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第２部 基本構想 
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１ 将来像 

（１）まちづくりの基本的な視点 

本町は、今後 10 年間のまちづくりの基本的視点として、「多様性への対応」、「独

自性の発揮」、「戦略性への挑戦」を掲げ、この３つの視点を常に意識することに

より、町民と協力しながら新たな時代に対応できる町政を確かなものとして位置

付け、「ふるさと岩手町」の「未来を拓く」諸施策を着実に実行し、本町の新たな

歴史を創造していくこととします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）岩手町のまちづくりの基本理念 

 

【岩手町のまちづくりの基本理念】 

 

１ 未来を担う子どもたちを育むまちづくり 

２ 長寿の喜びと安心が目に見えるまちづくり 

３ 住み続けたい結いのまちづくり 

従来、行政が行うべき範

囲と公共の枠はほぼ同じで

したが、現代においては公

共の枠が広がり、行政の守

備範囲は財政難や人員縮減

とともに小さくなってきて

います。こうした隙間を埋

めて行くためには、町民・

民間などとの協働の町づく

りを進め、新たな公共の形

を創造していく必要があり

ます。具体的には、広大な

面積を有する本町で、高齢

化や雇用問題、除雪対策、

医療・保健・福祉対策、日々

の買物や通勤・通学・通院

など、相互扶助の理念のも

と、協力団体や協力者を発

掘・育成していきます。 

本町には、ホッケーや特

色ある農業のほかにも誇れ

るものが数多くあります。

相対的な優劣で判断をする

モノサシでなく、自らの価

値観で優れたものを優れて

いるといえることが重要で

あり、それらを磨いて行く

ことが独自性につながって

いきます。例えば、農商工

連携を促進し、岩手町なら

ではの特産品やブランドを

創り上げていくなど、独自

性の発揮に全力を挙げ、住

民満足度の向上に努めてい

きます。 

生活者重視の視点を基本
とし、人材や財源など限ら
れた資源を有効かつ戦略的
に活用していく仕組みをつ
くることが必要です。生活
者が住みよくなるために
は、何に注力していくべき
かを多くの人が考え実践し
ていくことが求められま
す。本町は2004年から５
年間にわたって行財政改革
を住民のご協力により実践
し、大きな効果を挙げてき
ました。農業でも耕畜連携
という独自の仕組みをつく
りあげた実績があり、健診
についても協働によって住
民意識を大きく変え、実行
に移してきた成功例があり
ます。こうした成功例を着
実に積み上げていくことが
必要であり、そのためには
共通の大きな目的に向かっ
て戦略的に取り組み果敢に
挑戦する姿勢が必要です。 

ア 多様性への対応 イ 独自性の発揮 ウ 戦略性への挑戦 
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（３）岩手町の将来像 

健康福祉のまちづくりは町民アンケートでも明らかになったように、本町がこ

れまで最も力を入れてきた分野であり、日常の“暮らし”を充実する施策を優先

してきました。この方向性は今後も変更せず、本町のまちづくりは町民の健康を

第一とする方針とします。 

本町の自然は町の基幹産業である農業に代表されるように、様々な恵みを与え

てくれます。こうした豊かな自然を保全し、環境にやさしいまちづくりを進めて

いきます。また、住民が生活にゆとりを持てるよう、全町一丸となって知恵を絞

り町の活性化に努めていくこととします。さらに、次代を担う子どもたちが、希

望を持ち、のびのび育つ環境を皆でつくっていき、笑顔と明るい光に満ちた本町

の将来を築いていくことを誓い、将来像として以下のように設定します。 

 

【岩手町の将来像】 

 

めぐみの大地 笑顔が結ぶ ひと輝く 

健康福祉の いわてまち 
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（４）施策の体系 

 
将 来 像 

 

