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序章 第２次奥州市総合計画と基本構想 

１ 第２次奥州市総合計画とは 

第２次奥州市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」をもって構成

し、それぞれの概要と計画期間は次のとおりです。 

 

(1) 基本構想 

奥州市の現状とまちづくりの課題を明らかにし、長期的・広域的な視点から「めざ

すべき都市像」とまちづくりの基本方針としての戦略プロジェクトと６つの施策の大

綱を定めたもので、市の総合的かつ計画的な行政運営を行うための指針となるべきも

のです。 

   現在の計画期間は、平成29年度から令和８年度までの10年間としています。 

 

(2) 基本計画 

基本構想に掲げる「めざすべき都市像」を達成するため、大綱ごとに施策方針・主

要事業、及びめざす目標として社会指標を明らかにし、具体化したものです。 

計画期間は、前期計画期間を平成29年度から令和３年度の５年間としており、後期

基本計画も令和４年度から令和８年度の５年間とします。 

 

(3) 実施計画 

基本構想及び基本計画を実現するための具体的な事務事業を表すものです。 

計画期間は後期基本計画と同様、令和４年度から令和８年度の５年間とします。行

政評価制度による進行管理とあわせ、次年度以降の３年を単位として毎年度計画の具

体化について見直します。   

総合計画の構成 

説     明 

基本構想（施策の大綱） 

特定の行政課題に対応する行政活動としての「基本的な方針」 

基本計画（各大綱における基本施策及び施策） 

「基本的な方針」（政策）を実現するための「具体的な方針」 

実施計画（事務事業） 

「具体的な方針」（施策）を、行政手段として具体化した、事

務または事業 

計画期間 

 

 

 

 

  

政策 
（６つの大綱） 

施策 
（大綱ごとの具体） 

事務事業 

年度 H29 H30 H31(R1) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

基本構想

基本計画

新市建設計画

実施計画

第２次総合計画　前期計画期間 第２次総合計画　後期計画期間 第３次～

基本構想（10年）

前期基本計画（５年）

ローリング（３年間）

新市建設計画（平成18年度から令和７年度）

後期基本計画(５年)

前期実施計画（５年）

ローリング（３年間）

ローリング（３年間）

ローリング（３年間）

ローリング（３年間）

ローリング（３年間）

ローリング（３年間）

ローリング（３年間）

ローリング（３年間）

令和12年度まで延長可

後期実施計画(５年)
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２ 第２次奥州市総合計画における基本構想 

  第２次奥州市総合計画前期基本計画が掲載されている「2017～2026 奥州市総合計画」

には、同時に策定した基本構想も掲載されており、後期基本計画終了年度である令和８

年度までの、市の総合的かつ計画的な行政運営を行うための指針を定めています。 

 

 (1) 計画策定の視点 

① 市民憲章の理念を具現化する計画づくり 

    市民憲章の理念である「ふるさとを愛し、いきいきと働くことができるまちをつ

くります」、「すすんで学び、文化のかおり高いまちをつくります」、「みんなが手を

つなぎ、健康で明るいまちをつくります」の実現に向けた計画を目指しました。  

 

② 各種計画を包括した計画づくり  

既存の各種計画を十分に尊重しながらも包括し、より具体的かつ発展的に計画行

政を推進するための総合的な計画を目指しました。  

 

③ 市民と行政の「協働」による計画づくり 

まちづくりの主体である市民の意向を十分に反映するとともに、市民の参画と協

働のまちづくりの実現に向けた計画を目指しました。  

 

④ 実効性を担保する計画づくり 

厳しい財政状況の中で計画の実現を図るため、経営的視点に立つ「選択と集中」

を念頭に、財源や人員といった行財政資源の配分と整合を図り、行財政改革の実効

性を重視した計画を目指しました。 

 

⑤ 成果を評価できる計画づくり 

可能な限り目標を可視化、数値化し、計画目標の達成度を市民にわかりやすい形

で公表するとともに、市民との協働による進行管理を行うことができる計画を目指

しました。 

 

 (2) めざすべき都市像 

 

「地域の個性がひかり輝く 自治と協働のまち 奥州市」 

 

   地域ごとの歴史や伝統、文化といった個性や特徴を生かしつつ、市民一人ひとりが

まちづくりの主役となりながら積極的に市政に参画し、協働していくことで、新しい

時代にふさわしい自治のまちづくりを進めます。 
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めざすべき都市像の実現（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) まちづくりの目標（施策の大綱） 

   めざすべき都市像を実現するため、次の２つの戦略プロジェクトと６つの各大綱を

定めて、まちづくりを進めます。 

 

①戦略プロジェクト 

Ⅰ  誇りと幸せを実感できるまちづくりプロジェクト ～人口プロジェクト～ 

 奥州市人口ビジョンに掲げる人口目標を達成するため、本市の観光資源と品質

の高い農畜産物や工芸品を内外に発信するとともに、基幹産業である１次産業の

基盤強化と企業誘致の促進による雇用環境の一層の充実、そして、起業の推奨に

よる新産業の創出を図り、豊かな自然と快適な都市基盤が調和した生活利便性の

高いまち、子育て環境に優れたまち、さらに、ふるさとに誇りを持ち、幸せを実

感できるまちづくりを進めます。 

 

    Ⅱ  世界へ発信するまちづくりプロジェクト ～ＩＬＣプロジェクト～ 
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     ＩＬＣを積極的に施策に取り入れ、多彩な科学・技術・教育・産業を効果的に

融合させ、次世代の人材の育成や新産業の創出を図ることによって、国際科学技

術イノベーション拠点の実現に取組みます。また、その実現に必要な文化、居住、

就業、教育、保育、医療、交通等の充実を図ります。さらに、研究施設等の運用

にあたっては、再生可能エネルギーによる循環型システムを構築し、自然の恵み

を有効に活用するなど、持続可能な環境と共生したまちづくりを進めます。 

 

② 施策の大綱  

Ⅰ みんなで創る生きがいあふれるまちづくり  

これからのまちづくりは、市民や行政が単独では解決できない地域の問題や取

組むべき課題を共有し、より良い結果を得るため、ともに力を合わせていく必要

がますます高まっています。そのため、様々な情報の発信と共有により、市民と

行政のパートナーシップをより強固なものとするとともに、市民一人ひとりの活

力を地域づくりに発揮できる協働のまちづくりを目指します。 

また、市民の自主的な学習やスポーツ、芸術を通じて、心身ともに健康で文化

的な生活を営むことができるまちを目指します。 

 

    Ⅱ  未来を拓く人を育てる学びのまちづくり  

「学ぶことが奥州市の伝統であり未来である」という教育理念を実現するため、

未来を担う子どもたちが、豊かな心を持つとともに、創造力に富んだ人材として

成長することを目指した教育を実践し、児童生徒が「生きる力」を育むまちを目

指します。 

また、文化財は、先人の知恵を秘めた歴史遺産であり、魅力ある郷土づくりや

市民の学習活動における人づくりの資源でもあります。そのため、地域の歴史と

文化を保全するとともに魅力を発信し、地域に誇りを持てるまちを目指します。 

 

Ⅲ 健康で安心して暮らせるまちづくり   

市民誰もが住み慣れた地域で健康で安心して暮らせるよう、健康づくり、疾病

予防に取組むとともに、地域医療体制の充実を図りながら、保健や福祉サービス

との連携を進め、包括的な支援体制の整備を進めます。 

また、地域ぐるみで見守りや生活支援、介護予防などの取組みを推進するとと

もに、多様化する生活課題に対し、地域住民、関係団体、行政等が連携し、共に

支え合うまちを目指します。 

子育て環境の充実を図るとともに、「妊娠」、「出産」、「子育て」と切れ目のない

支援を行うことで、若い世代が安心して子どもを産み、育てられるまちを目指し

ます。 

 

    Ⅳ  豊かさと魅力のあるまちづくり  

市民が活力にあふれる豊かな暮らしを営むために、基幹産業である農業をはじ
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め、工業、商業、林業がお互いに連携し合いながら、各産業の振興と発展を目指

すとともに、積極的な情報発信や観光産業の振興により、奥州ファンの獲得と交

流人口の増加に努めます。 

また、地域資源の活用や地域課題を解決する新たな産業の展開・誘致と、地域

産業を担う人材の育成を推進しながら、多くの人々にとって働く場のある、魅力

あふれるまちを目指します。 

 

    Ⅴ  環境にやさしい安全・安心なまちづくり   

本市の豊かな自然環境と、安全で持続可能な生活環境を次世代へ引き継ぐため、

市民と事業者、行政が協力して、環境負荷を低減し、環境にやさしい循環型のま

ちをつくるとともに、地震、水害などへの防災対策や消防体制、交通安全対策な

どの充実を図り、災害に強い、安全・安心な市民生活が確保されるまちを目指し

ます。 

また、市民の日常生活の移動手段を確保するため、持続可能な地域公共交通を

実現するまちを目指します。 

 

    Ⅵ  快適な暮らしを支えるまちづくり   

住みやすい住環境の整備や利便性の高い道路・交通網の整備により地域間の交

流を円滑にするとともに、情報通信環境の整備を推進し、多様な情報発信や収集

手段を確保することにより、市民が快適に暮らせるまちを目指します。 

さらに、地域の豊かな自然景観や歴史的景観等を保全するとともに、適切な土

地利用を推進します。 

 

(4) めざすべき都市像を実現するための進め方 

① 市民参画と協働の推進       

市民参画、各種団体との協働で地域力を引き出し、行政分野における民間参入の

拡大を図ります。また、従来の補助・給付制度を見直し、地域を創生させる事業に

取組む、個人、団体、企業への支援や将来を担う人材育成への支援を積極的に促進

します。 

 

② 財政基盤の確立          

優先度の高い事業を「選択」し、限られた資源を「集中投下」する経営手法を理

念とした行政経営改革に取組むとともに、公共施設等の集約・縮減を基本とし、長

寿命化や維持管理に必要な財源確保に努めます。 

    財政計画に基づき起債額を抑制し、基礎的財政収支（プライマリー・バランス）

の黒字を堅持します。また、事務・事業の無駄やミスを排除し、歳出の抑制を図る

とともに、新たな財源や有効な補助事業などの活用を図ります。 

 

③ 公共施設の適正配置と維持管理 
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人口減少や少子・高齢化など社会情勢が変化する中、持続可能な行政運営を行っ

ていくためには、将来のあるべき姿を見据えながら、施設の複合化（ひとつの施設

に複数の目的を持たせること）や統廃合（同じ目的の施設をまとめること）を進め

る必要があることから、公共施設等の総合的な管理計画を策定し、公共施設の適正

配置と維持管理コストの縮減に努めます。 

 

④ 広域的連携の推進 

大幅な人口減少と急激な少子・高齢化が見込まれる中、住民税をはじめとした税

収の減少により、基礎自治体が、住民の拡大するニーズに単独で対応することは困

難と予想されており、関係する自治体と協力、連携しながらまちづくりを進めるこ

とによって、より効果的、効率的な行政運営を行うことができます。 

このため、国・県及び県南地域の市町との連携を深め、様々な課題に対応しつつ、

地域住民のいのちと暮らしを守り、広域的に必要な生活機能を確保していかなけれ

ばなりません。 

特にも、定住自立圏を形成する北上市、金ケ崎町、西和賀町との連携を図り、互

いの自主性と自立性を尊重しつつ、それぞれがこれまで築き上げてきたものをより

一層深め、先人たちが長い歴史の中で育み、守ってきた豊かな自然環境と産業が調

和した魅力あるこの圏域全体の活性化を目指します。 
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３ 後期基本計画の策定にあたって 

 (1) 後期基本計画策定の趣旨 

   奥州市は平成29年３月に、10年間の長期ビジョンとなる基本構想と、基本構想の実

現に向けた市政全般の施策を体系的に示した、５年間の基本計画からなる「第２次奥

州市総合計画」を策定し、市民や、地域づくりに取組む地域自治組織、ＮＰＯ、並び

に地方創生に取組む企業等を始めとした各種団体と、行政が一体となり奥州市のまち

づくりに取組んできました。 

   この間、少子高齢化や人口減少のさらなる進行、医療・介護に係る課題の顕在化、

そして近年では、国際社会全体の普遍的な目標として国連が設定したＳＤＧｓ *1の普

及、仮想空間と現実空間を高度に融合させた超スマート社会Society5.0*2の推進、人々

の生活様式に大きな変容をもたらした新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、本

市を取り巻く社会経済情勢は日々刻々と変化しています。 

   また、令和２年３月には、第２期奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し

ました。第１期市総合戦略から、総合計画の中で戦略プロジェクトの基本としての位

置付けも継続しつつ、「総合計画・総合戦略と一体となったＳＤＧｓの推進」、

「Society5.0の実現に向けた技術の活用」という新たな視点も盛り込んでおり、相互

の関連性を高めています。 

   このような状況の中で、前期基本計画が令和３年度をもって終了することから、市

民や各種団体との連携のもと、急激な時代の変化にも的確に対応し効果的なまちづく

りを進めるため、中期的な行政運営の指針となる後期基本計画を策定したものです。 

 

 (2) 後期基本計画の位置付け 

   基本計画は、基本構想に掲げた「めざすべき都市像」を実現するために必要となる

施策を分野別に体系化したもので、それぞれの分野において策定する全ての計画の基

本となるものです。 

   基本計画の体系は、市勢発展のための２つの「戦略プロジェクト」と、基本構想で

示した６つの「施策の大綱」ごとに、基本施策及びその展開方向を示した「部門別計

画」で構成されています。 

   後期基本計画の策定にあたっては、奥州市合併15年を機に実施した合併検証を念頭

に置き、基本構想を踏まえ、前期基本計画の基本的な構成と取組みを継承しつつ、社

会情勢の変化等への対応という観点も交えた計画に位置付けました。 

  

*1 （エスディージーズ）「誰一人として取り残さない」持続可能な社会の実現を目指すための、国連で採択さ

れた「持続可能な開発目標」。 

*2 （ソサエティ5.0）政府が提唱する科学技術政策。高度な科学技術を活用して、経済発展と社会的課題の解

決を両立し、快適で質の高い生活を送ることのできる社会を目指すこと。 
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第１章 奥州市の現状と課題 

１ 奥州市合併15年における実績と課題の検証 

令和２年度をもって市町村合併から15年が経過したことから、今後の市政運営や行財

政改革を推進するための重要な足掛かりとすることを目的として、各種統計データや市

民アンケートを基に、合併以来本市が進めてきた施策等の実績や課題を総合的かつ客観

的に検証しました。 

その中で、新市建設計画において「合併の必要性」として掲げた５つの項目を合併検

証における視点とし、合併後に改善が図られた市民サービスや、改善を図るべきまちづ

くりの課題等のそれぞれ代表的なものを整理しました。 

 

合併の必要性 

として掲げた 

５ つ の 項 目 

合併後に改善が図られた市民サービス 改善を図るべきまちづくりの課題 

①
急
速
に
進
む
少
子
高
齢
社
会

へ
の
対
応 

・保育料の基準統一や負担区分の細分

化、第三子以降保育料無償化などによ

り、子育てをする保護者の負担が軽減

されました。 

・幼児教育や保育施設の利用者負担にお

いて、ひとり親世帯等の負担額軽減、

３歳以上の保育料無償化など、子育て

支援制度の充実が図られました。 

・医療費負担に対する助成制度につい

て、助成対象を拡大するなど制度の充

実を進め、負担が軽減されました。 

 

・特に中山間地域を中心に人口減少が進

み、若年層の流出や20代前半から30代

前半までの女性の人口減少が顕著に

なっています。 

・子育て環境、および周産期医療や医療

過疎への不満が顕在化しており、市立

病院の在り方が問われています。 

・働く場所や、雇用機会の確保が求めら

れています。 

 

②
高
度
化

・
多
様
化
す
る 

 
 

 
 

 

住
民

ニ
ー
ズ

へ
の
対
応 

・コンビニエンスストアでの証明書交付

などの利便性が向上しました。 

・地区センターの設置による地域活動拠

点が確保されました。 

・合併特例債の活用により、学校をはじ

めとする各種施設が新設、修繕されま

した。 

・企業誘致や産業振興施策等によって、

雇用が確保され、製造品出荷額が増加

しました。 

 

・公共施設の老朽化により、施設の計画

的な統廃合や改修を進める必要があ

ります。 

・農業の担い手の確保、経営体の強化な

ど、持続的農業経営のための基盤整備

が求められています。 

・商店街の魅力と賑わいに対する不満が

示されており、地域の賑わい創出や商

業振興が求められています。 
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③
生
活
圏
拡
大
に
伴
う 

広
域
的
な
行
政
需
要

へ
の
対
応 

・合併特例債の活用によって、道路や上

下水道など、生活基盤となるライフラ

インの整備が進められました。 

・合併特例債の活用によって、光ネット

や超高速ブロードバンドサービスの

提供など、情報通信基盤の整備、拡充

が図られました。 

 

・公共交通機関の利便性に対する不満が

示されており、住民生活の移動手段で

ある公共交通の確保が求められてい

ます。 

・行政手続きのオンライン化など、自治

体ＤＸ *3の推進による情報通信環境整

備を進めていく必要があります。 

 

④
自
主

・
自
立
を
支
え
る 

 

地
方
主
権
拡
充

へ
の
対
応 

・本庁機能の強化、専門的部署の設置な

ど、行政組織の見直しにより地方主権

や住民ニーズに対応してきました。 

・地域自治区、地域協議会、地域会議の

設置により住民自治の強化、市民参画

による協働のまちづくりを展開して

きました。 

・地方交付税、国・県補助の交付、合併

特例債の活用など、合併に伴う財政支

援措置の活用による財源確保を図っ

てきました。 

 

・財政運営上懸念される財政調整基金の

取り崩しが続いており、経常収支比率

も上昇傾向にあります。 

・人口減少による地域コミュニティの停

滞が懸念されます。 

 

⑤
安
定
し
た
自
治
体
運
営
を
可
能
と
す
る 

行
財
政
基
盤
強
化

へ
の
対
応 

・特別職職員、議員定数、一般職職員の

削減による行政組織のスリム化に努

めました。 

・事務事業や補助制度の見直し、組織再

編など、行財政改革の実施とそれに伴

う財源確保を図りました。 

・財政力の向上と地方債の大幅な縮減に

努めました。 

 

・財政運営上懸念される財政調整基金の

取り崩しが続いており、経常収支比率

も上昇傾向にあります。 

 

 

  

*3 （デジタル・トランスフォーメーション）情報通信技術の浸透が人々の生活をあらゆる面でよりよい方向

に変化させること。 
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２ 前期基本計画の評価と課題 

(1) 施策評価（令和元年度における中間評価） 

令和元年度における前期基本計画の中間評価として、めざすべき都市像である「地

域の個性がひかり輝く 自治と協働のまち 奥州市」を実現するための、総合計画に

定める２つの戦略プロジェクトと６つの大綱について、成果指標の達成状況などをも

とに評価を行った上で主な成果をまとめ、今後の方向性を検討しました。なお、達成

度の表記とその意味については次のとおりです。 

Ａ→達成している 

Ｂ→概ね達成している 

Ｃ→あまり達成していない 

Ｄ→全く達成していない 

 

① 戦略プロジェクト 

   Ⅰ 誇りと幸せを実感できるまちづくり ～人口プロジェクト～ 

     人口プロジェクトについては、奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、

「総合戦略」という。）を基本としながら進めることとしており、令和元年度は第

１期総合戦略の最終年度であったことから、詳細な総括は「第２期総合戦略（令

和３年11月一部改訂）」において記載することとし、ここではその内容を抜粋した

ものを掲載しています。 

 

基本目標 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計 

①安定した雇用と新しい産業の創出 6 5 1 4 16 

②出会いを通じた結婚支援、子育て環境ナンバーワンへ 1 5 0 3 9 

③体験を通じた新たな奥州ファンの開拓 2 1 0 3 6 

④地域愛の醸成と、安心・安全に生活できる個性豊かな地域社会の実現 4 2 3 2 11 

・第１期総合戦略に基づく各種事業を展開した中で、成果指標がＡ又はＢと評価さ

れる項目は概ね６割となりました。また、事前に実施したアンケート調査におい

て、「奥州市に住み続けたい」と回答した人の割合は75.3%で、前回（平成27年度）

調査より約4.9％アップする結果となりました。しかし、東京圏への一極集中が

依然として続いている中で、人口減少の大幅な改善に結びついていない状況にあ

ります。 

・人口減少の要因は様々であり、その対策も総合的、長期的な視点に立った取組み

が必要であり、第２期総合戦略の期間中においても、人口動態や社会情勢を常に

意識し、必要なものを改善しながら、より実効性のある施策の展開を図る必要が

あります。 

 

Ⅱ 世界へ発信するまちづくり ～ＩＬＣプロジェクト～            

     ＩＬＣプロジェクトに係る現段階の具体的な取組みについては、平成28年４月
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に策定した「奥州市ＩＬＣまちづくりビジョン」に掲げる行動指針を基本としな

がら進めることとしていますが、このビジョンはＩＬＣとの関りを通じて、奥州

市が今後目指すべき将来像と、あるべき姿の実現に向けて、数多くの関係機関と

連携して進めていくための行動指針を示す、理念的な内容であることから、他の

施策のような具体的な指標は設定しておらず、ビジョンに定める３つの行動指針

に基づき、現時点までの取組みにおける評価を行いました。 

 

・現在は日本政府の誘致判断を待っている状況であり、ＩＬＣプロジェクトについ

ては、ＩＬＣに関する普及啓発や多文化共生に関する取組みを先行して行ってい

るところです。 

・ＩＬＣプロジェクトは本市のみならず、東北にとって大きな効果を持つものであ

ることから、ＩＬＣの誘致決定、建設着工、運用開始などＩＬＣプロジェクトの

進捗段階に応じ、市、市民、企業、関係団体がそれぞれできる取組みに着手し、

連携して推進していきます。 

 

② 施策の大綱 

前期基本計画で設定した成果指標全177指標のうち、前期基本計画の中間年度で

ある、令和元年度末時点において目標値を達成していると評価された指標（Ａ、Ｂ）

の割合は111指標で62.7％、それ以外（Ｃ、Ｄ）の割合は63指標で35.6％でした。 

 

   Ⅰ みんなで創る生きがいあふれるまちづくり             

・市民参画と協働によるまちづくりの推進については、成果指標は約45％の達成で

したが、「各種媒体を駆使した適切な情報発信」や「市民参画手続手法の検証と

改善」などの取組みにより、多くの市民が携わった形で各施策を展開していると

ともに、「協働のまちづくり指針」による仕組みづくりと実践により、各市民活

動団体の意識が変化し始め、目指す方向にまちづくりが進んでいるものと思われ

ます。 

・潤い豊かなスポーツライフの推進については、成果指標の達成度が５割に留まり

ましたが、今後も、より多くの市民がスポーツ・レクリエーションに参加するこ

とで心身ともに健康で文化的な生活が営むことができるよう、関係機関と連携の

うえ、振興を図っていきます。 

 

Ⅱ 未来を拓く人を育てる学びのまちづくり              

・学校教育の充実については、各学校の具体的な取組みを促すことで、「確かな学

力の保障」による「知」の育成、「不登校・いじめの防止」及び道徳教育等を通

した「徳」の育成、「健やかな体を育む教育の推進」による「体」の育成それぞ

れの充実が図られており、成果指標の達成割合もほぼ９割と、概ね良好な結果と

なっています。 

・計画的な文化財の保存、整備、活用が図られてきており、今後も体制、機能を強
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化しながら、さらに推進をしていく必要があります。 

 

   Ⅲ 健康で安心して暮らせるまちづくり                

・各分野で一定の取組みを行っていますが、全体的に成果指標の達成割合は、53.2%

に留まりました。 

・地域福祉の推進については、「災害時要援護者避難支援計画」「権利擁護に関する

相談支援件数」などで非常に大きな成果を上げています。 

・健康づくりの推進においては、心の健康に関する知識の普及により、心の健康づ

くりや自殺対策への理解が進み自殺死亡率の減少が図られましたが、更に減少さ

せるため、引続き関係機関と連携して取組んでいく必要があります。 

 

   Ⅳ 豊かさと魅力のあるまちづくり                  

・農林業の振興については、成果指標の達成率が８割と一定の成果をあげたと考え

ます。今後は、令和元年度に策定した「農業振興ビジョン」を基に施策を推進し

ていきます。 

・商工業、観光物産、雇用と人材育成の商工観光分野全体では、約６割の達成度と

なりました。 

・関係機関等との連携による観光の情報発信力の強化を図り、特に訪日外国人の誘

客について、台湾をターゲットとした情報発信等によって大きな成果を得られま

した。今後も、庁内関係部署や団体との連携を深めながら、物産の振興や奥州市

のプロモーションを推進していく必要があります。 

・雇用機会の創出、企業が求める人材の育成等に取組んでおり、就職希望の高校生

を対象とした仕事ガイダンスは、地元への定着に寄与しています。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」等の負担軽減を図り、市の産業

振興に寄与しています。 

 

   Ⅴ 環境にやさしい安全・安心なまちづくり              

・全体として、成果指標の達成度が55％程度に留まりました。 

・環境基本計画の推進に係る市民協働の取組みとして環境市民会議「奥州めぐみネ

ット」の活動が他分野にわたって定着しています。今後も奥州市環境基本計画の

推進を軸に、３Ｒ *4の推進により、市民、事業者と協働して地球温暖化対策やＳ

ＤＧｓの実践に取組んでいきます。 

・近年多発する洪水被害に備えるため、消防施設等のハード面の整備や物資の備蓄

を進めるとともに、消防団員の確保や振興会・自主防災組織等への防災知識や防

災技術の普及に努めることにより、さらなる防災力の向上を図る必要があります。 

 

   Ⅵ 快適な暮らしを支えるまちづくり                 

・道路環境の充実については、令和元年度末時点の評価では中間目標値に対して

*4 （スリーアール）Reduce（減らす）、Reuse（繰り返し使う）、Recycle（再資源化する）の３つのRの総称。 
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75％と概ね達成していることから、今後も各種計画に基づき確実な執行に努めま

す。 

・快適な住環境の実現のため、老朽化が進行している既存施設について、不具合箇

所の修繕等を適時実施し安全利用に努めました。今後は計画的に施設の統廃合、

整備を進めていくことが必要です。 

・地域の特性を生かしたまちづくりについて、令和元年度末時点の実績は概ね達成

しており、今後は、土地利用の具体施策となる立地適正化計画策定に向けて計画

的に実施していくことが必要です。 

 

大綱 基本施策 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ － 合計 

１  みんなで

創 る 生 き が

い あ ふ れ る

まちづくり 

➊市民参画と協働によるまちづくりの推進 3 2 4 2 0 11 

➋豊かな生き方を築く生涯学習・文化活動の

推進 
3 0 1 0 0 4 

➌潤い豊かなスポーツライフの推進 1 2 2 1 0 6 

２  未来を拓

く 人 を 育 て

る 学 び の ま

ちづくり 

➊「生きる力」を育む学校教育環境の充実 6 2 1 0 0 9 

➋次代をつむぐ歴史遺産の保存と活用 7 1 2 0 0 10 

３  健康で安

心 し て 暮 ら

せ る ま ち づ

くり 

➊みんなで支え合う地域福祉の推進 2 7 2 0 0 11 

➋子育て環境の充実 0 6 4 3 1 14 

➌健康づくりの推進 3 1 4 1 1 10 

➍高齢者支援の推進 1 0 5 0 0 6 

➎障がい福祉の推進 0 2 0 0 0 2 

➏医療の充実 3 0 0 1 0 4 

４  豊かさと

魅 力 の あ る

まちづくり 

➊農林業の振興 7 5 3 0 0 15 

➋商工業の振興 3 2 5 0 0 10 

➌観光物産の振興 3 3 0 4 1 11 

➍雇用環境の向上と人材育成 5 1 1 0 0 7 

５  環境にや

さ し い 安

全 ・ 安 心 な

まちづくり 

➊良好な自然・生活環境の保全と循環型社会

の形成 
8 0 3 4 0 15 

➋安全・安心な市民生活の実現 3 1 1 2 0 7 

➌災害に強いまちづくりの推進 2 1 0 1 0 4 

➍持続可能な公共交通体系の確保 0 0 0 1 0 1 

６  快適な暮

ら し を 支 え

る ま ち づ く

り 

➊道路環境の充実 4 0 1 0 0 5 

➋快適な住環境の実現 6 2 3 1 0 12 

➌地域の特性を生かしたまちづくりの推進 2 1 0 0 0 3 

総計 72 39 42 21 3 177 
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(2) 施策評価に対する奥州市総合計画審議会からの意見 

