
令和２年度

奥州市行政評価・施策評価調書

（大綱Ⅳ）

奥州市



令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

人 21 25 17 △

団体 76 100 109 ◎

％ 53.65 60.00 59.7 ○

ha 26 22 21 ◎

％ 47.1 48.4 48.6 ◎

頭 5.5 5.9 7.2 ◎

件 1 2 2 ○

％ 51.0 55.0 63.4 ◎

件 216 200 216 ◎

百万円 1,570 1,590 1,712 ◎

人 3,913 4,000 2,172 △

件 4 5 4 ○

位 336 300 324 ○

件 7 15 13 ○

ha 242 342 246 △

３　評価内容

受入者数の増加を目指します。

（ブランド総合研究所）市の魅力度 魅力度の向上を目指します。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　　令和元年度は「農業振興ビジョン」をはじめて策定し、本市の農業の特徴と農業を取り巻く環境を整理し、農業振興の目
標、目標達成に向けた取組、関係者の連携方策を明らかにした。これにより、市、県、関係団体、農業者などの役割を明確に
して、誰が何をすべきか明らかにしたところである。令和元年度はビジョンの期間の初年度となった。
　このことを踏まえて、農業の生産性については、基盤整備、農地の集積・集約化や法人化などにより大規模化が図られて
きており、着実に向上してきた。また、担い手の確保・育成については、新規就農者、Uターン等の新たな担い手の確保に一
定の成果はあるものの、まだまだ不足している状況にある。一方、中山間地域などの生産条件の不利な地域では、高齢化
や労働力不足などが顕著で、農山村の振興を引き続き図る必要がある。

新規就農者数

農業法人数

担い手への利用集積率

現状の農地を維持できるよう、年間25人の就農を
目指します。

経営改善計画を有する農業法人を年間６件増を目
指します。

ほ場整備事業を推進しながら、10％増を目指しま
す。

遊休農地面積

基盤整備率

年間1ha以上の解消を目指します。

基盤整備の成果を毎年検証し、２％増を目指しま
す。

繁殖牛農家の１戸当りの飼養頭数

地域ブランド制度登録件数

特別栽培米作付割合

年間0.1％の増を目指します。

森林整備実施面積

令和３年度までに３件の登録を目指します。

概ね年間１％の増を目指します。

集落協定数

森林経営計画認定数

集落連携を推進し、現状維持に努めます。

年間２件の増を目指します。

毎年一定の整備面積を維持することを目指しま
す。

地域６次産業化(農業の高付加価値化)の
取組

年間５件の提案型補助事業による取組を目指しま
す。

主要産地直売所販売額 販売額の増額を目指します。

農村生活体験受入者数

大綱名 Ⅳ　豊かさと魅力のあるまちづくり 担当部

基本施策 ❶　農林業の振興 農林部

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点
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※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

施策②　農業生産基盤の整備充実 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

施策⑥　地域６次産業化の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

「食の黄金文化・奥州」という、奥州市の地域イメージ・
実体を活かして、農業、食、自然環境、人などの多種
多様で魅力的な本物の地域資源を地域ぐるみの産業
連関によって高付加価値化を図り、併せて魅力的な地
域資源がある奥州市の知名度を高めます。

　平成30年に設立した市、ＪＡ、商工会議所、観光物産協会等で組織した「食の黄金
文化・奥州推進協議会」を事業実施主体とし、おやつフェスティバルや料理コンクール
を開催したほか、いわて銀河プラザでの販売会やふるさと納税と連携したイベントに
参加し、首都圏で効果的にＰＲできた。
　令和２年度からは、６次産業と地産地消が連携した組織を設立し、構成する関係機
関との大きな枠組みの中で、業種横断的な官民協働型による事業を展開していく。

施策①　集落営農の推進、担い手の育成 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

施策④　環境にやさしい農業の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性　）

　基盤整備事業を推進し農業経営の持続化を図りま
す。

  ほ場の大区画化、耕作道路の整備及び大型機械の導入により効率化を進め、農業
経営の持続化を図る必要がある中で、市の整備状況は全体の半分程度となっている
ことから、今後も積極的に推進する必要がある。

施策③　農畜産物の安定生産と地域ブランドの推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　優良な農畜産物を安定的に生産していくため、農業
機械や生産施設整備を積極的に支援します。また、肥
沃な土壌を最大限活用した土地利用型農業と土地集
積型農業を進めるために、生産者への啓発活動を行
います。
　畜産の管内一貫生産と高品質牛の産地づくりを進
め、畜産物の安定生産を目指します。
　奥州市産農畜産物について、地域内消費の拡大を
促進するとともに、既存ブランドの維持・推進を図りま
す。また、新たな農畜産ブランド確立の可能性を探りま
す。