基本理念 

１ 未来を担う子どもたちを育むまちづくり 

２ 長寿の喜びと安心が目に見えるまちづくり 

３ 住み続けたい結いのまちづくり 

基本的な視点 

「多様性への対応」、「独自性の発揮」、「戦略性への挑戦」 

 
や さ し さ と 連 携 に よ る 

医療・保健・福祉の充実 

大綱１ 
 

活 力 と 安 心 を 創 出 す る 

産 業 振 興 

大綱２

 
子どもが輝き、大人がともに 
学 び と も に 楽 し む 
教育･文化･スポーツの推進 

大綱３ 
 

機 能 的 連 携 を 促 進 す る 

社 会 基 盤 の 整 備 

大綱４

 
安 全 で 快 適 な 

生 活 環 境 の 整 備 

大綱５ 
 

町民主体のまちづくりと 

健全な行政経営の推進 

大綱６
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２ 将来人口 

（１）人口・世帯の推移（国勢調査） 

国勢調査によると、本町の人口は減り続け、合併時（昭和 30 年）の 22,793 人

から平成 17 年には 16,254 人となっています。世帯数についてはほぼ横ばいで推

移しているものの、これに応じて一世帯当たりの人数は減少を続け、平成 17 年に

は 3.14 人となっています。 

 

【人口・世帯の推移（国勢調査）】 

（単位：人、世帯） 

年

項目 
平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 

 総人口 19,141 18,264 17,372  16,254 

  男 9,405 8,955 8,571  7,881 

  女 9,736 9,309 8,801  8,373 

 世  帯  数 5,107 5,173 5,167  5,169 

 一世帯当人数 3.75 3.53 3.36  3.14 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        注）国勢調査による。棒グラフは総人口、折れ線グラフは一世帯当人数 
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（２）人口・世帯の推計結果（国勢調査） 

本町の人口（国勢調査）は、減少傾向で推移しており、これら過去の推移から

予測される人口規模は、コーホート変化率法による推計では、平成 17 年の 16,254

人から平成 32 年には 12,280 人程度（Ａパターン：過去４回の国勢調査結果をも

とに推計）、12,320 人程度（Ｂパターン：過去２回の国勢調査結果をもとに推計）

となっており、推計方法により若干の差がみられるものの、今後も減少傾向が続

き、約 4,000 人減少することが予測されます。 

しかし、総合発展計画の目標としては、今後も、快適で安全・安心な生活環境・

基盤の整備をはじめ、福祉・教育・文化環境の充実、活力ある産業の振興等のほ 

か、人口減少対策により、減少傾向の歯止めを目指すことが必要であることから、

目標年度である平成 32 年度の総人口の目標を、 

14,000 人 

と設定します。 

 

【人口・世帯の推計結果】 

（単位：人、世帯） 

平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 年平均増減率 年

項目 2005 年 2010 年 2015 年 2020 年 H17～H27 H27～H32

16,254 14,988 14,500 14,000 
総人口 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
△10.79 △3.45 

 年少人口 2,140 － 1,668 1,540 

 (14 歳以下) (13.2) ( － ) (11.5) (11.0) 
△22.06 △7.67 

 生産年齢人口 9,456 － 7,931 7,238 

 (15 歳～64 歳) (58.2) ( － ) (54.7) (51.7) 
△16.13 △8.74 

 老年人口 4,658 － 4,901 5,222 

 (65 歳以上) (28.6) ( － ) (33.8) (37.3) 
5.22 6.55 

世  帯  数 5,169 5,041 4,949 4,912 △4.26 △0.75 

一世帯当人数 3.14 2.97 2.93 2.85 － － 

注）平成 17 年は実績値。平成 22 年は岩手県速報値。目標値は、各種手法による推計をもとに本町の発展

方向等を勘案して設定したものである。 
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３ 施策の大綱 

（１）大綱１：やさしさと連携による医療・保健・福祉の充実 

本町の健康づくりは、全国有数の高い検診受診率にも見られるように、大きな

成果を挙げています。この取り組みは、県立沼宮内病院を核に、これまで培って

きた保健推進員をはじめとする知恵と努力と協働の結果ともいえます。しかし、

今後人口が減少していく中で、現在の体制を維持していくためには、これからが

本当の町民力を試される時であり、安心して生活できる土台を固めていく時期に

あります。いかなる事態が起きても、町民生活の生命線である医療・保健・福祉

を充実していくために、生活者一人ひとりがやさしさと連携によって地域福祉に

積極的に協力・参加していくことが求められており、積極的な支援策を講じてい

きます。 

 

