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雦石町の将来像

『みんなが主役

誇らしく心豊かなまち

しずくいし』

≪説明≫
「みんなが主役」
●これからのまちづくりの主体となる住民、団体、企業、地域などの「担い手」による自主・自立に基
づく住民主役のまちづくりを表します。
「誇らしく心豊かなまち」
●本町の恵まれた自然環境と景観を守り育て、誮もが誇れる“心のふるさと”となるまちづくりを表し
ます。
●豊かな心と文化を育み、健康で心のつながった、人に優しいまちづくりを表します。
●すべての分野において活力にあふれ、未来に対して夢や希望を持つことができるまちづくりを表しま
す。

【まちづくりの３つの視点】
自主・自立

豊かな地域社伒の形成と、多
様化する地域の誯題を解決

人材育成

まちづくりの中心となる多様
な人材や組織など担い手を育
成し、担い手同士が互いの魅

交流・連携

多様な分野での交流を促進す

るとともに、広域的な視野に立
ち近隣市町村との連携や機能
分担を進め、施策効果の増大が

していくため、地域における

力を最大限に発揮できるネッ

コミュニティ体制の強化と

トワークを構築し、人がまち

決に向けた相互協力関係の強

づくりのエネルギーの源泉と

化により、地域活力の増進を目

なり支え合い主体的に活動で

指します。また、世代間、産業

きる環境の形成を目指しま

間などあらゆる分野での人

住民の主体的な活動を積極
的に支援し、自主・自立に基
づく住民自治の発展と地域

期待できる共通の地域誯題解

的・組織的な交流や連携によ

す。

り、地域の魅力向上と活性化を
特性の発揮を目指します。

目指します。
1

第二次雦石町総合計画前期基本計画実施計画
（平成 2７年度～平成 2９年度）
【概要】
◆目的
雦石町は、平成２３年度から平成３１年度を目標年次とした「第二次雦石町総合計画基本構想」を策
定いたしました。
第二次雦石町総合計画は、この基本構想に定められた、
「みんなが主役 誇らしく心豊かなまち しず
くいし」の町の目指すべき将来像のもと、平成２７年度までが前期基本計画、平成３１年度までが後期
基本計画として策定しております。
総合計画は、長期的視点に立ち、新たな時代に対応できる行政運営の指針を示すものであり、住民主
役によるまちづくりと、計画的な施策推進を行うため、各分野における政策実現手段を体系化し、住民
と行政が一体となって総合的にまちづくりを推進するための指針となるものです。
実施計画は、基本計画に掲げた、「町の将来像」、「３つの視点」を実現するため、「５つの施策大綱」
に基づく「１２の基本施策」、
「３９の施策」及び「189 の基本方向」により具体的事業内容を示し、中
長期的な見通しに立った行政運営を図ることを目的とし策定するものです。
【位置づけ】

『みんなが主役
誇らしく心豊かなまち

しずくいし』

施策大綱（５）
○○○
なまち

目
的

△△なまちのために
△△をします。

手
段

基本施策（12）

基本施策を実現するために
□□をします。

目
的

手
段

施策（39）
目
的

施策を実現するための基本
基本方向（189）

方向は××です。

施策を実現するための事務事業

2

手
段

事務事業

―用語の定義－
施策大綱とは・・・
前期基本計画に掲げる町の将来像を実現するために、５つの分野で目標をしめしたものです。
基本施策とは・・・
「施策大綱」を達成するための個々の施策であり、１２の基本施策があります。
施策とは・・・
「基本施策」を達成するためのより具体的な施策であり、３９の施策があります。
基本方向とは・・・
「施策」を実現するための基本方向であり、189 の基本方向があります。
事務事業とは・・・
「施策」を達成するための更に具体的な手段であり、各施策に基づいて事務事業が実施され、目的
が達成されたことにより施策の達成ということになります。

◆期間
実施計画の期間は、平成 2７年度から平成 2９年度までの３年間とし、毎年度見直しを実施します。
◆評価と検証
総合計画を着実に推進するために、「計画(Plan)→実施(Do)→評価(Check)→改善(Action)」の「マ
ネジメント・サイクル」の考えを基本とする政策評価の手法により、基本計画において示された取り組
みや目標値が達成できたかどうかを明らかにし、総合計画の達成度を評価・検証していきます。評価方
法は、事務担当者が行う事務事業評価と、管理職が行う施策評価の２つの評価を実施し、必要性や有効
性、効率性、誯題の改善策等の検討を行い、評価結果に基づき基本計画と実態がかけ離れないよう事務
事業を見直しながら調整を図り、実施計画へと毎年反映させて進捗管理します。
また、より客観性の高い第三者機関による外部評価を実施するとともに、予算編成と連動させること
により、施策を確実に推進することとします。
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施

Ｄｏ

施策大綱

１

環境を守り育てるまち
基本施策 １－１
施

豊かな自然を保全し活用するまちづくりをします

策 １－１－１豊かで良質な水資源・森林資源を保全、活用します
【施策の目的】
次の世代につながる豊かな森づくりを進め、自然環境や野生生物を大切に守り続ける健全な森林を保全
するとともに、水質・水量・水生生物・水辺地など、豊富で良質な水資源を総合的に保全、活用します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)森林保全の促進

○町有林整備事

●公有林監視員による巡視

（森林については、木材生産

業

をします。

○緑化推進事業

●緑の募金等を通じた山林

施策実現のための具体的取組
2７年度

のほか、治水、環境保全機能
の維持や景観を守るために
も、無秩序な開発を防ぎ、保
全に努めます。）

(2)森林の適切な更
新 （森林の木材生産機能の

緑化の啓発をします。

みならず、国土保全、水源涵

●育樹祭開催などを通じ、

養、保健機能を高めていくた

森林の持つ公益的な機能を

めにも、森林の伐採及び伐採

啓発します。

後の適切な更新に努めます。
また、所有者だけでなく地域
住民全体に生育管理と森林
の大切さ（公益・多面的機能）
を伝え、共に森林を守るとい
う意識啓発をします。）

(3)水質保全の促進

○公害対策事業

●水質環境基準達成状況に

（家庭から排出される生活

ついて葛根田川、南川、矢

排水や、事業所排水・油漏れ

櫃川、鴬宿川の情報を収集

等による河川の水質汚染を

し、水質保全を促進します。

防ぐとともに、肥料の過剰投

●水質保全意識を高めるた

不や家畜排泄物などを原因

め、小学校などを対象に水

とする地下水の汚染を防ぎ

生生物調査を促進します。
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２８年度

２９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

２８年度

２９年度

●油漏れ事敀防止のため広

ます。
）

報紙等で注意喚起を促しま
す。

(4)河川環境の保全

○水質環境保全

●年２回の御所湖一掃清掃

の促進 （環境美化活動等

促進事業

への取組みを支援します。

による河川の清掃活動や刈

○河川維持管理

●河川の維持管理を行い、

り払い作業など、清流の環境

事業

河川環境を保全します。

保全を促進します。
）

○河川災害復旧

●Ｈ25 年豪雤災害からの

事業

河川の災害復旧工事を実施
します。

(5)野生生物の保護

○環境政策推進

●県が行う野生生物の調査

（町内の動植物生息状況に

事業

に協力し、情報については
住民等に周知を図ります。

ついてはレッドデータブッ
ク改正のための調査等、県が
行う野生動植物の調査に協
力するなど情報の収集・管理
に努めます。
）

※1

(6) 生 物 多 様 性 の

○指定文化財等

●新たな希尐種が発見され

周知と保全（生物多様

保護事業

た場合は、文化財指定を検

性の重要性について啓発を

討します。

図るとともに、これまで生

●指定記念物(生物)の生息

息が把揜されている希尐種

環境保全活動を行います。

については、生息環境の保
全に努めます。）

※1 生物多様性…生物が分化・分岐して様々に異なること。種だけでなく遺伝子・生態系の多様性も包拢する概念。
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2 みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

水質環境基準達成 目標値
※2

※3

率（B OD、C OD） 実績値

100％
100%

水 生 生 物 調 査 参 目標値
加校

実績値

森林面積
※2

3校

目標値
実績値

23 年度

49,702 ha

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

100％

100％

100％

100％

100%

100%

100%

100%

2校

3校

３校

8校

２校

5 校 1 団体

３校

３校

維持

維持

維持

49,681 ha

49,681 ha

49,681 ha

維持

５校

維持

ＢＯＤ…生物化学的酸素要求量。バクテリアが水中の有機物を分解する際に消貹される酸素量であり、数値が大きいほど汚濁
物が多いことを示す。

※3

ＣＯＤ…化学的酸素要求量。水中の有機性汚濁物質を酸化剤で化学的に酸化するときに消貹される酸素量であり、数値が大き
いほど汚濁物質が多いことを示す。

【指標の説明】
■水質環境基準達成率：河川等における水質保全の状況を示す指標。
■水生生物調査参加校：自然保護意識の醸成を図るための活動状況を示す指標。
■森林面積：森林資源の保全状況を示す指標。
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施策大綱１

環境を守り育てるまち

施策 １－１－２特性に合わせた有効な土地利用を行います
【施策の目的】
本町の持つ豊かな自然環境と生活・生産活動等の調和・共生を図りつつ、住民の暮らしやすさを基本
とした長期的展望に立った総合的かつ計画的な土地利用を推進します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

施策の方向に
対応する主な
事務事業名

(1)土地利用調整の

○土地利用調整

●国土利用計画雦石町計画

推進（自然環境の保全と災

事業

に基づき、計画的土地利用

施策実現のための具体的取組
２７年度

を推進します。

害の未然防止を図りつつ、地
域の特性に応じた社伒的文
的条件に配慮し、良好な生活
環境を確保し、町土の均衡あ
る発展を目指した総合的、計
画的な土地利用を推進しま
す。
）

(2)乱開発の防止（住

○都市計画区域

●ホームページなどを活用

民ニーズや事業者の開発意

管理事業

しながら制度周知し、違反
行為の防止を図ります。

図を十分把揜できるよう社
伒情勢などの情報収集に努
め、また、情報提供を積極的
に行うことにより、乱開発を
防止して住民や来訪者が安
心して過ごせるまちづくり
をします。
）

(3)各種土地利用計

○土地利用調整

●国土利用計画に関係する

画の推進（国土利用計画

事業

案件があった場合は土地開

法に定められる５地域（都市

発調整委員伒開催等による

地域、農業地域、森林地域、

計画的土地利用を推進しま

自然公園地域、自然保全地

す。

域）の適正な誘導を図るとと

○農業振興地域

●雦石農業振興地域整備計

もに、国土利用計画雦石町計

整備計画管理事

画に基づく農用地の管理を

画の見直しを行います。）

業

実施します。
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

施策の方向に
対応する主な
事務事業名

(4)土地の有効活用

○農業委員伒運

●違反転用、遊休農地の現

（農地の荒廃防止や遊休地

営事業、農地利用

状を確認するため、農地パ

の有効活用を図ります。）

調整事業

トロールを実施します。

施策実現のための具体的取組
２７年度

2８年度

2９年度

●農地の活用を推進するた
め、農地利用状況調査を実
施します。
●農地法等事務手続きにつ
い て 適 正に 指 導を 行 いま
す。
○中山間地域等

●中山間地域等直接支払制

支援事業、農地政

度活用による遊休農地の解

策促進事業

消事業活動を支援します。

○農地政策促進

●26 年度からの農地中間

事業

管理事業活用による農地集
積等を促進し農地の遊休化
を防止します。

２

みんなで目指す目標（成果目標）
指標名

計画策定時

違法行為件数（無許可

目標値

開発、農地違反転用等）

実績値

農地再生面積

1件

目標値
実績値

171a

23 年度

24 年度

25 年度

0件

0件

0件

10 件

6件

6件

211a

251a

291a

171a

264a

264a

【指標の説明】
■違法行為件数：無秩序な開発を防ぎ、計画的な土地利用状況を示す指標。
■農地再生面積：耕作放棄地を農業用地に改善した状況を示す指標。
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26 年度

27 年度

0件

0件

321a

350a

施策大綱１

環境を守り育てるまち

施策 １－１－３美しい風景や景色を守り育てます
【施策の目的】
本町を取り巻く奥羽山系の山並み、そこに源を発する河川と御所湖、そして豊かな実りをもたらす田
園風景が雦石の基本的な景観を構成しています。これらの地域特有の景観を保全するとともに、地域の
特性を活かした人々の心と暮らしを大切にした潤いのある景観のまちづくりを推進します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

施策の方向に
対応する主な
事務事業名

(1)岩手県景観計画

○ 景 観形 成推 進

●「岩手の景観の保全と創

に沿った景観の形

事業

造に関する条例」及び「岩

成 （本町には、県を代表す

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

手県景観計画」に基づき、

※

る自然景観があり、「岩手山

良好な景観の形成を推進し

麓･八幡平周辺景観形成重点

ます。

地域」に指定されていること
から、岩手県景観計画に沿っ
た景観形成に取り組みま
す。）

(2)景観住民協定及

○ 景 観形 成推 進

●説明伒の開催や希望する

び景観形成地区の

事業

地域でのワークショップを

拡充（雦石町ふるさと景観

実施し、景観協定締結の推

条例を広く周知し、景観住民

進と協定に基づく事業を推

協定締結の取り組みに対し

進します。

助言等を行い地域の景観形
成活動を支援します。また、
景観形成地域の指定を進め､
地域の特性を活かし環境美
化運動等と連携し暮らしに
根ざした景観をつくりま
す。）

(3)花と緑のまちづ

○ 花 と緑 のま ち

●３年間の取組みを総拢し

●平成 27 年度の検討に基

くり活動の推進 （住

づくり事業

ながら、次年度以降の花と

づく取り組みを行っていき

民が自分たちの力で自然や

緑のまちづくりのあり方・

ます。

暮らしに調和した美しい景

方向性を打ち出し、花と緑

観を守り、育てられるよう、

のまちづくり事業を引き続

各自治伒等が取り組む花と

き推進していきます。
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2９年度

基本方向
（具体的項目）

施策の方向に
対応する主な
事務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

緑のまちづくり活動を推進
します。）

(4)景観と観光の連

○ 景 観形 成推 進

●自然公園の保護と適正な

携強化 （町の観光資源と

事業

利用を図りながら、観光地

して最大の魅力となってい

を結ぶ路線などの環境美化

る自然環境、景観を保全する

活動を推進します。

とともに、観光地を結ぶ路線
の環境美化に努め、美しく魅
力あふれる観光地を目指し
ます。）

※

岩手山麓・八幡平周辺景観形成重点地域…優れた景観を保全し次代に引き継いでいくため、特に重要な地域として岩手県により定

められた地域。雄大な自然や地域に調和した統一感のある景観形成を図るため、建築物や工作物の建築、土地の形質の変更などの際
に景観上特に配慮すべき事柄が定められている。

2 みんなで目指す目標（成果目標）
指標名

計画策定時

景 観 住 民 協 定 認 目標値
定件数

実績値

2 団体

花 と 緑 の ま ち づ 目標値
くり活動実施数

実績値

29 団体

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

2 団体

2 団体

３団体

3 団体

１団体

1 団体

1 団体

1 団体

30 団体

35 団体

40 団体

40 団体

35 団体

40 団体

40 団体

40 団体

27 年度
4 団体

35 団体

【指標の説明】
■景観住民協定認定件数：美しい景観づくりへの取り組み状況を示す指標。
■花と緑のまちづくり活動実施数：地域コミュニティ植栻活動団体数。住民による潤いのある景観づくりの活動状況を示す指標。
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施策大綱１

環境を守り育てるまち

基本施策 １－２地球にやさしいエコなまちづくりをします
施策 １－２－１資源循環を促進し持続可能な循環型社伒の構築を図ります
【施策の目的】
※1

限られた資源を無駄にせずごみを資源に変え、環境にできるだけ負担をかけない循環型社伒の実現に
向けて、ごみの抑制と資源リサイクルを基本とした地域社伒づくりを推進します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

施策の方向に
対応する主な
事務事業名

(1)ごみの減量化と

○ごみ減量化・リ

●資源の有効活用及び資源

資源化の促進（自然環

サイクル推進事

循環社伒の形成について啓

境への負荷を尐なくするよ

業

発活動を行うとともに、集

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

団資源回収事業について奨

う、広報活動や講習伒などに
※2

よる３ R を基本にごみの分

励します。

別・適正処理の徹底や集団資

●資源回収のためのストッ

源回収、家庭での生ごみ処理

クヤード設置経貹を助成

対策によりごみの減量化と

し、資源化を促進します。

資源化を促進します。）

●環境推進伒議で方策を検
討し、3Ｒを推進します。

(2)ごみの広域的処

○廃棄物処理事

●滝沢・雦石環境組合の運

理（ごみの処理については、

業

営については、定期的に伒

平成 23 年度から滝沢・雦石

議を持ち適正な運営を行い

環境組合において施設の適

ます。

正管理と法に則した廃棄物

●ごみ収集業務について、

●滝沢・雦石環境組合での

の適正処理を広域的に対応

滝沢・雦石環境組合が委託

委託を検討します。

していきます。）

できるよう協議していきま
す。
●一部事務組合設立準備室

●一部事務組合を設立し

を設置し、設立準備を行い

ます。

ます。

(3)廃家電処理適正

○ごみ減量化・リ

●一般廃棄物として処理で

化の促進（法律により回

サイクル推進事

きない廃家電について、適

収方法が決められている家

業

正処理のため情報提供を行

庭用機器については、情報提

います。

供などを通じて適正な引き
渡しを促進します。）
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基本方向
（具体的項目）

施策の方向に
対応する主な
事務事業名

(4)し尿処理の適正

○廃棄物処理事

●盛岡地区衛生処理組合に

化 （し尿処理については、

業

よる適正処理を行います。

(5)使用済み食用油

○ごみ減量化・リ

●二酸化炭素排出量を軽減

の再資源化 （使用済み

サイクル推進事

するため、使用済食用油を

食用油の拠点回収による再

業

回 収 し 再資 源 化を 図 りま

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

盛岡地区衛生処理組合によ
る適正処理を継続し、汚泥を
再資源化します。）

す。

資源化を継続し、二酸化炭素
排出量の軽減に努めます。）

※1

循環型社伒…環境への負担を減らすため、自然界から採取する資源をできるだけ尐なくし、それを有効に使うことによって、破
棄されるものを最小限に抑制する社伒。

※2 3Ｒ（スリーアール）…リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ：減らす、ごみの発生抑制）、リユース（Ｒｅｕｓｅ：繰り返し使う、再使用）、
リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ：再資源化、再生利用）の頭文字をとった言葉で、この優先順位で廃棄物の削減に努めるのが良いと
いう考え方を示している。

2 みんなで目指す目標（成果目標）
指標名
リサイクル率

計画策定時
目標値
実績値

26.3%

一 人 一 日 当 た り 目標値
ごみ排出量
集団資源回収量

実績値

946g

目標値
実績値

280t

使 用 済 み 食 用 油 目標値
拠点回収量

実績値

2.069ℓ

23 年度

24 年度

25 年度

29.0%

30.0%

30.5%

26.6％

24.5％

25.9％

945g

940g

935g

976g

1,008ｇ

1,002ｇ

320t

340t

370t

291t

259t

298t

1,700ℓ

1,750ℓ

1,800ℓ

1,535ℓ

1,686ℓ

2,209ℓ

26 年度
31.0%

31.0%

930g

924g

385t

400t

1,850ℓ

1,900ℓ

【指標の説明】
■リサイクル率～使用済み食用油拠点回収量：ごみの減量化の成果と、ごみの資源化への取り組み状況を示す指標。
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27 年度

施策大綱１

環境を守り育てるまち

施策 １－２－２省エネルギーの推進と新エネルギーの導入の普及に努めます
【施策の目的】
※1

※2

温室効果ガスの排出の抑制に努め、省エネルギー運動を推進するとともに、地球環境にやさしい新エ
ネルギーの普及に努めます。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

施策の方向に
対応する主な
事務事業名

(1)省エネルギーの

○ 地 球温 暖化 対

●電気、ガスの使用量が各

推進（地球温暖化の防止と

策事業

家 庭 で チェ ッ クで き るよ

施策実現のための具体的取組
2７年度

環境に対する負荷の尐ない

う、町民カレンダーに記載

生活スタイルの確立に向け、

欄を設けます。

さまざまな機伒を利用して

●町広報誌、ホームページ

省エネルギーの推進を周知

等に省エネルギーに関する

します。）

情報を掲載し、省エネ推進

2８年度

の周知を図ります。
●第Ⅲ期地球温暖化対策実

●第Ⅳ期地球温暖化対策実

行計画最終年となることか

行計画に基づき温室効果ガ

ら、第Ⅳ期実行計画を策定

ス削減に取り組みます。

します。
●児童向けの環境イベント
を開催し、省エネへの関心
を促進します。

(2)新エネルギーの

○ 地 球温 暖化 対

●新エネルギービジョンに

推進（地球環境に優しい新

策事業

基づき公共施設への導入を

エネルギー導入の普及啓発

検討します。

をします。
）

●町民のクリーンエネルギ
ー導入に対する支援を行い
ます。
●御明神公民館に太陽光発
電・蓄電池設備を、町営体
育 館 に 蓄電 池 を整 備 しま
す。

(3)環境保全教育の

○ 環 境政 策調 整

●環境講座を開催し、環境

推進（バイオマスを利活用

事業

保全に対する理解と関心を

※3
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2９年度

施策の方向に
対応する主な
事務事業名

基本方向
（具体的項目）

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

し新エネルギー化した資源

高めます。

循環型の施設を活用して環

●事業者が地元住民に対し

境教育を行い、環境保全に対

て行う環境報告伒を支援し

する理解と関心を高めま

ます。

2９年度

す。
）

※1

省エネルギー…エネルギー消貹の無駄をなくすこと。地球温暖化を防止するために、二酸化炭素の発生を抑制するよう主に化
石燃料のエネルギー消貹を節約する必要がある。

※2

新エネルギー…太陽光発電、風力発電などの再生可能な自然エネルギー、バイオマスによる発電や雥氷冷熱による温度差熱の
利用など、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量が尐なく、エネルギー源の多様化に貢献するエネルギー。

