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平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№28】

○　総合計画前期基本計画　比較表

№ 頁 答申 変更後 理由

1 5

重点プロ
ジェクト
【プロジェ
クト１】

４施策の
展開 ②

保育施設や人材の確保、保健、医療、福祉の充
実、仕事と育児の両立支援など、地域の実情に応
じた子育て環境の向上に努めます。

保育施設や人材の確保、保健、医療、福祉の充
実、仕事と子育ての両立支援など、地域の実情に
応じた子育て環境の向上に努めます。

限定的な表現と
なる育児から子
育てに変更

2 24
分野別計画
１－５　観
光

施策の展
開 ②

いちのせきニューツーリズム協議会と連携した体
験型観光の充実と世界遺産「平泉」や沿岸被災地
の防災教育と連携した教育旅行の誘致を推進しま
す。

いちのせきニューツーリズム協議会と連携した体
験型観光をはじめ様々な体験型観光の充実と世界
遺産「平泉」や沿岸被災地の防災教育と連携した
教育旅行の誘致を推進します。

第７回審議会委
員意見により修
正

3 26

分野別計画
２－１　都
市間交流、
国際交流

施策の展
開 ④

小学校における総合的な学習や特別活動の時間を
活用するとともに社会教育事業を通じて子供たち
の国際理解を深めます。

小中学校における総合的な学習や特別活動の時間
を活用するとともに社会教育事業を通じて子供た
ちの国際理解を深めます。

第７回審議会委
員意見により修
正

4 37

分野別計画
２－６　移
住定住、結
婚支援

施策の展
開 ①

自分みがき講座の開催などを通じて若者の自己啓
発の助長や社会性の増長を図るなど、結婚や就職
に対する意識や考え方を社会とのつながりの中で
捉えられる機会の創出を図ります。

自分みがき講座の開催などを通じて若者の自己啓
発の助長や社会性の増長を図るなど、結婚に対す
る意識や考え方を社会とのつながりの中で捉えら
れる機会の創出を図ります。

結婚支援の分野
に特化させるた
め表現を修正

5 43

分野別計画
３－２　義
務教育・高
等教育等

施策の展
開 ⑪

子どもたちの国際性を養うため、小学校外国語活
動や中学校外国語教育の充実など国際的なコミュ
ニケーション能力の養成と異文化理解の促進に努
めます。

子どもたちの国際性を養うため、小学校外国語活
動や中学校外国語教育の充実など国際的なコミュ
ニケーション能力の育成と異文化理解の促進に努
めます。

第７回審議会委
員意見により修
正

6 79
分野別計画
５－５　健
康づくり

施策の展
開 ①

生活習慣病予防等を目的に実施する特定健康診査
の受診啓発に取り組みます。

生活習慣病予防及び疾病の早期発見を目的に実施
する特定健康診査及びがん検診の受診啓発に取り
組みます。

主な指標にがん
検診受診率等を
設定しているた
め、追記

項目

1



平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№28】

№ 頁 答申 変更後 理由項目

7 92
まちづくり
の進め方
２

施策の展
開
 ④

広報紙は市民と行政のパイプ役との認識に立ち、
分かりやすく親しみやすい広報紙を目指し、紙面
の充実に努めます。

広報紙は市民と行政のパイプ役との認識に立ち、
分かりやすく親しみやすい広報紙を目指し、紙面
の充実に努めます。また、ホームページについて
も知りたい情報が的確に検索できるよう充実に努
めます。

第７回審議会委
員意見により修
正

2



平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№29】（差替）

○　「主な指標」一覧表

№ ①指標項目 ②指標の説明 ③単位
④現状

（Ｈ26）
⑤目標

（Ｈ32）
⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

第２部　分野別計画

1-1 農林水産業

1 1 新規就農者数
農業の後継者、担い手の確保の状
況を示す指標

人 373 493
一関地方新規就農者育成・確保
対策チーム調査による（累計）

毎年20人の増を目指す

2 2 農業法人数
農業の担い手の確保状況を示す指
標

件 61 85 地域ごとの農業法人の積み上げ 毎年４件の増を目指す

3 3
地域農業マスタープランの
登録数

地域の将来農業の計画策定状況を
示す指標

件 31 43
地域農業マスタープランの登録
数

毎年２件の増を目指す

4 4 水田整備率 農業基盤整備の状況を示す指標 ％ 40.1 46.1
新いわて農業農村整備計画の実
績

毎年１ポイントの増を目指す

5 5 農用地の利用集積率
農用地の担い手への流動化を示す
指標

％ 39.1 45.7
担い手の農地利用集積状況調査
による

岩手県「農地集積の現状と目
標」の伸び率に準ずる

6 6 農業振興地域内の農用地
農地が有効に利用されているかの
指標

ha 19,803 19,705
一関農業振興地域整備計画農用
地利用計画による

国の定める確保すべき農用地等
の面積の目標に準ずる

7 7 ６次産業化事業化件数
生産・加工・販売を実施している
生産者・団体等を示す指標

件 54 66
加工販売している施設を対象と
する。

毎年２件の増を目指す

8 8 振興作物（野菜）の出荷量
農業の生産規模（出荷量）を示す
指標

ｔ 4,596 5,056 ＪＡいわて平泉データによる
ＪＡいわて平泉「販売計画」の
目標の伸び率を目指す

9 9 振興作物（花き）の出荷量
農業の生産規模（出荷量）を示す
指標

千本 12,790 13,685 ＪＡいわて平泉データによる
ＪＡいわて平泉「販売計画」の
目標の伸び率を目指す

10 10 振興作物（果樹）の出荷量
農業の生産規模（出荷量）を示す
指標

ｔ 1,836 1,891 ＪＡいわて平泉データによる
ＪＡいわて平泉「販売計画」の
目標の伸び率を目指す

11 11 和牛子牛出荷頭数
農業の生産規模（出荷量）を示す
指標

頭 3,577 3,200 ＪＡいわて平泉データによる
減少傾向であることから減少率を
10％程度に止める

12 12 肉用肥育牛出荷頭数
農業の生産規模（出荷量）を示す
指標

頭 1,213 1,100 ＪＡいわて平泉データによる
減少傾向であることから減少率を
10％程度に止める

1



平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№29】（差替）

№ ①指標項目 ②指標の説明 ③単位
④現状

（Ｈ26）
⑤目標

（Ｈ32）
⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

13 13 生乳の出荷量
農業の生産規模（出荷量）を示す
指標

ｔ 13,754 13,200 ＪＡいわて平泉データによる
減少傾向であることから減少率を
４％程度に止める

14 14 間伐実績 森林の整備状況を示す指標 ha 566 600
一関農林振興センターデータに
よる

600haを目指す

15 15 燃料用チップ生産量 地域木材の利活用状況を示す指標 BDｔ/年 25,000 25,900 管内チップ工場データによる 年間25,900BDｔを目指す

