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第４章 新市の施策 

 

～新市建設の根幹となるべき事業～ 

 

 ５市町村の合併による新市が、岩手県南の中核都市として発展していくためには、あら

ゆる分野において様々な施策を効果的に展開していくことが求められます。 

 このため、新市が目指す将来像である『歴史息づくめぐみの郷土 産業の力みなぎる創

造都市』の実現にむけた施策として、主要施策と基本施策に整理し計画的に推進します。 

 各市町村の既存事業など住民生活の基礎となる事業を基本施策として位置づけ、「安心

して暮らせるまちづくり」「未来にはばたく人を育てるまちづくり」「地域の特性を活かし

たまちづくり」「快適でゆとりのあるまちづくり」「自然と共生する美しいまちづくり」

「みんなで創る自立したまちづくり」の６つのまちづくりの基本方針に基づき推進します。 

 また、基本施策のうち、とりわけ合併市町村の一体性の速やかな確立やきんこうある発

展に資する事業を主要施策として位置づけ、「連携のまちづくり」「発展のまちづくり」の

２つの視点から、これらを戦略的・重点的に実施することにより、新市の速やかな建設と

その発展を誘導します。 

 

１．主要施策                                    

（１）連携のまちづくり  ～歴史息づくめぐみの郷土～ 

 

主要施策 施策の内容 実施事業（一部再掲） 

連携のまちづくり ①環境保全の推進 ・美しいまちづくり推進事業 

・一般廃棄物最終処分場整備事業 

 

②世界文化遺産の登録 ・ユネスコ世界文化遺産本登録推進事業 

 

③消防・防災施策の充実 ・防災行政無線整備事業 

・消防無線整備事業 

 

④通信・情報網の整備 ・電算システム統合整備事業 

 

⑤人材の育成 ・各種ボランティア養成事業 

・各種相談員、指導員養成事業 

・地域コミュニティリーダー養成事業 
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（２）発展のまちづくり  ～産業の力みなぎる創造都市～ 

 

主要施策 施策の内容 実施事業（一部再掲） 

発展のまちづくり ①環境保全の推進 ・宅地開発供給支援事業 

・Ｉターン、Ｕターン者受入推進事業 

・結婚支援事業 

・三世代同居支援事業 

・子育て支援事業 

・就学支援事業 

 

 ②雇用の創出 ・企業立地促進事業 

・起業者育成支援事業 

・商工業者育成支援事業 

・雇用対策事業 

・地域資源観光活用推進事業 

 

 ③高等教育・研究機関の集

積 

・産学官連携事業 

・高等教育機関・研究機関誘致事業 

 

 

     ※実施事業のうち標準字体は、財政計画で普通建設事業として掲げた事業です。 

        〃    斜体は、上記以外の事業です。 
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２．基本施策                                    

 

（１）安心して暮らせるまちづくり  ～保健・医療・福祉の充実～ 

 保健予防や地域医療、福祉施設の整備など、保健・医療・福祉の充実とその連携を図り、

すべての人が人間としての尊厳を保ちながら、みんなが健康で元気に明るく暮らせる地域

社会の形成と、市民が相互に支え合うあたたかい心がかようまちづくりを実現します。 

 このため、すでに設置されている各施設の有効活用を進めるとともに、分野をこえた連

携の強化を図ります。 

 

