りやイベントの趣旨と目的を検証して真
に行政の支援が必要なものに絞り込む必
要がある。

41021 Ⅳ ➌ ③ 商工観光部
えさし郷土文化館施設管
理運営事業（経常）

地域における豊かな自然、歴史的な郷土文化
等の多様な資源を総合的に活用し、体験学習
も取り入れながら都市住民等との交流を通じ
て地域の活性化を図る。

指定管理委託（管理者：江刺開発振興株式会社） 経常 無 41221 A
修学旅行でも多く活用され、教育文
化施設として一定の成果を上げてお
り、継続が必要である。

A2
必要な事業と認めるが、指定管理者と集
客の向上に向けた協議を継続的に行う必
要がある。

41027 Ⅳ ➌ ③ 商工観光部
江刺自然活用総合管理施
設運営事業（経常）

農畜産物及び農村文化を活用し、都市住民
等との交流を深め、農業生産、観光及び物産
との有機的連携による農村型ツーリズムの活
性化並びに地域特産物のブランド化を図る。

指定管理委託（管理者：江刺開発振興株式会社） 経常 無 36600 A

市観光施設の中核にあるレストハウ
スとして一定の成果を上げており、
現状のまま継続が必要である。市内
顧客（地元利用者）の増大を図る必
要がある。

A2 必要な事業と認める。

41028 Ⅳ ➌ ③ 商工観光部
江刺自然活用総合管理施
設運営事業（政策）

施設の維持修繕を図る Ｈ27空調用冷温水機整備（3,024千円） 政策 有 2993 A

市観光施設の中核にあるレストハウ
スとして一定の成果を上げており、
現状のまま継続が必要である。市内
顧客（地元利用者）の増大を図る必
要がある。

A2 必要な事業と認める。

41029 Ⅳ ➌ ③ 商工観光部
歴史公園えさし藤原の郷
管理事業

藤原文化及び平安建築の総合学習施設
農畜産物及び農村文化を活用し、都市住民
等との交流を深め、農業生産、観光及び物産
との有機的連携による農村型ツーリズムの活
性化並びに地域特産物のブランド化を図る

指定管理委託（管理者：江刺開発振興株式会社） 経常 無 104614 A
観光施設として成果を上げているこ
とから、今後も市観光施設の中核と
して継続が必要である。

A2 必要な事業と認める。

41037 Ⅳ ➌ ③ 商工観光部
束稲山観光施設管理運営
事業(政策）

束稲山周辺の桜並木及び経塚山遊歩道の保
全・管理を行う。

遊歩道の安全策の整備及び劣化の著しい休憩所
の修繕を行う。
月山キャンプ場廃止に伴い、既存施設を取り壊
す。

政策 無 864 C
森林保護的観点から見れば必要で
あるが、観光の観点からは効果は低
い。

C2
月山キャンプ場の廃止は妥当と認める。
遊歩道等の下刈りについても、必要性の
検証が必要である。

11ページ



平成25年度分 事務事業評価事業一覧

管理
番号

大綱
基本
施策

施策 担当部 事業名 事業目的 事業内容
政策/
経常

新市
建設
計画

H25
決算額
（千円）

一次
評価

一次評価コメント
二次
評価

二次評価コメント

大綱　Ⅳ　　賑わいと豊かさのあるまちづくり　　～農・商・工の産業活性～

41040 Ⅳ ➌ ③ 商工観光部 観光案内板整備事業 市西部地区の地域振興策の一環で実施
胆沢ダム工事に伴い国道３９７号線が付替えと
なっており、ひめかゆ温泉やひめかゆスキー場及
び国定公園焼石岳への案内標識を設置する。

政策 有 1397 A

胆沢ダムに関係する案内板につい
ては、胆沢ダム周辺整備計画で整備
することになるので、平成２５年度で
観光案内版整備事業は完了。

A2 必要な事業と認める。

41047 Ⅳ ➌ ③ 商工観光部 国見平施設管理運営事業 国見平スキー場の管理運営

国見平第2リフト主電動機交換工事　6804千円
/H26年　リフト保守点検整備（２基）　19,400千円
/H26～H29
圧雪車修繕料　3,111千円/H26　以降修繕費1台分
1,000円/H27～　圧雪車購入　1台　34,650千円
/H27
センターハウス建築設計　5,455千円/H28　セン
ターハウス建設（関連施設含む）　109,096千円
/H29

政策 有 3033 B

国見平スキー場は、ゲレンデ改善等
を進め、入込・収入とも確実に増加し
ているが、市内に３スキー場があり
検討が必要、今後は民間委託を進
める必要性がある。

C1
市営による重複する事業があり、存廃を
含めた検討を行う必要がある。

41049 Ⅳ ➌ ③ 商工観光部
いきいき交流館（国見平温
泉）管理運営事業

　源泉ポンプ等の定期的な更新、温泉運営に
必要な施設改修及び備品購入

・源泉ポンプ交換及びポンプ修繕（１年おき隔年）・
送迎用マイクロバス購入（Ｈ２６）
・水源井掘削工事（H２７）・屋根張替工事（H28）・ボ
イラー更新（Ｈ28）
・露天風呂等大規模改修（Ｈ２９）