2



平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№29】（差替）

№ ①指標項目 ②指標の説明 ③単位
④現状

（Ｈ26）
⑤目標

（Ｈ32）
⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

1-2 工業

16 1 製造業の製造品出荷額 企業の生産状況を示す指標 億円
2,016

（※）
2,200 工業統計調査

東日本大震災前（Ｈ22）の水準
を目指す※現状はＨ25

17 2
（公財）岩手県南技術研究
センター試験分析件数

高い品質を求める姿勢の高まりを
読みとる指標

件 910 900
（公財）岩手県南技術研究セン
ター実績調査による

毎年、同程度の試験分析数を目
指す

18 3 品質管理検定合格者数 人材育成の成果を読みとる指標 人 541 1,100 実績による
Ｈ23からの累計1,100人を目指
す

19 4 研究機関等との共同研究数
技術力、研究開発力の向上等を目
指す姿勢の高まりを読み取る指標

件 2 5 研究機関等への実績調査による 毎年５件を目指す

20 5 誘致企業数 就労の場の増加を示す指標 社 21 27 実績による Ｈ18からの累計27社を目指す

21 6
製造業事業所数（従業員４
人以上）

就労の場の確保を示す指標 社
263

（※）
280 工業統計調査

東日本大震災前（Ｈ22）の水準
を目指す※現状はＨ25

1-3 商業・サービス業

22 1 市等制度資金利用件数
中小企業の経済活動の活発さを表
す指標

件 564 620 実績による 10％増を目指す

23 2 商店街空き店舗率
中心市街地の活性化対策の効果を
示す指標

％ 25.88 23.29 空き店舗調査 2.6ポイントの減を目指す

24 3
商店街の街路灯のＬＥＤ化
率

商店街の省エネルギー化を表す指
標

％ 55.4 100 実績による 100％を目指す

1-4 雇用

25 1 新規高卒者の管内就職率 若者の地元定着状況を示す数値 ％ 51.8 60.0
ハローワークの職業紹介状況に
より集計

管内就職率60％を目指す
（現状：H27年3月卒、目標：
H33年3月卒）

26 2
職業訓練施設における訓練
受講者数

職業訓練施設を活用した労働者の
技能習得及び職業能力開発訓練の
機会の拡充を示す数値

人/年 1,730 1,820 各施設報告により集計 おおむね５％増を目指す

1-5 観光

3



平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№29】（差替）

№ ①指標項目 ②指標の説明 ③単位
④現状

（Ｈ26）
⑤目標

（Ｈ32）
⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

27 1 観光入込客数
観光業の振興対策の状況を示す指
標

万人回
／年

210 230 各施設などからの報告による
東日本大震災前（H22）の水準
を目指す

28 2 宿泊者数
観光業の振興対策の状況を示す指
標

万人／
年

10 11 各施設などからの報告による 10％増を目指す

29 3 一関温泉郷入込客数
観光業の振興対策の状況を示す指
数

万人回
／年

29 32 温泉郷各施設からの報告による 10％増を目指す

30 4 教育旅行入込客数
体験型観光の振興対策の状況を示
す指標

人回／
年

9,392 10,300 各施設などからの報告による おおむね10％増を目指す

31 5 観光ボランティア登録者数
観光客の受け入れ態勢の状況を示
す指標

人 70 75 各団体の会員数 現状維持を目指す

32 6 外国人観光入込客数
観光客の受け入れ態勢の状況を示
す指標

人回／
年

5,867 10,000 各施設などからの報告による おおむね倍増を目指す

33 7
骨寺村荘園交流施設利用者
数

骨寺村荘園遺跡の活用の状況を示
す指標

人／年 27,482 36,500 施設からの報告による 毎年おおむね５％増を目指す

34 8 ニューツーリズム実践者数
体験型観光の受け入れ態勢の状況
を示す指標

件 138 198
いちのせきニューツリズム協議
会農家民泊受入登録数

毎年10件の増を目指す

35 9
ニューツーリズム等による
交流人口

体験型旅行の受け入れの状況を示
す指標

人 830 1,310 県教育旅行実績調査 毎年80人の増を目指す

2-1 都市間交流、国際交流

36 1
姉妹都市、友好都市等の交
流回数

市民の都市交流を示す指標 回 29 31 交流事業の回数 ５％増を目指す

37 2 国際交流団体の連携組織数 団体 0 1
国際交流団体の連絡組織の設立
を目指す

38 3 異文化交流事業の回数 市民の異文化交流を示す指標 回 24 25
市が支援している異文化交流事
業の回数

５％増を目指す

2-2 道路

39 1 市道改良率（全路線） 市道の整備状況を示す指標 ％ 54.0 55.0 市道台帳データによる 1.0ポイント増を目指す

4



平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№29】（差替）

№ ①指標項目 ②指標の説明 ③単位
④現状

（Ｈ26）
⑤目標

（Ｈ32）
⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

40 2 市道改良率（1、2級市道） 主要な市道の整備状況を示す指標 ％ 92.0 92.4 市道台帳データによる 0.4ポイント増を目指す

41 3 市道舗装率（全路線） 市道の整備状況を示す指標 ％ 52.2 53.6 市道台帳データによる 1.4ポイント増を目指す

42 4 市道舗装率（1、2級市道） 主要な市道の整備状況を示す指標 ％ 92.2 92.7 市道台帳データによる 0.5ポイント増を目指す

5



平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№29】（差替）

№ ①指標項目 ②指標の説明 ③単位
④現状

（Ｈ26）
⑤目標

（Ｈ32）
⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

2-3 公共交通

43 1
一ノ関駅乗車数（１日当た
りの乗車数）

公共交通の利用を示す指標 人 4,574 4,855 ＪＲ東日本公表データによる 毎年１％増を目指す

44 2 市営バスの年間利用者数 市営バスの利用を示す指標 人 185,906 195,201 実績による ５％増を目指す

2-4 地域情報化

45 1 公衆Ｗi-Ｆi利用件数
市民センター等の公共施設に設置
した公衆Ｗi-Ｆiの利用を示す指標

件 0 11,000 実績による
市民センター利用者目標数
（541,112人）の２％を目指す

46 2 ホームページアクセス件数
市の公式ホームページの閲覧状況
を示す指標

千件 2,186 2,300 実績による 毎年おおむね１％増を目指す

2-5　 地域づくり活動

47 1 地域協働体の設立数
地域づくりの推進役を担う組織の
設立状況を示す指標

団体 18 33 登録数による
全市民センターの管轄区域内で
の地域協働体の設立を目指す

48 2
自治会等活動費総合補助金
活用団体数

自治会活動の状況を示す指標 団体 410 468 実績による
自治会登録団体全ての活用を目
指す

49 3 地域おこし事業実施団体数
市民による地域おこし活動の状況
を示す指標

団体 34 38 実績による 10％増を目指す

2-6 移住定住、結婚支援

50 1 転入者数 移住状況を示す指標 人 2,697 2,800 実績による おおむね５％増を目指す

51 2 空き家バンクの登録件数
移住者受け入れのための体制整備
を示す指標

件 8 20 実績による 20件を目指す

52 3 結婚祝金交付件数 結婚活動支援状況を示す指標 件 1 5 実績による 毎年５件を目指す

53 4
いちのせき結婚活動サポー
トセンターの会員登録数

結婚活動支援状況を示す指標 人 324 500 実績による おおむね50％増を目指す

6



平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№29】（差替）

№ ①指標項目 ②指標の説明 ③単位
④現状

（Ｈ26）
⑤目標

（Ｈ32）
⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

3-1 子育て

54 1
特定不妊治療を受けている
方への助成件数

特定不妊治療を受けている方への
助成を示す指標

人 66 70 実績による 70人を目指す

55 2 妊婦健康診査受診率
出産までに必要な妊婦健康診査を
受ける人の割合を示す指標

％ 86.2 90 実績による 90％を目指す

56 3 子育て相談件数 子育て相談の状況を示す指標 件 168 840 実績による

57 4
ファミリーサポートセン
ター利用者数

ファミリーサポートセンターの利
用状況を示す指標

人 1,285 1,600 実績による 全地域での利用促進を目指す

58 5 認定こども園数
認定こども園の設置状況を示す指
標

園 6 13 実績による 全地域での設置を目指す

59 6 待機児童数 待機児童の状況を示す指標 人 43 0 実績による 待機児童の解消を目指す

60 7 放課後児童クラブ利用者数
放課後児童クラブの利用児童数を
示す指標

人 807 993 実績による
利用が見込まれる児童数に対す
る定員の確保を目指す

61 8
放課後児童クラブと放課後
子ども教室が一体的又は連
携して事業を行う箇所数

放課後児童クラブの児童が放課後
子ども教室の教育活動プログラム
に参加できることを示す指標

件 2 8 実績による 全地域での実施を目指す

3-2 義務教育・高等教育等

62 1

全国学力・学習状況調査の
中学校数学Ａ(主として「知
識」に関する問題)の正答率
（全国平均を100としたとき
の割合）

学力定着状況を示す指標 ％ 90.2 100.0 全国学力・学習状況調査 全国の平均正答率を目指す
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平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№29】（差替）

№ ①指標項目 ②指標の説明 ③単位
④現状

（Ｈ26）
⑤目標

（Ｈ32）
⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

63 2
「ことばの先人」の学習に
取り組んだ学校の割合

「ことばの先人」の学習への取り
組み状況を示す指標

％ 0 100.0 実績による 全小中学校での実施を目指す

64 3
情報通信技術を活用して学
習指導を行った小学校の割
合

ＰＣ等の活用による学習指導状況
を示す指標

％ 64.7 70.0 全国学力・学習状況調査 70％を目指す

65 4
情報通信技術を活用して学
習指導を行った中学校の割
合

ＰＣ等の活用による学習指導状況
を示す指標

％ 50.0 60.0 全国学力・学習状況調査 60％を目指す

66 5

学校緊急情報相互連絡シス
テム登録率
（登録者数/園児・児童・生
徒数）

メール配信サービスの利用状況を
示す指標

％ 96.0 99.0 実績による
ほぼすべての保護者の登録を目
指す

3-3 青少年の健全育成

67 1 少年事業参加人数 学びの意欲化を図る指標 人 30,866 31,000 実績による
少子化を踏まえ現状維持を目指
す

3-4 生涯学習

68 1
市民センターでの生涯学習
活動利用者数

市民の生涯学習活動状況を示す指
標

人 233,929 240,000
市民センターにおける社会教育
事業及び生涯学習活動利用者数

人口減少を踏まえ現状維持を目
指す

69 2 図書館利用登録者数 読書意欲を図る指標 人 38,314 56,000 実績による
人口ビジョンで展望したＨ32人
口のおおむね50％を目指す

70 3 図書貸出冊数 市民の読書環境の充実を示す指標 冊・点/人 7 10 実績による
市民一人当たり年間10冊・点の
貸出を目指す

71 4 博物館入館者数
文化・歴史に触れ学ぶ機会を示す
指標

人 10,775 12,000 実績による 月平均1,000人の入館を目指す

3-5 文化芸術、スポーツレクリエーション

72 1 文化センター利用件数
芸術文化活動の活動状況を示す指
標

件 1,115 1,200 実績による
人口減少を踏まえ現状維持を目
指す
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平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№29】（差替）