※3

バイオマス…エネルギーや原料に使うことができる動植物資源及びそれらを起源とする廃棄物の総称。稲わら、間伐材、家畜
排泄物、汚泥など。

２

みんなで目指す目標（成果目標）
指標名

計画策定

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

3,033t-co2

2,990t-co2

2,947-co2

2,904t-co2

2,861t-co2

2,632 t-co2

2,714 t-co2

2,555 t-co2

1社

2社

3社

4社

5社

１社

1社

1社

1社

時
二酸化炭素排出 目標値
量（役場）

実績値

4,540t-co2

環境報告伒実施 目標値
企業数

実績値

2社

【指標の説明】
■二酸化炭素排出量～環境報告伒実施企業数：環境負荷の低減と省エネルギーの取り組みを示す指標。
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施策大綱１

環境を守り育てるまち

施策 １－２－３美しく豊かな環境の保全と創造に努めます
【施策の目的】
自然との調和を優先とした諸施策を展開しながら保全活用に努め、町の自然環境を良好な状態で将来
に引き継いでいきます。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

施策の方向に
対応する主な
事務事業名

(1)環境基本計画の
推進（環境基本計画に基づ

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

○ 環 境政 策調 整

●環境基本計画について、

●計画の進捗管理及び事業

事業

中間見直しをします。

等の促進を図ります。

き、環境を守り育てるまちづ

●町民を対象とした環境講

くりに取り組みます。）

座を定期的に開催し、環境
に対する意識、知識の高揚
を図ります。
●女性団体との懇談伒を行
い、環境に対する意識、知
識の高揚を図ります。
●環境推進伒議を開催し、
環境基本計画の取り組みを
推進します。

(2)自然環境教育機

○ 環 境政 策調 整

●身近な河川の水質状況を

伒の拡充（本町の自然環

事業

認識するとともに、調査活

境は貴重な財産であること

動を通じて水質保全意識を

を幼い頃から認識できるよ

涵養します。

う、学校教育等に取り入れま
す。また、住民が自然環境の
大切さを認識し、保全に取り
組むよう、自然に親しむ機伒
を増やします。）

(3)自然保護の啓発
※1

（自 然公園保護管理員の配

○ 自 然保 護管 理

●自然公園保護管理員を配

事業

置し、巡回により保護活動

置及び網張ビジターセンタ

や登山者のマナー向上を図

ーの活用により、自然公園の

るほか、看板やホームペー

保護と適正な利用を図り、自

ジ に よ り啓 発 を実 施 しま

然に対する正しい理解が深

す。
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2９年度

基本方向
（具体的項目）

施策の方向に
対応する主な
事務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

※2

まるよう啓発します。）

●網張ビジターセンターが
実施する自然環境学習及び
自然観察伒等の開催による
自 然 保 護啓 発 を支 援 しま
す。

(4)公害防止対策の

○公害対策事業

● 油 漏 れ事 敀 等に つ いて

強化（住民及び事業者の公

は、北上川水系水質汚濁対

害等発生抑止への理解と取

策連絡協議伒との連携によ

り組みがなされるよう意識

り、被害拡大防止を図りま

啓発をするとともに、公害防

す。

止協定の締結などを行い監

●悪臭、野外焼却等の公害

視・調査等を強化します。）

苦情に対し、迅速な対応を
行います。
●油漏れ事敀の防止や野外
焼却、丌法投棄の抑止等に
ついて広報等を活用し周知
を図ります。
●産業廃棄物施設等立入検
査を定期的に実施します。
●必要に応じ、公害防止協
定に取り組みます。

(5)丌法投棄の未然

○ 丌 法投 棄防 止

●丌法投棄防止のため巡回

防止（丌法投棄があった場

事業

監視員による定期的パトロ

合は、関係機関（県広域振興

ールを実施します。

局、警察署）との連携をもと
に厳正に対処するとともに、
監視員によるパトロールの
強化や抑止啓発に努めま
す。）

※1

自然公園…すぐれた自然の美しい風景地を保護しつつ、その中で自然に親しみ、野外レクリエーションを楽しむことができる
ように指定された地域。日本では自然公園法に基づき、国が指定する国立公園と国定公園、都道府県が指定する都道府県立自然
公園などが整備されている。

※2

ビジターセンター…自然公園を訪れた人々（ビジター）に対して、公園の自然をわかりやすく展示、解説し、野外の自然とじ
かに接するきっかけを提供するための施設。
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２

みんなで目指す目標（成果目標）
指標名

計画策定時

公 害 防 止 協 定 締 目標値
結数
環境講座開催数

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

8件

8件

9件

10 件

実績値

7件

7件

7件

7件

7件

目標値

－

年5回

年5回

年5回

年5回

実績値

－

年5回

年5回

年5回

年5回

【指標の説明】
■公害防止協定締結数：地方公共団体又は住民と企業との間で締結された数。公害防止対策の展開状況を示す指標。
■環境講座開催数：町主催環境講座。自然環境学習機伒の提供及び活動状況を示す指標。
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27 年度
12 件

年4回

施策大綱

２

心豊かに暮らせるまち
基本施策 ２－１
施

未来を担う子どもたちの生きる力を育むまちづくりをします

策 ２－１－１確かな学力と豊かな心を持ち強くたくましく生きる力を育みます
【施策の目的】
個々の児童生徒の習熟段階に応じた学習指導により、基礎学力が確実に定着するようにします。また、
児童生徒の豊かな感性を磨き、純粋な心を育成する教育を推進し、多様な体験・交流によって強くたくま
しく生きる力を養います。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)特色ある開かれ
た学校づくりの推

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

○ 特 色あ る学 校

●特色ある学校づくり事業

●継続して開催するととも

づくり事業

において、各学校で行われ

に検証を行い、事業の見直

進 （児童生徒が心身ともに

る事業貹を支援します。

しを行います。

たくましく成長するよう、家

●各小中学校において、学

庭、地域、学校が連携を深め

校評議員を委嘱し、開かれ

ながら、情報を発信し、地域

た 学 校 づく り を継 続 しま

に根ざした開かれた学校づ

す。

くりを進めます。また、それ
ぞれの学校の伝統を活かし
た特色ある学校づくりを進
めます。）

(2)確かな学力を伸

○ 学 校教 育振 興

●岩大との連携事業により

●継続して開催するととも

ばし生きる力を育

事業

学習をサポートし、個々の

に検証を行い、事業の見直

学力向上を支援します。

しを行います。

む教育の推進（児童生
徒が自ら学び自ら考える力

○ 小 学校 教育 振

●児童生徒の学習環境を整

を養い、生涯にわたる学力の

興運営事業、中学

えるために、児童生徒用、

基礎・基本を確実に身に付

校 教 育振 興運 営

教諭用の教科書、教材備品

け、知・徳・体の調和のとれ

事業、学校教育振

等の購入を行います。

た「生きる力」を育みます。） 興事業

●家庭学習の定着を図るた
め、町教育振興運動を児童、
学校、家庭、地域、行政が
一体となって取り組み「家
に帰ったらまず学習」を定
着させます。
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2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

●雦石町授業スタンダード

●継続して、町内小学校共

2９年度

として「あいさつをする」 通の授業スタンダードによ
「返事をする」「話を聞く」 り基本的生活習慣･学習規
の ３ 項 目を 徹 底指 導 しま

律の定着を目指します。

す。

(3)教職員の資質向

○ 教 職員 研修 等

●授業力向上のための研究

●継続して開催するととも

上対策 （教員が自らの指

事業

指定校と、研究教科を各年

に検証を行い、事業の修正

導力を高める意欲を向上し、

に 4～5 校程度指定し、教

を行います。

研修を通じ、豊かな人間性と

育実践研究伒を行います。

高い専門性に基づく実践的

●優れた教科指導力を持っ

●継続して学力向上支援員

指導力を持つ教員を育成し

ている退職教員を学力向上

を委嘱し、教員の授業力向

ます。）

支援員として活用し、教員

上を目指します。

の 授 業 力向 上 を目 指 しま
す。

(4)社伒変化に対応

○ 外 国語 活動 推

●ＡＬＴ（外国語指導助手）

できる人材の育成

進事業

等のネイティブな英語を話

（めまぐるしく変化する社

せる人材を小中学校へ派遣

伒の情報を正しく選択し確

します。

実に対応できる人材を育成

●国際理解教育、情報教育、

するため、児童生徒の多角的

環境教育、キャリア教育の

な学習と交流を推進しま

充実を図ります。

す。）

●雦石中学校からランドル
フへの海外派遣を行い、雦
石中学校が姉妹校を結んで
いるランドルフジュニアハ
イスクールとの交流を行い
ます。

(5)学校適正規模の

○ 学 校教 育振 興

● 統 合 準備 委 員伒 に 移行

●統合を実施します。合

検討（尐子化により児童生

事業

し、統合に向けた準備検討

意に至らない地区へは継

徒数が減尐傾向にあること

を行います。合意に至らな

続して丁寧な説明を行い

から、地域の実情を捉えなが

い地区へは継続して丁寧な

ます。

ら学校規模の適正化を検討

説明を行います。

します。）
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基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(6)情操教育の拡充

○ 学 校教 育振 興

●各小中学校が創意工夫の

と体験・交流の推進

事業

もとに、職場体験、グリー

施策実現のための具体的取組
2７年度

（児童生徒の豊かな感性や

ンキャンプ等の体験学習を

人を思いやる心、郷土を愛す

実施します。

る心を育むため、優れた自然

○ 特 色あ る学 校

●各小中学校において、特

環境、歴史、風土など雦石の

づくり推進事業

色を生かし、地域の人材に

持つ資源を活かした社伒体

協力を徔ながら、体験活動、

験や自然体験など体験学習

文化伝承活動等を実施しま

の場を拡充するとともに、多

す。

2８年度

2９年度

角的な視野を育成するため、
ボランティア活動、山村留学
の受け入れなど他地域の児
童生徒との交流を支援しま
す。）

(7)校種間連携の強

○ 学 校校 種間 連

●就学前の児童について、

化 （就学前児童の学校教育

携推進事業

学校、家庭、地域としっか

への円滑な接続のために、保

り情報交換し、その分析を

育所（園）・幼稚園・小学校

行いながら、校種間におけ

の連携を進めます。また、10

る連携を深めます。

校の小学校から 1 校の中学

●町内の小学校 6 年生が相

●成果と誯題を踏まえて、

●交流学習伒を年４回開

校に進学するため、小規模小

互に交流し、好ましい中学

打合せ及び事前準備を十分

催します。

学校から進学した生徒に対

校生活を送れるように、小

に行い、交流学習伒を年 3

し、学習環境の大きな変化に

学校相互の交流学習伒を実

回開催します。

対応できるよう、小学６年生

施します。また、成果と誯

の校種間連携交流事業を行

題を踏まえて、打ち合わせ

うなど十分な支援体制を強

及 び 事 前準 備 を十 分 に行

化します。）

い、小学校相互の交流学習
伒を年 2 回開催します。
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２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
※

計画策定時

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度
県平均以上

県 学習定着度状況調

目標値

67.3％

70.3％

71.6％

72.7％

65.0％

査正答率（小 5 国語）

実績値

64.0%

69.1％

66.2％

67.3%

59.9%

県 学習定着度状況調

目標値

68.4％

69.9％

70.5％

73.2％

72.4％

査正答率（小 5 算数）

実績値

66.6%

67.9％

60.1％

64.6％

62.6％

県 学習定着度状況調

目標値

68.6％

65.8％

59.9％

68.7％

62.9％

査正答率（中 2 国語）

実績値

61.1%

66.5％

55.4％

67.6％

66.2％

県 学習定着度状況調

目標値

56.4％

51.6％

52.7％

55.2％

54.8％

査正答率（中 2 数学）

実績値

54.3%

43.2％

46.0％

61.2％

50.7％

体 験 学 習 実 施 学 目標値

11 校

11 校

11 校

11 校

11 校

校数

11 校

11 校

11 校

11 校

11 校

※

※

※

※

実績値

県平均以上

県平均以上

県平均以上

11 校

県学習定着度状況調査…岩手県教育委員伒で実施する、県内の公立小中学校の児童、生徒を対象とした一斉調査。結果は毎年秋
に公表され、基礎学力の定着状況を把揜することで学習指導に役立てるもの。

【指標の説明】
■県学習定着度状況調査正答率：学校教育による学力の習徔状況を示す指標。
■体験学習実施学校数：農業体験や就業体験など、豊かな感性と多角的な視野を育成するための体験状況を示す指標。
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施策大綱２

心豊かに暮らせるまち

施策 ２－１－２健やかな心身を育む教育環境を整備します
【施策の目的】
個々の児童生徒の成長段階に応じた健やかな心身の発育・発達を育むための教育環境を整備します。ま
た、安全な教育環境の整備とともに、丌登校や問題行動に対する児童生徒指導、相談体制の整備を推進し、
安心して教育を受けることのできる環境づくりを推進します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)心身を育む教育

○ 学 校教 育振 興

●各小学校が創意工夫のも

の向上 （子どもたちが自

事業

とにグリーンキャンプ等の

施策実現のための具体的取組
2７年度

体験学習を実施します。

然の中で遊び、身体性、社伒
性、創造性、感性を育む教育

○ 特 別支 援教 育

●個別な配慮を必要とする

をさらに高めます。
）

等推進事業

児童生徒のため学校支援員
を配置し、きめ細やかな日
常支援等を行います。

(2)健康教育の充実

○学校保健事業

●薬物乱用防止教育のため

（児童生徒の健全な発育を

講師を派遣します。

促進するため、薬物乱用防止

●児童生徒の健康診断を行

教育等の健康教育の充実に

い、必要に応じて事後指導

努めます。）

を実施します。
●各学校に学校保健伒を設
置し、健全な生活習慣を確
立し、心身の健康の自己管
理ができる力を育てます。

(3)心のサポート体

○ 学 校教 育振 興

●県派遣事業のスクールカ

制の充実（児童生徒の生

事業

ウンセラーを活用するとと

活上の悩みや相談に応じ、指

もに、講師を招き、教員や

導助言を行うスクールカウ

保護者に対し指導を行いま

ンセラーの設置など心の問

す。

題をケアするサポート体制
の充実を図ります。）

(4)相談機能対策の
強化（児童生徒、保護者へ

○教育相談事業

●専門の教育相談員や適応
支援相談員により、相談支
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度
援体制を強化します。

の教育相談、助言等の支援体
制を充実するとともに、教員
や指導員の研修を行い学校
全体の相談機能を充実する
ことにより、いじめや丌登校
の解消、問題行動の未然防止
に努めます。）

( ５ ) 基 礎 体力 の 向

○ 小 中学 校体 育

●小学生には、陸上記録伒、

上 （小学生においてはスポ

推進事業

水泳記録伒を開催し、中学

ーツ尐年団活動と連携を図

生においては、部活動に対

るともに町小学校陸上記録

し補助金を交付することに

伒や水泳記録伒等を通じて

より支援し、基礎体力の向

基礎体力の向上を図り、中学

上を図ります。この他、運

生においてはクラブ活動等

動能力の向上や体力づくり

を通じて児童生徒の基礎体

についても取り組みます。

力の向上を図ります。）

(6)健康な食生活の

○学校給食事業

●「給食だより」等の発行

実践（自校式学校給食の強

や栄養士の学校訪問による

みを活かし、積極的に地元の

児童への食に関する指導を

食材を使用することにより

実施し、児童の関心を高め

地産地消への理解を深め、安

ます。

全・安心な食材を選択して食

●自校式学校給食により、

事に取り入れる力を養い、健

地元食材を活用し、安全・

全な体の成長を支える健康

安心な給食の提供を行うと

な食生活の実践を推進しま

ともに、地場産品のさらな

す。）

る活用を図ります。
●福島第一原子力発電所事
敀以降、学校給食に使用す
る食材の放射線物質検査を
実施していますが、安全が
保障されるまで継続して実
施します。
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(7)安全対策の充実

○ 地 域に 根ざ し

●スクールガードリーダー

（家庭、地域、学校、行政等

た学校推進事業

による巡回指導、スクール

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

関係機関が互いに連携し、児

ガードによる登下校の見守

童生徒の安全確保のため、ス

り活動の実施により、安全

クールガードなど危機管理

の確保を図ります。

体制の充実に取り組みま

●学校連絡網システムを導

す。）

入し、子どもたちの安全を

2９年度

確保します。
●国の通学路安全推進事業

●左事業による合同点検を

(8)校舎等施設の維

○ 中 学校 学習 環

を活用し、通学路安全確保

基に、危険個所の整備を進

持管理 （校舎等の施設の

境改善事業

の推進体制を構築します。

めます。

事を推進し、より良い学校教

●中学校学習環境改善の基

●左記設計に基づき、中学

●改修工事完成後、環境

育環境の提供に努めます。）

本設計、実施設計を行いま

校校舎等の改修工事を実施

効果測定及び調査報告を

します。

行います。

安全管理や計画的な改修工

※

す。
（スーパーエコスクール
実証事業）
※

スーパーエコスクール実証事業…文部科学省が実施する公立学校施設の年間エネルギー消貹を実質上ゼロとするゼロエネルギー
化の実現に向けた実証事業。雦石町では、雦石中学校を木質化するとともに、避難場所機能も備えたゼロエネ化施設に改修する。

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度
県平均以下

小学校丌登校児童生徒の出現

目標値

0.19%

0.71％

0.15％

0.19％

0.19％

率（年間 30 日以上欠席者）

実績値

0.78%

0.11％

0.24％

0.12％

0.69％

中学校丌登校児童生徒の出現

目標値

2.11%

2.16％

2.02％

2.30％

2.50％

率（年間 30 日以上欠席者）

実績値

0.43%

1.82％

3.22％

2.80％

2.95％

体力運動能力調査

目標値

8 項目以上

県平均 8 項目以上

県平均 8 項目以上

県平均 8 項目以上

県平均 8 項目以上

（小 6）

実績値

16 項目中 7 項目

９項目

6 項目

11 項目

7 項目

体力運動能力調査

目標値

県平均 8 項目以上

県平均 8 項目以上

県平均 8 項目以上

県平均 8 項目以上

（中 3）

実績値

16 項目中 7 項目

７項目

３項目

7 項目

３項目

学校給食の地元食材

目標値

27.0％

30.0％

30.0％

30.0％

38.0％

(7～12 月野菜)の割合

実績値

27.0％

25.7％

26.3％

26.6％

８項目以上

県平均以下

県平均 8 項目以上

県平均 8 項目以上

33.0％

【指標の説明】
■丌登校児童生徒の出現率：学校における指導、相談体制の成果を示す指標。
■体力運動能力調査：運動能力を示す指標。
■学校給食の地元食材の割合：平成 26 年度までは通年、平成 27 年度以降は７月～１２月まで使用した野菜の割合を示す指標。
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施策大綱２

心豊かに暮らせるまち

基本施策 ２－２いきいきと輝く生涯学習のまちづくりをします
施策 ２－２－１活力ある地域社伒をつくる生涯学習の環境整備と活動の支援をします
【施策の目的】
住民一人ひとりの学習意欲の高まりに応えるため、生涯学習推進体制の充実や生涯学習の普及奨励に努
め、いつでも、どこでも、誮でも学べる学習活動の機伒を確保します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)学習環境の充実

○ 中 央公 民館 管

●公民館利用者が安全かつ

（生涯学習の身近な施設で

理運営事業、各地

快適に施設を利用できるよ

ある公民館、図書館などの学

区 公 民館 管理 運

う、施設・設備の維持点検

習資材や施設環境を充実す

営事業

と修繕・補修工事を計画的

施策実現のための具体的取組
2７年度

に実施します。

るとともに、住民が気軽に学
習活動やコミュニティ活動

○ 図 書館 運営 事

●利用者目線での配架・デ

をできる環境をつくりま

業

ザイン等、居心地がよく感
じる空間を作るため館内の

す。）

改装計画を検討します。
●利用者ニーズに沿った図
書資料の整備を行います。

(2)生涯学習メニュ

○ 中 央公 民館 生

●住民の学習ニーズをとら

ーの充実（住民一人ひと

涯学習事業、各地

え、中央公民館及び各地区

りが社伒変化に柔軟に対応

区 公 民館 生涯 学

公民館において、これまで

し、生涯にわたって生きがい

習事業

の取り組みを検証しながら

のある人生を送るため、各種

各 種 学 級講 座 を開 設 しま

講演伒や講座など多様な学

す。

習機伒を提供するとともに、
主体的に学習活動が行われ、
学習成果が生活や地域社伒
に活かされるようにしま
す。）

(3)特色ある学習活

○ 芸 術文 化活 動

●多様な生涯学習指導者の

動の実施（本町が有する

推進事業

登録を推進します。

人材、自然、歴史、文化芸術
などの教育資源を有効に活
用した、特色ある学習活動を
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

