一関市過疎地域持続的発展計画
（令和３年度～７年度）

（案）

パブリックコメント受付期間
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１ 基本的な事項
(１)
ア

一関市の概況
概要

① 自然的条件
本市は、四季折々に多彩な表情を見せる恵み豊かな自然に包まれています。その中で象徴となっ
ているのは、市の西側、奥羽山脈にそびえる栗駒山と、市の東側、緩やかな丘陵地が広がる北上高
地の独立峰となっている室根山などの山々です。栗駒山の周囲には深い森が広がり、湯量豊富な須
川温泉をはじめとした７つの温泉が湧き、北上高地は穏やかな隆起準平原で、なだらかな高原には牧
場が各所に開かれています。
北上平野の南端部にあたる市の中央部には標高の低い平地が広がり、東北一の大河、北上川が
緩やかに流れています。北上川の支流は、西から磐井川、金流川、東から砂鉄川、千厩川、黄海川な
どが注ぎ込み、流域に水の恵みをもたらしています。磐井川の中流域には渓谷美を誇る厳美渓、砂鉄
川には石灰岩地帯を深く刻み込んだ猊鼻渓があり、多くの観光客が訪れる名所となっています。

② 歴史的条件
当地の歴史は古く、旧石器時代から人が住み始めた形跡が見られ、縄文時代や弥生時代の遺跡も
各地にあります。平安時代には安倍氏、藤原氏が独自の文化を築き上げ、その後、葛西氏を経て伊
達氏に、また、伊達氏の一部は田村氏の治世下に置かれました。
明治の近代化以降の地域の成り立ちは、廃藩置県によって、胆沢県、一関県、水沢県、磐井県と変
遷し、明治９年に岩手県に編入されました。戦後まもなくまでは、35 の町村に分かれていましたが、昭
和 23 年から 33 年にかけてのいわゆる昭和の大合併によって、合併前の８市町村となりました。その
後、平成 17 年９月 20 日に７市町村の合併、平成 23 年９月 26 日には藤沢町との合併を経て、現在の
一関市となっています。

③ 社会的・経済的条件
本市は、岩手県の南端に位置し、南は宮城県、西は秋田県と接しています。首都圏から 450km の
距離で、東北地方のほぼ中央、盛岡と仙台の中間地点に位置しています。総面積は 1,256.42

であ

り、東西は約 63km、南北は約 46km の広がりがあります。土地利用の状況は、総面積のうち 60.2％が
山林原野で占められ、次いで田が 11.1％、畑が 6.5％となっており、県内では比較的農地の割合が高
い地域となっています。
交通は、市の中心部を東北自動車道、東北新幹線の高速交通幹線が南北に縦断し、並行して、国
道４号、ＪＲ東北本線が縦断しています。また、国道 284 号、342 号、343 号、ＪＲ大船渡線が東西に横
断し、三陸沿岸部と内陸部を結んでいるほか、国道 456 号、457 号は宮城県に、国道 342 号は秋田県
に至るなど、岩手県、宮城県、秋田県の交通の結節点となっています。
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イ

過疎の状況

① 人口等の動向
本市の総人口は、昭和 30 年にピークを迎えた後、減少が続いています。
年齢３区分別にみると、生産年齢人口（15～64 歳）と年少人口（15 歳未満）は減少する一方で、老
年人口（65 歳以上）は増加傾向にあります。
詳しくは、「(２) 人口及び産業の推移と動向」をご覧ください。

② これまでの対策
合併前の８市町村のうち、川崎、藤沢地域は、昭和 45 年制定の過疎地域対策緊急措置法から、花
泉、大東、室根地域は、昭和 55 年制定の過疎地域振興特別措置法から、それぞれ過疎地域の指定
を受け、その後、平成２年制定の過疎地域活性化特別措置法、平成 12 年制定の過疎地域自立促進
特別措置法により、引き続き過疎地域の指定を受けてきました。
平成 17 年９月 20 日に過疎地域の４町村を含む７市町村が合併し、同日に過疎地域とみなされる市
町村として指定を受けることとなり、平成 23 年９月 26 日には過疎地域の指定を受けている藤沢町との
合併を経て、引き続き過疎地域とみなされる市町村として指定を受けています。
これまで、過疎地域からの自立促進を図るため、国、県の補助事業や過疎対策事業債などの財政
支援を受けながら、各分野において次をはじめとした施策を展開してきました。
・ 産業の振興
担い手育成対策、土地基盤整備、森林整備、就業支援対策、観光の誘客、貸し工場整備等
・ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進
市道整備、橋梁長寿命化、超高速情報通信基盤整備（光ファイバー）、地上デジタルテレビ受信
対策等
・ 生活環境の整備
簡易水道整備、生活用水確保支援、下水処理施設整備、消防施設整備、防犯灯ＬＥＤ化等
・ 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
介護施設整備、高齢者福祉乗車券交付、認定こども園整備、第３子以降保育料補助、医療介護
人材育成等
・ 医療の確保
医療機器整備、病院群輪番制病院運営費補助、地域医療・介護連携推進、医師及び医療介護
従事者修学資金貸付等
・ 教育の振興
統合小学校整備、小・中学校冷房設備整備、教育立市プラン推進、市民センター整備、体育施
設整備等
・ 地域文化の振興等
博物館設備改修、文化センター施設改修、登録有形文化財保存・公開等
・ 集落の整備
市民活動推進、地域協働体支援、移住定住環境整備等
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・ その他地域の自立促進に関し必要な事項
新エネルギー等導入補助、国際リニアコライダー調査研究

③ 現在の課題・今後の見通し
これまでの対策の結果、日常生活や産業の基盤である道路をはじめ、水道や下水処理施設、消防
施設の整備など、一定の前進をみています。
しかしながら、本市は広大な面積（1,256.42

）を有していることから、十分に整備されている状況と

は言えず、今後とも計画的に整備を進めていく必要があります。
また、人口減少・少子高齢化の進行が様々な分野において、次のような影響を与えるものと考えら
れます。
・ 地域経済への影響
各産業における労働力や後継者不足、消費者の減少による商圏人口の縮小等
・ 地域医療、福祉、介護への影響
各サービスを維持するための人材確保、高齢化による社会保障費の増加等
・ 教育、地域文化への影響
少子化による学校等の統廃合、地域の伝統行事の担い手不足等
・ 生活利便性やまちづくりへの影響
日常生活の移動手段の確保、空家や空き店舗の増加等
・ 行財政への影響
市税等の減少、人口減少による地方交付税の減少等

ウ

社会経済的発展の方向
人口減少・少子高齢化の進行のほか、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用、新型コロナウイルス感染症の
感染防止対策など、社会情勢が大きく変化する中、従来どおりの発想や取組では通用しない大きな
転換期を迎えています。
このため、本市では、令和３年度から７年度までを計画期間とする「一関市総合計画後期基本計画」
を策定し、施策の展開方法や推進方策を定めています。
同計画では、重点プロジェクトとして「まち・ひと・しごとの創生」、「ＩＬＣを基軸としたまちづくり」、「東
日本大震災からの復旧復興」を前期基本計画から継続して掲げ、さらなる取組を推進していくこととし
たほか、時代に即したまちづくりの進め方として、新たに「ＳＤＧｓの推進」や「新しい日常の推進」を掲
げ、まちの将来像の実現に向けた取組を進めていくこととしています。
また、本市では、2050 年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指すことを令和３年２月に宣言し、脱
炭素社会の実現に向けた取組を進めていくこととしています。
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(２)
ア

人口及び産業の推移と動向
人口
本市の総人口は減少を続けており、平成 27 年は 121，583 人となっています。平成７年には、老年

人口（65 歳以上）が年少人口（15 歳未満）を上回り、総人口に老年人口が占める割合は増加し続けて
います。今後の推移について、市の独自推計では、
・ 総人口は減少を続け、令和 27 年（2045 年）に 74,432 人となります。
・ 年少人口と生産年齢人口（15～64 歳）は減少を続け、老年人口は令和３年をピークに減少に転じま
す。
・ 総人口に老年人口が占める割合は増加し続け、令和 27 年には 43.9％となります。
表１－１(１) 人口の推移（国勢調査）
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表１－１(２) 人口の見通し（一関市人口ビジョン）
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産業
本市の就業人口は減少を続けており、平成 27 年は 60,063 人となっています。また、就業
人口比率は第一次産業が 13.2％、第二次産業が 30.1％、第三次産業が 56.7％となっており、第一次
産業は減少を続けています。

表１－１(３) 産業別人口の動向（国勢調査）

(３)
ア

行財政の状況
行政
社会情勢が大きく変化する中、新たな行政課題に迅速に対応できる行財政運営を行うためには、

従来の制度や施策、組織などの執行体制を常に見直し、効果的・効率的に予算を配分し執行してい
く必要があります。
本市では、市民との協働や民間活力の活用により、質の高い行政サービスの持続的な提供を目指
し、令和３年度から７年度までを計画期間とした「第４次一関市行政改革大綱・集中改革プラン」を策
定し、行政改革大綱の基本方針に基づき、集中改革プランの改革実施項目に取り組んでいます。

6

イ

財政
人口減少・少子高齢化が進む中にあって、市税などの増加は見込めず、地方交付税などの動向も
不透明であることから、新たな住民ニーズに対応する財源の確保は厳しい状況にあります。
本市では、市税などの自主財源の確保に努めるとともに、歳出の徹底的な見直しにより、財政の健
全化を推進しています。また、各年度の事務事業の計画や実施に当たっては、中・長期的な視点に立ち、
財源や将来負担などについて十分な検討を行うこととしています。

表１－２(１) 財政の状況

（金額の単位：千円）
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ウ 施設整備
これまで、国、県の補助事業や過疎対策事業債などの財政支援を受けながら、日常生活や産業の
基盤である道路をはじめ、水道や下水処理施設、消防施設の整備など、一定の前進をみています。
しかしながら、本市は面積が広大なことから十分に整備されているとは言えず、今後とも計画的に整
備を進めていく必要があります。
表１－２(２) 主要公共施設等の整備状況
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(４)
ア