市が令和２年度に実施した施策評価（基準：令和元年度末）に対し、奥州市総合計

画審議会より意見を頂戴しました。その意見を要約した内容は次のとおりです。これ

らの意見は、市の取組み実績を踏まえて、将来的な施策の方向性について言及したも

のとなっております。 

 

① 戦略プロジェクト 

誇りと幸せを実感できる

まちづくり 

 ～人口プロジェクト～ 

・市民や民間を巻き込みながらＳＤＧｓに取組むための仕組みづくり 

・人口減少を踏まえた新たな成果指標の検討 

・若者の市外流出阻止のための関係機関との連携と国や県に対する要望 

世界を発信するまちづく

り 

～ＩＬＣプロジェクト～ 

（意見なし） 

 

② 大綱１ みんなで創る生きがいあふれるまちづくり 

➊市民参画と協働による

まちづくりの推進 

・市民活動支援センターの機能強化とまちづくりのアドバイザー育成 

・地区振興会への財源や裁量の付与の検討 

・市民に対して的確に市の施策を伝達する市政情報の発信 

・ＳＮＳ *5 の双方向機能を活用した盛り上げ施策の検討 

➋豊かな生き方を築く生

涯学習・文化活動の推進 

・市民劇場の在り方検討と盛り上げ施策の推進 

・関係機関と連携した芸術文化活動を活発にするための支援 

➌潤い豊かなスポーツラ

イフの推進 

・市全体で取組めるスポーツの機会と「奥州市ならでは」の取組みの創出 

・子どもの地域愛醸成を図る施策の推進や情報提供 

・「スポーツを通じた健康づくり」の達成度が測れる成果指標設定の検討 

 

③ 大綱２ 未来を拓く人を育てる学びのまちづくり 

➊「生きる力」を育む学校

教育環境の充実 

・オンライン授業の活用の仕方及び家庭での環境整備の検討 

・関連機関と連携した小中学校の不登校問題の解消 

・学校再編における小規模校の地域とのつながりに配慮した教育環境整備 

➋次代をつむぐ歴史遺産

の保存と活用 

・地元出身者に拘らない郷土芸能継承担い手の大胆な確保策の推進 

・世界遺産登録取組み内容の分かりやすい住民周知 

 

④ 大綱３ 健康で安心して暮らせるまちづくり 

➊みんなで支え合う地域

福祉の推進 

・子育て世代を中心とした支援の充実 

➋子育て環境の充実 
・子育てに困っている親に対する第三者による気付きの仕組みの充実 

・保育関係人材の確保と待遇改善の検討 

➌健康づくりの推進 ・自殺者減少に向けたゲートキーパー *6 養成の推進 

*5 （エスエヌエス）個人のコミュニケーションを促進し、ネットワークの構築を支援するネットサービス。

Social Network Serviceの略。 

*6 自殺の危険を示すサインに気づき、声がけなどの適切な対応を図ることができる人。命の門番。 
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➍高齢者支援の推進 （意見なし） 

➎障がい福祉の推進 （意見なし） 

➏医療の充実 

・安心して出産できる環境の整備 

・新病院建設の必要性と維持費の十分な検討 

・病院・診療所改革プラン検討における在宅医療の重要視点への位置付け 

 

⑤ 大綱４ 豊かさと魅力のあるまちづくり 

➊農林業の振興 

・担い手の確保・育成と中山間対策の更なる強化の推進 

・意欲ある農業者の経営状況や環境変化に柔軟に対応した支援策の措置 

・効果的な有害鳥獣対策の実施と、ジビエ(狩猟肉)への活用可能性の検討 

➋商工業の振興 
・地域に即した特色を出せる個店への支援 

・テレワークの推進などのきめ細かな企業支援策の措置 

➌観光物産の振興 ・安定したマーケット構築に資するマイクロツーリズム *7 の推進 

➍雇用環境の向上と人材

育成 

・市企業支援ポータルサイトの機能性と認知度の向上、相談体制の充実 

・特化した技能を持つ学生の地元就職先確保策の検討 

・中小零細企業職場環境の実態把握、働き方改革に関する取組みの浸透 

 

⑥ 大綱５ 環境にやさしい安全・安心なまちづくり 

➊良好な自然・生活環境の

保全と循環型社会の形

成 

・ごみの減量化策にかかる市民への有効な情報提供 

・高齢者等のごみ出し困難者に対する地域特性を考慮した支援策の検討 

・小中学校環境学習の戦略的かつ継続的な学習内容の準備 

➋安全・安心な市民生活の

実現 

・交通指導隊の担い手確保に資する意欲向上方策の検討 

➌災害に強いまちづくり

の推進 

・消防団員確保に資する消防団応援企業支援策の実施 

・自助・共助を基本とした地域防災施策の検討 

・婦人消防協力会組織の見直しの検討 

➍持続可能な公共交通体

系の確保 

・既存公用バス等の統合的・戦略的活用も踏まえた組織横断的な取組み 

 

⑦ 大綱６ 快適な暮らしを支えるまちづくり 

➊道路環境の充実 

・財源を有効活用するための優先度を考慮した道路整備と維持管理 

・悪影響が懸念される箇所への除草剤使用の慎重な判断 

・森林担当部署と連携した倒木対策の実施 

・「いわての森林づくり県民税」を活用した倒木対策の検討 

➋快適な住環境の実現 ・公園整備における早期の住民説明と幅広い世代や障がい者の声の傾聴 

➌地域の特性を生かした

まちづくりの推進 

・市中心部や地域の個性を生かしたまちの賑わい創出策の検討 

・成果指標「奥州市都市計画審議会の開催回数」の見直し検討 

*7 自宅から近隣への観光を指し、感染症感染リスクを避けやすいことから、リピーターを作りやすい仕組み

とされている。 
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３ 後期基本計画策定にあたっての市民意見 

(1) 市民アンケートの結果に基づくまちづくりの評価と課題 

   総合計画の策定に当たり実施した市民アンケート結果から、「奥州市の暮らしやす

さ」、「市の取組みの満足度と重要度」、「新型コロナウイルス感染症の流行による影響」

と題して、それぞれグラフを作成し、まちづくりの評価と課題を確認しました。 

 

  ① 奥州市の暮らしやすさ 

平成27年度、令和元年度、令和３年度の市民アンケートによると、市民の半数以

上が奥州市は暮らしやすい、または、どちらかといえば暮らしやすいと感じており、

「恵まれた自然環境」、「買い物の便利さ」、「良好な人間関係・近隣関係」などが理

由として挙げられています。この優れた点については、一層の充実を図りつつ、他

の施策との横断的な取組みを進める必要があります。 

その一方で、暮らしにくい理由としては、「まちの活気のなさ」、「交通の不便さ」、

「医療・保健機関の不足」といった点が挙げられ、これを克服する施策をいかに展

開していくかが課題であるといえます。 

 

奥州市の暮らしやすさ（市民アンケート結果から） 
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  ② 市の取組みの満足度と重要度 

令和３年度市民アンケートにおける、まちづくりの評価としての現状に対する満

足度と、行政分野に対する関心の高さを示す重要度から、今後の対応の方向性を検

討する材料とするために散布図を作成し、２つの指標の高低の組合せで４つの領域

に分類しました。 

重要度は高いものの満足度が低い「領域Ⅰ」を見ると、特に満足度が低い項目と

して、「医療・保健サービスの充実」、「商業街の魅力と賑わい」、「公共交通機関（鉄

道・バス）の利便性」が挙げられます。この結果は①における暮らしにくい理由と

概ね符合しており、この散布図に表れた市民意識が実際の暮らしやすさの評価と連

動していることが読み取れます。 

 

市の取組みの満足度と重要度（令和３年度市民アンケート結果から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域 性質等 

Ⅰ 重要度は高いものの満足度が低いため、早期の充実が求められる 

Ⅱ 満足度も重要度も高いため、継続していくことが望ましい 

Ⅲ 満足度は高く重要度が低いため、認知度向上のための情報発信等が必要 

Ⅳ 満足度も重要度も低いため、事業効果と関心度の両方を向上させる方策の検討が必要 

  

低            高 

高 
 

 
 

 
 

 
 

 

低 

領域Ⅰ 領域Ⅱ 

領域Ⅲ 領域Ⅳ 
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③ 新型コロナウイルス感染症の流行による影響 

新型コロナウイルス感染症が世界的に流行したことで、感染を防ぐために人々の

往来が制限され、生活様式に大きな変容をもたらしました。国内においても、緊急

事態宣言の発出やオリンピックの延期など、それまで想定さえできなかった事態を

引き起こし、感染拡大を防止するための「新しい生活様式」が推奨されることとな

りました。 

本市に目を向けても、令和２年度の公共施設利用者数や観光客入込数などが総じ

て減少傾向に転じたことから、影響は少なくなかったと言わざるを得ません。 

そこで、令和３年度市民アンケートにおいて、新型コロナウイルス感染症の流行

による市民生活への影響を把握するため、家庭で「困っていること」について調査

しました。 

困っていることとして主に挙げられたのが、「外出自粛による交流機会の減少」、

「往来や帰省、面会などの自粛」、「外食や飲み会などの機会の減少」といった項目

で、人と人の交流やふれあいの機会が減少したことが大きな課題になったといえま

す。 

   

家庭で「困っていること」（令和３年度市民アンケートから） 
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(2) ワークショップ「ＴＮＧＲ（つながる）」から見えた課題 

   後期基本計画の策定及び第２期総合戦略の推進にあたり、市の将来を担う世代や地

域の協働の新たな担い手の視点から、まちづくりに対する課題を抽出し、施策の参考

とすることを目的として、ワークショップ「ＴＮＧＲ（つながる）」を令和３年７月

15日に開催しました。 

   ワークショップに参加したのは、市と「地方創生の推進に関する包括連携協定」を

締結している企業の職員、「協働のまちづくりアカデミー」の修了生、市職員らの計

25名で、男性が16名、女性が９名、平均年齢は34.7歳でした。グループは４班体制と

し、総合戦略における４つの基本目標を各班のテーマに設定し、意見交換を行いまし

た。 

ワークショップでは様々な意見が出されましたが、総じて情報発信やＰＲ、イメー

ジ戦略の不足が挙げられました。課題解決の方向性として、イベント情報やまちの自

慢のタイムリーな発信、ターゲットの明確化、ＳＮＳの活用などが提案されました。 

それぞれの班より出された主な現状の課題については次のとおりです。 

 

班とテーマ 現状の課題 

１班： 

安定した雇用と新しい産

業の創出 

・奥州市にはたくさんいいものがあるが発信しきれていない。ＰＲ不足。 

・若者の視点で集える場所、働ける場所、魅力のある場所にならないと

若者は戻ってこない。 

 

２班： 

出会いを通じた結婚支援、

子育て環境ナンバーワン

へ 

・出会いの場が少ない。デートスポット、社交の場がない。 

・出産できる環境が整っていない。 

・子どもが遊べる場所が少ない。 

・若者は経済的に不安定で、そもそも時間がない。 

 

３班： 

体験を通じた奥州ファン

の開拓 

・奥州市の特色として「災害に強いところ」などがある 

・奥州市の魅力を知る機会が少ない。 

 

４班： 

地域愛の醸成と、安心・安

全に生活できる個性豊か

な地域社会の実現 

・人口が流失している。仕事の選択肢が少ない。 

・奥州市のイメージがよくない。 

・交通事故が多い。街灯が少ない。 

・活性化しているところとそうでないところが両極端で、奥州市全体と

してのバランスが悪い。緑を活かしきれていない。 
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４ 総括と今後に向けて 

 (1) 「奥州市合併15年における実績と課題の検証」から 

奥州市合併15年を機に実施した合併検証によると、合併後に進展したものの代表的

な例として、合併に伴う国・県の財政支援措置による生活基盤の整備、職員数の削減

や行政組織の効率化などのスケールメリットを生かした各種行財政改革の推進が挙

げられています。 

これ以外にも多くの成果が見える一方で、課題も明らかになりました。人口減少と

それに伴う地域コミュニティの停滞、公共施設の整理統合を含めた行財政基盤のさら

なる強化への対応、医療の充実、公共交通機関の確保などが、行政課題として浮き彫

りになりました。後期基本計画には、これらの課題に十分配慮した施策を盛り込む必

要があります。 

また、財政運営上の懸念事項となる財政調整基金の取り崩しが続いており、経常収

支比率も上昇傾向にあります。基本構想の「めざすべき都市像を実現するための進め

方」における、「財政基盤の確立」にも関連することですが、前期基本計画策定後、

収入が予想以上に減少し、支出の抑制もうまく進まず、支出が収入を上回る状況とな

ったことが原因で財政調整基金の取り崩しが続いたことから、令和２年度より６つの

重点項目による財政健全化に取組むこととし、後期計画期間の終了年度である令和８

年度までに収支バランスの均衡を目指すこととしました。人口減少の影響は避けられ

ず、今後も市の収入が減少する見込みですが、持続可能な行政経営のため、この財政

健全化の取組みを着実に進めていく必要があります。 

 

 

 (2) 「前期基本計画の評価と課題」から 

前期基本計画の中間評価における大綱及び基本施策ごとの成果指標をみると、全体

で６割強の達成状況にとどまっています。指標の達成度だけから判断すれば、十分に

成果を挙げたとは言い難いものですが、一方では指標に表れない成果も少なくありま

せん。一例を挙げれば、基本施策「市民参画と協働によるまちづくりの推進」に関す

る指標の達成度は決して高くないものの、協働のまちづくり指針による仕組みづくり

と実践により、市民公益活動団体や地域団体のまちづくりに対する意識にも変化がみ

られるなど、目指すべき方向に進んでいるといった成果もみられるところです。よっ

て、全体を総括すれば、総合計画に掲げるめざすべき都市像の実現に向けたまちづく

りに着実に進んでいるものと考えられます。 

今後は、めざすべき都市像により近づくため、前期基本計画における施策の進捗と

課題を踏まえて提言された、施策評価に対する総合計画審議会からの意見も参考にし

ながら取組んでいくことが重要です。 

また、人口減少対策を担う人口プロジェクトの施策評価に対する総合計画審議会の

意見には、「市民や民間を巻き込みながらＳＤＧｓに取組むための仕組みづくり」の

検討を求めたものがあります。市民を巻き込むためには、身近に感じられて分かりや

すい取組みになるよう努めることが肝要と考えます。 
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そして、総合計画審議会の意見を踏まえつつ合併検証結果も振り返ると、効率的な

デジタル技術の活用が、市民生活や地域社会の快適性を向上させるポイントになるこ

とが見えてきます。Society5.0の実現に向けた国の動向を注視しつつ、ＤＸの実現に

向けた取組みを加速させて、新技術の積極的な施策への反映を推進することで、快適

な社会の実現を目指す必要があります。 

 

 (3) 「後期基本計画策定にあたっての市民意見」から 

市民アンケートの「市の取組みの満足度と重要度」から、重要度は高いものの満足

度が低いという傾向が見られる「領域Ⅰ」に分類された項目について、早期の充実が

求められていることが伺え、一元的には優先的な取組み課題として位置付けることが

できます。 

しかしながら、例えば「公共交通機関（鉄道・バス）の利便性」の場合、従来の時

刻表に基づいた、幹線である路線バスの充実だけを目指すのではなく、地区内交通や

乗換検索システムの導入などといったように、その課題への直接のアプローチが適切

な手法であるかなどについて市の現状や社会情勢なども手掛かりにしながら分析し、

その結果、間接的な手法で市民満足度の向上を図ることが適当と判断されれば、十分

な説明とともにその手法を実行していくことも必要です。 

また、前期基本計画の策定から、わずか５年の間に社会状況が大きく変化していま

す。世界中で猛威を振るう新型コロナウイルスはその代表例です。市民アンケートの

調査結果によると、人と人の交流やふれあいの機会が減少したことが大きな課題であ

ることが明らかになりました。人と人の接触機会を抑える必要が生じ、通常時のよう

な施設利用やイベント開催が困難となり、前期基本計画で大きな成果を上げていた事

業でも、これまでと同様の取組みが成り立ち難くなっています。今後は、未知なる感

染症への対策を考慮する上でも、「新しい生活様式」を徹底しながら、接触回避の有

効手段のひとつとしてのデジタル技術も活用した施策を展開していく必要がありま

す。 

さらには、総合計画審議会とワークショップの意見を通じて、目まぐるしく変わる

住民ニーズの把握や各種施策の認知度向上を図るための情報発信などに一層努力す

る必要性が改めて確認されました。併せて、地域愛の醸成や財政健全化に向けた新た

な歳入の確保などを鑑みれば、市を挙げた積極的なシティプロモーション *8の視点が

不可欠となります。 

 

  

*8 地域愛の醸成や知名度の向上を図り、ヒト・モノ・カネを呼び込み、地域を活性化させる活動。 
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第２章 後期基本計画 

１ 後期基本計画策定における考え方 

基本構想で掲げる「計画策定の視点」や「めざすべき都市像」及びそれを「実現する

ための進め方」については計画策定における考え方の前提としつつ、序章における「３ 

後期基本計画の策定にあたって」中の「(2) 後期基本計画の位置付け」に基づき、前期

基本計画からの継続性と、社会情勢の変化等への対応といった新規性を踏まえ、社会的

責務の遂行や実現可能性の向上を図ります。  

基本構想で掲げる「計画策定の視点」と「めざすべき都市像を実現するための進め方」

の２点について再確認するとともに、新規性の具体として、社会情勢の変化等に対応す

るための、後期基本計画策定における新たな考え方について４つの項目を設定します。 

 

 (1) 基本構想で掲げる項目 

 ① 計画策定の視点 

  Ⅰ 市民憲章の理念を具現化する計画づくり 

  Ⅱ 各種計画を包括した計画づくり 

  Ⅲ 市民と行政の「協働」による計画づくり 

  Ⅳ 実効性を担保する計画づくり 

  Ⅴ 成果を評価できる計画づくり 

 

 ② めざすべき都市像を実現するための進め方 

  Ⅰ 市民参画と協働の推進 

  Ⅱ 財政基盤の確立 

  Ⅲ 公共施設の適正配置と維持管理 

  Ⅳ 広域的連携の推進 

 

(2) 後期基本計画策定における新たな考え方 

① ＳＤＧｓの理念の具現化 

2030年をゴールに国際社会全体の普遍的な目標として国連が設定した、ＳＤＧｓ

（持続可能な開発目標）を念頭に、「持続可能な社会」を具現化するための計画と

します。 
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② デジタル技術の活用 

ＩoＴ *9やＡＩ *10、ビッグデータ *11、５Ｇ *12等の科学技術を活用した超スマート社

会Society5.0で実現する社会は、社会の変革（イノベーション）を通じて、これま

での閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合える社会、

一人一人が快適で活躍できる社会になるとされていることから、新たな価値を創出

するＤＸの実現に向けた取組みとともに、デジタル技術の活用を踏まえた計画とし

ます。 

 

③ 未知なる感染症への対策 

世界中で猛威を振るう新型コロナウイルスのような未知なる感染症に対して、

「新しい生活様式」やデジタル技術の活用などによる感染拡大防止策を徹底すると

ともに、地域経済の停滞回避、活性化に寄与する計画とします。 

 

④ 市内外に向けたシティプロモーション 

関係人口等の増加に資する認知度向上はもとより、市民や市内事業者等のシビッ

クプライド *13を醸成することで、市民と一体となった情報発信や各種施策の成果を

一層高めることにつなげるため、市内外に向けたシティプロモーションを意識した

計画とします。 

 

  

*9 （アイオーティー）Internet of Things（インターネット オブ シングス）の略で、「様々な物がインター

ネットにつながること」「インターネットにつながる様々な物」を指す。 

*10 人工知能（Artificial Intelligence）の略。 

*11 様々な形をした、様々な性格を持った、様々な種類のデータのことで、従来のデータベース管理システム

などでは記録や保管、解析が難しいような巨大なデータ群。 

*12 （ファイブジー）第5世代通信。4Gに続く次世代通信技術のことで、「高速大容量・低遅延・多接続性」を

生かし、普及が進めばあらゆるものがネットワークにつながるIoT化が進むと言われている。 

*13 都市に対する市民の誇りや愛着。 
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２ 第２期奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 基本構想に定める分野横断の戦略プロジェクト「誇りと幸せを実感できるまちづくり

プロジェクト～人口プロジェクト～」については、その具体的な取組みを総合戦略に掲

げる基本的施策を基に推進することとしています。 

 平成28年３月に策定した総合戦略は、令和元年度で計画期間が終了し、令和２年３月

に新たに策定した第２期総合戦略に基づいた取組みを進めています。 

 

(1) 基本方針及び基本目標 

① 基本方針 

奥州市の魅力あふれる観光資源と品質の高い農畜工芸産物を内外に発信すると

ともに、基幹産業である一次産業の基盤強化と企業誘致の促進による雇用環境の一

層の充実、そして、起業の推奨による新産業を創出し、豊かな自然と快適な都市基

盤が調和した生活利便性の高いまち、子育て環境に優れたまち、そして、ふるさと

に誇りをもち、幸せを実感できるまちをつくることを、第２期総合戦略の基本方針

とする。 

 

② 基本目標 

目標１ 安定した雇用と新しい産業の創出 

目標２ 出会いを通じた結婚支援、子育て環境ナンバーワンへ 

目標３ 体験を通じた新たな奥州ファンの開拓 

目標４ 地域愛の醸成と、安心・安全に生活できる個性豊かな地域社会の実現 

 

(2) 総合計画と総合戦略の関係 

 ① 後期基本計画策定に合わせた関係性の整理 

前期基本計画において、人口プロジェクトの具体的な取組みについては、総合戦略

に掲げる基本目標の下に位置付けられた基本的施策をもとに進めてきました。 

後期基本計画においても、引き続き総合戦略を基本として人口プロジェクトを推進

していきますが、令和元年度に策定した第２期総合戦略の人口減少対策に対する取組

みの分かりやすさや認知度、実効性をより高めるため、第２期総合戦略を本計画と一

体的に推進します。 

具体的には、令和２年度から令和６年度までとなっていた第２期総合戦略の計画期

間について、後期基本計画の目標年次である令和８年度まで２年延長し、総合戦略の

重要業績評価指標（ＫＰＩ）についても、目標年度を令和８年度として設定しました。 

 

  ② 関係性整理後の計画期間 

 

 

 

 

年度 H27 H28 H29 H30 H31(R1) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10～

総合戦略

総合計画

第１次総合計画 第２次総合計画　前期計画期間 第２次総合計画　後期計画期間 第３次～

基本構想（10年）

前期基本計画（５年） 後期基本計画(５年)

第１期奥州市総合戦略（５年）

第３次

奥州市総合計画

<現行>第２期奥州市総合戦略（５年） ２年延長

第１次

奥州市総合計画

次期

奥州市総合戦略
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(3) 人口目標 

   第２期総合戦略の計画期間における人口目標は、以下のとおりです。 

人口目標項目（単位）  策定時(平成30年度) 目標(令和８年度) 

社会増減（人）  △295 △102※1 

合計特殊出生率（％）  1.68※2 1.88※1 

総人口（人）  117,545※3 106,264※1 

※1 人口ビジョン目標値から積算 

※2 平成29年度値（出典：岩手県保健福祉年報） 

※3 平成30年度値（出典：奥州市統計書） 

 



 ３　奥州市総合計画体系図

➊ ➊ ➊ ➊ ➊

①学校教育の充実 ①福祉で安心・安全な地域づくりの推進 ①農地の生産性の向上 ①自然環境保全対策と環境学習 ①道路交通ネットワークの充実

②地域コミュニティ活動の活性化 ②社会の変化に対応した教育環境の推進 ②福祉を支える組織づくり・人づくりの推進 ②担い手の確保・育成 　の推進 ②道路環境の適正な維持管理

③市民公益活動の推進 ③包括的な福祉サービス提供の推進 ③消費者から支持される農畜産物の ②公害防止・放射線対策の推進

④男女共同参画社会形成の促進 ➋ 　生産力の強化 ③ごみ減量化に向けた３Ｒの推進

⑤多文化共生・姉妹都市交流の促進 ➋ ④農畜産物の需要拡大 ④地球温暖化対策･再生可能エネルギー

①歴史遺産の公開と活用 ⑤農山村の振興 　活用の推進 ①良質な住居環境の形成

➋ ②文化財の調査研究の推進 ①子育てを支える環境の整備 ⑥森林資源の保全と活用 ②安全で安心な水道水の安定供給

③文化財の保存と管理 ②子育て家庭への支援の充実 ➋ ③水洗化の促進と効率的な汚水処理

④文化財保護体制の充実 ③安心して出産できるための支援の充実 ➋ ④公園施設の維持管理

①生涯にわたる学習活動への支援 ④子どもがすこやかに育つための支援の充実 ①交通安全・防犯対策の推進 ⑤良好な景観の形成

②本に親しむ活動の推進 　 ①商業の振興 ②消費者被害の防止、相談体制の整備

③芸術文化の推進 ➌ ②中小企業の経営基盤の強化 　

③技術力・経営力向上への支援 ➌

➌ ①予防を重視した健康づくりの推進 ④産業間連携の促進と ①計画的な土地利用の推進

②心の健康づくりの推進 　新事業育成の支援 ①防災対策の充実 ②魅力ある都市拠点づくりの推進

①ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 ⑤企業誘致の推進 ②消防体制の強化 ③公共交通ネットワークの再構築

②競技水準の向上 ➍

③スポーツを支える基盤の整備 ➌ ➍

①高齢者の生活支援の充実

②介護予防の推進 ①観光客誘致の推進 ①ＩＣＴ利活用環境の整備

③介護サービスの充実 ②物産の振興 ②デジタル行政サービスの推進

③新たな体験型観光の推進

➎ ④観光物産関係団体との連携

①障がい者にやさしい地域づくりの推進 ➍

②障がい福祉サービスの充実

①雇用環境の向上

➏ ②人材育成の推進

①地域医療提供体制の確保
②市立医療機関の再編・充実

 奥州市総合計画体系図

みんなで創る
生きがいあふれる

まちづくり

未来を拓く
人を育てる

学びのまちづくり

健康で
安心して暮らせる

まちづくり

豊かさと
魅力のある
まちづくり

環境にやさしい
安全・安心な
まちづくり

快適な
暮らしを支える

まちづくり

道路環境の充実

①開かれた市政の推進

次代をつむぐ歴史遺産の
　保存と活用

➋
快適な住環境の実現

子育て環境の充実

市民参画と協働による
まちづくりの推進

「生きる力」を育む
学校教育の充実

みんなで支え合う
　　地域福祉の推進

農林業の振興
良好な自然・生活環境の
保全と循環型社会の形成

➊

豊かな生き方を築く
生涯学習・文化活動の推
進

安全・安心な
　　　　市民生活の実現

商工業の振興

災害に強い
      まちづくりの推進

障がい福祉の推進

雇用環境の向上と
人材育成

医療の充実

地域の特性を生かした
　まちづくりの推進

潤い豊かな
　スポーツライフの推進

健康づくりの推進

高齢者支援の推進

観光物産の振興 デジタル社会の構築

➌

１ ２ ３ ４ ５ ６

誇りと幸せを実感できるまちづくり ～人口プロジェクト～
（第２期奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

世界へ発信するまちづくり ～ＩＬＣプロジェクト～
（奥州市ＩＬＣまちづくりビジョン）

各施策の展開にあたっては、基本構想で掲げる項目を前提としつつ、
「後期基本計画策定における新たな考え方」を念頭に置いて推進しま
す。

<後期基本計画策定における新たな考え方> 
Ⅰ ＳＤＧｓの理念の具現化
Ⅱ デジタル技術の活用
Ⅲ 未知なる感染症への対策
Ⅳ 市内外に向けたシティプロモーション

27 28
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４ 部門別計画とＳＤＧｓの関係 

 

(1) ＳＤＧｓとは 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、2015

年の国連サミットにおいて、全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030

アジェンダ」の中に掲げられている「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい

社会の実現を目指す世界共通の目標です。 

2030年を達成年限とし、17のゴールと169のターゲットから構成されています。 
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(2) 各施策と奥州市版ＳＤＧｓの関連性について 

