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奥奥奥奥        州州州州        市市市市    



はははは        じじじじ        めめめめ        にににに    

    

 平成27年版奥州市統計書をここに刊行いたします。 

 この統計書は、奥州市の各分野にわたる基本的な統計資料を総合的に収録し、市

勢の現況とその推移を明らかにしようとするものです。 

 本書が各方面において、広くご利用いただければ幸いに存じます。 

 編集にあたりましては、統計の継続性に配慮するとともに、どなたにも容易に利用でき

る統計書とすることを基本として内容の整備充実に努めましたが、なお不備な点がある

ことと思われます。今後とも各方面からのご指導をいただき、より一層の内容の充実を

図っていきたいと考えております。 

 終わりに、本書の刊行にあたり、貴重な資料を提供いただきました関係機関、団体各

位のご協力に対しまして、深く感謝の意を表しますとともに、今後ともご指導、ご協力を

賜りますようお願い申しあげます。 

 

平成28年３月 

奥州市長  小小小小    沢沢沢沢    昌昌昌昌    記記記記     



 

ごごごご 利 用利 用利 用利 用 に あ たに あ たに あ たに あ た りりりり     

 

1 当市は平成 18 年２月 20 日に水沢市・江刺市・前沢町・胆沢町・衣川村が合併し「奥州市」となりまし

た。本書の統計図表及び各統計表の数値は特別な表示・注釈のない限り合併後の「奥州市」を区

域としたものです。なお、旧市町村ごとの内訳欄は合併後の「区」として表示しました。 

２ 本書は主として平成 22 年から平成 26 年までの 5 年間の統計資料を収録しました。 

３ 資料は各種統計調査の結果を主体に官公庁や団体等から提供されたものを収録しました。 

４ 年次は暦年間（1 月～12 月）を示し、年度とあるのは会計年度（4 月～翌年 3 月）を示します。 

  資料の出所名、注意事項や統計表の一般的説明は下に表示しました。 

  一見して明らかな数値の単位については省略しました。 

５ 統計表中の符号 

０ … 単位未満のもの 

－ … 皆無または該当数字がないもの 

… … 資料がなく不詳のもの 

X … 発表を差し控えたもの 

△ … 減少または負数 

数字の単位未満 … 四捨五入 

６ 本書の統計資料についての照会等は総務企画部政策企画課統計係にお願いします。 

           （電話 0197-24-2111 内線 441） 



 

 

 

 

    市市市市        章章章章        

平成 18 年２月 20 日制定    

 

 

 市章は、奥州市の「奥の Oと州の S」の外郭に、中心に「米」を納めて「奥」の字

を簡略化しています。 

 奥州市を流れる北上川とその澄んだ空を青で、主要産業である農林業を緑で現し、

夢のある未来に向かって向上発展する市勢・市民の姿を単純明快にシンボライズして

います。 

衣川区 

胆沢区 

前沢区 

水沢区 

江刺区 

奥奥奥奥    州州州州    市市市市    域域域域    

平成 18 年２月 20 日合併 

水沢市・江刺市 

前沢町・胆沢町 

衣川村  



    奥奥奥奥    州州州州    市市市市    民民民民    憲憲憲憲    章章章章        

                平成 19 年２月 20 日制定 

わたしたちは、歴史・伝統・自然に恵まれたこのまちの市民であることを誇りとし、

さらに良いまちをめざして市民憲章を定めます。 

 

 

一一一一    ふるさとをふるさとをふるさとをふるさとを愛愛愛愛しししし        

いきいきといきいきといきいきといきいきと働働働働くことができるまちをつくりますくことができるまちをつくりますくことができるまちをつくりますくことができるまちをつくります    

    

一一一一    すすんですすんですすんですすんで学学学学びびびび        
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一一一一    みんながみんながみんながみんなが手手手手をつなぎをつなぎをつなぎをつなぎ        

健康健康健康健康でででで明明明明るいまちをつくりまするいまちをつくりまするいまちをつくりまするいまちをつくります    
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花          鳥         木 

「「「「さくらさくらさくらさくら」」」」                        「「「「きききき    じじじじ」」」」                    「「「「もみじもみじもみじもみじ」」」」    
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