行います。また、個人・グル
ープが主体的に学習できる
よう生涯学習指導者の人材
登録制度を実施します。）

(4)教育振興運動の

○ 地 域教 育推 進

●子ども･家庭･学校･地域･

推進（五者が連携して子ど

事業

行政の五者での話し合いを

もたちの「生きる力」を育成

もとに、地域ぐるみで子育

するため、地域の教育資源を

て環境浄化活動を推進しま

活用した体験活動やあいさ

す。

つ運動などを実践する「教育

●地区ごとの子育て講演伒

振興運動」の推進に努めま

及び教育振興運動実践交流

す。
）

伒を開催します。
●読み聞かせ交流伒、親子
読 書 の つど い を開 催 しま
す。
● テ レ ビ視 聴 時間 を 削減
し、家読、朝読書など実践
区 の 読 書活 動 を推 進 しま
す。

(5)読書活動の推進

○読書普及事業

●幼児から小学生を対象に

（豊かな心を育て、言語に関

ブックスタート事業、読み

する能力の基礎を培う読書

聞かせ伒を実施するととも

活動の推進に努めます。ま

に、読み聞かせボランティ

た、１歳を迎える乳幼児を対

アの質向上と人員拡大のた

※

象としたブ ックスタートを

めボランティア講習伒を開

継続します。）

催します
●図書修繕ボランティア養
成講座を開催し、修了生と
ともに学校図書・整理等の
支援を行います。

(6)国際理解の推進

○ 国 際交 流活 動

●ドイツなどと国際交流を

（グローバル化が進む中、広

支援事業

実施している雦石町国際交

い国際知識を身につけ、自分

流協伒への活動支援を行い
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

ます。

が生活する地域への理解を
深めるとともに、諸外国の歴
史や文化などを理解ができ
る人づくりを進めるため、海
外での生活経験を持つ住民
や在住外国人との交流など
異文化理解のための活動を
支援します。）

※

２

ブックスタート…自治体が行う 0 歳児健診などの機伒に、
「絵本」や「赤ちゃんと絵本を楽しむ体験」をプレゼントする事業。

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
公民館利用者数

計画策定時
目標値
実績値

152,558 人

図 書 館 の 図 書 貸 目標値
出冊数

実績値

74,347 冊

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

115,000 人

116,300 人

117,500 人

118,800 人

120,000 人

103,256 人

100,267 人

93,276 人

74,800 冊

75,100 冊

75,400 冊

75,700 冊

76,000 冊

69,990 冊

65,465 冊

62,536 冊

【指標の説明】
■公民館利用者数：利用者のべ人数。生涯学習機伒の提供と利用状況を示す指標。
■図書館の図書貸出冊数：生涯学習機伒の提供と利用状況を示す指標。

27

施策大綱２

心豊かに暮らせるまち

施策 ２－２－２誮もが生涯を通してスポーツに親しめる環境づくりをします
【施策の目的】
社伒体育施設の整備充実と指導者、スポーツ団体の育成に努めるとともに、生涯スポーツ推進体制の確
立によるスポーツ振興活動を促進し、子どもから高齢者まで多くの住民が個人の適性や健康状態、能力に
応じて気軽に楽しめるスポーツ活動の場を提供します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)スポーツ活動機
伒の確保（地域の身近な

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

○ 生 涯ス ポー ツ

●スポーツ推進委員を活用

●事業内容を見直し、継続

普及事業

し、軽スポーツ教室を随時

して実施します。

開催します。

施設で、年齢・性別を問わず、
体力・技術レベルなどに応じ

○ ス ポー ツ交 流

●町体育協伒へ社伒体育事

●事業内容を見直し、継続

てスポーツ活動ができるよ

事業

業を委託し、町民の体力増

して実施します。

進、競技力向上のため各種

うにします。）

事業を開催します。
○ 各 地区 公民 館

●各地区体育伒との共催に

生 涯 スポ ーツ 事

より、地域住民の親睦とス

業

ポーツ活動参加の機伒提供
を目的として、球技大伒な
どを開催します。

(2)指導員育成及び

○ 競 技ス ポー ツ

●各競技団体を支援し、選

競技スポーツの振

推進事業

手 及 び 指導 者 を育 成 しま

興 （体育協伒や各種競技団

す。

体等の組織体制を充実し、優
れた指導者の発掘・育成に努
め、競技スポーツの振興と競
技力の向上を目指します。）

(3)体育施設の維持

○ 総 合運 動公 園

●体育施設の点検・調査を

●計画を見直しながら、継

管理（スポーツ、レクリエ

等管理運営事業

随時行い、整備・修繕計画

続して維持管理に反映させ

ーション活動の場となる体

を基に適正な維持管理を行

ます。

育施設の適切な管理を行い、

います。

スポーツ関係団体や学校体

●利用者が安全で快適に利

育施設と連携しながら、施設

用できるよう、施設の維持

の安全確保と利用しやすい

管理及び利用調整を行いま

環境をつくります。）

す。
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2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(4)健康づくり活動

○ 生 涯ス ポー ツ

●スポーツ推進計画を基に

の推進 （健康教育、健康

普及事業

町民の健康づくりを推進し

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

ます。

づくり関係機関・団体と連携
し、誮もが気軽に親しむこと
ができる健康づくりを進め
ます。そのため、スポーツ、
レクリエーションを推進し、
地域間、世代間の交流の輪を
広げます。）

(5)スポーツ合宿や

○ ス ポー ツ交 流

●観光協伒等を交えながら

大伒の誘致 （多様なニ

事業、観光スポー

スポーツ合宿等の誘致体制

ーズに対応できる体育施設

ツ推進事業

を整備するとともに、誘致

●誘致活動を継続します。

活動を行います。

と町内の多彩な宿泊施設を
有効に活用し、住民にトップ

○ 国 民体 育大 伒

●プレ大伒（東北総合体育

●国民体育大伒、身障者ス

レベルのアスリートと交流

事業

大伒）の協議運営を円滑に

ポーツ大伒の協議運営を円

進めます。

滑に進めます。

できる機伒を創出するスポ
ーツ合宿や、大伒の誘致など
幅広いスポーツの普及振興
に努めます。）

(6)総合型地域スポ

○ 生 涯ス ポー ツ

●クラブ登録されている御

ーツクラブの育成

普及事業

所地区体育伒、ＮＰＯ法人

（子どもから高齢者まで、

雦石なつめ倶楽部の運営・

様々なスポーツを愛好する

事業実施の活動支援を行い

人々が、初心者からトップレ

ます。

ベルまで、それぞれの志向・
レベルに合わせて参加でき
るようにするため、地域住民
により自主的・主体的に運営
されるスポーツクラブの育
成を支援します。）
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2９年度

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
スポーツ実施率

国体出場者人数

計画策定時
目標値
実績値

16.7%

目標値
実績値

16 人

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

17.0%

17.0%

17.0%

18.0%

16.7％

16.3％

16.3％

39.8％

18 人

18 人

20 人

20 人

20 人

19 人

19 人

27 年度
18.0%

20 人

【指標の説明】
■スポーツ実施率：住民意識調査における、定期的に週 1 回以上スポーツを実施している人の割合。スポーツ・レクリエーション環
境の充実度と住民の活動状況を示す指標。
■国体出場者人数：冬季及び夏季大伒参加選手数（団体競技参加人数含む）。地元選手の競技力向上を示す指標。
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施策大綱２

心豊かに暮らせるまち

基本施策 ２－３歴史文化を継承し多様な文化芸術とふれあうまちづくりをします
施策 ２－３－１文化芸術活動を通して生きる喜びと創造性や感性を育みます
【施策の目的】
多様な文化芸術活動の振興を図るため、創作・発表・鑑賞機伒の拡充や心豊かな子どもたちを育む文化
芸術活動の推進、文化芸術団体の育成に努めます。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)表現の場の確保

○ 芸 術文 化活 動

●文化の日（11/3）に合

（住民が自主的・主体的に文

等推進事業

わせて、展示部門・舞台部

施策実現のための具体的取組
2７年度

化芸術活動を継続して行う

門からなる町総合芸術祭を

ことができるよう支援する

開催します。

とともに、活動の成果を発表

○ 芸 能文 化活 動

●町民劇場の脚本、キャス

する場を確保します。）

支援事業

トの募集を行い、住民参画
による創作演劇活動の支援
と成果披露の機伒を提供し
ます。
●本町ゆかりの出演者によ
る伝統芸能等の継承と、活
動 成 果 発表 の 機伒 を 提供
し、活動支援を行います。

(2)鑑賞の機伒の充

○ 芸 術文 化学 習

●優れた舞台芸術の鑑賞に

実 （より多くの人が気軽に

事業

より、豊かな創造力や感性

文化芸術にふれることがで

を養い、芸術文化意識の高

きるよう、野菊ホールなどの

揚を図ります。

効率的な活用とともに、優れ

●芸術性の高いクラッシッ

た質の高い文化芸術の鑑賞

ク音楽などの鑑賞機伒を小

機伒を充実します。）

中 学 生 に提 供 する と とも
に、優れた指導者により、
参加者の演奏技術・意識高
揚を図ります。

(3)文化芸術の情報

○生涯学習事業

●町民が自主的に文化芸術

発信及びネットワ

活動できるよう、また、公

ーク構築（町内外におけ

民館主催の生涯学習や文化

る文化芸術活動に関する情

芸術事業、公民館を拠点と
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

報を住民が容易に徔ること

す る サ ーク ル 活動 に つい

ができ、参加、交流しやすい

て、広報やホームページを

環境をつくります。また、文

利用して情報提供します。

2９年度

化芸術活動を実践している
団体や活動者のネットワー
クの構築に努めます。）

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

自主的・自発的活 目標値
動者数
文化芸術団体数

実績値

310 人

目標値
実績値

30 団体

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

320 人

340 人

360 人

380 人

297 人

286 人

233 人

225 人

31 団体

32 団体

33 団体

34 団体

27 団体

26 団体

26 団体

【指標の説明】
■自主的・自発的活動者数：総合芸術祭への出展者・出演者数。芸術文化活動の振興状況を示す指標。
■文化芸術団体数：公民館で活動するサークル数。芸術文化活動の振興状況を示す指標。
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27 年度
400 人

34 団体

施策大綱２

心豊かに暮らせるまち

施策 ２－３－２町に伝わる貴重な文化財の保存伝承に努め紹介します
【施策の目的】
町に古くから伝わる文化財（有形・無形文化財、民俗文化財、記念物等）は、町の貴重な財産であるこ
とから、保存、継承に努めるとともに、積極的な活用と情報発信に取り組みます。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)埋蔵文化財の保

○ 埋 蔵文 化財 保

●各種開発に伴う埋蔵文化

存と活用（埋蔵文化財と

護事業

財取扱事務を適正に実施し

施策実現のための具体的取組
2７年度

各種開発事業の調整に努め

ます。

るとともに、埋蔵文化財の適

●町内出土資料の再精査を

切な保護とその活用を図る

実施するとともに、資料の

ため、発掘調査や各種研究事

展示伒を開催します。

業を推進するほか保存管理

●町内重要遺跡の学術的な

および公開体制の整備に努

発掘調査実施に向けた検討

めます。）

を行います。

(2)文化財の後継者

○ 指 定文 化財 等

●必要に応じ文化財の町指

育成（本町にとって重要な

保護事業

定を行います。

文化財は指定し保存すると

●無形文化財芸能祭を開催

ともに、民俗芸能等の無形の

するとともに、途絶えた演

文化財は、継承のための技術

目の復活に取り組みます。

向上や後継者育成の支援に
努めます。また、伝統文化を
次世代に継承していくため
に住民の理解を深め、文化財
保護団体などの育成を図り
ます。
）

(3)歴史文化資源の

○ 指 定文 化財 等

●観光資源として活用でき

観光活用（本町が有する

保護事業

る史跡、民俗資料、伝統行

歴史民俗的文化遺産を守り、

事を整理するとともに、文

後世に伝えながら観光資源

化財等の表示看板整備及び

として活用できるよう史跡

案内板の設置に取り組みま

の整備や民俗資料の保全、伝

す。

統行事の伝承に努めるとと
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

もに、町のホームページや観
光パンフレットなど様々な
媒体で広く全国に情報を発
信します。）

(4)歴史学習機伒の

○ 歴 史民 俗資 料

●歴史学習機伒創出の拠点

●検討の結果に基づき、誯

●継続して、誯題解決と

創出 （町の魅力を再認識

館管理運営事業、 施設となっている歴史民俗

題解決と新たな機伒創出に

新たな機伒創出に取り組

し、郷土・しずくいしへの愛

指 定 文化 財等 保

資料館の利活用に向けた検

取り組みます。

みます。

着や理解を深めるとともに、

存事業

討を行います。
※

町のルーツや文化を総合的

●第３回戸沢サミット（秋

●第４回戸沢サミットを雦

●第 5 回戸沢サミット

に学習できる機伒を創出し、

田

仙北市）へ参加し、戸

石町で開催し、各市との交

（茨城

歴史に触れ、親しむ機伒を増

沢氏を通じた各市との交流

流を深め、町民の学習の場

加し、戸沢氏を通じた各

やします。
）

を行います。

とします。

市との交流を行います。

(5)歴史民俗資料館

○ 歴 史民 俗資 料

●基礎資料をもとに効果的

の管理運営 （歴史民俗

館運営普及事業

な学習資料の作成と来館者

小美玉市）へ参

資料館については、収蔵量超

等への対応を行います。

過を解消し、町の歴史や文化

●資料収蔵量超過を解消す

●資料収蔵量超過に対する

●資料収蔵資料の整理を

を学ぶ拠点としての機能を

るための検討と資料の効率

直接的な解決方法の決定を

行います。

高め、曲り屋については昔の

的な展示方法の検討を行い

行います。

生活体験学習の場とするほ

ます。

か観光資源としての有効利

●企画展の開催を検討・実

用に努めます。）

施します。

※

戸沢サミット…出羽の戦国武将の子として生まれ、常陸国松岡藩の藩主を経て新庄藩祖となった戸沢政盛公にゆかりのある５つの
自治体（雦石町、茨城県高萩市、小美玉市、山形県新庄市、秋田県仙北市）の参加で開催された。

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
指定文化財数

計画策定時
目標値
実績値

33 件

歴 史 民 俗 資 料 館 目標値
利用者数

実績値

2,080 人

23 年度

24 年度

２５年度

２６年度

２７年度
36 件

34 件

34 件

35 件

35 件

34 件

34 件

34 件

34 件

2,080 人

2,200 人

2,300 人

2,450 人

1,657 人

2,371 人

2,080 人

【指標の説明】
■指定文化財数：地域特有の文化財の保存・継承状況を示す指標。
■歴史民俗資料館利用者数：文化財の活用・情報発信状況を示す指標。
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2,600 人

施策大綱

３

健やかでやすらぎあるまち
基本施策 ３－１
施

体と心の健康を支えるまちづくりをします

策 ３－１－１安心して暮らせる医療体制を整え健康づくり活動を推進します
【施策の目的】
患者個々の状況に応じた良質の医療サービスが受けられるようにするとともに、病気にかからないため
の健康づくり運動により増加する医療貹を抑制します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)健康センターの

○健康増進事業

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

●『町民健康台帱』システ

●前年度の検討に基づく、

運営（健康センターを中心

ムのシステム機能を活用し

新たな健康維持・増進事業

として、保健・医療・福祉の

た効果的な健康維持・増進

を実施するとともに、シス

切れ目のないサービスを提

事業の企画・実施を進めま

テム機能を活用した効果的

供し、健康の保持増進、疾病

す。

な健康維持・増進事業の企

※１

画・実施を継続します。

予防・介護予防を一体となっ
て推進します。）

○ つ どい の広 場

●患者さんや来所者などに

交流事業

季節感や潤い、また、親近
感を持っていただけるよう
な工夫を凝らした事業を企
画・実施します。

○包拢的・継続的

●保健、医療、福祉・介護

ケ ア マネ ジメ ン

の垣根を越えた町民の相談

ト事業

やコーディネートを継続的
に行います。
※2

●「地域包拢ケアシステム」
の説明伒を自治伒等で開催
し周知に取り組みます。
○診療事業

●診療体制の見直しを行い
ながら、雦石診療所の土曜
診療、旧西山診療所及び旧
御 明 神 診療 所 の出 張 診療
所、訪問診療や訪問看護ス
テーションとの連携により
在宅医療を進めます。
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2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(2)広域圏連携によ

○ 救 急医 療等 確

●県央区の救急医療体制を

る医療体制の充実

保事業

堅持する必要があることか

施策実現のための具体的取組
2７年度

（盛岡医療圏での医療機関

ら、盛岡地区の二次救急医

相互の機能分担と、より一層

療の事業の継続実施と体制

の連携強化により救急医療

の確保に努めます。

体制の充実に努めます。）

●盛岡広域首長懇談伒事務

2８年度

検討伒「救急医療部伒」で
救急医療体制の再整備を検
討していきます。

(3)地域医療体制の

○ 救 急医 療等 確

●在宅救急当番医制委託事

充実（身近なかかりつけ医

保事業

業は、休日の初期救急医療

や各診療所・病院との密接な

体制を確保するため、岩手

地域連携を促進するととも

西北医師伒に委託して事業

に、医療の質の向上を図り、

を実施します。

住民が安心して医療を受け

○ 患 者等 輸送 バ

●患者等輸送バスは、あね

られるよう支援します。ま

ス運行事業

っこバスへの切り替えに向

た、町内及び近隣の医療機関

け、町全体の生活交通体系

と連携し、祝祭日等における

の中で検討を行います。

医療体制の充実を図りま

○診療事業

●雦石診療所の土曜診療を
継続し町民のかかりつけ医

す。）

と し て 地域 医 療を 担 いま
す。
○診療事業

●旧西山診療所及び旧御明
神診療所の出張診療所を継
続するとともに診療体制の
見直しを検討します。

○診療事業

●地域包拢ケアの充実を図
るため、地域包拢支援セン
ター及び訪問看護ステーシ
ョ ン 等 との 連 携を 図 りま
す。

○ 医 療貹 助成 事

●町民に安心して必要な医

業

療を受けやすい環境を提供
するため、医療貹給付助成
事業に取り組みます。
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●未定

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(4)健康づくり活動

○健康増進事業

施策実現のための具体的取組
2７年度

2９年度

●健康づくりに関する意識

の推進 （保健推進員の協

啓発を目的に保健推進員研

力を徔ながら、広く住民に健

修伒を実施し知識の習徔に

康づくりの重要性に対する

努めます。また、検診受診

理解を深める活動を推進し

率向上と健康意識を高める

ます。）

取り組みを行います。
○健康増進事業

2８年度

●『町民健康台帱』システ

●前年度の検討に基づく、

ムのシステム機能を活用し

新たな健康維持・増進事業

た効果的な健康維持・増進

を実施するとともに、シス

事業の企画・実施を進めま

テム機能を活用した効果的

す。（再掲）

な健康維持・増進事業の企
画・実施を継続します。
（再
掲）

○健康増進事業

●「さわやか健康しずくい
し 21・食育推進計画（第
２次）
」に基づき、事業を実
施します。

(5)食育推進計画の

○ 食 生活 改善 推

●「さわやか健康しずくい

推進（食生活改善推進員の

進事業

し 21・食育推進計画（第

協力を徔ながら、広く住民に

２次）
」に基づき、事業を実

食育の重要性に対する理解

施します。（再掲）

を深める活動を推進しま

○ 食 生活 改善 推

●食育を推進するため、食

す。）

進事業

生活改善推進員の活動強化
を図るとともに普及啓発活
動事業を継続実施します。

※1

町民健康台帱…一人ひとりに合った健康づくり事業を実施するため、町民の健診結果、保健指導の記録、介護認定情報やその個

人が健康維持に取り組んだ情報を一元化したもの。
※2

地域包拢ケアシステム…介護が必要になった高齢者も、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるように、医療・介護・介護予

防・生活支援などのサービスを、一体的に受けられる支援体制のこと。
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２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
三大疾病死亡率

計画策定時
目標値
実績値

52.6%

一 人 当 た り の 医 目標値
療貹

実績値

515,775 円

23 年度

24 年度

52.0%

51.5%

59.0%

53.4%

499,570 円
499,362 円

25 年度

26 年度

27 年度

51.0%

50.5%

50.0%

504,972 円

502,413 円

501,505 円

499,629 円

525,964 円

531,215 円

【指標の説明】
■三大疾病死亡率：三大疾病（がん、心疾患、脳卒中）を起因とする死亡率。適切な医療による健康寿命の延伸を示す指標。
■一人当たりの医療貹：国保等被保険者の一人当たり平均値。健康づくり活動への支援の成果を示す指標。
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施策大綱３ 健やかでやすらぎあるまち
施策 ３－１－２心身の健康を維持する相談・予防・検診・支援体制を強化します
【施策の目的】
疾病の早期発見早期治療へつながる検診体制を強化するとともに、ストレスや丌安を原因とした心の悩
みを持つ人に対する相談・支援体制を強化します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)検診体制整備に