●母子保健及び子育て支援の充実 

 ・安心して子供を産み育てられる環境づくりのため、母子、就学前、就学後及び思春期

の保健指導などきめ細かな保健事業を進めます。 

 ・子どもたちの健やかな成長に寄与する子育て支援施策及び施設など、環境づくりを進

めます。 

 ・児童福祉の充実を図るとともに、子育ての悩みや不安の軽減のため、身近で気軽に相

談できる体制の強化を図ります。 

 ・母子、父子家庭の生活の安定や自立の促進のために、家庭状況に応じた相談等の支援

ができるよう関係機関との連携を強め体制の充実を図ります。 

●成人保健の充実 

 ・すべての人が健康で、いつまでも生きがいを持って生活できるように、健康の維持増

進活動を推進します。 

 ・相談業務、健康診査・各種検診及び生活習慣病予防教室など一次予防を推進するとと

もに、健康や疾病に関する正しい知識の普及を図りながら、自主的な健康づくりを支

援します。 

●高齢者保健の充実 

 ・電話・来所相談、家庭訪問及び各種講座を通して健康づくりに関する助言や情報を提

供するなど、高齢者の健康、体力の維持と増進を推進します。 

●保健と医療の充実 

 ・住民のかかりつけ医としての国保診療施設などの体制強化や地元医師会との連携を図

り、地域の拠点医療機関としての県立病院との連携機能強化を図ります。 

 ・保健・医療・福祉の連携により、住民の健康保持と増進、疾病の早期予防・早期治療、

リハビリテーションまで提供できる医療体制の充実を図ります。 

 ・病院事業など医療体制の充実を図るとともに保健・福祉と密接な連携のもと、子ども

から高齢者にいたる各年齢に応じた総合的なサービス提供を促進します。とりわけ健

康診査・各種検診や運動・栄養指導など予防医学分野の充実を図り、住民の生活習慣

病予防に努めます。 

 ・休日や夜間等における急な傷病に対応するため、救急連絡網・医療体制の確立を図り

ます。 

●地域福祉医療の充実 

 ・保健・福祉分野において、ボランティア・コーディネーターの養成や派遣をはじめと

したネットワーク化により事業の広域化を実現し、住民ニーズへの適切な対応を図り
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ます。 

 ・高齢者や障害者等日常生活に不安のある住民に対し、住み慣れた自宅や地域で安心し

て自立した生活を送れるよう、その住民の権利の擁護を支援します。 

 ・高齢者や障害者ほか全ての人々が、社会の一員として安心して生活が送ることができ

るようユニバーサルデザインのまちづくりを進めます。 

●高齢者福祉の充実 

 ・高齢者が、これまで培ってきた知識や技術を、過程や地域社会の中で発揮できるよう、

社会参加活動や就業の支援などを推進します。 

 ・高齢者が健康で安心して暮らせるよう住まい、暮らし、健康などに関する各種福祉サ

ービスの充実と情報提供に努めます。 

 ・家庭や地域における介護を支援するため、利用者のニーズに合わせた住宅福祉、施設

福祉及び中間施設福祉サービスを推進します。 

 ・介護保険制度については、介護予防を推進しながら保健・医療・福祉の各期間との連

携を図り、多様なニーズに対応した質の高いサービスが提供されるよう環境づくりを

進めます。 

●障害者福祉の充実 

 ・心身に障害を有する児童の発達を支援するため、地域療育システムの構築を進めると

ともに、障害者の社会参加の促進と地域での生活の場の確保を図ります。 

 ・障害者の日や障害者週間等における諸行事を通して、相互の理解と交流を深めるため

の啓発や広報活動を充実します。 

 ・「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく障害者雇用を促進するとともに、働

きやすい就業形態の確立が図られるよう就労支援の充実を進めます。 

●社会保障の充実 

 ・健康づくりの活動を促進するとともに、国民健康保険の運営を安定させ、安心して社

会保障制度が利用できるよう、財政の健全化を図ります。 

 ・介護保険については、介護を必要とする人がいつでも利用できるように、相談体制の

充実を図ります。 

 

基本施策 実施事業 

（1）安心して暮らせるま

ちづくり 

・健康福祉市民センター施設整備事業 

・保育所整備事業 

・保育園施設整備費補助事業 

・保育所・子育て支援センター建設事業 

・電子カルテ整備事業 

・医療機器整備事業 

・子育て支援事業 

・母子・成人・高齢者保健事業 

・児童・高齢者・障害者福祉事業 

・その他福祉事業 

・地域医療連携推進事業 
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（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～ 

 住民が、各年齢に応じて主体的に「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも・なに

かを」自由に学ぶ機会を選択し、明るく楽しく学び、元気に自己実現を図ることができる

ように、地域や家庭、関係機関の連携による生涯学習社会の形成をめざします。 

 このため、既存の体育・文化施設の一元的な利用システムの構築などにより利用促進を

図ります。 

 