№ ①指標項目 ②指標の説明 ③単位
④現状

（Ｈ26）
⑤目標

（Ｈ32）
⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

73 2
芸術鑑賞事業の鑑賞事業の
開催回数

優れた芸術文化に親しむ機会の提
供を示す指標

回 9 10 実績による
人口減少を踏まえ現状維持を目
指す

74 3 スポーツ教室開催回数
市民のスポーツへの取り組み状況
を示す指標

回 38 38 実績による
人口減少を踏まえ現状維持を目
指す

75 4 スポーツ施設利用者数
市営スポーツ施設の利用状況を示
す指標

千人 924 1,000 実績による おおむね10％増を目指す

76 5 スポーツ大会参加者数
市営スポーツ施設で行う大会への
参加状況を示す指標

人 17,928 20,000 実績による おおむね10％増を目指す

3-6 人権・男女共同参画

77 1
人権啓発事業を実施した小
中学校の割合

子どもへの人権教育・啓発の取り
組みを示す指標

％ 14 100 実施状況の把握による 全小中学校での実施を目指す

78 2
男女共同参画サポーター認
定者数

男女共同参画意識の醸成を示す指
標

人 67 91 岩手県からの認定者通知による 毎年４人の増を目指す

79 3

男女それぞれの委員数が委
員定数40%以上である審議会
等の数の全審議会等に対す
る割合

女性の市政への参画を示す指標 ％ 33.3% 60.0% 実績による おおむね倍増を目指す

9



平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№29】（差替）

№ ①指標項目 ②指標の説明 ③単位
④現状

（Ｈ26）
⑤目標

（Ｈ32）
⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

3-7 文化財の保護・地域文化の伝承

80 1 標柱・解説板の設置数
文化財保護意識の啓発に関する情
報発信状況を示す指標

基 76 166 標柱・解説板設置数による 毎年15基の増を目指す

81 2 市内民俗芸能団体数
神楽・鹿踊りなど民俗芸能の伝承
状況を示す指標

団体 57 57 民俗芸能団体調査
民俗芸能が途絶えず伝承される
ことを目指す

3-8 平泉関連資産「骨寺村荘園遺跡」の保護

82 1 支援者数
骨寺村荘園遺跡の支援者数の状況
を示す指標

人 331 500
田植え、稲刈り体験交流会の参
加者数

500人を目指す

83 2 来訪者数
骨寺村荘園遺跡への来訪者数を示
す指標

人 27,482 36,500
骨寺村荘園交流館、休憩所の利
用者数

毎年おおむね５％増を目指す

4-1

84 1
環境基準の類型指定河川に
おける基準値未達成河川数
（BOD値）

国・県が指定する類型河川（北上
川、磐井川、千厩川、砂鉄川、有
馬川、金流川、久保川、猿沢川、
黄海川）の水質状況を示す指標

河川 0 0 県河川水質測定結果による
すべての類型指定河川で水質基
準(BOD値)の達成を目指す

85 2 環境保全協定締結件数
環境汚染の未然防止及び環境保全
に関する取組状況を示す指標

件 154 169 実績による 10%増を目指す

4-2 公園、都市緑化

86 1 １人当たりの公園面積 公園の整備状況を示す指標 ㎡ 14.9 16.7
市が管理する都市公園、市公園
の開設面積／住基人口

人口減少を踏まえ現状維持を目
指す

自然環境・環境保全
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平成27年11月17日（火）
第８回総合計画審議会【資料№29】（差替）

№ ①指標項目 ②指標の説明 ③単位
④現状

（Ｈ26）
⑤目標

（Ｈ32）
⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

4-3 低炭素社会

87 1
太陽光発電システム（10ｋ
ｗ未満）導入件数

設置状況を示す指標 件 1,980 3,500 東北電力㈱一関営業所による
新エネルギービジョン導入目標
値による

88 2 ＣＯ２排出量
地球温暖化対策の取組状況を示す
指標

ｔＣＯ
２

795,400
※

684,101 統計データによる
省エネルギービジョン消費量目
標値による※H24推計値

4-4 循環型社会

89 1
1人1日当たりの排出量（一
般廃棄物）

廃棄物の減量化の取組状況を示す
指標

ｇ/日
800
※

720 廃棄物処理実態調査による
10％減を目指す
※Ｈ26は速報値

90 2
リサイクル率（一般廃棄
物）

廃棄物の再資源化への取組状況を
示す指標

％
15.4

※
16.9 廃棄物処理実態調査による

1.5ポイントの増を目指す
※Ｈ26は速報値

4-5 住環境、市営住宅、景観

91 1 長期優良住宅認定率 良好な住環境の促進を示す指標 ％ 7.9 9.2 実績による 1.3ポイントの増を目指す

92 2 景観まちづくり団体数 景観まちづくり活動状況の指標 団体 4 6
一関市景観まちづくり条例に基
づき認定されている団体数

50％増を目指す
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⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

4-6 上水道

93 1 有収率
水道水の安定供給への取り組みを
示す指標

％ 78.5 82.0 水道統計による 岩手県平均を目指す

94 2 水道普及率 水道の使用割合を示す指標 ％ 87.9 90.0 水道統計による 2.1ポイントの増を目指す

4-7 下水道

95 1 汚水処理人口普及率
下水道等による生活排水処理が可
能な状況を示す指標

％ 59.9 73.0 汚水処理施設整備状況による 13.1ポイントの増を目指す

5-1 医療

96 1 医師修学資金貸付
将来の医療従事者の確保を示す指
標

人 2 8 実績による 毎年１人の増を目指す

5-2 地域福祉

97 1
福祉教育に関する講座を実
施した小中学校の割合

子どもへの福祉教育や相互理解へ
の取り組みを示す指標

％ 20 100 実績による 全小中学校での実施を目指す

98 2
就労開始や就労収入増によ
り生活保護世帯から自立し
た世帯の割合

就労支援の取り組みによる生活保
護世帯の自立割合を示す指標

％ 4.1 5.0 実績による ５％を目指す

5-3 高齢者福祉

99 1 介護予防事業延べ参加者数
介護保険制度の理解と介護予防の
推進状況を示す指標

人 33,711 54,785 実績による

100 2
高齢者見守りネットワーク
協力事業所数

地域の見守り体制の充実を示す指
標

事業所 － 50
高齢者見守りネットワーク事業
協定締結事業所数による

50事業所を目指す
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⑥現状把握の方法 ⑦目標設定の考え方

101 3
介護担い手育成講座受講者
数

高齢者を支える多様な介護担い手
の育成状況を示す指標

人 15 135 実績による 毎年20人の増を目指す

102 4 老人クラブ加入率 高齢者の社会参加を示す指標 ％ 22 22 実績による
加入者が減少傾向にあることか
ら現状維持を目指す

103 5 シニア活動プラザ利用者数
シニア世代の社会参加、社会貢献
活動の状況を示す指標

人 2,223 3,086 実績による
要介護認定を受けていない高齢
者の10％を目指す

5-4 障がい者福祉

104 1 相談件数 相談状況を示す指標 件/人 1.37 1.59
実績による（一般相談件数／障
がい者数）

105 2
児童発達支援サービスの利
用者数

児童発達支援サービス利用者数 ％ 3.6 4.0
実績による（児童発達支援サー
ビス利用者数／未就学児数）

0.4ポイントの増を目指す

106 3
福祉施設から一般就労への
移行者数

障がい者の就労支援を示す指標 人 10 12 実績による 20％増を目指す

107 4
障がい福祉サービス（日中
活動系）の利用者数

障がい者の地域支援を示す指標 人 836 986 実績による 毎年25人の増を目指す

108 5
障がい者福祉まつりの参加
者数

障がい者との交流イベントへの参
加状況を示す指標

人 2,775 2,895 実績による 毎年20人の増を目指す

5-5 健康づくり

109 1 胃がん検診受診率
がんの早期発見への取り組み状況
を示す指標

％ 22.5 50
実績による（受診者数／対象者
数）

がん対策推進基本計画に基づく

110 2 大腸がん検診受診率
がんの早期発見への取り組み状況
を示す指標

％ 30.5 50
実績による（受診者数／対象者
数）

がん対策推進基本計画に基づく

111 3 肺がん検診受診率
がんの早期発見への取り組み状況
を示す指標

％ 26.2 50
実績による（受診者数／対象者
数）

がん対策推進基本計画に基づく
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112 4 子宮がん検診受診率
がんの早期発見への取り組み状況
を示す指標

％ 29.2 50
実績による（受診者数／対象者
数）

がん対策推進基本計画に基づく

113 5 乳がん検診受診率
がんの早期発見への取り組み状況
を示す指標

％ 33.1 50
実績による（受診者数／対象者
数）

がん対策推進基本計画に基づく

114 6
65歳以上の人口に占める要
介護認定者の割合

介護度の低い要介護1及び2の認定
者の割合を減らすことにより、全
体の割合を減らす

％ 15.7 15.3 実績による 0.4ポイントの減を目指す

115 7
メタボリックシンドローム
該当者及び予備軍該当者の
割合

一関市保健事業実施計画における
目標値を達成し、維持する

％ 25.8 22 実績による
一関市保健事業実施計画に基づ
く

5-6 防災（治水、治山を含む）

116 1
コミュニティＦＭ番組を聞
いている世帯

情報提供及び伝達手段としての利
用状況を示す指標

％ 54 100 抽出利用実態調査による 100％を目指す

117 2 自主防災組織の組織率 防災への取組を示す指標 ％ 90.89 100
実績による（結成行政区数
/450）

全行政区に自主防災組織を結成
する

118 3
木造住宅耐震改修工事助成
件数

防災への取組を示す指標 件 90 120 実績による
毎年5件を目指す
（Ｈ19からの累計）

5-7 消防、救急・救助

119 1 普通救命講習修了者数
自動体外式除細動器（AED）を含む
心肺蘇生法の市民普及を示す数値

人 71,987 89,000 実績による
人口ビジョンで展望したＨ32人
口のおおむね80％を目指す

5-8 防犯・交通安全・市民相談体制

120 1 青色回転灯装着車両数
防犯に対する意識高揚の状況を示
す指標

台 33 40 実績による 40台を目指す

121 2
青色回転灯装着車両による
パトロール回数

地域ぐるみによる防犯活動への取
り組みを示す指標

回 773 800 　　〃 おおむね3％増を目指す
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122 3 交通安全教室の開催回数
交通安全の意識高揚の状況を示す
指標