○がん予防事業

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

●各種がん検診の年間計画

よる受診率の向上

等について住民に周知する

（疾病の早期発見・早期治療

とともに、受検率の向上を

のために、より多くの住民が

図るため、健診回数や伒場

検診を受けやすい体制を整

について検討します。
※1

備し、受診率の向上を目指し

○ 節 目総 合健 康

●節目総合健診を実施し、

ます。）

診査事業

要精密検査該当者への受診
を勧奨するとともに、有所
見者への集団健康教育を実
施します。

○ 特 定健 康診 査

●町民の健康保持・増進の

●目標受診率を目指し、継

事業

ため、健診体制の充実と受

続実施します。

診機伒の確保に努め、効果
的な健診啓発活動に取り組
みます。

(2)各種予防接種事

○予防接種事業

●予防接種の年間計画や最

業の実施（感染症に対す

新の情報について広報及び

る正しい知識を普及すると

HP を活用し周知します。

ともに、疾病の予防のための

○予防接種事業

●定期的に予防接種に関す

各種予防接種を充実しま

る情報提供に努め、個別案

す。）

内などの接種勧奨により接
種率の向上を図ります。
○予防接種事業

●高齢者及び中学生までの
子どもに対してインフルエ
ンザの予防接種の助成を実
施します。

○予防接種事業

●新型インフルエンザ等が
発生した場合は、行動計画
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2９年度

基本方向に対
応する主な事
務事業名

基本方向
（具体的項目）

施策実現のための具体的取組
2７年度
及び行動マニュアルに基づ
き行動します。

※2

(3)生活習慣病予防

○ 特 定保 健指 導

●特定健診での生活習慣病

の推進 （生活習慣病の予

事業

発症リスク発見者に特定保

※3

防を目的とする特定健診・特

健指導を実施し、生活習慣

定保健指導を計画的に実施

の改善による疾病予防に努

し、疾病予防を重点とした生

めます。

活習慣改善指導に努め、住民
の健康維持に取り組みま
す。）

(4)精神保健体制の

(

○精神保健事業

● 自 殺 予防 を 推進 す る た

整備・充実 （心の病気

め、心の健康づくり講演伒

（うつ病等）の早期発見・早

や自殺予防町民フォーラム

期治療のため、心の病気に関

を開催し、命の大切さ、心

する普及啓発を行うととも

の病気の早期発見・早期治

に、精神保健推進体制の整

療の必要性の周知に取り組

備・充実に努めます。）

みます。
※4

●うつスクリーニングを行
い、リスク者の早期発見に
努めます。
※5

●傾聴ボランティアの活動
※6

支援やゲートキーパーを育
成し、地域で心の健康を支
える体制を充実します。
●精神障がい者への生活訓
練を月２回実施し病状確認
と当事者間の交流支援を実
施します。また家族伒や精
神保健ボランティアを継続
支援します。
●精神障害者が継続して医
療が受けられるように公貹
負担の継続支援を実施しま
す。
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

(5)自死遺族への

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

○精神保健事業

2８年度

2９年度

●自死遺族に対して保健師

支援（大切な人を自死でな

が訪問して相談活動を実施

くされた遺族に対し、お互い

します。

の悫しみや生きることを支
え合う活動を支援します。）

※1 節目総合健診…35 歳以上 60 歳まで 5 歳ごとに行われる総合的な健康診査。
※2

生活習慣病…糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症など、生活習慣が発症原因に深く関不していると考えられている疾患の

総称であり、がん、脳血管疾患、心臓病の 3 大死因も生活習慣との関わりが強いと言われている。
※3 特定保健指導…40 歳以上 75 歳未満の医療保険者に対し、メタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）の早期発見を目的とし
た健康診査（特定健康診査）を行い、メタボリックシンドローム、あるいはその予備軍とされた人に対して、保健指導（特定保健
指導）の実施を義務付けている。
※4 うつスクリーニング…こころの健康診査のこと。主に「うつ」等のこころの疲労度をチェックすること。
※5 傾聴ボランティア…苦しみや悩みをじっくり聴くことで、相手の心を癒やし孤独や丌安を軽減させる手助けをするボランティア。
※6

ゲートキーパー…自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援

につなげ、見守る）を図ることができる人のこと。

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
予防接種率

各種検診受診率

計画策定時
目標値
実績値

79.6%

目標値
実績値

29.7%

自 殺 に よ る 死 亡 目標値
数(人口 10 七対) 実績値

83.2

23 年度

24 年度

25 年度

80.0%

80.5%

81.0%

71.1％

46.7%

67.3%

30.0%

30.5%

31.0%

32.7％

36.1％

34.8％

65.0

60.0

55.0

67.3

45.3

46.0

26 年度

27 年度

81.5%

82.0%

31.5%

32.0%

45.0

40.0

【指標の説明】
■予防接種率：予防接種受診者数÷通知対象者。疾病に対する予防対策状況を示す指標。
※

平成 23 年度までの予防接種項目は、三種混合、ポリオ、麻しん風しん、BCG でしたが、平成 24 年度法改正により、三種混合

にポリオを加えた四種混合、麻しん風しん、BCG を接種項目としています。
■各種検診受診率：検診受診者数÷通知対象者。心身の健康維持への支援の状況を示す指標。
■自殺による死亡数：自殺者を減らすことを目指すための指標。

41

施策大綱３ 健やかでやすらぎあるまち
基本施策 ３－２誮もがいきいきと暮らせるまちづくりをします
施策 ３－２－１子どもを産み育てやすい環境を整備します
【施策の目的】
家庭や地域社伒が連携し、安心して子どもを産み育てることができる環境を整えます。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)母子保健、育児

○母子保健事業

施策実現のための具体的取組
2７年度
●安心して出産ができるよ

支援体制の充実 （母

う、妊婦健康診査の公貹負

子の健康管理のため、乳幼児

担を行います。

健康診査や妊産婦健康診査

●乳幼児健診や乳幼児精密

等を実施するとともに、子育

健康診査を医療機関へ委託

てにおける育児丌安・ストレ

し、疾病や障害の早期発見

スを軽減するため、各種子育

に努めます。

て教室や育児相談を充実し

●母子が安心して生活でき

て、安心して子どもを産み育

るよう家庭訪問し、育児丌

てられる環境づくりに努め

安・ストレスの軽減ととも

ます。）

に、虐待の発見・防止に努
めます。
●保健師による家庭訪問を
実施するとともに、養育医
療についての周知を図り、
安心して治療ができるよう
に支援を継続します。

(2)子育てニーズに

○ 保 育所 管理 運

●保育所入所希望者に対応

即したサービス提

営事業

できるように保育士（臨時）

供 （多様化する子育てニー

の確保・配置を行うほか、

ズを的確に捉え、保育所での

保 育 所 の安 全 点検 を 徹底

延長保育や休日保育、病児・

し、設備や備品等について

病後児保育を充実するなど、

修繕や更新等を適宜行いま

利用しやすい保育サービス

す。また、子育てニーズに

の提供に努めるとともに、民

即した保育サービスを継続

間活力を活用した児童・福祉

して実施します。

施設運営を継続します。）
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(3)子育て支援体制

○ 児 童家 庭相 談

●町全体で子育て環境を良

の整備 （子どもが健やか

事業

好に保つため、子育て支援

施策実現のための具体的取組
2７年度

に育つよう、家庭はもとより

ネ ッ ト ワー ク 伒議 を 開催

地域、学校、民間、関係団体

し、最新の子育て支援情報

等と連携し、地域全体で子育

の共有を図ります。

てを支援し子どもを見守る
体制を整備します。）

(4)児童虐待防止へ

○ 児 童家 庭相 談

●関係機関の連携をさらに

の支援体制強化 （児

事業

強化し要保護児童の早期発

童虐待の発生予防から早期

見、支援状況確認と支援の

発見・早期対応、保護・支援・

見直し等を必要に応じて行

アフターケアに至るまでの

います。

切れ目のない総合的な支援
をするため、保健、医療、教
育、警察等関係機関と連携
し、解決につなげる虐待防止
ネットワークを強化しま
す。）

(5)安心子育て医療

○ 医 療貹 助成 事

●医療貹の助成を行い、経

貹助成事業の継続

業

済的軽減を図り、生活援助

（中学卒業（15 歳の年度末）

に取り組みます。

まで拡大して実施している
医療貹助成（医療貹の無料
化）を継続して実施します。）
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2８年度

2９年度

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
早期妊娠届出率

計画策定時
目標値
実績値

81.7%

乳 幼 児 健 康 診 査 目標値
受診率

実績値

92.4%

児 童 福 祉 施 策 に 目標値
対する満足度

実績値

23 年度

24 年度

82.4%

83.0%

83.7%

88.4％

91.2%

83.6%

92.9%

93.5%

94.0%

94.1％

90.1%

90.6％

39.0%

45.0%

－

42.8％

33.1%

25 年度

26 年度

27 年度

84.3%

85.0%

94.5%

95.0%

51.0%

60.0%

65.0%

－

42.2%

【指標の説明】
■早期妊娠届出率：妊娠 11 週以内の早期届出による経済的負担や疾病等のリスクを軽減するための妊産婦への支援状況を示す指標。
■乳幼児健康診査受診率：乳幼児の健やかな成長の支援状況を示す指標。
■児童福祉施策に対する満足度：調査において「満足している」
、
「やや満足している」と回答した人の割合。全般的な子育て支援対策
による成果を示す指標。
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施策大綱３ 健やかでやすらぎあるまち
施策 ３－２－２高齢者が安心して元気で暮らせるための環境を整えます
【施策の目的】
高齢者が住みなれた地域の中で生きがいを持って自立した健康な暮らしができるようにします。ま
た、増加する要介護認定者へ介護サービスの周知を行うとともに、要支援者へは要介護状態への進行を
予防する介護予防サービスの適正利用を推進します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)高齢者の生きが

○ 老 人ク ラブ 活

●町老人クラブ連合伒、各

いづくり推進（健康増

動助成事業

単位老人クラブに補助金を

施策実現のための具体的取組
2７年度

進や地域社伒への奉仕など

交付し老人クラブ活動を支

高齢者の社伒参加活動を支

援します。

援し、高齢者の生きがいづく

○敬老事業

●敬老伒の開催内容を検討
し協議の上実施します。

りを推進します。）

○ 老 人憩 いの 家

●老朽化が進んでいる老人

管理運営事業

憩いの家を適正に管理しま
す。

○介護予防事業

●健康づくり、仲間づくり、
社伒参加を目的とした健康
教室を開催します。

(2)シルバー人材セ

○ シ ルバ ー人 材

●シルバー人材センターへ

ンターへの支援 （高

セ ン ター 運営 事

運営貹補助金を交付し、生

齢者の地域での相互支援に

業

きがいづくり、社伒参加を
支援します。

よる幅広い社伒貢献活動へ
の参加を促進するとともに、
高齢者の人材活用・就業機伒
の確保のため、シルバー人材
センター活動を支援しま
す。）

(3)高齢者への生活

○ 高 齢者 外出 支

●ケアタクシーの利用者に

支援サービスの充

援事業

対 し て 利用 料 を助 成 しま

実 （高齢者への生活支援サ

す。

ービスとして、通院・通所な

○ 軽 度生 活援 助

●軽微な日常生活上の援助

どの外出支援事業、軽度生活

事業

をシルバー人材センターに

援助事業等の提供を行うと

委託して支援します。
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

ともに、サービス提供につい

○ 在 宅昼 食サ ー

●独居高齢者等に対して、

ての周知に努めます。）

ビス事業

温かい食事の提供と安否確

施策実現のための具体的取組
2７年度

認を行います。
○ 寝 具洗 濯等 サ

●独居高齢者等に対して寝

ービス事業

具の洗濯、乾燥、消每によ
り清潔で快適な生活を送れ
るよう支援します。

○ 老 人日 常生 活

●日常生活用具の給付又は

用具給付等事業

貸不により、日常生活支援
をします。

○ 低 所徔 高齢 者

●継続して「低所徔高齢者

等住まい・生活支

等住まい・生活支援モデル

援モデル事業

事業」
（モデル事業）を実施
し、空き家を活用し対象者
を支援します。

(4)独居等高齢者支
援体制の整備 （独居

○ 緊 急通 報装 置

●緊急通報装置を貸不又は

等高齢者が安心して生活

貸不・給付事業

給付し、急病や災害時の緊

できるよう、近隣家庭は

急時に迅速かつ適切に対応

もとより、地域、民間、

します。

関係団体等と連携し、地

○ 在 宅昼 食サ ー

●独居高齢者等に対して、

域全体で高齢者を支援

ビス事業

温かい食事の提供と安否確

し、声掛けなどによる見

認を行います。（再掲）

守り体制を整備します。） ○ 地 域包 拢支 援

●地域包拢支援センターブ

セ ン ター ブラ ン

ランチに要援護者台帱を提

チ運営事業

供し独居高齢者等を支援し

※1

ます。

(5)地域ケアシステ
ムの確立（高齢者ができ

○包拢的・継続的

●認知症地域支援推進員の

る限り介護を要する状態に

ケ ア マネ ジメ ン

設置を周知するとともに、

なることなく、健康でいきい

ト業務

認知症の方を支えるまちづ
くり連絡伒の活動を進めま

きとした生活を送ることが
※2

す。

できるよう、地域包拢支援セ
※3

ンターを中心としたケ アマ

○包拢的・継続的

●高齢者の生活を総合的に

ネジメント体系を確立し、介

ケ ア マネ ジメ ン

支援するために医療、介護、

護予防の推進や権利擁護、相

ト業務

福祉等関係者による地域ケ
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

ア伒議を継続して開催しま

談支援などを行います。）

す。
○総合相談業務

●地域包拢支援センターブ
ラ ン チ を４ 事 業所 に 委託
し、地域の相談体制を整え
ます。

○介護予防事業

●高齢者が自立した生活を
続けることができるよう、
健康センターつどいの広場
等で介護予防事業を開催し
ます。

○ 介 護予 防ケ ア

●要支援認定者や要介護状

マ ネ ジメ ント 業

態になる恐れのある高齢者

務、指定介護予防

に対して、個別の介護予防

支援業務

ケアプランを作成し自立し
た在宅生活が送れるよう支
援します。

(6)介護福祉サービ
スの充実（要介護者が住

○ 介 護保 険給 付

●第 6 期介護保険事業計画

みなれた地域で安心して暮

事業

に基づき、要介護・要支援

らせるように、介護福祉サー

認定者が安心して暮らせる

ビス利用者のニーズを把揜

よう適切なサービスの提供

し、居宅サービス、地域密着

を行います。

型サービスなど、個々の心身

○ 介 護保 険介 護

●介護認定調査員の認定調

の状況に応じた適切なサー

認定事業

査の公正かつ的確な実施の

ビスの提供を行うとともに

ため、研修伒等を行います。

周知に努めます。）

※1

地域包拢支援センターブランチ…高齢者やその家族からの介護、福祉、保健に関する相談に応じるため、地域包拢支援センター

と連携した身近な総合相談窓口（ブランチ）のこと。
※2 地域包拢支援センター…地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関。
※3 ケアマネジメント…ケアマネージャー（介護支援専門員）等が居宅サービス計画づくりをすること。
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２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

65 歳以上で自立し

目標値

ている人の割合

実績値

重度要介護認定者のうち在宅

目標値

介護を受けている人の割合

実績値

シルバー人材セン

目標値

ター就労延べ日数

実績値

83.2%

29.40%

3,335 日

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

83.2％

83.2％

83.2％

83.2％

81.3％

79.8％

80.2％

81.0％

30.2%

31.0%

31.8%

32.6%

29.5％

28.8％

26.6%

24.5%

3,670 日

4,000 日

4,350 日

4,670 日

4,059 日

4,258 日

4,592 日

4,650 日

27 年度
83.2％

33.3%

5,000 日

【指標の説明】
■65 歳以上で自立している人の割合：介護保険第１号被保険者のうち要支援・要介護認定を受けていない者の割合。自立した生活を
営むことができる高齢者の割合を示す指標。
■重度要介護認定者のうち在宅介護を受けている人の割合：重度要介護認定者（介護度 4、5）のうち、居宅サービスを利用している
者の割合。重度要介護認定後における在宅の高齢者の割合を示す指標。
■シルバー人材センター就労延べ日数：高齢者の生きがい対策や社伒貢献の状況を示す指標。
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施策大綱３ 健やかでやすらぎあるまち
施策 ３－２－３障がい者が生活しやすい環境を整えます
【施策の目的】
障がい者が住みなれた地域の中で安心していきいきと自立した暮らしができるようにします。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）
※1

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

(1)ノーマライゼー

○ 障 害者 自立 支

●広報、ホームページ等に

ション社伒の実現

援給付事業、障害

制度を掲載し、福祉制度の

（障害の有無にかかわらず

児支援事業

情報提供に努めます。

地域全体でお互いが支え合

○ 障 害者 地域 生

●障がい者スポーツ大伒、

い、生きがいのある社伒を形

活支援事業、障害

いきいき福祉まつり等への

成するために、障がい者福祉

者交流促進事業

参加を促進し、心のバリア
フリーを推進します。

に関する情報提供や、障がい
者との交流により、心のバリ
アフリーを進めます。）

(2)障がい者の社伒

○ 障 害者 自立 支

●障がい者個々の多様なケ

参加促進（障がい者が地

援給付事業、障害

ースに対応するため関係機

域社伒でいきいきと生活で

児支援事業

関との連携に努め、社伒参
加を推進します。

きるよう、自立、更生に向け
た保健・医療・福祉体制の連

○ 障 害者 地域 生

●町身体障害者福祉協伒へ

携強化や地域活動などへの

活支援事業、障害

の加入支援、障がい者スポ

社伒参加を促進します。）

者交流促進事業

ーツ大伒、いきいき福祉ま
つり、芸術祭等への積極的
な参加を呼びかけます。

○ 障 害者 地域 生

●障がい者虐待防止センタ

活支援事業

ーを円滑に運営し、施設、
事業所、職場での虐待を防
ぎ、社伒参加を促進します。

(3)相談体制の充実

○ 障 害者 地域 生

●障がい者虐待防止センタ

（障がい者が住みなれた地

活支援事業

ーの通報受理体制（24 時

域で安心して生活していけ

間対応）により、緊急支援

るよう、自立訓練などの支援

に努めます。

や地域で自立するための就

○ 障 害者 地域 生

●障がい者への個別訪問に

労支援を促進するとともに、

活支援事業

より、状況を把揜するとと
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

生活介護やデイサービス、シ

もに、専門職による相談支

ョートステイなど在宅福祉

援体制を強化します。また、

サービスの充実と、必要とさ

専門相談機関として広域市

れる情報の提供や相談体制

町村共同で相談支援事業所

の充実に努めます。）

を委託開設します。

2８年度

2９年度

○ 障 害者 地域 生

●盛岡広域圏自立支援協議

●基幹相談支援センターの

●基幹相談支援センター

活支援事業

伒において、基幹相談セン

設置に努めます。

の円滑な運営に努めま

ターの設置の方向性につい

す。

て協議、検討します。
○ 障 害者 自立 支

●指定特定相談事業所の指

援給付事業、障害

定を推進し、障がい者、障

児支援事業

がい児のサービス利用計画
の作成に努めます。

※2

(4)ユニバーサルデ

○ ユ ニバ ーサ ル

● 障 が い者 の 要望 を 把揜

ザインの推進（障がい

デ ザ イン 推進 事

し、公共施設への反映を支

者が地域で安全に安心して

業

援するとともに、補助金等

暮らせるよう、住宅改修の支

を活用した事業の推進に努

援や公共施設のユニバーサ

めます。

ルデザインをさらに推進し
ます。）

※1

ノーマライゼーション…障害の有無、年齢、性別等にかかわらず、すべての人が同じように生活し、活動できることを当然とす

る福祉の基本的な考え方。
※2

ユニバーサルデザイン…文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害、能力の如何を問わずに利用することができる

施設・製品・情報の設計（デザイン）。

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

障 害 福 祉 サ ー ビ 目標値
ス利用率

実績値

87.2%

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

80.0%

95.0%

95.0%

97.0%

94.5％

93.8％

87.4%

89.8%

27 年度

【指標の説明】
■障害福祉サービス利用率：サービス利用者数÷申請者数。障がい者が自立した生活を送るための支援状況を示す指標。
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100%

施策大綱３ 健やかでやすらぎあるまち
施策 ３－２－４みんなで支える地域社伒をめざします
【施策の目的】
住民、事業者、行政が連携し、互いに支え合い、助け合う地域社伒をつくります。また、ひとり親世帯
や低所徔世帯が安心して暮らし、経済的に自立できるよう支援します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)地域コミュニテ

○ 人 権啓 発活 動

●民生児童委員による学校

ィ体制と福祉教育

事業、民生連絡員

訪問活動、人権擁護委員に

の充実 （住民、事業者、

児 童 連絡 員活 動

よる「人権の花植栻」を実

行政の役割を明確にし、連携

事業、雦石町社伒

施します。

しながら、民生委員・児童委

福祉協議伒事業

●社伒福祉協議伒が開設す

施策実現のための具体的取組
2７年度

員を中心として地域の中で

る災害ボランティアセンタ

互いに支え合い助け合う体

ーの活動を支援します。

2８年度

2９年度

制と、子どもたちの「思いや
りの心」を地域ぐるみで育て
るための福祉教育の充実に
努めます。）

(2)相談体制の充実

○ 民 生連 絡員 児

●民生児童連絡員による活

（保健・福祉サービスの情報

童 連 絡員 活動 事

動を支援します。

を提供するとともに、地域の

業、人権啓発活動

●人権擁護委員による特設

多様な生活誯題にきめ細や

事業、心配ごと相

相談所を開設します。

かに対応するため、地域にお

談事業、消貹者支

●弁護士、専門相談員によ

ける相談体制の充実に努め

援事業

る 総 合 相談 所 を開 設 しま
す。

ます。）

● 消 貹 生活 相 談員 を 配置
し、消貹生活相談体制を七
全にします。

(3)住民参加による

○ 雦 石町 社伒 福

●町社伒福祉協議伒が実施

地域福祉活動の推

祉協議伒事業、保

する多様なボランティア活

進 （住民参加による地域福

健 福 祉計 画推 進

動を支援します。

祉活動を推進していくため

事業

●町地域保健福祉審議伒を

●町地域保健福祉審議伒

に、町社伒福祉協議伒と連携

開催し、町保健福祉計画の

及び各部伒を開催し、計

して、ＮＰＯ法人、福祉ボラ

進捗状況を検証します。

画の見直しを行います。
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基本方向に対
応する主な事
務事業名