市が実施する施策についても、17の持続可能な開発目標をそれぞれの分野にお

ける取組との関連を踏まえ、持続可能な社会の実現に向け、多様な主体において

それぞれ連携・協働による取組を進めます。 

ＳＤＧｓは世界的な取組であり、地域ごとに取組むべき課題が異なるとともに、

解釈も人それぞれであるため、関係者の共通理解を図る必要があると考えます。 

このことから、こどもからお年寄りまで、ＳＤＧｓをより身近なものと捉え、

市民がひとつとなってＳＤＧｓに資する取組を推進していけるよう、ＳＤＧｓに

市の特徴を取り入れるなど、なじみやすいものとした「奥州市版のＳＤＧｓ」を

作成しました。 

この奥州市版ＳＤＧｓと各施策との関連性は、31ページから34ページに整理し

ました。 
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各施策と奥州市版ＳＤＧｓの関連性                                                           

 
 

(国連版) 

                 

１ 貧困を

なくそう 

２  飢餓

をゼロに 

３  すべ

ての人に

健康と福

祉を 

４  質の

高い教育

をみんな

に 

５  ジェ

ンダー平

等を実現

しよう 

６ 安全な

水とトイレ

を世界中に 

７ エネル

ギーをみん

なにそして

クリーンに 

８ 働きが

いも経済成

長も 

９ 産業と

技術革新の

基盤をつく

ろう 

10 人や国

の不平等を

なくそう 

11 住み続

けられるま

ちづくりを 

12 つくる

責任つかう

責任 

13 気候変

動に具体的

な対策を 

14 海の豊

かさも守ろ

う 

15 陸の豊

かさも守ろ

う 

16 平和と

公正をすべ

ての人に 

17 パート

ナーシップ

で目標を達

成しよう 

 

 

 

 

 

(奥州市版) 

                 

１ 共に生

きる社会の

実現を 

２  おい

しいと安

全を届け

よう 

３  心身

の健康と

しあわせ

をみんな

に 

４ 自由

に学べる

環境をみ

んなに 

５ お互

いを尊重

し合おう 

６ きれい

な水を今も

未来も 

７ 豊かな

自然を大切

なエネルギ

ーに 

８ 働きが

いのあるま

ちをつくろ

う 

９ 先端技

術を活用で

きるまちを

目指そう 

10 市民に

公平なまち

づくり 

11 安心と

魅力のある

まちづくり 

12 丸ごと

余さず使う

まちづくり 

13 気候変

動にしなや

かなまちづ

くり 

14 きれい

な北上川を

維持しよう 

15 豊かな

森を守ろう 

16 誰もが

安心・安全

を感じられ

る社会 

17 みんな

が「つなが

る」まちづ

くり 大綱 基本施策 施策 

１ 

み
ん
な
で
創
る
生
き
が
い
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り 

➊市民参画と協
働によるまちづ
くりの推進 

①開かれた市政の推進           ●     ● ● 

②地域コミュニティ活動の活性化           ●      ● 

③市民公益活動の推進           ●      ● 

④男女共同参画社会形成の促進 ●    ●     ● ●      ● 

⑤多文化共生・姉妹都市交流の促進 ●  ● ●      ● ●      ● 

➋豊かな生き方

を 築 く 生 涯 学

習・文化活動の

推進 

①生涯にわたる学習活動への支援    ● ●             

②本に親しむ活動の推進    ●              

③芸術文化の推進    ●              

➌潤い豊かなス

ポーツライフの

推進 

①ライフステージに応じたスポーツ活動の推進   ●  ●             

②競技水準の向上    ● ●             

③スポーツを支える基盤の整備   ●               

２ 

未
来
を
拓
く
人
を
育
て

る
学
び
の
ま
ち
づ
く
り 

❶「生きる力」
を育む学校教育
の充実 

①学校教育の充実 ●  ● ● ●       ●     ● 

②社会の変化に対応した教育環境の推進   ● ●  ● ●  ●  ●       

➋次代をつむぐ
歴史遺産の保存
と活用 

①歴史遺産の公開と活用    ●       ●      ● 

②文化財の調査研究の推進    ●       ●      ● 

③文化財の保存と管理           ●      ● 

④文化財保護体制の充実    ●       ●       

３ 

健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り 

➊みんなで支え
合う地域福祉の
推進 

①福祉で安心・安全な地域づくりの推進 ●  ●        ●      ● 

②福祉を支える組織づくり・人づくりの推進   ●        ●      ● 

③包括的な福祉サービス提供の推進 ●  ●        ●      ● 

➋子育て環境の
充実 

①子育てを支える環境の整備 ●  ●  ●   ●   ●      ● 

②子育て家庭への支援の充実 ●  ● ● ●      ●     ●  

③安心して出産できるための支援の充実 ●  ●        ●      ● 

④子どもがすこやかに育つための支援の充実 ●  ●        ●     ● ● 

➌健康づくりの
推進 

①予防を重視した健康づくりの推進   ● ●       ●      ● 

②心の健康づくりの推進 ●  ● ● ●     ●        

➍高齢者支援の
推進 

①高齢者の生活支援の充実 ●  ●        ●      ● 

②介護予防の推進   ● ●              

③介護サービスの充実 ●  ●        ●       

➎障がい福祉の
推進 

①障がい者にやさしい地域づくりの推進 ●  ● ●    ●         ● 

②障がい福祉サービスの充実 ●  ●        ●       

➏医療の充実 
①地域医療提供体制の確保 ●  ●        ●      ● 

②市立医療機関の再編・充実   ●        ●       
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(国連版) 

                 

１ 貧困を

なくそう 

２  飢餓

をゼロに 

３  すべ

ての人に

健康と福

祉を 

４  質の

高い教育

をみんな

に 

５  ジェ

ンダー平

等を実現

しよう 

６ 安全な

水とトイレ

を世界中に 

７ エネル

ギーをみん

なにそして

クリーンに 

８ 働きが

いも経済成

長も 

９ 産業と

技術革新の

基盤をつく

ろう 

10 人や国

の不平等を

なくそう 

11 住み続

けられるま

ちづくりを 

12 つくる

責任つかう

責任 

13 気候変

動に具体的

な対策を 

14 海の豊

かさも守ろ

う 

15 陸の豊

かさも守ろ

う 

16 平和と

公正をすべ

ての人に 

17 パート

ナーシップ

で目標を達

成しよう 

 

 

 

 

 

(奥州市版) 

 

                

１ 共に生

きる社会の

実現を 

２  おい

しいと安

全を届け

よう 

３  心身

の健康と

しあわせ

をみんな

に 

４ 自由

に学べる

環境をみ

んなに 

５ お互

いを尊重

し合おう 

６ きれい

な水を今も

未来も 

７ 豊かな

自然を大切

なエネルギ

ーに 

８ 働きが

いのあるま

ちをつくろ

う 

９ 先端技

術を活用で

きるまちを

目指そう 

10 市民に

公平なまち

づくり 

11 安心と

魅力のある

まちづくり 

12 丸ごと

余さず使う

まちづくり 

13 気候変

動にしなや

かなまちづ

くり 

14 きれい

な北上川を

維持しよう 

15 豊かな

森を守ろう 

16 誰もが

安心・安全

を感じられ

る社会 

17 みんな

が「つなが

る」まちづ

くり 大綱 基本施策 施策 

４ 

豊
か
さ
と
魅
力
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り 

➊農林業の振興 

①農地の生産性の向上  ●       ●   ● ●  ●  ● 

②担い手の確保・育成  ●      ●       ●  ● 

③消費者から支持される農畜産物の生産力の強化        ● ●   ●     ● 

④本市の農畜産物の需要拡大  ●  ●    ● ●   ● ●  ●  ● 

⑤農山村の振興           ●  ● ● ●  ● 

⑥森林資源の保全と活用      ●  ● ●   ● ● ● ●  ● 

➋商工業の振興 

①商業の振興        ●   ●      ● 

②中小企業の経営基盤の強化        ● ●        ● 

③技術力・経営力向上への支援        ● ●        ● 

④産業間連携の促進と新事業育成の支援        ● ●        ● 

⑤企業誘致の推進        ● ●        ● 

➌観光物産の振

興 

①観光客誘致の促進        ●   ●    ●  ● 

②物産の振興        ● ●  ●      ● 

③新たな体験型観光の推進        ●   ●    ●  ● 

④観光物産団体との連携        ●   ●      ● 

➍雇用環境の向上
と人材育成 

①雇用環境の向上     ●   ● ● ●       ● 

②人材育成の推進    ●    ● ●        ● 

５ 

環
境
に
や
さ
し
い
安
全

・
安
心
な
ま

ち
づ
く
り 

➊良好な自然・
生活環境の保全
と循環型社会の
形成 
 

①自然環境保全対策と環境学習の推進    ●       ● ● ● ● ●  ● 

②公害防止・放射線対策の推進   ●   ●     ● ●  ● ●   

③ごみ原減量化に向けた３Ｒの推進   ● ●  ●     ● ●  ● ●  ● 

④地球温暖化対策・再生可能エネルギー活用の推進    ●   ●   ● ● ● ●  ●  ● 

➋安全・安心な
市民生活の実現 
 

①交通安全・防犯対策の推進   ●             ● ● 

②消費者被害の防止、相談体制の整備 ●         ●      ● ● 

➌災害に強いま

ちづくりの推進 

①防災対策の充実    ●       ●  ●    ● 

②消防体制の強化           ●  ●    ● 

６ 

快
適
な
暮
ら
し
を
支
え
る
ま
ち
づ
く
り 

➊道路環境の充
実 
 

①道路交通ネットワークの充実         ●  ●       

②道路環境の適正な維持管理         ●  ●       

➋快適な住環境
の実現 
 

①良好な住居環境の形成           ●       

②安全で安心な水道水の安定供給   ●   ●   ●         

③水洗化の促進と効率的な汚水処理   ●   ●        ●    

④公園施設の維持管理           ●      ● 

⑤良好な景観の形成           ●      ● 

➌地域の特性を
生かしたまちづ
くりの推進 
 

①計画的な土地利用の推進           ●      ● 

②魅力ある都市拠点づくり           ●      ● 

③公共交通ネットワークの再構築 ●        ● ● ●      ● 

➍デジタル社会
の構築 

①ＩＣＴ利活用環境の整備    ●    ● ●  ●     ●  

②デジタル行政サービスの推進         ●  ●       
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５ 部門別計画 
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大綱１ みんなで創る生きがいあふれるまちづくり 

基本施策➊ 市民参画と協働によるまちづくりの推進       P.37 

基本施策➋ 豊かな生き方を築く生涯学習・文化活動の推進    P.43 

基本施策➌ 潤い豊かなスポーツライフの推進          P.47 

  

大綱２ 未来を拓く人を育てる学びのまちづくり 

基本施策➊ 「生きる力」を育む学校教育環境の充実       P.51 

基本施策➋ 次代をつむぐ歴史遺産の保存と活用         P.54 

   

大綱３ 健康で安心して暮らせるまちづくり 

基本施策➊ みんなで支え合う地域福祉の推進          P.59 

基本施策➋ 子育て環境の充実                 P.63 

基本施策➌ 健康づくりの推進                 P.68 

基本施策➍ 高齢者支援の推進                 P.71 

基本施策➎ 障がい福祉の推進                 P.75 

基本施策➏ 医療の充実                    P.78 

 

大綱４ 豊かさと魅力のあるまちづくり 

基本施策➊ 農林業の振興                   P.81 

基本施策➋ 商工業の振興                   P.88 

基本施策➌ 観光物産の振興                  P.95 

基本施策➍ 雇用環境の向上と人材育成             P.100 

  

大綱５ 環境にやさしい安全・安心なまちづくり 

基本施策➊ 良好な自然・生活環境の保全と循環型社会の形成   P.103 

基本施策➋ 安全・安心な市民生活の実現            P.109 

基本施策➌ 災害に強いまちづくりの推進            P.112 

  

大綱６ 快適な暮らしを支えるまちづくり 

基本施策➊ 道路環境の充実                  P.115 

基本施策➋ 快適な住環境の実現                P.118 

基本施策➌ 地域の特性を生かしたまちづくりの推進       P.125 

基本施策➍ デジタル社会の構築                P.129 

 



１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

・市民が市政に参画し、協働によるまちづくりを進めるためには、市の施策や事業の意思決定、実施
過程等の透明性を高め、説明責任を果たすことが必要です。

・少子化が進むとともに独居世帯が増えている現状において地域コミュニティを維持、発展させてい
くためには、これまで以上に幅広い世代による地域運営への参画が求められます。また、地域コミュ
ニティ組織については、イベント実施型から地域課題解決型への転換をするなど、組織のあり方をシ
フトさせていく必要があります。

・多くの市民公益活動団体が生まれ、協働の担い手として大きな力となってきています。しかし、市
民の認知度が低い、団体同士、地区振興会、企業等との情報交流及び交換の場やツールが限定的であ
る、手本となる事例や参考となる情報が得にくい状況にあるなどの理由により、活動の広がりや担い
手の確保につながっていません。

・技能実習生の増加等により、日本語が得意でない外国人住民が増加していますが、同じ地域コミュ
ニティの一員として互いに理解・協力し合える社会づくりが求められています。

・家庭内における家事・育児のように、男女の役割分担について変化が見られる分野もありますが、
地域や職場における方針決定の場面における女性の参画については、あまり進んでいません。

・協働のまちづくりアカデミーは協働の担い手育成を目標としていますが、各地域における人口減少
や高齢化に加え、その修了生と地域づくり団体とがうまくつながることができず、地域づくり活動の
担い手不足の解消には至っていません。

・市民の市政への参画をさらに促すためには、市民に市政への関心を持ってもらうことが大切です。
パソコンやスマーフォン等の普及によって、行政の情報伝達手段は多種多様化しており、若者や高齢
者等、それぞれの生活形態に合わせたわかりやすい情報の発信を行うことが求められています。

地域コミュニティ活動の活性化

市民公益活動の推進

男女共同参画社会形成の促進

・国及び自治体が保有する公共データを国民・企業等が利用しやすい形で公開することで、様々な情
報との連携が強化されることにより、新たな価値の創造が強く期待されています。

多文化共生・姉妹都市交流の促進

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

・市民からの声を市政運営に取り入れるため、広聴活動の重要性が増していますが、特にも若い世代
や女性からの声を十分に聴取できていない状況となっています。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

　市民が市政に参画する機会を増やし、その声を積極的に市政運営に取り入れるとともに、地域や市
民公益活動団体等と連携して地域課題の解決に努め、地域の特性を活かした個性豊かなまちづくりを
進めます。

みんなで創る生きがいあふれるまちづくり

１－１　市民参画と協働によるまちづくりの推進

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

市民参画と協働によるまちづくり
の推進

開かれた市政の推進
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 19.1 17.0 16.0

％ 4.7 6.5 7.5

件 3,400,771 3,516,986 3,659,073

市公式ツイッターのフォロワー数 件 8,212 9,982 11,005

※１ 現状値は、令和元年に実施した総合計画・総合戦略アンケート調査の結果による。

７　個別計画

なし

指標名

市政についての審議会、研修会等に
参加したくないと思う市民の割合

目標年度までに３％の減を目指

します。※１

　市政に関心を持てるような広報紙を作成するとともに、利用者にとって
閲覧しやすいホームページの提供に努めます。また、ＳＮＳやアプリケー
ション、ラジオ放送などそれぞれの特性を活かした多様な手段により、市
内外へ効果的なプロモーション活動を行います。

⑤公開するオープンデータ
の拡充と利活用の取組支援

　市が保有する公共データの公開を利活用が容易なデータ形式で進めると
ともに、オープンデータの普及啓発、モデル事例の提供等により、公共
データの民間での利活用を促進します。

市の審議会等における公募委員の比
率

毎年約０．５％の増を目指しま
す。

市公式ホームページのアクセス数

目標設定の考え方

毎年フォロワー数５％増を目指
します

毎年アクセス数２％増を目指し

ます※２

※２　Ｒ2は新型コロナウイルスの影響でアクセス数が大幅に増えたため、R1の実績値（3,185,443件）を基に目標値を算出した

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

　市政に関する理解とまちづくりに対する参画意識を高めるとともに、市
民の意識や動向を的確に把握するため、幅広い年齢層や多様な主体に対す
る広聴活動を展開し、市政への反映を目指します。

施策の目標

施策の方向（具体的取組策）

③広聴活動の充実

　行政情報の公開にあたっては、個人情報の厳密な管理及びセキュリティ
対策を徹底し、適切かつ迅速な対応を行います。

①市政への市民参画機会の
確保

　市民参画条例に基づいて、あらゆる市民が市政に参画できる機会を確保
するとともに、その声をしっかりと市政に反映させることを目指します。

④行政情報の公開と個人情
報保護対策の充実

②わかりやすい市政情報の
提供

施策名

主な取り組み内容

あらゆる市民が市政に参画する機会を創り、市民とのパートナーシップのもとにま
ちづくりを推進します。

１－１－１　開かれた市政の推進
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 101 141 161

千人 397 487 557

７　個別計画

奥州市協働のまちづくり指針（平成23年度策定、令和２年度改訂）

　協働の担い手が市内の各地域において、地域課題解決に向けた持続的活
動ができるよう、協働のまちづくりアカデミーによる人材の発掘・育成を
行います。その修了生が主体となった活動を支援し、それぞれの地域にお
いて活躍している事例を紹介しながら、地域の担い手になり得る人材と地
域がつながる支援を行います。

②地域自治組織の運営支援

　地域主体の地域づくり活動を促進し、自立した地域運営へ誘導するた
め、地区振興会の運営に要する経費について、今後も引き続き財政支援を
行うとともに、地域の活性化に資する情報の提供を進めるため、協働によ
る取組み事例を発表する場の設置や情報誌、ＳＮＳでの情報発信に取組み
ます。

③自主的な地域づくり活動
への支援

　地域づくり活動の拠点として、地区センターを地域住民が安心して利活
用できるよう、今後も施設の適正な維持管理に努めるとともに、地域づく
り団体自らが地域課題を認識して、計画的にその解決に向けた活動に取り
組むことができるよう「協働のまちづくり交付金」や「地域運営自立チャ
レンジ補助金制度」などの制度を運用します。

指標名 目標設定の考え方

①地域づくり活動のリー
ダーとなる人材の育成

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

施策の目標
　住民が地域社会の構成員としての自覚を持ち、互いに支え合いながら主体的に取
り組むまちづくりを目指します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 １－１－２　地域コミュニティ活動の活性化

※　新型コロナウイルス感染拡大防止のための利用者数減少の影響の大きさを考慮し、大幅に件数が減少したＲ2の397千人から
Ｒ3は横ばい、Ｒ4以降は毎年約７％ずつ徐々に回復し、Ｒ8にはＲ1の水準となるよう目標値を設定した。

次世代の地域づくり活動を担う
ことが期待されるアカデミー修
了生について、人材育成を測る
指標として毎年10名の増を目指
します。

地区センター利用者数

地域づくり活動の拠点である地
区センターの利活用に関する指
標として毎年７％増を目指しま
す。※

協働のまちづくりアカデミー修了者
数(累計)
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

事業 4 20 28

団体 214 234 244

７　個別計画

奥州市協働のまちづくり指針（平成23年度策定、令和２年度改訂）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 １－１－３　市民公益活動の推進

施策の目標
市民公益活動を積極的に支援します。また、市民や団体、団体同士が情報交換、情
報共有できる場をつくり、新たな市民公益活動を興していくとともに、活動の継承
につなげ、市民が主体となった活力あるまちづくりを進めます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①市民公益活動への支援
　協働の提案テーブルの運用や市民提案型協働支援事業制度による活動支
援により、市民公益活動を積極的に支援します。

②市民活動支援センターの
機能の充実

　市民公益活動団体の活動内容を多様なメディアにより発信し、市民の認
知度を高めるとともに、市民公益活動団体同士が相互に交流できる場を創
ります。

指標名 目標設定の考え方

市民提案型協働支援事業認定事業数
認定事業数の毎年度４件増を目
指します。

市民活動支援センター登録団体数
登録団体数の毎年度５団体増を
目指します。

40



①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ ―※ 60 50

％ 25.6 30 40

７　個別計画

第２次奥州市男女共同参画計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

※令和３年度にアンケートを実施したため現状値(R2)はなし

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 １－１－４　男女共同参画社会形成の促進

施策の目標
　従来の性別による固定的な役割分担にとらわれず、自らの能力を生かして自由に
行動・生活できる男女共同参画社会を目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①男女共同参画の普及啓発
　男女共同参画の普及啓発に資する講演会やセミナーの開催や市広報、
ホームページにおける情報提供などにより、男女共同参画の普及啓発に努
めます。

③性の多様性に対する理解
の促進

　講演会やセミナーを通じて、性的少数者(セクシャルマイノリティ)に対
する理解を深め、性的少数者の人権が守られる社会を目指します。

②市の政策方針決定の場へ
の女性の登用

　各種審議会、委員会等における女性の積極的な登用に努め、市政方針決
定の場における女性参加率の向上を目指します。

指標名 目標設定の考え方

社会習慣の中で男性が優遇されてい
ると感じている人の割合

不平等感を感じている人の割合
を1/2程度まで下げることを目
指します。

市の審議会等における女性委員の比
率

将来的には男女比率が等分とな
ることを目指します。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ ―※ 80.00 90.00

７　個別計画

なし

※令和３年度にアンケートを実施したため現状値(R2)はなし

②国際交流関係団体との連
携強化

　日本語教室、各種相談窓口の開設、多言語による情報発信、医療通訳ボ
ランティアの派遣や災害時における適切な情報発信など、外国人住民が安
心・安全に暮らせるための環境を整えます。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 １－１－５　多文化共生・姉妹都市の交流の促進

主な取り組み内容

③姉妹都市交流の促進
　姉妹都市への関心を高め、国際感覚を備えた人材の育成に努めます。ま
た、市内の各種イベント等において、関係部署や団体と連携し、姉妹都市
の紹介や、物産ＰＲに努め、幅広い分野への浸透を目指します。

指標名 目標設定の考え方

　市内外の国際交流関係団体との連携を促進し、外国人住民や外国人観光
客にやさしいまちづくりを目指します。

日本語で日常の会話ができる外国人
住民の割合

技能実習生などの外国人住民が
日本語で日常の会話ができるこ
とを目指します。

施策の目標
外国人住民が地域コミュニティの一員として、安心・安全に暮らせる環境を整えま
す。また、国内外の姉妹都市との交流を通して、異文化理解に加え、幅広い分野へ
の波及効果を目指します。

施策の方向（具体的取組策）

①外国人市民が安心・安全
に暮らせる環境づくり
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

みんなで創る生きがいあふれるまちづくり

１－２　豊かな生き方を築く生涯学習・文化活動の推進

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

豊かな生き方を築く生涯学習・文
化活動の推進

生涯にわたる学習活動への支援

本に親しむ活動の推進

芸術文化の推進

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

　地域の伝統・文化を尊重し、これを育んできた郷土を愛することを自己認識の起点とし、赤ちゃんか
ら高齢者までの幅広い世代や障がい者や外国人住民などあらゆる市民一人ひとりが自主的に自己を研鑽
するとともに、市民の相互支援、協働などによる、学びの成果の効果的な活用を通じて、新しい価値を
創造し豊かで生きがいのある人生を構築できるまちを目指します。
　また、市民の主体的で多様な芸術文化活動がもたらす潤いを通じ、心豊かで活力あるまちを目指しま
す。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・市民一人ひとりの生活環境や生活課題が多種多様化しているなかで、市民は健康で文化的な生活を求
めており、学習活動に対するニーズも多様化しています。

・地域の特色を生かした活動を進めている地区振興会や地域の学びに関わる団体等に対しては、地域課
題の解決に向けた生涯学習事業等が効果的に実施できるよう、知識習得や手法向上に繋がる人材育成の
ための継続的な支援が不可欠です。

・読書の推進活動では、岩手県子どもの読書状況調査によれば、年齢が高くなるにつれて１か月平均の
読書冊数が減少傾向にあり、活字離れが進んでいる状況にあることから、本に親しむ取り組みが必要で
す。

・価値観やライフスタイルの多様化、高齢化の進展により活動の継続が懸念される文化活動について
は、芸術文化団体の幅広い交流により活性化を図るとともに、気軽に芸術文化活動に参加できるような
環境の整備を進め、多彩な芸術鑑賞機会を提供することが必要です。

・新型コロナウイルスの影響を受け、集い、活動することが難しく、不安やストレスを抱えている人々
が、学習や芸術文化活動を通じて健やかな日常を取り戻せるように、関係機関や団体の協力のもと、感
染対策を講じ、安心して学習・芸術文化活動に取り組める場の提供を進めていくことが必要です。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 18.41 53.00 55.00

※R2は新型コロナウイルスの影響で大幅に減少したため、R1の実績値（55.97％）を基に目標値を設定した。

７　個別計画

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 １－２－１　生涯にわたる学習活動への支援

施策の目標
　地域リーダーの養成や地域の教育力を高めるとともに、市民誰もが自ら学び続け
る社会を目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①生涯学習事業の推進

　市全域での生涯学習への取り組みや、各地域にて積極的に取り組んでい
る生涯学習事業を広げていくために、各種取り組みを一体的に進めます。
　市民の多様な学習ニーズに対応するために、関係機関や団体と連携し
て、多様な学習機会を提供できる体制を充実します。

②地域支援体制の構築

　地区振興会等の企画運営する地域課題の解決に向けた生涯学習事業等が
効果的に実施できる体制を整備するため、人材育成等各種研修会を開催す
るとともに、これまで培ってきた知識や経験を持った人材の活用を進めま
す。

③家庭教育の支援
　家庭環境や地域社会の変化により複雑化・多様化する課題の解決が図れ
るよう、学習機会の提供や学習活動の支援などにより、家庭での教育力の
向上を図ります。

④青少年育成の推進

　地域の中で子どもたちが心豊かで健やかに育つことができる環境づくり
を目指し、岩手県教育振興運動と協調しながら、家庭（子、保護者）、地
域、学校、行政の連携を強化するとともに、青少年の社会参加・体験活動
を支援し地域コミュニティの活性化を推進します。

⑤生涯学習施設の適正な維
持管理

　生涯学習施設の安全管理や維持修繕などにより、適正な維持管理に努め
ます。

指標名 目標設定の考え方

社会教育講座受講者数対総人口比率
Ｒ１の実績値に回復させること
を目指します。※

奥州市教育振興基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）
第２期奥州市生涯学習基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）
第５次奥州市放課後子どもプラン（令和２年度策定）
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 82.84 85.00 90.00

冊 5.00 5.10 5.10

７　個別計画

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 １－２－２　本に親しむ活動の推進

施策の目標
　ライフステージに応じた読書活動を推進するとともに、読書活動を支える人材の
育成・活用と図書資料や施設などの整備を進めます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①子ども読書活動の推進

　読書による豊かな情操と自由な想像力の習得が、社会の変化への対応や
様々な課題の解決の一助となるよう、「奥州市子どもの読書活動推進計
画」に基づき、図書館や親子ライブラリー「えほんの森」、読み聞かせ活
動等を通じ、幼少期から本に親しむ事業の展開に努めます。
　また、読書活動を支えるボランティア等人材を育成し、その活動を支援
します。

②図書館利用を通じた課題
解決支援

　各種調査活動における相談業務の実施、図書に関する情報の提供、行政
諸課題や利用者ニーズを反映した企画展の開催等により、市民が抱える課
題の解決を支援します。

③図書資料・視聴覚教材の
整備充実

　図書の蔵書充実と利用者にとって効果的な配置に努めるとともに、岩手
県南第一地域視聴覚教育協議会の事業を活用した視聴覚教材の充実に努め
ます。

④図書館の適正な維持管理 　図書館の維持修繕などにより、適正な維持管理に努めます。

指標名 目標設定の考え方

図書貸出利用者総数対総人口比率
Ｒ１の実績値に回復させること
を目指します。※

市民一人当たり図書等貸出冊数 現状維持に努めます

※　図書貸出利用者総数対総人口比率について、R2は新型コロナウイルスの影響で大幅に減少したため、R1の実績値（91.87％）
を基に目標値を設定した。

奥州市教育振興基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）
第２期奥州市生涯学習基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）
第３次奥州市子どもの読書活動推進計画（平成30年度策定）
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 95.5 240.0 240.0

※R2は新型コロナウイルスの影響で大幅に減少したため、R1の実績値（241.8％）を基に目標値を設定した。

７　個別計画

　文化会館の安全管理や維持修繕などにより、適正な維持管理に努めま
す。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 １－２－３　芸術文化の推進

施策の目標
　芸術文化がもたらす喜びや感動が、市民の主体的で多様な芸術文化活動につなが
る社会を目指します。
　また、これまで地域で培われた活動の継承と発展を目指します。