（２）大綱２：活力と安心を創出する産業振興 

農業分野においては近年、食に対する安全性の問題など、消費者など需要者の

ニーズが多様化しています。こうした需要の多様化は、工業や商業における新た

な流れを起こし、情報・通信技術とあいまって飛躍的に成長する企業が出現して

きています。農商工連携促進法などの活用を促すだけでなく、６次産業化の推進、

新規事業開発等内発型振興の強化を進め、さらに周辺の支援策を積極的に行って

いきます。 

また、医療・保健・福祉分野や、教育分野など、人手が足りない公共分野にお

いてもコミュニティビジネスとしての可能性を研究していくなど、雇用創出によ

る安定的な生活確保に努めていきます。 

観光分野においては、広域的な取り組みと、今あるハード（施設・設備等）の

ソフト（内容・取組）を充実していく視点に立ち、豊かな自然環境とともに観光

客をはじめとする交流人口の増加に努めます。 

 

（３）大綱３：子どもが輝き、大人がともに学びともに楽しむ 

教育・文化・スポーツの推進 

本町の学校教育は、少子化による児童・生徒数の減少が続いているため、小中

学校の統廃合を計画的に進め、子どもが学習しやすい環境を整備していくことは

もとより、子どもたちが安全に健康で、楽しく過ごせる学校環境整備に努めてい

きます。 

また、本町には石彫作品や石神の丘美術館、スポーツ文化センター、公民館な

ど、生涯学習の面で体育・文化・芸術活動を推進していく施設面が充実していま

す。こうした施設をより利用してもらうため、地域における自主的な学習を行う
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３ 施策の大綱 

（１）大綱１：やさしさと連携による医療・保健・福祉の充実 

本町の健康づくりは、全国有数の高い検診受診率にも見られるように、大きな

成果を挙げています。この取り組みは、県立沼宮内病院を核に、これまで培って

きた保健推進員をはじめとする知恵と努力と協働の結果ともいえます。しかし、

今後人口が減少していく中で、現在の体制を維持していくためには、これからが

本当の町民力を試される時であり、安心して生活できる土台を固めていく時期に

あります。いかなる事態が起きても、町民生活の生命線である医療・保健・福祉

を充実していくために、生活者一人ひとりがやさしさと連携によって地域福祉に

積極的に協力・参加していくことが求められており、積極的な支援策を講じてい

きます。 

 

（２）大綱２：活力と安心を創出する産業振興 

農業分野においては近年、食に対する安全性の問題など、消費者など需要者の

ニーズが多様化しています。こうした需要の多様化は、工業や商業における新た

な流れを起こし、情報・通信技術とあいまって飛躍的に成長する企業が出現して

きています。農商工連携促進法などの活用を促すだけでなく、６次産業化の推進、

新規事業開発等内発型振興の強化を進め、さらに周辺の支援策を積極的に行って

いきます。 

また、医療・保健・福祉分野や、教育分野など、人手が足りない公共分野にお

いてもコミュニティビジネスとしての可能性を研究していくなど、雇用創出によ

る安定的な生活確保に努めていきます。 

観光分野においては、広域的な取り組みと、今あるハード（施設・設備等）の

ソフト（内容・取組）を充実していく視点に立ち、豊かな自然環境とともに観光

客をはじめとする交流人口の増加に努めます。 

 

（３）大綱３：子どもが輝き、大人がともに学びともに楽しむ 

教育・文化・スポーツの推進 

本町の学校教育は、少子化による児童・生徒数の減少が続いているため、小中

学校の統廃合を計画的に進め、子どもが学習しやすい環境を整備していくことは

もとより、子どもたちが安全に健康で、楽しく過ごせる学校環境整備に努めてい

きます。 

また、本町には石彫作品や石神の丘美術館、スポーツ文化センター、公民館な

ど、生涯学習の面で体育・文化・芸術活動を推進していく施設面が充実していま

す。こうした施設をより利用してもらうため、地域における自主的な学習を行う
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団体・個人を支援していき、生涯現役のまちづくりに努めていきます。 

さらに、ホッケーをはじめとする町民のスポーツ活動は健康体力づくりにもつ

ながるため、生涯スポーツをさらに推進していきます。ホッケーについても町技

として積極的に競技者のレベル向上に向けた環境整備に努めていきます。 

 

（４）大綱４：機能的連携を促進する社会基盤の整備 

現代の道路・交通網は高速化・広域化によってその利便性が高くなっています。

しかし、国・県道の整備については未改良区間や未整備道路もあり、これらの早

期着工・整備に努めていく必要があります。町道についても国・県道へのアクセ

ス強化を図るとともに、さらなる道路整備に努めていきます。 

鉄道・バスについては、利用者数が伸び悩んでおり、利用促進のための取り組

みを検討し、対応していく必要があります。 

情報通信基盤については、町中心部では光ファイバーの整備が進んでいるもの

の、未整備地区の解消について検討する必要があります。 

また、豊かな自然を保護するためにも無秩序な開発を防ぎ、計画的な土地利用

の推進を図ります。 

 