●生涯学習の振興 

 ・住民一人ひとりの主体的な学習活動を奨励・支援するため、各種学習機会の充実や取

外学習施設など総合的な環境の整備を進め、生涯学習社会の形成をめざします。 

●就学前教育の推進 

 ・心身ともに健やかで、思いやりのあるたくましい子どもを育てるため、地域や家庭、

関係機関との連携を蜜にしながら、幼児期にふさわしい境域の充実をめざします。 

 ・幼稚園と保育施設の連携を図り、地域の実情に応じた体制の整備を検討します。 

●学校教育の充実 

 ・情報化や国際化など時代の潮流に応じ、教育内容の充実及び教育水準の向上に取り組

みます。 

・通学環境や学校施設の設備環境など、学校教育を支える地域の教育環境の整備、充実

を図ります。 

 ・小中学校の通学区域の見直し、適正規模の検討を進めます。 

 ・学校評議員・学校運営協議会制度の実施など、地域に開かれた特色ある学校づくりを

推進します。 

 ・個性ある教育システムを地域や各学校が取り入れることができるよう検討を進めます。 

●高等教育・研究機関の集積 

 ・地域の学術文化の発展とともに、産学官連携による民間企業への支援や市民に対する

生涯学習の働きかけ等を積極的に連携しながら、幅広く深い教養と基礎学力を有し、

高い専門性を備えた人材の育成を行う高等教育・研究機関の集積を図ります。 

●社会教育の充実 

 ・子どもたち一人ひとりの能力や個性を伸ばし、心豊かで想像力あふれ、生きる力が湧

いてくる人づくりを進めます。そのため、公民館活動をはじめとした社会教育活動全

体を通して学校・家庭・地域社会が連携し、地域全体で青尐年の育成を図ります。 

 ・学校教育における総合的な学習の場として、博物館や資料館等の既存文化施設の利用

促進を図ります。 

 ・図書館機能の充実を図るとともに、公共図書館と公民館図書室や学校図書館のネット

ワークを構築し、利便性の向上を図ります。 

●学社融合の推進 

 ・自然を活かした野外での活動をはじめ、これまで培ってきた社会教育の学習手法や人

材を学校教育に活かすとともに、住民の生涯学習の場に学校を活用するなどして、人

材や施設の有効活用を図ります。 
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●芸術・文化の振興 

 ・地域の芸術文化活動に誰でも参加できるように、また歴史や伝統文化に触れることが

できるような機会を創出します。 

 ・郷土芸能団体の活動支援や後継者育成の支援などの施策により、郷土芸能の伝承を積

極的に推進します。 

●スポーツ・レクリエーションの充実 

 ・住民の健康づくりや体力づくり推進のため、各種指導者の育成とスポーツ・レクリエ

ーション施設の機能強化、推進体制の充実を図ります。 

●平泉文化遺産の登録 

 ・「平泉の文化遺産」が世界文化遺産に登録されるためには、対象物件の環境保全が必

要であることから、その中核となる資産（コアゾーン）は文化保護法等による保護、

周辺地域（バッファゾーン）は条例制定による環境や景観の保護が必要となります。 

 ・平成20年までに「平泉の文化遺産」が世界文化遺産に登録されるための取り組みを、

コアゾーンを包合する前沢地域・衣川地域を中心に進めます。 

 ・世界文化遺産は教育・文化の領域のみならず、商業や観光など他産業への分野を超え

た波及効果が期待されることから、相互に協力体制を組み、それぞれの分野で新たな

産業おこしやまちづくりを推進します。 

 

 

 ●学校評議員：学校長が保護者や地域の意見を幅広く聞き、開かれた学校づくりを推進していくためのもの。

学校が家庭や地域社会と連携・協力しながら、特色ある教育活動を展開することができる。  

 ●学校運営協議会：任命された保護者や地域の皆さんで構成する学校の運営に関して協議する機関。学校の運

営や教職員の採用などについて、意見を述べることができる。  
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基本施策  実施事業  

（2）未来にはばたく人を

育てるまちづくり 

・統合児童施設整備事業 

・幼稚園施設整備事業 

・幼稚園通園バス、小中学校スクールバス整備事業 

・小学校施設整備事業 

・中学校施設整備事業 

・小中学校耐震診断実施事業 

・教育用コンピュータ導入事業 

・学校給食センター整備事業 

・郷土先人記念館整備事業 

・重要文化財保存修理事業 

・遺跡発掘調査、保存事業 

・スポーツ、文化施設用地取得事業 

・歴史公園整備事業 

・就学前教育事業 

・学校教育事業 

・就学支援事業 

・高等教育・研究機関誘致事業 

・社会教育事業 

・文化振興事業 

・社会体育事業 

・ユネスコ世界文化遺産本登録推進事業 
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（３）地域の特性を活かしたまちづくり  ～産業の振興～ 

 活力ある地域社会の構築のため、良好な立地条件や地域特性を活かし、農林業・工業・

商業の均衡ある発展を図るとともに、自然・歴史・地域産業等を資源とした観光の振興を

推進します。また、地域生活に密着した課題に対応した新しい産業の創出を図るなど、生

活と産業の連携や各産業間の連携により活力ある地域づくりを促進します。 

 

１）農林業の振興 

 農業経営に意欲を持つ担い手農家の育成や農業生産基盤の整備を進めながら、安全で安

心な「こだわり」の農畜産物生産と流通に取り組むとともに、農村生活環境の整備により、

快適でゆとりのある生活環境づくりをめざします。また、森林の持つ機能を十分発揮でき

るように生活基盤の整備を図るとともに、森林資源を活かした他産業との連携による林業

振興をめざします。 

 