回 365 390 　　〃 おおむね5％増を目指す

123 4 消費者講座の参加者数 消費者保護の取組状況を示す指標 人 1,150 1,200 　　〃 おおむね5％増を目指す

第３部　まちづくりの進め方

1 市民と行政の協働のまちづくり

124 1 市民センターの利用者数 利用者の状況を示す指標 人 491,920 541,112 実績による 10％増を目指す

2 健全な行財政運営

125 1
マイナンバーカード交付枚
数

マイナンバーカードの利用を示す
指標

枚 0 78,000 交付状況による
人口ビジョンで展望したＨ32人
口のおおむね70％を目指す

126 2 経常収支比率 市の財政の弾力性を示す指標 ％ 89.3 89.0
地方財政状況調査（決算統計）
による

89％を目指す

127 3 実質公債費比率 市の財政の健全性を示す指標 ％ 13.9 12.0 健全化判断比率報告書による 12％を目指す

128 4
Ｆａｃｅｂｏｏｋのリーチ
数

市の公式Ｆａｃｅｂｏｏｋへの投
稿に対する閲覧状況を示す指標

人 ― 406,500 実績による 406,500人を目指す

129 5 ツイッターのフォロワー数
市の公式ツイッターへの投稿に対
する閲覧状況を示す指標

人 3,011 3,200 実績による 毎年おおむね1％の増を目指す

3 広域連携の推進

130 1 広域連携事業数 平泉町との連携の状況を示す指標 事業 23 29
定住自立圏共生ビジョン掲載事
業数

毎年１事業の増を目指す
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○分野別計画　「市民の参画」　一覧

№ 答申 変更後

1-1　農林水産業

 　魅力ある農林業と担い手づくり

1 ※新規就農、定年帰農など農業に挑戦しましょう。 ※新規就農や定年後の農業経営への参画、農作物の栽培に挑戦しましょう。

2 ※農業の持つ多面的機能や農村景観の保全に対する理解を深めましょう。
※農地の保全や農村環境の保全など農業の持つ多面的機能に対する理解を深め、集落での維持
管理活動を行いましょう。

3 ※児童、生徒及び高校生、大学生は農林業体験を通して農村、山村の魅力を体感しましょう。 ※農林業体験を通して農村、山村の魅力を体感しましょう。

4
※森林の持つ多面的、公益的機能や地域の資源としての森林の役割について、理解を深めま
しょう。

※水源のかん養や国土の保全、地球温暖化防止など、森林の持つ多面的、公益的機能や地域の
資源としての森林の役割について、理解を深めましょう。

 農業生産基盤の整備と担い手育成　

5 ※集落営農組織と市民との協働による収穫祭等のイベントを開催しましょう。
※農事組合法人及び集落営農組織と市民との協働による農業祭や各地域の収穫祭等のイベント
を開催しましょう。

6 ※土地改良区等が開催する農業用施設の見学などに積極的に参加しましょう。
※土地改良区等が開催する農業用施設の見学などに参加し、地域農業に対する理解を深めま
しょう。

 農業の有する多面的機能の発揮の促進

7
※地域内の農道や用排水路や宅地まわりを中心に地域の住民が参加して草刈りや泥上げに協力
しましょう。

※地域内の農道、用排水路や宅地まわりを中心に地域の住民が参加して草刈りや泥上げに協力
しましょう。

１　地域資源をみがき生かせる魅力あるまち

1
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№ 答申 変更後

8 ※作付されていない農地や集会施設周辺の土地を活用して農村の景観形成を進めましょう。 ※休耕農地や集会施設周辺の土地を活用し、農村の景観形成を進めましょう。

 農村コミュニティの活性化　

9 ※農業や農村の魅力を理解するため、農村で開催される体験型イベントに参加しましょう。 ※農業や農村の魅力を理解するため、体験型イベントに参加しましょう。

10 ※生まれ育った郷土の伝統文化に興味を持ち、守り伝える活動に協力しましょう。
※生まれ育った郷土の文化に興味を持ち、伝統を守り伝える活動に協力し、農村の魅力を情報
発信しましょう。

 農林水産物の生産、販売支援

11 ※地元産農林水産物を使用した特産品の開発や販路拡大に積極的に協力しましょう。 ※地元産農林水産物を使用した特産品の開発や販路拡大に取り組みましょう。

12 ※地元産農林水産物を積極的に愛用する地産地消に取り組みましょう。 ※地元産農林水産物を愛用する地産地消に取り組みましょう。

13 ※地元産農林水産物を活用した料理の工夫と普及に取り組みましょう。 削除しない

14
※農産物直売所などを積極的に活用するとともに農業者と消費者が交流する機会へ参加しま
しょう。

※農産物直売所などを利用するとともに、生産者と消費者の交流が図られるイベントなどへ参
加しましょう。

 森林の適正管理と利活用

15
※森林の伐採後の植栽活動に積極的に参加し、山を若返らせながら継続的に森林資源が循環す
るまちづくりに協力しましょう。

※森林の伐採後の植栽活動を実施し、山を若返らせながら継続的に森林資源が循環するまちづ
くりに協力しましょう。

16 ※山林を所有している方は、自分の所有山林の状況を現地で確認しましょう。 ※山林を所有している方は、自分の所有山林の状況を現地で確認しましょう。

 地域材の資源エネルギーとしての活用　

2
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№ 答申 変更後

17
※バイオマス産業都市構想に関心を持ち、薪ストーブやペレットストーブなどの木質バイオマ
スを活用した暖房器具の良さを見直しましょう。

※切捨間伐材など未利用材を地域バイオマス資源エネルギーと捉え、薪ストーブやペレットス
トーブなどの木質バイオマスを活用した暖房器具の良さを見直しましょう。

18
※森林や身近な里山に親しむため、森の恵みを受ける体験型イベントなどの企画に積極的に参
加しましょう。

※森林や身近な里山に親しむため、森の恵みを再発見する体験型イベントなどの企画に参加し
ましょう。

19
※栗駒山や室根山をはじめとする郷土の山に愛着を持ち、登山などを通じて森の恵みを体感し
ましょう。

20 ※地域の工業への理解を深めるため、市内外の展示会等に出かけましょう。

21 ※工場見学などにより、地域企業の製品について理解を深めましょう。

 ものづくり人材の確保と育成　

22 ※技術や技能を取得するため、市などが行う研修会に積極的に参加しましょう。 ※技術や技能を取得するため、市などが行う研修会に参加しましょう。

23 ※資格取得のための検定受検に取り組みましょう。

 地域内発型産業の振興

24
※新製品や新技術の開発について、（公財）岩手県南技術研究センターや（独）国立高等専門
学校機構一関工業高等専門学校等の学術試験研究機関に相談してみましょう。