（５）大綱５：安全で快適な生活環境の整備 

近年、全国各地で見られる局地的豪雨やそれに起因する土砂崩れなど、気象変

動による災害などに備えていく必要があります。そのために、防災行政通信網の

整備や、大規模地震や火災などへの備えは引き続き消防団を中心とした人材面の

確保を図るとともに、いざという時に備える町民一人ひとりの意識啓発を行って

いく必要があります。 

交通安全・防犯対策についても関係団体と引き続き連携し、意識啓発を図って

いきます。 

住環境の整備は、上下水道整備と合わせ生活者の視点で整備し、居住水準の向

上に努めていくとともに、住宅需要の変化に対応しながら、Ｉ・Ｕターンを促す

よう宅地分譲を行います。ごみ処理体制についても分別収集の徹底と減量化に向

けて全町民に協力いただきながら、ごみの少ないきれいなまちづくりに努めます。 

また、地球温暖化に代表される環境問題に対しても、多くの森林資源を有する

本町は、環境にやさしい自治体として循環型社会の構築に積極的な役割を果たし

ていきます。 

 

（６）大綱６：町民主体のまちづくりと健全な行政経営の推進 

協働のまちづくりを推進していくためには、大小に関わらず、成功体験をたく

さんつくっていく行動力が重要です。そのためには、広報・広聴活動の今まで以



 

   
 -21-  

岩手町総合発展計画 2011-2020 

上の充実に努め、住民との情報共有を進めるとともに、協働に関する町民提案へ

の対応を迅速に行います。 

公共サービスは行政だけが実施するのではなく、多様な主体が担えるよう様々

な制度の活用、民間委託などを検討し、生活者が望む公共サービスの在り方に応

じた担い手の確保に努めます。 

また、来るべき地域主権改革に備え、行財政改革を継続していくとともに、職

員能力の最大限の発揮を図るべく人事評価制度の導入を検討し、職員資質の向上

を図ります。さらに、適正な課税・徴収の徹底により歳入の確保に努め、事業の

選択・集中を行い、これらにより健全財政を堅持していきます。 
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４ 施策の体系（主要施策） 

（１）大綱１：やさしさと連携による医療・保健・福祉の充実 

①健康づくりの推進 

岩手町方式の検診システムを継続していくとともに、町民の健康づくりを支援

するため、すこやかライフプランの見直しを行い、ライフステージに応じた計画

的な事業の展開を図ります。また、各種健康診査や健康相談、健康教育、栄養指

導等をさらに充実し、健康づくりを担う各種機関との連携強化を図るとともに、

各組織が主体的に活動出来るようにサポート体制を強化し、健康づくりのネット

ワーク構築に努めます。 

近年突発的に大流行する傾向にある感染症対策についても、関係機関と緊密な

連携をとりながら十分な対策を講じていきます。 

②医療の充実 

住民の生命を左右する地域医療体制を確保する施策を積極的に講じていきます。

特に、診療科目の減少対策、救急医療体制の充実、医療における地域間格差の解

消に努め、医療と福祉の連携による健康福祉の町の実現を図ります。 

医療制度については制度改正などによる過渡期にあるため、制度改正時には速

やかな移行ができるよう情報収集と周知に努めるとともに、国民健康保険事業の

財政健全化に努めます。 

③児童福祉・子育て支援の充実 

保育所、児童館、学童保育クラブ、子育て支援センターなど、各施設における

世代間交流・地域内交流を促進していくとともに、家庭における子育ての不安を

少しでも和らげる児童家庭相談窓口の活用を促進していきます。また、母子保健

事業の充実とともに、子どもの教育環境についてもニーズに応じた対策を講じて

いきます。生活面では、子どもの安全性を第一とした施設・設備の環境整備を図

り、岩手町次世代育成支援地域行動計画に基づいた町ぐるみの子育て支援の確立

に努めます。 

④高齢者福祉・介護保険の充実 

すべての高齢者が住み慣れた家庭や地域で健康にいきいきと暮らすことができ

るよう、岩手町高齢者福祉計画に基づき計画的な事業展開を図るとともに、ニー

ズに応じたきめ細かいサービスの充実に努めます。本町は要介護（要支援）認定

者数が微増傾向にあることからも、高齢者の社会参加と生きがいづくり、介護予

防に力を入れ、在宅で生活が続けられる福祉・介護サービスの充実に盛岡北部行

政事務組合と連携して取り組みます。 

⑤障がい者福祉の充実 

ノーマライゼーションの理念のもと、地域社会を構成するすべての人々が障が
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い及び障がい者に対して十分な理解ができるよう、啓発活動に取り組みます。そ