●農業生産基盤の整備と水田利用 

 ・高生産性農業の実現を図るため、平地地域においては大区画ほ場の整備や転作田への

高収益作物の導入を図り、また、土地利用作物の団地化など水田の合理的利用を促進

します。中山間地域においては、地域特性に応じた基盤整備や作目の導入を促進しま

す。 

●農畜産物の生産拡大・安定対策 

 ・全国屈指の高品質銘柄米をはじめ、肉用牛、りんご、トマト、ピーマン、りんどう、

ハトムギなど、既に確立されたブランドのなお一層の生産振興を図ります。 

 ・産地や農業者が自らの責任と判断によって主体的に実施する「新たな米政策」に適応

した取り組みにより、消費者・市場重視の立場に立った売れる米づくりを促進します。 

●労働力の確保と経営体の強化 

 ・後継者や担い手の不足を解消するため、担い手農家への集積等新規就農や経営規模の

拡大を図るための積極的な支援を図ります。 

 ・経営基盤強化を図るため、就農や法人設立に向けた支援など地域農業を総合的に指導

する組織の整備を促進します。 

 ・農協や農業改良普及センターなど関係機関との連携のもと、農業者の経営改善計画の

積極的な支援を図り、認定農業者の育成を促進します。 

●集落営農の推進 

 ・計画的な土地利用、機械・施設の共同利用など効率的で合理的な農業を行い、適切な

農作業分担や高収益作物導入による地域農業の振興を図ります。 

 ・ほ場整備の実施に伴う農地集積等により発生する余剰労働力を活用して、加工品の製

造や産直施設での農作物販売を行うなど、それぞれの地域にあった集落営農の推進を

図ります。 

●農林関係団体との連携 

 ・地域が広域化するなかで農林関係団体に期待される役割が重要かつ広範になることか

ら積極的な連携を図ります。 

●環境保全型農業の推進 

 ・有機・減農薬栽培など環境に配慮しながら、農業の生産性と収益性を確保する持続的
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農業を推進します。 

 ・農村景観の維持、耕作放棄地の発生防止、多面的機能の確保を図る観点から、中山間

地域等への支援策の積極的な導入を図ります。 

●農畜産物の流通販売施策の推進 

 ・食料の自給を理念に「地産地消」をすすめるとともに、農業を食ビジネスとして積極

的に支援推進し、地域内における地元農畜産物の消費拡大を図ります。 

 ・新たな農産加工品の開発、流通販売体制の強化及び販売ルートの確立などにより特色

ある産地形成を図ります。 

●農村生活環境基盤の整備 

・農業・農村をフィールドにするグリーン・ツーリズムの拠点整備やコース設定を進め、

体験型就学旅行などの積極的な誘致を通じて住民との交流促進を図り、お互いの農業

に対する価値観を醸成するとともに農家所得の向上に資するよう努めます。 

●林業生産基盤の整備 

 ・除間伐等の計画的な森林整備を進めるとともに、自然形態に配慮しながら林道・作業

道等を整備し効率的な林業生産活動を促進します。 

●森林の総合的活用 

 ・しいたけなどの特用林産物に係る生産施設を整備するとともに、高品質栽培技術を確

立し主産地を目指します。 

 ・エネルギー資源として間伐材を活用するなど新たな視点に立った林業振興を図ります。 

 ・森林の持つ保健、レクリエーション及び学習の場等の機能を活用した森と人との共生

活動を推進します。 

●林産物の流通販売施策の推進 

 ・林産物の「地産地消」を進め、地域内における消費拡大を図ります。 

 ・新たな林産加工品の開発、流通販売体制の強化及び販売ルートの確立などにより特色

ある産地形成を図ります。 

●健全な森林経営 

 ・森林生態系の健全性を維持し、その活力を利用し地域の多様なニーズに永続的に対応

できるよう森林の取り扱いを定めた国際的な基準・指標等に基づき持続かのうな森林

経営を推進します。 

 ・松くい虫被害木の拡大を防止するとともに、新たな樹種への転換を推進します。 

●バイオマス資源の活用 

 ・間伐材や畜産廃棄物の利用、転作水田の有効活用など、農林業に関連するバイオマス

資源の活用を積極的に図るための研究を進め、新素材開発を含めた新エネルギー産

業・環境産業としての確立を推進します。 

 ●地産地消：「地元生産―地元消費」を略した言葉。「地元で生産されたものを地元で消費する」という意味で

特に農林水産業の分野で使われています。「地産地消」は、消費者の食に対する安全・安心志向の高まりを背

景に、消費者と生産者の相互理解を深める取り組みとして期待されています。  

 ●食ビジネス：生産供給者、加工製造者、流通販売者など異業種の連携により、地域の農畜産物等を活用し、

新たな加工製品や調理メニューを開発し、販売・提供しようとするもの。  

 ●バイオマス：生物資源量の意味。植物生物から生成されるエネルギーの意味でも用いられます。  

 ●国際的な基準・指標等：日本、アルゼンチン、カナダ、アメリカ、中国、ロシアなど環太平洋地域の 12カ国

が加盟。温帯林の持続可能な森林経営のための７つの基準と 67の指標を採用しているモントリオールプロセス

など。  
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基本施策 実施事業 

（3）地域の特性を活かし

たまちづくり 

 