地域の持続的発展の基本方針
持続可能な地域社会の形成
本市では、過疎地域からの持続的発展を図るため、総合的かつ計画的な対策を実施し、「人材の

確保及び育成」、「雇用機会の拡充」、「住民福祉の向上」、「地域格差の是正」、「美しく風格ある国土
の形成に寄与」することを目的に本計画を策定します。
また、本計画の策定にあたっては、令和３年度から７年度までを計画期間とする「一関市総合計画
後期基本計画」や「第２期一関市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置づけられた施策との整合を
図るものとします。

イ 地域資源等を活用した地域活力の更なる向上
① 一関市総合計画
市総合計画では、まちの将来像を次のとおり掲げています。
まちの主役である市民一人ひとりが個性や能力を生かしながら、自らが主体となって
まちづくりを進めることで、いきいきとしたコミュニティが生まれ、人もまちも輝きます。
人と自然の中で培われた歴史や文化、市民や市民のネットワークを郷土の宝として育み、まちづくり
に活用していくことで、新たな魅力が生まれ、誇れるまちになります。
市民一人ひとりの幸せを実現するために

「みつけよう育てよう 郷土の宝 いのち輝く一関」

を私たちのまちの将来像に掲げます。

まちの将来像を実現するためには、市民、地域、企業、行政などが協働でまちづくりに取り組むこと
が必要であり、次の４つの考え方で、まちづくりを進めています。

○「郷土の宝物」 地域資源を活用しよう
・ 豊かな自然、歴史、文化などの風土や農林水産物、鉱工業品及びその生産技術、観光資源な
どの先人が守り、築いてきた地域資源は、一関市の宝物です。
・ これらを十分に活用するほか、まだ気づかれていない資源を市民一人ひとりの知恵と工夫により
掘り起こし、みがき、活用します。

○「市民主体」 自ら考え共に行動しよう
・ 市民は、互いに助け合いながらまちづくりに主体的に参画し、行政は、市民がまちづくりについて
知り、考え、行動できるような市政を推進します。
・ 市民、地域、企業、行政など多様な担い手が、それぞれの立場や責任に応じて協力関係を築き、
役割を分担し、共に行動します。

○「次世代人材支援」 郷土を誇りに思う心を育てよう
・ まち全体で人を育てることは、郷土を誇りに思う心を育み、この誇りが地域づくりを担う気持ちへと
つながります。
・ 家庭、地域、学校、企業、行政などそれぞれの持てる力を結集し、次代の一関を担う人材を育成
します。
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○「安全・安心」 みんなで支え合い暮らしていこう
・ すべての市民が、自然災害や生活などに不安を感じることなく安全・安心に暮らせることは、まち
づくりの根幹です。
・ 行政、関係機関、地域などが協力し合い、安全なまちを実現し、いつまでも安心して暮らしてい
けるよう、市民同士が互いにつながり、共に支え合います。

【将来像を実現するためのまちづくりの目標】
１ 地域資源をみがき生かせる魅力あるまち
２ みんなが交流して地域が賑わう活力あるまち
３ 自ら輝きながら次代の担い手を応援するまち
４ 郷土の恵みを未来へ引き継ぐ自然豊かなまち
５ みんなが安心して暮らせる笑顔あふれるまち

【将来像を実現するためのまちづくりの進め方】
１ 市民と行政の協働のまちづくり
市民が主体となる地域づくり活動を支援し、活動組織や人材の育成、活動の拠点の充実を図り
ます。
２ 健全な行財政運営
市民への説明責任を果たし透明性の確保を図るとともに、コスト縮減に努め、行財政改革を推
進します。
３ 広域連携の推進
岩手県南・宮城県北地域等の市町村との連携を深め、中東北の拠点都市としての機能の充実
を図ります。

② 一関市まち・ひと・しごと創生総合戦略
市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、目指すべき将来の方向を次のとおり掲げています。
１ 地域の稼ぐ力を高め、仕事と豊かな暮らしを創出し、市内外から人が集うまちを目指します。
２ 結婚、出産、子育ての希望や生活と調和した働き方を実現し、様々な人が子育てに関わり、
次代を担う子どもを育むまちを目指します。
３ 生涯にわたり健康で、環境と共生しながら、安心して住み続けられる持続可能なまちを目指し
ます。
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(５)
ア

地域の持続的発展のための基本目標
人口
本市では、令和２年度に改訂した「一関市人口ビジョン」において、人口の将来展望を次のとおり定

めています。
表１－３ 将来推計人口と将来展望シミュレーションの関係

上記の人口の将来展望に基づき、本計画期間内に達成すべき目標を次のとおり定めます。
指標
人口

現状

目標

（令和２年度末）

（令和７年度末）

111,970 人

内容

105,217 人 105,217 人を目指す

※ 現状は、令和２年国勢調査の速報値
また、令和３年度から７年度までを計画期間とする「第２期一関市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に
基づき、人口に関する指標を次のとおり定めます。
指標

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

内容

転出超過者数

644 人

322 人 322 人を目指す

出生数

549 人

607 人 58 人の増を目指す
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(６)

計画の達成状況の評価に関する事項
計画の達成状況の評価については、毎年度、一関市まち・ひと・しごと創生有識者会議などにおい

て、達成状況を報告し意見を得るとともに、ＰＤＣＡサイクル【計画(Plan)→実施(Do)→検証(Check)→
見直し(Action）】の手法により、継続的に取組の改善を図ります。

(７)

計画期間
令和３年度から令和７年度までの５か年間とします。

(８)

公共施設等総合管理計画との整合
厳しい財政状況の中、過去に整備された多くの公共施設の老朽化に対応するためには、大規模改

修や建替えなどにかかる費用を抑えるとともに、中・長期的な視点による施設の再編成・管理に取り組
む必要があります。また、社会情勢の変化や住民ニーズに対応した、適正な施設の総量や規模、機
能の再編成を検討する必要があります。
本市では、平成 28 年度に策定した「一関市公共施設等総合管理計画」において、次のとおり基本
方針や数値目標などを定めています。
また、平成 30 年度に策定した「一関市公共施設等総合管理計画第１期中期計画」において、令和
８年度までの数値目標を定め、施設保有の見直しや計画的な施設保全などに取り組んでいます。
このため、本計画は、「一関市公共施設等総合管理計画」及び「一関市公共施設等総合管理計画
第１期中期計画」に適合する計画とします。
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表１－４(１) 一関市公共施設等総合管理計画の概要

表１－４(２) 一関市公共施設等総合管理計画第１期中期計画の数値目標
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
(１)
ア

現況と問題点
移住定住、関係人口、結婚支援

① 人口減少に伴う地域活力や生産性の低下などに対処し、活力ある地域社会を維持していくため、本
市への移住定住を促し、人口の定着を図っていくことが必要です。
② 様々な移住定住施策を展開してきましたが、移住人口の増加だけではなく、本市と継続的な関わり
を持つ関係人口を確保するための取組が必要です。
③ 地域コミュニティの維持と活性化を図るため、住民同士あるいは移住者や関係人口との交流を進め
ることが必要であり、新たな人材を地域で受け入れるための環境整備が必要です。
④ 人口減少や少子化の要因の一つとして、未婚率の高さや晩婚化が考えられ、人口減少を少しでも
緩やかにするため、結婚活動支援が求められています。

イ

都市間交流、国際交流

① 各地域、各地区で行ってきた交流事業を全市的に広げるとともに、双方の経済交流に結びつくよう
な取組を展開していく必要があります。
② 本市における外国人の人口（令和２年３月末現在の外国人登録者数）は、898 人となっており、国籍
別では、フィリピン、ベトナム、中国、韓国が多くを占めています。学校教育、市民生活、災害時の対応
などにおいて、文化や言語の違いでコミュニケーションがうまくいかないなどの課題があり、地域の国
際化、多文化共生の推進が必要です。

(２)
ア

その対策
移住定住、関係人口、結婚支援

① 人口減少の流れに歯止めをかけ、人口減少に伴う影響を少なくするため、移住定住の促進と、地域
住民と行政の協働による移住者の受け入れ環境づくりを進め、地域活力の維持増進を図ります。
② 人材不足の課題に対処するため、Ｕ・Ｉ・Ｊターン、若者や子育て世帯の移住促進を図ります。
③ 空き家バンク＊の充実による住まいの支援や、移住定住者を支援する制度の充実を図ります。
④ 移住定住に限らず、関係人口の創出にも取り組み、地域活力の維持増進を図ります。
⑤ 都市間交流関係自治体の居住者や各ふるさと会＊、在仙サポーター＊など、本市にゆかりやご縁
のある方々との交流をこれまで以上に深め、関係人口として携わる取組を行います。
⑥ いちのせきファンクラブ＊会員や一関市ふるさと応援寄附者などに、関係人口として本市に深く関わ
ってもらうための取組を行います。
⑦ 結婚に対する個人の意思を尊重しながら、出会いの場の提供や結婚を希望する独身の方の相談な
ど、縁結び支援員事業などを実施し、対象者のサポートに努めます。
⑧ 結婚活動への支援は、４市町合同婚活事業（本市、平泉町、宮城県栗原市、登米市）などを実施し、
近隣自治体と連携しながら、広域的な事業展開を図ります。
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【用語解説】
＊空き家バンク
市外から移住して本市で暮らしたいと希望する人などを対象に、市内の空家を紹介する制度。
＊ふるさと会
首都圏などに在住する本市出身者および縁のある者が、会員相互の親睦を図り、一関（ふるさ
と）の発展に寄与することを目的とする会。
＊在仙サポーター
本市の物産、観光、イベントなどの産業観光情報を、仙台都市圏に向けて発信するとともに、
産業観光の政策の提言や情報収集などを行うもの。
＊いちのせきファンクラブ
将来的な本市への移住定住につなげるため、本市に興味のある方に加入いただき、市内の宿
泊施設などの特典を提供する。

イ

都市間交流、国際交流

① 姉妹都市、友好都市とは、これまでの交流の経過を大切にし、さらなる市民交流の促進を図るととも
に、相互の産業振興につながる事業に取り組みます。
② 歴史的なつながりがある全国の自治体と連携した交流事業や観光事業などを行い、本市の魅力発
信と賑わいの創出に取り組みます。
③ 市民を主体とする多様な国際交流、多文化共生事業を展開することにより、市民の国際化意識を醸
成し、国際理解を深め、多文化共生社会の形成を図ります。
④ 日本語教室の開催、外国語表記や、やさしい日本語での情報提供を図るなど、外国人にとって、訪
れやすく、また、安全安心な生活ができる環境の整備に努めます。