指標名 目標設定の考え方

文化会館利用者数対総人口比
Ｒ１の実績値に回復させること
を目指します。※

奥州市教育振興基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）
第２期奥州市生涯学習基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①市民の芸術文化活動の推
進

　幼少期から優れた芸術文化の鑑賞や参加機会を提供することで子どもの
情操を養い、芸術文化活動の発展を支援します。
　また、奥州市芸術文化協会をはじめとする関係機関・団体などと連携し
ながら、芸術文化活動環境の醸成に努めます。
　さらに、市民の自主性を持った芸術文化活動の発表や鑑賞機会が、新た
なファンを創造する循環型の活動を支援します。

②文化会館の適正な維持管
理
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

みんなで創る生きがいあふれるまちづくり

１－３　 潤い豊かなスポーツライフの推進

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

潤い豊かなスポーツライフの推進
ライフステージに応じたスポーツ活動の
推進

競技水準の向上

スポーツを支える基盤の整備

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

スポーツを通じて、市民が生涯にわたり心身ともに健康でいきいきとした生活を営むことができるま
ちづくりを目指します。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・市民の日常生活は多様化しており、これまで実施してきたスポーツ事業の中には、参加者数の減
少、固定化や、多様化する市民のニーズに合致しなくなってきているものもあります。そのために
も、ニュースポーツを含む様々なスポーツ需要に応えるための新たな事業展開が必要です。

・スポーツ活動を通じて相互の地域的な連帯を深め、明るいコミュニティづくりに寄与するため、市
民が主体的に取り組めるような環境づくりが必要です。
・コロナ禍の状況ではありますが、奥州市民の一体感を醸成するため、全市的なイベントの継続開催
が必要です。
・スポーツ活動の意識を高めるには、競技水準の向上に伴う気運の高まりが大変重要であり、国際大
会や全国大会などで活躍する選手の育成、指導者の養成が必要です。
・各種大会の開催や競技の普及活動、競技水準の向上、コミュニティスポーツ活動の奨励には、体育
協会をはじめとする各種団体との連携が必要不可欠です。
・スポーツに接する機会を創出するためには、イベントや施設の利用状況などの様々な情報をホーム
ページ、SNS、報道機関、関係団体を通じて提供することが必要です。
・安全にスポーツ活動が行なえる環境の整備が求められており、そのためには施設の適正な維持管理
が必要です。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 58.30 65.00 65.00

人 25 27 28

７　個別計画

奥州市教育振興基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

奥州市スポーツ推進基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 １－３－１　ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

施策の目標  市民誰もが気軽にスポーツをできる社会を目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①全市事業の推進
　全市民が参加できるスポーツイベントを開催し、市民のスポーツ活動を
推進します。また、市民の様々なニュースポーツ需要に応えるための事業
を展開します。

②コミュニティスポーツの
支援

　スポーツ団体が主催するスポーツ活動に対する支援を行うほか、スポー
ツ推進委員との連携のもとに地域のスポーツ活動を支援します。あわせ
て、地域の連帯を深め、コミュニティづくりに寄与するため、積極的か
つ、主体的に取り組めるような環境づくりを進めます。

③スポーツに接する機会の
提供

　各種スポーツに関する情報を広報、ホームページ、報道機関、関係団体
を通じて周知することで、スポーツに接する機会を提供します。

指標名 目標設定の考え方

成人の週１回以上のスポーツ実施率
国が第２期スポーツ基本計画に
て掲げる目標値である65％を目
指します。

スポーツリーダーバンク登録者数
現状値より概ね10％増を目指し
ます。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 1 40 40

人 6 67 67

※１　R2は新型コロナウイルスの影響で大幅に減少したため、Ｈ27の実績値（26人）を基に目標値を設定した。

※２　R2は新型コロナウイルスの影響で大幅に減少したため、Ｈ27の実績値（56人）を基に目標値を設定した。

７　個別計画

奥州市教育振興基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

奥州市スポーツ推進基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 １－３－２　競技水準の向上

施策の目標
選手育成や指導者養成の支援により競技水準の向上を図り、競技者の目標となる選
手の輩出を目指すとともに、スポーツへ取り組む意欲を喚起します。

Ｈ27の現状値より概ね20％増を
目指します。※２

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①選手育成、強化
　トップアスリートの輩出を目指し、幼児期からスポーツに親しむ機会の
提供、優秀な指導者の調査・招聘促進をし、競技水準の向上を図ります。

②指導者養成 　各種指導者講習会を開催し、指導者の質の向上を図ります。

指標名 目標設定の考え方

国民体育大会出場者数
Ｈ27の現状値より概ね50％増を
目指します。※１

県民体育大会優勝者数
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 382,699 605,000 605,000

人 116,741 148,000 148,000

※１　R2は新型コロナウイルスの影響で大幅に減少したため、R1の実績値（576,984人）を基に目標値を設定した。

※２　R2は新型コロナウイルスの影響で大幅に減少したため、R1の実績値（141,417人）を基に目標値を設定した。

７　個別計画

奥州市教育振興基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

奥州市スポーツ推進基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 １－３－３　スポーツを支える基盤の整備

施策の目標
スポーツ関係団体の運営や活動の支援、団体と連携した施策を展開します。
また、施設、設備などの適正な管理を行い、市民のスポーツ環境を整備します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①施設の適正な配置と維
持・管理

　必要な施設を見極めて配置し、施設の適正な維持、管理に努めます。

②スポーツ推進委員との連
携

　市の事業をスポーツ推進委員と連携し、円滑に実施します。
　コミュニティスポーツ活動をスポーツ推進委員が地域の団体などと連携
し主体的に進めます。

学校施設開放の利用者数
Ｒ１の現状値より概ね５％増を
目指します。※２

③関係団体との連携
　スポーツ団体の事業運営が適正に行われるよう支援します。
　総合型地域スポーツクラブの設立、運営を支援します。

指標名 目標設定の考え方

体育施設の利用者数
Ｒ１の現状値より概ね５％増を
目指します。※１
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

・特別な支援を要する児童・生徒は年々増加しており、障がいや発達の状況に応じた教育課程の編成や支援は
行われているものの、個別の指導計画・個別の教育支援計画の活用促進や校内体制による支援の充実を図る必
要があります。

・経済的理由により就学が困難な児童生徒への支援対策として、就学支援制度や奨学金制度を広くＰＲする必
要があります。また、奨学基金の計画的運用のために、滞納対策の強化が必要です。

・学校給食施設の統廃合を図りながら、適正規模の調理人員及び車両等備品の配置を行い、安心・安全な学校
給食の提供に努める必要があります。

・老朽化した教育施設が多く、適正な維持管理を行うためには、耐震改修を急ぐとともに、改修や改築を計画
的に進める必要があります。
・児童生徒数の減少により、学校及び学級の小規模化が進んでいます。教育活動を行う上での適正規模に応じ
た学校の再編を進める必要があります。

・児童生徒の「学力」の現状は、標準学力検査の結果から、小学校は全国平均を上回っていますが、中学校は
下回っています。児童生徒に確かな学力を保障するために、基礎・基本の確実な定着を図る取組や、協働的な
学びを活かした学習内容の理解・習得につながる授業改善を推進する必要があります。

・文部科学省の「ＧＩＧＡスクール構想」に伴う一人一台の教育用コンピューターが配備されますが、教育用
コンピューターの活用や電子教科書の導入を見据え、教育現場や情報機器に精通した外部の人材等を活用し、
ＩＣＴを利用した効果的な学習を進める必要があります。

・児童生徒の「豊かな心」の現状は、全国学力・学習状況調査の結果から、小・中ともに規範意識や思いやり
の心が概ね育っていますが、自己肯定感はやや低い状況にあります。子どもの権利を踏まえ、児童生徒が生き
生きと充実した学校生活を送るために、安心感のある集団づくりや、不登校やいじめの未然防止・早期発見等
の取組を推進する必要があります。

・運動に親しむ資質・能力の基礎を育て、健康の保持増進と体力の更なる向上を図るため、授業改善の事例や
「希望郷いわて元気・体力アップ60（ロクマル）運動」の各校の取組を共有する等、学校組織全体での取組を
推進する必要があります。

・幼児教育、保育、小学校（以下「幼保小」という。）の連携は様々な活動を通して図られているものの、接
続のための取組は十分とは言えない状況にあります。子どもたちの小学校生活への円滑な移行を図るうえで、
「接続カリキュラム」を基にした教育課程上の連携を推進する必要があります。

社会の変化に対応した教育環境の推進

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

「学ぶことが奥州市の伝統であり未来である」という教育理念に基づき、十分な安全性を備えた安心感
のある教育環境のもとで、児童生徒の「生きる力」を育みます。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・学校経営の充実については、まなびフェストの作成と活用による目標達成型の学校経営は定着しています
が、コミュニティ・スクールの完全実施に向け、学校運営協議会の設置について具体的に進め、より地域に密
着した学校経営を目指していく必要があります。

未来を拓く人を育てる学びのまちづくり

２－１　「生きる力」を育む学校教育の充実

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

「生きる力」を育む学校教育の充
実

学校教育の充実
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

-
小5 106
中2  97

小5 106
中2  99

小5 106
中2 100

% 63 70 80

% 68 75 80

% ―※１ 小6 80.6
中3 75.0

小6 82.0
中3 77.0

%
小 0.68
中 3.19

小 0.65
中 3.15

小 0.60
中 3.10

% ―※２ 小5 110
中2 109

小5 110
中2 109

※１　R2は新型コロナウイルスの影響で実施できなかったため、R1の実績値（小6 79.2%、中3 75.0%）を基に目標値を算出した。

※２　R2は新型コロナウイルスの影響で実施できなかったため、R1の実績値（小5 110%、中2 109%）を基に目標値を算出した。

７　個別計画

奥州市教育振興基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

授業中にＩＣＴを活用して指導する
能力を持つ教員の割合

増加を目指します。

児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能
力を持つ教員の割合

増加を目指します。

自己肯定感をもった児童生徒の割合
(全国学力・学習状況調査質問紙による)

増加を目指します。

不登校児童生徒の出現率 減少を目指します。

全国体力・運動能力調査における総合評
価（Ａ,Ｂ,Ｃ）の全国平均との対比

現状維持を目指します。

⑨就学等支援の充実

　教育機会の均等化を図るため、経済的理由や地理的条件等により就学が困難な児童・生
徒に必要な補助や支援を行います。
　また、奥州市奨学基金を活用し、社会に有用な人材を育成するため、経済的理由により
修学が困難な者に対して奨学金を貸与するとともに、奨学金の返還が滞っている者につい
ては、適時適切に納付勧奨及び相談を実施し、滞納の解消に努めます。

指標名 目標設定の考え方

標準学力検査における全国平均との
対比

小学校は現状維持を、中学校は全
国平均を目指します。

⑥幼保小連携の充実

　市内の先進的な実践を基に、各小学校を中心とした「接続カリキュラム」による取組を
推進し、幼保小の円滑な接続を図ります。
　また、幼保小の円滑な接続、教員の資質向上を目指し、幼児教育アドバイザー事業や拡
大園内研を実施します。

⑦特別支援教育の推進
　特別な支援を必要とする児童生徒に対して、特別支援教育コーディネーターを中心とし
た教育相談体制を整えます。併せて、支援計画を作成して、一人ひとりの教育的ニーズに
対応する指導・支援体制を整えます。

⑧学校法人への支援
　学校法人が設置する私立学校の運営経費や特色ある学校づくり、施設整備事業に対して
補助金を交付します。

③情報教育の推進
　情報教育環境の整備を進めるとともに、教育現場や情報機器に精通した教員のスキル
アップを図るため研修会等を実施します。
　また、学校のＩＣＴ支援体制を整えＩＣＴを有効活用した効果的な学習を進めます。

④心の教育の充実
　人とのかかわりを大切にし、自己肯定感を養う活動を推進します。
　また、不登校児童生徒に対して学校と関係機関が連携・協力して支援を行う体制を充実
させるとともに教育相談の充実に努めます。

⑤健やかな体を育む教育
の充実

　体力の維持・向上を図る取組を推進します。
　また、望ましい生活習慣の形成を目指すために、地域の食材を取り入れた学校給食の実
施、健康診断結果を踏まえた保健指導などを実施します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①学校経営の充実
　まなびフェストの作成と活用による目標達成型の学校経営を継続します。
　また、学校運営協議会を設置し、より充実した学校経営を目指します。

②確かな学力を保障する
教育の充実

　適切な教育課程の編成、学習環境の整備を行います。諸調査による児童生徒の実態把
握、協働的な学びを活かした授業改善と教員の指導力の向上を図る研修を充実させます。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ２－１－１　学校教育の充実

施策の目標

　全ての児童生徒に確かな学力と学びの機会を保障し、「生きる力」を育むため、学校経営の充
実を図りながら、知・徳・体のバランスのとれた学校教育を充実させます。
　また、経済的理由により小・中学校での学習に支障をきたす世帯に学校経費の一部を支援する
とともに、義務教育より上の教育に進むことが困難な人に対しては、奨学金を貸与して修学の機
会を確保します。併せて市内学校法人への支援を行い、私立学校教育の振興を目指します。

52



①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 75.0 100.0 100.0

％ 92.6 92.6 100.0

％ 47.4 56.4 60.0

７　個別計画

奥州市教育振興基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

奥州市学校再編計画（令和２年度策定）

奥州市立学校施設長寿命化計画（令和元年度策定）

奥州市学校給食施設再編計画（平成29年度策定）

教育施設トイレの洋式化率
当面50％以上を目指し、さらな
る洋式化率の向上を図ります。

指標名 目標設定の考え方

幼稚園施設の耐震化実施率（Is＝
0.7以上）

100％を目指します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ２－１－２　社会の変化に対応した教育環境の推進

施策の目標
　児童・生徒に快適な教育環境を提供し、安全・安心な学校生活を確保します。
　また、児童・生徒の減少傾向への対応や環境との共生に配慮しつつ、状況に応じた再
編や計画的な改修・改築などを進めます。

中学校校舎の耐震化実施率（Is＝
0.7以上）

100％を目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①安全・安心な教育環境
の充実

　耐震性能が低い校舎などの耐震改修を計画的に進めるとともに、教育施設の快
適性を向上させるため、トイレの洋式化率を高め、冷暖房設備の改修や室内照明
のＬＥＤ化を進めます。
　また、日常の施設管理に努め、改修や修繕が必要となった場合は、優先順位を
示して計画的な改修に取り組みます。
　なお、工事などに際しては、奥州市シックスクールマニュアルに基づき、安全
な教育環境を整備します。

②教育施設の適正化

　老朽化した教育施設及び学校給食施設について、適正な規模を検討するととも
に、計画的な改築を進めます。
　集団の中で多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通
じて児童生徒一人ひとりの思考力や表現力、判断力、問題解決能力等の資質・能
力を育成し、社会性や規範意識を身に付けさせるために、学校再編を推進し規模
の適正化に努めます。
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

未来を拓く人を育てる学びのまちづくり

２－２　次代をつむぐ歴史遺産の保存と活用

３　体系図

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

次代をつむぐ歴史遺産の保存と活用 歴史遺産の公開と活用

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・市には、国指定18件、県指定51件、市指定228件の指定文化財をはじめ、周知の埋蔵文化財包蔵地（遺
跡）が約1,100ヶ所を数えるなど、多くの文化財が残されており、これらの適切な保存と活用が求められて
います。

・世界遺産「平泉」の登録決定においては、本市の重要遺跡は除外扱いの課題が残りました。これまでの
拡張登録の実現に向けた調査研究等の取組について、登録の可否のみならず、史跡の追加指定のほか史跡
整備等に反映させ、地域に還元させることが求められています。

・経年劣化が著しい重要文化財旧高橋家住宅の大規模な保存修理が緊急の課題です。

・指定文化財の所有者および保持団体に対し、管理・修理、保存に関する支援が必要です。

・既存の施設では、市全体の歴史や、時代が変わって評価され始めた新たな先人を紹介することなどに柔
軟に対応することができません。また、既存施設の老朽化も進んでおり、資料の安定した維持管理に問題
が生じています。そのため、文化財の適切な保存管理と効果的な公開活用を行うために、整理統合を前提
として、今後の施設のあり方を検討する必要があります。

文化財の調査研究の推進

文化財の保存と管理

文化財保護体制の充実

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

　文化財は、先人の知恵を秘めた歴史遺産であり、地域社会の活性化や魅力ある郷土づくり、さらには、
市民の学習活動における人づくりの資源でもあります。
　市民、特に次世代を担う子ども達が郷土を理解して誇りを持ち、奥州市民として一体感のあるまちづく
りを目指し、歴史遺産の調査研究、適切な保存と活用を進めます。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 37,913 55,000 70,000

回 1,599 2,000 2,400

　 ※R2の利用者数は新型コロナウイルスの影響により大幅に減少したため、R1の実績値（70,185人)を基に目標値を算出した。

７　個別計画

奥州市教育振興基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

①国指定史跡名勝の公開活用

　６ヶ所の史跡（大清水上遺跡、角塚古墳、胆沢城跡、長者ケ原廃寺跡、白
鳥舘遺跡、接待館遺跡）と、名勝１ヶ所(イーハトーブの風景地)の環境整備
及び公開活用に取り組みます。必要に応じ整備活用指導委員会などを設置
し、必要な整備を検討します。
　胆沢城跡については、整備した歴史公園の活用を進めるほか、商業観光部
門と連携を図り活用事業を展開します。
　角塚古墳については、保存活用計画検討委員会を設置し、保存活用計画を
策定し、計画に基づき活用・整備を行います。
  白鳥舘遺跡、長者ケ原廃寺跡については、整備検討委員会を設置し、来訪
者の利便を図る整備を行います。

②歴史的建造物等の公開活用

　水沢地域の武家住宅資料館（旧内田家住宅、後藤新平旧宅、高野長英旧
宅）、旧安倍家住宅及び斎藤實記念館（齋藤子爵水沢文庫）、江刺地域の旧
後藤家住宅と旧岩谷堂共立病院、前沢地域の旧後藤正治郎家住宅を公開しま
す。

③先人顕彰の推進
　市民が自ら実施する先人顕彰活動を支援します。また、記念館等で保管さ
れている先人関係資料を整理し、先人顕彰の意識啓発のため企画展示を実施
します。また、地域の先人について資料収集を進め、情報発信に努めます。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ２－２－1　歴史遺産の公開と活用

施策の目標
　重要文化財、史跡等の計画的な整備を行い、魅力ある郷土づくり、人づくりの資源
として、その公開と活用を目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

奥州市Web博物館のアクセス
数

50％増を目指します。

④文化財施設による歴史遺産
の公開活用

　博物館、記念館、郷土資料館などの文化財施設の学校利用を図り、歴史遺
産を人づくり資源として活用します。
　また、市民の文化財に対する意識がさらに高まるように、企画展示や巡回
展示、教育普及事業を実施します。
　さらに、ホームページ（奥州市Web博物館）により、デジタル媒体での資料
目録等の公開を進めるなど、歴史文化情報を幅広く発信します。

⑤文化財施設の再編統合
　統合施設の方向性を検討するため、各顕彰会等からの意見集約を行いま
す。また、市内に残っている多様な資料の重要性について、普及に努めま
す。

指標名 目標設定の考え方

文化財施設利用者数 R元の実績値まで回復を目指します。※

55



①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

棟 1 1 2

件 0 3 5

冊 0 1 2

７　個別計画

奥州市教育振興基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ２－２－２　文化財の調査研究の推進

施策の目標 　地域に残る文化財の調査研究を行い、併せて郷土の歴史解明と記録を行います。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

④世界文化遺産拡張登録の推
進

　岩手県、一関市、平泉町と連携し「平泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭
園及び考古学的遺跡群」の拡張登録に係る調査研究を進めるとともに、｢川
湊｣が想定される白鳥舘遺跡と、長者ケ原廃寺跡などが位置する衣川流域遺跡
群の解明に向けた発掘調査を行い、必要な史跡追加指定を行います。また、
遺跡の価値について周知を図ります。

指標名 目標設定の考え方

国登録有形文化財(建造物)の
登録件数

市が所有する歴史的建造物のうち２件
の新規登録を目指します。
（目標値は、R４～R８の累計）

①歴史的建造物の調査研究

　歴史的建造物の調査・研究を行い、記録保存を図ります。
　市が所有する旧安倍家住宅、旧高野家住宅(古稀庵)については国登録有形
文化財への登録を進めるほか、市民が所有する歴史的建造物のうち重要なも
のについては国登録有形文化財に登録し、所有者による保存活用を支援しま
す。

②歴史資料等の調査・研究の
推進

　研究機関等との連携を基に、市内の古文書等歴史資料の調査・研究を進め
て地域の基礎データを集積し、市の歴史的・文化的特色を発信していきま
す。併せて、市民との協働により文化財施設で収蔵している古文書の解読を
行い、郷土の歴史を解明して公開します。
　美術工芸品等の指定候補物件調査を行い、市指定を行うほか、重要なもの
については国・県など上位指定し、保存と活用を図ります。

③埋蔵文化財発掘調査

　胆沢城跡をはじめとした国指定史跡等の発掘調査を必要に応じ実施し、そ
の結果については広く市民に公開します。
　開発行為等に伴って消滅する恐れのある遺跡の調査を実施し、記録保存等
の措置を講じます。

新規文化財指定件数
年平均１件以上の新規指定を目指しま
す。
(目標値は、R４～R８の累計）

古文書解読集の刊行
２年毎(奇数年度)に１冊刊行します。
（目標値は、R４～R８の累計）
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 629 1,300 1,300

件 0 0 0

７　個別計画

奥州市教育振興基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

※R1、R2は新型コロナウイルスの影響で観客数が大幅に減少したため、H30の実績値（1,300人）を基に目標値を算出し
た。

施策の目標
　地域に残る文化財を次世代へ継承していくため、定期的な点検を行い、保存環境の
改善を行います。併せて安全な資料の管理・保管の体制を整えます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①有形文化財の保存と管理

　指定文化財パトロールなどにより有形文化財の保存状態を確認し、所有者
などに対して適切な指導を行い、必要に応じて修繕の支援を行います。
　重要文化財旧高橋家住宅については、保存活用基本構想に基づき、修理委
員会を設置し、本格的な修繕計画を策定します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ２－２－３　文化財の保存と管理

指標名 目標設定の考え方

郷土芸能祭等観客数

郷土芸能祭等（無形民俗文化財の保存活用と育
成を目的として江刺・前沢(水沢、衣川の団体
含む)・胆沢の各会場において開催している発
表）の観客数を増加させ、H30実績値まで回復
を目指します。

文化財指定解除件数

不適切な管理等により指定要件を失い指定解除
される文化財が生じないよう、適切な保存管理
指導や修繕補助等を行います。（0件で維持す
べきものとなります。）

②民俗文化財の保存と育成支
援

　郷土芸能祭の開催など、無形民俗文化財保持団体に活動発表及び担い手の
育成・確保の機会を提供するとともに、用具更新に対する補助を行い、無形
民俗文化財の伝承の支援を行います。
　指定文化財パトロールなどにより有形民俗文化財等の保存状態を確認し、
所有者などに対して適切な指導を行い、必要に応じて修繕の支援を行いま
す。

③史跡・名勝・天然記念物の
保存と管理

　市内の史跡・名勝・天然記念物を確実に保存し、次世代へと継承していく
ために適正な保存対策を進めます。また公開・活用を前提とした適切な環境
保全に努めます。
　指定文化財パトロールなどにより史跡・名勝・天然記念物の保存状態を確
認し、所有者などに対して適切な指導を行います。

④文化財施設の資料・環境整
備

　文化財を適切に保存管理するための収蔵施設について、個別施設計画に基
づき整備します。
　また、文化財資料等安全管理プログラムにより、市所蔵文化財の保存環境
の改善を図ります。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 3 3 5

７　個別計画

奥州市教育振興基本計画（平成28年度策定、令和３年度改訂） 

文化財保護審議会に対する諮
問件数

年平均１件以上の諮問を目指します。
(目標値は、R４～R８の累計）

①学芸指導体制の強化

　専門家による文化財保護審議会を開催し、文化財の指定と指定解除、文化
財の保存活用に関する重要事項について諮問し、適切に指定や管理を行いま
す。
　学芸員を専門研修に計画的に派遣して専門知識と技能向上を図り、歴史遺
産の保存活用事業の内容を充実させます。また、点検、学術的支援、保存環
境指導を行い、文化財の保護に努めます。

②文化財関係機関との連携強
化

　文化財の保存と活用を円滑かつ強力に進めるため、関係機関との連携を強
化します。

指標名 目標設定の考え方

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ２－２－４　文化財保護体制の充実

施策の目標
　未来を拓く歴史遺産の保存と活用を進めるため、学芸員を中心とする教育委員会事
務局の体制と機能を強化し、関係機関との連携を目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

福祉を支える組織づくり・人づくりの推
進

包括的な福祉サービス提供の推進

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

　地域住民が主体となった地域づくりを通じ、地域における効果的な福祉サービス提供の仕組みづく
りに取り組むとともに、それら福祉サービスや多様な福祉活動の担い手となる福祉を支える人づくり
を進めることにより、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を図ります。

・福祉的支援を必要とする状況になっていても地域や関係機関から把握されずにいる「社会的孤立」
という問題が生じており、こうした地域で孤立する世帯を出さないために、普段から住民同士の交流
を深める取組が必要です。
・日常生活に支援を必要としている住民が、地域で安心して暮らしていくためには、地域住民の支え
合いなどによるきめ細やかな支援が必要です。
・福祉ニーズの多様化が見込まれる中、必要とされる福祉サービスが確実に提供されるよう、基盤の
整備を進める必要があります。
・ボランティア団体等の福祉活動には、団体相互の情報交換や地域住民との協働などが不可欠であ
り、また、活動を継続するための支援が必要です。
・判断能力が低下している方の財産や様々な権利を擁護する制度が十分に理解されていない、手続き
が複雑で利用されにくいといった課題があります。
・少子化や核家族化などを背景に、地域との交流が少なくなっている中、家庭や地域の人々との関わ
りの中から、支え合いの心を育む活動が必要です。
・ボランティア団体、市民活動団体の活動における高齢化や担い手不足による活動の停滞が懸念され
ているとともに、活動内容や参加方法の周知が不足しているため、住民が活動に参加しにくい、サー
ビスを利用しにくい、という課題があります。
・生活困窮者は、住まいや就労などの課題を複合的に抱えている、自ら相談に行くことができない、
支援を拒否している場合などがあり、相談支援につながりにくい現状があります。

健康で安心して暮らせるまちづくり

３－１　みんなで支え合う地域福祉の推進

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

みんなで支え合う地域福祉の推進 福祉で安心・安全な地域づくりの推進
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 3,468 3,500 3,500

回 2,816※ 4,000 4,000

人 1,554 1,700 1,800

※R2は新型コロナウイルスの影響でサロン開催が限られたことから、R1の実績値(4,016回)を基に目標値を算出した

７　個別計画

第３期奥州市地域福祉計画（令和２年度策定）

避難行動要支援者避難支援台帳（個
別避難計画）登録者数

個別避難計画の作成対象者は、高齢化
の進行や世帯の変化により増減がある
ことから、追加登録や解除など対象者
把握に努めます。

指標名 目標設定の考え方

にこにこネット地域協力者数（小地
域福祉ネットワーク推進事業）

平常における見守り・安否確認等のた
めのネットワークの支援体制の維持を
目指します。

ふれあいいきいきサロン実施回数
地域住民が集会所などに集い交流しな
がら地域生活の生きがいづくりと介護
予防を図ります。

①地域住民相互による我が
事・丸ごとの支え合いの推
進

　誰もが住み慣れた地域で安心して生活していくために、地域住民一人ひ
とりが地域生活課題を「我が事」として捉え、住民の福祉ニーズに対応し
て地域住民が主体となり新たな福祉サービスの創出を検討するなど、地域
の中で支え合う仕組みづくりを進めます。

②地域住民を主体とした地
域福祉活動の推進

　地域生活課題を住民が自らの課題として捉える意識醸成や仕組みづくり
を進めます。また、地域福祉活動が身近な圏域で交流が図ることができる
よう、地域の福祉活動を推進します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－１－１　福祉で安心・安全な地域づくりの推進

施策の目標

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

　地域生活課題を地域住民等が自らの課題として「我が事」として捉え、その課題
を「丸ごと」受け止められる住民主体の支援体制を構築し、住民が地域で安心して
安全に暮らすことのできる地域づくりを推進します。