のためには、福祉教育や交流などを積極的に行う必要があります。また、障がい

者の保健・医療についても、早期発見・早期療育体制を充実させ、本人や家族の

経済的・精神的負担を軽減するよう努めます。障がい者の就労や社会参加につい

ても関係機関と連携をとりながら相談事業を充実するなど、岩手町障害者福祉計

画に沿った計画的な事業展開を図ります。 

⑥ひとり親世帯等生活支援の充実 

母子（父子・寡婦）家庭への支援については、各種制度の時代に合った見直し

を進めるとともに、制度の周知と活用の推進を図ります。また、町社会福祉協議

会など関係機関と連携した体制のさらなる強化に努めます。 

経済的弱者世帯福祉についても、関係機関と連携して生活困窮者の把握と制度

の情報提供と周知に努めます。 

⑦地域福祉の充実 

弱い立場にある人々の権利を守りながら、社会的孤立を予防するためには、住

民・事業所・行政・各種団体が健康づくり、生きがい、就労、住宅、まちづくり

など幅広い観点で地域住民の支え合いの方策を具体的に考え、実践していく必要

があり、住民を含めた関係者と協議しながら計画的な取り組みを行っていきます。 

 

（２）大綱２：活力と安心を創出する産業振興 

①農業の振興 

町の基幹産業である農業は、農業所得の減少、後継者不足、遊休農地の拡大と

いった大きな課題を抱えています。しかし、本町の農業は県内有数の生産高を誇

る作物や、耕畜連携による環境保全型農業の先進地として、誇れる人材と取り組

みがあり、こうした伸ばすべき取り組みを積極的に支援していきます。農商工連

携による高付加価値化や、ブランド力の向上、地産地消の推進、特産品の開発、

認定農業者の育成など、具体的な施策の展開を図ります。 

②林業の振興 

水源涵養と良質な木材の生産を行うためにも、森林を荒廃させない取り組みが

重要になってきています。林業従事者の高齢化とその減少や新住宅の着工数の減

少など林業の根幹的な課題を抱えていますが、森林所有者の意欲を醸成するよう、

関係機関と連携しながら施策を講じていきます。 

③工業の振興 

地域経済に大きく貢献している工業については、岩手工業団地とグリーンヒル

ズ川口の２つの工業団地を含め、企業誘致及び既存誘致企業のフォローアップな

どの施策展開を図ります。地方進出を考えている企業のニーズを調査し、ニーズ

に応じた各種優遇措置の検討や、県や盛岡広域地域における企業誘致の取り組み
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に参画するなど、工業振興に積極的に取り組みます。 

また、農商工連携や産学官連携の促進を図り、新たな商品開発支援や販路拡大

支援に取り組みます。 

④商業の振興 

高齢社会の進展に伴い、商店街の役割は従来の商業的機能だけにとどまらず、

情報交換や人と人のつながりをつくる公益的機能の強化が強まってきています。

しかし、近隣の大型店進出などの影響を受けて商店数・従事者数の減少が続いて

いるため、人が集まる仕組みづくりと、商店主の意欲向上につながる施策を講じ

ていきます。また、街の駅を中心とした個性的で魅力のある商店街づくりに努め

るとともに、農商工連携の促進と空き店舗の有効活用を進める事業展開を図りま

す。 

⑤観光の振興 

本町は、高速交通の高い利便性と、観光拠点となる４つの駅、各種地域資源が

豊富にあります。今後は、広域的な取り組みと、町が単独で実現できる取り組み

を整理し、本町の特性を体験・体感できる施策展開を図ります。また、町の観光

を支援する町民の育成にも努め、全町的な観光振興に取り組んでいきます。さら

に、本町ならではの特性を対外的に宣伝するなど、積極的な広報にも努めます。 

⑥雇用機会の確保 

雇用については、関係機関との連携強化による情報交換を行うほか、町内企業

の採用意向等を把握していきます。また、町商工会等との連携による起業支援の

充実に努めます。 

 

