
第３章 新市ビジョン 

- 40 - 

第３章 新市ビジョン 

 

１．まちづくりの将来像  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○歴史息づくめぐみの郷土 

 先人達がこれまでに築いてきた豊かで誇り高い歴史が、この地域に住む人々の生活の礎

となり綿々と息づいています。また、この地域は、澄んだ空気、清らかな水、美しいみど

りなど豊かな自然に恵まれており、新鮮な農作物が生産されているほか、人々がうるおい、

安らぎや心の豊かさなどを享受し、健やかでいきいきとした生活を送っています。 

 私たちは、自分達に託されたかけがえのない財産に感謝しつつ、将来にわたってこの地

域で生活を営んでいく人々に、引き継いでいく責務があるということを意味しています。 

 

 

○産業の力みなぎる創造都市 

 「産業の力みなぎる」は、地域社会の繁栄の基礎である農林業、工業、商業それぞれの

産業の力を一層増大させることにより、住民の働く場を確保し、交流人口や定住人口の増

加を図るなど豊かさに満ちた活力あるまちづくりをめざすことを意味し、「創造都市」は、

充実した教育と高い文化を背景に、新しい発想と積極的な行動に基づく住民の主体的なま

ちづくりをめざすことを意味しています。 
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２．まちづくりの基本的な考え方（理念）  

 

 新たなまちづくりにあたっては、５市町村の伝統（個性と魅力）と豊かな自然を背景に、

住民誰もが心から豊かさと幸せを感じる住みよいまちを築くため、住民相互が一人ひとり

の生活を尊重する立場で物事を捉え行動し、多くの賛同と協力を得ながらその活動を地域

コミュニティ、まちづくりへと大きく発展させます。 

 そのため、偉大な先人達に学びながら、積極的に未来へと地域を担う人づくりを進める

とともに、住民自らが未来に向けた知恵と行動をひとつの力として発揮できるよう、住民

と行政の強い協働を進めます。 

 また、都市部と農村部がそれぞれの地域特性・役割の機能発揮によって、各地域のまち

づくりの継承と発展を支えるとともに、地域間の連携強化を進めることによって、未来に

向けた新たなまちの個性と魅力を創り育てます。 

 自らの地域は自らが創り始めるという「自治の視点」を基本として、協働（パートナー

シップ）・地域社会（コミュニティ）・住民主権・地方主権・創造性が支える自立社会を確

立し、「歴史息づくめぐみの郷土  産業の力みなぎる創造都市」の実現をめざします。 
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３．まちづくりの継承と新たな発展～地域別整備の方針と土地利用  

 

 まちづくりの将来像の具現化に向けては、地域の個性を失わないように、これまで、そ

れぞれの市町村が進めてきたまちづくりを継承しながら新たな発展をめざし、各地域にお

いて新市発展の基礎となる定住及び交流人口の増加を図りながら、住民と行政の協働によ

るまちづくりを一体的かつ効率的に進めることが必要となっています。 

そのため、各市町村がこれまで進めてきたまちづくりをふまえて発展的な継承をめざす

とともに土地利用の観点から目的別のゾーンを設定して発展をめざします。 

 

（１）継承すべき各地域（各市町村）のまちづくり 

 

 １）水沢地域におけるまちづくり 

 

 

 

 

 ●これまでのまちづくり 

水沢地域では、恵まれた自然環境と固有の伝統文化、そして長い間蓄積された社会資

本と交通の要衝という優位性により、胆江広域生活圏や県南内陸部、また県南臨海部一

帯を商圏とする物流の拠点としての役割を果たしてきました。 

特に、医療や教育などの都市型サービスの提供など、圏域における中心的な役割を担

ってきています。今後、交通・ＩＴの発達、経済圏・生活圏の拡大により、広域生活圏

における地域の課題対応や住民への日常的なサービス提供など役割が一層重要なものに

なるものと予想される中で、これまでの特性を活かしながら、岩手県南の中核的都市機

能を備えたまちづくりをめざしています。 

 