 森林と市民との関わりの創出

１－２　工業

 工業の振興

3
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№ 答申 変更後

25
※（公財）岩手県南技術研究センターが開催する産学官イブニング研究交流会へ参加しましょ
う。

 企業誘致の推進

26 ※立地した企業の事業活動について理解を深めましょう。

27 ※情報発信及び情報提供に積極的に協力しましょう。 ※情報発信及び情報提供に協力しましょう。

28 ※産業支援機関や商工関係団体と連携しましょう。

１－３　商業・サービス業

 商業、サービス業の振興

29 ※地域企業への理解を深めましょう。

 商店街の活性化

30 ※商店街のイベントに参加するなど、地域の魅力に触れながら活性化を応援しましょう。

31 ※商店街を利用しましょう。

 活力ある商業の振興

32
※本市の特産品への理解と認識を深め、贈答品などに利用して、特産品の魅力を伝えていきま
しょう。

4
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№ 答申 変更後

33 ※起業者の活動に対し理解を深め積極的に利用しましょう。

34
※地元「一関で働く」ことについての理解を深め、若者の地元就職及び就業定着を応援しま
しょう。

35 ※女性の就労に対する理解を深め、女性が働きやすい職場づくりに努めましょう。

１－４　雇用

 関係機関との連携による就業支援

5
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№ 答申 変更後

36 ※仕事と生活の調和や子育てとの両立など、働きやすい職場づくりの理解を深めましょう。

37 ※ものづくり技術、技能の伝承への理解を深めましょう。

38 ※郷土料理や伝統芸能などに親しみ、理解を深めＰＲに努めましょう。

39 ※観光地周辺の美化に協力しましょう。

40 ※新たな体験型観光の提案やプログラムづくりに参画しましょう。

41 ※地元を案内する観光ボランティアに参画しましょう。

42 ※一人ひとりが観光ＰＲに努めましょう。

 受け入れ態勢の整備

 勤労者福祉の充実

 能力開発と人材育成

１－５　観光

 観光資源の発掘及び活用

 体験型観光の振興

6
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№ 答申 変更後

43 ※骨寺村荘園遺跡への理解を深めＰＲに努めましょう。

44 ※国内外の交流活動に積極的に参加し、活動内容を広く情報発信しましょう。 ※国内外の交流活動に参加し、活動内容を広くＰＲしましょう。

45 ※留学生等のためのホームステイ受け入れに協力しましょう。

46 ※ホームステイファミリーやホームステイ経験者は体験談を広く市民に伝えましょう。 ※ホストファミリーやホームステイ経験者は体験談を広く市民に伝えましょう。

47 ※外国文化の理解に努めましょう。

48 ※市民と外国人との交流活動に参加、協力しましょう。

49 ※外国人に日本語学習の機会を広めるため、日本語教室等に協力しましょう。

50 ※自ら外国語を習得する講座に参加しましょう。

51 ※外国人に親しみを持ってあいさつをしましょう。 外国人に親しみを持ってあいさつし、コミュニケーションの輪を広げましょう。

 骨寺村荘園遺跡の活用

２　みんなが交流して地域が賑わう活力あるまち

２－１　都市間交流、国際交流

 多様な交流活動の推進

 外国人に優しいまちづくり

7
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№ 答申 変更後

52 ※広域的な幹線道路の整備促進を要請する活動に協力しましょう。 ※国道や県道などの広域的な幹線道路の整備を促進する活動や工事に協力しましょう。

53 ※道路の新設や改良に当たっては、道路整備の計画づくりや工事の実施に協力しましょう。 ※道路整備の計画づくりや工事に協力しましょう。

 安全安心で快適な道路環境づくり

54 ※冬期の安全な交通を確保するため、道路の除雪に協力しましょう。

55
※身近な道路の草刈やごみ拾い、側溝清掃などの維持管理は、地域住民の参加で取組を進めま
しょう。

※身近な道路の草刈やごみ拾いなどの環境整備に取り組みましょう。

56 ※鉄道やバスなど公共交通機関を積極的に利用しましょう。 ※市民号など一ノ関駅の拠点性向上を働きかけるための取組に参加しましょう。

57 ※多くの人が集まる一ノ関駅周辺の環境美化に努めましょう。 ※一関の玄関口として多くの人が集まる一ノ関駅周辺の環境美化に取り組みましょう。

２－２　道路

 広域ネットワークの充実

 市内ネットワークの拡充

２－３　公共交通

 公共交通機関の充実

 一ノ関駅周辺の整備

8



平成27年11月17日
第８回総合計画審議会【資料№30】

№ 答申 変更後

58 ※自家用自動車の利用を減らすなどして、環境にやさしい公共交通の利用に努めましょう。
※公共交通の維持確保のため、自家用自動車の利用を減らすなどして、環境にやさしい移動手
段である鉄道やバスなどの公共交通機関を利用しましょう。

59 ※ＩＣＴへの理解を深め、ブロードバンドサービスを積極的に活用しましょう。 ※ＩＣＴへの理解を深め、ブロードバンドサービスを有効に活用しましょう。

 情報の受発信と共有の促進

60
※市民と行政、市民同士のコミュニケーションの基礎となる情報を相互に発信し合い、様々な
情報を共有しましょう。

※市民と行政、市民同士のコミュニケーションの基礎となる情報を発信し、様々な情報を共有
しましょう。

 地域づくり活動の啓発と意識醸成

61
※地域のことを知り学び、地域課題の共有と解決策の話し合いを行い、コミュニティ意識を高
めていきましょう。

62 ※地域のイベントに参加しましょう。 ※活力ある地域づくりのため、地域のイベントに参加しましょう。

63 ※市民憲章の精神を実践する活動に取り組みましょう。
※花いっぱいコンクールに参加し、地域が協力して美しい環境をつくるなど、市民憲章の精神
を実践する活動に取り組みましょう。

２－４　地域情報化

 情報通信基盤の整備と活用

２－５　地域づくり活動

 生活交通の維持確保

9
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№ 答申 変更後

 地域づくり活動の支援

64 ※地域の自治会活動や地域づくり活動に参加しましょう。

65 ※各団体相互の交流と連携を深め、地域づくり活動の輪を広げていきましょう。

 移住定住の促進

66
※一関市に移住して生活したい人のために、利活用可能な空き家を「空き家バンク」に登録し
ましょう。

※一関市に移住して生活したい人のために、利活用可能な空き家を「空き家バンク」に登録
し、有効活用しましょう。

67
※移住者の受入環境整備のため、行政と地域住民等との協働による支援体制をつくりましょ
う。

68
※移住者を地域の一員として受け入れ、ともに地域づくり活動に取り組む環境づくりに努めま
しょう。

 結婚活動の支援

69 ※結婚活動の支援制度への理解と活用を進めましょう。
※結婚活動に関する支援制度の内容を理解し、活用を進めましょう。

※自分みがき講座や出会いの場に進んで参加しましょう。

２－６　移住定住、結婚支援

10
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№ 答申 変更後

 妊娠、出産、子育て支援の充実と環境づくり

70 ※子育ての不安を解消するため、乳幼児健診や子育て相談を積極的に活用しましょう。 ※乳幼児健診や子育て相談を活用し、子育ての不安を解消しましょう。

71 ※地域で子育てを支援するボランティア活動に参加しましょう。
※地域で子育てを支援するボランティア活動に参加しましょう。

※子育てに関する各種制度の内容や趣旨を理解し、職場全体で子育てを応援しましょう。

 幼児教育及び保育環境の充実

72
※ＰＴＡや保護者会の活動を通じ、教育、保育活動の場に参加し、子育て支援についての理解
を深めましょう。

73 ※子育てに関する各種制度の内容や趣旨を理解し、職場全体で子育てに協力しましょう。 71　に記載

74 ※地域で子育てを支えるよう、異世代交流を積極的に図りましょう。
※地域で子育てを支えるよう子育て経験者や高齢者と子育て世代との異世代交流を進めましょ
う。

75 ※放課後子ども教室の運営に協力しましょう。
※放課後などに子どもたちに学習や様々な体験を提供するため、放課後子ども教室の運営に協
力しましょう。

３　自ら輝きながら次代の担い手を応援するまち

３－１　子育て

 児童育成支援の環境整備

11
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№ 答申 変更後

 教育内容の充実

76
※子どもたちの学習意欲や体力の向上を図るため、家庭では、生活時間や食事など、規則的な
日常生活習慣を身に付けさせましょう。

77
※子どもたちの豊かな心や社会性を育むため、登下校時などにおいて、子どもたちとあいさつ
をしましょう。

※子どもたちの豊かな心や社会性を育むため、登下校時などにおいて、子どもたちと笑顔であ
いさつをしましょう。

 地域の連携強化と学校運営の充実

78
※子どもたちの安全確保と、いじめや非行などの問題を未然に防ぐため、学校との連携を深
め、登下校の見守り活動などに参加しましょう。

※子どもたちの安全を確保するとともに、いじめや非行などの問題を未然に防ぐため、学校と
の連携を深め、登下校の見守り活動などに参加しましょう。

79
※地域住民の豊富な社会経験を生かし、学校支援ボランティアなどとして、学校の学習活動に
参加し、自らが培った技術や、地域の文化、社会の仕組みなどを児童生徒に教えましょう。

※学校支援ボランティア等として、豊富な社会経験を生かし、学校の学習活動に参加し、自ら
が培った技術や地域の文化、社会の仕組みなどを児童生徒に教えましょう。

 教育環境の整備充実

80 ※良好な教育環境を維持していくため、ＰＴＡが行う環境整備や美化活動に参加しましょう。 ※良好な教育環境を維持するため、ＰＴＡが行う環境整備や美化活動に参加しましょう。

81 ※学校規模の適正化など、より良い教育環境を検討する懇談会等に参加しましょう。

３－２　義務教育・高等教育等

12
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 高等教育機関等の充実

82 ※高等教育機関が実施する公開講座などに参加し交流を深めましょう。
※高等教育機関が実施する公開講座などに参加し、専門的な知識や技術を学びながら、学生等
との交流を深めましょう。

３－３　青少年の健全育成

 青少年育成に関するネットワークの整備

83 ※青少年の健全育成に取り組む各種ボランティアに参加しましょう。

84 ※世代を越えた交流などを通し、地域で子どもの見守りに取り組みましょう。

 青少年の社会参加機会の充実

85 ※幼少期から地域行事に楽しく参加できる機会をつくりましょう。

86 ※日常のあいさつや問題行動に対する忠告など、青少年への声がけを行いましょう。
※日常のあいさつを通じ青少年への声がけを行うとともに、問題行動には、はっきりと注意し
ましょう。

 生涯学習環境の充実

87 ※地域の市民センターで開催される学習講座に積極的に参加しましょう。 ※市民センターで開催される学習講座に参加しましょう。

 生涯学習活動への支援

88 ※生涯を通して自己を高め続けていくため、自主的な生涯学習に取り組みましょう。

３－４　生涯学習

13
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89
※自己の経験や能力を生かして、生涯学習の講師役やリーダーとなって学び合う活動を進めて
いきましょう。

90 ※生涯学習に取り組む市民団体、グループに参加して活動しましょう。 ※生涯学習に取り組む市民団体、グループに参加してまちづくり活動を進めていきましょう。

 図書館機能の充実

91 ※地域の情報拠点である図書館を積極的に利用しましょう。 ※地域の情報拠点である図書館を利用しましょう。

92
※幼児期から読書に親しむ習慣が身に付くよう、子どもへの本の読み聞かせを心がけましょ
う。

※幼児期から読書に親しむ習慣が身に付くよう、子どもへの本の読み聞かせを行いましょう。

93
※読み聞かせボランティア、子どもの読書支援や図書館資料の配架、書架整理、施設の美化を
行う図書館サポーターなどの市民活動に参加しましょう。

 博物館機能の充実

94 ※博物館等の常設展や企画展を観覧し、地域の歴史や文化等を学びましょう。

 文化芸術活動の振興

95 ※優れた文化芸術を鑑賞するなど、文化、芸術活動に参加する機会を広げましょう。 ※優れた文化芸術を鑑賞するなど、文化、芸術活動に取り組む機会を主体的に広げましょう。