設定する指標 （市総合計画後期基本計画）
指標
移住定住環境整備事業等を
活用して移住した移住者数
いちのせきファンクラブの会
員数
国内他自治体との交流事業
の件数
多文化共生事業への参加
者数

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

149 人/年
104 人

内容

165 人/年 10％の増を目指す
104 人

感染症の影響を踏まえ、現状
数値の維持を目指す
感染症の影響を踏まえ、姉妹都市

48 件/年

５件/年 等とのＷＥＢを活用したオンライン
での交流事業５件以上を目指す

59 人/年
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30 人/年

感染症の影響を踏まえ、現状の
おおむね 50％程度を目指す

(３)

計画（令和３年度～７年度）

持続的発展施策区分 「１ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」
事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(３) 人材育成
サテライトオフィス施設等整備事業

一関市

(４) 過疎地域持続的発展特別事業

移住・

移住定住促進事業

定住

（空き家バンク制度の実施、首都圏での移住定住
フェアへの参加、いちのせきファンクラブ事業な

移住定住の促進や関係人
一関市

ど、本市への移住定住を促進するための活動を

口の創出により、地域活力
の維持増進を図るため。

行う。）
結婚活動支援事業
（「いちのせき婚活サポートセンター」を設置し、結
婚活動支援、仲人奨励金や成婚祝金事業を行

結婚活動を支援することによ
一関市

かにするため。

う。）
４市町合同婚活事業
（一関市、平泉町、宮城県栗原市、登米市による４
市町合同で婚活イベントを行う。）
４市町合同移住定住事業
（一関市、平泉町、宮城県栗原市、登米市による４
市町合同で移住定住イベントを行う。）

一関市ほか
２市１町
一関市ほか
２市１町

いちのせきファンクラブ事業
（将来的な移住定住につなげるため、本市に興味
のある方にファンクラブへ加入してもらい、市内の

（一般社団法人希望のまち基金が実施する高校
生・高専生を対象とした給付型奨学金事業に出
捐する。）

一関市

り、人口減少を少しでも緩や
かにするため。
移住定住の促進により、地
域活力の維持増進を図るた
め。

口の創出により、地域活力
の維持増進を図るため。

一般社団法
人希望のま
ち基金

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由
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結婚活動を支援することによ

移住定住の促進や関係人

宿泊施設等の特典を提供する。）
希望のまち基金出資金

り、人口減少を少しでも緩や

若者の地元定着と地元企業
の人材確保を図るため。

(４)

公共施設等総合管理計画との整合

① 管理運営にあたっては、指定管理者制度＊の導入を含め、効率的・効果的な管理運営手法を検討
します。
【用語解説】
＊指定管理者制度
地方自治法の規定に基づき、市議会の議決を経て指定された法人その他の団体が、公の施
設の管理に関する権限の包括的な委任を受けて管理を行う。
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３ 産業の振興
(１)
ア

現況と問題点
農林業

① 本市における農業の維持発展を図るためには、これからの農業を担う人材や組織を育てていく必要
があります。そのためには、所得の確保が重要であり、生産技術や経営管理能力の向上のほか、地域
農業マスタープラン＊の実践による担い手への農地の集積、スマート農業＊の導入など生産の効率
化が求められています。
② 農林業の６次産業化＊や農商工連携＊による高付加価値商品の開発や販路の拡大など、販売面
での支援も求められています。
③ 新規学卒者など若者に対する就農支援の充実や雇用機会の拡大を図るとともに、農業後継者の円
滑な農業経営の継承を推進する取組が必要です。
④ 基盤整備事業の導入や農地中間管理事業の活用により、平地では農地の整備や集積が進んでい
るものの、中山間地域は遅れています。
⑤ 農村地域における生活様式の多様化や人口減少により、農村コミュニティの維持が懸念されていま
す。農村地域が有する豊かな自然環境や伝統文化など、農村資源の素晴らしさを再認識し、その活
用を図っていくことが求められています。
⑥ 地域資源を生かした６次産業化や、地域の特色を生かした教育旅行の受け入れ・着地型観光＊を
中心とした交流人口＊拡大の取組を進めることが必要です。
⑦ 地域おこし協力隊員＊などの外部人材を受け入れ、地元住民が気づかなかった魅力の発掘や営農
活動の向上に対する波及効果も、これからの農村コミュニティの活性化には必要です。
⑧ 農業は人々の命と健康を支える「食」に関わる産業として極めて重要であり、安全な農産物を安定的
に供給することが求められています。生産振興に力を注ぎ、生産性の高い農業経営を確立していくこ
とが必要です。
⑨ ニホンジカやイノシシなど、野生鳥獣による農作物への被害が増加傾向にあります。農業経営の安
定及び農家の営農意欲の減退による農地荒廃を防ぐため、被害防止及び捕獲の取組を効率的かつ
効果的に推進する必要があります。
⑩ 高齢化や後継者不足などによって林業従事者が減少し、適正な管理が行われず、荒廃した森林の
増加が問題となっています。一方で、昭和 30 年代に植林した針葉樹などが既に伐って利用する時期
を迎えており、これらの森林資源の積極的な利活用を推進しながら、「伐ったら植える」といった森林資
源の循環利用により、森林を更新させながら健全な森林の育成を図る必要があります。
⑪ 本市は豊かな森林資源を有していますが、間伐＊などで生じた木材の多くは、搬出して販売しても
その搬出コストを賄えないことも多く、未利用材として山林内に放置されています。
⑫ 持続可能な地域づくりの意識の高まりを受けて、これまで利用されてこなかった未利用材を地域のエ
ネルギー資源として活用し、エネルギーの地域内循環により、経済効果や雇用創出による地域振興を
図ることが求められています。
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【用語解説】
＊地域農業マスタープラン（人・農地プラン）
農業者が話合いに基づき、地域農業における中心経営体、地域における農業の将来の在り方
などを明確にし、市町村が公表するもの。
＊スマート農業
ロボット技術や情報通信技術（ＩＣＴ）、人口知能（ＡＩ）などを活用して、省力化・精密化や高品
質生産を実現することを推進する新たな農業。
＊６次産業化
農業の６次産業化とは、農業従事者が従来の生産だけではなく、加工・流通販売を行い、経営
の多角化や収益向上を目指すもの。
＊農商工連携
地域の資源を有効に活用するため、農林業者と商工業者がお互いの「技術」や「ノウハウ」を持
ち寄って、新しい商品やサービスの開発・提供、販路の拡大などに取り組むもの。
＊着地型観光
旅行者を受け入れる地域（着地）側が、地域の観光資源を基にした旅行商品や体験プログラム
を旅行者へ提供する旅行形態。
＊交流人口
その地域を訪れる人の数。通勤・通学者や観光客などをいう。
＊地域おこし協力隊
都市地域から過疎地域などの条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移した者を、地
方公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブラ
ンドや地場産品の開発・販売・ＰＲなどの地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生
活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組。
＊間伐
森林の混み具合に応じて、樹木の一部を伐採し、残存木の成長を促進する作業のこと。

イ

工業

① 市内企業の大部分を占めている中小企業では、ものづくりを支える人材の確保・育成が継続した課
題であり、さらには、今まで以上に高い技術、品質と生産性の向上が必要とされています。また、活力
ある産業の振興を図るためには、新産業・新事業の創出、育成に向けて積極的に取り組んでいくこと
が重要です。
② （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を活用
した産学官金＊の連携及び支援体制の充実による人材育成、地域企業の技術力・経営力の強化が
必要であり、本市工業の裾野をより広げるため、地域内企業の連携と活動の一層の促進を図るための
様々な形での支援が求められています。
③ ものづくり産業を支え、地域の活性化を図るためには、中小企業の持続的発展が不可欠となってい
ます。新たな市場や事業開発につながる経営資源の相互活用や補完、製品開発力・技術開発力の
向上などの効果が期待できる企業間連携が求められています。
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④ 企業においては、人手不足や生産効率の向上、販路拡大など様々な経営課題に対応するため、Ｉｏ
Ｔをはじめとする新しいＩＴ技術の導入、活用により、経営力の強化・生産性の向上に積極的に取り組
むことが課題となっています。
⑤ 「中東北＊の拠点都市」として、恵まれた立地状況と優遇制度の優位性を最大限に活用し、企業誘
致活動を進めるほか、空き工場や産業用地の情報提供、県との連携による企業立地の支援など、企
業ニーズに柔軟に対応した施策展開により、競争力のある産業育成が重要となっています。
⑥ ＩＬＣ誘致によって、新たな産業の創出や関連産業の集積が見込まれることから、誘致の動向を見極
めながら、工業団地や貸し工場など、企業の立地環境の整備を計画的に行っていくことが必要です。
【用語解説】
＊産学官金
産は民間企業、学は教育・研究機関、官は国・地方公共団体、金は金融機関を指す。
＊中東北
一関市を中心とする岩手県南から宮城県北までの地域のくくり。本市は、盛岡と仙台の中間に
位置するという地理的優位性を生かし、県境を意識しない取組を進めている。

ウ

商業、サービス業

① 市内企業の大部分を占める中小企業においては、市場開拓力、資金調達力などの確立のほか、情
報受発信力や地域内企業ネットワークの形成、経営を担う人材の育成が必要です。
② 商店街を再生し賑わいを創出していくためには、商店街の各店が個性を発揮し、郊外店舗との差別
化を図ることを基本に、魅力ある商品、個店ならではのサービスの提供、担い手の育成など、地域コミ
ュニティに根差した商店街づくりが必要です。
③ 一関地域市街地活性化施設「なのはなプラザ」は、平成 25 年４月１日のオープン以来、順調に利用
され、毎年およそ 40 万人の入館者がありますが、今以上に周辺商店街への経済的な波及効果が求
められています。
④ 各地域の特色を生かした特産品は、販売だけではなく愛好者が地域へ足を運ぶことにもつながり、
新たな商業展開も見込まれることから、今後も継続的な支援を行うことが必要です。