　肉用牛の繁殖基盤強化及び管内導入肥育体制構築事業等により、管内一貫生産
と高品質牛の産地の維持に繋がっているが、高齢化や担い手不足により農家戸数が
減少することが見込まれるため、引き続き生産基盤の強化を図る必要がある。
  また、高性能な農業機械等の導入支援により農畜産物の安定生産に寄与してい
る。今後も産地確立のため、補助事業を有効に活用する必要がある。
　市産ブランド農畜産物については、安定生産及び品質維持が図られた。今後も新た
な地域ブランドの創出に努めつつ、さらなる生産拡大及び販路拡大等に取り組む必
要がある。

　新規就農者を支援し、担い手の育成に取り組みま
す。また、農業者の経営改善や法人化など、体質強化
の取組を支援します。さらに、農地の集約化や遊休農
地の解消を通じて作業の効率化と農業所得の向上を
目指します。

　新規就農者の支援や担い手の育成に取り組むことにより、個々の農業経営体の経
営改善、体質強化につなげ、農業者の経営拡大意欲に結びつけることにより、農業
所得の向上だけではなく、農家数や農地の維持、拡大といった環境保全面での効果
も期待される。

　環境にやさしい農業の推進のため、土づくりなどを通
じて化学肥料、農薬の使用等を削減し、環境への負荷
軽減に配慮した持続性のある農業を進めます。
　また、日本型直接支払制度の対象となる取組を推進
し、地域の共同活動等に支えられている農業・農村の
多面的機能の確保を図ります。

　農地や農業用水施設等は、環境保全機能、自然景観保持機能を有し、市民の良好
な生活環境を維持・向上するうえで重要な役割を担っている。既に両JAでも農薬や化
学肥料を減らした特別栽培米の生産に取組んでおり、ブランド力の強化につながって
いる。このことから、農業生産活動に伴う環境の負荷低減を行う農業の普及拡大、グ
ローバルＧＡＰの推進、堆肥化施設等を核とした耕畜連携農業を推進する必要があ
る。
　また、日本型直接支払制度による地域の共同活動を支援することにより、中山間地
域を中心とした耕作放棄地の防止、地域コミュニティの維持、農業施設の長寿命化、
鳥獣被害の防止等、農業の有する多面的機能の維持・発揮が図られていることから、
今後も推進する必要がある。

　活力ある農村づくりを進めるために、農村資源を活用
した産直施設などへの取組を支援するとともに、農村と
都市との交流を進めます。

　地場農畜産物の利用拡大を図るために、ＪＡや産直施設と連携して学校給食への
食材の提供を行ったほか、６次産業に取り組む産直施設等に講習会やセミナー等を
開催した。また、農畜産物の販売促進活動として、ＪＡと連携して首都圏の販売会へ
出展した。
　グリーン・ツーリズムの取組における教育旅行の受入については、継続して事業を
実施し、農村と都市の交流に一定の成果を上げているが、協議会会員の高齢化等に
伴い、年々受入農家の確保が困難となっており、会員確保の状況を踏まえた事業の
推進が必要である。
　今後の取組としては、地場農畜産物の給食への提供は継続しつつ、首都圏での販
売会については、必要性や効果を検証し継続するか検討する必要があるほか、農村
生活体験の受入拡大に向けた体制整備の取組については、地域内の農家民宿経営
者のネットワーク化の動向に注視し、必要に応じて関係機関等と連携した支援に取り
組む。

施策⑤　活力ある農村の形成 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

施策⑦　森林資源の保全と活用 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　森林経営計画の作成を支援し、森林施業の集約化と
林内路網の整備を進めて、森林資源の維持・造成を図
ります。

   森林は木材の安定供給以外に、水源のかん養、山地災害防止など生活環境保全
機能に加え、地球温暖化防止機能や、生物多様性の保全といった多様な機能を有し
ており、森林整備の推進により森林の多面的機能の発揮に努める必要がある。
　森林所有面積が小規模・分散化し、や不在村者も増えるなど森林所有者の合意形
成が難しくなってきているほか、所有面積が比較的大きい共有林、生産森林組合にお
いても、高齢化や転居などにより合意形成が難しくなってきており、今後さらに整備が
行き届かない森林の増加が懸念されるため、森林整備の基本方針（市町村森林整備
計画）の達成に向け、森林経営計画の作成を支援を通じ適切な森林の整備とその促
進につながる取り組みをさらに進めるほか、市産材の利用を喚起するなどその活用を
促進していく必要がある。
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４　今後の施策の方向性

