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みちのく盛岡広域連携都市圏ビジョンの成果指標一覧 

 

 本ビジョンにおける取組，連携分野及び事業の進捗管理に用いる成果指標は，次のとおり。 

 

１ 戦略１ 産業の営みをつなぐ（圏域全体の経済成長のけん引）の成果指標（KPI） 

 （１）戦略の成果指標（KPI） 

 

 （２）連携分野の成果指標（KPI） 

 

 （３）事業の成果指標 

  

戦略名 指標名 現状値 
目標値 

（平成 32年度） 
出所・出典 

圏域全体の経済成長のけん

引 
農林業圏域内純生産額（↑） 

2,565千万円 

（平成 24年度） 
2,693千万円 

県政策地域部「市町村民所

得推計」 

 
製造品出荷額等（↑） 

26,871千万円 

（平成 25年度） 
28,215千万円 経済産業省「工業統計調査」 

 
第三次産業の年間売上額（↑） 

251,457千万円 

（平成 24年度） 
264,030千万円 経済産業省「経済センサス」 

 
圏域内観光客入込数（↑） 

1,028万人回 

（平成 26年度） 
1,079万人回 県政策地域部「統計年鑑」 

連携分野名 指標名 現状値 
目標値 

（平成 32年度） 
出所・出典 

産学金官民一体となった経

済戦略の策定，国の成長戦略

実施のための体制整備 

圏域内事業所従業者数（↑） 
175,161人 

（平成 24年度） 
184,000人 経済産業省「経済センサス」 

産業クラスタ－の形成，イノ

ベ－ション実現，新規創業支

援，地域の中堅企業等を核と

した戦略産業の育成 

創業支援計画における新規創業

者延べ数（↑） 
－ 900件 ８市町「創業支援計画」 

地域資源を活用した地域経

済の裾野拡大 

圏域内における製造業の一人当

たり付加価値額（↑） 

6,173千円 

（平成 24年度） 
6,482千円 経済産業省「工業統計調査」 

戦略的な観光施策 圏域内観光客入込数（↑） 
1,028万人回 

（平成 26年度） 
1,079万人回 県政策地域部「統計年鑑」 

事業名 指標名 現状値 
目標値 

（平成 32年度） 
出所・出典 

産学金官民一体となった経済戦略の策定，国の成長戦略実施のための体制整備 

ものづくり人材育成事業 出前講座等の参加者数（↑） 
０人 

（平成 28年 12月末） 
40人 盛岡市 

東京事務所共同運営事業 
観光物産推進に係るイベント支

援等回数（↑） 
－ 30回/年 盛岡市 

 企業誘致推進に係る企業訪問等

の回数（↑） 
－ 50回/年 盛岡市 

産業クラスタ－の形成，イノベ－ション実現，新規創業支援，地域の中堅企業等を核とした戦略産業の育成 

業種間交流促進事業 イベントへの参加者数（↑） 
０人 

（平成 28年度） 
120人 盛岡市 

創業支援事業 
起業家塾＠もりおか参加者数

(→) 

25人 

（平成 27年度） 
32人/年 盛岡市 

産学官連携の推進 
大学との共同研究により開発さ

れた新商品延べ件数(↑) 

11件 

（平成 28年 12月末） 
19件 盛岡市・滝沢市 

圏域市町の連携による企業

誘致の推進 

圏域市町における誘致企業延べ

数(↑) 

２件 

（平成 28年 12月末） 
４件 ８市町 

資料３-２ 
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２ 戦略２ 人の流れをつなぐ（高次の都市機能の集積・強化）の成果指標 

 （１）戦略の成果指標（KPI） 

 

 （２）連携分野の成果指標（KPI） 

 

 （３）事業の成果指標 

 

  

事業名 指標名 現状値 
目標値 

（平成 32年度） 
出所・出典 

地域資源を活用した地域経済の裾野拡大 

盛岡広域まるごとフェア開

催事業 
イベント入場者数(↑) 