 ●地域の将来像「明日に駆け、希望あふれる学術文化のまち」の実現 

学術文化のまちは、いろいろな分野にまたがる研究開発を進めるための高度な教育機

能や基礎的な研究機能などの集積を図りながら、新たな知識や技術を創出する優秀な人

材を育てるとともに、21世紀を支えていく子どもたちを育成するより良い教育環境の創

出によって、はじめて実現されるものです。 

このため、21世紀における水沢地域のまちづくりの基軸を「教育立市」とし、新しい

都市機能の導入の取り組みとして、試験研究機関や先端技術企業の積極的な誘致と広域

行政の推進に伴う必要な機能を有する施設などの立地促進を図ります。 

水沢地域においては、「明日に駆け、希望あふれる学術文化のまち」を将来像に掲げ

ます。この地域がもつ多くの先人が築き上げた固有の歴史と文化を継承しながら、新た

な時代を見据え、将来に向かって豊かで安全・安心なまちづくりを永続的に進め、まち

づくりの目標として掲げた市民憲章の理念である、文化のかおり高く、明るくすこやか

に働ける豊かな、そして、あたたかい心で交わる美しいまちづくりを理想の地域像とし

ています。 
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 ●今後のまちづくりの方向（地域のイメージ） 

新市において、水沢地域は、情報・商業・医療・学術など都市型サービス機能の多く

を担う「にぎわいの地域」をめざし、江刺地域、前沢地域、胆沢地域、衣川地域との連

携を強めた取り組みにより、これら都市サービス機能のなお一層の充実を図ります。 

古くから広域交通の要衝として発展し、県内でも屈指の商業集積地域として、生活利

便性の指標である「暮らしやすさ」においては全国的にも高い評価を受けており、今後

も引き続き生活関連サービスの充実と安全で快適な生活空間の拡充を図ります。 

中心商店街の再興については、専門店をはじめとする魅力的な商店街づくりや歴史的

景観に配慮した街並みづくりなどを検討し、実施します。 

また、私見研究機関・高等教育機関等の集積による学術文化の振興を担う地域をめざ

します。 

 

 ●水沢地域のまちづくりイメージ 
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 ２）江刺地域におけるまちづくり 

 

 

 

 

 ●これまでのまちづくり 

  江刺地域では、「明るく住みよい活力ある田園文化都市」の実現を目指し、基幹産業

である農業をはじめ、商工業や観光など産業全体の活性化を図りながら、保健・医療の

充実、高齢者福祉、子育て支援、障害者福祉、生活環境や都市機能の整備、教育・文

化・スポーツの振興などさまざまな施策を積極的に実施してきました。 

  中でも、工業団地への企業誘致や区画整理事業、下水道事業による都市環境の整備な

どにより人口減少に歯止めをかけ、地域の歴史・文化、特性を生かしたまちづくりを進

めてきました。中心商店街は蔵を生かした魅力的な街並み整備が進み、 NHK大河ドラマ

等のロケ地歴史公園「えさし藤原の郷」や、「えさし郷土文化館」、種山高原「星座の

森」は観光ルートとして定着しています。 

  また、高度情報化社会に対応するため、全域に光ファイバー網の構築に向け整備を進

めています。 

 

 ●地域の将来像「個性が輝き、産業の力みなぎる、健康で文化的な田園都市」の実現 

  本地域の歩んできた歴史と豊かな自然、先人の培ってきた伝統・文化を生かし、活力

と魅力あるまちづくりを進め、地域の将来像を実現するため、「産業おこし」、「人づく

り」、「地域づくり」の三つの柱を原動力として推進します。  

  「産業おこし」…産業振興と地域経済の活性化は地域社会の繁栄の基礎であります。

農業・工業・商業等各産業の力を一層増大させ、働く場を確保し所得の向上を図り、後

継者の確保を進めます。 

  「人づくり」…社会の発展の鍵は人づくりにあります。将来を託する子供たちをたく

ましく、心豊かな人として育て、また、地域社会に積極的に参画し、誇りを持って地域

を支える人づくりを進めます。 

  「地域づくり」…みんなが地域に誇りを持ち、積極的に地域づくりに参画することが、

明るくいきいきとした地域社会を築く基本です。自然や地域に根ざした歴史、文化、産

物などを再発見し、活用しながら、個性的な元気の出る地域づくりを進めます。 

 