【総合計画審議会の意見】
・農業者の高齢化や後継者不足の問題、中山間地の活力低下に対応するため、担い手の確保・育成、中山間対策の更なる強化を推進され
たい。併せて、意欲ある農業者の持続可能な農業経営に資するため、経営状況や環境変化に柔軟に対応した支援策を講じられたい。

・鳥獣被害防止のため、効果的な有害鳥獣対策を講じられたい。また、ジビエへの活用の可能性も検討されたい。

　農業振興については 、農業振興ビジョンで示した「農地の生産性の向上」、「担い手の確保・育成」、「消費者から支持される産品の生産力のアッ
プ」、「農畜産物の需要拡大」及び「農山村の振興」の５つの柱で施策を進める。特に、担い手の確保・支援などが重要で、持続可能な農業の確立が
必要と考える。
　また、林業については、森林環境贈与税を活用して、「森林資源の保全と活用」を推進する。
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

店舗 12 10 6 △

人 12,894 13,410 9,347 △

件 239 250 180 △

件 23 24 22 ○

億円 2,069 2,230 2,600 ◎

件 8 10 7 △

件 20 25 75 ◎

人 53 60 35 △

社 170 182 177 ○

人 9,425 9,425 10,076 ◎

３　評価内容

施策②　中小企業の経営基盤の強化 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　商工会議所・商工会等関係機関と連携を強化し、そ
の活動を支援するとともに、中小企業への融資制度等
を充実し、経営基盤の安定・強化を図ります。

　商工会議所・商工会等と連携し、中小企業の経営等の助言、指導を行うとともに、資
金繰りの厳しい中小企業者に対し、市の制度融資等による迅速な対応を行うことがで
きた。今後も継続的な支援が必要である。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　地域に即した商業の活性化と中小企業の経営安定化の支援に取り組んでいるとともに、平成31年度からは企業支援室を
設置し、関係機関等との連携を強化しながら、地域企業に対する総合的な施策の推進を図り、企業誘致の推進、フォロー
アップの充実に一定の成果を上げている。

施策①　商業の振興 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　本気を出して商店街の活性化に取り組みやすい環境
を整備することにより、商店街活性化に対するやる気
を育て、賑わいのある商店街づくりを目指します。

　地域の社会的、経済的、文化的活動拠点である商店街の活性化を図ることにより、
地域経済の発展と賑わいのあるまちづくりが期待できるため、商店街の人々がやる
気を出しやすい環境を整備するとともに、効果的な施策を展開していく必要がある。

製造業従業者数
生産年齢人口が年々減少する中、企業誘致やフォ
ローアップ等を行い、安定した従業者数を確保する
ことを目指します。

誘致企業数（累計） 年間３社の県外(市外)企業の誘致を目指します。

産業支援コーディネーターによるビジネス
マッチングが実現した数

50％増を目指します。

ものづくり人材育成事業の受講者数 30％増を目指します。

起業・創業者件数（相談窓口、創業塾、開
業資金融資、空き店舗補助）

概ね10％増を目指します。

製造品出荷額等
景気後退で落ち込んだ数値を、平成20年当時
(2,410億円)の水準まで回復させることを目指しま
す。

産学連携等による研究に取り組んだ件数 50％増を目指します。

重点地域商店街への新規出店者数 空き店舗の２割程度の新規出店を目指します。

重点地域商店街の通行量
主要箇所の通行量（２日間）について、年間１％の
増加を目指します。

制度融資実行件数 概ね10％増を目指します。

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

大綱名 Ⅳ　豊かさと魅力のあるまちづくり 担当部

基本施策 ❷　商工業の振興 商工観光部
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※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性
　関係機関との連携強化や「奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる各種事業の更なる推進により、商工業の振興を進めて行く必要があ
る。

【総合計画審議会の意見】
・市民が実感できる商業の活性化を実現するため、地域に即した特色を出せる個店への支援に一層注力されたい。

・感染症の流行の中でも持続可能な働く場を確保するため、テレワークの推進など、きめ細かな企業支援策を講じられたい。

　企業ニーズに合わせた優遇措置を整備し、情報発信
や企業訪問などを積極的に実施して企業誘致に結び
つけます。また、新工業団地整備を見据えた準備を進
めます。

　企業誘致は地域経済の活性化、雇用の拡大に成果をあげており、今後も積極的な
誘致施策の推進を図る必要がある。また、令和６年度から分譲開始予定の新工業団
地の整備に合わせて、企業ニーズ、社会情勢等を勘案しながら有効な優遇制度の構
築を検討する必要がある。