（３）大綱３：子どもが輝き、大人がともに学びともに楽しむ 

教育・文化・スポーツの推進 

①学校教育の充実 

小中学校教育では、児童・生徒の健全な育成と、確かな教育を身に付けられる

よう、学力向上に向けた取り組みや、児童・生徒に対する相談体制の充実など、

教育環境の充実に努めます。また、スポーツ活動や奉仕活動などを中心に、学校

だけでなく地域とのつながりを持てる交流活動も実施し、次代を担う子どもの育

成に努めます。また、学校の再編については、多くの関係者と協議しながら計画

的に進めていきます。 

就学前教育においても、幼稚園教育や家庭内教育などの支援に積極的に取り組

み、教育環境の充実に努めます。 

②社会教育の充実 

各世代における学習機会の提供や多様な学習活動、社会参加活動の支援を通じ

て、豊かな人間性の涵養とより良いまちづくりを図っていきます。ニーズに応じ
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に参画するなど、工業振興に積極的に取り組みます。 

また、農商工連携や産学官連携の促進を図り、新たな商品開発支援や販路拡大

支援に取り組みます。 

④商業の振興 

高齢社会の進展に伴い、商店街の役割は従来の商業的機能だけにとどまらず、

情報交換や人と人のつながりをつくる公益的機能の強化が強まってきています。

しかし、近隣の大型店進出などの影響を受けて商店数・従事者数の減少が続いて

いるため、人が集まる仕組みづくりと、商店主の意欲向上につながる施策を講じ

ていきます。また、街の駅を中心とした個性的で魅力のある商店街づくりに努め

るとともに、農商工連携の促進と空き店舗の有効活用を進める事業展開を図りま

す。 

⑤観光の振興 

本町は、高速交通の高い利便性と、観光拠点となる４つの駅、各種地域資源が

豊富にあります。今後は、広域的な取り組みと、町が単独で実現できる取り組み

を整理し、本町の特性を体験・体感できる施策展開を図ります。また、町の観光

を支援する町民の育成にも努め、全町的な観光振興に取り組んでいきます。さら

に、本町ならではの特性を対外的に宣伝するなど、積極的な広報にも努めます。 

⑥雇用機会の確保 

雇用については、関係機関との連携強化による情報交換を行うほか、町内企業

の採用意向等を把握していきます。また、町商工会等との連携による起業支援の

充実に努めます。 

 

（３）大綱３：子どもが輝き、大人がともに学びともに楽しむ 

教育・文化・スポーツの推進 

①学校教育の充実 

小中学校教育では、児童・生徒の健全な育成と、確かな教育を身に付けられる

よう、学力向上に向けた取り組みや、児童・生徒に対する相談体制の充実など、

教育環境の充実に努めます。また、スポーツ活動や奉仕活動などを中心に、学校

だけでなく地域とのつながりを持てる交流活動も実施し、次代を担う子どもの育

成に努めます。また、学校の再編については、多くの関係者と協議しながら計画

的に進めていきます。 

就学前教育においても、幼稚園教育や家庭内教育などの支援に積極的に取り組

み、教育環境の充実に努めます。 

②社会教育の充実 

各世代における学習機会の提供や多様な学習活動、社会参加活動の支援を通じ

て、豊かな人間性の涵養とより良いまちづくりを図っていきます。ニーズに応じ
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た学習講座の見直しを随時行うとともに、学習した経験がまちづくりに還元でき

るような講座内容の検討を行います。また、地域ぐるみの教育振興運動の充実に

より、自ら考え行動できる青少年の育成と、子ども会や少年団の指導者の育成に

努めるとともに家庭教育力の向上を図ります。中央公民館をはじめ地区公民館、

図書館などのより利用しやすい環境と利便性の向上に努めるとともに、発表の機

会の確保や自主学習グループを支援していきます。 

③生涯スポーツの充実 

住民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加し、健康で明るい生活を

送ることができるよう、スポーツ文化センターを核とし、町体育協会をはじめと

する関係機関・団体と連携をとりながら、スポーツ行事の開催、ニュースポーツ

の普及推進、スポーツ指導者の育成を図ります。また、ホッケーのまちとして施

設面の充実を図るとともに、ホッケーによる交流人口の増大を図ります。 

④文化・芸術の振興 

多様な文化・芸術資源を有する本町は、石神の丘美術館の充実と彫刻によるま

ちづくりを推進します。また、芸術・文化の発表の場として芸術祭等を継続して

実施するとともに、文化財の保護と活用を図ります。 

 