 ●今後のまちづくりの方向（地域のイメージ） 

  江刺地域は、広大な面積と豊かな自然を生かし、米、牛、りんご、野菜を中心とした

農業や林業の振興、工業団地への企業誘致の推進や岩谷堂箪笥など伝統産業を中心とし

た地場産業の振興、蔵まちなどの商業の振興、歴史公園「えさし藤原の郷」を核とした

観光の振興など、各分野において創造力にあふれ、活力みなぎる産業集積地域の構築を

推進します。 

  また、産学官連携など研究機関、企業、一般市民がともに高度な知識、情報を活用で

きる地籍集積都市の拠点地域としてのまちづくりを進めます。 
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  中山間地域と市街地の均衡ある発展と活性化を図るため、それぞれの地域の特色を生

かした「元気の出る地域づくり」とそれを支える「人づくり」を推進します。次世代を

担う子供たちの教育はもちろんのこと、人生を豊かにする生涯学習の推進や郷土芸能の

伝承を進めます。 

  保健・医療の充実、子育て支援の充実、高齢者、障害者福祉の充実を図り、道路、上

下水道、情報通信基盤等の整備を推進するとともに、安全で快適な環境づくりに取り組

み、健やかに、安心して暮らしのできるまちづくりをめざします。 

 

 

 ●江刺地域のまちづくりのイメージ 

 

 

 

 



第３章 新市ビジョン 

- 46 - 

 

 ３）前沢地域におけるまちづくり 

 

 

 

 

 ●これまでのまちづくり 

  前沢地域では、農・商・工のバランスのとれた産業振興を図りながら町民所得を向上

させ、豊かで安定した経済基盤の確立による「豊かなまち」をめざすとともに、自然や

景観と都市的な機能がバランス良く整った快適な定住環境による「快適なまち」の創出

を図り、保健・医療・福祉が充実した地域社会の中で、すべての町民が余暇を楽しみ、

生涯にわたって学習でき、生きがいを享受できる、うるおいに満ちた「元気で長生き、

生きがいと助け合いのまち」づくりを基本理念としています。 

  住みよいまちは、活発な経済活動に裏打ちされた豊かなまち、災害のない福祉の行き

届いた快適なまち、人情と自然にあふれた心安らぐまちであり、これらが程よく調和し

た「住んでみたい」「住み続けたい」魅力的なまちづくりをめざしています。 

  このため、町民一人ひとりの取り組みの目標として、人情を大切にし、互いに、でき

ることを無理のない範囲で、他の人や社会のために行いながら、ぬくもりのあるふるさ

とを創出するため、住みよいまちづくりを進めています。 

 

 ●地域の将来像「子どもを安心して産み育てることのできるまち」の実現 

  前沢地域では、まちづくりのビジョンとして、「子供を産み育てるなら前沢で」を合

言葉に、県内外からたくさんの人が集い交流するような賑やかなまちをめざします。 

  このため、自然のリズムに合わせ、あらゆることに手間ひまをかけて物事を深く追求

し、“保存・再生”に重点を置く社会、山や川の自然を大切にし、人々が草木や水に親

しむ営みを続けるまちをめざします。 

  また、生涯学習と相互福祉を構築し、健康で元気に長生きできる環境づくりと、災害

に強いまち、全ての人にやさしいユニバーサルデザインのまちづくりをめざします。 

  さらに、自然・産業・教育・文化・福祉が豊かに調和し、居住環境も含めた総合的な

施策でまちの魅力の向上を図り、町外からも人を引き寄せることができるまちづくりを

めざしています。 

 

 ●今後のまちづくりの方向（地域のイメージ） 

  前沢地域には、平泉など歴史的観光拠点が近いことや、平成20年のユネスコ世界文化

遺産本登録をめざしている「平泉の文化遺産」のコアゾーンの一角を成している白鳥舘

遺跡を有していること、さらに日本一の前沢牛銘柄が確立していることから多くの観光

客が見込める「ふれあいの地域」をめざし、新市における観光ルートの重要拠点として

関連施設の整備とサービスの充実化を推進します。 

  また、商業の振興においては、国道４号沿いの郊外型店舗等の新たな発展軸の広がり

が、旧来の中心商店街と一体的な商業集積を形成しつつあることから、相互個性の一層

の醸成と連携によって魅力ある新たな商店街形成をめざします。 
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  宅地需要については、交通の利便に恵まれた前沢東地区を中心に需要が拡大している