60



①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 1,202 1,210 1,210

団体 29 30 30

事業所 82 94 94

団体 73 75 75

件 10,196 10,800 11,100

７　個別計画

第３期奥州市地域福祉計画（令和２年度策定）

みまもりお－ネット登録事業者数
民間事業者の登録促進による見守り活
動の強化を目指します。

ボランティア団体登録数
ボランティア団体連絡協議会への登録
による活動強化を目指します。

民生委員・児童委員の相談・支援件
数

身近な相談役である民生委員・児童委
員の活動により地域に根ざした相談支
援を目指します。

指標名 目標設定の考え方

ご近所福祉スタッフ委嘱数
地域福祉活動の担い手として、ご近所
福祉スタッフを委嘱し、見守り活動の
推進を図ります。

地域福祉活動に各種助成金を活用し
た団体数

市民団体等の継続した地域福祉活動の
取組の促進を目指します。

①移動制約者の支援の仕組
みづくり

　生活の中で移動手段に困難を抱える移動制約者が、安心して地域生活を
送れるように、地域の状況に応じた移動支援を地域住民が中心となり取り
組みます。

②地域福祉を支える地域団
体の活動推進

　多様で複合的な地域生活課題に対応していくためには、地域福祉を支え
る様々な団体の活動を推進することが必要となり、民間事業所による新規
事業の参入、社会福祉法人の地域に根差した取組み、地域における社会福
祉活動の更なる推進へ向け、情報発信や活動助成事業等を通じて支援しま
す。

③地域を支える人材の育成
福祉教育の充実、様々な年代が生き生きと活動できる環境整備を推進しな
がら、住民の福祉的意識の醸成や地域福祉を担う人材の確保と育成を推進
します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－１－２　福祉を支える組織づくり・人づくりの推進

施策の目標

　制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、住
民自身が地域福祉を支える役割を持ち、主体的に地域と関わり、活躍できる地域共
生社会を目指します。住民が地域生活課題を「我が事」と捉える意識の醸成のた
め、情報発信や福祉教育を充実させるほか、地域における社会福祉活動への支援事
業を推進します。
　また、多様で複合的な地域生活課題に対応できる多種多様な地域福祉活動の担い
手の確保と育成を図り、行政、関係機関、地域とが連携できる体制の構築を推進し
ます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 754 800 800

件 ―※ 10 20

％ 52 60 60

※事業構築中であったため、現状値（R2)はなし

７　個別計画

第３期奥州市地域福祉計画（令和２年度策定）

①権利擁護の体制整備

生活困窮者自立支援制度による支援
終結割合
（支援終結件数／支援プラン数）

支援による生活困窮からの脱却に
ついて増加を目指します。

指標名 目標設定の考え方

権利擁護に関する相談支援件数
権利擁護安心センターへの相談体
制の充実を目指し、権利擁護支援
体制の充実強化に取り組みます。

重層的支援体制による支援件数
重層的支援体制を構築し、庁内連
携の支援会議による包括的な支援
に取り組みます。

　判断能力や金銭管理に不安のある方が、住み慣れた地域で安心して生活
を送るために、権利擁護の体制整備を図り、関係機関と連携して支援しま
す。

②丸ごと受け止める支援の
体制づくり

　多様で複合的な地域生活課題を抱える世帯を包括的に支援していくため
に、連携して課題解決を図る重層的支援体制の整備に取り組みます。特
に、生活困窮者に対する相談窓口では、個々の状況に応じた情報提供を行
い、健康で文化的な生活を営むことができるように支援を行います。

③必要なサービスにつなげ
る体制づくり

　分野を越える複合的な課題については、最初に相談を受けた窓口が相談
を受け止め、必要なサービス等に繋げるため中心窓口となり、他分野の担
当課や関係機関が連携して支援します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－１－３　包括的な福祉サービス提供の推進

施策の目標
　地域共生社会の実現に向け、解決が困難な地域生活課題を丸ごと受け止め、関係
機関や分野を越えた庁内連携で包括的な支援に取り組みます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

62



１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

・多様化するニーズに対応するため、子育て家庭、保護者の状況にあった施設やサービスの情報提供等
を行う相談支援体制が必要です。
・就学前児童数は減少傾向にあるものの、核家族化や共働き世帯の増加により、保育所入所希望者は増
加しています。待機児童数に関しては、民間法人の保育施設の整備に対する支援を実施し、利用定員の
増加を進めてきています。引き続き待機児童が発生しない取り組みを進める必要があります。
・就労等により保護者が昼間家庭にいない小学生が、放課後に安心・安全に過ごすことができる健全な
育成の場所の確保が必要です。
・子どもがすこやかに育つには、よい育児環境の中で生活することが大切です。そのための正しい知識
普及や、経済的支援や養育支援を必要とする家庭が抱えるさまざまな不安を取り除く等、保護者が安心
して子育てができるよう相談や支援の充実が必要です。
・心身発達面に不安のある子どもや医療的なケアを必要とする子どもと、その保護者への相談支援や関
係機関の連携など、ネットワークの形成が必要です。また、そのような子どもの保育施設への入所が増
加傾向であることから、当該児童の成長、発達に必要な支援を把握し、その提供や保育所等への受け入
れを進める必要があります。
・ひきこもりなど社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者や、心身発達面に不安のある子どもと
その保護者への相談支援や関係機関の連携など、ネットワークの形成が必要です。
・ライフスタイルや経済社会の変化の中で、特に乳幼児期は親の負荷が高まりやすい状況にあることか
ら、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない総合的相談や支援が必要です。
・妊婦の中には、経済面や精神面で不安を抱きながら妊娠するケースが増えています。安心して妊娠期
を過ごし、この時期から親子の愛着形成ができるよう支援が必要です。
・思春期は、精神的にも身体的にも成長する重要な時期であり、心と体に対する正しい知識を身につけ
ることが必要です。このことが望まない妊娠や出産後の虐待を予防することにつながります。この時期
から将来像を描けるよう働きかけることが必要です。

子育て家庭への支援の充実

安心して出産できるための支援の充実

子どもがすこやかに育つための支援の充
実

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

　子育ては、保護者による家庭教育が基本ですが、核家族化や共働き世帯の増加等により、家庭での子
育てに対する負担感が増大しています。また、地域コミュニティの希薄化も進んでおり、子育てについ
て近隣で相談できなくなってきています。
　そのような中、子どもの健やかな育ちを支えるとともに、子育てに対する負担感・不安感を解消する
ため、男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備、地域・社会全体で子育てへの支援をしていきま
す。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

健康で安心して暮らせるまちづくり

３－２ 子育て環境の充実

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

子育て環境の充実 子育てを支える環境の整備
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 19 0 0

人 17 0 0

％ 91.5 98.0 100.0

７　個別計画

第２期奥州市子ども・子育て支援事業計画（令和元年度策定）

放課後児童クラブへ入所できている
割合

就労等により保護者が昼間家庭
にいない小学生で入所が必要な
児童が入所できることを目指し
ます。（５月１日時点）

指標名 目標設定の考え方

保育施設における待機児童数（各年
度４月１日現在）

待機児童数ゼロを目指します。

保育施設における待機児童数（各年
度10月１日現在）

待機児童数ゼロを目指します。

③子育てと仕事の両立への
支援

　共働き世帯の増加にあわせ保育所入所へのニーズが高まっていることか
ら、保護者が安心して就労を続けられるよう保育定員の拡充を進めます。
また、関係機関と連携した各種休暇制度等の啓発により、子育て世帯の支
援に努めます。
　保育所等の入所児童が保育中に体調不良となった場合に、安心かつ安全
な保育の体制を確保できるよう、病児・病後児保育の充実に努めます。

④特別な支援を要する児童
等の支援

　発達の遅れなど特別な支援を必要とする児童等の受入れに必要な人材確
保の支援を進めます。また、医療的なケアを必要とする子どもが、必要と
する教育・保育を受けられるような体制づくりの検討を進めます。

⑤放課後における児童の健
全育成の推進

　放課後の適切な遊びや生活の場として放課後児童クラブを開設し、子ど
もたちの安心・安全な居場所を提供します。
　待機児童の解消と学校再編を考慮した施設配置を行い、老朽化施設の改
修と小学校の余裕教室等を活用した整備を進めます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①教育・保育施設の再編
　待機児童の解消が進むいま、子どもの数の減少に対応した適正規模によ
る教育・保育環境の充実を実現するため、公立施設を整理統合し、公立・
私立施設の安定した運営と経営を進めます。

②相談機能の充実
　認定こども園の子育て支援機能を強化するとともに、子育て支援事業利
用者支援員を配置し、子育て世帯それぞれの実情に応じた援助を行いま
す。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－２－１　子育てを支える環境の整備

施策の目標
　教育・保育施設の整備や相談機能の充実等により、待機児童の解消と保護者の負
担軽減を図ります。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 286 288 290

人 31,200 32,000 33,000

％ 26.00 28.00 30.00

％ 39.90 35.00 30.00

人 12.00 14.00 16.00

％ 89.4 90.0 92.0

７　個別計画

第２次奥州市子どもの権利に関する推進計画（令和元年度策定）

第２期奥州市子ども・子育て支援事業計画（令和元年度策定）

奥州市母子保健計画（第２次）（平成29年度策定）

ひとり親家庭の自立（全額支給の割
合）

児童扶養手当制度における、低所
得者世帯を対象とする全額支給の
割合が減少することを目指しま
す。

子ども・若者相談利用者（実数）
ひきこもり等、子ども・若者相談
の利用者数の増加を目指します。

療育事業「幼児教室」通所児保護者
の満足度

通所児保護者の満足度増を目指し
ます。

ファミリーサポート事業登録会員数
のうち提供会員数

支援を行う提供会員数の現状維持
に努めます。

地域子育て支援拠点事業利用者数
（親子）

積極的な情報提供により利用者の
増を目指します。

児童虐待相談終結割合
相談支援の充実により児童虐待相
談ケースの終結割合の増を目指し
ます。

③配慮を要する子どもや家
庭への支援

　子ども家庭総合支援拠点において子ども家庭支援員、虐待対応専門員を配置して
支援を要する家庭に必要な支援を速やかに届けます。
　ひきこもりなど、社会生活を営む上で困難のある子ども・若者への支援体制の整
備に努めます。
　ヤングケアラー等、複合的な課題を抱える家庭については、他機関等と連携しな
がら、包括的・重層的に支援を行います。
　女性相談への適切な対応及びDV被害者への適切な支援に努めます。
　困難を抱えた家庭が自立して子育てができるよう、適切な支援を行います。

④発達に課題を有する子ど
もや育てにくさを感じてい
る親への支援

　子ども発達支援センターが中心になり、心身障がい児や発達に課題のある子ども
とその家族や関係者に対して、早期の相談対応、幼児教室や園訪問での療育指導及
び発達の評価（発達検査など）を行い、子どもの特性に合わせた学習機会が提供で
きるよう、体制の整備を進めます。

指標名 目標設定の考え方

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①地域における子育て支援
の充実

　子育て中の親子が気軽に集える地域子育て支援拠点事業や子育ての相互援助活動
を行うファミリーサポートセンター事業の充実を目指し、身近な地域の様々な世代
の人々が子育て家庭を応援できる環境の整備を推進します。

②子育て支援サービス及び
相談支援体制の充実

　子育て短期支援事業や一時預かり事業、赤ちゃんの駅など多様なサービスにより
子育てしやすい環境づくりを目指します。
　広報、ホームページや情報誌のほか、訪問や健診時にも子育てに関する情報提供
を積極的に行います。
　気軽に相談できるように、メール相談の活用や子育て支援センター利用時の相談
を促進するとともに、関係機関との連携を図り、子育てに関する相談支援の充実に
努めます。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－２－２　子育て家庭への支援の充実

施策の目標
　子育て家庭の多様なニーズに対応するサービスの提供により、子育てに関する不安感や負担感
の軽減・解消を図り、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを進めます。また、
支援を必要とする家庭が将来的に自立していけるような支援の充実を目指します。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 92.2 93.5 95.0

％ 93.6 94.0 95.0

７　個別計画

第３次奥州市健康増進計画（平成29年度策定）

奥州市母子保健計画（第２次）（平成29年度策定）

第３次奥州市食育推進計画（令和元年度策定）

第２期奥州市子ども・子育て支援事業計画（令和元年度策定）

指標名 目標設定の考え方

妊娠・出産について満足している者
の割合

満足できる妊娠・出産となるこ
とを目指します。

妊娠11週以前の妊娠届出率
妊娠届出者のうち早期に届け出
することを目指します。

①思春期保健事業の推進
　学校と連携し、子どもたちが生涯にわたって心身ともに健康な生活を送
るための学習の場を提供します。

②妊娠期支援の充実
　妊娠届出時に保健師等専門職が面接することで、支援を必要とする妊婦
を早期に把握し支援が受けられるよう、関係機関との連携を強化します。
　妊娠期から子育てに対する意識の醸成を図ります。

③不妊治療への助成 　妊娠を希望する夫婦が行う不妊治療への助成を行います。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－２－３　安心して出産できるための支援の充実

施策の目標 　安心して出産できるよう、関係機関との連携を強化します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 95.6 97.5 98.0

％ 84.2 90.5 91.0

％ 96.0 98.0 100.0

７　個別計画

第３次奥州市健康増進計画（平成29年度策定）

奥州市母子保健計画（第２次）（平成29年度策定）

第３次奥州市食育推進計画（令和元年度策定）

朝食を週６日以上食べている子ども
の割合

100％を目指します。

指標名 目標設定の考え方

４か月児健康診査時の問診で育児が
楽しいと回答した保護者の割合

４か月児の子どもを持つ保護者
の多くが、育児が楽しいと感じ
ることを目指します。

３歳児健康診査時の問診で育児が楽
しいと回答した保護者の割合

３歳児の子どもを持つ保護者
で、育児が楽しいと感じる母親
が多くなることを目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①育児不安や課題を抱える
保護者への支援

　育児に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、関係機関と連携し
産後のメンタルヘルスケアや虐待防止を目的とした相談体制の充実を目指
します。

②望ましい生活習慣の普及
の強化

　子どもが健康に育つために大切な生活習慣の確立に向け、訪問や乳幼児
健康診査等により、継続的に心身の成長発達と生活習慣を確認し、支援し
ます。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－２－４　子どもがすこやかに育つための支援の充実

施策の目標   保護者の育児不安を軽減し、子どもが健康に育つことを目指します。
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

市民一人ひとりが、心身ともに健康な生活を送ることができるよう、住民と協働で健康意

識の向上を目指します。

・栄養、運動、休養などバランスのとれた生活習慣の定着が、将来の疾病予防や健康寿命の

延伸に大きく関わっています。

・メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための特定健診、特定保健指導へ

の取り組みを強化することが必要です。

・成人に多いがんなどの疾病予防と、早期発見に向けた各種健（検）診受診率の向上対策が

課題となっています。

　 ・死亡率の高い心疾患、脳血管疾患を減らすため、乳幼児期からの生活習慣病予防のための

取り組みの強化が必要です。

　 ・団塊世代が高齢者となり少子高齢化が進む中、住み慣れた地域で自分らしく元気で過ごせ

るよう高齢者の健康づくりの取り組みが課題となります。

・うつ病に対する正しい知識の普及と相談窓口の充実など、より効率的な心の健康づくりへ

の取り組みが重要です。

・奥州市の自殺死亡率は全国平均を下回ってきているが、50歳代～60歳代の男性や70歳以上

の女性の割合が高い状況にあります。また、若者の自殺者をなくすため教育と連携した取り組み

の強化が必要です。

心の健康づくりの推進

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

健康で安心して暮らせるまちづくり

３－３　健康づくりの推進

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

健康づくりの推進 予防を重視した健康づくりの推進
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 151.40 151.00 150.00

人 375.50 375.10 374.90

メタボリックシンドローム該当者率 ％ 23.40 22.00 20.00

％ 13.40 11.40 10.40

７　個別計画

第３次奥州市健康増進計画（平成29年度策定）

第３次奥州市食育推進計画（令和元年度策定）

脳血管疾患による死亡率（人口10万
人対）

脳血管疾患による死亡を減らしま
す。【参考値（令和元年）：全国
86.1　岩手県158.2】

悪性新生物による死亡率（人口10万
人対）

悪性新生物による死亡を減らしま
す。【参考値(令和元年)：全国
304.2　岩手県364.6】

生活習慣病発症者の減少を目指し
ます。

特定健診受診者の喫煙率
生活習慣病の要因となる喫煙率の
減少を目指します。

②健康づくりボランティア
団体の育成、支援

　食生活改善推進員や健康増進サポーター等、健康づくりのためのボラン
ティア団体の養成や育成を行い、地域での活動を支援します。また、家庭、
保育施設、教育機関、地域と連携し、食育活動を推進します。

③成人健（検）診事業の実
施

　年代に応じた各種健（検）診を実施するとともに、受診率向上に向けた取
り組みを強化します。

指標名 目標設定の考え方

施策の目標
　病気の予防や早期発見のための各種保健事業を充実させ、健康づくりに関する知識
の普及と実践に対する支援を行い、市民一人ひとりが健康で生き生きと生活できるよ
う目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①健康づくり事業の実施
　データ分析を行い地域の健康課題を明確にし、地域と協働で食生活、運
動、喫煙など生活習慣の改善や健康づくりを推進します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－３－１　予防を重視した健康づくりの推進
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

② 心の健康に関する正しい理解の普及に努め、自殺者の減少を目指します。

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 19.80 18.40 17.40

７　個別計画

第３次奥州市健康増進計画（平成29年度策定）

奥州市自殺対策計画（平成30年度策定）

指標名 目標設定の考え方

自殺死亡率（人口10万人対）
減少を目指します。【参考値(令
和元年)：全国15.7　岩手県
20.5】

①心の健康教育の実施

　心の健康に関する正しい知識の普及と、スクリーニングなどによるうつ病
の早期発見、医療への結び付けにより自殺の防止を強化します。特にも50歳
代男性に対するうつスクリーニングの実施、出前健康講座等での知識の普
及、中高生への命の講演会等を行います。自殺対策計画に基づき、関係者、
地域住民と連携しさらに対策を強化します。

②医療機関等との連携強化
　相談窓口を周知するとともに、心に悩みを持つ人や精神疾患や障がいのあ
る人、その家族に対する精神保健相談や家庭訪問を実施します。また、関係
機関と連携を強化し医療機関等につなげる支援を行います。

③ゲートキーパーの養成
　人材育成として計画的にゲートキーパーの養成研修を行い人材育成を図り
ます。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－３－２　心の健康づくりの推進

施策の目標

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・団塊の世代が全て75歳以上となる2025年及び団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年を見据えて、
介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい及び自立した日常生活の支援が包
括的に確保される体制を地域の実情に応じて推進していくことが重要となっています。
・日常生活の中で困りごとや心配ごとを抱える高齢者が、地域包括支援センターなどの身近な相談窓口
で気軽に相談できるよう間口を広げ、適切なサービスや制度の利用、関係機関につなげるなど、相談支
援体制の強化が必要となっています。
・認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症の人やその家族の意見を踏まえて、できる限り住
み慣れた環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指していくことが必要となってい
ます。
・高齢化が進む中で、老人クラブの存在は、地域を基盤とする自主的な組織で、高齢者自らが生きがい
を高め、健康づくりを進める活動や地域を豊かにする各種の活動を推進し、地域コミュニティを維持す
る上で重要となっています。しかし、クラブ数、会員数ともに減少傾向にあり、地域に根ざした活動を
継続していくためには、活性化を図る取組みが必要となっています。
・介護保険サービス需要に対応できるサービス提供量を確保するため、計画的な施設整備が必要となっ
ています。また、市内介護サービス事業所においては、介護人材の不足を理由としてサービスの休廃止
に至っている現状もあることから、人材確保の取組みが必要となっています。

介護予防の推進

介護サービスの充実

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

　すべての高齢者が、できる限り住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるまちを目指します。

健康で安心して暮らせるまちづくり

３－４ 高齢者支援の推進

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

高齢者支援の推進 高齢者の生活支援の充実
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 30.9 35.0 36.0

人 565 800 1,000

※１　R2はコロナ禍により会場開催は3行政区、2地区、9高齢者施設

７　個別計画

奥州市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（令和２年度策定）

※２　R2は新型コロナウイルスの影響により受講者数が減少した。その他、制度の変更等あり、これからはR2の現状値相当と推
測し、R2を基準値とした。

指標名 目標設定の考え方

敬老会の参加率(参加者数/会場開催
地対象者数）

現状値から５％の増加を目指します。
※１

認知症サポーター養成講座の年間受
講者数

毎年、受講者10％増を目指します。
※２

③老人福祉法の措置による
支援

　環境上や経済的な理由により居宅において養護を受けることが困難な高
齢者を施設に入所させるなどの支援を行います。

④福祉サービスによる支援
　在宅の高齢者が家庭や地域の中で安心して自立した生活を送ることがで
きるように、高齢者の生活を支援するサービスを提供します。

⑤生活支援体制の整備
　生活支援コーディネーターや協議体の活動により、社会福祉協議会やボ
ランティア・ＮＰＯ、民間事業者など、地域全体で担い手を育て、支え合
いの地域づくりを進めます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①地域包括支援センターに
よる支援

　高齢者に関する総合相談や訪問活動により要援護高齢者を把握し、必要
なサービスや制度の利用を支援します。
　介護支援専門員の後方支援、「早期発見・見守り」や「保健・医療・福
祉」等のネットワーク構築を通じて、高齢者が安心して暮らせる地域づく
りを推進します。

②敬老の精神、権利擁護な
どの周知と普及

　高齢者に感謝し、長寿を祝福するとともに、敬老の精神の普及と高齢者
福祉の推進を図るために、敬老会開催の支援等を行います。
　権利擁護のための成年後見制度や認知症についての正しい理解が進むよ
う啓発を行います。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－４－１　高齢者の生活支援の充実

施策の目標

　高齢者の心身の健康保持と生活の安定のために必要な援助を行うとともに、保
健・医療・福祉が連携し、包括的に支援します。
　また、年長者を尊び、高齢者を大切にする「敬老の精神」の普及を行うととも
に、環境上や経済的な理由により居宅において養護を受けることが困難な高齢者を
支援します。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 1,162 1,900 2,300

％ 41.0 37.0 35.0

※新型コロナウイルスの影響により、R2の現状値はR1実績値（1,119人）とほぼ同等に留まった。

７　個別計画

奥州市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（令和２年度策定）

要支援から要介護への移行割合 毎年１％減を目指します。

指標名 目標設定の考え方

よさってくらぶの参加者数
新型コロナウイルス流行前の伸び率

（毎年200人増）をめざします※

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①生きがい支援の推進
　高齢者がいきいきとした暮らしができるように、老人クラブ活動や生き
がいづくりのための活動の支援、交流、情報発信、社会参加支援を行いま
す。

②介護予防事業の充実

　高齢者の地域での介護予防に資する活動の育成や支援を行うとともに、
高齢者が自立した生活が送れるよう、対象者の状態に合わせた、住民主体
の通いの場「よさってくらぶ」等の介護予防事業を行います。
　また、認知症の予防や早期発見、早期治療、関係機関のネットワークの
強化を図ります。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－４－２　介護予防の推進

施策の目標
　高齢者の心身の状況を改善するとともに、生活機能全体の維持・向上を通じて、
可能な限り住み慣れた地域で活動的で生きがいのある自立した生活を送ることがで
きるように支援します。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 19.1 19.1 19.1

人 126 0 0

７　個別計画

奥州市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（令和２年度策定）

要介護者及び要支援者の認定率 現状維持に努めます。

特別養護老人ホーム待機者のうち、
早急入所が必要な待機者数

待機者ゼロを目指します。

②介護施設の整備等の支援

　高齢者が住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことができる
ように必要なサービスを提供します。また、介護施設の整備については介
護ニーズを勘案しながら計画的な整備に努めるとともに、介護人材の確保
を支援します。

指標名 目標設定の考え方

施策の目標
　高齢者が介護が必要な状態になっても、自分の意思で自分らしい生活を営むこと
ができるように、また家族の介護負担軽減のために、真に必要な介護サービスを総
合的・一体的に受けられるように支援します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①介護保険サービスによる
支援

　通所介護や訪問介護などの居宅サービスや特別養護老人ホームなどの施
設サービスが要介護者の状態に合わせた形で提供されるように、適正な給
付に努めるとともに、必要に応じ事業者等への指導を行います。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－４－３　介護サービスの充実
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

 「ノーマライゼーション」、「障害者差別解消法・共生き条例（障がい者差別解消のための県条
例）」の理念に基づき、障がいのある人もない人も、誰もが地域で自立し安心して暮らせる社会の実
現を目指します。

・障がいのある人が社会の一員として、健やかな生活を送るために、障がいに対する偏見や差別をな
くし、ノーマライゼーションや障害者差別解消法・障害のある人もない人も共に学び共に生きる岩手
県づくり条例の理念のもと、相互の理解を深める必要があります。
・障がい者が地域で自立して生活するために、働く場の確保や障がいの程度に応じて就労ができるよ
うな障がい福祉サービスを提供し、積極的に社会参加できるようにするための支援が必要です。
・障がい者が地域で安心して生活するために、居宅介護や短期入所、生活介護などの障がい福祉サー
ビスの提供とともに、家族の負担を減らしていく必要があります。

障がい福祉サービスの充実

健康で安心して暮らせるまちづくり

３－５　障がい福祉の推進

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

障がい福祉の推進 障がい者にやさしい地域づくりの推進
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 0 2 2

人 7 9 11

７　個別計画

第６期奥州市障がい福祉計画（令和２年度策定）

第２期奥州市障がい児福祉計画（令和２年度策定）

②障がい者の就労の促進
　障がい者が地域で生活してくためには、経済的な自立が重要です。障が
い者が持つ能力を十分に発揮できるように、障がい者の就労や職業訓練を
さらに進め、社会参加の拡大を目指します。

指標名 目標設定の考え方

施設入所者の地域生活への移行
毎年度１～２名の移行を目指し
ます。

一般就労への移行者数
現状値の12％増を目指します。
(中間目標値)

施策名 ３－５－１　障がい者にやさしい地域づくりの推進

施策の目標

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①障がい者の自立・社会参
加の促進

　地域で安心して生活できるように、気軽に相談できる体制を整えます。
　必要に応じてサービスを受けられる体制を強化し、地域で生活を希望す
る人を支援していきます。

　障がい者が相談しやすく、必要な支援を受けられる体制を整え、障がい者が地域
で自立して生活できる社会を目指します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 1,591 1,600 1,600

人 204 215 225

７　個別計画

第６期奥州市障がい福祉計画（令和２年度策定）

第２期奥州市障がい児福祉計画（令和２年度策定）

指標名 目標設定の考え方

障がい福祉サービス支給決定者数
利用者数の増減が見込めないた
め、現状維持とします。

障がい児通所支援支給決定数
現状値の５％増を目指します。
(中間目標値)

①障がい福祉サービスの充
実

　障がい者が必要なときに必要なサービスを受けられるように、施設の整
備に対する助成などを行い、サービスの質や量の充実を目指します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策）

施策名 ３－５－２　障がい福祉サービスの充実

施策の目標
　障がい者が必要とする障がい福祉サービスを提供できるよう関係機関が連携し、
障がい者が安心して暮らせる社会の実現を目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

市立医療機関の再編・充実

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

　市民がいつでも安心して必要な医療が受けられるように、地域医療体制の充実を目指します。
　医療費給付事業を実施し、市民の医療機会の確保を目指します。
　市立医療機関は、高齢者人口の割合増加に対応し、医療の確保・継続が可能な体制の構築を図るた
め再編し、胆江医療圏のニーズに合った医療を提供します。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・市民の健康を守り、将来にわたり安定的な医療体制を更に充実させることが必要です。
・不足する医師や看護師等の医療従事者の確保対策が必要です。
・救急医療や休日・夜間・へき地医療など多様な医療ニーズへの対応が求められています。
・地域包括ケアシステムの構築に向け、医療と介護の連携、在宅医療の推進及び認知症患者への対応
が求められています。
・国民皆保険の基礎となっている国民健康保険は、平成30年度から岩手県が財政運営の主体となり、
財政運営の安定化が図られてきました。今後、実質的な広域化・適正化が重要となってきます。
・市立医療機関は、他の病院と重複し過剰と認められる機能の見直しや地域に不足が見込まれる機能
へ特化するとともに、持続可能な経営の確立が必要です。

健康で安心して暮らせるまちづくり

３－６  医療の充実

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

医療の充実 地域医療提供体制の確保
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 93.50 94.00 95.00