 1）農林業の振興 

 

 

 

 

・用排水施設整備事業 

・農業生産基盤整備促進事業 

・ため池等整備事業 

・森林整備事業 

・堆肥化施設整備事業 

・農道整備事業 

・林道整備事業 

・農畜産物生産拡大・安定対策事業 

・担い手確保・経営体強化事業 

・集落営農推進事業 

・農林関係団体との連携推進事業 

・環境保全型農業推進事業 

・農畜産物流通販売推進事業 

・農村生活環境基盤整備事業 

・林業生産基盤整備促進事業 

・森林総合活用事業 

・林産物流通販売推進事業 

・バイマス資源活用事業 
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２）商工業の振興 

 商店街の活性化など、にぎわいの創出による商業振興や工業団地等への積極的な企業誘

致を図るとともに、農林業等と連携した起業の支援など、地域産業との結びつきを深めた

商工業の振興をめざします。また、そのための人材育成や支援を推進します。 

 

●活力ある商工業者の育成 

 ・地場産業の経営体質の強化を図るとともに、大学や研究機関との交流・連携を教師、

伝統の技術に加えて新たな技術導入を進めるなど技術力向上を促進します。 

 ・若手事業後継者、起業家など、次代を担う人材の育成を図ります。 

●特産品開発と販路拡大 

 ・地域の地場産品の特性を最大限に引き出し、消費者ニーズに対応した新商品の開発に

よるブランドの確立や流通経路の開拓など、販路拡大に向けた活動を促進します。 

●産学官の連携と産業の創出 

 ・地域の他産業との異業種交流や大学等研究機関・企業・行政が一体となった産学官連

携を図り、農産物の加工製造に取り組むなど地域内に密着した内発型産業の創出を促

進します。 

 ・専門的な技術を持つ人材等の雇用の場を確保するため、企業にとって魅力ある環境の

形成に努め、試験研究施設など研究開発機能をあわせ持つ事業所の誘致に取り組みま

す。 

●工業集積の推進 

 ・近隣工業団地内の各種企業との連携を図りながら、本地域内の整備済み工業団地への

企業誘致を行い、工業集積を積極的に推進します。 

●商店街の活性化の促進 

 ・地域の特性を活かした魅力ある商店街の創出を図るため商店街整備にあたっては景観

に配慮した取り組みを促進します。 

 ・地域の歴史や文化を活かした街並みの形成や継続性が保てるイベントの実施などを支

援し、個性的で楽しむ要素に満ちた魅力的な商店街づくりを促進します。 

 ・消費ニーズに対応した商品やサービス提供など魅力ある個店・専門店づくりを進め、

情報化による環境の変化に対応するなど、経営者の意識改革を図ります。 

●雇用の創出 

 ・商工業の振興により、企業誘致や既存事業者の業務拡大など、雇用創出の取り組みに

対して支援を進めます。 

 ・環境保全、介護サービス、教育など生活に密着した地域課題に対応する産業おこしを

推進し、住民生活の質や利便性の向上と雇用機会の拡大を推進します。また、コミュ

ニティ・ビジネスの創業に対しては、情報提供や相談等の支援を積極的に進めます。 

●商工関係団体との連携 

 ・地域が広域化するなかで商工関係団体に期待される役割が重要かつ広範になることか

ら積極的な連携を図ります。 

 ●コミュニティ・ビジネス：市民が主体となって、地域が抱える課題をビジネスの手法により解決し、またコ

ミュニティの再生を通じて、その活動の利益を地域に還元するという事業のことの総称です。  
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基本施策 実施事業 

（3）地域の特性を活かし

たまちづくり 

 

 2）商工業の振興 

 

 

 

 

・産学官連携事業 

・企業立地促進事業 

・起業者育成支援事業 

・商工業者育成支援事業 

・特産品開発・販路拡大事業 

・工業集積推進事業 

・商店街活性化促進事業 

・雇用対策事業 

・商工関係団体との連携推進事業 
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３）観光の振興 

 自然や歴史・文化によって育まれた地域の新しい観光要素の掘り起こしと活用を図りつ

つ、新市隣接地域も含めた広域の観光資源や観光施設の活用とネットワーク化による観光

ルートづくりを進め、多様なサービスを提供し魅力ある地域の創造を図ることによって、

通過型観光から滞在型観光への転換を図ります。 

 また、恵まれた自然や農業・農村の環境を活かし、観光資源と連携を図りながら、グリ

ーン・ツーリズムの振興をめざします。 

 