エ

雇用

① 人材確保と地元定着を進めるため、多様で柔軟な働き方ができる雇用・労働環境の整備を促進し、
あらゆる働く意欲のある人の就業促進や地元定着を支援する必要があります。
② 国、県の関係機関と連携し、働き方改革運動を推進し、就労条件や働きやすい環境の整備など、勤
労者福祉の充実を図る必要があります。
③ 職業訓練施設での長期在職者訓練の受講者数も減少傾向にあり、ものづくり人材の育成と確保、さ
らには、ものづくりの技術、技能の伝承が課題となっています。

オ

観光、公園、レクリエーション

① 観光による交流人口や関係人口の増加を図ることは、新たな産業の創出にもつながるものと期待さ
れます。
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② より多くの観光客に来訪してもらうためには、本市全体のブランド価値を高めることが必要ですが、観
光資源の発掘と活用、観光拠点の整備、イベントなどの開催とともに、近隣市町村と連携した誘客の
推進が重要です。
③ 岩手県南、宮城県北における多くの観光地や観光資源をつなぐ観光ルートの開発や特産品、温泉、
もち食など、本市の特性を生かした魅力ある新たな観光施策の展開を図っていくことも大切です。
④ 観光客の受け入れには、道路や駐車場、案内標識などの交通基盤整備を進めるとともに、観光関係
団体との連携強化、観光ボランティアの育成などによる受け入れ態勢の整備など、「おもてなし」を充
実することが求められています。
⑤ 公園は、子どもから中高齢者まで幅広い年代を対象とした多方面のニーズへの対応が求められて
おり、公園を市民の憩いの場としてだけでなく、スポーツ・レクリエーションを通じた健康づくりの場とし
ての機能の充実を図る必要があります。
⑥ 公園、緑地の管理については、地元自治会などの参画を得ながら誰もが安心して利用できるよう、
潤いのある快適な環境を維持していくことが重要です。
⑦ 磐井川堤防改修事業を契機として、磐井川を活用した地域活性化が求められています。

(２)
ア

その対策
農林業

① 新規就農者の確保のため、研修事業や生活基盤、生産基盤の確保に向けた支援を行います。
② 関係機関と連携し、新規就農者や認定農業者＊、集落営農組織などに対し、研修の機会を設けな
がら、経営能力や栽培管理技術の向上を支援し、農業所得の向上を図ります。
③ 地域農業マスタープランの話合いの機会などを活用しながら、担い手への農地集積を図ります。
④ 農業の競争力強化や農村地域の国土強靱化を図るため、大区画化や水路のパイプライン化＊、老
朽化した農業水利施設の長寿命化を進めることにより、水路管理の省力化、大型機械の導入による作
業性の向上を図ります。
⑤ ロボット技術や情報通信技術（ＩＣＴ）、ＩｏＴ＊、ＡＩを活用した「スマート農業」を導入することにより、農
作業の省力化や高品質生産などを推進します。
⑥ 農地保全への取組と併せ、農村地域の多様な資源を生かした取組を推進し、農村コミュニティの活
性化を図ります。
⑦ 農村地域の特色を生かした教育旅行の受け入れ・着地型観光の取組を中心とした交流人口の拡大
を図ります。
⑧ 外部人材を受け入れ、新たな魅力の発見や新しい風を吹き込んで、農村コミュニティの活性化を図
ります。
⑨ 地域資源を生かした６次産業化や農商工連携事業に取り組む、農業者や商工業者を支援します。
⑩ 地産地消・地産外商＊を推進し、販路拡大に向けた生産者のビジネス展開につながる支援などによ
り、地域の豊かなめぐみが育む一関ブランドの確立を目指します。
⑪ 農作物への鳥獣被害軽減を図るため、鳥獣被害防止総合支援事業交付金を活用した被害軽減施
策を推進します。
⑫ 西磐猟友会や東磐猟友会と連携し、適期かつ効率的な有害鳥獣の捕獲活動に取り組みます。
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⑬ 林業の生産性向上を図るため、高性能林業機械の導入などによる林業経営体の育成や担い手の
確保、森林施業に必要な林道などの適切な維持・管理に努めます。
⑭ 森林の持つ水源のかん養、生物多様性の保全など、公益的機能を発揮できる健全な森林づくりを
目指し、適切な間伐などの森林整備を実施するとともに、荒廃した森林が増加しないよう伐採後の再
造林＊を推進し、森林資源の循環を図ります。
⑮ 未利用材を、地域内の公共施設や民間施設で木質バイオマス＊として有効活用する取組を推進す
ることにより、林業の振興やエネルギーの地産地消の推進に努めます。
⑯ 市民の参画のもと、山林内から未利用材を搬出して燃料用チップや薪などに活用する取組を推進し、
新たな価値を創出することにより、持続可能な取組につなげていきます。
【用語解説】
＊認定農業者
農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基
づき経営の改善を進めようとする計画を市町村などが認定し、その計画の認定を受けた農業者の
こと。
＊水路のパイプライン化
管路によって農業用水を送配水する水路であり、開水路に比べて、上下流の取水の優劣が軽
減できる、つぶれ地が少なくて済む、用水量が全体として節約できるなどの利点がある。
＊ＩｏＴ
Internet of Things の略。あらゆる物が、インターネットを通じてつながることによって実現する新
たなサービス、ビジネスモデル、またはそれを可能とする要素技術の総称。
＊地産地消・地産外商
地域内で生産されたものを地域内で消費しようとする活動を「地産地消」、地域内で生産された
ものを地域外で販売し、付加価値を高めようとする活動を「地産外商」という。
＊再造林
人工林を伐採した跡地に、再び苗木を植えて人工林をつくること。
＊木質バイオマス
バイオマスは生物由来の有機物。そのうち、木材（おが屑や木材加工端材など）からなる木質
チップ・ペレット、薪など。

イ

工業

① 高品質・高付加価値な「ものづくり」のため、産業支援機関などと連携し、技術・技能講習や品質管
理検定資格取得支援講座の開催による品質管理・分析技術などの技術・技能習得を支援するととも
に、技術員による技術相談、分析や分析結果への対応などサポート体制を強化します。
② 企業の技術力、経営力を強化するため、技術開発・共同研究・高品質化への取組や、新事業活動
による経営革新・取引拡大などを支援します。
③ 関係機関と連携を図りながら、就職ガイダンスや企業説明会、企業見学バスツアー、企業情報交換
会を実施するなど、学生、社会人等と企業の交流や情報交換の機会の充実を図ります。
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④ 新入社員などの若手社員のスキル向上を図るとともに、次代を担うリーダーを育成するための研修を
行います。
⑤ 産学官金の連携を図り、企業間連携や共同研究の取組などによる新製品、新技術の開発及び事業
化を支援します。
⑥ ＩｏＴに関する普及啓発や、地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）＊の活用、企業間ネットワーク構築を
促進するため、各種セミナーを開催します。
⑦ 企業が立地しやすい環境整備と企業誘致活動を積極的に展開します。
⑧ テレワーク＊の普及により、地方への事業展開やサテライトオフィス＊の設置など、企業の新たな展
開に対応し、企業やサテライトオフィスの誘致を進められるよう、産業用地や貸オフィスの整備を進め
ます。
【用語解説】
＊地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）
産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビッグデータを集約し、可視化するシステム。
＊テレワーク
パソコンやインターネットなどの情報通信技術（ＩＣＴ）を利用し、場所や時間にとらわれないで
働く勤労形態。
＊サテライトオフィス
企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこと。

ウ

商業、サービス業

① 商工会議所などの関係団体への活動を支援し、個々の中小企業への巡回指導、窓口指導などの
充実を図るとともに、関係機関・団体と連携し、市場開拓や情報受発信力の向上など、専門的な分野
についても支援を行い、起業創業支援や中小企業の経営合理化、効率化を促進します。
② 商店街組合などが主体的に行う事業を支援し、商店街としての結束力を高めながら、集客につなが
るイベント開催などを展開し、商店街の賑わい創出と地域コミュニティの形成を図ります。
③ 空き店舗の活用を促進し、商店街への新規参入を誘導するため、空き店舗への入居支援を行いま
す。
④ なのはなプラザの活用を促進し、中心市街地の活性化を図るとともに、商店街の賑わいを創出しま
す。
⑤ 消費者ニーズに対応した品揃えやサービスの提供のため、商工会議所などと連携し、セミナーの開
催、経営指導や従業員研修、情報交換などを支援し、個店の魅力づくりを促進します。
⑥ 特産品が育まれた風土や製法などへのこだわりも含めたＰＲを図るため、見学体験を織り交ぜた特
産品販売の取組を支援するとともに、新たな特産品開発を促進します。

エ

雇用

① 求職相談・職業紹介や求職者訓練、中東北就職ガイダンス・面接会の開催などを通じて、求職者の
早期就業とＵ・Ｉ・Ｊターン＊就職希望者の支援に取り組みます。
② 関係機関と連携し、キャリア教育＊の支援などに取り組みます。
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③ セミナーの開催を通じて、就業定着と人材育成を支援するとともに、関係機関と連携して、就労条件
や働きやすい環境の整備など、働き方改革を推進し、勤労者福祉の充実を支援します。
④ 関係機関との連携により、企業ニーズにあった職業訓練事業などを実施し、在職者及び求職者の知
識や技術習得を支援するとともに、職業能力開発の促進に努めます。
⑤ ものづくりに関する技術、技能の伝承を支援し、ものづくり産業の振興に努めます。
【用語解説】
＊Ｕ・Ｉ・Ｊターン
Ｕターンは、地方からどこか別の地域へ移り住み、その後また元の地方へ戻り住むこと。
Ｉターンは、生まれ育った地域（主に大都市）からどこか別の地方へ移り住むこと。
Ｊターンは、地方からどこか別の地域（主に大都市）に移り住み、その後生まれ育った地方近く
の（大都市よりも規模の小さい）地方大都市圏や、中規模な都市へ戻り住むこと。
＊キャリア教育
キャリアは職業生活のこと。望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付け
させるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育のこと。