ため、新たな宅地開発を進めます。 

  さらに、地域内における良好な居住環境を維持・創出するため、秩序ある景観形成に

配慮した生活関連施設の整備を進めます。 

  農・商・工、居住環境、教育文化の調和するバランスのとれた振興を図りながら、き

め細やかな子育て支援のもと、子どもを産み育てることができる環境づくりに地域ぐる

みで取り組みます。 

 

 

 ●前沢地域のまちづくりイメージ 
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 ４）胆沢地域におけるまちづくり 

 

 

 

 

 ●これまでのまちづくり 

  胆沢地域においても少子高齢化や価値観の多様性といった傾向のもとで、安心して暮

らせる地域づくりがより一層求められ、保健、医療、福祉分野はもとより、道路や上下

水道をはじめとする生活環境の整備など、町民の健康と生活利便性の向上のため、散居

の特性に合った各種施策に取り組んできました。 

  地域で健やかな子が育つ環境づくりを進めることが必要とされ、農村地域というまち

の地域特性を生かしながら、農業・自然環境や教育施設等を活用し、子育て活動や体験

学習の支援など各種の施策を進めています。 

  県内有数の水田地帯として、かつては農業就業率が50％を越えていましたが、年々厳

しくなる農業情勢を背景に、減少傾向で推移しています。しかし、地域産業の基盤は農

業であることから、生産基盤の整備や生産・流通対策をはじめとする農業振興策に加え、

商工業と関連づけた起業化や観光との連携などを進めています。 

  また、時代の変化に対応した住民参加によるまちづくりや、これまでの枠組みにとら

われない多種多様な住民、民間、行政におけるパートナーシップの構築を推進します。 

 

 ●地域の将来像「生きる力が湧いてくるまち」の実現 

  百年後の胆沢、きれいな水が豊かに流れ、草木が緑に輝く田園風景が広がる「水と緑

と散居のまち」であることを願い、「住みごこちの良い」「安心して老後を過ごせる」

「たくましく健やかな子が育つ」「働くよろこびが実感できる」という想いを託して将

来像を設定しています。 

  また、「くらす、そだてる、はたらく、手をつなぐ」の４つの領域において、将来像

実現のための目標を設定しています。 

  「くらす（心をつなぐやすらぎのまち）」では、地域の連帯に支えられた快適な生活

空間のまちづくりを進めます。 

  「そだてる（未来にはばたく人づくりのまち）」では、未来を拓く、たくましく、す

こやかな子が育つまちづくりを進めます。 

  「はたらく（安心・安全をつくる産業のまち）」では、ねばり強く、ひたむきに生き

る糧を紡ぎだす希望と誇りの持てるまちづくりを進めます。 

  「手をつなぐ（みんなで創るふれあいのまち）」では、出会いと協働の力が、元気、

勇気、活気をもたらすまちづくりを進めています。 

 

 ●今後のまちづくりの方向（地域のイメージ） 

  胆沢地域は、豊富な高山植物とブナ原生林が植生する栗駒国定公園焼石連峰を西に望

み、胆沢川によって開けた扇状地には、美しい散居集落が広がっています。 

  このような地域の特性を活かし、温泉、スキー場、胆沢ダムなど自然と調和した観光
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と、水と緑に恵まれた農業を主体とするまちづくりを推進し、自然と人が調和する「ゆ