●地域資源の掘り起こしと活用 

 ・地域ならではの歴史や文化資源の掘り起こしや、その由来や営みにかかわる「物語

り」を新たな観光資源とするなど、より一層地域資源の魅力ある活用を図ります。 

 ・鋳物、タンスなどの地場産品の製作や北上川などの自然環境と触れ合うことのできる

参加・体験型の新たな観光ルートを形成します。 

 ・映画、テレビのロケを活用した観光客誘致を図り、地域内観光資源との連携や郷土芸

能を取り入れた観光ルートの形成を図ります。 

 ・日本一の星空、散居に代表される田園景観や郷土料理など、特徴的な農山村資源を生

かしたグリーン・ツーリズムの取り組みを強化し、都市と農村の交流を促進します。 

 ・歴史ある地場産業の技術体験、広大な田園をフィールドにした多彩な農業体験、胆沢

ダム周辺整備による魅力づくりなど、地域資源の活用を進めます。 

●情報発信 

 ・魅力ある観光ガイド・マップや詳細で更新性の高いインターネットホームページの作

成などにより、利用しやすい情報発信を進めます。 

 ・就学旅行や団体客などの誘客のため、積極的な誘致活動を促進します。 

●特産品の開発 

 ・地域の特徴を活かした個性的な土産品の開発を支援します。 

●地産地消の推進 

 ・農家レストランや産直施設、食の匠の活動の場など、地産地消や食の拠点づくりを支

援します。 

●推進体制の強化及び育成 

 ・各地域の観光やグリーン・ツーリズムを推進する関係団体の連携強化と育成を支援し

ます。 

●観光関係団体との連携 

 ・地域が広域化するなかで観光関係団体に期待される役割が重要かつ広範になることか

ら積極的な連携を図ります。 

●世界文化遺産登録との連携 

 ・「平泉の文化遺産」のコアゾーンとなる前沢地域と衣川地域を中心に、観光客の誘致

と関連産業の振興を図ります。 

 ●グリーン・ツーリズム：農村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。  
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基本施策 実施事業 

（3）地域の特性を活かし

たまちづくり 

 

 3）観光の振興 

 

 

 

 

・グリーン・ツーリズム推進事業 

・観光拠点施設整備事業 

・地域資源観光活用推進事業 

・観光情報PR事業 

・食の拠点づくり支援事業 

・観光関係団体との連携推進事業 

・「平泉の文化遺産」との連携推進事業 
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（４）快適でゆとりのあるまちづくり  ～生活基盤の整備促進～ 

 誰もが、安全な環境で快適な生活が享受できるように、生活しやすく機能的な都市基盤

を整備するとともに、美しい景観形成に配慮しながら、魅力ある居住環境づくりを推進し

ます。 

 

●適正な土地利用の推進 

 ・都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律などに関連した従来の土地利用につい

ては、社会情勢の動向と地域の事情に適応した総合的な利用を推進するとともに、住

民の創意工夫が発揮されるよう必要に応じて積極的な調整を進めます。 

●利便性向上のための整備 

 ・広域的な連携や交流の拠点性向上のため、総合的な地域整備を促進し、都市機能の向

上を図ります。 

 ・胆沢ダムの建設にあわせた広域水道施設の整備により、飲料水の安定供給を確保しま

す。 

●産業と生活を支える道路網の整備  

 ・市内各拠点を結ぶ道路整備を図り、利便性や安全性の高い一体感あるまちづくりを推

進します。また、市内及び広域の交通ネットワーク基盤の充実強化を図るため、幹線

道路、生活道路、農道等の整備を進めます。  

 ・道路整備にあたっては、改良舗装と計画的な維持補修の調整を図りながら整備を進め

ます。  

●環境と人にやさしいまちづくり  

 ・鉄道交通、バス交通の確保や改善を促すとともに、コミュニティバスの充実などを図

りながら、子どもや高齢者などの交通弱者などを考慮した人にやさしく利便性の高い

交通体系の充実を図ります。また、除雪体制の強化を図ります。  

 ・公共施設におけるバリアフリー化などユニバーサルデザインによるまちづくりを推進

します。  

 ・住民・起業・行政が協力し合い、リサイクル・リユースの新しい仕組みやライフスタ

イルの改善による資源の再生を図り、自然環境にやさしい生活基盤の構築を推進しま

す。  

●通信・情報網の整備  

 ・情報通信基盤の整備を図るとともに、さまざまな分野の情報ネットワークの構築を促

進し、住民生活の利便性の向上を図ります。  

 ・各種情報媒体に関する地域格差の解消を図ります。  

●清潔で快適な住環境の整備  

 ・事業の費用対効果や受益者の利便性を十分に精査しながら地域の実情に即した、公共

下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽等の汚水処理事業を計画的かつ積極的に進め

るとともに、広域連携による計画的な上水道の整備を図り、清潔で快適な居住地域の

形成を進めます。  

●定住化・人口増の促進  

 ・子育て支援や雇用の場の創出など、まちづくり施策各分野の強化と連携を図りながら、

魅力ある住みよいまちづくりを進め定住化需要を促すとともに、住宅地および宅地の
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供給などの受け皿づくりを促進します。  

