
第 2部

基本構想
2021-2030



16

第 2部　基本構想　　2021-2030

岩手町が目指す
将来像

3つのまちづくりの手法

わたしたちが創る笑顔がいっぱいいわてまち
　岩手町は、北上川の源泉を有する豊かな自然環境に恵まれ、

穏やかな暮らしとともに、農業を基幹産業とし、多様な文化を育

みながら成長してきました。

　一方、岩手町を取り巻く課題は山積しており、まちづくりを進めて

いく上で、これまでにない手法による取り組みが求められています。

　「まちづくり」は「ひとづくり」です。わたしたち一人ひとりが、「ま

ちづくり」への関心を持ち、住みやすい地域を自分たちで創って

いくことで、この地域への「愛着」が深まり、このまちで暮らすこ

とに「幸せ」と「誇り」が生まれ、「うるおい」を感じるようになります。

　みんなに笑顔があふれ、「これからも岩手町に住み続けたい。

岩手町に住んで良かった。」と誇れる、夢のあるまちであり続ける

ことをわたしたちは目指していきます。

　将来像の「わたしたちが創る 笑顔がいっぱい いわてまち」を実現していく
ために、まちづくりにおけるすべての施策を実施していく上での共通の３つの手
法として、「地域への愛着・誇りの醸成（シビックプライド）」、「まちのブランド
化（ブランディング）」、「持続可能性の追求（ＳＤＧｓの取り組み）」に取り組み
ます。
　これらの３つの手法をあらゆる場面で生かすことによって、みんながつなが
り、支え合い、お互いを高め合い、そして、笑顔に満ちた活動の輪が広がって
いきます。
　このまちに関わるすべてのひとたちが、まちづくりの主役となり、未来の創り
手となり、みんなで力を合わせて岩手町の明るい未来を創っていきましょう。

まちの新
しい

価値の

創造と
発信 笑顔

夢

まちに住むひとやま ち出身のひと、まち

を訪れるひとなど、 まちに関わるすべて

のひとが「岩 手 町」に誇りを持ち、

みんなで主体 的にまちづくり

に関わり ます。

「誰一人取り残さない」を理念とするＳＤＧｓ

の取り組みを進め、ひとや産業の交流を

通じて、まちの活性化とまちが長期的

に発展する仕組みの構築と

実践を図ります。

まち独自の魅力を生かした「岩手町ブラン

ド」で稼ぐまちを実現するための仕掛け

づくりや品質向上などに取り組み、

独自のストーリー性を高めます。

（シビック プライド）

地域への愛着
・誇りの醸成

（ブランディング）

まちの
ブランド化

（ＳＤＧｓの取り組み）

持続可能性
の追求

協働

希望

共創

岩手町に
関わりたい
企業・団体

まちの
ブランド

価値の向上

賑わい

つながる
まち

健やか
次世代を

担う

ひとづくり

持続
可能な
まち

輝く
ひと

住み
続けたい
まち 選ばれる

まち
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地域への愛着・誇りの醸成
（シビックプライド）

まちのブランド化
（ブランディング）

持続可能性の追求
（ＳＤＧｓの取り組み）

３つのまちづくりの手法

基本目標と概要

基本構想の体系図

1 住むひと・来るひと
 みんなで創るまち
　自分たちの地域やまちのことを自ら
考えて行動し、地域の絆やつながりを
深めていくために、地域コミュニティ
の活動を活性化させていきます。また、
たくさんのひとがまちに住み、地域に
担い手となる大人や子どもがいて、活
力があるまちを目指すために、企業や
団体、ひとのつながりを大切にし、互
いに情報共有を図りながら、全員参加
型のまちづくりを目指します。

２ 多彩な産業振興で
 未来を拓くまち
　産業の活力を生み、次世代への技術
承継や人材育成を支援することで、地
域にチャレンジする気風とそれを支援で
きる環境を育み、地域産業全体のさら
なる活性化を目指します。同時に、基
幹産業である農林畜産業や商工業など
の産業基盤整備や販路拡大などによる
生産の安定、消費の拡大を進め、事業
者が活力を持ち続けることができる体
制を築き上げるとともに、地域資源の
魅力を生かした観光施策を推進します。

４ 幸せと笑顔があふれる 
 健康福祉のまち
　町民の誰もが互いに認め合い、助け
合い、生きがいを持って健やかに暮ら
せるよう、これまで岩手町が培ってき
た住民第一の福祉体制や地域医療の
維持・充実、高齢者福祉サービスのさ
らなる充実を図っていきます。また、
子育て世代については、安心して子育
てができる環境づくりを進めるなど、
全世代の町民がいきいきと安心して暮
らせる健康福祉のまちづくりに取り組
みます。

５ 安全で安心して 
 住み続けられるまち
　暮らしに必要な社会基盤である道
路、河川、上下水道を地域特性に考慮
しながら整備し、住民の利便性を高め、
快適に暮らすことができる環境を整え
ます。さらに、交通安全や防災体制、
犯罪防止体制を整備し、災害による被
害の発生を最小限に抑え、安全で安心
して暮らすことができるまちづくりを推
進します。

６ ひとと自然が共存 
 する持続可能なまち
　美しい岩手町の自然と共存し、次世
代に継承していくために、長期的・総
合的視点に立って計画的なごみ処理の
推進を図るとともに、快適な生活環境
を維持・向上していくため、町民、事
業者、行政などが連携し、身近な生活
環境に配慮した公衆衛生環境の向上を
目指します。資源エネルギーの分野に
おいては、省エネルギーの促進ととも
に、資源・エネルギーを効率よく活用
するなど、技術革新の普及に取り組み
ます。

７ 次世代につなぐ 
 地域経営のまち

　多様化・高度化する町民の行政ニー
ズに的確に応えていくため、自立した
行政の実現を視野に、地域経営力のよ
り一層の向上を図ります。すべての町
民が将来にわたり住みやすさを実感で
きるまちづくりを目指し、町職員の資
質の向上に努めながら、町の事務事業
等を常に見直すとともに、町の未来も
見据えた情報化施策についても積極的
に推進します。

３ ひとと文化を大切に
 する教育のまち
　町民の一人ひとりが地域の文化やス
ポーツに親しみ、その価値を学び、生
きがいを醸成して、地域の宝を次世代
に引き継いでいける環境づくりを行い
ます。そして、これからの社会をたく
ましく生き、子どもたちの個性が伸び
るような学校教育と、地域社会の中で
生かされる、岩手町らしい特色あるひ
とづくりを中心とした社会教育を進め
ます。

将　来　像
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