4,765人 

（平成 27年度） 
8,200人 

盛岡広域商工団体復興応援

観光・物産フェア実行委員

会 

食料品の輸出の促進に向け

た検討 
検討会議開催回数（→） 

２回 

（平成 28年度） 
２回/年 盛岡市 

圏域の産品を生かした洋生

菓子の生産拡大等に向けた

検討 

検討会議開催回数（→） 
２回 

（平成 28年度） 
２回/年 盛岡市 

６次産業化の推進 
現地研修，勉強会等により意見交
換した企業・団体等（個人起業者
含む）の延べ件数（↑） 

0件 
（平成 28年度） 

16件 
盛岡広域首長懇談会食・農
推進部会 

盛岡手づくり村における圏

域産品等の情報発信 

首都圏等における物産展等を活
用した情報発信の延べ回数（↑） 

０回 

（平成 28年 12月末） 
９回 盛岡市 

盛岡手づくり村振興事業 新商品開発延べ数（↑） 
０件 

（平成 28年 12月末） 
６件 盛岡市 

戦略的な観光施策 

広域観光推進事業 
広域観光パンフレット配布部数

（↑） 

17,000部 

（平成 28年度） 
20,000部/年 

盛岡・八幡平広域観光推進

協議会 

国際観光客誘致促進事業 圏域内外国人観光客入込数（↑） 
44,342人回 

（平成 26年） 
66,500人回 

（平成 32年） 
県政策地域部「統計年鑑」 

ＭＩＣＥの誘致推進 ＭＩＣＥ開催助成件数（↑） 
14件 

（平成 27年度） 
20件/年 

（公財）盛岡観光コンベン

ション協会 

盛岡広域フィルムコミッシ

ョン事業 
圏域内ロケ支援件数（↑） 

63件 

（平成 27年度） 
100件/年 

盛岡広域フィルムコミッシ

ョン 

いわて・盛岡広域観光センタ

－運営支援事業 

いわて・盛岡広域観光センター来

訪者数（↑） 

27,142人 

（平成 27年度） 
30,000人/年 

いわて・盛岡広域観光セン

ター 

教育旅行誘致事業 ガイドブック配布部数（↑） 
35,000部 

（平成 27年度） 
40,000部/年 ８市町 

スポ－ツツ－リズム推進事

業 

国内大会・合宿や事前キャンプの
受入件数（↑） 

40件 
（平成 27年度） 

45件/年 ８市町 

戦略名 指標名 現状値 
目標値 

（平成 32年度） 
出所・出典 

高次の都市機能の集積・強化 広域バス路線数（→） 86路線 86路線 盛岡市 

 圏域内の JR線及び IGRいわて銀

河鉄道線各駅の乗降客数の合計

（↑） 

54,507人 

（平成 26年度） 
57,000人 

東日本旅客鉄道株式会社 

IGRいわて銀河鉄道株式会

社 

連携分野名 指標名 現状値 
目標値 

（平成 32年度） 
出所・出典 

高度な中心拠点の整備，広域

的公共交通網の構築 
広域バス路線数（→） 86路線 86路線 盛岡市 

事業名 指標名 現状値 
目標値 

（平成 32年度） 
出所・出典 

高度な中心拠点の整備，広域的公共交通網の構築 

盛岡バスセンタ－再整備調

査支援事業 

盛岡バスセンタ－構内からのバ

ス発着便数（→） 

427便 

（平成 28年７月末） 
427便 

盛岡バスセンタ－発着バス

時刻表 
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３ 戦略３ 暮らしの安心をつなぐ（圏域全体の生活関連機能サ－ビスの向上）の成果指標 

 （１）戦略の成果指標（KPI） 

 

 （２）連携分野の成果指標（KPI） 

 

戦略名 指標名 現状値 
目標値 

（平成 32年度） 
出所・出典 

圏域全体の生活関連機能サ

－ビスの向上 
圏域内就業者数（↑） 

231,055人 

（平成 22年度） 
243,000人 総務省「国勢調査」 

 
大学卒業生の県内就職率（↑） 

45％ 

（平成 26年度） 
55％ 

岩手大学ほか「地（知）の

拠点大学による地方創生推

進事業」 

 圏域全体の生活関連機能サ－ビ

スの向上に係る連携事業数（都

市圏ビジョンの実施事業数）

（↑） 

24事業 

（平成28年12月末） 
30事業 盛岡市 

連携分野名 指標名 現状値 
目標値 

（平成 32年度） 
出所・出典 

生活機能の強化に係る政策分

野－地域医療 

小児救急輪番日患者数 

（→） 

5,666人 

（平成 27年度） 
5,800人/年 

盛岡地区二次救急医療対策

委員会 

 
二次救急輪番日患者数（→） 

16,523人 

（平成 27年度） 
17,000人/年 

盛岡地区二次救急医療対策

委員会 

生活機能の強化に係る政策分

野－介護 
介護保険サービスの利用率（→） 

91.6% 

（平成 28年９月末） 
91.6% ８市町 

生活機能の強化に係る政策分

野－福祉 

盛岡市から各広域市町へ，各広域

市町から盛岡市へ保育を委託し

ている児童の数（→） 

329人 

（平成28年12月末） 
352人 ８市町 

 圏域における障がい者の相談件

数（→） 

8,266件 

（平成 27年度） 
8,300件/年 ８市町 

生活機能の強化に係る政策分

野－教育・文化・スポ－ツ 

 