オ

観光、公園、レクリエーション

① ふるさと名物応援宣言＊をしたもち食文化、日本酒・地ビール類、秀衡塗、熱気球の普及や支援に
努めるとともに、観光資源の掘り起こしや磨き上げをし、自然景観や温泉、郷土食や伝統芸能、地域
の祭りなど特色ある観光資源と結び付け、ＰＲに努めます。
② 岩手県南及び宮城県北の広域圏をはじめ、栗駒山麓周辺市村や交流都市などとの観光ネットワー
クを形成し、平泉町など周辺市町村と一体となった滞在型観光振興を図ります。また、滞在型観光＊
の拠点として、美しい景観と温泉情緒が味わえる一関温泉郷のＰＲに努めます。
③ 一般社団法人一関市観光協会の観光案内所を本市における観光情報サービスの総合窓口として
位置付けるとともに、観光案内機能の充実により、観光客の視点に立ったサービス提供に努めます。
④ 観光振興を公民一体で進める一般社団法人世界遺産平泉・一関ＤＭＯ＊を観光地域づくりの舵取
り役として、観光関連事業者などの連携による地域全体の戦略的な観光地域づくりの推進に努めます。
⑤ いちのせきニューツーリズム協議会と連携した農家民泊や農業体験、さらには特産品や伝統的工芸
品などを制作する体験学習など、ここでしか得られない価値を創出する様々な体験型観光の充実と、
世界文化遺産「平泉」や祭畤での災害遺構見学による震災教訓の伝承、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。
⑥ 市民一人ひとりが「おもてなし」の心を持つよう意識醸成を図るとともに、市民主体の観光ボランティ
ア活動を支援し、観光客の受け入れ態勢の充実に努めます。また、新たな観光ボランティアの養成・
確保を図ります。
⑦ わかりやすい観光案内板の設置や多言語化による情報発信、観光施設の充実を図ることにより、訪
れる人、訪れたい人の視点に立った観光客の誘致に努めます。
⑧ ユニバーサルデザインの考え方のもと、誰もが利用しやすい憩いの場、潤いの場としての公園、緑
地などの機能の充実を図ります。
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⑨ 公園利用者のニーズに応じて、対象年齢に合わせた遊具などや健康遊具の導入を図ります。また、
既存の遊具は計画的に更新を行います。
⑩ 一関遊水地事業＊や磐井川堤防改修事業＊とあわせて、河川管理施設と一体的な「まち」と「かわ」
を結び付けた、新たな河川空間の創出と活用を推進します。
⑪ 道路環境を豊かに彩る街路樹の整備をはじめ、公共施設や民有地の緑化、花壇づくりを促進し、緑
豊かで美しい環境づくりを市民とともに進めます。
【用語解説】
＊ふるさと名物応援宣言
市町村において地域を挙げて支援を行う「ふるさと名物」を特定し、「ふるさと名物応援宣言」と
して、積極的な情報発信及び地域を挙げた取組を牽引することを促進し、多様な事業者を巻き込
み、地域ぐるみの継続的な取組を通じ、「地域ブランド」の育成・強化を図り、地域の売上や雇用
の拡大、地域経済の好循環につなげていく取組。
＊滞在型観光
１箇所に滞在し静養や体験型を始めとしたレジャーを楽しむこと。または、そこを拠点に周辺の
観光を楽しむレジャー形態のこと。
＊一般社団法人世界遺産平泉・一関ＤＭＯ
行政・企業・団体と連携しながら、一関・平泉エリアを東北有数の観光地として確立させ、住民
や旅行者が豊かさを感じられる「持続可能な地域経営」にすることを使命に活動。
＊一関遊水地事業
昭和 22 年、23 年の洪水による大水害を契機に実施されている治水事業。遊水地は市街地を
洪水から守る本堤と、中小洪水から農地を防御し調節効果を増大させる小堤からなり、第１・第２・
第３の３つの遊水地で構成されている。
＊磐井川堤防改修事業
昭和 22 年、23 年の洪水による大水害を契機に実施されている治水事業。
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設定する指標 （市総合計画後期基本計画）
指標

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

内容
毎年 24 人を目指す

新規就農者数

13 人/年

24 人/年 （一関地方新規就農者の確保・
育成アクションプラン）

認定農業者新規認定者数
水田整備率

18 人/年

24 人/年 毎年 24 人の確保を目指す

40.6％

43.6％

85 件

109 件

再造林率

18.6％/年

30.0％/年

燃料用木材生産量

30BDt/年

98BDt/年

新製品・新技術開発の件数

84 件

126 件

累計誘致企業数

25 社

毎年 0.5 ポイント（約 60ha）の増
を目指す

農商工連携開発事業費補助
金活用による６次産業化商品

毎年４件の増を目指す

開発件数

民有林（人工林）の皆伐面積に
対し、３割の再造林を目指す
68BDt＊の増を目指す
＊絶乾重量。Bone Dry ton の略。

毎年おおむね７件の増を目指
す

37 社 毎年２社の増を目指す

商店街空き店舗入居件数

６件/年

６件/年 毎年６件を目指す

市の施策による起業者数

３人/年

３人/年 毎年３人を目指す

新規高卒者の管内就職率

46.7％

55.0％ 55.0％を目指す

職業訓練施設における訓練
受講者数
観光入込客数
宿泊者数
１人当たりの公園面積

2,133 人/年

2,240 人/年 おおむね５％の増を目指す

221 万人回/年

221 万人回/年

7 万人回/年

7 万人回/年

16.1 ㎡/人
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感染症の影響を踏まえ、現状
数値への回復を目指す
感染症の影響を踏まえ、現状
数値への回復を目指す

17.1 ㎡/人 1.0 ㎡の増を目指す

(３)

計画（令和３年度～７年度）

持続的発展施策区分 「２ 産業の振興」
事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

(１) 基盤整備

農業

県営経営体育成基盤整備事業負担金（滝沢地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（下大桑地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（西黒沢地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（小猪岡地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（富沢地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（川台地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（厳美・滝原ひがし地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（日形地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（川北地区）

宮城県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（清田地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（笹谷地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（仏坂地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（上奥玉地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（新山南地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（小梨地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（畑の沢地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（北方地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（増沢地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（上折壁地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（曲田地区）

岩手県

県営経営体育成基盤整備事業負担金（興田地区）

岩手県

県営中山間地域総合整備事業負担金（市野々地区）

岩手県

県営中山間地域総合整備事業負担金（霞沢地区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業負担金（北照井堰地区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業負担金（油井名沢地区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業負担金（鞍掛沼地区）

岩手県

県営農村地域防災減災事業負担金（蒲沢地区）

岩手県
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備考

事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

(１) 基盤整備
農業

林業

団体営農業農村整備事業補助金

土地改良区

保全松林緊急保護整備事業

一関市

森林総合整備事業費補助金

森林組合等

公有林整備事業

一関市

水源林造成事業

一関市

特用林産施設等体制整備事業費補助金

しいたけ生産
組合等

(３) 経営近代化施設
林業

しいたけ生産

しいたけ生産振興対策事業費補助金

組合

(４) 地場産業の振興
試験研

岩手県南技術研究センター改修費補助金

公益財団法人

究施設

試験研究施設改修事業

一関市

流通販

流通販売施設改修事業

一関市

売施設

地域資源活用総合交流促進施設整備事業

一関市

(６) 起業の促進
いちのせき起業応援事業

一関市

商店街低炭素街路灯導入事業補助金

一関市

一関市商店街活性化事業補助金（ハード分）

一関市

千厩酒のくら交流施設改修事業

一関市

(７) 商業

その他

(９) 観光又はレクリエーション
公園施設改修事業

一関市

公園整備事業

一関市

観光施設改修事業

一関市

宿泊交流施設改修事業

一関市

一関地区かわまちづくり事業

一関市
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備考

事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(10) 過疎地域持続的発展特別事業
担い手育成対策事業
第１次

（認定農業者等の担い手の経営改善を支

産業

援し、効率的かつ安定的な農業経営体の

農業経営や栽培管理技術の向上
一関市

得の向上を図るため。

育成を図る。）
担い手経営サポート事業
（認定農業者や新規就農者等を対象に、パ
ソコン簿記講習会等を開催し、資質の向上

農業経営の向上等により、担い手
一関市

農村地域活性化モデル支援事業費補助金
け、多様な取組を行うモデル集落の活動に

地域の主体性向上や新たな特産
一関市

緑のふるさと協力隊地域支援事業
さと協力隊」隊員を派遣し、活動を支援す

新たな発想の取組や地域資源の
一関市

再発見等により、地域の活性化を
図るため。

る。）
新規学卒者等就農促進支援事業

農業経営や栽培管理技術の基礎

（新規学卒者を中心とした若年層を対象
に、雇用形態による農業従事経験を通じ

品の開発等により、地域の活性化
を図るため。

対し補助する。）
（農村地域活性化モデル地域に「緑のふる

の確保と農業所得の向上を図るた
め。

を図る。）
（農業を中心とした農村地域の活性化に向

等により、担い手の確保と農業所

一関市

て、就農に対する意識啓発を踏まえた新規

を身に着けながら、就農意向を確
立すること等により、地域農業への
定着を図るため。

就農を支援する。）
地産外商促進事業
商工業

（農産物や特産品等の個々のブランド強化

・６次

のため、農商工連携のもと、地域ブランドの

産業化

創出や首都圏等での一関ブランドのＰＲを

地域の豊かなめぐみが育む一関ブ
一関市

ランドの確立により、農業所得の向
上と地域の活性化を図るため。

行う。）
一関市商店街活性化事業補助金
商工会議所が実施する事業を支

（ソフト分）（商工会議所が実施する商店街
の活性化に寄与する事業に対し補助を行
い、商店街の一体感醸成、各店の魅力ある
商品やサービス提供等、地域コミュニティに

一関市

援し、商店街の賑わいを創出する
ことにより、商店街の活性化と地域
コミュニティの形成を図るため。

根差した商店街づくりを図る。）

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由
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事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(10) 過疎地域持続的発展特別事業
商工業
・６次
産業化