 スポーツレクリエーション活動の推進

96 ※日常的にスポーツを行うように心がけましょう。
※日常的にスポーツ活動や体を動かす習慣を身に付けるよう心がけ、子どもから高齢者までの
健康増進、体力向上を目指しましょう。

97 ※スポーツ教室や大会に参加してスポーツの仲間づくりをしましょう。

98 ※各種の市民スポーツ団体の活動に参加し、交流の輪を広げていきましょう。

３－５　文化芸術、スポーツレクリエーション

※健康で楽しく日常生活を送るため、スポーツ教室やスポーツ団体のサークル活動に参加し、
親睦と健康づくりの輪を広げていきましょう。

14
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99
※子ども、女性、高齢者などが抱える様々な人権問題を理解し、人権侵害のない社会を実現さ
せましょう。

100
※固定的な性別役割分担意識をなくし、男性が家事や育児、介護等に参画することについて理
解を深め、それらの活動に前向きに参画できるようにしましょう。

※固定的な性別役割分担意識をなくし、男性が家事や育児、介護等に参画することについて理
解を深め合い、それらの活動が進んで行えるようにしましょう。

101
※施設見学や研修会への参加などを通じ、地域の文化財に触れたり、学んだりしながら、郷土
の歴史文化に対する意識や関心を高めましょう。

102
※文化財防火デーなどの事業に関心を持ち、地域の誇りであり、財産である文化財に対する愛
護の心を育てましょう。

103 ※地域の伝統芸能に誇りを持てる伝承活動や愛護活動に取り組みましょう。 ※地域に誇りを持てるよう、伝統芸能の伝承活動や愛護活動に取り組みましょう。

104 ※地域の優れた自然や文化の発掘、保存と継承に取り組みましょう。
※地域ならではの祭り、郷土料理、年中行事の伝承や景観保全活動に取り組み、地域文化を次
代に引き継ぎましょう。

 人権教育と人権啓発の推進

 男女共同参画社会の推進

３－７　文化財の保護・地域文化の伝承

 文化財の保存、活用

 地域文化の伝承

３－６　人権・男女共同参画
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 骨寺村荘園遺跡の保護

105
※骨寺村荘園遺跡で開催される、田植えや稲刈り体験交流イベント等へ積極的に参加しましょ
う。

※骨寺村荘園遺跡で開催される田植えや稲刈り体験交流イベントなどに参加し、伝統的な農村
景観を次代に引き継ぎましょう。

106 ※遺産としての価値を守るため、土水路整備等の景観保全の取組に協力しましょう。
※遺産としての価値を守るため、昔ながらの土水路をみんなで維持する作業など景観保全活動
に協力しましょう。

 骨寺村荘園遺跡の世界遺産登録

107 ※骨寺村荘園遺跡への関心を持ち、その価値についての理解を深めましょう。

108 ※骨寺村荘園遺跡の世界遺産登録を市民一丸となって応援しましょう。

 自然の保全と活用施策の充実

109
※家庭、事業所や農作業などに伴う排水で河川の環境を汚染することがないよう注意しましょ
う。

110 ※河川に親しむ活動を通じて自然環境を理解する活動に取り組みましょう。
※水生生物調査やホタル探検会、稚魚放流、メダカ観察会など河川に親しむ活動を通じて自然
環境を理解する活動に取り組みましょう。

111 ※河川や水辺の清掃、浄化活動などのボランティア活動に参加しましょう。
※河川管理者、NPO法人、地元自治会などが実施する河川や水辺の清掃、浄化活動などのボラ
ンティア活動に参加しましょう。

112 ※希少な動植物の保護に努めましょう。
※当地方に生息するオジロワシなどの野鳥やヒメギフチョウ、ナンブタカネアザミなどの昆虫
や植物など、希少な動植物の保護に努めましょう。

３－８　平泉関連資産「骨寺村荘園遺跡」の保護

４　郷土の恵みを未来へ引き継ぐ自然豊かなまち

４－１　自然環境・環境保全
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 環境教育の充実

113 ※環境衛生に取り組む市民団体の活動に参加しましょう。
※河川の浄化活動や生態系の保全活動など環境保全に取り組む各種市民団体の活動に参加しま
しょう。

114 ※自然観察会など自然学習の機会に参加しましょう。 ※自然観察会などの機会を活用して郷土の自然について学習しましょう。

 環境保全対策の充実

115 ※大気汚染や悪臭の発生源をつくらないよう注意しましょう。
※野焼きによる大気汚染や排水管のつまりによる悪臭などの発生源をつくらないよう注意しま
しょう。

116 ※家庭や事業所から漏れる音が近隣騒音とならないよう、音量や時間に配慮しましょう。

※テレビやステレオ、ピアノ、洗濯機などの使用時間や音量などに注意し、近隣への騒音とな
らないようにしましょう。

※事業所で使用する機器の定期的な整備や騒音発生防止のための適切な管理を行い、騒音とな
らないようにしましょう。

 公園、緑地の整備

117 ※地域での公園、緑地の維持管理に取り組みましょう。 ※地域での公園、緑地の維持管理活動に参加しましょう。

 緑化の推進

118 ※宅地周りへの生垣の設置や花いっぱい運動に参加するなど、まちの緑化を推進しましょう。
※宅地周りへの植栽や花いっぱい運動への参加など緑化に取り組み、地域の環境づくりを進め
ましょう。

 「地球環境にやさしいまちづくり」の推進

４－２　公園、都市緑化

４－３　低炭素社会
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118 ※化石燃料の使用を節約する暮らし方を実践しましょう。
※マイバッグ、マイ箸、マイボトルの携帯、エコドライブ、自転車利用などにより、化石燃料
の使用を節約する暮らし方を実践しましょう。

119
※太陽光や木質バイオマスなどの再生可能エネルギーの利用、省エネ生活に取り組みましょ
う。

 低炭素社会のシステムづくり

120
※新エネルギー機器の導入やエコドライブ（環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用）の取組
など、環境に配慮した暮らしの実践に取り組みましょう。

121 ※環境負荷の少ない省エネ型のライフスタイルを実践しましょう。
※冷暖房の温度調節、電気機器の待機電力の削減、省エネ型の電気機器への交換などに努め、
省エネ型のライフスタイルを実践しましょう。

４－４　循環型社会

 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の推進

122
※廃棄物の減量化を進めるとともに、資源物の分別の徹底、有価物の集団回収に取り組みま
しょう。

※廃棄物の減量化を進めるとともに、・・・などの資源物の適正な分別に取り組みましょう。

※資源再生利用のため、・・・などの有価物の集団回収に取り組みましょう。

123 ※資源の有効活用を図るため、使用済小型家電や古着の回収に協力しましょう。

124 ※生ごみの堆肥化、減容化に取り組みましょう。 ※生ごみ処理機等の使用による生ごみの堆肥化、減容化に取り組みましょう。

 効率的な廃棄物処理システムの確立

125
※ポイ捨てや不法投棄をしないことはもちろん、巡視活動を行うなど、不法投棄のされにくい
環境づくりに協力しましょう。

※ポイ捨てや不法投棄に対する巡視活動や普段の清掃活動を行うなど、不法投棄を許さない環
境づくりに協力しましょう。

126 ※市民の一斉清掃活動に参加しましょう。 ※地域の一斉清掃活動に参加しましょう。

18
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 環境自治体のシステムづくり

127
※３Ｒ運動による廃棄物の減量化、再資源化への取組とともに電気、水、ガス、灯油等の節約
など、環境に配慮した持続可能な地域づくりに協力しましょう。

※３Ｒ運動による廃棄物の減量化、再資源化への取組とともに電気、水、ガス、灯油等の節約
など、環境に配慮した循環型社会づくりに取り組みましょう。

 良好な住環境の形成

128 ※良好な住宅ストックのために、耐震化やバリアフリー化を進めましょう。 ※住宅の耐震化やバリアフリー化を進めましょう。

129 ※地球温暖化の防止に向けて、積極的に住まいの省エネ化を進めましょう。 ※地球温暖化の防止に向けて、住まいの省エネ化を進めましょう。

130 ※住宅の適正な維持管理に努めましょう。 ※住宅の点検を心がけ適正な維持管理に努めましょう。

 市営住宅の適切な管理

131 ※市営住宅の適正な利用に努めましょう。

 景観形成の推進

132 ※地域のより良い景観形成のために、景観まちづくり活動へ積極的に参加しましょう。 ※地域のより良い景観形成のために、景観まちづくり活動に参加しましょう。

133 ※日頃から身近な環境美化に取り組み、美しいまちづくりを進めましょう。 ※美しいまちづくりを進めるために、日頃から身近な環境美化に取り組みましょう。

 安全な水の安定供給

４－６　上水道

４－５　住環境、市営住宅、景観
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134
※広報紙、水道週間の施設見学会などを通じ、ライフラインとして欠くことのできない水道に
ついて認識しましょう。

 未普及地域への対応

135
※水道の普及や井戸等による給水には清浄な水源が必要であり、貴重な水源の保全に努めま
しょう。

※水道普及や井戸の使用にかかせない清浄な水源の保全のため、川をきれいにしたり森林を大
切にしましょう。
　または
※川をきれいにしたり森林を大切にし、水道普及や井戸等の給水に欠かせない清浄な水源の保
全に努めましょう。

 処理施設の整備と普及促進

136
※河川等公共用水域の水質保全と衛生的で快適な暮らしの実現を図るため、下水道や農業集落
排水が整備された区域にお住まいの方は、台所や風呂、トイレなどの排水を、該当する施設へ
接続するように努めましょう。