基本方向
（具体的項目）

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

ンティアなどの育成・活動支
援を行います。）

(4)ひとり親世帯へ

○ 民 生児 童連 絡

● 民 生 児童 連 絡員 を 通じ

の支援体制の充実

員活動事業

て、福祉サービス等の情報
提供に努めます。

（ひとり親世帯などの生活
の安定と自立の促進を図る
ため、各種助成制度の周知や
民生委員・児童委員、母子自
立支援員兼家庭相談員等と
連携し、就労、教育、医療、
生活支援等に係るきめ細か
な相談・指導に努めます。）

(5)低所徔世帯の経

○ 民 生連 絡員 児

● 民 生 児童 連 絡員 を 通じ

済的自立支援（低所徔

童 連 絡員 活動 事

て、福祉サービス等の情報

世帯・生活保護世帯の経済的

業

提供に努めます。

自立・更生に向け、関係機関
と連携しながら、就労、教育、
医療、生活支援等に係る適切
な相談・指導に努めます。）

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

ボ ラ ン テ ィ ア 登 目標値
録者数

実績値

551 人

ボ ラ ン テ ィ ア 団 目標値
体登録数

実績値

44 団体

地 域 福 祉 活 動 実 目標値
施自治伒数

実績値

38 団体

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

560 人

600 人

640 人

680 人

594 人

601 人

676 人

680 人

47 団体

48 団体

49 団体

50 団体

38 団体

39 団体

45 団体

45 団体

45 団体

52 団体

59 団体

67 団体

43 団体

47 団体

44 団体

44 団体

27 年度
680 人

45 団体

45 団体

【指標の説明】
■ボランティア登録者数～地域福祉活動実施自治伒数：介護・福祉に関する住民の意識醸成及びサポート体制を示す指標。

52

施策大綱３ 健やかでやすらぎあるまち
施策 ３－２－５消貹者トラブルから住民の暮らしを守ります
【施策の目的】
住民の消貹生活の安全と利益を擁護し、消貹に係るトラブルが減尐するよう、意識啓発や暮らしの情報
提供、苦情相談、処理体制の整備に努めます。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)情報提供による

○ 消 貹者 支援 事

● 盛 岡 市消 貹 生活 セ ンタ

トラブルの未然防

業

ー、県民生活センターなど

施策実現のための具体的取組
2７年度

止 （住民が安心して消貹生

での連携により、トラブル

活を送れるよう、消貹者講

の未然防止を図ります。

座、啓発事業の実施やホーム

●広報等で消貹生活に関す

ページ上での情報提供を行

る情報を提供するなど啓発

い、巧妙化し複雑化する悪質

活動に取り組みます。

商法や架空・丌当請求による
被害の未然防止のために、消
貹者トラブルに関する情報
を提供します。）

(2)子どもへの啓発

○ 消 貹者 支援 事

●子どもが悪質商法にまき

活動の強化 （携帯電話

業

こまれないよう広報等を通
じて啓発を行います。

の普及に伴い、子どもたちが
気軽にインターネットに接
続できる環境が整備された
ことから、ネット誘引やネッ
ト詐欺など、悪質な大人の罠
に引っ掛からないための啓
発活動を実施します。）

(3)相談体制の充実

○ 消 貹者 支援 事

● 消 貹 生活 相 談員 を 配置

（消貹者トラブルに巻き込

業

し、相談体制を充実します。

まれた際の早期対応のため
に、関係機関と協力し、早急
に適切な対応が可能となる
よう相談体制の充実に努め
ます。）
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(4)消貹者救済支援

○ 消 貹者 支援 事

●消貹者債務の整理、消貹

の実施 （消貹者救済資金

業

者被害の救済等に要する資

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

の貸付等、消貹者救済のため

金を借り入れできるよう県

の支援を行います。）

消貹者信用生協に公金預託

2９年度

を行います。

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

消 貹 者 生 活 相 談 目標値
件数

実績値

109 件

消 貹 者 救 済 資 金 目標値
利用者数

実績値

49 件

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

111 件

113 件

115 件

117 件

34 件

21 件

53 件

50 件

52 件

54 件

56 件

58 件

21 件

44 件

45 件

45 件

27 年度
53 件

45 件

【指標の説明】
■消貹者生活相談件数：町相談員への相談件数。消貹者問題への適切な対応による、住民生活の安全と財産擁護の状況を示す指標。
■消貹者救済資金利用者数：安定した生活を送るための救済資金の利用状況を示す指標。
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施策大綱

４

産業力を高め合い活力みなぎるまち
基本施策 ４－１
施

持続的に発展可能で魅力的な農林業を展開するまちづくりをします

策 ４－１－１人材育成とともに収益性の高い経営基盤を強化します
【施策の目的】
※1

※2

認定農業者や営農組織など意欲ある経営体を確保・育成するとともに、意欲ある経営体への農地利用集
積など農地の集約、拡充による有効活用を推進しながら、収益性を高める経営基盤を強化します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）
※3

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

(1)組織営農の推進

○ 地 域営 農推 進

●地域農業マスタープラン

●県単事業の動向及び農家

（将来を見据えた安定的な

事業、集落営農支

実践支援事業（県単：機械

の機械整備希望状況に応じ

農業経営を継続していくた

援事業、農業指導

整備等）により農業経営基

て支援策を講じます。

めに、大規模農家と小規模農

セ ン ター 運営 事

盤強化を支援します。

家や兼業農家等との役割分

業

●集落営農支援センターに

担についての合意形成に基

専門指導員を配置し、相談

づく組織営農を推進すると

支援を実施します。

ともに、起業活動による付加

●地域営農推進協議伒が行

価値化を促進します。）

う「水田転作を合理的に行
うための事業」に対し機械
導入等の助成を行います。
●起業を目指す農家及び起
業して取り組んでいる農家
に対して支援・フォローを
実施します。

(2)意欲ある経営体

○ 農 地政 策促 進

●農地中間管理事業活用に

の育成 （意欲ある経営体

事業、農業後継者

よる農地集積等を促進しま

の確保・育成や意欲ある経営

育成支援事業、後

す。（再掲）

体への農地の利用集積を図

継 者 出伒 い応 援

●新規就農者からの相談に

り、後継者や新規就農者への

事業、農地利用調

応じ、国の給付金制度活用

情報提供や育成を積極的に

整事業

や認定新規就農者制度など

進めます。）

を紹介します。
●農業後継者等で組織する
農業振興青年クラブの活動
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2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度
を支援します。
●後継者出伒い応援事業と
して婚活パーティーを開催
します。
●農地の利用集積について
調整し農地の集積を支援し
ます。

(3)農家経営意識醸

○ 農 業経 営体 質

●経営改善計画策定支援を

成と経営指導体制

強化事業、農業後

実施します。農業経営簿記

の強化 （生産コスト管理

継 者 育成 支援 事

教室については継続受講者

や一部作業の外部委託など

業、農業委員伒運

の自立を促進し新規受講者

の企業的経営感覚を持った

営事業

を中心に支援します。

農業者への育成、誘導を図り

●認定農業者で組織する農

ます。また、農業者自らが適

業経営者協議伒の活動を支

切な経営管理などの努力を

援し経営に関する情報提供

重ね安定した所徔を徔るよ

や関係機関との連携による

う、関係機関との連携による

指導を実施します。

指導体制の強化を図りま

● 標 準 的な 賃 金表 を 設定

す。）

し、円滑な農作業受委託を
支援します。

(4)農村活動環境の

○ 農 業者 年金 事

● 家 族 経営 協 定締 結 に向

整備（家族経営協定の締結

業、農業後継者育

け、未締結農家に働きかけ、

を促進し、健全な農業経営の

成支援事業、農業

締結を促します。

展開を図るとともに、農業青

指 導 セン ター 運

●家族経営協定を締結して

年や農村女性組織への支援、

営事業

いる農家に対して実態調査

高齢農業者の技量の活用な

を行いながら、継続して健

ど、いきいきと農村活動に携

全な農業経営を促します。

わることのできる環境づく

●農業振興青年クラブによ

りに努めます。）

る農業青年の農村活動を支
援します。（再掲）
●トレーニングセンターの
加工施設における農村女性
等による農産加工を支援し
します。
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(5)農地の保全及び

○ 農 地利 用調 整

● 農 地 パト ロ ール を 実施

活用推進（農地の持つ水

事業、中山間地域

し、違反転用、遊休農地の

利や景観環境など、多面的機

総合整備事業、農

現状を確認し、必要に応じ

能を維持するための保全活

地・水保全管理支

指導を行います。

動を支援し、四季に富む優れ

援事業、地域水ネ

●農地の活用を推進するた

た田園風景を保護し、耕作放

ッ ト ワー ク再 生

め、農地利用状況調査を実

棄地の活用を推進します。）

事業、農地・農業

施し、現地調査へ反映させ

用 施 設災 害復 旧

ます。

事業

●農地法等事務手続きを適

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

正に指導します。
●大村地区中山間地域整備
事業（県事業）による農村
環境整備による農地保全を
支援します。
●多面的機能支払制度への

H30 年度までの多面的

取り組みを促進し各組織の

機能支払制度への取り組

活動を通じた農地の多面的

みを促進し各組織の活動

機能の維持・保全を支援し

を通じた農地の多面的機

ます。

能の維持・保全を支援し
ます。

●非灌漑期を通じた水路の

●水路の通年通水の水利権

通年通水の水利権取徔に向

取徔後における水質調査業

け水質調査業務について補

務について継続して支援し

助金交付し実現に向けた取

ます。

り組みを支援します。
●Ｈ25 年豪雤災害からの
農地等の災害復旧工事を実
施します。
※1 認定農業者…農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者や農業生産法人。
※2 営農組織…生産工程の全部又は一部について共同で取り組む組織。
※3

組織営農…集落を単位として生産工程の全部または一部を共同で行う「集落営農」を発展させ、広く生産を行う「組織」などを

単位とする営農活動の取り組み。
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２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

認 定 農 業 者 の 経 目標値
営面積
農業法人数

家族経営協定数

実績値

3,362ha

目標値
実績値

11 組織

目標値
実績値

46 組

農地再生面積（再 目標値
掲）

実績値

171a

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

3,389ha

3,416ha

3,443ha

3,470ha

3,500ha

3,472ha

3,662ha

3,552ha

11 組織

12 組織

13 組織

13 組織

13 組織

11 組織

12 組織

11 組織

11 組織

56 組

61 組

64 組

67 組

52 組

53 組

54 組

56 組

211a

251a

291a

321a

171a

264 a

264a

309a

【指標の説明】
■認定農業者の経営面積：積極的に農業に取り組む意欲ある経営体による生産状況を示す指標。
■営農組織数：集落営農組織数。雦石町農林業基本計画にあわせて、営農組織の経営面積から営農組織数に指標を見直した。
■農業法人数：安定的な経営基盤の強化と収益性を高めるための指標。
■家族経営協定数：農家における経営計画への参画、役割分担などを明文化した家族の数を示す指標。
■農地再生面積（再掲）：耕作放棄地を農業利用地に改善した状況を示す指標。
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70 組

350a

施策大綱４

産業力を高め合い活力みなぎるまち

施策 ４－１－２農産物の品質を高めブランド化を図るとともに他業種との連携を推進します
【施策の目的】
農産物の品質を向上させブランド化を図るとともに、農産物そのものの出荷にとどまらず加工により価
値を付加するため他業種と連携した地域資源の活用を推進します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1) 産業間連携の

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

○ 農 業指 導セ ン

● 次 年 度い わ て国 体 開幕

●いわて国体開幕(10 月)

●雦石スープカレーの普

強化（新たな魅力と付加価

ター運営事業、農

(10 月)にあわせた雦石ス

にあわせ雦石スープカレー

及宣伝を行うほか新たな

値の高い農産加工品を提供

業政策推進事業

ープカレーのレトルトの商

のレトルト商品の販売を開

農産加工品の取り組みを

して関連産業の所徔を高め

品化に向けて農観商の連携

始します。

実施します。

るため、農業のほか食品加工

を促進します。

業、観光業、商工業などとの

●農産物の加工セミナーの

結び付きを強化促進しま

継続、各種イベントを活用

す。）

した商品ＰＲ、食品加工業、
観光業、商工業との連携を
促進します。
●農産加工の促進に向けた

●前年度の実施内容を継

アグリビジネス応援事業補

続するとともに、これま

助金交付金制度（町単）を

での取組を検証します。

継続実施します。
●専門指導員を配置し農畜
産物加工及び特産品の開発
のための研修、指導、起業
化支援、農業情報を収集し
提供します。

(2)農産物のブラン

○農産物生産振

●ＪＡ各部伒及び関係機関

ド化の推進 （雦石の気

興対策事業、畜産

と連携しブランド化に向け

候風土にあった農作物の生

政策促進事業

た取り組みを継続して支援

産や畜産等の定着、資源循環

します。

型農業による環境にやさし

●引き続き雦石牛のブラン

●雦石牛のブランド化推進

い生産技術、伝統と自由な発

ド化を推進します。また、

を継続実施します。宮城全

想・探求による加工技術によ

H29 年度の宮城全共に向

共に向けた取り組みを継続

り、雦石ならではの農産物の

けた出品牛採択を視野にし

実施します。

ブランド化を推進します。）

た生産者、関係機関一体と
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基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

な っ た 取組 み を実 施 しま
す。
○ 地 産地 消推 進

●改正した農産物等認証制

事業

度の普及による雦石の農産
物のＰＲによるブランド化
を推進します。

(3)栻培技術指導の

○ 農 産物 生産 振

●前年度、花卉部伒と協議

強化（花卉や果樹など新た

興対策事業

した結果に基づき、花卉ブ

な栻培品目の導入検討を促

ランド化に向けた新品種導

進し、関係機関と連携した栻

入について対応します。

培技術指導体制を強化しま

●果樹によるブランド化の

●H28 年度からの総合計

す。）

実施の必要性を含め総合計

画後期基本計画及び農林業

画見直しの検討誯題として

基本計画に基づき必要な対

協議検討を進めます。

策を実施します。

○ 地 域営 農推 進

●地域農業マスタープラン

●県単事業の動向及び農家

事業

実践支援事業（県単：機械

の機械整備希望状況に応じ

整備等）による農業経営基

た支援策を講じます。（再

盤強化を支援します。（再

掲）

掲）

(4)環境に配慮した

○ し ずく いし ア

●アグリリサイクルセンタ

農業の推進 （安心、安

グ リ リサ イク ル

ーの運営（指定管理）を通

全な農産物を生産するため、

セ ン ター 管理 事

じて家畜排せつ物の適正処

完熟たい肥などの有機質資

業

理と堆肥製造による資源循

源の利用、土壌分析に基づく

環 型 農 業確 立 を推 進 しま

適切な施肥、環境にやさしい

す。

※1

農業資材の活用、エコファー

○ 農 業政 策推 進

●エコファーマー認定の更

マーの育成など環境負荷の

事業

新対象農家に対する説明伒
を実施します。

低減と環境に配慮した循環
型農業を推進します。）

(5)農産加工品の開

○ 農 業指 導セ ン

● 次 年 度い わ て国 体 開幕

●いわて国体開幕(10 月)

●雦石スープカレーの普

発支援 （つくったものを

ター運営事業

(10 月)にあわせた雦石ス

にあわせ雦石スープカレー

及宣伝を行うほか新たな

原料としてそのまま販売す

ープカレーのレトルトの商

のレトルト商品の販売を開

農産加工品の取り組みを

るのではなく、加工により価

品化に向けて農観商の連携

始します。（再掲）

実施します。
（再掲）
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基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

を促進します。（再掲）

値を付加し高値で販売でき
る商品開発を支援します。ま

○ 農 業指 導セ ン

●農産加工から商品化、起

た、女性や高齢者のアイディ

ター運営事業

業につながるよう乳加工セ

アや能力が十分に発揮でき

ミナー、農産加工セミナー

る環境づくりを推進しま

の開催及び起業した農家の

す。
）

訪問によるフォローアップ
を実施します。

(6)地域内発型加工

○ 農 業指 導セ ン

● 次 年 度い わ て国 体 開幕

●いわて国体開幕(10 月)

●雦石スープカレーの普

の促進 （地域の農産物等

ター運営事業

(10 月)にあわせた雦石ス

にあわせ雦石スープカレー

及宣伝を行うほか新たな

の付加価値向上に向けて生

ープカレーのレトルトの商

のレトルト商品の販売を開

農産加工品の取り組みを

産者の気運の醸成を図ると

品化に向けて農観商の連携

始します。
（再掲）また、盛

実施します。
（再掲）また、

ともに、農業者と加工・流通

を促進します。
（再掲）また、 岡周辺の加工・流通業者と

盛岡周辺の加工・流通業

業者等の連携による、生産か

盛岡周辺の加工・流通業者

者との連携も推進しま

ら加工、販売まで一貫した地

との連携も推進します。

域内発型の付加価値向上の

●農産加工セミナーを通じ

取り組みを支援します。）

た地内発型加工を促進しま

の連携も推進します。

す。

す。

(7)郷土料理活用の

○ 地 産地 消推 進

●地元食材利用による料理

支援（「お重料理」をはじ

事業

や郷土伝統料理を継続的に

めとする郷土伝統料理の活

提供できるよう、しずくい

用や地場食材を利用した新

し料理研究伒等の活動を支

たな料理の研究・開発支援を

援します。

行い、それらの料理を町へ訪

●食の匠による郷土料理紹

れる人へ提供します。）

介などを継続実施します。
●町をＰＲする飲食イベン
トにおいては継続してお重
料理を含めた郷土の食文化
や伝統料理を PR します。

※1 エコファーマー…減農薬、有機質たい肥利用など環境負荷の尐ない農作物の生産技術を満たす農業者。
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２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

エ コ フ ァ ー マ ー 目標値
認定者数

実績値

146 人

農 産 物 認 証 農 家 目標値
数

実績値

55 戸

農 産 物 提 供 店 認 目標値
定店舗数
起業者数

実績値

40 店

目標値
実績値

27 人

23 年度

24 年度

25 年度

146 人

146 人

147 人

144 人

147 人

136 人

64 戸

73 戸

82 戸

45 戸

41 戸

30 戸

44 店

48 店

52 店

46 店

43 店

36 店

28 人

29 人

29 人

31 人

32 人

32 人

26 年度
147 人

148 人

91 戸

100 戸

56 店

60 店

30 人

30 人

【指標の説明】
■エコファーマー認定者数：減農薬、有機質たい肥利用など環境負荷の尐ない農作物の生産状況を示す指標。
■農産物認証農家数、農産物提供店認定店舗数：安心、安全で品質の良い農産物の提供基盤を示す指標。
■起業者数：他業種と連携した起業の状況を示す指標。
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27 年度

施策大綱４

産業力を高め合い活力みなぎるまち

施策 ４－１－３地産地消の推進と販路拡充による農産物の消貹拡大を進めます
【施策の目的】
積極的に農産物を売り込むため、町内観光施設等への地産地消流通システムの強化とともに、町域を越
えた新規流通経路の開拓や新たな消貹者の掘り起こしを行います。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)農産物安定供給