政策 有 893 B

H20・23年震災による施設・設備の修
繕による休館もあり入込人数は停滞
している。泉質等の評価は高く、指
定管理の検討を進め実施まで継続
支援が必要

C1
民間への施設譲渡を含めた抜本的な検
討を行う必要がある。

41050 Ⅳ ➌ ③ 商工観光部
高齢者コミュニティセン
ター(黒滝温泉）管理運営
事業

　源泉ポンプ等の定期的な更新

・源泉ポンプ入替修理一式（５年更新）、源泉ポン
プ修繕（H２６）
・床板・畳修繕工事（H２７）・循環ポンプ交換（H２
７）・マイクロバス購入（H２８）
・浴室等大規模改修（H２９）

政策 無 5775 B

H20.23年震災による施設・設備の修
繕等による休館もあり入込人数は停
滞しているが、泉質等の評価は高
く、指定管理の検討を進め実施まで
継続支援が必要。

C1
民間への施設譲渡を含めた抜本的な検
討を行う必要がある。

41056 Ⅳ ➌ ③ 商工観光部
国民宿舎サンホテル衣川
荘施設改修事業

　国民宿舎サンホテル衣川荘の民間移譲に
向けて、老朽化の進行等への対策が必要とさ
れる箇所の修繕を行う。

予算の範囲内で優先順位が高いものから着手す
る。優先順位は、危険度、非効率性、非快適性な
どから総合的に判断する。
【例示】本館宿泊棟塗装改修工事、本館2階屋根改
修工事、ソーラー発電設備設置工事、本館2階バ
ルコニー修繕工事、本館3～6階外壁左官工事、正
面1～.2階・本館1～6階外装塗装工事、本館3～6
階客室インターネット工事、給水等タンク設置工
事、照明等電源用非常用発電機設置工事、新館
屋上及び屋根改修工事、新館1～2階外壁改修工
事、新館浴室前庭目隠し柵改修工事、新館男女脱
衣室改修工事、新館脱衣室内倉庫改修工事、新
館浴室内倉庫改修工事、新館浴室改修工事、新
館サウナ室改修

政策 無 14000 B

運営方式は、現行の直営から民間
委託へ移行する。直営期間及び指
定管理期間においては、市直営での
施設改修が必要。なお、最終的には
民間譲渡が妥当である。

C1
民間への施設譲渡を含めた抜本的な検
討を行う必要がある。

41057 Ⅳ ➌ ③ 商工観光部
（総合）観光案内板設置事
業

奥州市の観光を広くＰＲするため、観光誘導
看板、説明板を計画的に整備する。

市内の観光施設等、特にも平泉世界遺産と関係の
深い史跡、施設等の説明板を整備する。
観光施設等への観光客誘導のための誘導看板を
整備する。

政策 無 228 A

世界遺産関連案内板及び観光誘導
看板は、観光PRに効果があることか
ら、市全体での観光案内板整備計画
を策定し計画的に整備を行う必要が
ある。

B1
設置については、優先順位を決め計画的
に整備する必要がある。

42014 Ⅳ ➍ ① 商工観光部
胆江地域職業訓練セン
ター管理運営事業

企業の従業員の技術向上と離転職者の就職
促進

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

政策 無 1450 A
在職者、離職者のスキルアップに必
要な施設。一方で補助金の適正化
には常に目配せが必要である。

B1
必要な事業と認めるが、運営団体の見直
しについては検討する必要がある。

42017 Ⅳ ➍ ① 商工観光部 人材育成事業
１）職業観の醸成及び労働者の資質向上を図
ること
２）人材育成による前沢区の商工業の発展

１）企業ニーズ等に応じた従業員対象セミナー
（キャリアアップ系）、ものづくり塾（技術系）の実施
２）前沢商工会が行う技術研修会、労働安全衛生
教育、先進企業視察研修等の人材育成事業の実
施

政策 無 836 A
人材育成は産業振興の源泉。受講
者のニーズに適応した事業展開の
検討が必要である。

A2
必要な事業であると認めるが、事業効果
を検証しながら、ニーズに即した事業内容
となるよう検討する必要がある。

42023 Ⅳ ➍ ① 商工観光部
江刺産業技術交流セン
ター管理運営事業

企業の社内教育や技術研修、資格試験の試
験場、企業間交流レクレーション会議、職業訓
練講習など企業活動を向上させ、持って地域
経済活性化の増進を図る。

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

経常 無 3767 A
指定管理者との連携を図りながら利
用者のニーズにこたえること。人材
育成を充実させること。

A2 必要な事業と認める。

42024 Ⅳ ➍ ① 商工観光部
前沢勤労者研修センター
管理運営事業

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

前沢勤労者研修センターの維持管理業務 経常 無 1323 B
平成26年度に指定管理者制度へ移
行済みである。

A2 必要な事業と認める。

42028 Ⅳ ➍ ① 商工観光部
胆江地域職業訓練セン
ター修繕事業

企業の従業員の技術向上と離転職者の就職
促進

企業に雇用されている従業員、離転職者又は一般
市民に対する講習、研修等教育訓練の実施並び
に施設の貸与及び指導援助を行う胆江地域職業
訓練センターの修繕工事

政策 無 9060 A
国庫補助100％事業であり、計画通
り推移している。

A2 必要な事業と認める。
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42002 Ⅳ ➍ ② 商工観光部
勤労青少年ホーム管理運
営事業