施策⑤　企業誘致の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　市内企業の安定的・持続的な更なる活動の発展に向
け、生産性の向上や販路開拓の支援など技術力、経
営力の強化を進めます。

　企業の課題の解決のため、当課産業支援コーディネーターを中心に技術指導、販
路拡大等の企業支援を実施するとともに、岩手大学共同研究員を通じた産学官連携
の推進により、企業の研究開発等に対する指導、支援を行った。また、新規販路の開
拓、人材育成、研究開発など、企業ニーズの高い支援について、市の補助事業のみ
ならず、国、県、関係機関等の施策についてワンストップでの調整に努めることができ
た。

施策④　産業間連携の促進と新事業育成の支援 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　多様な産業がお互いに連携し、高付加価値を生み出
すとともに、新たな事業展開や起業・創業に向けた取
組を支援し、内発型産業の振興を図ります。

　関係機関との連携により、企業間連携や新事業創出の推進に一定の効果があっ
た。また、起業・創業に向け、創業塾、創業セミナーを継続的に実施し、新たな事業の
創出にも繋がった。

施策③　技術力・経営力向上への支援 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

人 2,251,318 2,370,000 2,255,797 ○

人 1,298 2,300 20,469 ◎

数 14 15 11 ○

数 13 20 14 ○

人 30,000 50,000 ※2－　 -

事業 ※1－　 3 0 ×

事業 ※1－　 3 0 ×

事業 ※1－　 3 0 ×

人 67 90 100 ◎

数 230,656 375,000 ※3
18,302 ×

人 24 60 53 ◎

※1 計画期間中の事業開始のため現状値（H27）はない。

※2 令和元年度は、台風のため中止

※3 物産協会ホームページは平成30年6月にリニューアルしアドレスの変更を行ったことから減少している。

３　評価内容

　通過型観光から周遊型観光に結び付けるために、ス
トーリーを重視した広域観光ルートを確立するととも
に、体験型メニューを活かした観光推進を進めていき
ます。また、ロケ誘致を積極的に推進するほか、伝統
ある祭りをさらに活気あるものとし、観光客の増加に努
めていきます。

　関係団体等と連携した観光客誘客に向けた取り組みには一定の効果が得られた
が、多様化する観光ニーズに対応するため、民間団体等を主体とした取り組みをさら
に進める必要がある。
　ロケ誘致については、ＮＨＫ大河ドラマロケ等の実施など、市の知名度向上に貢献し
ている。

施策②　物産の振興 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　南部鉄器や岩谷堂箪笥などの工芸品や、前沢牛、江
刺りんごなど、質の高い特産品ブランドの普及拡大を
図るとともに、新たなブランド開発も進め、奥州ブランド
のＰＲ促進に努めていくとともに、海外を含めた販路の
拡大を支援していきます。　また、産業まつりをリニュー
アルし、奥州市の物産振興の中核イベントとしていきま
す。

　地域産業の振興と観光客の誘致のため、関係機関等と連携した更なる奥州ブランド
のＰＲと販路拡大に努める必要がある。
　産業まつりについては、これまでの開催方法を抜本的に見直しする方向で、関係機
関との協議が必要である。

観光ガイドタクシー認定者数
奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく目
標値。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　関係機関等との連携により、観光の情報発信力の強化に取り組んできており、一定の成果はあった。特にも訪日外国人の
誘客については、台湾をターゲットとした情報発信等により、大きな成果を得られた。
　一方、奥州湖の豊かな自然を活かした体験型観光を観光施策の柱として取り組むこととしていたが、体験型メニューの確
立には至らず、観光ルートと併せた体験型メニューを構築していく必要がある。

施策①　観光客誘致の促進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

観光物産協会ＨＰアクセス数 倍増を目指します。

農業体験メニュー 新規メニューの取組を年間１件ずつ目指します。

歴史体験メニュー 新規メニューの取組を年間１件ずつ目指します。

観光案内ボランティア登録数 奥州市観光基本計画に基づく目標値。

首都圏物産展等出展補助件数 奥州市観光基本計画に基づく目標値。

奥州産業まつり入込客数 倍増を目指します。

自然体験メニュー 新規メニューの取組を年間１件ずつ目指します。

観光客入込数
奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく目
標値。

外国人観光客入込数
奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく目
標値。

誘致ロケ数 テレビ・映画ロケ数の約10％増を目指します。

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

大綱名 Ⅳ　豊かさと魅力のあるまちづくり 担当部

基本施策 ❸　観光物産の振興 商工観光部
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※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性
　観光施設、物産などの観光資源の可能性を最大限発揮するための環境整備と物産の振興、市のプロモーションを庁内関係部署や関係機関・団
体との連携を深めながら推進していく必要がある。