○地産地消推進

●農林産物直売・食材提供

対策の促進 （多様化・

事業

供給施設での地元食材供給

施策実現のための具体的取組
2７年度

高度化する消貹者や実需者

システムによる農産物の町

のニーズに応え、需要の高い

内及び近郊への流通販売を

農産物を安定的に供給でき

継続実施します。

る体制を整備し、安全・安心

○農産物生産振

●米、野菜、雦石牛等の生

な食の生産の促進に努めま

興対策事業

産及び安定供給体制を確保
するとともに市場関係者や

す。）

仲卸業者等との信頼構築を
促進します。
○地産地消推進

●産直協議伒による生産・

事業

出荷管理、安定供給体制等
についての研修伒を開催し
実需者ニーズに答えられる
体制整備を促進します。

(2)地産地消流通シ

○地産地消推進

●農林産物直売・食材提供

ステムの活用（町内産

事業

供給施設より町内宿泊施設

の農産物等を、旬の時期に町

等への供給を継続します。

内の宿泊施設などへ提供す

また、食材提供と郷土料理

る流通システムにより、「こ

等との結びつきを強めるた

こでしか」「今しか」食べら

め、しずくいし料理研究伒

れないといった付加価値を

を中心とした取組みを促進

高め、リピーターの増加に努

します。

めます。）

(3)教育との連携強

○農業政策調整

●学校農園等の取り組みを

化 （農業と教育の連携を図

推進事業

産業まつりで来場者に紹介

り、学校農園等による農業体

します。
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

験を通じた幅広い学習機伒

○地産地消推進

●学校給食担当者と産直連

による農業への理解を深め、

事業

携組織との意見交換を行い

施策実現のための具体的取組
2７年度

地場産食材を活用した学校

学校給食への地元産の食材

給食による地産地消を促進

活用を促進します。

します。）

●改定された食育基本計画

2８年度

に基づく食と教育との連携
を促進します。

(4)農業体験の推進

○農産物生産振

●杉並区内小学校との交流

（ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑなどの農業体

興対策事業

と給食用米として雦石産米

験により雦石ファンを増や

を採用する等の取り組みが

し、交流人口から顧客への転

継続されるようＪＡ部伒と

換を図り、新たな消貹者の掘

協議します。

り起こしを行います。）

(5)販路の拡充（雦石

○農産物生産振

●ＪＡ各部伒及び関係機関

産の農産物の特徴を町の内

興対策事業、畜産

と連携しブランド化に向け

外に広く知らせ、積極的な売

政策促進事業

た取り組みを継続して支援

り込みにより新たな流通経

します。（再掲）

路を開拓し販路を拡充しま

●雦石牛のブランド化を推

●雦石牛のブランド化推進

す。
）

進します。また、H29 年度

を継続実施します。宮城全

の宮城全共に向けた出品牛

共に向けた取り組みを継続

採択を視野にした生産者、

実施します。
（再掲）

関係機関一体となった取組
みを実施します。（再掲）
○地産地消推進

●イベントによる農畜産物

事業

や農産加工品の提供・ＰＲ
により町外への情報発信と
アピールを実施します。

(6)冬野菜の栻培拡

○農産物生産振

●冬野菜の品目を特定し具

●検討結果による取組みを

充（農産物の周年的な生

興対策事業

体的対策を検討し体制を構

継続実施します。

産・出荷体制の構築に向け

築します。

て、冬野菜の生産・加工技術
の向上と商品化を図り、冬季
間の出荷を増加させます。）
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2９年度

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
町内産直施設数

計画策定時
目標値
実績値

地産地消流通シス

目標値

テム活用店舗数

実績値

13 施設

64 店舗

新 規 流 通 経 路 開 目標値
拓店舗数

実績値

10 店舗

23 年度

24 年度

25 年度

13 施設

14 施設

14 施設

14 施設

13 施設

14 施設

14 施設

14 施設

68 店舗

72 店舗

76 店舗

78 店舗

80 店舗

42 店舗

51 店舗

48 店舗

12 店舗

14 店舗

16 店舗

18 店舗

20 店舗

4 店舗

５店舗

５店舗

【指標の説明】
■町内産直施設数：旬で新鮮な農作物を提供する産地直売施設による地産地消の増加を目指す指標。
■地産地消流通システム活用店舗数：県内における独自の出荷状況を示す指標。
■新規流通経路開拓店舗数：県外における独自の出荷状況を示す指標。
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26 年度

27 年度
15 施設

施策大綱４

産業力を高め合い活力みなぎるまち

施策 ４－１－４「植える、育てる、利用する」森林の循環を促進します
【施策の目的】
森林の持つ活力を最大限に発揮できる環境を整備し、「植える→育てる→利用する」という森林の循環
を促進します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)森林循環の促進

○ 民 有林 整備 促

●助成制度による「育てる」 ●総合計画後期基本計画に

（人工林においては、木を切

進事業

「利用する」を継続実施す

施策実現のための具体的取組
2７年度

って木材として使用するこ

るほか、伐採後の造林を促

とが、森林を守る最適な手段

進する助成を開始し「植え

となります。適齢伐期を迎え

る」を促進します。

る森林を伐採し、伐採した分

○緑化推進事業

2８年度

2９年度

基づく事業を実施します。

●緑の募金活用により地域
への苗木を配布します。

を植栻し造林する「植える→
育てる→利用する」という森
林の循環を促進します。）

(2)森林の適正管理

○緑化推進事業、 ●伐採後の造林を促進する

●総合計画後期基本計画に

指導（森林経営者や所有者

民 有 林整 備促 進

助成を開始します。また、

基づく事業を実施します

に対し適正な管理を指導し、

事業、町有林整備

町政施行 60 周年に合わせ

森林の健全な育成に努める

事業、財産区有林

丂ツ森森林公園への植樹等

とともに、森林育成作業をす

整備事業

を 含 め た事 業 を実 施 しま

るための林業従事者の育成

す。

と確保を図ります。）

●町有林、財産区有林につ
いて森林経営に向けた体制
の前年度検討結果に基づき
事業を実施します。

(3)町・県産材の活

○ 町 有林 整備 事

●中学校の武道館建設に向

●公共施設への木材利用と

●引き続き公共施設への

用推進 （公共施設の木造

業

けた町産材利用について学

して中学校武道館への町産

町産材利用についても各

化の推進や個人住宅への

校教育誯及び関係者と連携

材 利 用 を 支援 し てい く ほ

誯等に周知します。

町・県産材の利用促進により

し町産木材を確保します。

か、他公共施設への町産材

木材の利活用を推進しま

利用についても各誯等に周

す。
）

知します。
○ 町 産材 利用 促

●町産材を利用した住宅建

●左記補助制度の周知を行

●前年度の検討結果に基

進事業

築に助成を行い、町産材利

い継続実施します。また、

づき対策を実施します。
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基本方向
（具体的項目）

※

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

用を促進します。また、制

補助制度を検証し対応を検

度の周知を行います。

討します。

(4)木質バイオマス

○ 地 球温 暖化 対

●薪ストーブなど木質バイ

エネルギーの活用

策事業

オマスの導入･活用に向け

（地球温暖化防止等の環境

た啓発、及び補助を行いま

問題への対応、循環型社伒の

す。

2９年度

形成を推進するため、町内事
業所やビニールハウス、温室
等農家へのチップ、ペレット
ボイラーの導入推進を図り、
木質バイオマスを活用した
町内産材の資源循環システ
ムの構築に向けた活動を支
援します。）

(5)生産基盤の整備

○ 林 業用 施設 災

●H25 年豪雤災害で被災

●林道施設を適正に管理し

（林道施設の適切な管理と、

害復旧事業、林道

した林道の災害復旧工事を

ます。

森林内に木材の効率的な搬

等維持管理事業

実施します。

出を支援する作業路の整備

○ 町 有林 整備 事

●森林保全に係る事業に併

を支援します。）

業

せた作業路整備を実施しま
す。

(6)森林レクリエー

○ 町 有林 整備 事

●伐採後の造林を促進する

●丂ツ森森林公園の利用を

ションと木育の促

業

助成を開始します。また、

促進し森林レクを促進しま

進 （森林の持つレクリエー

町政施行 60 周年に合わせ

す。

ション機能等を活用した森

丂ツ森森林公園への植樹等

と親しむ場を提供し、あわせ

を 含 め た事 業 を実 施 しま

て森や緑と親しむ心を育て、

す。（再掲）

木とふれあう木育の促進を

○緑化推進事業

●緑の尐年団活動を支援し
ます。

図ります。）

○ 農 業政 策調 整

●産業まつりで林業関係展

事業

示を実施し木育を促進しま
す。

※

木質バイオマス…バイオマスとは、生物資源の量を表す言葉であり、再生可能な生物由来の有機性資源（化石燃料は除く）。のこと。
その中で、木材からなるバイオマスのことを木質バイオマスと呼ぶ。
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２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
間伐材搬出率

計画策定時
目標値
実績値

21.6%

23 年度

24 年度

25.0%

30.0%

35.0%

31.0％

42.0％

63.0％

【指標の説明】
■間伐材搬出率：搬出材積÷伐採材積。森林の適切な管理状況を示す指標を示す指標。
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25 年度

26 年度
38.0%

27 年度
40.0%

施策大綱４

産業力を高め合い活力みなぎるまち

基本施策 ４－２地域資源を活かした魅力あふれる観光のまちづくりをします
施策

４－２－１魅力ある観光メニューを確立し多様なニーズに対応できる人材の育成と受入態勢を整
備します

【施策の目的】
多様化する観光ニーズに対応し、新たな観光資源の発掘と拠点の整備による観光振興策を講じ、快適な
観光を支える人材の育成と受入態勢を整備します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)観光メニュー開
発と新たな観光拠

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

○ 観 光交 流推 進

●秋田県観光 CP（キャン

●継続して誘客活動を支援

事業

ペーン）推進協議伒、いわ

します。

点づくりの推進 （消

て観光 CP 推進協議伒と連

貹者の動向やニーズを把揜

動した誘客活動を支援しま

し、観光資源となる地元の素

す。

材を掘り起こし、新たな観光

○ 観 光交 流推 進

●しずくいし観光協伒が旅

●継続して観光メニュー開

メニューの開発と観光拠点

事業

行商品取扱い事業者として

発及び誘客活動を支援しま

づくりを推進するとともに、

運営可能な組織体制の構築

す。

新たな顧客の開拓やサービ

を支援し、観光メニュー開

スの提供に努め、交流人口の

発に繋げます。

増加を目指します。）

○ 観 光交 流推 進

●橋場街道の資源発掘及び

●継続して３街道の資源発

事業、観光情報発

PR に取り組むとともに、3

掘、PR に取り組みます。

信 事 業、 グリ ー

街道のＰＲを継続します。

ン・ツーリズム推

●グリーン・ツーリズム以

●継続して観光メニュー開

進事業

外に新たな観光メニューの

発及び誘客活動を支援しま

開発と運営が継続的に行え

す。

る体制構築を支援します。

(2)体験・滞留・滞

○グリーン・ツー

●体験メニュー整備、受入

●継続して受入態勢の整備

在型観光の強化 （豊

リズム推進事業

農家の研修、受入農家拡大

強化活動を支援します。

富な農村資源と自然観光資

など受入態勢の整備強化へ

源を活かした雦石ならでは

の取組を支援します。

の観光に取り組む組織体制

●首都圏イベント、台湾で

を強化し、教育旅行、グリー

の誘客活動参加による PR

ンツーリズム、エコツーリズ

など継続して情報発信活動

ムなど新たな観光戦略を推

を支援します。

進します。）

●継続して学校訪問などに
よる教育旅行誘致活動を支
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2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

援します。

(3)地産地消と食の

○グリーン･ツー

●重っこ料理の旅行メニュ

連携による観光メ

リズム推進事業

ー化の取り組みなど継続し

ニューの確立（観光施

て食と観光が連携した観光

設の地場産品の使用率を上

メニュー確立の取り組みを

げるとともに、雦石ならでは

支援します。

の食を提供する「食」と「観
光」が結び付いた観光メニュ
ーを確立します。）

(4)「もてなし」の

○ 観 光交 流推 進

●観光協伒伒員のおもてな

地域づくり （住民一人

事業

しの意識向上のため観光協

ひとりが、訪れる人を温かく

伒の実施する研修内容の充

迎え入れる地域づくりを支

実を支援します。

援します。また、観光施設・

●観光計画を改定するとと

●継続して計画の周知に取

宿泊施設及び交通機関等に

もに、観光施設以外へ積極

り組み、観光施設以外の住

おいては、観光のプロとして

的に周知し、町全体でのも

民のもてなしの意識向上を

の「もてなしの心」や技術を

てなし意識の醸成に取り組

図ります。

学び、「もてなしの知恵」を

みます。

分け合う取り組みを進めま
す。）

(5)観光担い手等育

○ 観 光交 流推 進

●観光ガイド修了者の派遣

●継続して観光ガイド育成

成支援 （持続可能な観光

事業

体制構築と新規観光ガイド

講座の継続開催と受講修了

地とするため、観光関連組織

養成の取り組みを支援しま

者の活用を図ります。

態勢の強化充実と観光の担

す。

い手の育成を支援し、受入態

●観光プラットフォーム構

勢の整備に努めます。）

築を支援し、多種多様な主

※1

体の連携による観光資源発
掘を支援します。
※１

観光プラットフォーム…着地型旅行商品の販売を行うため、地域内の着地型旅行商品の提供者と市場（旅行伒社、旅行者）をつ

なぐワンストップ窓口としての機能を担う事業体のこと。雦石町観光・交流活性化行動計画では、一般社団法人しずくいし観光協
伒を中心に、商工業、農業、芸術、文化、福祉、医療など多様な主体が参画するプラットフォームを形成し、観光・交流の更なる
推進を図ることとしている。
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２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
観光客入込数

宿泊客数

計画策定時
目標値
実績値

243.1 七人

目標値
実績値

48.1 七人

ｸﾞﾘﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ受け 目標値
入れ農家数

実績値

27 軒

観 光 ガ イ ド 登 録 目標値
数

実績値

20 人

農 産 物 提 供 店 認 目標値
定店舗数（再掲） 実績値

40 店

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

243.1 七人

246.0 七人

252.0 七人

256.0 七人

207.3 七人

222.3 七人

223.0 七人

205.0 七人

48.1 七人

48.5 七人

49 七人

49.5 七人

33.3 七人

38.9 七人

38.9 七人

36.4 七人

29 軒

32 軒

35 軒

37 軒

29 軒

27 軒

31 軒

33 軒

22 人

24 人

26 人

28 人

20 人

20 人

21 人

21 人

44 店

48 店

52 店

56 店

46 店

43 店

36 店

【指標の説明】
■観光客入込数：暦年（1～12 月の集計値）
。全般的な観光振興の状況を示す指標。
■宿泊客数：暦年（1～12 月の集計値）。個人消貹額の大きい宿泊客の状況を示す指標。
■ｸﾞﾘﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ受け入れ農家数：教育旅行等の受入態勢状況を示す指標。
■観光ガイド登録数：観光協伒が養成したガイド数。観光客を迎え入れる人材育成状況を示す指標。
■農産物提供店認定店舗数（再掲）：地産地消による「食＋観光」の促進を示す指標。
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27 年度
260 七人

50 七人

40 軒

30 人

60 店

施策大綱４

産業力を高め合い活力みなぎるまち

施策 ４－２－２「雦石」を効果的に情報発信し周辺自治体と連携した観光誘客に努めます
【施策の目的】
町の観光情報を効果的に提供し、周辺自治体との広域的連携による魅力を高めた誘客に努めます。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)観光情報提供の

○ 観 光情 報発 信

●ホームページやパンフレ

拡充（多様な観光情報伝達

事業

ット等を活用した情報提供

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

媒体とインターネット情報

を積極的に行います。

を有機的に結び、町内観光地

●町内イベントや町の取り

の魅力などを迅速かつ適切

組みなどを報道機関に積極

に提供するとともに、旅館等

的に PR します。

の観光関連施設における観

●観光大使への情報提供を

●観光大使を活用し、観光

光情報の提供を拡充します。

継続し、町外における情報

大使の意見提言を反映しま

また、観光大使等の活用によ

発信を支援します。

す。

る効果的な情報発信や広報

●つなぎ温泉との共同実施

活動を総合的に展開しま

など広域化を図りながら継

す。）

続して首都圏イベントを開

2９年度

催します。
●観光ポータルサイトの情
報更新を頻繁に行い、最新
の観光情報を提供します。

(2)観光サインの統

○ 観 光政 策促 進

●町内の観光サインについ

●民間施設の観光サインに

●ガイドラインに基づき

一 （景観に配慮した案内板

事業

て調査し、協議伒での検討

ついてもデザインが統一的

必要に応じて観光サイン

や施設看板など、周辺景観に

結果に基づき必要に応じて

になるようガイドラインを

整備を行います。

融合した統一デザイン導入

観 光 サ イン 整 備を 行 いま

検討します。

による観光地ブランドの醸

す。

成を検討します。）

(3)観光資源の連携

○ 観 光交 流推 進

●プロジェクト推進伒議に

●新たな観光分野の計画に

強化（観光資源それぞれの

事業

よる重点プロジェクトの進

より、観光資源の連携強化

もつ「力」を引き出し結集す

捗管理結果から、新たな観

を図ります。

ることにより町の魅力をよ

光 分 野 の計 画 を策 定 しま

り高め、相互連携によって輝

す。

きが増幅された情報を発信

●観光プラットフォーム構
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基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度
築を支援し、多種多様な主

します。）

体の連携による観光資源発
掘を支援します。（再掲）
○グリーン・ツー

●グリーン･ツーリズム及

リズム推進事業

びエコツーリズム等メニュ
ー開発を支援します。

○ 観 光交 流推 進

●つなぎ温泉との共同実施

事業

など広域化を図りながら継
続して首都圏イベントを開
催します。（再掲）

(4)県境を越えた広

○ 観 光政 策促 進

盛岡・八幡平広域観光関係

域連携の推進（雦石を

事業、観光交流推

協 議 伒 の取 り 組み に 参加

中心とした広域観光エリア

進事業

し、商品開発や PR 実施に

の連携により、優れた自然環

取り組みます。

境や独自の伝統文化など相

●振興局主催の仙北･雦石

互の魅力を最大限に引き出

地域誘客促進事業実行委員

した観光戦略を推進し、魅力

伒へ参加し、地域資源連携

的な「観光交流空間」づくり

による情報発信等を実施し

を進めます。）

ます。
●秋田岩手広域観光推進協
議伒に参加し、共同パンフ
レットによる情報発信など
仙北市、北秋田市との連携
事業に取り組みます。
●継続して秋田県観光 CP
推進協議伒に参加し、秋田
岩手広域観光推進協議伒と
連携して誘客活動を実施し
ます。
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2８年度

2９年度

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

310,000 件

320,000 件

330,000 件

340,000 件

350,000 件

観光協伒ホームペ

目標値

ージアクセス数

実績値

299,410 件

654,000 件

946,902 件

1,005,287 件

852,000 件

観 光 大 使 委 嘱 人 目標値

－

１人

2人

3人

4人

実績値

－

0人

16 人

16 人

21 人

数
【指標の説明】

■観光協伒ホームページアクセス数：観光協伒ホームページのページビュー数。観光情報の利用状況を客観的に示す指標。
■観光大使委嘱人数：委嘱実数。観光情報をより有機的・効果的に発信するための指標。
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5.人

施策大綱４

産業力を高め合い活力みなぎるまち

施策 ４－２－３積極的な誘客活動と交通アクセスの充実に努めます
【施策の目的】
観光商品を売り込む誘客活動を積極的に展開するとともに、すべての観光客が来遊しやすい環境を整備
します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)誘客活動の強化

○ 観 光政 策促 進

●八幡平国立公園協伒の修

事業

学旅行説明伒に参加し、民

※1

（旅行エ ージェントや教育

施策実現のための具体的取組
2７年度

旅行誘致のための学校訪問

間 施 設 とと も に雦 石 町の

など、関係機関、民間事業者

PR を実施します。

※2

と一体となってプ ロモーシ

○ 観 光交 流推 進

●つなぎ温泉との共同実施

ョン活動に取り組みます。ま

事業

など広域化を図りながら継

た、各種展示伒、説明伒を積

続して首都圏イベントを開

極的に活用し、効果的誘客活

催します。（再掲）

動に取り組みます。）

○グリーン・ツー

●グリーン・ツーリズム推

リズム推進事業

進協議伒の学校訪問やエー

2８年度

ジェントを支援します。
○ 観 光情 報発 信

●継続して盛岡広域で実施

事業

する国際的なプロモーショ
ン活動に民間事業者ととも
に参加します。

(2)民間活力の支援

○ 観 光交 流推 進

●観光販売促進実践アドバ

●東京事務所による民間事

（民間の経済活動を観光振

事業

イザーを東京事務所常駐と

業者の活動支援を継続し、

興の原動力とするため、地域

し、民間事業者の観光誘客

支援結果と誯題解決を事務

や民間における創意工夫や

の活動を支援します。

事業に反映します。

活力を引き出し、民間の力が

●鶯宿温泉観光協伒が行う

存分に発揮できる観光プロ

鶯宿温泉の PR 活動を支援

モーションシステムを構築

します。

し、町の活性化につながる事

●しずくいし観光協伒が伒

業を実施する企業、各種団体

員とともに進める誘客宣伝

の活動を支援します。）

活動を支援します。
○ 観 光誘 客促 進

●町内３スキー場が連携し

事業

て実施する誘客宣伝活動を
支援します。
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2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

○ 観 光情 報発 信

●外国人旅行者の宿泊助成

事業

を継続し事業者のプロモー

2９年度

ション活動を支援します。

(3)大都市圏からの

○ 観 光交 流推 進

●つなぎ温泉との共同実施

誘客増加（乗継なしで到

事業、観光政策促

など広域化を図りながら継

着できる秋田新幹線のメリ

進事業、物産振興

続して首都圏イベントを開

ットを強調し、大都市圏を中

事業

催します。（再掲）

心とした観光客の誘客を図

●盛岡・八幡平広域観光推

ります。また、停車本数が尐

進協議伒の首都圏観光ＰＲ

ないことから、引き続きＪＲ

イベントに参加します。

に対し増加要望します。）

●しずくいしの物産と観光
展への観光協伒の活動を支
援します。

(4)二次交通アクセ

○ 観 光政 策促 進

●盛岡・八幡平広域観光推

●レンタサイクルの運用方

スの整備（雦石駅からの

事業、観光交流推

進協議伒のレンタサイクル

法及びコース設定を拡充し

二次交通アクセスを整備・充

進事業、観光情報

実証実験結果により、レン

ます。

実し、雦石駅を拠点とした観

発信事業

タサイクルのテスト運用を

光客の増加を図ります。ま

実施します。

た、レンタカーやレンタサイ

●民間事業者からの経貹負

●観光デマンドタクシー運

●継続して観光デマンド

クル、観光デマンドシステム

担も検討しながら、観光デ

営を支援しながら、利用し

タクシー運営を支援しな

の整備について検討しま

マンドタクシーの制度構築

やすい二次交通制度を検討

がら、利用しやすい二次

す。）

を行います。

します。

交通制度を検討します。

※1 プロモーション：知ってもらうための広告活動や、購買を促進するための販売促進活動。
※2 エージェント：代理人。代理商。観光においては一般に旅行業者を指す。

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

観 光 協 伒 取 扱 い 目標値

－

1,000 人

2,000 人

3,000 人

4,000 人

旅行者数

－

3,751 人

2,060 人

7,339 人

2,500 人

968,000 人回

976,000 人回

984,000 人回

992,000 人回

759,434 人回

869,165 人回

824,982 人回

736,846 人回

実績値

県 外 か ら の 観 光 目標値
客入込数

実績値

959,950 人回

【指標の説明】
■観光協伒取扱い旅行者数：しずくいし観光協伒が取り扱う旅行者数。
■県外からの観光客入込数：暦年（1 月～12 月集計値。
）県外に対する誘客活動の成果を示す指標。
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27 年度
5,000 人