働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図
る。

①教養、娯楽又は体育の設備の提供②生活及び
職業の相談並びに支援③グループ活動又はレクリ
エーション活動の支援④各種講座の開設⑤そのほ
か勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進に必
要な事業

経常 無 25287 B

働く青少年の健全育成には一定の
成果を上げているが、勤労青少年の
余暇活動になくてはならない施設と
はいえない。施設利用者の意見など
を聴きながら見直しの検討が必要で
ある。

B2
施設のあり方について、検討する必要が
ある。

42008 Ⅳ ➍ ② 商工観光部 労働諸費（政策）
労働者の福利厚生の向上により雇用の安定
を図ること

中小企業退職金共済掛金の補助、胆沢地方勤労
者福祉協議会への労働福祉活動補助、流通団地
交流センター運営補助。平成25年度から人材育成
高度化事業補助は「241人材育成事業」に統合

政策 無 3034 C

中小企業退職金共済制度に対する
補助は、廃止等の検討をすべき。そ
の他団体補助についても見直しが必
要である。

C2
関係事業者等との協議を行い、廃止・見
直しに向けた検討を行う必要がある。

42010 Ⅳ ➍ ② 商工観光部 雇用対策事業（政策） 雇用の促進及び安定化を図ること

労働者の技能向上、離職者の就職促進、労働相
談所設置運営補助、職業訓練等への補助
（Ｈ27～）若年求職者、ニートを対象とした就職支
援事業を実施

政策 無 1572 B

各種補助制度は見直しが必要であ
る。ジョブカフェ設置については、設
置ありきではなく本来の事業目的を
精査する必要がある。

B1
ジョブカフェ奥州設立への準備を適切に進
めて新たな雇用改善の総合窓口となるよ
うな体制を整えることが必要である。

42011 Ⅳ ➍ ② 商工観光部
勤労者制度資金融資あっ
旋事業

資金の貸付による勤労者や離職者の生活安
定に資するため。

市内在住勤労者および離職者に対し、臨時かつ緊
急に必要な生活資金を東北労働金庫において低
利で貸し付ける制度であり、勤労者生活安定資金
および離職者生活安定資金の実行金融機関であ
る東北労働金庫に対し、融資預託金（各2,500千
円）を納めている。

政策 無 5069 B

勤労者生活安定資金については見
直しが必要。離職者生活安定資金
は倒産時の利用に備え内容の充実
が必要。

B1
労働者のセーフティネットとして必要であ
る。

42012 Ⅳ ➍ ② 商工観光部
シルバー人材センター事
業

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

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

政策 無 18599 B

シルバー人材センターの経常経費を
市補助金で賄う実態。効率的なセン
ター運営に関して市の指導が必要で
ある。

B2
補助金ありきの運営ではなく、自立できる
運営を目指すべきである。

42013 Ⅳ ➍ ② 商工観光部
中小企業勤労者福祉サー
ビスセンター管理運営事
業

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

政策 無 11428 B
市補助に依存した運営になっている
ことから、自立化に向けた指導が必
要である。

B1
補助金ありきの運営ではなく、自立できる
運営を目指すべきである。

42015 Ⅳ ➍ ② 商工観光部 緊急雇用創出事業
失業者の生活の安定を図り、安定的な求職活
動ができるように、臨時的・一時的なつなぎ就
業の機会を創出すること

地域内でニーズがあり、かつ失業者のための短期
的なつなぎ就業にふさわしい事業（緊急に実施す
べき事業、東日本大震災に対応するための事業、
就業に必要な資格・知識を習得するための人材育
成事業）を市の直営、または民間企業・団体等に
委託して実施する。

政策 無 189672 A

失業者の生活の安定を図り、安定的
な求職活動ができるように、臨時的・
一時的なつなぎ就業の機会を創出
することに寄与している。

A1 必要な事業と認める。

42025 Ⅳ ➍ ② 商工観光部 雇用復興推進事業 被災地での安定的な雇用を創出すること

将来的に被災地の雇用創出の中核となることが期
待される事業、また技能伝承、女性や障がい者等
の積極的な活用、地域に根ざした働き方など雇用
面でのモデル性があり、将来的に事業の自立が期
待される事業を民間企業・団体等に委託して実施
する。

政策 無 52381 A
被災地で長期に安定的なモデル的
雇用を創出に寄与している

A1 必要な事業と認める。
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