とりの地域」をめざします。 

  建設中の胆沢ダム周辺に観光客や焼石岳登山客などの新たな受け皿拠点作りを進める

とともに、既存の温泉・レクリエーション施設活用や森と水に親しむ事業の創出を図る

等、自然と融合した取り組みによって地域の活性化を図ります。 

  地場産業については、基幹産業である農業の継続と発展を、安心・安全な農産物の生

産と大規模ほ場整備を中心とした農地集積により支えるとともに、元気ある担い手の育

成に向けた取り組みを進めます。 

  また、恵まれた自然環境や散居集落を活かしたグリーン・ツーリズムと農業の振興を

図りつつ、環境に負荷をかけない自立できる社会を理想に、食料・福祉・コミュニテ

ィ・エネルギーの４つの自給をめざします。 

 

 

 ●胆沢地域のまちづくりのイメージ 
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 ５）衣川地域におけるまちづくり 

 

 

 ●これまでのまちづくり 

  基幹産業が農業である衣川地域は、安全な食物の供給のため、米を中心に肉用牛、野

菜、りんどう、ハトムギなどを組み合わせた「衣川型複合経営」の振興を進め、農業の

安定経営をめざしてきました。 

 また、全村面積の約８割が森林を占め、水源涵養林「不抜の森」の指定やブナの植

林・育林など、森林の保全にも努める一方で、レクリエーション空間としての活用など、

大自然の生態系に配慮した上での多面的な林業経営を模索しています。 

 近年の脱都会志向によって、自然とのふれあいを求める観光客が増加しており、村の

特徴である豊かな大自然と美しい農村風景という財産を生かした体験型交流の推進が、

観光施設の主軸となっています。 

 開発は観光客のためだけではなく、村民自体が豊かに暮らすためのものでなければな

らないと考え、観光関連施設の整備は雇用の場の拡大、そして、体験型交流によって得

る多様なネットワークは、村民一人ひとりの大切な財産となっています。 

 保健・医療・福祉を一体化した総合健康管理システムは「衣川方式」として全国から

注目を集め、村民の健康管理活動の拠点として、福祉保健センターを整備しており、高

齢社会の到来に伴い、在宅福祉の充実を図るためのボランティアや福祉団体の育成など、

きめ細かい地域の福祉活動にも努力しています。 

 また、障害の有無に関らず安心して暮らせる村づくりをめざし、公共施設のバリアフ

リー化や障害者の雇用機会の確保など、障害者の社会参加の促進にも力をいれています。 

 

 ●地域の将来像「健康いきいき！新自給自足のまち」の実現 

  村づくりの目標と方針の原則は「衣川村民憲章」に示され、《「健康の村」「生きがい

の村」「人情の村」をつくります・・》とあるように、すべての人が安らぎを得て、真

に豊かな暮らしができる村にすることにあります。 

  この理念を生かしながら、衣川村総合発展計画で具体的に村づくりを進めるため、

「健康でいきいき！新自給自足の村」という地域の将来像を掲げています。 

  衣川地域の将来像は、村民の健康増進や高齢者が安心して暮らせる村づくり、農林業

など地場産業の活性化による村づくり、そして自然と共生しながら「地産地消」をめざ

し、環境に負荷をかけない村づくりに取り組むことを意味しています。 

  「健康いきいき」すなわち地域住民が健康で快適な生活を実現していくために、健康

づくり活動、予防活動等の充実、医療福祉施設の整備充実を図ります。 

  また、「新しい自給自足」の実現のために、安定自立した持続可能な循環型の地域社

会の構築をめざしています。利便性を追求した「大量生産・大量消費・大量廃棄」の時

代は、その見直しを迫られており、便利な暮らしを売る代償として「健康」や「自然」

を失い、「資源の浪費」は地球環境の危機を招くところまできているといわれる中、衣
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川村には幸いにも豊かな自然が残されています。この自然を大切にし、将来にわたって

「真に豊かな暮らし」の実現を図ります。 

  