圏域内の社会教育・スポ－ツ施設

利用者数（↑） 

5,161,154人 

（連携中枢都市

宣言時点で把握

した値の合計） 

5,419,000人 
盛岡市「連携中枢都市宣言

書」 

生活機能の強化に係る政策分

野－地域振興 

圏域内における 29 歳以下の就業

者数（↑） 

37,760人 

（平成 22年度） 
34,300人 総務省「国勢調査」 

生活機能の強化に係る政策分

野－災害対策 
災害用非常食糧の備蓄数（↑） 

38,240食 

（平成 29年３月末） 
87,000食 ８市町 

 南岩手山岳遭難隊員の訓練受講

者数（→） 

50人 

（平成 27年度） 
50人/年 

南岩手山岳遭難対策委員会

事務局 

生活機能の強化に係る政策分

野－環境 

広域８市町のリサイクル率の平

均値（↑） 

18.2% 

（平成 26年度） 
20.35% ８市町 

結びつきやネットワ－クの強

化に係る政策分野－道路等の

交通インフラの整備・維持 

整備予定区間のうち供用できた

延長割合（↑） 

０% 

（平成 28年度） 
100% 盛岡市 

結びつきやネットワ－クの強

化に係る政策分野－地域内外

の住民との交流・移住促進 

インターンシップへの参加事業

者数（↑） 

64企業 

（平成 28年度） 
90企業 ８市町 

結びつきやネットワ－クの強

化に係る政策分野－上記に掲

げるもののほか，結びつきや

ネットワ－クの強化に係る分

野 

圏域の消費生活相談における解

決率（↑） 

98.7% 

（平成 27年度） 
99.0％ 盛岡市 

圏域マネジメント能力の強化

に係る政策分野－人材の育成 

広域他市町の研修に参加した職

員の割合（↑） 

7.6％ 

（平成 27年度） 
9.0％ ８市町 

圏域マネジメント能力の強化

に係る政策分野－圏域内市町

の職員等の交流 

圏域内市町の職員の交流に係る

検討会議回数（→） 

１回 

（平成 28年度） 
１回/年 

盛岡広域首長懇談会人材育

成部会 

 国民健康保険事業に関する会

議・研修会の参加者数（→） 

318人 

（平成 28年度） 
318人/年 国保盛岡地区協議会事務局 
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 （３）事業の成果指標 

  