７　個別計画

第３次奥州市健康増進計画（平成29年度策定）

奥州金ケ崎地域医療介護計画（令和２年度策定）

④医療費給付事業の実施
　子ども、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭等、寡婦に対し医療
費の一部を給付し、医療機会を確保することにより対象者の心身の健康を
保持し、生活の安定を図ります。

指標名 目標設定の考え方

救急搬送件数の市内病院搬送割合 現状維持に努めます。

①在宅医療・介護の連携体
制の強化

　医師会、歯科医師会、薬剤師会、公立病院・診療所、福祉・介護事業者
等との連携体制の構築、強化を図ります。

②救急医療の充実
　休日、夜間診療所の運営委託による一次救急及び救急告知病院等への支
援による二次救急の維持・確保を図ります。

③国民健康保険事業及び後
期高齢者医療の実施

　国保の財政主体広域化に対応するため、適正な財政運営を維持するとと
もに、医療費の適正化に取り組み、安定的な運営をめざします。また、後
期高齢者医療保険の改正の周知徹底を図ります。

施策名 ３－６－１　地域医療提供体制の確保

施策の目標
　在宅医療と介護の連携体制を整備するとともに、一次・二次救急の維持・確保を
図り地域医療の充実に努めます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 7,620 8,020 8,220

人 2 4 4

７　個別計画

奥州金ケ崎地域医療介護計画（令和２年度策定）

奥州市立病院・診療所改革プラン（令和３年度策定予定）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ３－６－２　市立医療機関の再編・充実

施策の目標
　医療環境の変化に的確かつ機動的に対応するため市立医療機関を再編するととも
に、県立病院との連携を再構築し、在宅医療・訪問看護や地域包括ケア医療の拡
大、感染症への対応といった胆江医療圏のニーズに合った医療を提供します。

需要が増えている訪問看護事業を
さらに拡大し、毎年100件の増加を
目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①市立医療機関の再編
　市立病院・診療所が現在行っている医療サービスを基本としながら、市
立医療機関を再編※します。

②経営の健全化
　市立医療機関の再編により経営の効率化を図り、市立病院・診療所改革
プランの確実な実施による経営の健全化を進めます。

※施設の機能及び役割の見直しを意味します。

医師養成奨学生着任数
医師を確保するため、医師養成奨
学生の着任を促進します。

③医師等医療従事者の確保
　医師養成奨学生の着任を促進するなど、提供する医療サービスに合わせ、医師な
ど医療従事者の確保に努めます。

指標名 目標設定の考え方

訪問看護件数
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

豊かさと魅力のあるまちづくり

４－１ 農林業の振興

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

農林業の振興 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農畜産物の生産力
の強化

農畜産物の需要拡大

農山村の振興

森林資源の保全と活用

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

　地域の土地条件に応じた生産基盤の整備を推進し、担い手への農地集積・集約を図るとともに高齢農業
者、女性農業者、農村部の住民などと協力して広大な農地の活用を目指します。
　生産性の向上に取り組む地域の担い手を育成・支援し、農畜産物の既存ブランド力のさらなる強化な
ど、消費者から支持される産品の生産及び需要の拡大を図ります。
　中山間地域等や森林の持つ多面的機能の普及啓発に取り組み、農村振興や地域活性化を支援するととも
に、環境にやさしい農業の推進、森林資源の保全や活用促進などにより持続可能な農林業を推進します。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・農業従事者の高齢化等により後継者不足がさらに進んでいることから、農業所得の向上と経営の安定化による担い
手の確保、育成が必要です。
・地域農業マスタープラン実践のための話し合いを推進し、どのようにして農地を含む地域の環境を維持していくの
か、兼業農家など多様な農の担い手を含めてそのあり方を検討し、取り組むことが必要です。
・労働力を確保するために、農業者や求職者などの就労ニーズを踏まえた方策を推進するとともに、省力化につなが
る情報通信技術等の先進技術の現場への導入について、コストと効果を検証し、経営モデルの確立と普及拡大が必要
です。
・産地間競争がさらに激化していることから、「前沢牛」、「江刺りんご」、「主食用米」などの既存ブランド銘柄
について、高いレベルでの生産体制強化と流通体制の拡充によりブランド力をさらに強化するとともに、生産者と消
費者をつなぐ取組により地産地消を進め、本市の農畜産物及び林産物の需要拡大が必要です。
・農村は、農畜産物の生産地としての役割のほかに、自然環境の保全、水源のかん養、良好な景観の形成、文化の伝
承など多面的な機能を担っていますが、一般的にその価値が評価されない傾向にあります。地域住民と農家の協働に
より、農村の景観保全や多面的・環境保全機能を維持して効果を広く知ってもらうことや、農村と都市との交流など
を通して、農村の価値を広くアピールする機会が必要です。
・森林は、利用可能な林齢に達していますが、従事者の高齢化や後継者不足により、森林の保育・管理が十分行われ
ていません。水源のかん養や山地災害の防止など森林の持つ多面的な機能が持続的に発揮できるように、森林経営計
画の作成支援を通じて、森林施業の集約化など、計画的な林業生産基盤の整備が必要です。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

ha 4,006 4,724 5,084

％ 61 68 75

ha 21.8 21.8 21.8

７　個別計画

奥州市農業振興ビジョン（令和元年度策定）

奥州市農業振興地域整備計画（令和３年度策定）

奥州市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（令和３年度策定）

地域農業マスタープラン（人・農地プラン）　（平成24年度策定、随時更新）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－１－１　農地の生産性の向上

施策の目標
　農地のフル活用に向け、地域の土地条件に応じた生産基盤の整備を推進し、担い手
に農地の集積・集約を進め、農地の生産性を向上します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①基盤整備事業の推進

　営農の効率化や生産コストの低減を進め、担い手を育成するため、受益面
積が一定規模以上の農地については、大区画化や排水対策、水管理の省力
化・合理化のための整備を推進し、中山間地域等の受益面積が一定規模未満
の農地は、国、県の小規模基盤整備事業を活用し、畦畔除去や暗渠排水の整
備等の耕作条件の改良を支援します。

②農地の集積・集約化
　地域課題を解決するため地域農業マスタープランの実践に向けた話し合い
を推進し、農地中間管理事業を活用して認定農業者や集落営農組織等の経営
体への農地の集積・集約化を進め、生産性の向上を図ります。

③荒廃農地対策の推進

　地域の話し合いや農業委員及び農地利用最適化推進委員による耕作者の掘
り起こし、あっせん活動等の取組により荒廃農地の拡大を防ぐ活動を行うと
ともに、日本型直接支払制度による地域の取組や、鳥獣被害対策実施隊等の
鳥獣被害対策による荒廃農地拡大を防止する取組を支援します。

指標名 目標設定の考え方

経営体育成基盤整備事業(※)等の水
田整備面積

　基盤整備事業の整備面積を示
すものであり、耕作条件の改良
に係る目標として設定します。

担い手への農地集積率

　耕地面積に占める担い手の農地利用
集積面積を示すものであり、市の農業
経営基盤の強化の促進に関する基本的
な構想における農地集積率を目標とし
ます。

遊休農地面積

 荒廃農地の発生防止、また発生した場
合にも早期の解消に取り組むことによ
り、現状維持を目標とします。

※食料自給率の向上、農業の多面的機能の充実を目的に経営体の育成と大規模水田地域の整備を推進する事業
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

経営体 104 －※ 114

件 53 65 75

名 117 121 130

７　個別計画

奥州市農業振興ビジョン(令和元年度策定)

奥州市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（令和３年度策定）

地域農業マスタープラン（人・農地プラン）　（平成24年度策定、随時更新）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－１－２　担い手の確保・育成

施策の目標
　認定農業者や、集落営農組織といった地域の中心となる担い手の育成・法人化支援
や、農地の出し手等の多様な農業者が地域の農業に携わり活躍する環境の整備、新規
就農やUターン等による新たな担い手の確保を推進します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①地域の中心となる担い手
の確保・育成

　農業をけん引する中心となる担い手を確保・育成するため、地域農業マス
タープランの話し合いを推進し、法人化支援や集落営農組織のビジネスモデ
ルの検討・情報提供を進めます。

②多様な農業者が活躍する
環境整備

　中心となる担い手に農地を提供する兼業農家や、高齢者や女性など、多様
な農業者が地域の農業に携わり活躍するための環境整備を進めます。

③新たな担い手の確保・育
成

　研修制度の活用推進や空き家付き農地に係る情報提供などにより新規就農
者の確保・育成に取り組みます。

指標名 目標設定の考え方

農産物販売金額3,000万円以上の経営
体数（農林業センサス）

　地域のトップランナーである企
業的な経営体数を示すものであ
り、地域担い手の確保・育成に係
る指標として、10経営体の増を目
標とします。

法人の集落営農組織
（集落営農実態調査）

　農業経営の継続・拡大に向けて
取り組む組織数を示すものであ
り、年間４件程度の増を目標とし
ます。

新規就農者〔評価時点から過去５年
間ごとの累計値〕　（奥州市資料）

　新規就農者の確保状況を示すも
のであり、現状に対して年間2名程
度の純増により年間26名を目標と
します。

※次回農林業センサスは2025（R7）年度
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<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

億円 232 234 236

億円 129 129 129

億円 62 64 65

億円 38 39 40

※現状値はR3.6.15農林水産省公表の令和元年度推計値を記載。

７　個別計画

奥州市農業振興ビジョン（令和元年度策定）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－１－３　消費者から支持される農畜産物の生産力の強化

施策の目標
　生産施設、機械の導入、新たな農産物の導入、栽培技術の向上・構築等を支援し、
消費者から支持を得られる産品の生産を拡大します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①米穀の生産性の向上
　米穀の生産性を向上し、担い手の収益を拡大するため、認定農業者や集落
営農組織等、経営拡大を志す担い手への農地の集積・集約化と合わせ、生産
コストの低減や、収量の拡大等の生産性向上を進めます。

②園芸の拡大
　ピーマン、りんごなど、既存の品目の生産性の向上と生産量の維持・拡大
を支援するとともに、水田を活用した土地利用型園芸品目の導入など、高収
益な園芸品目への転換を促進することにより、園芸規模の拡大を進めます。

③畜産王国への復権
　子牛の生産体制の強化や、担い手の規模拡大支援、先進技術の導入、和牛
の販売戦略の立案などを進めます。

指標名 目標設定の考え方

農業産出額

　市の農業生産の実態を金額で示
すものであり、生産者等が戦略的
に販売に取り組む指標として４億
円の純増を目標とします。

農業産出額〔米穀〕

　市の米穀に係る農業生産の実態
を金額で示すものであり、生産者
等が戦略的に販売に取り組む指標
として、現状維持を目標としま
す。

農業産出額〔畜産〕

　市の畜産に係る農業生産の実態
を金額で示すものであり、生産者
等が戦略的に販売に取り組む指標
として年間0.5億円の増を目標とし
ます。

農業産出額〔野菜・果実・花き〕

　市の園芸品目に係る農業生産の
実態を金額で示すものであり、生
産者等が戦略的に販売に取り組む
指標として２億円の増を目標とし
ます。

※
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<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

億円 232 234 236

億円 129 129 129

億円 62 64 65

億円 38 39 40

百万円 1,702 1,740 1,777

述べ件数 7 8 9

７　個別計画

奥州市農業振興ビジョン（令和元年度策定）

おうしゅう地産地消推進計画（令和元年度策定）

奥州市６次産業化推進計画（令和２年度策定）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－１－４　農畜産物の需要拡大

施策の目標
　消費地における奥州産の知名度向上や販路の開拓、地産地消の推進に取り組み、本
市の農畜産物の需要の拡大を図ります。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①消費地への戦略的な販路
開拓

　既存の販売先との信頼関係の向上とあわせ、本市の農畜産物に対する需要
を拡大することを目的に、奥州産の知名度の向上、イメージアップや、米な
ど海外での需要が見込まれる産品の輸出拡大など、消費地への戦略的な販路
開拓を推進します。

②地産地消の推進
　地域農業の活性化を図ることを目的に、市、生産者、事業者、市民が連携
して地産地消を推進します。

③６次産業化の推進
　新たな加工品開発や既存商品のブラッシュアップ等により市産農畜産物の
高付加価値化を図り、農家所得の向上を目指します。

指標名 目標設定の考え方

農業産出額
【再掲】

　市の農業生産の実態を金額で示すも
のであり、生産者等が戦略的に販売に
取り組む指標として４億円の純増を目
標とします。

農業産出額〔米穀〕
【再掲】

　市の米穀に係る農業生産の実態を金
額で示すものであり、生産者等が戦略
的に販売に取り組む指標として、現状
維持を目標とします。

農業産出額〔畜産〕
【再掲】

　市の畜産に係る農業生産の実態を金
額で示すものであり、生産者等が戦略
的に販売に取り組む指標として年間0.5
億円の増を目標とします。

農業産出額〔野菜・果実・花き〕
【再掲】

　市の園芸品目に係る農業生産の実態
を金額で示すものであり、生産者等が
戦略的に販売に取り組む指標として２
億円の増を目標とします。

農畜産物の主な産直施設販売額
　市内農畜産物等の需要を示すもので
あり、地産地消推進の指標として、年
間15百万円の増を目標とします。

市の商品開発等の支援による6次産業
化件数

　試作や研修への支援の結果、地場産
品を活用して商品化した成果を示すも
のであり、新商品開発件数を最終年度
までに２件増やすことを目標とした６
次産業化の指標とします。
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②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 6 12 20

ha 14,220 13,900 13,500

ha 5,647 5,647 5,250

人 －※ 2,500 2,500

７　個別計画

奥州市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画　（平成27年度策定、随時更新）

奥州市農業振興ビジョン（令和元年度策定）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－１－５ 農山村の振興

施策の目標
　中山間地域等の農村保全を目的とした活動や地域活性化の取組を支援し、特色ある
農産物等による所得向上、いきいきとした地域づくりを目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①農村の保全と活性化
　日本型直接支払制度の取組組織や、鳥獣対策の取組を行う地域の支援のほ
か、地域の資源を活かした農業や地域活性化に向けた意欲的な取組を行って
いる地域へ支援を行います。

指標名 目標設定の考え方

農業振興地域での新規転入就農者数

　市内へのUIターン就農の状況を示す
ものであり、地域活性化の取組に関す
る指標として年間３名増を目標としま
す。

多面的機能支払交付金制度の取組面
積

　多面的機能支払交付金制度の取
組状況を示すものであり、最終年
度で５％程度の減に止めることを
目標とした指標とします。

中山間地域等直接支払制度の取組面
積

　中山間地域等直接支払制度の取
組状況を示すものであり、最終年
度で７％程度の減に止めることを
目標とした指標とします。

市外から受け入れる農村体験交流イ
ベント参加者数（田植、稲刈り、収
穫体験など）

　コロナ禍前のH30農村生活体験受
入者数(2,498人)を目標とします。

※R2は新型コロナウイルスの影響で市外から受け入れる農村体験交流イベントを実施せず。
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②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 15 19 21

ha 16.54 20.00 20.00

kg 379 380 380

７　個別計画

奥州市森林整備計画　（平成30年度策定）

奥州市産木材の利用推進指針　（平成22年度策定）

　適正な森林の保育・管理による森林の多面的機能の発揮のため、森林経営
計画作成の支援のほか、森林環境譲与税等を活用し、森林施業の集約化に向
けた支援、市産木材の利用促進を図ります。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－１－６ 森林資源の保全と活用

指標名 目標設定の考え方

森林経営計画認定数
　適正な森林の保育・管理、森
林の多面的機能が発揮されるよ
う年間１件の増を目指します。

施策の目標
　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るととも
に、山林の再生による特用林産物の育成等、森林資源の維持・造成を図ります。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①森林資源の保全と活用

市有林整備面積（年間）
　毎年一定の面積を整備するこ
とを目指します。

原木しいたけの生産量（年間）
　現状における生産数量の維持
を目指します。

②山林の再生による特用林
産物の振興

　きのこ原木林の再生に必要な放射性物質のモニタリング調査や、自家生産
できないホダ木等の生産資材購入の支援、わさびや山菜等を新たな特産物と
して育成することを目的に試験栽培を実施します。
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

豊かさと魅力のあるまちづくり　

４－２　商工業の振興

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

商工業の振興 商業の振興

産業間連携の促進と新事業育成の支援

企業誘致の推進

・商店街の現状を改善するためには、従来の方法にとらわれず、本気を出して活性化に取り組む人を増
やす必要があることから、外部の視点も取り入れながら、商店街の人々が、本気（やる気）を出しやす
い環境を整備することにより、商店街の活性化を目指します。
・地域企業の技術力向上や支援体制の強化により中小企業の経営安定化を支援します。また、多様な連
携により高付加価値を生み出すとともに、新分野への展開や起業・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。
・地域雇用の確保、地域経済の活性化を目的として、企業ニーズを的確に把握しながら、新規企業の立
地や既存企業の事業誘致に向けた条件整備を進めます。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・魅力ある店舗が減少し、空き店舗が増加するなど、商店街の魅力が減少しています。
・商店街の魅力ある個店やイベントが買い物客等に認知されていないことから、SNS等の利用を含めた情
報発信力の向上、インターネット通販への対応が期待されています。
・商店街の居住者の減少により、商店街自体の力が減少してきていることから、居住しやすい環境の整
備や高齢者と子供が安全で安心して買い物等ができる環境の整備が求められています。
・市内の製造業（従業員４人以上の事業所）は、事業所数は減少傾向にあるものの従業員数について
は、令和3年度の目標としていた9,425人を超えて、平成28年度以降10,000人を超えて推移しています。
また、製造品出荷額についても令和3年度の目標としていた2,400億円を大きく超えて、平成30年度時点
では3,354億円となっています。
・新型コロナウィルス感染症の影響により業種によって業況の二極化が進んでいること等から、業種に
応じた支援が必要となっています。
・多くの中小企業、小規模事業者は、労働力不足や原材料価格等の高騰による経営環境の悪化や後継者
不足等の課題に直面しています。企業の状況、ニーズに応じ、経営安定化のための資金繰り支援、生産
性や付加価値の向上等による経営基盤の強化のほか、事業承継等の取組への支援が必要です。
・伝統産業の売上高の減少や技術継承者不足が顕著であり、伝統工芸産地の存続が危ぶまれている状況
であることから、販路開拓や新商品開発、経営指導など多方面からの支援が必要です。
・多種多様な企業の集積に伴い産業ニーズも多様化してきていることから、国、県、商工団体、産業支
援機関などの関係機関と連携しながらワンストップでの支援や情報発信の強化、多角的な支援体制の構
築等と併せ、企業間の連携、交流の促進を図る必要があります。
・企業が求める多種多様な情報を効果的に提供するため、情報収集・発信の強化を図る必要がありま
す。
・観光客を商店街へ誘客する仕組みの構築や、起業・創業の促進により、新事業創出や商店街の賑わい
創出等の地域経済の活性化をはじめ、事業承継、空き店舗解消等の地域課題解決が期待されますが、初
期段階においては相談窓口の常設やコーディネーターによるきめ細かな伴走支援が必要です。
・企業の技術的課題の解決、製品の高付加価値化、新製品開発、販路開拓等のため、大学との連携の重

中小企業の経営基盤の強化

技術力・経営力向上への支援

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）
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要性が高まっています。日常的に企業の相談に対応できる体制の構築と、適切に大学教員と企業ニーズ
を結びつけることができる人材の継続的な育成が課題です。
・自動車、半導体関連産業を中心に積極的な投資が図られ、本市を含む県南地域の産業用地不足が深刻
化しています。今後のさらなる産業用地需要に応えるため、新たな工業団地の整備を進めるとともに、
既存の広表工業団地の分譲促進や、未活用産業用地や空き工場等の流動化が必要です。
・効果的な企業誘致を進めるため、岩手県をはじめとする関係機関との連携により、引き続き自動車、
半導体、医療・福祉機器関連産業を重点誘致業種として取り組むことが重要であると考えます。近年
は、自然災害や感染症においても企業活動が滞ることが無いよう事業継続計画（BCP）を重視する企業が
増加しており、本社移転を含めた誘致活動の強化が必要です。また、立地した企業の持続的発展のため
の重点的な取組が必要です。
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　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値

（R6）
目標値
（R8）

店舗 8 8 8

人 6,929 9,350 9,350

７　個別計画

奥州市商店街活性化ビジョン（平成27年度策定）

　外部の視点も取り入れながら、既存の概念にとらわれない新しい事業の展開や取
組みを支援し、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。

※R2は新型コロナウイルスの影響で通行量調査において前沢分を未実施のため、水沢（5,824人）及び江刺
（1,105）のみの数値を計上。また、目標値はR元の実績値（9,347人）を基に算出した。

施策名 ４－２－１　商業の振興

　起業・創業、課題解決、事業改革、インターネット対応、新規出店、新
規事業等の取り組みにつながる事業を支援します。

②商店街活性化に資する賑
わいの創出

③商店街の情報発信機能の
拡充

　商店街のやる気のある取り組みや魅力ある情報を、SNSの活用等内外へ発
信する取り組みを支援します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①商店街活性化に取り組む
人材の育成

施策の目標

　商店街の活性化に資する、SNSの活用等、斬新で集客効果のある商店街の
賑わいを創出する事業を支援します。

指標名 目標設定の考え方

重点地域商店街への新規出
店者数

空き店舗の１割以上の新規出店を目指し
ます。

②

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、

現状維持を目指します。※
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②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 425 440 470

件 182 190 200

７　個別計画

なし

　中小企業等の円滑な資金調達を支援するため、市の制度融資や利子補給
を継続して行うとともに、国や県などの各種資金に関する情報を発信する
など、多様な資金調達手段の提供を行います。

指標名 目標設定の考え方

市内企業のフォローアップ件数 概ね10％増を目指します。

制度融資実行件数 概ね10％増を目指します。

②円滑な資金調達の支援

①支援環境の整備
　企業支援の総合的な調整相談窓口としての企業支援室の体制を更に強化
し、関係機関との連携のもと支援内容の充実を図ります。

施策の目標
　国、県、商工団体、産業支援機関との連携を強化し、中小企業の経営活動を支援
するとともに、融資制度等を充実し、経営基盤の安定・強化を図ります。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－２－２　中小企業の経営基盤の強化

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容
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②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

億円 3,354 3,354 3,500

件 31 31 31

件 51 60 60

件 425 440 470

７　個別計画

なし

市内企業のフォローアップ件数（再
掲）

概ね10％増を目指します。

指標名 目標設定の考え方

ものづくり産業育成事業補助金の利
用件数

現状維持を目指します。

共同研究員による企業支援実績数 概ね20％増を目指します。

製造品出荷額等
　新型コロナウィルス感染症の
影響を最小限にとどめ、令和２
年度の水準を維持します。

①企業競争力の強化

　AI・IoTなどデジタル技術を活用できる人材の育成等に必要な各種研修の
受講や企業課題等の解決に向けた専門機関等との共同研究など、生産性の
向上に資する取組のほか、展示会等への出展や国際規格の認証取得など、
企業競争力の強化に資する取組（ものづくり産業育成事業）を支援しま
す。
　産業支援コーディネーターを引続き配置し、企業が抱える諸課題の解決
に向けた取組を支援します。

②技術開発への支援
　大学又は企業グループでの共同研究など、産学連携、企業連携による技
術開発を支援します。

③情報発信の強化
　企業ニーズに合致した補助事業等の支援策や各種セミナー等の情報提供
を行うため、市内企業のフォローアップに積極的に努めるとともに、ＨＰ
やメーリングリスト、広報誌等により適時適切な情報発信を行います。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－２－３　技術力・経営力向上への支援

施策の目標
　市内企業の安定的・持続的な活動の更なる発展に向け、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。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容
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②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 21 22 23

件 51 60 60

７　個別計画

なし

指標名 目標設定の考え方

起業・創業者件数（市が実施する創
業支援等事業によるもの）

概ね10％増を目指します。

共同研究員による企業支援実績数
（再掲）

概ね20％増を目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①起業・新事業創出の推進

　市内企業が、新分野への進出、新商品開発等に活発に取り組むことので
きる環境を整備します。
　起業・創業に向けた相談窓口の設置やセミナーの開催、創業時・創業後
のフォローアップなど、商工団体や金融機関などの支援機関と一体となっ
て推進します。

②産学官連携・異業種連携
の推進

　岩手大学に共同研究員を派遣して県内外の大学や研究機関との連携を強
化、積極的活用を図るとともに、岩手大学鋳造技術研究センターとの産学
連携や産業支援コーディネーターによる異業種間連携の支援に取り組みま
す。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－２－４　産業間連携の促進と新事業育成の支援

施策の目標
　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。
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②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

社 1 6 12

億円 3,354 3,354 3,500

人 10,299 10,299 10,500

７　個別計画

なし

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。

指標名 目標設定の考え方

誘致企業数(累計)
　新工業団地の分譲開始予定
（令和6年度）以降に係る誘致
企業数を３に変更します。

製造品出荷額等

　新型コロナウィルス感染症の
影響を最小限にとどめ、令和２
年度の水準を維持し、新工業団
地への立地による出荷額増を目
指します。

①企業立地への支援

　新規立地企業及び事業誘致への既存の支援制度(企業立地促進補助金、企
業立地促進利子補給金、空き工場賃貸料補助金)の再構築を行い、企業誘致
及び事業誘致を目指します。
　企業誘致推進委員会などを通じ、関係機関との情報共有、連携を図りま
す。加えて、効果的な企業誘致推進体制の構築と強化に努めます。

②情報発信・企業折衝の推
進

　各種イベントなどを通したＰＲ活動を積極的に進めます。また市工業団
地ホームページなどでの情報発信の充実に努めます。
　多様な企業の要望に対応するため、空き物件の情報整備を行います。併
せて工業団地のインフラ整備を進め、それらの情報発信を積極的に行いま
す。

③新工業団地の整備
　北上川流域地域に集積した自動車・半導体関連産業の更なる集積のた
め、江刺フロンティアパークの隣接地に新工業団地を整備します。
　併せて、完成後の企業誘致がスムーズに進むよう準備を進めます。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－２－５　企業誘致の推進

施策の目標
　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。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

豊かさと魅力のあるまちづくり　

４－３　観光物産の振興

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

観光物産の振興 観光客誘致の促進

物産の振興

新たな体験型観光の推進

観光物産関係団体との連携

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

・豊かな自然と、恵まれた立地条件、質の高い観光資源を活かしながら、世界文化遺産「平泉」を中心
とした広域的な連携により、観光客の誘致促進を図ります。また、グリーン・ツーリズムなどの農業体
験や、奥州湖周辺の豊かな自然を活かしたカヌー、ラフティングなどの自然体験、えさし藤原の郷や胆
沢城跡歴史公園、正法寺、黒石寺などを中心とした歴史体験など、体験型観光を奥州市の観光政策の柱
として、充実強化していきます。さらに、ＩＬＣまちづくりビジョンとも連携しながら、外国人観光客
の受け入れ態勢を強化し、国際交流都市の実現を進めます。
・前沢牛、江刺りんご、南部鉄器、岩谷堂箪笥など既に大きな評価を得ているブランドを奥州ブランド
としてＰＲしていくとともに、新たな高品質ブランドの開発や海外も含めた販路拡大を進めます。
・外部の視点を取り入れながら、民間企業、市内の観光関係団体と一丸となって、奥州市の観光物産を
推進していきます。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・宿泊地としての魅力不足や、観光地間のネットワーク化がなされていないため、世界文化遺産平泉の
観光客を奥州市に十分に呼び込むことができていません。滞在型の観光メニューや二次交通対策を含め
たストーリー性をもった観光地のルート化が必要です。
・グリーン・ツーリズムなどの農家民泊や農業体験、奥州湖周辺の自然を活かしたカヌー、ラフティン
グなどの自然体験、えさし藤原の郷を中核とした歴史体験を充実させていくともに、新たな体験型メ
ニューの掘り起こしをしていく必要があります。
・日本全体としては、外国人観光客数は増大しており、奥州市においても、台湾を中心とする外国人観
光客が増加しつつあります。外国人観光客にとって魅力的な観光メニューの提供と、効果的なＰＲ戦
略、外国人観光客のニーズに即した環境整備など、市全体での受入体制を充実していく必要がありま
す。
・前沢牛、江刺りんご、南部鉄器、岩谷堂箪笥など、質の高い農畜工芸品を生産しているにも関わら
ず、奥州ブランドとしての知名度は低いままです。相乗効果を高めるためにも、奥州ブランドとしての
戦略的なＰＲを実施していく必要があります。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで大きな成果を上げてきた観光客数が大きく減少し
ました。コロナを契機とし、人々の生活スタイルや旅行スタイルも変化しつつあることから、ウィズコ
ロナを考慮するとともに、アフターコロナを見据えた観光施策を検討し、取組んでいく必要がありま
す。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