137
※下水道事業計画区域及び農業集落排水施設処理区域のどちらにも該当しない区域にお住まい
の方は、浄化槽を設置するように努めましょう。

※下水道事業計画区域及び農業集落排水施設処理区域のどちらにも該当しない区域にお住まい
の方は、浄化槽を設置し河川等の水質保全と衛生的で快適な暮らしの実現に努めましょう。

 地域医療体制の充実

138 ※かかりつけ医を有効に活用して、適切な受診を心がけましょう。 ※普段から何でも相談できる「かかりつけ医」を持ち、早めの受診を心がけましょう。

４－７　下水道

５－１　医療
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139
※市民を対象としたフォーラムや県立病院などが行う懇談会などへ参加し、利用者と医師など
の医療従事者が対話を通じて相互理解を深め合い、地域医療を守り育てましょう。

※地域医療を確保するため医師の負担が過重とならないよう、診療時間内の受診を心がけま
しょう。

 救急医療体制の充実

140
※けがや急病などで緊急に病院に搬送しなければならない人のために救急車を正しく利用しま
しょう。

※緊急時の重症患者の命を救うために救急車を正しく利用しましょう。

141 ※診療時間内の受診を心がけましょう。 №139に

142 ※休日、夜間当番医を有効に活用しましょう。 ※休日や夜間に具合が悪くなったときは、まず、当番医を利用しましょう。

 病院及び診療所の運営

143
※市民を対象としたフォーラム、藤沢病院が行う地域ナイトスクールや県立病院、診療所等が
行う意見交換会などへ参加し、地域医療の現状、利用者と医師をはじめとする医療従事者が対
話を通じて相互に理解を深めましょう。

答申の内容を生かす

※市民を対象としたフォーラム、藤沢病院が行う地域ナイトスクールや県立病院、診療所等が
行う意見交換会などへ参加し、地域医療の現状、利用者と医師をはじめとする医療従事者が対
話を通じて相互に理解を深めましょう。

 地域福祉を担うひとづくり

144
※高齢者や障がいのある人との交流、福祉学習に参加し、福祉のまちづくりを心がけましょ
う。

※高齢者や障がいのある人との交流、福祉学習に参加し、支え合う心を育みましょう。

 共に支え合う地域づくり

５　みんなが安心して暮らせる笑顔あふれるまち

５－２　地域福祉
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145
※自治会活動などに参加し、住民同士の交流を深めるとともに、あいさつ、見守り、互いの支
え合いなどを通じ、誰もが安心して生活できる地域づくりに努めましょう。

 充実した福祉サービスを提供する仕組みづくり

146
※支援が必要と思われる人に対し、孤立しないような声がけや、民生児童委員や各種相談窓口
に相談するように勧めましょう。

※支援が必要と思われる人に対し、孤立しないよう声がけをするとともに、民生児童委員や各
種相談窓口に相談するように勧めましょう。

147 ※成年後見制度の研修会等に参加し、権利擁護の理解に努めましょう。 ※研修会等に参加し、権利擁護や成年後見制度への理解を深めましょう。

148
※災害の際に支援が必要な人の把握や地域で行なわれる防災訓練等に積極的に参加し、要支援
者に配慮した避難方法の普及拡大に努めましょう。

※災害時に支援が必要となる人の把握を進めるとともに、地域で行なわれる防災訓練等に参加
し、高齢者や障がい者などに配慮した避難方法の普及拡大に努めましょう。

 介護予防の推進

149 ※生涯にわたって元気で暮らせるよう、介護予防に積極的に取り組みましょう。
※運動機能向上の取組の他、地域の中で役割を持って生活するなど、生涯にわたって元気で暮
らせるよう、介護予防に取り組みましょう。

150 ※介護予防の担い手として地域主体の通いの場の運営に取り組みましょう。
※介護予防の担い手として、住民が自主的に運営する介護予防事業の地域主体の通いの場の運
営に取り組みましょう。

 地域包括ケアシステムの構築

151 ※隣近所一人ひとりができることで、互いを支え合いましょう。
※日常生活での助け合いなど、一人ひとりができることにより、隣近所で互いを支え合いま
しょう。

152 ※認知症に対する理解を深め、地域での見守りに協力しましょう。 ※認知症に対する理解を深め、近所や自治会活動など地域の見守り活動に協力しましょう。

153
※ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯など、閉じこもり気味な方への声がけを積極的に行いま
しょう。

※ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯など、閉じこもり気味な方への声がけを行いましょう。

５－３　高齢者福祉
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№ 答申 変更後

154 ※成年後見制度への理解を深めましょう。
※判断能力が不十分な認知症高齢者などを保護、支援する成年後見制度への理解を深めましょ
う。

155 ※高齢者とのふれあいにより、福祉の心を育みましょう。
※地域や施設等で高齢者と交流する機会を持つなど、高齢者とのふれあいを通じ、福祉の心を
育みましょう。

 生涯現役社会づくりの推進

156 ※自らの知識や技能、経験を生かし、地域活動や社会貢献活動に参加しましょう。
※社会の中で役割を持つことにより生きがいにつながるよう、自らの知識や技能、経験を生か
し、地域活動や社会貢献活動に参加しましょう。

157 ※趣味やボランティア、老人クラブなどの活動に積極的に参加しましょう。
※自らの生活を健全で豊かなものにするため、趣味やボランティア、老人クラブなどの活動に
参加しましょう。

158 ※若者や地域との交流を持ち、自身が培ってきた生活文化を伝えていきましょう。

 権利擁護、相談支援体制の充実

159 ※権利擁護や成年後見制度の理解を深め、気軽に相談しましょう。
※研修会等に参加し、権利擁護や成年後見制度への理解を深めるとともに幹相談支援センター
等に気軽に相談しましょう。

160 ※障がい者が受けているサービスを理解し合いましょう。
※障がい者が福祉サービスを安心して利用できるよう、周りの方もサービスの利用について理
解しましょう。

161 ※保健、教育、医療等に関する講演会等に出席し、理解を深めましょう。
※保健、教育、医療等に関する講演会等に参加し、障がいの早期発見の大切さなどについて理
解を深めましょう。

 自立と社会参加の促進

５－４　障がい者福祉

 ライフステージに応じた切れ目のない支援の提供
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162
※障がい者の自立と社会参加のために、就業機会の提供について理解を深め、協力し合いま
しょう。

163
障がい者就労施設で作られた製品の利用（購入)や施設との交流などを通じ、障がい者の自立
と社会参加を支援しましょう。

 障がい者が安心して暮らせる地域づくりの促進

164
※障がい者が地域で生活し社会に参加することができるよう理解を深め、互いに助け合い支え
合う地域づくりを進めましょう。

※障がい者が地域で生活し社会に参加することができるよう、利用している福祉サービスや災
害発生時の対応等について理解を深め、互いに助け合い支え合う地域づくりを進めましょう。

 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

165
※キャップハンディ体験や障がい者との交流などを通して、福祉のまちづくりを心がけましょ
う。

※キャップハンディ体験や障がい者との交流などを通して思いやりの心を持ち、福祉のまちづ
くりを心がけましょう。

 健康づくり活動の推進

166
※健康寿命を延ばし、生活の質を向上させるため「健康いちのせき21計画」の健康づくり指針
に基づいた活動をしましょう。

※健康寿命を延ばし、生活の質を向上させるため「健康いちのせき21計画」で設定された食生
活、身体活動・運動、休養・こころなどの行動目標に基づいた活動をしましょう。

167
※地域全体で個人の健康づくりを支援するため、健康づくりを目的とした市民グループに参加
して活動の輪を広げましょう。

168 ※地域の健康づくりのサポーター活動を広げましょう。

 保健指導等の充実

５－５　健康づくり

※自らが健康づくりサポーターであることを認識し、地域で実践する健康づくりの活動に参加
しましょう。
　または
※一人ひとりが地域の健康づくりサポーターであることを認識し、地域で実践する健康づくり
の活動に参加しましょう。
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169 ※健康寿命を延ばすことを意識し、積極的に生活習慣の改善などに取り組みましょう。 ※特定健康診査やがん検診を定期的に受診し、病気の早期発見、早期治療に努めましょう。

170
※バランスの取れた食生活と運動の習慣化、休養を心がけ、生活習慣病の予防やこころの健康
づくりに努めましょう。

※各種健康教室や保健指導事業に参加し、よりよい生活習慣を身に付けましょう。

171 ※避難所や避難場所、避難ルートについて確認しましょう。
※家庭や職場における災害時の避難所や避難場所、避難ルートを日頃から確認しておきましょ
う。

172
※耐震診断の実施、家具の転倒防止等の設置及び擁壁、ブロック塀等自宅付近の危険箇所の把
握に努め、今後起こりうる災害に備えましょう。

※耐震診断や家具の転倒防止等を実施し、擁壁やブロック塀等自宅付近の危険箇所の把握に努
め、今後起こりうる災害に備えましょう。

173 ※災害危険箇所等の通報や治水、治山事業等への実施に協力しましょう。

174 ※土砂災害ハザードマップを共同で作成しましょう。

175 ※訓練や講習会に参加し、防災に対する知識を深めましょう。

176 ※災害に備え、家庭では十分な食料の備蓄や災害時の行動について話し合っておきましょう。
※災害に備え、家庭では概ね３日分の食料、飲料水の備蓄をするとともに、災害時の行動につ
いて家族や職場で話し合っておきましょう。