（４）大綱４：機能的連携を促進する社会基盤の整備 

①道路・交通体系の整備促進 

国道４号・281 号をはじめとする国県道については、関係機関と協議しながら、

その整備促進を要請していきます。町道については、安全性と利便性を確保しつ

つ、効率的な事業実施に努めるとともに、歩道の整備等、歩行者の安全性が確保

されるよう計画的な事業展開を図ります。除雪対策についても、計画的に機械の

更新を行い、地元住民から協力いただきながら計画的・効率的な除雪作業を推進

します。 

鉄道交通については関係市町村と連携をとりながら並行在来線の運行を堅持す

るものとし、バス交通については、最も利便性が高く効率的な運行を継続できる

よう随時見直しを図ります。 

②情報化社会の構築 

情報化が進展する現代において、情報通信基盤の整備は必要不可欠となってい

ます。費用対効果を検証しながら、光ファイバ等の未整備地区の対応を検討して

いきます。また、携帯電話の不感地帯の解消や地上デジタルテレビ放送への対応

に努めます。 

高度情報化社会に対応できる人材の育成についても積極的に支援します。 

③計画的な土地利用の推進 

長期的視点に立って、豊かな自然環境との共生を図りながら総合的かつ計画的
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に参画するなど、工業振興に積極的に取り組みます。 

また、農商工連携や産学官連携の促進を図り、新たな商品開発支援や販路拡大

支援に取り組みます。 

④商業の振興 

高齢社会の進展に伴い、商店街の役割は従来の商業的機能だけにとどまらず、

情報交換や人と人のつながりをつくる公益的機能の強化が強まってきています。

しかし、近隣の大型店進出などの影響を受けて商店数・従事者数の減少が続いて

いるため、人が集まる仕組みづくりと、商店主の意欲向上につながる施策を講じ

ていきます。また、街の駅を中心とした個性的で魅力のある商店街づくりに努め

るとともに、農商工連携の促進と空き店舗の有効活用を進める事業展開を図りま

す。 

⑤観光の振興 

本町は、高速交通の高い利便性と、観光拠点となる４つの駅、各種地域資源が

豊富にあります。今後は、広域的な取り組みと、町が単独で実現できる取り組み

を整理し、本町の特性を体験・体感できる施策展開を図ります。また、町の観光

を支援する町民の育成にも努め、全町的な観光振興に取り組んでいきます。さら

に、本町ならではの特性を対外的に宣伝するなど、積極的な広報にも努めます。 

⑥雇用機会の確保 

雇用については、関係機関との連携強化による情報交換を行うほか、町内企業

の採用意向等を把握していきます。また、町商工会等との連携による起業支援の

充実に努めます。 

 

（３）大綱３：子どもが輝き、大人がともに学びともに楽しむ 

教育・文化・スポーツの推進 

①学校教育の充実 

小中学校教育では、児童・生徒の健全な育成と、確かな教育を身に付けられる

よう、学力向上に向けた取り組みや、児童・生徒に対する相談体制の充実など、

教育環境の充実に努めます。また、スポーツ活動や奉仕活動などを中心に、学校

だけでなく地域とのつながりを持てる交流活動も実施し、次代を担う子どもの育

成に努めます。また、学校の再編については、多くの関係者と協議しながら計画

的に進めていきます。 

就学前教育においても、幼稚園教育や家庭内教育などの支援に積極的に取り組

み、教育環境の充実に努めます。 

②社会教育の充実 

各世代における学習機会の提供や多様な学習活動、社会参加活動の支援を通じ

て、豊かな人間性の涵養とより良いまちづくりを図っていきます。ニーズに応じ
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な土地利用の推進に努めます。 

 