観光客入込数 人 1,371,405 2,470,000 2,569,700

外国人観光客入込数 人 4,103 19,200 23,200

誘致ロケ数 数 7 11 11

７　個別計画

なし

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－３－１　観光客誘致の促進

施策の目標

　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。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①広域観光ルートの確立と
奥州市らしさを活かした観
光客誘致の促進

　ストーリー性の高い魅力ある観光ルートを確立するとともに、グリーン
ツーリズムなどの体験型観光に重点を置いた観光PRを強化するとともに、
他の自治体と連携したマイクロツーリズムの推進など、ターゲットを明確
にした観光客誘致に取り組みます。

②ロケ誘致の推進
　歴史公園えさし藤原の郷を中心としたテレビ・映画の市内ロケポイント
のＰＲや、市の支援体制の充実化により、誘客効果の高いロケ誘致の推進
に取り組みます。

③まつり・イベントの開催
　各地域で実施しているまつり、イベントについて、伝統を守りつつ、民
間の活力を活かして新たな魅力の創出を図っていきます。

指標名 目標設定の考え方

対前年比10%増を目指します。※１

対前年比10%増を目指します。※１

令和元年度実績を基準に受け入れを目指

します。※２

※１　R2は新型コロナウイルスの影響で観光客・外国人観光客入込者数ともに大幅に減少したため、R1の実績
値(観光客入込数2,255,797人、外国人観光客入込数19,922人)を基に目標値を算出した。

※２　R2は新型コロナウイルスの影響で受け入れ実績が減少したため、R1の実績（11数）を基に目標値を算出
した。
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②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

数 1※１ 10 10

人 －※２ 35,700 37,400

７　個別計画

なし

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－３－２　物産の振興

施策の目標

　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、各地域の特色を活かし開催されている産業まつりを、奥州市の物産振興イベ
ントと広く周知していきます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①既存ブランドの普及拡大
と新たな地域ブランドの確
立

　伝統的工芸品も含めた質の高い奥州市の農畜産工芸品ブランドをしっか
りと周知していくとともに、地域の特性を生かした新たな地域ブランドの
確立に努めます。

②産業まつりのＰＲ
　奥州市の物産振興イベントとして、各地域で行われている産業まつりを
SNS等を活用し、市内外に広く周知していきます。

③物産の販路拡大支援
　首都圏や海外で開かれる物産展への出展や、オンラインによる販売等を
支援し、販路拡大を推進します。

指標名 目標設定の考え方

首都圏物産展等出展補助件
数

年間10件の交付を目指します。

産業まつり入込数 10％増の入込数を目指します。

※１　R2は新型コロナウイルスの影響で首都圏物産展等の出展数が大きく減少した。

※２　R2は新型コロナウイルスの影響で、R元は台風の影響で産業まつりを実施しなかったため、H30
の実績値（34,000）を基に目標値を算出した。
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<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

事業 1 5 5

事業 0 5 5

事業 1 5 5

７　個別計画

なし

③歴史体験メニューの充実
えさし藤原の郷、胆沢城跡、正法寺、黒石寺などで、市内観光関連事業者
と連携したストーリー性のある体験型メニューの構築に努めます。

自然体験メニュー

農業体験メニュー

歴史体験メニュー

新規メニューの取り組み年間１件を目指
します。
新規メニューの取り組み年間１件を目指
します。
新規メニューの取り組み年間１件を目指
します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－３－３　新たな体験型観光の推進

施策の目標
　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。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

指標名 目標設定の考え方

①自然体験メニューの充実
　奥州湖周辺などの豊かな自然を活かしたカヌー、ラフティング、ＳＵ
Ｐ、トレッキングなどの自然体験メニューを構築し、安心して遊べるアク
ティビティ空間をつくりあげます。

②農業体験メニューの充実
奥州市のグリーン・ツーリズムを観光コンテンツとしてＰＲしていくとと
もに、農家民泊、農業体験メニュー等の充実に努めます
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②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 997※１ 1,500 1,500

数 1,371,405 2,470,000 2,569,700

件 180,850 264,700 320,300

人 52 60 62

７　個別計画

なし

観光物産協会ホームページ
アクセス数

対前年度比10％増を目指します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－３－４　観光物産関係団体との連携

施策の目標

　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。

観光客入込者数 対前年度比10％増を目指します。※２

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①観光物産関係団体等への
支援

　民間の活力を活かした取組を支援し、官民が一体となった観光推進体制
を構築します。

②観光情報発信機能の充実
　ＳＮＳなどの新たな情報メディアなど、多様なメディアを活用した効果
的な情報発信の支援を行っていきます。

※２　R2は新型コロナウイルスの影響で観光客入込者数が大幅に減少したため、R1の実績値(2,255,797人)を基
に目標値を算出した。

※１　R2は新型コロナウイルスの影響で観光ガイドの利用者数が大幅に減少した。

③市民一丸となったおもて
なし体制の構築

　市民、企業、行政、各種団体等が一体となった観光客の受け入れ態勢を
構築し、人と人とのつながりによる観光振興を進めます。

観光ガイドタクシー認定者
数

年間１人の認定を目指します。

指標名 目標設定の考え方

観光ガイドの利用者数
奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略
に基づく目標値。H30年度（1,521人）を
基準に現状維持を目指します。
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

人材育成の推進

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

・安定した雇用機会の確保と新たな雇用の場の創出のため、企業が求める人材の育成に努め、新規学卒
者の地元定着やＵＩＪターンなどによる定住人口の増加を目指します。
・人材の育成については、職業訓練協会など関係機関と連携し、在職者及び求職者の技術向上や資格取
得を支援することで、企業の求める職業能力開発の促進に努めます。また、高校生・大学生を対象に職
業観醸成を図るためのキャリア教育を支援します。
・勤労者が安心して働き、心豊かな生活を送ることができるよう勤労者への福利厚生の充実を支援しま
す。
・多様な雇用形態がある現在、働きたいと希望する女性のライフステージに応じた就業を支援します。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・少子化の進行や大都市圏への若者の流出は深刻な問題であり、若年労働者の確保による生産年齢人口
の維持が重要な課題です。
・新規高卒就職希望者の就職率はほぼ100%となっているものの、管内企業の求人数に対する就職者数は
充足しておらず、多くの企業が人材確保に苦慮しています。また、市の将来人口の減少も予想されてお
り、地域産業を支える高度なものづくり人材の育成・確保が急務となっていることから、新卒者の市外
流出を防ぐとともに、他市からの移住、交流人口の増加や人材の地元定着・育成を図る必要がありま
す。
・労働環境の改善などによる魅力ある職場づくりは、人手不足の解消にもつながることから、働き方改
革の取組が必要です。
・雇用のミスマッチ等による新規学卒者の早期離職が散見されることから、若年労働者の定着支援、若
年求職者を対象とした就職支援が大きな課題です。
・地域産業を知るための教育の一環として、小中学生を対象とした「働く」ということについて学ぶ機
会を作る取組が必要です。
・現在の有効求人倍率は、１倍台で推移しているものの、今後新型コロナウイルス感染症収束後の雇用
状況については不透明であることから、安定的な雇用を確保するための継続した取組が重要です。
・市内企業への就職を促進するため、若年層の市内企業に対する理解度を深める取組や企業が必要とし
ているスキルの習得を進めることが重要です。
・企業が持続的に発展していくためには、従業員のキャリアステージに応じた知識・技術の習得を支援
する必要があります。

豊かさと魅力のあるまちづくり　

４－４　雇用環境の向上と人材育成

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

雇用環境の向上と人材育成 雇用環境の向上
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 52.5 53.5 54.0

人 152 155 160

人 102 105 110

人 3,043 3,050 3,050

７　個別計画

なし

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維
持します。

新規高卒者の管内就職率
地元就職の意識啓発などを通じ
て、さらなる管内就職率の上昇
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。

④女性の就労支援
　ジョブカフェ奥州において、スキルアップセミナーや各種情報提供を行
い、働く意欲のある女性のライフステージに応じた就業を支援します。

⑤中小企業勤労者の福利厚
生の充実支援

　勤労者の福利厚生の向上のため、胆江地区勤労者福祉サービスセンター
の運営支援や勤労者生活安定資金貸付事業の実施など諸制度の運用を図り
ます。

指標名 目標設定の考え方

①若年者の就労支援

　ジョブカフェ奥州を設置運営し、若年求職者に対するスキルアップセミ
ナーや就業意識の啓発を通じて早期就職を支援します。
　また、いちのせき若者サポートステーション事業を活用し、働くことに
悩む若者やニートの就労を支援します。

②ＵＩＪターンによる雇用
の促進

　ジョブカフェ奥州内にＵＩＪターン専門相談員を置き、地方で就職した
い学生や若者からの相談に対応するとともに、働き方や街の魅力などの情
報提供を行います。併せて、県やふるさといわて定住財団等の関係機関と
連携し、仕事や暮らしに関する情報発信に取り組みます。

③雇用の安定確保
　雇用環境の変化に応じて、ハローワーク・県・商工団体と連携して、市
内関係団体等への働きかけや情報提供を行うとともに、近隣市町村と連携
し、継続的かつ安定的な雇用の確保に努めます。

施策名 ４－４－１　雇用環境の向上

施策の目標 　雇用機会の拡大と職場環境の向上を目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 56 65 84

人 464 475 487

人  －※ 450 450

※R2は新型コロナウイルスの影響で高校生向けガイダンスは開催せず。

７　個別計画

なし

高校生向けガイダンス参加者数
コロナ禍前のＲ元の実績値
（443人）を目標とします。

市人材育成セミナーの受講者数 50％増を目指します。

職業訓練受講者(技能・取得を含む) 概ね５%増を目指します。

③キャリア教育の推進

　小中学生向けの企業紹介パンフレットの作成、高校生や大学生に対する
企業見学バスツアーを推進することで職業意識の醸成や地元企業への理解
と地元就職の選択肢を生み出し、若者の定着促進と企業における人材確保
を支援します。

④スキルアップ支援
　職業訓練協会などと連携して、市内企業が求める職業スキルを身につけ
る講座を女性や高齢者も対象とした形で開催し、就業及び就職に必要な知
識や技術の習得・向上を支援します。

指標名 目標設定の考え方

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①人材の育成支援
　若手リーダーから経営者や管理者までの幅広いビジネスステージに対応
したセミナーを開催し、人材確保、人材育成、魅力ある職場づくりを支援
します。

②若年労働者の定着支援
　ジョブカフェいわてと連携して、能力向上やスキルアップを内容とする
セミナーを開催し、新規就職者や若年社員の職場定着を支援します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ４－４－２　人材育成の推進

施策の目標 　企業ニーズに即した人材の育成を目指します。
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

環境にやさしい安全・安心なまちづくり

５－１　良好な自然・生活環境の保全と循環型社会の形成

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

良好な自然・生活環境の保全と循
環型社会の形成

自然環境保全対策と環境学習の推進

公害防止・放射線対策の推進

ごみ減量化に向けた３Ｒの推進

地球温暖化対策･再生可能エネルギー活
用の推進

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

　市民一人ひとりが環境に与える影響を認識し、奥州市のめぐみ豊かで良好な自然を守り育てる環境に
やさしい人づくりを進めます。併せて身近な住み良い生活環境を保全するために、個人や事業所への啓
発や指導などにより、公害の防止に努めます。
　東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に伴い、市内に放出拡散された放射性物質が生活空間・経済
活動などに影響を与えていることから、市民の安全確保のために、生活環境における放射線量の測定や
除染により発生した除染土等の保管状況の監視を行います。
　ごみをなるべく出さないためにどうしたらよいか、どういう社会であればよいかを、みんなで考え、
知恵を出し実行するまちづくりを進めます。
　地球温暖化を抑制するため、再生可能エネルギーの導入を進め、省エネルギー型の生活・産業活動へ
の転換を進めます。
  奥州市空家等対策計画に基づく空き家等の適切な管理の促進と利活用の推進を図ります。
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・奥州市環境基本計画の実効性を高めるために、奥州市環境市民会議を核として本計画を市民協働に
よって推し進めていくことが必要です。また、このような市民組織への支援を行い、組織と協働で事業
を展開していくことが重要です。

・空き家対策については、所有者が死亡または不明な空き家が年々増加あるいは遠方に居住している
ケースが多く、適正管理に係る円滑な指導・助言が困難です。また、建設リサイクル法施行以降、空き
家等の除却費用が高騰したこと、所有者の負担が増大し、管理不適切な空き家の解消が進まない現状で
す。

・東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に伴い放出・拡散された放射性物質に汚染された農林業系廃
棄物は、その大部分の処理を完了していますが、一部処分方法が未定となっている廃棄物については、
現在も保管を継続しています。また、道路側溝に堆積したままになっている土砂等は、雨水の排水が困
難になり道路に流れ出すとともに流れない地域では悪臭が発生する等、市民生活の支障となっているこ
とから早期処理又は除去が求められています。

・市内には、公害の原因となる可能性のある物質の取り扱いや作業工程を行う業種の事業者もあり、自
助努力も含めた環境保全対策が必要です。

・奥州市の一般廃棄物の排出量は、東日本大震災以降増加傾向にあり、資源物の回収量も平成18年度を
ピークに減少傾向にあります。また、依然として廃棄物の不適正な処理による環境汚染の発生や将来的
な鉱物資源の枯渇が懸念されます。できる限りものは大切に、長く、繰り返し使うことや、使い終わっ
たものについても、製品の原料として使えるものは再利用して天然資源の使用量を極力控え、廃棄物の
発生を抑制していくことが必要です。

・環境や景観破壊につながる廃棄物の不法投棄は市内でも確認されています。ポイ捨ても含め、不法投
棄は犯罪であるという市民の意識啓発を図り、廃棄物の分別徹底や適正処理を行うことが必要です。

・世界規模の地球温暖化対策の機運の高まりに応じ、国は2030年度に温室効果ガスを46％削減（対2013
年度比）を目指すことを表明しました。また、これに合わせ新しいエネルギー基本計画における電源構
成では、現行計画に対して、再生可能エネルギーが全電源に占める割合を大幅に引き上げ、同エネル
ギーの主力電源化を目指しています。
　本市においても、地球温暖化対策として、適正な環境負荷の把握や防災など様々な視点を持つつ、豊
かな自然の保護とそこに内包された再生可能エネルギー資源の活用を進め、持続可能なまちづくりを進
めることが必要です。

・以前からエネルギー多消費型のライフスタイルからの脱却が求められていましたが、先の東日本大震
災による電力不足を契機に、省エネルギー型の生活・産業活動がますます求められています。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 89.2 90.0 95.0

件 88 80 80

人 613※ 1,340 1,460

７　個別計画

第２次奥州市環境基本計画（平成28年度策定）

奥州市環境教育推進方針（平成24年度策定）

奥州市空家等対策計画（平成29年度策定）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ５－１－１　自然環境保全対策と環境学習の推進

施策の目標
　市民協働による環境保全思想の啓発と環境学習の場の提供や支援を行い、環境に
やさしい人づくりを目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

指標名 目標設定の考え方

市民の環境学習イベント等の参加者
理解度

イベント目的の理解度増を目指
します。

①環境保全対策の推進
　奥州市環境基本計画において目指すべき環境像とされる「未来を見つめ
る１００年循環都市　地球と共存する奥州」を達成するために必要な環境
保全意識の醸成のため、市民協働による啓発などを進めます。

②環境学習の推進
　奥州市環境教育推進方針に基づき家庭、地域、市民団体、事業者、行政
がそれぞれの主体的な実践の内容を共有、連携しながら環境学習を進めま
す。

③空き家対策の推進 　特定空家等の管理が不適切な空き家の解消を進めます。

助言・指導などを行った空き家等に
対する問題解決に至った年間件数

解体・修繕・適正管理の実施に
より問題状況の解消を目指しま
す。

市民の環境学習イベントの参加者数

前期計画の終盤年度において新型
コロナウイルス感染症の影響をう
けて大幅に落ち込んだものの、同
指標の前期目標値改めて維持する
とともに、イベントの開催回数な
どを段階的に増やし、参加者数の
増加（10％程度）を目指します。

※新型コロナウイルスの影響によりイベントが開催できず、R元実績値（1,762人）に対し大幅に減少したもの。ただし、R3にお
いてはイベントの開催回数は復調傾向にある。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 55.3 70.0 100.0

件 349 352 355

％ 60.8 85.0 100.0

％ 97.1 98.0 100.0

７　個別計画

第２次奥州市環境基本計画（平成28年度策定）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ５－１－２　公害防止・放射線対策の推進

施策の目標
　水質や騒音、臭気、放射線量などの測定監視とその対策に取り組み、良好な生活
環境の保全を目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①放射線対策の推進
　生活空間における放射線量の測定監視を行うとともに、低減に向けた汚
染物質の処理を進めます。

②公害対策の推進
　事業者との公害防止協定の締結を進めるとともに、締結している事業者
との協定内容遵守を推進します。

③水質及び騒音対策の推進
　市内の河川、ため池における水質及び交通騒音に係る定点観測と事業所
排水の測定監視を進めます。

指標名 目標設定の考え方

原発事故による放射性物質に汚染し
た側溝土砂の処理完了進捗率

汚染側溝土砂の全量処分を目指
します。

締結済の公害防止協定数
これまでに締結した協定数の維
持、増加を目指します。

定点観測地点の水質環境基準Ａ類型
（大腸菌群数を除く）の達成率

全ての観測地点における基準値
(PH,BOD,SS,DO)全項目の達成を
目指します。

定点観測地点の交通騒音基準値の達
成率(高速自動車道沿線を含む)

全ての観測地点における騒音環
境基準(特定類型)の達成を目指
します。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

グラム 514 497 489

％ 13.0 18.2 20.8

回 13 17 20

箇所 23 19 17

※出前講座は地域からの依頼に基づき実施するもの

７　個別計画

第２次奥州市環境基本計画（平成28年度策定）

奥州市一般廃棄物処理基本計画（平成27年度策定、令和３年度改訂）

奥州市分別収集計画（令和元年度策定）

奥州市食品ロス削減推進計画（令和３年度策定）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ５－１－３　ごみ減量化に向けた３Ｒの推進

施策の目標
　環境への負荷を低減し、豊かな自然環境を次世代へ引き継ぐために、廃棄物の発
生及び排出を抑制するとともに、資源の循環利用を推進します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①ごみの減量化

　ごみの発生抑制、再使用の呼びかけ、再資源化や省資源への取り組みを
積極的に進め、食品ロス削減推進計画の策定により食べ物を無駄にしない
意識の醸成を図り、ごみの減量化を目指します。その取り組みの一つとし
て、各地域に出向いての「ごみ・リサイクル出前講座」を実施し、市民の
意識の高揚を図ります。

②廃棄物の適正処理
　廃棄物を適正に処理し、不法投棄のない清潔なまちづくりを目指しま
す。

指標名 目標設定の考え方

１人１日あたりのごみの排出量 4.8％の減を目指します。

リサイクル率
毎年1.3ポイントの増を目指し
ます。

ごみ・リサイクル出前講座実施回数
※

年間20回の実施に向け、段階的
に引き上げます。

不法投棄常習箇所数 毎年５％の解消を目指します。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 77 77 80

７　個別計画

第２次奥州市環境基本計画（平成28年度策定）

奥州市地域新エネルギービジョン（平成18年度策定）

奥州市バイオマスタウン構想（平成21年度策定）

奥州市地球温暖化対策実行計画 事務事業編（平成19年度策定）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ５－１－４　地球温暖化対策・再生可能エネルギー活用の推進

施策の目標
　地域産業の活性化につながる再生可能エネルギーの利用を進め、省エネルギー・
省資源型の生活・産業活動を支援し、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出
を抑制します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

おうしゅうエコ事業所登録数
登録事業所の維持、増加を目指
します。

①省資源・省エネルギーの
取組の推進

　省資源・省エネルギーの啓発や事業所を対象とした「おうしゅうエコ事
業所登録制度」を進めます。

②再生可能エネルギーの利
活用推進

　太陽光、風力、水力、バイオマスなどの再生可能エネルギーの利活用
は、その有用性だけではなく、施設設備による自然環境や景観、生活環境
への安全性など、エネルギー開発がもたらす様々な影響に配慮をしながら
進めます。

指標名 目標設定の考え方
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

環境にやさしい安全・安心なまちづくり

５－２　安全・安心な市民生活の実現

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

安全・安心な市民生活の実現 交通安全・防犯対策の推進

消費者被害の防止、相談体制の整備

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

　すべての市民が安心して暮らせるように、関係機関・団体と連携して、交通安全思想の普及、年代に
応じた交通安全教育を進めるとともに、交通弱者の保護に努め、交通事故防止を目指します。また、地
域ぐるみの防犯活動を進めるとともに、犯罪被害の未然防止を目指します。
　消費者被害の防止のために関係機関等と連携し、啓発活動を進めるとともに相談体制を整備し、安
全・安心な市民生活の実現を目指します。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・交通事故件発生数は全国的に減少傾向にある中、依然として高齢者が被害者となる割合が全体の半数以上を占め
ている状況にあり、高齢者の交通事故を抑止することが全体的な減少につながることから、特に高齢者対策に重点
を置いた交通安全思想の普及啓発活動を継続して行っていくことが必要です。
・現在、交通安全教育専門員や交通指導員により、市内のほとんどの幼稚園・保育園、小中学校で開催する交通安
全教室を支援しているとともに、各老人クラブやいきいきサロンに高齢者交通安全教室の開催を奨励し支援してい
ますが、開催クラブ等がまだ少ないことから、今後は高齢者教室を拡充することが必要です。
・自転車は交通に参加する者としての十分な自覚・責任が求められるものの、自転車利用者の交通安全意識がまだ
不足している状況のため、その意識啓発の取組み強化、さらに、飲酒運転検挙者が後を絶たないことから、飲酒運
転根絶の取組み強化など市民一人ひとりの交通安全意識の高揚を図ることが必要です。
・犯罪発生件数は年々減少していますが、特殊詐欺被害の前兆となる不審電話が多発し、実際に被害が発生してい
ることや、侵入窃盗被害の多くが無施錠で発生していることから、重点的な広報啓発活動を行っていくことが必要
です。
・依然として不審者による児童等への声かけ事案が発生していることから、登下校時の見守り活動など地域ぐるみ
での防犯活動を進めることが必要です。
・当市においては暴力団の活動は比較的平穏な状態にありますが、全国的組織の分裂が原因とみられる事件が国内
各地で発生し、市民生活に脅威を与えていることから、今後も警戒を持って暴力団追放活動を継続していくことが
必要です。
・還付金詐欺や振り込め詐欺など、高齢者を狙った特殊詐欺は後をたちません。こういった詐欺事件は被害回復が
難しく、被害に遭わないように啓発するとともに関係機関の連携が必要です。
・インターネットに接続できる機器の普及により、消費者トラブルが幅広い世代に拡大・増加しています。高齢者
を狙った訪問販売・電話勧誘などによる被害も依然として発生しています。消費生活問題の解決に向けた助言や啓
発の充実が必要です。
・家庭内の問題や他人とのトラブルなど、日常生活のさまざまな問題に市民相談・法律相談で対応して、市民生活
の安定を確保することが必要です。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 ※　242 220 200

人 ※　 6 4 2

件 ※　277 238 200

※過去5年の平均値

７　個別計画

奥州市交通安全計画（平成28年度策定、令和３年度改訂）

施策の目標
　交通安全思想の普及、交通安全教育の推進及び交通弱者の保護に努めるととも
に、防犯思想の普及及び地域ぐるみの防犯活動を進め、安心・安全な市民生活の実
現を目指します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ５－２－１　交通安全・防犯対策の推進

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①交通安全対策の推進

　高齢者在宅訪問や啓発物品の配付等による高齢者の交通事故防止に重点
を置いた啓発活動を進めます。
　幼稚園・小中学校や老人クラブ等年代に応じた交通安全教育を進めま
す。
　自転車利用者の交通安全意識や飲酒運転根絶の意識啓発活動を進めま
す。
　交通安全施設等の計画的及び効果的な整備の促進に努めます。

②防犯対策の推進

　関係機関・団体と連携して防犯思想の普及啓発を進めます。
　特殊詐欺被害及び無施錠侵入窃盗被害防止の広報啓発を継続して重点的
に進めます。
　子どもの見守り活動等地域ぐるみでの防犯活動を進めます。
　防犯に関する各種資料や情報の提供等による広報活動を進めます。

指標名 目標設定の考え方

交通事故(人身)発生件数 年間200件以下を目指します。

交通事故死者数
過去５年の平均の半減を目指し
ます。

刑法犯発生件数 年間200件以下を目指します。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 3 25 30

件 746 750 750

※R2は新型コロナウィルスの影響で、出前講座開催件数（R1：25件）が大幅に減少した。

７　個別計画

なし

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ５－２－２　消費者被害の防止、相談体制の整備

施策の目標
　各種の相談事業や啓発活動、消費者教育、消費者救済事業の実施により、消費者
被害の防止と市民の日常生活の安定を目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①関係部署及び民間との連
携

　関係部署と連携し体制を整えながら、老人クラブ、自治会等と協働して
出前講座を開催するなど消費者教育を推進します。
　また、関係機関と連携して啓発活動及び消費者被害の防止に努めます。

②消費生活・市民相談の実
施

　消費生活・日常生活に関するさまざまな相談や問い合わせに対して、消
費生活相談員が中心となり助言や支援を行います。
　また、弁護士の助言を受ける機会を設けながら、疑問やトラブルの解決
を手助けして市民生活の安定を目指します。

消費生活相談の件数

新たな消費者トラブルの増加や
手口が複雑化・巧妙化している
中で、消費者教育・被害防止啓
発の推進により、消費生活相談
件数の現状維持を目指します。

③消費者救済資金預託事業
の実施

　債務整理資金と生活再建資金を金融機関に預けて、市民の多重債務の整
理促進と、銀行などから借り入れすることができない市民の生活再建を目
指します。

指標名 目標設定の考え方

消費生活出前講座の件数

消費者教育・啓発を行い、消費
者被害未然防止を図るため、中
間年で平常時の最高回数まで回
復、R8では中間年の1.2倍を目
指します。※
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

環境にやさしい安全・安心なまちづくり

５－３　災害に強いまちづくりの推進

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

災害に強いまちづくりの推進 防災対策の充実

消防体制の強化

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

　市民の生命と財産を災害から守るため、地域防災計画に基づいて関係機関と連携を取りながら、災害
予防対策、防災意識及び知識の普及などを促進します。併せて、災害発生時における初動体制の強化、
情報連絡体制の構築及び応急対策の充実を図り、災害に強いまちづくりを目指します。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・防災対策については、地域防災計画や水防計画に基づき、災害発生の危険度が高い地区を市民へ周知
するとともに定期的なパトロールを実施し、災害予防活動を推進していく必要があります。

・河川対策については、北上川周辺で台風や集中豪雨などにより、度々水害に見舞われる地域がありま
す。そのため、定期的な巡視などにより現状を把握しながら、緊急度に応じて河川改修や築堤及び堤防
強化などの整備を促進する必要があります。

・災害対策については、緊急時に誰もが安全に避難できる誘導体制の確立が急務となっています。自主
防災組織の育成強化を図りながら、避難行動要支援者の個別計画の策定を推進する必要があります。

・多様化・大規模化する災害に的確に対応し、住民の生命、身体及び財産を守る責務を全うするため、
消防水利や消防設備の整備が求められています。人口分布や規模に見合った整備・維持管理を行ってい
くことが必要です。

・消防団については、団員の減少が続いていることから、団員確保に向けた取り組みの強化が必要で
す。消防団協力事業所や消防団応援の店制度を活用するほか、消防団員への優遇制度の確立が望まれま
す。

・奥州金ケ崎行政事務組合消防本部の体制については、高齢者からの救急要請の増大や災害の多様化に
よる救急業務の高度化が求められており、機械器具の充実強化が必要です。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 148 180 200

人 90 150 300

７　個別計画

奥州市地域防災計画（平成18年度策定、令和２年度年改訂）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ５－３－１　防災対策の充実

施策の目標
　迅速な情報連絡体制を強化し、市民の防災意識の高揚を目指すとともに、地域の
防災力が高められる取り組みを強化し、安全・安心なまちづくりを推進します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①防災対策の充実