●結婚と子育て支援の推進  

 ・結婚に対し夢や希望を見いだし、励まし合いながら共に暮らし、子どもを産み育てる

ことに生きがいを持てる社会・地域づくりを積極的に推進します。  

 ・若い男女の定住、結婚、出産、育児及び仕事との両立について、「家庭、地域、職場、

学校」といった結婚生活に深く関る場において、多様な形で子育て支援を推進します。  

●消防・防災施策の充実  

 ・消防施設などの防災・防犯設備の充実を図るとともに地域、関係団体、行政が連携し

た地域安全活動を推進します。  

 ・森林の保全や河川改修に「多自然工法」を取り入れるなど自然の生態系を重視しなが

ら、土砂災害等の施策を強化し、災害の未然防止に努め、あわせて地域の防災意識の

高揚に努めます。  

●安全な住民生活の確保  

 ・あらゆる犯罪から住民の身体・生命・財産を守り住民生活の安全を確保するため、関

係機関との連携を図りながら、地域ぐるみの防犯活動を推進します。  

 ・交通事故から住民の生命を守り、誰もが安心して道路を利用できるよう関係機関との  

連携を図りながら、交通安全マナーの向上と施設の整備を推進します。  

 ●コミュニティバス：地域の住民の利便性向上等のため一定地域内を運行するバスで、車両仕様、運賃、ダイ

ヤ、バス停位置等を工夫したバスサービス。  

 ●バリアフリー：障害を持つ人、高齢者などの行動を妨害するような環境、建築等の物理的なバリア、人間の

心理的バリア、そして社会的制度におけるバリアなど、すべての「障壁」を取り除こうという考え方。  

 ●ユニバーサルデザイン：みんなが快適に利用できるよう製品や環境などを設計すること。  

 

基本施策 実施事業 

（4）快適でゆとりのある

まちづくり 

 

 

 

・幹線道路整備事業 
・その他市道整備事業 
・橋梁整備事業 
・道路付帯施設整備事業 
・駅周辺関連施設整備事業 
・除雪車両整備事業 
・高度情報化基盤整備事業 
・上水道整備事業 
・簡易水道整備事業 
・公共下水道整備事業 
・農業集落排水施設整備事業 
・合併処理浄化槽整備事業 
・防災行政無線整備事業 
・消防無線整備事業 
・消防施設整備事業 
・急傾斜地崩壊対策事業 
・バリアフリー住宅支援事業 
・宅地開発供給支援事業 
・街なみ環境整備事業 
・防犯推進事業 
・Ｉターン、Ｕターン者受入推進事業 
・環境と人にやさしいまちづくり推進事業 
・結婚支援事業 
・三世代同居支援事業 
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（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～ 

 健康で快適な生活の基盤となる水資源の確保や保全に努めるとともに、各種エネルギー

の適正な利用を図ります。 

 また、豊かな自然環境の保全、田園景観と調和した居住空間の利用や廃棄物対策など、

循環型社会の形成をめざします。 

 