商店街にぎわい創出事業補助金

商店街組合等が実施する事業を

（商店街組合等が実施する賑わい創出事
業に対し補助を行い、集客につながるイベ

一関市

支援し、商店街の賑わいを創出す
ることにより、商店街の活性化と地

域コミュニティの形成を図るため。

ントを展開する。）
ＩＴ・ソフトウエア関連企業立地促進事業費

情報通

補助金

信産業

（ＩＴ関連及びソフトウエア開発等を行う企業
の立地を促進し、地域経済の活性化、雇用

企業立地の促進により、地域経済
一関市

及び就業機会の創出を図るため、企業が

の活性化と市民の雇用の場の創出
を図るため。

市内に事業所等を新設する場合に要する
経費に対し補助する。）
一関・平泉バルーンフェスティバル事業
観光

（スカイスポーツである熱気球によるバルー
ンフェスティバルを開催し、着地型観光の

一時的な集客イベントだけではな
一関市

誘客の推進を図る。）

く、宿泊利用の拡大のきっかけをつ
くり、将来にわたり滞在型観光の誘
客の促進を図るため。

ニューツーリズム推進体制整備事業費補助
体験型観光の充実、世界遺産「平

金
（農家民泊や農業体験、着地型観光等、都
市農村交流の取組を行う、いちのせきニュ

協議会

泉」や沿岸被災地と連携した教育
旅行の誘致の推進により、交流人
口の拡大を図るため。

ーツーリズム協議会の活動に対し補助す
る。）
一関春まつり開催事業

一時的な集客イベントだけではな

（一関地方の観光シーズンの幕開けイベン
トとして位置づけ誘客の促進を図り、潤いの

一関市

ある街づくりに資することを目的に、実行委

く、まちの賑わいを創出することに
より、交流人口の拡大と地域経済
の活性化を図るため。

員会が実施する事業に対し補助する。）

一時的な集客イベントだけではな

全国もちフェスティバル開催補助金

く、一関のもち文化の継承や、農商

（「もち食文化」を全国に向けて情報発信
し、交流人口の拡大、地域経済の活性化を
図ることを目的に、実行委員会が実施する
事業に対し補助する。）

一関市

工連携で地域産品の付加価値を
向上することにより、交流人口の拡
大と地域経済の活性化を図るた
め。

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由
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事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(10) 過疎地域持続的発展特別事業
地域企業経営強化支援事業費補助金
その他

（市内企業の事業拡大を支援し、地域の雇
用創出を図るため、設備投資に要する経費

中小企業の市内での設備投資の
一関市

促進等により、生産性の向上と地
域の雇用創出を図るため。

に対し補助する。）
ジョブカフェ一関運営事業
（若者の就業を支援するため、就職アドバ
イザーを配置し、相談事業や小・中・高校

若者の適正な職業選択や社会人と
一関市

生等のステージに応じたキャリア教育の支

しての基礎力向上により、若者の
地元就職と定着を図るため。

援を行う。）
ふるさとハローワーク運営事業
（求職者の就職促進と利便性の向上を図る
ため、国との共同により運営し、職業相談

職業相談や紹介サービスに対応す
一関市

ることにより、働く意欲のある人の就
職促進と地元定着を図るため。

や紹介サービスを行う。）
新規高卒者ふるさと就職支援事業補助金
（新規高卒者の地元就職と職場定着を図る
ため、採用した事業主を対象に、研修等の

新規高卒者の人材育成につながる
一関市

人材育成及び資格取得に要する経費に対

ことにより、地元就職と職場定着を
図るため。

し補助する。）
若者等ふるさと就職支援事業補助金
若者等の人材育成につながること

（若者等（新規学卒者及びＵＩＪターン者）の
地元就職と職場定着を図るため、採用した

一関市

により、地元就職と職場定着を図る
ため。

事業主を対象に、研修等の人材育成及び
資格取得に要する経費に対し補助する。）
若者地元就業定着支援事業

若者の地元企業への理解を深める

（若者の地元就職及び就業定着を支援す
るため、新入・若手社員や企業人材育成担
当者向けセミナー、地元就職ＰＲ用カード
の作成、新規高卒者雇用要請活動等を行

一関市

とともに、新入社員のビジネス能力
の向上につながることにより、地元
就職と職場定着を図るため。

う。）

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由
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事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(10) 過疎地域持続的発展特別事業
中東北専門技術人材確保支援事業
その他

（中東北エリアにおいて、専門的・技術的な
職業への就職を希望する人に採用を希望
する企業の情報を提供し就職を支援すると

Ｕターン希望者等の支援を行うこと
一関市

により、地元就職と企業の人材確
保を図るため。

ともに、求人企業の人材確保の支援を行
う。）
インターンシップ促進助成金
（大学生等のインターンシップの参加を促
し、職業選択や職業意識向上、地元企業
への理解促進を図るため、地元企業へのイ

適正な職業選択が行われることに
一関市

より、職場定着と地元企業の人材
確保を図るため。

ンターンシップ参加に要する費用を助成す
る。）
(11) その他
農業施設及び農業研修施設改修事業

一関市

繁殖牛生産振興対策事業費補助金

生産者組織

肥育素牛地域内保留対策事業費補助金

生産者組織

酪農振興総合対策事業費補助金

生産者組織

野菜花き生産振興事業補助金

生産者組織

農業担い手チャレンジ事業費補助金

一関市

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由

(４)
ア

産業振興促進事項
産業振興促進区域及び振興すべき業種
産業振興促進区域

一関地域を除く地域 ※

業種

計画期間

製造業、情報サービス業等、

令和３年４月１日～

農林水産物等販売業、旅館業

令和８年３月 31 日

備考

※ 合併前の８市町村でそれぞれ過疎地域の要件を判定した結果、旧一関市を除く７町村が過疎地域
の要件に該当するため、一関地域を除く地域を対象とするもの。

イ

当該業種の振興を促進するために行う事業の内容
上記(２)及び(３)のとおり
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(５)

公共施設等総合管理計画との整合

① 市内産業のインフラとしての機能を果たしているものもあるため、市内産業などの動向も鑑み更新を
検討していきます。
② 施設の更新の検討にあたっては、類似施設との集約化や他の機能との複合化・多目的化を検討し、
施設の有効活用を図ります。
③ 職業訓練施設は、施設の集約も含めた今後のあり方について、関係団体との協議を進めながら慎
重に検討していきます。
④ 利用者にとって快適な環境を整えるため、施設の現状を確認しながら維持補修などを行い、施設の
機能維持を図ります。
⑤ 利用者の少ない施設については、廃止なども視野に入れ今後のあり方を検討します。
⑥ 宿泊研修施設は、効率的・効果的な管理運営手法を検討するとともに、施設の費用対効果を検証し、
廃止も視野に入れ、慎重に検討を行います。
⑦ 国の公園施設長寿命化計画策定方針をもとに、維持管理及び設備の更新に関する個別計画を策
定し、効果的、効率的な維持管理による長寿命化とコストの縮減を図り、良好な公園環境の確保に努
めます。
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４ 地域における情報化
(１)

現況と問題点

① 超高速大容量通信サービス＊が普及していく中で、光ブロードバンドサービスの提供エリアやスマー
トフォンなどによる通信エリアは、いまだ市内全域がカバーされていません。エリア拡大のため、通信
事業者へ働きかけをしていく必要があります。
② 地上デジタルテレビの視聴については、山間部などの地形的に不利な地域が多く、テレビ難視聴の
解消のため、テレビ共同受信施設は必要であり、継続して維持管理などを支援していく必要がありま
す。
③ 地上デジタルテレビ放送を視聴するため、ワンセグ波＊による受信を余儀なくされている世帯が市内
に点在していることから、引き続き抜本的な解決について、国、県などに要望していく必要があります。
【用語解説】
＊超高速大容量通信サービス
光ファイバー回線や第４世代移動通信システム（４Ｇ）などによる通信速度（下り）が 30Mbps 以
上で、データ通信の上限が無制限となるなどの大容量通信サービスのこと。
＊ワンセグ波
地上デジタル放送は、１チャンネル、６MHz の帯域幅を 13 個のセグメントと呼ばれる箱に分割
して放送を行っているが、このうち１つの箱（１セグメント）を用いて行う携帯端末に向けた放送のこ
と。

(２)

その対策

① 超高速ブロードバンドサービスの基盤となる、光ファイバーの未整備エリア解消を進めます。
また、携帯電話の不感地帯が解消されるよう、事業者に働きかけます。
② 地上デジタルテレビ放送のワンセグ波によらない受信対策を、国、県に働きかけ、またテレビ共同受
信施設組合に支援を継続します。
③ 協働のまちづくりに資するよう、市民と行政、市民と市民のコミュニケーションの基礎となる情報の受
発信と共有を促進します。
④ コミュニティＦＭ放送やソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ＊）などを活用し、地域に密着した身近
な情報提供や、緊急時、災害時の情報伝達を行います。
【用語解説】
＊ＳＮＳ
Social Networking Service の略。登録された利用者（会員）間のインターネット上における交流
を支援するサービスのこと。
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設定する指標 （市総合計画後期基本計画）
指標

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

ＦＴＴＨ（光回線）利用可能

89.35％

世帯率

(３)

内容

100％ 利用世帯率 100％を目指す

計画（令和３年度～７年度）

持続的発展施策区分 「３ 地域における情報化」
事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考

(１) 電気通信施設等情報化のための施設
防災行政用無線施設

コミュニティＦＭ施設管理費

一関市

テレビジョン放送等難

地上デジタルテレビ受信対策費

一関市

視聴解消のための施設

地域情報化推進事業

一関市

ブロードバンド施設

超高速情報通信基盤整備事業

一関市

藤沢地域情報通信基盤施設管理費

一関市

その他の情報化のため
の施設

事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(２) 過疎地域持続的発展特別事業
地上デジタルテレビ受信対策事業
情報化

（地上デジタル放送の受信対策として整備さ
れたテレビ共同受信施設の維持管理費の負
担軽減を図るため、電気料・電柱共架料等の

テレビ難視聴地域における情報格
一関市

差の是正により、住み良い地域の
実現につながるため。

維持管理費に対し補助する。）

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由

(４)