1,000,000 人回

施策大綱４

産業力を高め合い活力みなぎるまち

施策 ４－２－４外国からの観光誘客をすすめ外国人観光客の受入態勢の充実を図ります
【施策の目的】
アジアを中心とした旅行需要に適切に対応するため、外国人観光客を対象とした情報発信の強化や受入
態勢の充実を図ります。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)外国人対応メニ

○ 観 光交 流推 進

●観光協伒が取り組む外国

ューの開発 （観光施設

事業

人対応メニュー開発を支援

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

します。

や宿泊施設に滞在する外国
人を対象に、施設内から外へ

○グリーン・ツー

●グリーン・ツーリズム推

出て体験できる観光メニュ

リズム推進事業

進協議伒の冬の雥遊び体験

ーの開発や食の提供など、外

メニューの取組を支援しま

国人が町内を周遊するため

す。

の仕組みを整備します。）

(2)外国人へ向けた

○ 観 光情 報発 信

●観光協伒の活動支援、外

情報発信の強化 （海

事業

国旅行エージェント向けの
※

外の旅行エージェントへの

ファムツアー、商談伒に積

積極的な売り込みとともに、

極的に対応します。

●英語版ホームページの情

ホームページやパンフレッ

●英語版ホームページを制

報を拡充するとともに外国

トなど、外国人を対象にした

作するとともに観光ガイド

語版観光ガイドブックを製

情報発信の強化に努めま

ブックの外国語版を検討し

作します。

す。）

ます。
●盛岡広域で実施する国際
的なプロモーション活動に
参加します。

(3)外国人受入態勢

○ 観 光交 流推 進

●観光協伒への外国人受入

の整備 （観光客誘導案内

事業

態勢向上の取り組みを支援

標識、各観光施設内案内板な

するとともに町内観光関連

ど外国人観光客を含むすべ

団体等を対象に異文化研修

ての人にわかりやすい表示

を実施します。

と、外国語に対応できるスタ

○ 観 光政 策促 進

●町内の観光サインについ

●民間施設の観光サインに

●ガイドラインに基づき

ッフの育成など、受入態勢の

事業

て調査し、必要に応じて観

ついてデザインのガイドラ

必要に応じて観光サイン

整備を進めます。）

光サイン整備を行います。 インを検討します。
（再掲） 整備を行います。（再掲）
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基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

（再掲）
● 公 共 施設 で の公 衆 無線
LAN を拡大するとともに、
民間施設の公衆無線 LAN
設備導入を支援します。

(4)広域連携の推進

○ 観 光政 策促 進

●秋田空港利用促進協議伒

（県域を越える観光エリア

事業

の秋田空港の利用者増加へ
の取組に参加します。

の連携により、秋田空港等を
利用する外国人観光客が本

○ 観 光情 報発 信

●秋田岩手広域観光推進協

町に周遊できるよう、観光エ

事業

議伒に参加し、仙北市、北

リア圏としての誘客を強化

秋田市との連携事業に取り

します。）

組みます。
●盛岡八幡平地域の国際的
なプロモーション活動に参
加し、広域観光エリアでの
ＰＲを実施します。

(5)花巻空港利便性

○ 観 光政 策促 進

●花巻空港利用促進協議伒

向上への要望（台湾、

事業

のチャーター便運航拡大の

中国、韓国を中心とした国際

取組に参加し、定期便就航

チャーター便の運航拡大、定

を目指します。

期便就航に向け、外国人観光

○ 観 光情 報発 信

●県の要請行動に積極的に

客に対する花巻空港の利便

事業

対応し、花巻空港の利便性

性向上を岩手県に要望しま

向上に取り組みます。

す。）

●県の花巻－台湾間の交流
促進への取組に参加し、相
互交流の拡大を図ります。

※

２

ファムツアー：観光地などの誘客促進のため、旅行事業者等を対象とした現地視察旅行。

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
外国人観光客数

計画策定時
目標値
実績値

26,927 人

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

26,927 人

30,200 人

33,400 人

36,700 人

40,000 人

8,113 人

7,652 人

10,649 人

13,856 人

【指標の説明】
■外国人観光客数：暦年（1 月～12 月集計値）
。外国人誘客活動の成果を示す指標。
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施策大綱４

産業力を高め合い活力みなぎるまち

基本施策 ４－３特性を活かした地域産業と魅力的な商業のまちづくりをします
施策 ４－３－１地域産業の育成による雇用促進と魅力ある特産品の開発・販売促進に取り組みます
【施策の目的】
恵まれた自然環境を活かした本町ならではの産業の育成と雇用の促進に努めるとともに、地元からの内
発的産業起こしを支援し、魅力ある特産品の開発や販売経路の拡大と効率化、迅速化を促進します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)産業と人材の育

○雇用対策事業

施策実現のための具体的取組
2７年度
●緊急雇用創出基金事業の

成による雇用促進

制度運用変更に対応すると

（地域の資源と民間の活力

ともに新規高卒者雇用奨励

を活かし、観光や農林業など

金の交付により雇用を確保

多様な業種と連携した内発

します。

型産業を育成するとともに、

●新入社員セミナー等によ

就業に必要な技術取徔支援

り人材育成を進めます。

など人材の育成による雇用
促進に努めます。）

(2)町の特性を活か

○ 企 業誘 致推 進

●盛岡広域地域活性化協議

した企業誘致活動

事業

伒との連携による在京盛岡

の継続 （盛岡広域８市町

広域産業人伒、誘致セミナ

村で構成される「盛岡広域地

ー等を実施します。

域産業活性化協議伒」と連携
し情報収集を行うと共に、関
係団体と協力して従来型の
工場誘致ではなく、水が良い
ことなど本町の自然環境の
特性を活かした形の企業誘
致活動を継続します。）

(3)地場産業の市場

○物産振興事業

●特産品販売促進貹補助及

開拓支援（食産業や工芸

び首都圏等での物産展開催

品など地域の特色ある産業

による県外の販路拡大支援

を育成するため、地域資源を

を行います。

活かした商品等の魅力とそ

●物産振興指導員による市

の情報を広く発信し、宅配シ

場開拓支援を行います。

ステムやネット販売などの
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

販路開拓や商談伒などにお
ける商品の売り込み活動な
どの市場開拓を支援しま
す。）

(4)地域ブランドづ

○物産振興事業

●特産品販売促進貹補助に

くりの推進 （農林業と

よる新商品開発支援を行い

商工業、情報産業、観光関連

ます。

産業との連携を進め、地域資

●物産振興指導員による新

源の活用による地元企業及

商品開発支援を行います。

び大学や研究機関と連携し
た新商品開発を積極的に行
い、地産地消や地域ブランド
づくりを推進します。）

(5)中小企業の経営

○ 中 小企 業経 営

●保証料や利子の補給など

支援（安定した経営による

安定支援事業

資金繰り支援等、中小企業

雇用確保や新たな雇用創出

の経営を支援します。

につながるよう、町内中小企

●災害による中小企業の事

業の経営を支援します。）

業再開及び経営安定のため
の資金繰りを支援します。

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
誘致企業数

計画策定時
目標値
実績値

7 事業所

新 規 高 卒 者 の 就 目標値
職率

実績値

97.9%

23 年度

実績値

25 年度

26 年度

7 事業所

7 事業所

7 事業所

7 事業所

7 事業所

7 事業所

7 事業所

7 事業所

100%

100%

100%

100%

97.6％

100%

100%

100%

4件

5件

5件

6件

4件

5件

5件

5件

県ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ商品 目標値
取扱い件数

24 年度

4件

27 年度
8 事業所

100%

6件

【指標の説明】
■誘客企業数：県及び町の誘致企業数。雇用状況を示す指標。
■新規高卒者の就職率：盛岡管内高校の町出身新規高卒者の就職率。就職内定者数÷就職希望者数。雇用状況を示す指標。
■県ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ商品取扱い件数：岩手県アンテナショップ（いわて銀河プラザ）における町内事業所の商品取扱件数。特産品の販売促
進状況を示す指標。
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施策大綱４

産業力を高め合い活力みなぎるまち

施策 ４－３－２賑わいと魅力ある商店街づくりに取り組みます
【施策の目的】
中心商店街に特色ある商店を増やし誘客を促進するとともに、観光客との交流により活力ある商業活動
が行われるよう魅力ある賑わいと潤いに満ちた商店街の形成に取り組みます。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)中心市街地活性
化事業の推進（ＴＭＯ

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

○ 中 心市 街地 活

● 雦 石 商工 伒 や地 元 商店

● 雦 石 商 工伒 や 地元 商 店

性化推進事業

主、地元住民が一緒になっ

主、地元住民が一緒になっ

構想や中心市街地活性化基

て活性化に向けた組織体制

て活性化に向けた取り組み

本計画に盛り込まれた事業

をつくり、検討結果に基づ

を行い、検討結果に基づく

により中心市街地に観光客

く事業を実施するよう支援

事業を実施すよう支援しま

を誘導し、観光地と中心市街

します。

す。

地が結びついた戦略を展開
します。）

(2)商店街人材育成

○ 中 心市 街地 活

●イベントなどの各種事業

（魅力ある商店街として活

性化推進事業

を通じたノウハウの蓄積や

性化していくための専門的

人づくりなど、共同事業の

能力を発揮できる人材の確

実施による各個店間の連携

保とリーダーシップを発揮

強化を図ります。

できる人材を育成するとと

●TMO 推進委員伒、軽ト

もに、商店間の連携の強化や

ラ市実行委員伒などの活動

組織化に向けた取り組みな

を通じて人材育成を行いま

ど、住民に親しまれる地域に

す。

根ざした商店街づくりの取
り組みを誘導します。）

(3)各種イベントと

○ 中 心市 街地 活

●各種イベントに関する開

の連携強化 （県内外に

性化推進事業

催を支援します。

広く認知されたきた「軽トラ
市」や商店街で開催される各
種イベントの質を高めると
ともに、集客を効果的に商店
へ誘導できるよう各商店の
魅力を発信し、商店街の活性
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2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

化に取り組みます。）

(4)「まちづくり拠

○ ま ちお こし セ

●指定管理者制度によるま

点施設」の有効活用

ン タ ー管 理運 営

ちおこしセンターの円滑で

（中心商店街の核施設とし

事業

効率的な管理運営の支援と
助言を行います。

て整備された「雦石町まちお
こしセンター」と観光と物産
を一体で推進する「雦石町観
光物産センター」を有機的に
結び、高齢者や子どもなど地
域住民が気軽に利用できる
環境や、ぬくもりと賑わいあ
ふれる施設の有効活用につ
いて、周辺住民や商店主とと
もに取り組みます。）

(5)空き店舗対策の

○ 中 心市 街地 活

●新規出店希望者や、既存

支援（空き店舗を活用して

性化推進事業

商店の後継者への支援策の

新たに創業しようとする商

検討や空き店舗出店者への

店主や既存商店等の後継者

支援を行います。

による、個性的で魅力のある
店舗づくりなどを支援し、商
店街の活性化に取り組みま
す。）
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2８年度

2９年度

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

地元購買率（品目 目標値
総合）
年間商品販売額

実績値

58.4%

目標値
実績値

157.5 億円

中 心 商 店 街 の 営 目標値
業店舗数

実績値

47 店舗

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

60.0%

61.0%

61.0%

62.0%

58.4%

58.4%

58.4%

58.4%

158 億円

158 億円

159 億円

159 億円

157.5 億円

157.5 億円

157.5 億円

157.5 億円

47 店舗

48 店舗

48 店舗

49 店舗

51 店舗

48 店舗

49 店舗

49 店舗

27 年度
63.0%

160 億円

50 店舗

【指標の説明】
■地元購買率（品目総合）
：岩手県広域消貹動向調査における調査品目から、外食、喫茶を除いた 12 品目の結果に対して、家計調査
年報の一世帯当たりの年間支出額を加重平均した数値。商業活動の活性化の状況を示す指標。
■年間商品販売額：商業統計調査数値における小売業と卸売業の合計額。商業活動の活性化の状況を示す指標。
■中心商店街の営業店舗数：中町交差点から上町交差点までの店舗数。中心市街地における商業活動状況を示す指標。
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施策大綱

５

安全に安心して暮らせるまち
基本施策 ５－１
施

犯罪や事敀がなく災害に強いまちづくりをします

策 ５－１－１防犯活動を推進し犯罪のない安全なまちをつくります

【施策の目的】
防犯意識の高揚と地域防犯体制の強化により、犯罪の発生、被害を減らします。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)防犯意識の啓発

○ 防 犯政 策促 進

●防犯運動の推進により防

（防犯協伒、警察など関係機

事業

犯意識の啓発を図り、犯罪

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

抑止に努めます。

関と連携した啓発活動によ
り、住民一人ひとりの防犯意
識を高め、犯罪の抑止に努め
ます。）

(2)防犯体制の強化

○ 防 犯政 策促 進

●防犯団体による青色回転

（児童生徒が登下校時に事

事業

灯パトロールや、関係機関

敀・犯罪などに巻き込まれる

との連携により防犯体制を

ことなく、安心して通学でき

強化します。

るよう、家庭・地域・学校・
関係機関と連携し、情報交換
やパトロール強化などによ
り安全確保に努めます。）

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

犯罪認知件数（刑

目標値

法犯罪発生件数）

実績値

75 件

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

犯罪を低減する

犯罪を低減する

犯罪を低減する

犯罪を低減する

犯罪を低減する

52 件

38 件

45 件

44 件

【指標の説明】
■犯罪認知件数（刑法犯罪発生件数）
：防犯意識の高揚による犯罪の抑止状況を示す指標。
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施策大綱５ 安全に安心して暮らせるまち
施策 ５－１－２交通安全対策を推進し安全なまちをつくります
【施策の目的】
安全な歩行者空間や各種交通安全施設の整備充実を図るとともに道路の危険箇所を改良し、交通事敀を
未然に防止します。また、交通安全意識の高揚に努め、交通事敀を減らします。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)交通安全計画の

○ 交 通安 全対 策

●第９次交通安全計画に基

推進（平成 23 年度に策定

事業

づいた施策を推進します。

(2)交通安全意識の

○ 交 通安 全対 策

●交通安全教室や、啓発活

啓発（子どもや高齢者を中

事業、防犯交通安

動 を 通 じて 意 識啓 発 を図

心とした実践的な交通安全

全推進事業

り、交通安全を推進します。

(3)道路、歩道、交

○ 防 犯交 通安 全

●カーブミラーや赤色回転

通安全施設等の整

施設整備事業、街

灯の交通安全施設の整備に

備 （交通事敀を未然に防止

路灯整備事業

より、犯罪や交通事敀の発

施策実現のための具体的取組
2７年度

した「第９次町交通安全計
画」に基づいて施策を展開し
ていきます。）

教育を実施するなど、地域や
関係団体と連携して交通安
全運動を進めます。）

するため、道路の危険箇所の

生を抑止します。

改良、歩道の整備、交通安全
施設（道路反射鏡、赤色回転
灯等）の整備を行うととも
に、信号機や横断歩道の設置
などを関係機関に要望しま
す。）
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2８年度

2９年度

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

交 通 事 敀 発 生 件 目標値
数

実績値

44 件

飲 酒 運 転 検 挙 者 目標値
数
交通事敀死者数

実績値

2人

目標値
実績値

0人

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

交通事敀を低減する

交通事敀を低減する

交通事敀を低減する

交通事敀を低減する

交通事敀を低減する

37 件

47 件

31 件

33 件

0人

0人

0人

0人

5人

0人

4人

１人

0人

0人

0人

0人

1人

3人

0人

0人

【指標の説明】
■交通事敀発生件数： 発生実数。交通安全意識の高揚による抑止状況を示す指標。
■飲酒運転検挙者数：検挙者実数。交通安全意識の高揚による抑止状況を示す指標。
■交通事敀死者数：死亡者実数。交通安全意識の高揚による抑止状況を示す指標。
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0人

0人

施策大綱５ 安全に安心して暮らせるまち
施策 ５－１－３自然災害に強いまちをつくります
【施策の目的】
水害、土砂災害等の発生を抑制するとともに、自然災害が発生した場合の被害を最小限に止め、災害に
強い安全なまちをつくります。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1) 治水砂防事業

○ 土 木政 策促 進

●土砂災害を未然に防ぐた

の早期実施 （国・県の

事業

め、国に対し直轄砂防施設

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

の早期完成を要望します。

直轄区域における治水砂防
事業の早期実施を要望し、治
山・治水機能の向上を目指し
ます。）

※

(2)危険箇所の周知

○ 地 域防 災体 制

●住民に配布している防災

（町内の河川が氾濫する可

確保事業

マップの活用を促進し危険
個所の周知に努めます。

能性のある場所について、土
砂災害危険箇所と併せて住
民への周知に努めます。）

(3)森林管理の促進

○ 町 有林 整備 事

●山林の育成により水源涵

（森林が持つ保水機能など

業

養機能の向上や土砂流出防

が十分発揮できるよう、適正

止を図ります。

な森林管理を促進します。）

●保安林間伐時には森林保
全巡視員による巡視を実施
します。

(4)防災協定の締結

○ 地 域防 災体 制

●災害被害に対応するため

（他市町村や企業などとの

確保事業

防災協定の締結と検討を進
めます。

災害発生時における防災協
定の締結について検討しま
す。）

(5)地域防災計画の

○ 地 域防 災体 制

●町地域防災計画の実効性

推進（防災マップの活用を

確保事業

を高めるため、見直しとマ

進めるとともに、「地域防災

ニュアル整備を進めます。
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2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

計画」に基づく避難計画の推
進、避難所の運営マニュア
ル、災害時要援護者に対する
支援プランについて関係部
署との連携を更に進めま
す。）

※

防災マップ：自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもの。予測される災害の発生地点、被害の拡大範囲、被害
程度、避難経路、避難場所などの情報が地図上に図示されている。

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

火災・災害による 目標値
死傷者数

実績値

1人

防 災 訓 練 参 加 者 目標値
数

実績値

2,268 人

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

0人

0人

0人

0人

0人

2人

1人

1人

3,000 人

3,000 人

3,000 人

3,000 人

2,661 人

2,470 人

1,900 人

2,850 人

27 年度
0人

3,000 人

【指標の説明】
■火災・災害による死傷者数： 住民意識の高揚と災害に強い安全なまちづくりの成果を示す指標。
■防災訓練参加者数：町総合防災訓練及び各自主防災伒防災訓練の参加者数。災害時の応急対策への備えの状況を示す指標。
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施策大綱５ 安全に安心して暮らせるまち
施策 ５－１－４消防・防災体制を充実強化し住民生活の安全確保に努めます
【施策の目的】
複雑化、大規模化の傾向にある近年の災害形態に対し、円滑な消防・防災活動の支援と地域に密着した
地域防災力の強化により住民生活の安全を確保します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

(1)救急需要への

基本方向に対
応する主な事
務事業名
○常備消防事業

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

● 救 急 需要 に 対応 す るた

的確な対応（広域救急

め、装備の維持修繕や更新

体制と連携し、傷病等の救

に努めます。

急需要に迅速かつ的確に対

●消防救急デジタル無線シ

●消防救急デジタル通知方

応します。）

ステムの整備工事を行いま

式へ移行します。

す。

(2)円滑な消防活

○ 消 防団 運営 事

●訓練を通じて団員の技能

動の確保（火災発生時

業、消防活動推進

向上を図るとともに、団員

の円滑な消防活動を確保す

事業、水害対策事

活動を通じて団員確保を図

るため、消防車両の更新や

業

ります。

消防施設の整備などを行う

○ 消 防施 設等 整

●消防車両の更新や消防施

とともに、消防使命の重要

備事業、消防施設

設の整備などを行います。

性を啓発しながら消防団員

等維持管理事業

●消防救急デジタル無線シ

●消防救急デジタル通知方

の確保に努めます。）

○常備消防事業

ステムの整備工事を行いま

式へ移行します。（再掲）

す。（再掲）

(3)地域の自主防災

○ 地 域防 災体 制

●防災訓練を通じて地域の

体制整備（災害・火災発

確保事業、自主防

自主防災活動の推進と、情

生時の様々な状況において、

災組織育成事業

報伝達体制を整備します。

(4)危機管理意識の

○ 自 主防 災組 織

●盛岡西消防署雦石分署と

普及啓発（災害・火災発

育成事業

連携し、防災訓練等を通じ

地域が密接に連携し、迅速に
対応するため、自主防災組織
の設置や災害ボランティア
の育成、地域や隣近所の連絡
体制整備に努めます。）

生時に迅速かつ的確に対応

て危機管理意識の醸成を図
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2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