【総合計画審議会の意見】
・感染症感染リスクを抑えながら観光振興を図り、市民に「奥州市の魅力」を再認識してもらうため、域内のリピーターをつくることにより持続可
能で安定したマーケットを構築しやすいマイクロツーリズムを推進されたい。

　観光物産関係団体等と連携しながら、受け入れ態勢
の向上を図るとともに、多様化する観光客のニーズに
対応するため、多様なメディアを活用した情報発信を
行っていきます。また、市民、企業などと連携して、市
民一丸となった、おもてなしの体制を構築します。

　関係団体等との連携と、様々な情報共有により、多様化する観光ニーズに対応した
取り組みを進める必要がある。

施策③　新たな体験型観光の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　奥州市の特色ある観光資源を活かした、自然体験、
農業体験、歴史体験メニューを構築し、奥州市の観光
の柱として位置付けていきます。

　豊かな自然と恵まれた立地条件、質の高い観光資源を最大限発揮するため、観光
ルートの構築と併せ、体験型メニューの確立に努める必要がある。

施策④　観光物産関係団体との連携 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

％ 44 47.0 49.0 ◎

人 111 115 212 ◎

人 61 63 123 ◎

人 2,866 3,050 2,867 ○

人 100 110 134 ◎

人 117 150 443 ◎

人 445 455 328 △

※計画期間中の事業開始のため現状値（H27）はない。

３　評価内容

※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性

　企業ニーズに即した人材の育成を目指します。 　企業訪問等を通じて地域企業のニーズの把握に努めるとともに、各産業支援機関
や大学等との連携により時宜を得たテーマによる人材育成セミナーの開催に努める
必要がある。また、職業訓練の継続的な実施により、企業が求める人材の育成に取
り組む必要がある。

　企業誘致等による雇用の創出に加え、新規学卒者の雇用枠確保やU・Iターン者も含めた多様な人材の雇用の場の確保等について、市内商工団
体や企業団体に対する要請を行うとともに、企業ニーズに即した人材育成の継続及びU・Iターン者の市内就職支援に向けた取り組みを進める必要
がある。

施策①　雇用環境の向上 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　雇用機会の拡大と職場環境の向上を目指します。 　国、県、関係団体等との連携による雇用機会の拡大のための取組や、地域企業と
大学、高校等との連携体制の構築により、地域への就業機会の拡大に一定の効果
があった。今後においても、職場環境の向上のため、働き方改革関連施策の周知や
労働者に対する相談体制の継続を図る必要がある。

施策②　人材育成の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　雇用機会の創出、企業が求める人材の育成等に取り組んでおり、就職希望の高校生を対象とした仕事ガイダンスは、地元
の企業や職業の理解を促進させ、地元への定着に寄与している。また、市内事業者向けに、事務系のスキルアップを目的と
した人材育成事業を実施し、人材育成に係る「費用」「時間」「即効性」「ノウハウ」などの負担を軽減することで、市の産業振
興に寄与している。
　また、ジョブカフェ奥州をはじめとするパーソナルサポートセンターを通じて、就業や生活への相談や支援に応じるなど、
個々の事情に則したきめ細かいフォローアップを継続していく必要がある。

中小企業勤労者福祉サービスセンター会
員数

自立化計画に基づく目標値を目指し、R01以降は
その目標値を維持します。

市人材育成セミナーの受講者数 20％増を目指します。

高校生向けガイダンス参加者数
就職を希望する高校生の半数程度の参加を目指
します。

職業訓練受講者（技能・技術取得を含む） 概ね５％増を目指します。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

新規高卒者の管内就職率 リーマンショック以前の水準を目指します。

ジョブカフェ奥州就職決定者数（全体） 現状の高い就職決定者数を維持します。

ジョブカフェ奥州就職決定者数（うち女性） 現状の高い就職決定者数を維持します。（女性）

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

大綱名 Ⅳ　豊かさと魅力のあるまちづくり 担当部

基本施策 ❹　雇用感雇用の向上と人材育成 商工観光部
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・地元就職を希望する学生に資するため、「奥州市企業支援ポータルサイト」の機能性と認知度をより向上させ、かつ相談体制の充実に努め
られたい。併せて、特化した技能を持つ学生の地元就職先の確保策を検討されたい。

・中小零細企業の職場環境の向上を実現するため、その実態を的確に把握し、働き方改革に関する取組みが浸透するよう努められたい。

【総合計画審議会の意見】
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