●今後のまちづくりの方向（地域のイメージ） 

 衣川地域は、豊かな森林と澄んだ空気に恵まれ「日本一星空の美しい村」として知ら

れているほか、平成20年のユネスコ世界文化遺産本登録をめざしている「平泉の文化遺

産」のコアゾーンの一角をなす長者原廃寺跡を有するなど、安部氏、藤原氏にまつわる

歴史文化遺産にも恵まれ、自然と歴史が豊かなことから、「やすらぎの地域」をめざし

ます。 

  豊富な自然環境を背景に健康環境づくりを進めるため「保健福祉センター」を中核施

設として、住民一人ひとりが健康意識を持ちながら地域ぐるみの健康づくりを推進し、

心がふれあう保健・医療・福祉サービスの充実を図ります。 

  来訪者が自然の豊かさ、里山環境の素晴らしさを体感できるよう、自然をフィールド

にした循環型「ふるさと」つくりを推進しながらグリーン・ツーリズムの振興を図りま

す。 

  また、現在廃棄物として処理されている間伐材などの有効活用や豊かな自然の保全と

いう地域課題に呼応する取り組みとして、木質系バイオマスの利活用を進めながら、新

たな自給自足の大きな要素であるエネルギー自給に向けた新エネルギー産業の起業を促

し、個性ある地域産業の振興を図ります。 

 

 ●衣川地域のまちづくりイメージ 

 

 

 



第３章 新市ビジョン 

- 52 - 

（２）ゾーン別（土地利用）のまちづくり 

 

  本地域における土地利用に当っては、住民の真に豊かな生活空間の維持、創造とより

効率的な土地利用を基本的な考え方とし、画一的な土地利用にとらわれない自然・生

活・産業が身近に調和する、個性ある住みよい環境形成を進めます。 

  また、地域の特性と住民の創意工夫が効果的に発揮できるようゾーン別の土地利用の

方向を明確にするとともに、必要に応じて、環境関連などの規制を検討しながら、新た

なまちとしての魅力が十分に発揮されるまちづくりをめざします。 

  この点に配慮して設定したゾーン別（土地利用）のまちづくりの方向は、以下に示す

とおりです。 

 

 

 １）元気の源となる水・空気・エネルギー・林産資源を育むみどり豊かな地域 

  焼石岳や国見山を中心に、また水源地域としての胆沢ダム周辺の豊かな自然環境を活

かしながら、水とみどり、温泉など自然に親しむ健康づくりの拠点形成をめざします。 

 

 ２）美しい農村の風景と安全で高品質の食材を提供する地域 

  散居集落などの美しい独自の景観を保全しながら、米や肉用牛、野菜や雑穀、花卉な

ど、この地域ならではの特色ある農業を振興し、安全・安心な食糧生産の拠点形成をめ

ざします。 

 

 ３）人が集い楽しむ住み良い暮らしの地域 

  人が集まる魅力的な都市機能を備えたまちづくりを行い、便利で豊かな日常生活を送

るための商業活動のほか、医療、教育、情報など都市型サービスの提供など人が交わる

にぎわいと生活の拠点形成をめざします。 

 

 ４）魅力ある雇用の場と活発な産業活動の地域 

  これまで培われてきた伝統や技術を活かした産業の振興を図りながら、産業集積を進

め、伝統と先端技術で支える産業の拠点形成をめざします。 

 

 ５）良質で安全なブランド食材の提供や心のゆとりを育む地域 

  県内屈指の品質や生産量を誇る米、りんご、野菜などの生産体制を強化を図り、安ら

ぎのある農村環境の整備を行いながら、安全・安心な食糧生産の拠点形成をめざします。 

 

 ６）身近な自然にふれあい心を豊かにする学びの地域 

  人々が心に潤いのある生活を送るために、里山の身近な自然やその美しい景観を活か

し、自然に親しむ健康づくりの拠点形成をめざします。 
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４．まちづくりの基本方針（施策の大綱）  

 

 まちづくりの基本的な考え方（理念）をもとに、新市のまちづくりの方針を次のとおり

定める。 

 

 

（１）安心して暮らせるまちづくり 

     「保健・医療・福祉の充実」 

（２）未来にはばたく人を育てるまちづくり 

   「教育・文化・スポーツの振興」 

（３）地域の特性を活かしたまちづくり 

   「産業の振興」 

（４）快適でゆとりのあるまちづくり 

   「生活基盤の整備促進」 

（５）自然と共生する美しいまちづくり 

     「自然環境の保全・循環型社会の形成」 

（６）みんなで創る自立したまちづくり 

     「住民参画・協働の地域社会創出」 

 

 

 

 ■基本施策の体系 
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