　市民の安全を守るため、危険個所の周知やパトロールを実施するととも
にハザードマップを作成します。
　河川の整備状況については、関係機関に事業推進について働きかけま
す。
　近年、全国で頻繁に発生している記録的な豪雨や長雨による河川の氾
濫、洪水浸水被害、土砂災害等への備えも含めて、必要に応じて奥州市地
域防災計画の見直しを行うとともに、災害時に備え関係機関との連携を強
めます。
　避難場所の周知徹底と、緊急時に誰もが安全に避難できる誘導体制を確
立し、自主防災組織の育成強化と避難行動要支援者の個別計画を策定しま
す。
　災害の発生又は災害の発生の恐れが高まった際の命を守る適切な行動が
なされるよう、市民へ避難行動の周知と防災意識の向上を図ります。
　ライフラインが損壊した場合でも、臨時災害放送局を使用して各地区に
災害状況を周知するとともに、避難生活者のための物資を円滑に供給でき
る体制を目指します。

指標名 目標設定の考え方

防災士認証登録者数
毎年10人の防災士養成を目指し
ます。

地域防災セミナー参加者数
市内全ての自主防災組織からの
参加を目指します。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

人 1,694 1,800 1,900

基 2,130 2,130 2,130

基 671 671 671

７　個別計画

なし

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ５－３－２　消防体制の強化

施策の目標
　消防団員の確保により消防体制を強化し、効果的で効率的な消防施設の整備を行
い、安全・安心なまちづくりを推進します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①消防団員の確保
　消防団協力事業所や消防団応援の店制度の積極的な活用や消防団員優遇
制度の導入により、新入団員の確保を図り、災害時に迅速に対応できる体
制を目指します。

②消防施設整備の充実
　人口分布・規模に見合った施設の充実、統廃合を行いながら適正な維持
管理に努めます。

③消防本部との連携
　災害現場で消防本部との迅速な連携体制を築くために、消防団員の各種
訓練を継続的に実施します。

防火水槽設置数
人口分布・規模を考慮した整備
を図りながら、現状維持に努め
ます。

指標名 目標設定の考え方

消防団員数
消防団員定数（1,900人）を目
指します。

消火栓設置数
人口分布・規模を考慮した整備
を図りながら、現状維持に努め
ます。
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

道路環境の適正な維持管理

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

　経済活動の基盤としての幹線道路網の充実を目指し、安全・安心で快適な道路空間の創出を進めま
す。
　また、道路や橋りょうなどの状況を的確に把握し、効率的かつ効果的な維持管理に努めます。
　限られた財源を有効活用するために「整備優先道路の明確化と平準化」、「新たな道路整備から既存
道路の維持への転換」を踏まえた道路整備に努めます。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・市内は、国道、主要地方道、県道や市道などにより道路交通ネットワークが整備されています。交通
量の増加に伴う交通渋滞の解消、歩行者の安全確保や生活道路の整備など多くの要望が寄せられていま
す。
・限られた財源の有効活用を図るため、地区要望等で要望のある路線や維持管理上必要な路線などの整
備優先順位を定める必要があります。
・市民の日常生活における移動手段は、自家用車が中心となっており、砂利道の舗装や劣化した舗装改
修だけでなく、日常的な路面補修、倒木除去、除草などの危険箇所の早期対応が求められています。
・冬期間においては、迅速かつ細やかな除雪対応が求められています。
・高度経済成長期に整備された多くの橋りょうなどの道路構造物が更新期を迎え、限られた財源の有効
活用を図るため、更新事業の平準化や長寿命化が求められています。
・台風やゲリラ豪雨による道路の冠水、土砂崩れなど、自然災害への迅速な対応が求められています。

快適な暮らしを支えるまちづくり

６－１ 道路環境の充実

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

道路環境の充実 道路交通ネットワークの充実
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

ｍ 0 13,951 24,541

ｍ 0 10,860 19,990

ｍ 0 4,510 8,240

７　個別計画

奥州市道路整備計画（令和３年度策定）

奥州市社会資本総合整備計画（平成29年度策定）

歩道整備延長
奥州市道路整備計画に基づく目
標値

指標名 目標設定の考え方

舗装改修延長
奥州市道路整備計画に基づく目
標値

舗装新設延長
奥州市道路整備計画に基づく目
標値

①道路の整備推進
　奥州市道路整備計画に基づく道路整備を進め、利便性の向上を図るとと
もに、緊急車両の通行の確保など、防災機能の向上を目指します。

②歩行者の安全環境の整備
　公共施設などの周辺に、歩行者や自転車利用者が安全に通行できる環境
整備を進めます。

③国道・県道の整備要望 　国道や県道の整備を促進するよう、要望活動や工事調整を行います。

施策名 ６－１－１ 道路交通ネットワークの充実

施策の目標
幹線道路や生活用道路の計画的で効果的な整備を行い、利便性が高い道路環境の整
備に努めます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 　11※1 3 　5※1

％ 0 60 100

※1　直近５年間の件数を記載

（H28…１件、H29…４件、H30…２件、R1…４件、R2…０件）

７　個別計画

奥州市除雪基本計画（毎年度策定）

奥州市橋梁長寿命化修繕計画（平成25年度策定）

※2　健全度Ⅲは…構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

　　 健全度Ⅳは…構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、
                 緊急に措置を講ずべき状態

管理瑕疵による車両損傷事故の年間
件数

管理瑕疵による事故件数につい
て、直近５年間の件数を半減さ
せることを目指します。

長寿命化修繕工事の実施率
R2時点の点検により補修が必要

（健全度Ⅲ及びⅣ※2）とされた
ものを、計画的に修繕します。

主な取り組み内容

①迅速な維持修繕の実施
　定期的な道路のパトロールを行うとともに、市民からも情報提供を受け
て、迅速な維持修繕に努め、安心、安全な道路環境を維持します。

②長寿命化対策の実施
　橋りょうなどの道路構造物の定期的な点検と、計画的な修繕を行いなが
ら、長寿命化を図り、維持管理に要する費用の軽減を目指します。

指標名 目標設定の考え方

③災害発生時の迅速な対応
　災害発生時には、奥州市建設業協会や奥州市測友会などの関係団体と連
携して、迅速な被害状況の把握と応急対応に努めます。

施策の方向（具体的取組策）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ６－１－２ 道路環境の適正な維持管理

施策の目標 安心、安全な道路環境を維持します。
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

・老朽化した水道施設及び管路の増加や水需要の低下に伴い、水道施設等の計画的な更新や適正規模へ
の見直しが必要であるとともに、これらの事業実施に当たり、水道事業を持続できるよう、水道料金の
適正化について検討していく必要があります。

・今後とも安全な水道水を供給するため、施設及び水質を監視する体制を維持していく必要がありま
す。
・災害時にも水道水を供給するため、施設の耐震化を進める必要があります。

・市の汚水処理人口普及率は、県や全国の普及率と比べて低い状況にあるため、早期の整備が望まれて
います。

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

快適な住環境の実現 良質な住居環境の形成

公園施設の維持管理

良好な景観の形成

・市営住宅は、点検や維持補修を適切に行いながら長寿命化工事や建替工事等を進めます。

・市民の憩いの場となり、生活にゆとりと安らぎを与える公園の適正な維持管理に努めるとともに、市
民との役割分担により身近な公園となるよう努めます。

・本市の優れた景観を将来にわたり保全・育成するため、良好で調和のとれた景観まちづくりを進めま
す。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・昭和53年６月の宮城沖地震以降、平成15年５月、平成20年６月、平成23年３月と三度の地震において
も軽度の被害で済んだこと、世代を継いで住む生活様式が失われてきていることにより、耐震改修がな
かなか進まない状況となっています。

・市営住宅は、耐用年数超過が48.2％、耐用年数の１/２超過が41.2％（令和２年度末）と約９割が老
朽化しており、総合的かつ計画的に修繕工事や建替工事等が必要です。

・安全で安心な水道水を安定供給し、災害にも強い施設整備を進めます。

・効率的な汚水処理と健全な経営管理に努めます。

快適な暮らしを支えるまちづくり

６－２ 快適な住環境の実現

安全で安心な水道水の安定供給

水洗化の促進と効率的な汚水処理

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

・昭和56年５月以前の耐震基準で建築した建物の耐震診断を行い、現在の耐震基準と照らし合わせ、現
在の耐震基準を満たすように耐震改修を進めます。
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・市の汚水処理事業は、公共下水道、農業集落排水、コミュニティ・プラント、市営浄化槽により実施
しています。近年、施設の老朽化が顕著となっており、維持管理費の増加が見込まれています。この問
題を解消するために、汚水処理基本計画に基づき、計画的に施設の統廃合を実施していくことが必要で
す。

・汚水処理施設は日常生活に必要な施設であり、代替手段の確保が困難であることから、持続可能な事
業を実施することが必要です。そのためには、維持管理に係る予算の平準化及び施設の最適化を図るこ
とが重要であることから、ストックマネジメント手法を踏まえた計画的な維持管理が必要です。また、
大規模な災害等で被害を受けた場合でも、汚水処理施設機能の維持または早期復旧を実現するため、下
水道業務継続計画(下水道BCP)の定期的な点検を行い、内容の充実を図ることが必要です。

・下水道事業は、その使用料により事業費を賄うことが理想ですが、現在は、その多くを一般会計より
繰り入れて賄っております。令和2年4月より地方公営企業法を適用し企業会計方式を導入しました。更
なる財政の透明化と、効率的で適正な事業運営を行っていくことが必要です。また、浄化槽事業も今
後、企業会計化することにより適正な事業運営を行っていくことが必要です。さらに、これらの事業運
営に当たり、使用料の適正化について検討していく必要があります。

・公園は市民が集う憩いの場として、市民生活に潤いを与える快適な空間の形成など重要な役割を担っています。
施設の老朽化は進み、修繕や更新などの維持管理を計画的に行うストックマネジメントの取り組みが求められてい
ます。

・公園や水環境は地域に親しまれ大切に利用、管理される公共施設です。地域の大切な財産となるため、地域住民
と清掃や草刈などの役割分担をするなど、協働事業となる維持管理のあり方の検討が必要となっています。

・本市の景観は、長い年月の中で積み重なって形成されたものであり、市民共有の財産であることから、将来にわ
たって保全・育成して行く必要があります。
　そのためには、市民・事業者・行政が協働して本市の魅力ある調和のとれた景観形成を推進していくことが重要
です。
　景観形成重点地区の平泉文化遺産地区においては、その普遍的価値を隣接市町とともに守っていく必要がありま
す。
　地区計画区域内においては、各地区計画の目標、方針に基づく特色ある街並みを形成していく必要があります。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 592 621 662

％ 69.74 70.48 71.23

％ 80.6 80.6 80.6

７　個別計画

奥州市住生活基本計画（平成29年度策定）

奥州市市営住宅等長寿命化計画（平成30年度策定）

奥州市耐震改修促進計画（令和３年度策定）

耐震化率
奥州市耐震改修促進計画に基づ
き2.13%増を目指します。

入居率（入居戸数／入居可能戸数）
市営住宅の経年劣化に対し長寿
命化対策等の実施を図り、入居
率の現状維持を図ります。

②市営住宅の計画的な更新
と維持管理

　市営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化による建替え・統廃合の推進
や長寿命化を図る取組みを推進し、適正な維持管理を進めます。

指標名 目標設定の考え方

耐震診断件数（累計）
奥州市耐震改修促進計画に基づ
き70件増を目指します。

施策の目標
　安全で快適な住まいづくりを進めるため、住生活基本計画に基づき、良好な住居
環境の形成や定住化を進めます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①住宅の安全対策の促進 　市民の生命と財産を守るため、住宅などの建築物の耐震化を進めます。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ６－２－１ 良質な住居環境の形成

120



①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 79.5 81.3 82.4

％ 15.4 17.6 18.6

７　個別計画

奥州市水道事業ビジョン（平成29年度策定）

奥州市水道事業中期経営計画（平成30年度策定）

　災害時にも水道水を供給するため計画的な施設の耐震化を進めるととも
に、近隣事業体や市民との連携について検討を進めます。

指標名 目標設定の考え方

有収率
奥州市水道事業ビジョンに基づ
き、2.9％増を目指します。

水道管の耐震化率
奥州市水道事業ビジョンに基づ
き、3.2％増を目指します。

　安全で安心な水道水を利用できるよう、施設の適正な維持管理と計画的な整備を
進め、水の安定供給を図ります。

施策の方向（具体的取組策）

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ６－２－２　安全で安心な水道水の安定供給

施策の目標

主な取り組み内容

①老朽化施設等の更新と施
設の適正配置等

　水道水を安定供給するため、老朽化した管路を計画的に更新するととも
に、水需要の減少を見据えた適正な施設規模への見直しによる、経営の効
率化を進めます。また、これらを通じ、水道事業が持続できるよう水道料
金の適正化について検討を進めます。

②施設監視体制の充実 　安全な水を供給するため、施設監視体制及び機能の充実を進めます。

③施設の耐震化と災害への
備え
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

箇所 34 25 24

％ 80.8 91.7 94.4

％ 48.4 54.9 55.8

７　個別計画

奧州市汚水処理基本計画（平成28年度策定）

奥州市公共下水道全体計画（平成29年度策定）

汚水処理人口普及率
(市内全域)

奥州市汚水処理計画に基づき、
13.6％増を目指します

③水洗化促進と健全な経営
　供用開始区域における水洗化の普及促進を図り、安定した下水道サービ
スを提供するため、企業会計方式により、健全かつ安定的な事業経営に努
めます。また、使用料の適正化について検討を進めます。

④下水道業務継続計画(下水
道BCP)の活用

　大規模災害や長期停電などでも、ライフラインである下水道の使用を継
続できるように下水道業務継続計画(下水道BCP)を活用し、下水道機能の
継続・早期回復に努めます。

汚水処理人口普及率
(公共下水道区域)

奥州市汚水処理計画に基づき、
7.4％増を目指します

指標名 目標設定の考え方

汚水集合処理施設数
(公共1、農集30、コミプラ3)

施設の統廃合計画により、10箇
所の処理施設の減を目指しま
す。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①広域的な汚水処理計画の
実施

　公共下水道、農業集落排水、コミュニティ・プラントの施設において、
統廃合することにより、効率的で経済的な事業運営に努め、持続的な汚水
処理システム構築に向け、整備を進めます。
　公共下水道は、未普及地域の早期概成に努めます。

②効率的な維持管理
　維持管理に係る予算の平準化及び施設の最適化を図るため、ストックマ
ネジメント手法を踏まえた計画的な維持管理に努めます。また、長寿命化
や機能強化などの交付金事業を有効に活用し、施設の健全化に努めます。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ６－２－３　水洗化の促進と効率的な汚水処理

施策の目標
　汚水処理基本計画に基づき、効率的な汚水処理の推進を図るとともに、水洗化人
口の増加のために普及を促進することにより、衛生的で快適な生活環境の確保と水
環境の保全に努めます。
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①

<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

② 市民や地域と一体となった公園維持管理と緑化に努めます。

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 0 70 100

％ 93.5 95.7 100

７　個別計画

奥州市都市公園施設長寿命化計画（平成25年度策定、令和４年度改訂予定）

都市公園（46箇所）管理の地元関わ
り率（草刈、清掃、花植等）

公園管理の地元関わり率100％
を目指します。

①公園の適正な維持管理
　老朽化している施設の計画的な改修・修繕により長寿命化を図ります。
　公園の清掃、植栽の手入れなど市民との協働による適正な管理に努めま
す。

指標名 目標設定の考え方

公園長寿命化整備率
（各年度までの整備実施件数／整備
実施予定件数）

奥州市都市公園施設長寿命化計
画に基づき整備率100%を目指し
ます。

施策の目標

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ６－２－４ 公園施設の維持管理
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②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 21 10 0

件 0 1 2

地区 0 1 2

７　個別計画

奥州市都市計画マスタープラン（平成21年度策定）

奥州市景観計画（平成26年度策定）

景観重要公共施設整備ガイドライン
の作成地区数

景観優良地区において地区ごと
の特性を生かしたガイドライン
を作成します。

指標名 目標設定の考え方

奥州市景観条例及び地区計画区域内
における無届及び勧告件数の削減

各届出において無届及び勧告件
数を減らすことにより、調和の
とれた良好な景観形成を目指し
ます。

景観重要建造物及び景観重要樹木の
指定

優れた外観を有する建築物や樹
木を指定し住民とともに保全し
ます。

①良好な景観の形成及び維
持

　奥州市の魅力ある景観を市民、事業者、行政が協働により守り育ててい
けるよう、景観まちづくりの意識醸成に努め調和のとれた良好な景観形成
を進めます。

②景観重要公共施設整備ガ
イドラインの作成に向けた
取り組み

　市民や事業者が取り組む建築物等への景観配慮と同様に奥州市景観計画
で示す景観優良地区内で行う公共事業において、景観配慮の推奨を行える
よう景観重要公共施設整備ガイドラインの作成に向けた取り組みを進めま
す。

③屋外広告物条例の制定に
向けた取り組み

　周囲の景観に調和しない屋外広告物を適正に規制誘導するため、屋外広
告物条例の制定に向けた取り組みを進めます。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ６－２－５ 良好な景観の形成

施策の目標
　豊かな自然景観や地域に残る歴史的景観、まちづくりにおける調和のとれた景観
など、奥州市らしい魅力ある景観を市民や事業者と共に取り組み良好な景観形成を
目指します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・現在の少子高齢化を伴う人口減少社会の進展する現状下においては、現在の都市規模を維持していく
ことは非常に困難であり、人口規模に応じた市街地のコンパクト化を図り、都市の密度を維持する必要
があります。
・都市部の中心市街地においては、居住人口の減少や大型店の郊外進出などにより空き家や空き地が増
加し、その魅力が低下しています。今後さらに加速する高齢社会においては、歩いて暮らせるまちづく
りが求められ、医療・福祉・商業・公共サービスなどを一定の範囲に集約していく必要があります。
・地方部においては、各施設が比較的集積している地域の生活サービス機能維持を図るとともに、市街
地と公共交通で結ぶことにより、都市部の利便を享受できるネットワークの充実が求められています。
・市内の都市拠点間、あるいは複数の市町村を結ぶ幹線は、事業者が国・県の補助を受けながら運行し
ていることから、関係各所と連携しながら維持・確保していく必要があります。
・目的地まで効率的に行くことができるように、各施設へのアクセス性やＪＲとバスの乗り継ぎ環境を
改善する必要があります。
・市街地への移動需要が多いことから、各地域拠点と市街地を結ぶ公共交通ネットワークの再構築が必
要です。
・患者輸送バスの運行地域において、地域内を運行する支線（コミュニティバス）との重複運行がみら
れることから、地域間で料金格差が生じており不均衡を是正する必要があります。
・スクールバスの運行区間において、一部区間ではコミュニティバスとの重複運行がみられることか
ら、既存資源の有効活用について整理が必要です。
・高齢者が安心して運転免許証を返納できるように、最寄りの都市拠点まで移動できる公共交通ネット
ワーク体系を新たに構築する必要があります。
・分かりやすく利用しやすい公共交通環境を整えるため、公共交通に関する各種情報提供が必要です。
・IoT、AI、ビッグデータの活用や自動運転サービスの取り組みに関する情報収集が必要です。

魅力ある都市拠点づくりの推進

公共交通ネットワークの再構築

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

・無秩序な市街地の拡大を抑制し、既存の都市基盤を有効に活用しながら効率の良いまちづくりを目指
すとともに、本市の中心拠点となる市街地の再生や地域の特性、自然環境・歴史・文化資源を活用した
まちづくりを進め、持続可能な魅力ある都市の形成を目指します。
・市民や公共交通事業者等と連携・協働して交通政策に取り組み、地域の実情に合った面的な新たな交
通モードの導入を促進するとともに、限られた資源を有効に活用し、将来にわたって持続可能な公共交
通ネットワークを再構築します。

快適な暮らしを支えるまちづくり

６－３ 地域の特性を活かしたまちづくりの推進

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

地域の特性を活かしたまちづくり
の推進

計画的な土地利用の推進
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<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 57.5 57.5 57.5

７　個別計画

国土利用計画奥州市計画（平成21年度策定）

奥州市都市計画マスタープラン（平成21年度策定）

②立地適正化計画の作成

　都市の低密度化を抑制し、医療、福祉、商業、居住等が日常生活圏にお
いて身近に享受でき、また、高齢者をはじめとする住民が公共交通により
これらの施設等に容易にアクセスできるよう立地適正化計画の作成を進め
ます。

指標名 目標設定の考え方

都市計画用途地域を有する行政区人
口比率

都市部の密度を維持し持続可能
なまちづくりを目指します。

施策の目標
　良好な居住環境の維持・形成に努め既存の都市機能の強化、充実を図り、計画的
な土地利用の推進を市民や事業者とともに進めます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①計画的な市街地化の誘導

　無秩序な市街地の拡大を抑制し、既存市街地における都市機能の強化・
充実を図るとともに、調和のとれた土地利用の誘導を行います。また、住
む人や訪れる人が快適に過ごせる市街地の形成に向けて市民や事業者とと
もに将来を見据えた土地利用を進めます。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ６－３－１ 計画的な土地利用の推進
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②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 57.5 57.5 57.5

人 6,929 9,350 9,350

７　個別計画

奥州市都市計画マスタープラン（平成21年度策定）

奥州市商店街活性化ビジョン（平成27年度策定）

都市計画用途地域を有する行政区人
口比率

都市部の密度を維持し持続可能
なまちづくりを目指します。

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、現状維持を目指しま

す。※

※R2は新型コロナウイルスの影響で通行量調査において前沢分を未実施のため、水沢（5,824人）及び江刺
（1,105）のみの数値を計上。また、目標値はR元の実績値（9,347人）を基に算出した。

①都市再生整備計画の作成

　都市計画マスタープラン及び立地適正化計画によるコンパクトシティの
実現に向け、行政や民間事業者が行う取り組みを円滑に行えるよう都市再
生整備計画を作成し、都市機能の向上を図り持続可能な都市づくりを進め
ます。

②魅力あるまちづくりの推
進

　魅力あるまちづくりを進めるため、中心市街地の賑わい創出に資する計
画や、地域の歴史的風土を活かしたまちづくりのための計画、既存施設の
再整備に関する計画等の作成を進めます。

指標名 目標設定の考え方

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ６－３－２ 魅力ある都市拠点づくりの推進

施策の目標
　人口減少社会においても持続可能な都市運営を進めるため、拠点となる都市の魅
力あるまちづくりを進めます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容
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②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

％ 1.6 1.7 1.9

人 2.0 3.0 3.0

組織 1 18 18

７　個別計画

第３次奥州市バス交通計画（令和元年度策定）

地区内交通の運営組織数
地区内交通の運営主体となる住民組織の
増加を目指します。

指標名 目標設定の考え方

高齢者の運転免許証返納率
公共交通ネットワークを再構築し、高齢者の
免許返納率の増加を目指します。

コミュニティバス１便あた
りの利用者数

幹線及び地区内交通との連携を強化し、１
便あたりの利用者数の増加を目指します。

②市域内移動を担う支線交
通の維持、確保

　利用者ニーズに合わせた運行の効率化を図るため、幹線及び地区内交通
との連携を強化します。
　市街地と各地域内の拠点を結ぶ路線の位置づけを明確化し、移動手段の
効率化と料金格差の是正を図りつつ、コミュニティバス等を維持するため
の財政的支援を行います。

③地区内交通の導入
　公共交通不便地域の解消を図るため、地区内交通を導入します。
　地区内交通を推進する体制を確立するため、導入地区に対し財政支援等
を行います。

④公共交通の利用促進
公共交通に関する各種情報提供の充実を図り、わかりやすく利用しやすい
公共交通環境を整えます。

施策の目標

　鉄道とバス等の乗り継ぎによる市域外への移動、多様な都市機能が集中する市街
地と身近な生活圏である地域（旧市町村）間の移動、地域内を中心とした移動等を
複合的に組み合わせることにより、効率的で効果的な公共交通ネットワークを再構
築します。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①広域移動を担う幹線交通
の維持・確保

　利用者ニーズに合わせた運行の効率化を図るため、鉄道及びコミュニ
ティバス等との連携を強化します。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ６－３－３　公共交通ネットワークの再構築
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１　施策の大綱(政策の基本目標）

２　基本施策名称

３　体系図

快適な暮らしを支えるまちづくり

６－４　デジタル社会の構築

基本施策 基本施策の展開方向（施策）

デジタル社会の構築 ＩＣＴ利活用環境の整備

デジタル行政サービスの推進

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

　全ての市民がデジタル社会の利便性を享受できるよう、デジタル環境基盤の整備を進めます。併せて
デジタル技術やデジタルデータの活用による行政サービスの充実を図り市民の利便性の向上を目指しま
す。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）

・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、行政分野でのデジタル化やオンライン化の遅れが浮き彫り
となりました。このことを踏まえ、国においては、「アフターコロナ」を見据え、2022年度までにほと
んどの国民がマイナンバーカードを保有することを目標に掲げ、デジタル社会の実現を目指しており、
市においても、同様に取り組みを進めています。
・デジタル社会の実現のため、超高速ブロードバンド、ケーブルテレビ、5G、公衆無線LAN等の構築、
施設・設備の維持更新を計画的に進めることが必要不可欠です。また、山間部等においては、デジタ
ル・デバイド解消のため、既存のケーブルテレビの維持管理及び更新、テレビ共同受信施設の維持管理
支援等も重要です。
・行政サービスにおいては、「デジタル３原則（※）」に基づき、利用者中心の仕組みを構築する必要
があります。
・また、スマートフォン、タブレット端末、SNSの普及等を背景として、多種多様な情報を相互に連携
させ、新たな価値を生み出すことが期待されています。
・行政サービスのデジタル化と併せ、市民へのデジタル活用支援も充実する必要があります。

※デジタル３原則：①デジタルファースト（手続きをデジタルで完結）、②ワンスオンリー（情報の再
提出不要）、③コネクテッド・ワンストップ（一ヶ所でのサービス完結）をいう。
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<関連する奥州市版ＳＤＧｓ>

②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

回 3,400,771 3,516,986 3,659,073

件 0 11,000 22,000

７　個別計画

なし

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策名 ６－４－１　ＩＣＴ利活用環境の整備

施策の目標
デジタルの活用にかかせない超高速通信網など、市民や事業者など誰もがデジタル化による
恩恵を享受できる環境整備を進めます。

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①超高速ブロードバンド環
境の整備

超スマート社会に対応できる超高速ブロードバンド、ケーブルテレビ、5G
等の携帯通信網等デジタル基盤整備の支援に努めます。

②テレビ難視聴対策
テレビ難視聴対策のためのケーブルテレビ施設の維持及び管理を行うとと
もに、テレビ共同受信施設の施設改修等に対する支援に努めます。

③公衆無線LAN環境の維持及
び拡充

来訪者の利便性向上や、災害時における情報通信環境の確保のため、公共
施設の公衆無線LAN（Wi-Fi）環境の維持及び拡充に努めます。

④市民へのデジタル活用支
援

デジタル活用に関するわかりやすい資料作成・周知や、学びの場の創出な
ど、市民のデジタル活用支援に努めます。

指標名 目標設定の考え方

市公式ホームページアクセス数
毎年アクセス数２%増を目指します
※

市公式アプリインストール数
市公式アプリ利用者数の増加を目
指します

※R2は新型コロナウイルスの影響でアクセス数が大幅に増えたため、R1の実績値（3,185,443件）を基に目標値を算出した
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②

　成果指標

単位
現状値
(R2)

中間目標値
（R6）

目標値
（R8）

件 100 10,000 17,000

時間 2,723 5,000 8,100

７　個別計画

なし

施策名 ６－４－２　デジタル行政サービスの推進

施策の目標
デジタル技術やデータを活用した行政サービスを提供し、市民の利便性の向上を目指しま
す。

６　これからの取り組み（基本施策の展開方向（施策毎の具体的推進策））

施策の方向（具体的取組策） 主な取り組み内容

①行政手続きのオンライン
化

デジタル化による利便性の向上を市民が享受できるよう、市民の利便性向
上に資する手続について、マイナポータルからマイナンバーカードを用い
たオンライン手続を可能にします。

②AI・RPAの導入
情報システムの標準化・共通化など根本的な対応を進め、そのうえでRPA
の利用による業務の自動化による生産性の向上や、AIチャットボットによ
る問い合わせ対応など行政サービスの充実を図ります。

ＲＰＡ導入による業務削減時間数
ＲＰＡ導入による業務の削減時間
数増加を目指します

指標名 目標設定の考え方

オンライン申請数
オンライン申請件数の増加を目指
します
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