事業名 指標名 現状値 
目標値 

（平成 32年度） 
出所・出典 

生活機能の強化に係る政策分野－地域医療 

盛岡保健医療圏域における

救急医療体制に関する検討 

盛岡広域首長懇談会の救急医療

部会の開催回数（→） 

１回 

（平成 28年度） 

１回/年 

（平成 31年度） 

盛岡広域首長懇談会救急医

療部会 

小児救急輪番制病院事業 
小児救急輪番日患者数 

（→） 

5,666人 

（平成 27年度） 
5,800人/年 

盛岡地区二次救急医療対策

委員会 

第二次救急医療対策事業 二次救急輪番日患者数（→） 
16,523人 

（平成 27年度） 
17,000人/年 

盛岡地区二次救急医療対策

委員会 

生活機能の強化に係る政策分野－介護 

医療と介護の連携事業 
広域８市町で参加できる公開講

座等の開催件数（→） 

８回 

（平成 28年 10月末） 
８回/年 （一社）盛岡市医師会 

盛岡広域シルバーケアＳＯ

Ｓネットワークシステム 

盛岡広域シルバーケアSOSネット

ワークシステム登録延べ件数

（↑） 

290件 

（平成 28年 10月末） 
600件 各警察署 

生活機能の強化に係る政策分野－福祉 

保育所の広域入所 

盛岡市から各広域市町へ，各広域

市町から盛岡市へ保育を委託し

ている児童の数（→） 

329人 

（平成 28年 12月末） 
352人 ８市町 

配偶者暴力相談支援センタ

ー広域連携事業 
検討会議開催回数（→） 

０回 

（平成 28年度） 
１回/年 盛岡市 

障がい者相談支援事業 
圏域における障がい者の相談件

数（→） 

8,266件 

（平成 27年度） 
8,300件/年 ８市町 

生活機能の強化に係る政策分野－教育・文化・スポ－ツ 

国体開催に係る取組状況と

連携 

検討した連携項目のうち，連携可

能と判断し，実際に実施できた割

合 

100％ 

（平成 28年度） 

100％ 

（平成 28年度） 
盛岡市 

全日本ジュニアスキー選手

権大会アルペン競技・種目ス

ーパー大回転兼「世界アルペ

ン開催記念」全日本選抜ジュ

ニアスキー選手権大会 

大会参加者数（→） 
312人 

（平成 27年度） 
312人 大会実行委員会事務局 

スポーツ施設広域利用促進

に向けた検討 
検討会議開催回数（→） 

０回 

（平成 28年度） 
１回/年 盛岡市 

日本遺産認定推進事業 各史跡への来園者数（↑） 

志波城 20,014人

（平成 27年度） 

徳丹城 8,661人

(平成 27年度) 

志波城 21,015人/年 

 

徳丹城 9,094人/年 

盛岡市，矢巾町 

特別天然記念物ニホンカモ

シカ滅失処理事業 

ニホンカモシカ滅失個体業務委

託対応数 （↑） 

６件 

（平成 27年度） 
44件/年 

盛岡市，八幡平市，滝沢市，

雫石町，岩手町，紫波町，

矢巾町 

生活機能の強化に係る政策分野－地域振興 

もりおか就職面接会等 面接会への参加者数（↑） 
146人 

（平成 27年度） 
300人/年 盛岡市 

若者の就業支援事業 
ジョブカフェいわての利用者数

（→） 

32,310人 

（平成 27年度） 
31,000人/年 ジョブカフェいわて 

 

もりおか若者サポートステーシ

ョンの支援を受けて就職を決定

した人数（↑） 

116人 

（平成 27年度） 
140人/年 

もりおか若者サポートステ

ーション 

生活機能の強化に係る政策分野－災害対策 

自然災害等対策推進事業 災害用非常食糧の備蓄数（↑） 
38,240食 

（平成29年３月末） 
87,000食 ８市町 

震災対応事業 周年行事の参加者数 （↑） 
2,650人 

（平成 28年３月） 
4,600人 盛岡広域首長懇談会 

南岩手山岳遭難対策事業 
南岩手山岳遭難隊員の訓練受講

者数（→） 

50人 

（平成 27年度） 
50人/年 

南岩手山岳遭難対策委員会

事務局 
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事業名 指標名 現状値 
目標値 

（平成 32年度） 
出所・出典 

生活機能の強化に係る政策分野－環境 

県央ブロックごみ・し尿処理

広域化推進協議会関係会議

開催回数 

18回 

（平成 28年 12月末） 
28回 

県央ブロック

ごみ・し尿処理

広域化推進協

議会事務局 

県央ブロックごみ・し尿処

理広域化推進協議会関係会

議開催回数 

結びつきやネットワ－クの強化に係る政策分野－道路等の交通インフラの整備・維持 

幹線道路整備事業（津志田白

沢線） 

整備予定区間（第１工区）内の供

用延長距離（↑） 

０ｍ 

（平成 28年度） 
160ｍ 盛岡市 

幹線道路整備事業（市道谷地

頭線（厨川工区）） 

整備予定区間内の新設歩道（北

側）の供用延長距離（↑） 

０ｍ 

（平成 28年度） 
200ｍ 盛岡市 

結びつきやネットワ－クの強化に係る政策分野－地域内外の住民との交流・移住促進 

インターンシップ事業 
インターンシップへの参加事業

者数（↑） 

64企業 

（平成 28年度） 
90企業 ８市町 

結びつきやネットワ－クの強化に係る政策分野－上記に掲げるもののほか，結びつきやネットワ－クの強化に係る分野 

消費者行政の共同実施 
圏域の消費生活相談における解

決率（↑） 

98.7% 

（平成 27年度） 
99.0％ 盛岡市 

圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野－人材の育成 

人材の育成 
広域他市町の研修に参加した職

員の割合（↑） 

7.6％ 

（平成 27年度） 
9.0％ ８市町 

圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野－圏域内市町の職員等の交流  

圏域内市町の職員の交流 検討会議開催回数（→） 
１回 

（平成 28年度） 
１回/年 

盛岡広域首長懇談会人材育

成部会 

国保盛岡地区協議会事業 
国民健康保険事業に関する会

議・研修会の参加者数 

318人 

（平成 28年度） 
318人/年 国保盛岡地区協議会事務局 