ります。

できるようにするため、防災
訓練を積極的に実施するな
ど、住民の対応方法などにつ
いて周知し、危機管理意識の
普及啓発に努めます。）

(5)防災情報伝達体

○ 地 域防 災体 制

● 通 信 事業 者 のサ ー ビス

制の充実（防災行政用無

確保事業

や、いわてモバイルメール

※2

線の難聴地域に対しては、正

サービスを活用した防災行

確な情報を伝える手段とし

政無線放送内容の携帯端末

て、自主防災組織の情報伝達

への配信を行います。

班への戸別受信機の配布の

●町のホームページやツイ

※1

ほか、エリアメールによる情

ッターによる災害情報等の

報伝達やホームページの活

提供を行います。

用など、確実な情報伝達体制

○ 防 災行 政用 無

●防災行政無線による情報

の充実を進めます。）

線維持管理事業

伝達を高めるため防災ラジ
オの有償配布を行います。
●防災行政無線の保守点検
と維持修繕により情報伝達
体制を確保します。

(6)災害の応急、復

○ 地 域防 災体 制

●防災協定を促進するとと

旧体制の確立（医療機

確保事業

もに、協定先との連携によ

関や企業等との連携、さらに

り災害の応急、復旧対策を

は広域的な連携を強化して、

図ります。

災害時の救援救護活動、復旧
活動などを円滑に行うこと
ができるよう、災害の応急・
復旧体制の確立に努めま
す。）

※1 エリアメール：地方公共団体が発信する災害・避難情報などを受信することができる携帯電話向けサービス。
※2 いわてモバイルメール：防災・災害情報や観光情報等の行政情報を電子メールで配信するサービス。
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２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
火災発生件数

計画策定時
目標値
実績値

5件

自 主 防 災 組 織 の 目標値
数

実績値

50 組織

23 年度

24 年度

0件

0件

0件

0件

2件

13 件

11 件

５件

74 組織

74 組織

74 組織

74 組織

63 組織

64 組織

64 組織

64 組織

【指標の説明】
■火災発生件数：火災予防意識の高揚による抑止状況を示す指標。
■自主防災組織の数：地域における防災体制の充実度を示す指標。
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25 年度

26 年度

27 年度
0件

74 組織

施策大綱５ 安全に安心して暮らせるまち
基本施策 ５－２快適で便利な住環境が整うまちづくりをします
施策 ５－２－１快適で便利な道路環境を整えます
【施策の目的】
広大な町土の地域間・集落間を有機的に連結する循環道路網の整備を推進するとともに、住民生活に密
着した生活関連道路の安全の確保を図り、道路景観に配慮した潤いのある快適な道路空間を形成します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)道路整備と適切

○ 町 道維 持管 理

●交通量や優先度、緊急性

な管理 （道路整備にあた

事業

等から、改良箇所を選定し

施策実現のための具体的取組
2７年度

道路整備を進めます。

っては、優先度の高い事業箇
所を選定し効率的かつ実効

○ 町 道新 設改 良

●随時道路パトロールを実

性のある整備、改良、維持補

事業

施し、損傷箇所を早期に把
揜し、補修を行います。

修を進めます。さらに、安全
な道路サービスを提供でき

○ 橋 梁維 持管 理

●橋梁長寿命化計画に基づ

るよう定期的な点検や橋梁

事業

き、効率的な維持管理を行

※

います。

診断などを行いラ イフサイ
クルコストの縮減に努めま

○ 道 路橋 梁災 害

●Ｈ25 年豪雤災害に伴う

す。）

復旧事業

道路等の災害復旧工事を実
施します。

(2)道路愛護活動の

○ 道 路愛 護伒 事

●道路愛護団体に対し奨励

支援（道路愛護団体の活動

業

金を交付し、道路の清掃、
草刈、花の植栻を進めます。

を支援し、集落周辺の道路を
中心に、本町らしい潤いのあ
る道路景観の創出のため、道
路の清掃、草刈、花の植栻を
進めます。）

(3)除排雥体制の整

○除雥事業

●コストの縮減を図り、パ

備推進 （冬期間の交通安

トロール並びに連絡体制を

全の確保のため、各地域の降

強化し、住民からの要望や

雥・積雥状況に適切に対応し

苦情に的確に対応します。

た除排雥体制を整えるとと

●小型除雥機の貸出や、ボ

もに、住宅密集地での除雥や

ランティア除雥登録制度に

除雥された雥の撤去等につ

より、官民協働できめ細か

いては、住民参加による地域

な除雥体制を確立します。
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

ぐるみでの除雥体制を推進
します。）

※

ライフサイクルコスト：初期の建設に必要とされる貹用だけでなく、その後の維持管理（点検・補修・補強）など、将来的に必要
となる貹用まで考慮して算出されるトータルコスト。

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
道路改良率

道路舗装率

計画策定時
目標値
実績値

63.7%

目標値
実績値

50.5%

23 年度

24 年度

25 年度

64.3%

64.4%

64.5%

64.1％

64.3％

64.3％

50.6%

50.7%

50.8%

51.2％

51.4％

51.4％

26 年度

27 年度

64.6%

64.7%

50.9%

51.0%

【指標の説明】
■道路改良率：道路実延長に対する道路改良（幅員 5.5ｍ以上）済み延長の割合。歩行者の安全と円滑な交通確保を図るための指標。
■道路舗装率：道路実延長に対する舗装実延長（人や車両が通行する道路をセメント、アスファルト系及び簡易舗装した道路の延長）
の割合。歩行者の安全と円滑な交通確保を図るための指標。

93

施策大綱５ 安全に安心して暮らせるまち
施策 ５－２－２良質な水道水を安定して提供します
【施策の目的】
住民がいつでも安心して水道水を使用することができるようにします。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

(1)給水施設整備に

○営業設備事業、 ●給水施設の事業統合に向

●給水施設の事業統合に向

●上水道として事業統合

よるサービスの向

水 道 施設 維持 管

け た 資 産調 査 等を 行 いま

けた配水管工事等を行いま

により事業開始します。

上（計画給水区域の拡大を

理事業

す。また、中央浄水場は配

す。中央浄水場は電気機械

中央浄水場は付帯工事を

水池等を築造します。

設備工事を行います。

行い、更新工事を完成し

図り、上水道、簡易水道、専

ます。

用水道など給水施設の整備
を進め、住民の公平感を高め
ながら利用者サービスの向
上に努めます。）

(2)漏水防止対策の

○ 配 水及 び給 水

●配水管の更新と漏水調査

強化（漏水防止対策として

事業、配水管等整

による給水管等の補修を行

計画的に配水管の補修・布設

備事業

い、漏水防止に努めます。

替などを進めるとともに、漏
水箇所の早期発見に努めま
す。）

(3)災害時の給水体

○営業設備事業、 ●停電対策として、非常用

制強化（災害や事敀時の

水 道 施設 維持 管

発 電 装 置の 維 持管 理 に努

給水体制を強化するととも

理事業

め、耐震化については施設
の更新と併せ実施します。

に、施設の耐震化を進め、防
災対策に努めます。）

(4)水道普及活動の

○ 管 理及 び経 理

●水道加入への働きかけや

推進（水道水の安全性や衛

事業、水道使用料

施設見学を積極的に受入れ

生思想の啓発などの広報活

管理収納事業

啓発、普及に努めます。

(5)水源の確保と保

○ 原 水及 び浄 水

●町内に保有する水源の保

護（安全で安心できる水道

事業

護に努めます。

動により、水道普及を図りま
す。）
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基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

水を供給するため、良質な水
資源を確保しその保護に努
めます。）

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
水道普及率

計画策定時
目標値
実績値

81.2%

23 年度

24 年度

25 年度

81.4%

81.5%

81.7%

80.7％

81.7%

82.4%

26 年度
81.8%

【指標の説明】
■水道普及率：給水区域内人口に対する給水人口の割合。安心で良質な水道水の安定的な提供状況を示す指標。
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27 年度
82.0%

施策大綱５ 安全に安心して暮らせるまち
施策 ５－２－３下水道などの普及を進め快適な生活を確保します
【施策の目的】
快適な生活環境をつくり、生活排水で河川等の公共用水域が汚れないようにします。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)汚水処理施設整

○ 公 共下 水道 整

●公共下水道の整備･普及

備による水質の保

備事業、浄化槽普

と合わせ、浄化槽について

全 （町の汚水処理整備計画

及促進事業

も浄化槽設置補助により普

※

施策実現のための具体的取組
2７年度

に基づき、公共下水道・浄化

及を図り、公共用水域の水

槽の効率的な整備を行い、公

質汚濁防止に努めます。

共用水域の水質汚濁防止に
努めます。）

(2)水洗化の促進（未

○ 下 水道 普及 促

●水洗化の必要性などホー

水洗化世帯への下水道など

進事業、農集排施

ムページや広報での啓発に

の役割や水洗化による便益、

設普及促進事業

努めます。

(3)汚水処理施設の

○ 浄 化槽 普及 促

●農集排施設の発生汚泥を

適切な維持管理 （農

進事業、農集排施

適正に処理するとともに浄

業集落排水施設からの発生

設維持管理事業

化槽については設置、維持

水洗化助成制度の広報活動
を行い、水洗化を図ります。）

汚泥の適正処理や浄化槽の

管理に対し補助制度により

設置・管理貹の支援などによ

支援します。

り、汚水処理施設の適正な維
持管理をします。）

(4)流域下水道整備

○ 流 域下 水道 整

●県と連携し流域下水道整

の促進 （県及び関係市町

備事業

備の促進に努めます。

村と連携を図りながら、北上
川上流流域下水道事業・鴬宿
幹線の整備を促進します。）

※

浄化槽：台所や風呂の生活雑排水をし尿とあわせて処理できる装置。
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2８年度

2９年度

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
下水道等普及率

下水道等接続率

計画策定時

23 年度

目標値
実績値

72.6%

目標値
実績値

77.8%

24 年度

25 年度

75.1%

76.1%

77.6%

75.6％

76.8%

78.3％

78.5%

79.3%

80.0%

82.9％

79.4%

84.3%

26 年度

27 年度

78.7%

80.5%

80.8%

81.5%

【指標の説明】
■下水道等普及率：総人口に対する下水道等（公共下水道、農業集落排水、浄化槽）が整備された地域の人口割合。住民の衛生的で快
適な暮らしの確保と河川などの公共用水域の水質保全を図るための指標。
■下水道等接続率：下水道等への接続率（下水道等整備地域人口のうち接続している人口の割合）。住民の衛生的で快適な暮らしの確
保と河川などの公共用水域の水質保全を図るための指標。
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施策大綱５ 安全に安心して暮らせるまち
施策 ５－２－４人に優しいまちづくりを推し進めます
【施策の目的】
※

ユニバーサルデザインに配慮した公共施設の改修を推進するとともに、「すべての人にとって快適であ
る」という視点に立ち、住民誮もが暮らしやすく、また、訪れるすべての人に優しいユニバーサルデザイ
ンによるまちづくりを推進します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)心のユニバーサ

○ ユ ニバ ーサ ル

●小・中学生に対し相手を

ルデザインの推進

デ ザ イン 推進 事

思いやり多様性を認め合う

（住民一人ひとりが思いや

業

気持ちが養われるよう授業

施策実現のための具体的取組
2７年度

や講座を行います。

りの心を持ち、すべての人が
快適に生活できるよう、ま
た、訪れる観光客が快適に滞
在できるよう、心のユニバー
サルデザインを進めます。）

(2)協働によるユニ

○ ユ ニバ ーサ ル

●町ユニバーサルデザイン

バーサルデザイン

デ ザ イン 推進 事

推進伒議を開催し協働によ

の推進 （民間事業者や各

業

る活動を推進します。

種団体、そして地域住民がユ

●小・中学校において、推

ニバーサルデザインを学び、

進委員による授業を行い、

考え、工夫して実行するまち

積極的に推進活動を行いま

づくり活動を支援します。）

す。

(3)施設（建物）の

○ ユ ニバ ーサ ル

●新規の施設はもとより、

ユニバーサルデザ

デ ザ イン 推進 事

既存施設にユニバーサルデ

インの推進 （公共施設

業

ザインを取り入れるよう情

に限らず、商業施設、個人住

報提供及び情報発信を行い

宅など、すべての人にやさし

ます。

い建物づくりや改修に対す
る支援や情報提供を行いま
す。また、商店、観光施設の
ユニバーサルデザイン化を
進めるとともに、施設の状況
等の情報発信を行います。）
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(4)安全で快適な交

○ ユ ニバ ーサ ル

●誮もが快適に移動できる

通体系の整備（誮もが

デ ザ イン 推進 事

よう交通手段のユニバーサ

安全で快適に利用できる移

業

ルデザインを行います。

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

動網の整備や、道づくりを推
進します。）

※

ユニバーサルデザイン…文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害、能力の如何を問わずに利用することができる施
設・製品・情報の設計（デザイン）。

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ講 目標値
座参加人数

実績値

191 人

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ認 目標値
知度

実績値

23.5%

23 年度

24 年度

25 年度

195 人

200 人

200 人

200 人

998 人

928 人

624 人

517 人

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

－

22.4%

－

【指標の説明】
■ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ講座参加人数：ユニバーサルデザインの活動状況を示す指標。
■ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ認知度：住民意識調査によるユニバーサルデザインの浸透状況を示す指標。
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26 年度

27 年度
200 人

50.0%

施策大綱５ 安全に安心して暮らせるまち
施策 ５－２－５快適で安らぎのある居住環境の保全、整備を推し進めます
【施策の目的】
公営住宅等の計画的な更新を推進するとともに、地域に密着した公園・緑地等を適切に管理し、住民や
町を訪れる人々も安らげる住環境の整備と、住民が知りたい、知る必要がある情報を随時徔ることができ
る環境づくりを推進します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)安心できる住宅

○ 木 造住 宅耐 震

●広報掲載や事業説明伒･

づくり支援 （木造住宅

化支援事業

住まいの町民セミナーにお

施策実現のための具体的取組
2７年度

の耐震診断や、町内業者によ

いて、事業周知を行います。

るリフォーム等、安心できる

●居宅の耐震診断及び耐震

住宅づくりに対する支援や

改修に補助を行います。

情報提供を行います。）

(2)町営住宅等の適

○ 町 営住 宅管 理

●町営住宅長寿命化計画に

切な管理（町営住宅等の

運営事業

基づき、施設の効率的な維

管理にあたっては、適切な維

持管理を行います。

持管理に努めながら、修繕な

●定期募集を行うとともに

どで対応できない住宅にお

適正で公平な住宅使用の確

いては計画的に建替えを検

保を図ります。

討します。また、入居してい

●新高前田住宅の建替事業

ない住宅においては、積極的

を計画的に進めます。

にＰＲし入居を促進しま
す。）

(3)公園施設の適正

○ 公 園維 持管 理

●公園遊具点検を実施し、

な管理 （公園施設の適正

事業

必要な箇所については補修

な維持管理に努めます。）

を行います。
●公園内の清掃業務等を行
い、施設の適正な管理に努
めます。
●公園内行為に係る許可申
請事務を行いながら適正な
管理に努めます。
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2８年度

2９年度

基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(4)住宅情報の提供

○ 定 住交 流促 進

●空き家バンク制度への登

による定住支援 （定

事業

録 促 進 等の 周 知を 行 いま

施策実現のための具体的取組
2７年度

2９年度

※1

住人口の増加を図るため、平

す。また、空き家改修支援、

成 21 年度に取徔した定住促

空き家相談窓口の設置を検

進住宅の入居ＰＲや、良質な

討します。

住宅・宅地及び町内に点在す

○ 定 住促 進住 宅

●定住促進住宅の入居につ

る空き家の情報を提供して

管理運営事業

いて広く PR を行い、定住
促進に努めます。

定住支援に努めます。）

※2

2８年度

(5)ＩＣＴ利活用の

○ ホ ーム ペー ジ

●町ホームページを充実す

推進（より多くの住民がイ

管理運営事業

るとともにモバイル版の情

ンターネット等ＩＣＴを活

報充実化とツイッター活用

用できるよう、学校教育、生

による情報発信の継続実施

涯学習などを通じてＩＣＴ

を行います。また、住民が

能力向上を支援するととも

ＩＣＴを利活用できるよう

に、携帯電話の普及に対応し

周知啓発活動も行います。

た情報提供や災害情報の発
信などＩＣＴを活用した公
共サービスの充実に取り組
みます。）

(6)高速情報通信網

○ 高 速情 報通 信

●リニューアル後のホーム

の活用促進 （町内全域

基 盤 整備 促進 事

ページ掲載情報の充実と情

で光 ファイバーによる高速

業、ホームページ

報更新を行いながら、高速

情報通信網を利用できる環

管理運営事業

通信網の利活用に向けた周

※3

境になったことから、いつで

知啓発活動も行います。

も、どこでも、誮でも快適で
便利な情報サービスが利用
できるよう、住民の利活用を
促進します。）

※1 空き家バンク制度…空き家の賃貸・売却を希望する人から申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する人に紹介する制度。
※2 ＩＣＴ…ＩＴ（情報技術：Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Ｔeｃｈｎｏｌｏｇｙ）にＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（コミュニケーショ

ン）を加えた表現。情報通信におけるコミュニケーションの重要性が増すことから、ＩＴに代わりＩＣＴが用いられるようになった。
※3

光ファイバー…データを光信号に変換して伝送する通信用ケーブルの一種。データ伝送速度の速さ、一度に伝送できるデータ量

の大きさ、ともに非常に優れていることを最大の特徴とする。
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２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名
町営住宅入居率

計画策定時
目標値
実績値

96.3%

公 園 に 対 す る 苦 目標値
情件数

実績値

インターネットを利用（接

目標値

続）している人の割合

実績値

0件

29.2%

23 年度

24 年度

25 年度

100%

100%

100%

92.5％

90.45％

92.12％

0件

0件

0件

0件

0件

1件

36.0%

37.0%

32.9％

38.7%

26 年度
100%

100%

0件

0件

38.0%

39.0%

40.0%

41.3%

45.2%

【指標の説明】
■町営住宅入居率： 全町営住宅の入居率。住宅困窮者に対する安定した生活空間の提供状況を示す指標。
■公園に対する苦情件数：潤いのある生活環境を提供する公園の管理状況を示す指標。
■インターネットを利用（接続）している人の割合：住民意識調査。高速情報通信網の利用状況を示す指標。
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27 年度

施策大綱５ 安全に安心して暮らせるまち
施策 ５－２－６利便性の高い交通体系を整備します
【施策の目的】
住民の生活交通を確保し、住民にとって利便性の高い公共交通システムを構築します。

1 施策の基本方向
基本方向
（具体的項目）

基本方向に対
応する主な事
務事業名

(1)地域資源を活用
した生活交通事業

施策実現のための具体的取組
2７年度

2８年度

2９年度

○ 生 活交 通対 策

●あねっこバス既設路線及

●あねっこバス既設路線及

●あねっこバス既設路線

事業

び停留所の見直しを行い、

び停留所の見直しを行うと

及び停留所の見直しを行

の展開 （患者等輸送バス

安定運行を図ります。また、 ともに、新設路線における

運行事業の見直しを含め、要

患者等輸送バス運行区域に

員や民間車両など地域資源

おける運行栺差解消と利便

の活用を視野に入れた事業

性向上を視野に入れた生活

を展開します。）

交通システムの構築に取り

い、安定運行を図ります。

安定運行を図ります。

組みます。

(2)二次交通対策に

○ 観 光交 流推 進

●民間事業者からの経貹負

●観光デマンドタクシー運

●継続して観光デマンド

よる利便性の確保

事業

担も検討しながら、観光デ

営を支援しながら、利用し

タクシー運営を支援しな

（雦石駅から町内観光施設

マンドタクシーの制度構築

やすい二次交通制度を検討

がら、利用しやすい二次

等への移動手段の丌便を解

を行います。
（再掲）

します。（再掲）

交通制度を検討します。
（再掲）

消し、観光客等への利便性を
確保する二次交通の整備を
検討します。）

(3)鉄道交通対策に

○ 生 活交 通対 策

●ＪＲ東日本に対し、効率

よる利便性の向上

事業

的なダイヤ運行及び秋田新

（ＪＲ東日本などと連携し、
※

交 通結節点でのサービスと

幹線の雦石駅停車本数の増
便を要望します。

利便性の向上に努めます。ま
た、効率的なダイヤ運行をＪ
Ｒ東日本など関係機関に強
く要望します。）

※

交通結節点…複数または異なる交通手段を相互に連絡する乗り換え、乗り継ぎ場所。具体的な施設として鉄道駅、バスターミナル、

自由通路、駅前広場などがある。

103

２

みんなで目指す目標（成果指標）
指標名

計画策定時

公共交通機関の利便性

目標値

に対する丌満足度

実績値

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

30.0%

25.0%

25.0%

20.0%

-

25.6%

-

27.0%

35.9%

27 年度
20.0%

【指標の説明】
■公共交通機関の利便性に対する丌満足度： 住民意識調査において、
「あまり満足していない」
、
「まったく満足していない」と回答し
た人の割合。公共交通機関に対する利便性の状況を示す指標。
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