公共施設等総合管理計画との整合

① 防災行政情報システムは、老朽化に応じた維持補修を行い、長寿命化を図ることを検討します。
② テレビ受信施設は、現行の放送などを維持していくためには、機器の更新が必要不可欠であるため、
機器の更新計画を策定し対応していきます。また、施設の譲渡などを含めた将来的な施設のあり方に
ついて検討します。
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保
(１)
ア

現況と問題点
道路、橋梁

① 道路整備は、市民の安全確保と利便性向上を図るとともに、災害時の輸送などを支える上からも、各
地域において一体的な整備、改良を推進する必要があり、地域間を結ぶ広域的な幹線道路の整備
や、地域に密着した市民生活にとって関わりの深い生活道路の整備が必要となっています。
② 歩行者の安全確保のため、歩行空間の整備、防護柵、カーブミラー、交通標識等の設置などの交
通安全施設の整備、さらに、ユニバーサルデザイン＊に配慮した歩道のバリアフリー化や街並みの整
備、保存などにも努めていく必要があります。
③ 良好な道路環境を維持管理していくためには、老朽化した道路施設の長寿命化や適正な維持管理
により、市民の安全安心と快適な道路環境の維持を図るとともに、地域住民の協力を得ながら協働で
取組を進めることが必要です。
【用語解説】
＊ユニバーサルデザイン
みんなが快適に利用できるよう、製品や環境などをデザインすること。高齢者や障がい者など、
あらゆる人にやさしい形や機能を前提に、普遍性を強調した概念。

イ

公共交通

① 地域特性や利用者ニーズに合わせて運行内容や利用環境を見直し、地域住民の移動の利便性を
考慮した公共交通に再編していく必要があります。
② まちなかの賑わいを創出し、市民や来訪者の利便性と回遊性を向上させるため、一ノ関駅周辺と公
共施設や病院、商店街などを結ぶバス路線を整備する必要があります。

(２)

その対策

ア

道路、橋梁

① 市道や都市計画道路＊は、市民生活の利便性の維持、向上と安全で円滑な交通を確保し、災害時
においても地域拠点と集落の輸送などを支えるため、地域の実情を踏まえつつ、効率的・効果的な整
備を図ります。
② 市内の地域間を結ぶ広域的な幹線道路やＪＲの各駅、東北縦貫自動車道インターチェンジ、病院、
消防署、公共施設、工業団地などの拠点を結ぶ主要な道路は、交通量や緊急度、道路網としての位
置付けなどを総合的に検討し整備に努めます。
③ 地域に密着した生活道路は、交通量、道路幅員、危険箇所の解消等の緊急度などを総合的に検討
して、地域ごとに整備計画を作成し、計画的な整備に努めます。
④ 歩行者や自転車、視覚障がい者や車いす利用者の安全を確保するため、歩道や歩行者通行帯の
整備、段差解消、勾配緩和などを進めるとともに、通学路や未就学児が日常的に集団で移動する経
路などの安全対策の充実に努めます。
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⑤ 橋梁、トンネル、道路附属物などの点検、診断を定期的に行い、計画的な修繕、更新による道路施
設の長寿命化を図るとともに、地域住民などとの協働により、道路環境の適正な維持管理や交通の安
全確保に努めます。
⑥ 誰もが見やすくわかりやすい交通案内標識の設置など、利用しやすい交通環境の整備に努めます。
⑦ 冬期間の交通機能を確保するため、適切な除雪に努めます。また、除雪車両を計画的に更新しま
す。
⑧ 森林施業に必要な林道などの適切な維持・管理に努めます。
【用語解説】
＊都市計画道路
都市の骨格を形成する最も基本的な都市基盤の一つであり、都市計画法に基づき、将来の交
通需要の見通しや社会的要請に応じて、あらかじめルートや幅員が都市計画決定されている道
路

イ

公共交通

① 市内の各地域において、病院や商店、公共機関が集積しているような地域の中心となるエリアを「拠
点エリア」と位置づけ、それぞれの拠点エリアを結ぶ、地域を越えた交通ネットワークの維持、確保を
図ります。
② 各地域内では、拠点エリアと、それぞれの集落や自宅を結ぶ公共交通ネットワークの維持、確保を
図ります。なお、市営バス、廃止路線代替バス１便あたりの平均乗車人数が 2.0 人未満の路線は、デ
マンド型乗合タクシー＊への再編などを進めます。
③ 市民がまちなかを気軽に移動できる移動手段、観光客などの来訪者が利用しやすい移動手段とし
て、市街地循環バス＊の導入に取り組みます。また、市営バス車両を計画的に更新します。
④ 待合環境の向上や交通情報などの提供を行うとともに、ダイヤの見直し、乗り継ぎ時間の改善を行
い、公共交通の利便性の向上を図ります。
⑤ 外国人を含む観光客が、公共交通を利用して目的地までスムーズに移動できるよう、各種メディアを
利用した情報提供や、バス停表示をはじめとするバス情報の多言語化に取り組みます。
【用語解説】
＊デマンド型乗合タクシー
事前予約により乗合で運行するタクシー。
＊市街地循環バス
市街地を循環運行するバス。平成 31 年（2019 年）３月に策定した一関市地域公共交通網形成
計画では、本市において、一ノ関駅を中心として、市役所、病院、大型商業施設などの主要施設
間を循環するバスを導入することを計画している。
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設定する指標 （市総合計画後期基本計画）
指標

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

内容

市道改良率

55.9％

56.9％ 1.0 ポイントの増を目指す

市道舗装率

54.3％

55.7％ 1.4 ポイントの増を目指す

健全性診断で「早期措置段

61 橋

階」と判定された橋梁数
拠点間を結ぶ路線バスの乗
車人数

０橋 修繕工事により解消を目指す

181,801 人/年

163,000 人/年

118.82％/年

101.00％/年

市営バス、廃止路線代替バ
ス、デマンド型乗合タクシー
の利用率

(３)

感染症の影響を踏まえ、現状の
おおむね 90％以上を目指す
感染症の影響を踏まえ、現状の
おおむね 85％以上を目指す

計画（令和３年度～７年度）

持続的発展施策区分 「４ 交通施設の整備、交通手段の確保」
事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