（５）大綱５：安全で快適な生活環境の整備 

①消防・防災対策の充実 

消防については、消防団員の確保と消防団分団の再編を検討するとともに、消

防訓練等を通して防火意識の啓発に努めます。また、消防施設の整備についても

計画的に実施していきます。 

防災対策では、防災行政通信網を整備するとともに、自主防災組織の結成を促

進し、関係機関との連携強化のもと防災意識の啓発と防災力の強化に努めます。

また、防災計画や災害時要援護者支援プランをもとに防災訓練の実施や避難誘導

体制の確立を図ります。 

②交通安全・防犯対策の充実 

交通安全については、交通安全教育の徹底、交通安全団体の育成、交通安全施

設等の整備を促進していきます。 

防犯体制においては、関係団体との協力のもと、防犯活動の実施と啓発に努め

るとともに、防犯施設の整備を促進します。青少年の非行防止においては、家庭、

学校、職場等と連携を図り地域ぐるみでの防犯活動の取り組みを進めます。 

③消費者保護の推進 

町民への消費生活情報の発信や意識啓発を促進するとともに、関係機関との連

携により、苦情・トラブルに対する相談体制を充実し、適切な解決に努めます。 

④住宅環境の整備促進 

岩手町住生活基本計画に基づき良質な住宅の確保に努めるとともに、耐震改修

の促進や少子高齢社会に応じた環境整備を推進します。また、定住・移住を促進

するための良質な宅地の整備にも努め、ゆとりと安らぎのある良好な居住環境の

整備を進めます。町営住宅については岩手町公営住宅等長寿命化計画に基づき計

画的に整備します。 

⑤上水道の整備促進 

岩手町上水道事業マスタープランに基づき、水需要予測に応じた計画的な給水

を継続して実施していきます。また、緊急救援体制等の充実については、継続し

て県や近隣市町村など関係機関との連携強化を図ります。水道事業経営について

も引き続き効率性を追求するとともに、民間活力のさらなる活用を図っていきま

す。 

⑥下水道の整備促進 

下水道の普及率を向上させるため、広報・啓発活動を推進します。また、岩手

町公共下水道事業計画に基づき、効率的な事業運営を推進します。下水道計画区

域以外の地域については、岩手町生活排水処理基本計画に基づき市町村型浄化槽
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の整備促進に努めます。 

⑦循環型社会の促進とごみの減量化促進 

循環型社会の促進に向け「岩手町環境基本計画（仮称）」の策定について検討し

ます。また、ごみ処理については、３Ｒ（リデュース＝排出抑制＝、リユース＝

再利用＝、リサイクル＝再生＝）運動・分別収集体制等の周知徹底を行い、特に

減量化に向けた取り組みを積極的に推進します。不法投棄対策については、周辺

住民と協力しながら監視強化に努め、捨てない・捨てさせない地域社会づくりを

進めます。 

⑧自然環境の保全 

地球温暖化に世界中の関心が集まる中、環境教育の重要性が増してきており、

住民や関連団体と連携し環境学習を計画的に実施し、自然環境の保全に対する意

識の高揚を図ります。 

また、新エネルギーや省エネルギーの普及・促進に努め、本町の特性に合った

支援策の充実を図ります。 

 

（６）大綱６：町民主体のまちづくりと健全な行政経営の推進 

①町民と行政との情報共有化の推進 

住民に愛される広報紙づくりを今後も継続するとともに、町ホームページの充

実などにより町内外への情報発信を強化します。また、住民懇談会等の機会を通

じて、さらに広報・広聴機能を充実し、町民のまちづくりに参画する意識高揚と

機会創出に努めます。 

②協働のまちづくり体制の推進 

各種計画策定時や重要施策の実施時等において、町民とともにつくり上げてい

く体制づくりに努めるほか、地域の課題を地域で解決できる体制整備に努めるな

ど、協働のまちづくりを推進します。 

③男女共同社会の実現 

岩手町男女共同参画プランに基づき、男女による差別をなくし、互いを認め尊

重し合える町を構築していきます。 

④健全な行政運営の推進 

町民に直接関わる事業だけでなく、間接的に関わる内部事務についても、事務

改善を継続的に行い、住民のための公共サービスを提供します。また、公共サー

ビスの各事務事業については、公平性・公正性の観点から随時見直しを行い、重

要度や緊急度の観点から選択と集中を行うとともに、適正な課税・収納の徹底に

より歳入の確保に努め、戦略的な事業展開を図ります。 

また、町職員については計画的な人員確保を図るとともに、意欲と成果を引き

出す人事制度の導入を検討します。 
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⑤広域行政の推進 

県並びに近隣市町村との緊密な連携のもと、広域で対応できる事務事業等を検

討し、本町の地域特性に応じた役割機能を担います。 