●環境保全の推進 

 ・日本一の星空、胆沢川、北上川、焼石岳、種山高原など身近にある優れた自然の保全

や自然に親しむ機会を創出する活動等に対して、支援を行います。 

 ・散居や里山景観を維持・保全する取り組みを支援します。 

 ・健康で快適な生活の源となる「水」の安定供給と水質保全を推進します。 

 ・水辺環境における生態系の保全を推進します。 

 ・住民活動による花壇整備や各種景観コンクールの実施などを推進し、自然景観に配慮

した美しい家や町並みづくりの実現を図ります。 

●環境共生に関する意識の醸成  

 ・意識啓発を図るため、各学校における環境教育を促進します。  

 ・環境に関る地域の活動や市民活動に対して、支援を進めます。  

●ＣＯ2（二酸化炭素）排出抑制など地球温暖化防止の推進  

 ・エコオフィスの実施を進めるとともに、環境負荷を削減する各種施策について、関係

者の連携により推進します。  

 ・公共施設を中心に二酸化炭素の排出削減の取り組みを進めるとともに、住民向けの啓

発普及活動を進めます。  

 ・地域や民間企業が行う環境改善への取り組みを支援します。  

●省資源・省エネルギーの推進  

 ・地球資源の有効活用を図るため、エネルギーの適正利用、省資源・省エネルギーを進

めます。  

●新エネルギー活用の推進  

 ・木質バイオマスや農業系バイオマス、小水力、風力、太陽光など地域に賦存する環境

に優しいエネルギーの利用を促進します。  

●廃棄物対策  

 ・一般廃棄物最終処分場の整備や農業用廃プラスチック類の計画的回収及びリサイクル

を促進し、クリーンで快適な環境の保全に努めます。  

●やすらぎのある空間の創出  

 ・景観に配慮したまちづくりやゆとりのある生活空間を確保した美しいまちづくりを実

現します。  

 ・身近な緑の配置や公園、河川環境の整備を進め、潤いのある、より快適な空間の創造

を推進します。  

 ●エコオフィス：経済効率的で環境に配慮することにより地球温暖化防止を実施するオフィスのこと。  
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基本施策 実施事業 

（5）自然と共生する美し

いまちづくり 

 

 

 

・公園整備事業 

・環境学習施設整備事業 

・環境意識啓発事業 

・一般廃棄物最終処分場整備事業 

・水辺環境整備事業 

・環境保全事業 

・省資源・省エネルギー推進事業 

・新エネルギー活用推進事業 

・美しいまちづくり推進事業 
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（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～ 

 地域住民の主体性と個性を尊重し、住民による住民のためのまちづくりのため、地域社

会との関りを大切にし、住民活動の支援などを進め、住民参画による自立したまちづくり

をめざします。 

 また、５市町村や地域がこれまで進めてきたまちづくりを継承しながらも、住民と行政

の協働による新たな時代に向けての力強いまちづくりを推進します。 

 

●住民に開かれたまちづくりの推進 

 ・５市町村において進められてきたまちづくりを大切に継承しつつ、新しいまちづくり

に向けた一体感を醸成するとともに、積極的な住民参画を図ります。 

 ・情報公開制度や広報広聴活動の充実を図り、透明性の高い開かれた行政を推進します。 

●住民と行政のパートナーシップ 

 ・住民が参画するまちづくりを推進するため、それぞれの役割を分担しながら、住民と

行政が協働して地域社会を担う仕組みづくりと実践を進めます。 

 ・ＮＰＯと行政が対等なパートナーシップを築くための理解と支援を進めます。 

 ・家庭・職場・地域などあらゆる場面において、意識の啓発としくみの改善を図り、男

女共同参画を推進します。 

●地域コミュニティの活性化 

 ・それぞれの知己の文化や歴史等についての再認識や再発見の活動を通じて、住民の地

域への愛着と誇りの醸成をめざします。 

 ・集落、町内会、行政区など各地域の重身によるコミュニティ活動の活発化のため、各

種支援制度の導入を図ります。 

 ・地域に生活する人々が、協力し合って地域づくりを進めるなど、地域コミュニティの

再構築や活性化をめざす環境づくりを進めます。 

●効率的な行財政運営 

 ・簡素にして効率的なわかりやすい行財政運営に努めるため、地方主権に対応できる経

営体として関係者の協働により、自立できる行政体制の確立を図ります。 

 ・行政運営も経営であるという観点から、今までの手法やしくみ、プロセス等を見直す

とともに、行政と住民の役割分担を図り、パートナーシップの構築をめざします。 

 ・効率的な行財政運営を図るためには、職員の意識改革・能力向上が必要であることか

ら、住民要望の掌握等の優れた情報収集能力、前例にとらわれない柔軟な発想・企画

力、経営バランス感覚等が習得できるよう、職員研修の充実を図ります。 

 ・実施した事業の費用対効果など事業評価を的確に行い、事業の見直しを積極的に行い、

効率的かつ効果的な事業の実施に努めます。 

 ●パートナーシップ：対等な関係のもとで協力という意味。住民、事業者、行政等が対等な関係に立ち、連携

をとってそれぞれが責任をもって行動すること。  

 ●ＮＰＯ： Non‐ Profit Organizationの略。自主的、自発的に、福祉、人権、環境などの問題や発展途上国へ

の支援などについて幅広い活動を展開する民間の非営利組織のこと。  
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基本施策 実施事業 

（6）みんなで創る自立し

たまちづくり 

 

 

 

・市民活動支援センター整備事業 

・コミュニティ地区センター整備事業 

・電算システム統合整備事業 

・地域コミュニティ活動支援事業 

・男女共同参画社会形成推進事業 

・住民と行政のパートナーシップ推進事業 

・行財政改革の確実な実行 

・政策評価の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 