177 ※地域の高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する方の避難に協力しましょう。

178 ※地域の方々と防災活動を行うなど、周りの人たちと助け合いましょう。

179 ※住宅の耐震性の向上を図りましょう。

 災害に強いまちづくり

５－６　防災（治水、治山を含む）

 災害を防ぐまちづくり
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180 ※普段からコミュニティＦＭ放送等を活用し、防災情報の把握に努めましょう。
※いざという時の防災情報の把握に役立つよう、日頃からコミュニティＦＭ放送等を活用しま
しょう。

181
※市や地域の自主防災組織が行う研修や訓練に積極的に参加し、地域防災力の強化に努めま
しょう。

※市や地域の自主防災組織が行う研修や訓練に参加し、地域防災力の強化に努めましょう。

182
※消火栓、防火水槽などの消防水利や消防施設が緊急時に確実に使用できるように協力しま
しょう。

※消火栓、防火水槽などの消防水利や消防施設の周りには消防活動の障害となるものを置かな
いようにしましょう。

183 ※消防団への入団を促進し、消防団活動に協力しましょう。

 地域防災活動の充実

５－７　消防、救急・救助

 消防力の強化

 予防体制の強化
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184 ※防火知識を高め、普段から防火に心がけましょう。 ※防火知識を高め、普段から火災予防を心がけましょう。

185 ※自主的な防火組織の活動に参加協力するなど、火災予防に取り組みましょう。 ※防火組織の活動に自主的に参加協力するなど、火災予防に取り組みましょう。

186 ※応急手当の方法やＡＥＤの使用方法などを身に付けるようにしましょう。

187
※防犯への知識を広め、パトロールに参加するなど、地域ぐるみの防犯活動に取り組みましょ
う。

※防犯について理解を深め、防犯パトロールに参加するなど、地域ぐるみの防犯活動に取り組
みましょう。

188 ※子ども110番の家や防犯連絡所の設置など、地域の防犯活動に協力しましょう。 ※子ども110番の家や防犯連絡所の設置に協力するなど、地域の防犯活動を推進しましょう。

189 ※高齢者や子どもを犯罪から守るため、見守り活動を行いましょう。

190 ※交通ルールを守り、交通安全に心がけましょう。

191 ※交通安全教室、交通安全母の会への活動など、交通安全への取組に参加しましょう。 ※交通安全教室、交通安全母の会の活動など、交通安全への取組に参加しましょう。

192 ※交通事故ゼロの運動を地域ぐるみで展開しましょう。

 防犯体制の整備

 交通安全対策の推進

 救急、救助体制の充実

５－８　防犯・交通安全・市民相談体制

27



平成27年11月17日
第８回総合計画審議会【資料№30】

№ 答申 変更後

193 ※消費者被害を未然に防止するため、地域での消費生活講座の開催などに取り組みましょう。
※特殊詐欺などの被害を未然に防止するため、地域での消費生活講座の開催などに取り組みま
しょう。

194
※高齢者が被害に遭わないよう、家族や近隣住民が連携し、日頃から声掛けなどを行いましょ
う。

 市民相談体制の充実

28



○分野別計画　「市民の参画」　一覧

№ 答申 変更後

56 ※鉄道やバスなど公共交通機関を積極的に利用しましょう。
※ 市民号など一ノ関駅の拠点性向上を働きかけるための取組に参加しましょう。
　鉄道やバスなど公共交通機関を積極的に利用しましょう。

 地域づくり活動の啓発と意識醸成

63 ※市民憲章の精神を実践する活動に取り組みましょう。
※ 花いっぱいコンクールに参加し、市民一人ひとりが心をあわせて活力あるまちづくりを進め
るため、地域が協力して美しい環境をつくるなど、市民憲章の精神を実践する活動に取り組み
ましょう。

 結婚活動の支援

69 ※結婚活動の支援制度への理解と活用を進めましょう。
※結婚活動に関する支援制度の 内容を理解し、活用を進めましょう。

※自分みがき講座や出会いの場に進んで参加しましょう。

２－５　地域づくり活動

２－６　移住定住、結婚支援

３　自ら輝きながら次代の担い手を応援するまち

３－１　子育て

 児童育成支援の環境整備

２－３　公共交通

 公共交通機関の充実
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№ 答申 変更後

75 ※放課後子ども教室の運営に協力しましょう。
※放課後などに子どもたちに学習や様々な体験を提供するため、放課後子ども教室の運営に協
力しましょう。

 生涯学習活動への支援

90 ※生涯学習に取り組む市民団体、グループに参加して活動しましょう。
※ 生涯学習に取り組む市民団体、グループに参加して まちづくり活動を進めていきましょう。
　生涯学習に取り組む市民団体、グループに参加して活動しましょう。

 文化芸術活動の振興

95 ※優れた文化芸術を鑑賞するなど、文化、芸術活動に参加する機会を広げましょう。 ※優れた文化芸術を鑑賞するなど、文化、芸術活動に取り組む機会を 主体的に広げましょう。

 スポーツレクリエーション活動の推進

96 ※日常的にスポーツを行うように心がけましょう。
※日常的にスポーツ活動や体を動かす習慣を身に付けるよう心がけ、 子どもから高齢者までの
健康増進、体力向上を目指しましょう。

100
※固定的な性別役割分担意識をなくし、男性が家事や育児、介護等に参画することについて理
解を深め、それらの活動に前向きに参画できるようにしましょう。

※固定的な性別役割分担意識をなくし、 男性が男女が共に家事や育児、介護等に参画すること
について理解を深め合い、それら の活動がを進んで行 えるようにしいましょう。

 男女共同参画社会の推進

３－６　人権・男女共同参画

３－４　生涯学習

３－５　文化芸術、スポーツレクリエーション
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○　総合計画審議会委員からの意見への対応について【271104第７回総合計画審議会】

№ 項目 ご意見 対応 備考

1 分野別計画

農業だけではないが、農業が一番はじめに影響を受けることに
なるＴＰＰ問題について、どのようなダメージを受けるかそれ
によって計画の記載が変わってくると思う。今後変えていって
ほしい。

－
ＴＰＰ問題については今後、影響と対策がでてくると思
われます。現在は国の対応状況が見えてきませんが、変
更が必要となる部分は今後の対応となります。

2 分野別計画

１－５　観光　施策の展開 体験型観光の振興について、もち
食文化、ニューツーリズムと連携した取組についての記載があ
るが、他にも紙すき体験など市内で体験型観光に取り組んでい
るものがある。市内で取り組んでいる体験型観光全体を推進す
るという文言にしてはどうか。

修正済
修正しました。
１－５ ②

3 分野別計画

１－５　観光　に関連して、森は海の恋人として植樹事業を
行っているが、フィリピンから小中学校の先生が10人ほど視察
にきていた。海外では環境保全について関心が高まっているよ
うであり、今後も視察などがくると思う。このようなものも盛
り込んでいけばもっと良いものになると思う。

－ ご意見として承ります。

4 分野別計画

２－１　都市間交流、国際交流　施策の展開 多様な交流活動
の推進の④に「小学校における」という記載があるが、総合的
な学習や社会教育事業は中学校でも実施しているので、中学校
についても追加してはどうか。

修正済
修正しました。
２－１ ④

5 分野別計画

２－３　公共交通に一ノ関駅周辺の駐車場の整備を入れていた
だいたが、商店街周辺の駐車場不足は一関地域に限ったことで
はないと思うので、１－３　商業・サービス業に商店街周辺の
駐車場整備について追加を検討してほしい。

－

商店街周辺の駐車場不足について、全地域で必要かどう
か実態はまだ不明なところがあります。課題として認識
しているが、実態把握が先となるものです。
また、前期基本計画は５年間の事業の展開方法を示すも
のであり、現時点で一ノ関駅周辺以外について駐車場整
備の予定はなく、５年間のうちに事業に取り込めるかど
うかも未定です。
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№ 項目 ご意見 対応 備考

6 分野別計画
３－２　義務教育・高等教育等　施策の展開 教育内容の充実
⑪に「コミュニケーション能力の養成」とあるが、能力なので
育成とした方がよい。

修正済 修正しました。

7 分野別計画

栗駒山の噴火について、今回、上水道に代替水源の確保という
形で追加していただいた。先日、国土交通省の方と話をする機
会があったので確認したところ、国土交通省で栗駒山が噴火し
た当時の被害等は把握していない、認識していないということ
だった。上水道に限ったことではなく、災害に対しての備えを
行っていくべきである。

－ ご意見として承ります。

8 分野別計画
防災分野の文言を見ると、まだまだ災害に対しての取組が甘い
と思う。災害は突然発生するものであり、職員は災害に対して
常に意識し取り組んでほしい。

－ ご意見として承ります。

9 分野別計画
まちづくりの進め方の１　市民と行政の協働のまちづくりにつ
いて、地域住民が主体的に行うという書き込みについて薄いと
思うので、地域住民が行うことについて記載をお願いしたい。

修正なし

地域住民が行うことについては、取り組む内容や役割に
よって常に異なってくるものと考えます。協働のまちづ
くりにおいて重要なことは、一人ひとりがまちづくりの
当事者であるという意識を持つことであり、その意識の
もとに主体的に関わることが必要と考えることから、地
域住民が行うことの具体的な内容は記載せず、現行での
表現とします。

10
まちづくり
の進め方

まちづくりの進め方　２　健全な行財政運営について、「分か
りやすく親しみやすい広報紙を目指し」とあるが、市ホーム
ページについても分かりやすいものとしてほしいので記載をし
てほしい。

修正済 ２ ④に追記しました。
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