(１) 市町村道

道路

栗駒線（改良舗装）（L=1,700m,W=6.0m）

一関市

遊水堤２号線（改良舗装）（L=1,635m,W=8.0m）

一関市

中里南５号線（改良舗装）（L=89m,W=15.0m）

一関市

萩荘中下線（改良舗装）（L=1,208m,W=4.0m）

一関市

金成線（改良舗装）（L=720m,W=5.0m）

一関市

水口南沢線（改良舗装）（L=970m,W=5.0m）

一関市

西風谷地線（改良舗装）県事業負担金（L=414m,W=8.0m）

岩手県

西風谷地線（改良舗装）（L=414m,W=8.0m）

一関市

丸木舞川線（改良舗装）（L=3,306m,W=6.0m）

一関市

鶴巻内ノ目線（改良舗装）（L=1,370m,W=5.0m）

一関市

釣山下線（改良舗装）（L=480m,W=11.0m）

一関市

弥栄北ノ沢６号線（改良舗装）（L=487m,W=5.0m）

一関市

木ノ川線歩道設置事業（L=1,680m,W=2.2m）

一関市

中条外山線（改良舗装）（L=2,580m,W=5.0m）

一関市

狐禅寺大平線（改良舗装）（L=990m,W=11.5m）

一関市
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備考

事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

(１) 市町村道

道路

泥畑西ノ沢線（改良舗装）（L=711m,W=4.0m）

一関市

道路維持補修事業（L=11,772m）

一関市

道路インフラ長寿命化事業（山谷平泉線（深山トンネル）ほか２箇所
（トンネル修繕３箇所 L=1,076m））

一関市

道路維持補修事業（交付金事業）（L=13,715m）

一関市

宮敷線（宮敷橋拡幅分）県事業負担金

岩手県

刈屋野茶名畑線外１路線（改良舗装）（L=561m,W=5.0m）

一関市

松川駅館下線（改良舗装）（L=1,134m,W=9.5m）

一関市

鳥矢森３号線（改良舗装）（L=400m,W=4.0m）

一関市

平前登戸沢線（改良舗装）（L=595m,W=5.0m）

一関市

大石沢若柳線（改良舗装）（L=800m,W=4.0m）

一関市

観音堂２号線ほか（改良舗装）（L=190m,W=12.0m）

一関市

中里後沢田線（改良舗装）（L=66m,W=4.0m）

一関市

払田線、払田和興線（改良舗装）（L=750m,W=3.0m）

一関市

吉田一ノ町線（改良舗装）（L=84m,W=12.5m）

一関市

牛窪西光線（改良舗装）（L=794m,W=3.0m）

一関市

大原世田米線歩道設置事業（L=250m,W=2.5m）

一関市

竜ヶ沢２号線（改良舗装）（L=490m,W=5.0m）

一関市

大東千厩線（改良舗装）（L=650m,W=7.0m）

一関市

北ノ沢４号線（改良舗装）（L=200m,W=4.0m）

一関市

島越茶名畑線（改良舗装）（L=450m,W=5.0m）

一関市

居の森線（改良舗装）（L=410m,W=3.0m）

一関市

童子線（改良舗装）（L=180m）

一関市

袖洞線（改良舗装）（L=180m）

一関市

銚子支線（改良舗装）（L=260m）

一関市

鬼木線（改良舗装）（L=240m）

一関市

勝武沢線（改良舗装）（L=340m）

一関市

八幡平線（改良舗装）（L=220m）

一関市

薄衣外山上線（改良舗装）（L=150m）

一関市

古舘畑の沢線（改良舗装）（L=400m）

一関市
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備考

事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

(１) 市町村道

道路

橋梁

藤沢馬場線（改良舗装）（L=800m,W=5.0m）

一関市

下釜白山田線（改良舗装）（L=110m,W=4.0m）

一関市

南谷起藤線（改良舗装）（L=60m,W=3.0m）

一関市

雁田南沢線（改良舗装）（L=550m,W=3.0m）

一関市

宮敷 10 号線（改良舗装）（L=220m,W=5.0m）

一関市

小梨堀合線（改良舗装）（L=780m,W=4.0m）

一関市

薄衣桃の木洞線（改良舗装）（L=350m,W=3.0m）

一関市

老流小山線（改良舗装）（L=350m,W=3.0m）

一関市

宿ノ前１号線（改良舗装）（L=180m,W=3.0m）

一関市

膳棚藤ノ沢線（改良舗装）（L=300m,W=3.0m）

一関市

東釜ヶ淵線ほか３路線（改良舗装）（L=503m,W=9.0m）

一関市

増沢新沼線（改良舗装）（L=150m,W=8.0m）

一関市

滝沢草刈場２号線（改良舗装）（L=350m,W=3.0m）

一関市

平石大平線（改良舗装）（L=350m,W=3.0m）

一関市

三枚屋敷２号線（改良舗装）（L=153m,W=3.0m）

一関市

滝沢才ノ神線（改良舗装）（L=300m,W=3.0m）

一関市

小戸小塚線（改良舗装）（L=890m,W=3.0m）

一関市

岩崎釜ノ沢１号線（改良舗装）（L=320m,W=3.0m）

一関市

中里後沢田線（改良舗装）（L=110m,W=4.0m）

一関市

水口１号線（改良舗装）（L=100m,W=7.5m）

一関市

橋梁長寿命化事業：山目寺前線（寺前３号橋）（L=4.4m,W=3.7m）

一関市

橋梁長寿命化事業：大登線（落合橋）

一関市

（L=4.0m,W=6.7m（歩道 1.5m））
橋梁長寿命化事業：構井田２号線（構井田橋）（L=4.9m,W=5.5m）

一関市

橋梁長寿命化事業：停車場線（滝ノ沢橋）（L=3.6m,W=7.4m）

一関市

橋梁長寿命化事業：尻高沢線（尻高沢橋）（L=5.5m,W=3.4m）

一関市

橋梁長寿命化事業：鳥矢森線（鳥矢森橋）（L=10.5m,W=3.5m）

一関市
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備考

事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

(１) 市町村道

橋梁

橋梁長寿命化事業：宇和田大沢田線（大沢田２号橋）（L=4.9m,W=2.7m）

一関市

橋梁長寿命化事業：河吉線（辻山前橋）（L=5.0m,W=2.9m）

一関市

橋梁長寿命化事業：佐成倉線（佐成倉橋）（L=7.3m,W=3.5m）

一関市

橋梁長寿命化事業：東工業団地線（東工業団地跨線橋）
（L=15.7m,W=14.5m（歩道 6.9m））

その他

一関市

橋梁長寿命化事業：砂渕線（砂淵橋）L=17.2m,W=2.5m

一関市

橋梁長寿命化事業：西丑石４号線（丑石橋）L=20.8m,W=5.1m

一関市

橋梁長寿命化事業：天狗沢学童線（天狗沢小橋）（L=5.4m,W=3.6m）

一関市

橋梁長寿命化事業：下曲田 16 号線（下中山１号橋）（L=5.2m,W=3.8m）

一関市

除雪作業車更新事業

一関市

林道橋梁長寿命化事業

一関市

(３) 林道

(６) 自動車等
市営バス更新事業

一関市

交通対策事業

一関市

自動車
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備考

(４)

公共施設等総合管理計画との整合

① 策定した道路インフラ長寿命化計画は、必要に応じて見直しを行いながら、より効率的な維持管理
を目指します。
② 策定した橋梁長寿命化修繕計画は、今後の定期点検・診断結果を踏まえて見直しを行いながら、計
画的かつ適切な維持管理に努めます。
③ 点検・診断・記録・措置といった維持管理のサイクルを確実に実施し、予防保全型への維持管理を
進め、橋梁の耐用年数の延長（長寿命化）、必要予算の平準化及びコスト縮減を図ります。
④ 予防保全型の維持管理により長寿命化を図ることを基本としますが、必要性を検証し、集約化や撤
去による管理橋梁数の減少策などを含めた抜本的な対策を検討します。
⑤ 平成 26 年２月に策定した「一関市地域公共交通総合連携計画」に基づき、バス路線の廃止が決定
された場合は、当該関連施設も廃止します。
⑥ バス待合所は、路線が存続する間は老朽度に応じて維持補修を行い、管理棟及び車庫については、
路線存続の間は改修などにより長寿命化を図ります。
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６ 生活環境の整備
(１)

現況と問題点

ア

上水道、下水道

① 今後、高度経済成長期に整備した大量の水道施設が一斉に更新時期を迎え、大きな財政負担とな
りますが、市民生活に不可欠な水の供給を安定的かつ確実に持続していくためには、計画的な更新
と耐震性能の向上を含む長寿命化を図るとともに、施設の規模や配置の見直しにより、無駄のない施
設利用を進める必要があります。
② 定期的な水道料金の改定を実施し、負担の平等化を図りながら、今後の施設更新に係る適切な財
源確保に取り組む必要があります。
③ 今後の給水区域の拡張については、大規模な住宅開発や定住人口の増加、水道施設整備に対す
る財源措置の大幅な拡充などの環境変化が生じた時点で、地域の接続意向を確認した上で再検討し
ます。
④ 平成 28 年度に策定した汚水処理施設整備計画の集合処理区域においても、人口減少と高齢化が
進んでいることが影響し、費用を投じて管路整備を行っても、下水道への接続費用の捻出や後継者
がいないことなどの理由から接続に至らないことがあるため、早期の整備計画の見直しが必要な状況
となっています。

イ

防災

① 避難所、避難場所は、人と人とが密になりやすい環境になることから、様々な感染症にかかるリスク
が高くなるため、感染症を考慮した避難所運営を行っていく必要があります。
② 災害が発生した場合でも、その被害を可能な限り抑えることが重要です。安全安心で災害に強いま
ちづくりを進めるため、地域防災計画＊に基づき、防災資機材や避難場所などを整備充実するととも
に、消防防災体制の充実と防災、減災対策を強化する必要があります。
③ 災害に強いまちづくりと安全安心な市民生活の実現に向け、地域防災計画を見直し、その実効性を
高めるための訓練を継続して実施していくことが大切であり、地域防災力向上のため、災害に関する
知識、技能を有する人材を育成することが重要です。また、応援協定＊などによる関係機関との連携
体制が必要です。
④ 自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、防災マップ＊を全戸に配布しています
が、内容の変更などにより更新、配布が必要となります。また、外国人の住民や旅行者などへの対応
のため、外国語に対応した災害時情報提供アプリ＊などの周知が必要です。
【用語解説】
＊地域防災計画
災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、各自治体の防災会議が
作成する計画で、各自治体の地域内における災害の予防と災害時の対策について、自治体及
び防災関係機関の連携、並びに市民などの協力のもとに実施する総合的な対策の大綱を定める
ことにより、自治体の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とし
て策定しているもの。
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＊応援協定
災害時に迅速な応急対策などを実施するため、他の地方公共団体や民間団体などと締結する
協定。
＊防災マップ
洪水による浸水想定区域、土砂災害危険箇所などの情報や避難所、避難場所などの防災情
報を表示した地図のこと。
＊災害時情報提供アプリ
日本国内における緊急地震速報や津波警報、噴火速報、特別警報、熱中症情報、国民保護
情報、避難情報などを通知する無料アプリケーション。

ウ

消防、救急、救助

① 火災に備える体制を整えるため、地域における消防拠点施設の整備、火災の態様に応じた消防車
両や資機材の更新、消防水利の確保などに努めるほか、減少傾向にある消防団員の充実と育成を図
ることが消防力の強化を図るために必要です。
② 火災は予防が基本であることから、市民の火災予防の意識を高めるため、防火知識などの普及啓発
を図る必要があり、そのため、自主的な防火組織の育成が必要です。
③ 高齢化の進行に伴い救急需要の増加が見込まれることから、救急業務の高度化に継続的に取り組
み、医療機関との連携を一層強化する必要があります。また、救急業務の高度化には、救急隊員の教
育訓練に加え、高規格救急自動車＊及び高度救命処置用資器材＊の更新整備を推進し、救急体制
を充実させることが必要です。
④ 救急車が到着するまでの応急手当が重要であることから、応急手当に対する住民の意識を高め、感
染防止対策を講じながら、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）＊を活用した救命講習による救命処置の普
及啓発を図ることが必要です。
⑤ 消防機関の行う救助活動は、自然災害のほか、火災、交通事故、水難事故から、テロ災害などの特
殊な災害にまで及ぶものであることから、救助活動に必要な車両や資機材の充実、隊員の育成を推
進し、救助体制の充実を図ることが必要です。
【用語解説】
＊高規格救急自動車
救急救命士・救急隊員が乗車し、応急処置や救命活動が十分できるよう、活動しやすい車内
空間と必要な資機材を有している車両。
＊高度救命処置用資器材
気道確保用資器材、除細動器、輸液用資器材、血中酸素飽和度測定器、心電計などの資器
材の総称。
＊自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
Automated External Defibrillator の略。心臓の心室が不規則にけいれんする「心室細動」が起
きた場合に、電気ショックを与え、心臓のリズムを正常に戻す機器のこと。
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エ

防犯、交通安全、市民相談

① 明るく住みよい安全安心な地域の実現に向けて、「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識の
もと、防犯意識を普及するための啓発活動や地域安全運動を積極的に展開し、各種犯罪の防止に努
めていくことが必要です。
② 女性や子どもへの声掛け事案、高齢者の被害が目立つ特殊詐欺被害を未然に防ぐため、啓発や見
守り活動が必要です。
③ 防犯及び交通安全対策については、行政だけでなく防犯協会、交通安全協会、交通安全母の会な
ど、住民ぐるみで活動する体制の強化が必要です。
④ 交通事故を減らすためには、運転者や歩行者の交通安全マナーの向上、交通安全思想の普及が
不可欠であり、交通安全対策を強力に推進することが必要です。特に、児童生徒への交通安全教育
の推進、高齢者の交通事故防止対策の強化を図ることが重要です。
⑤ 日々の暮らしの中で発生する問題を把握し、相談に対する適切な助言を行うことが出来るよう、関係
機関や団体などと連携しながら、市民が安心して相談できる体制を整えていく必要があります。
⑥ 高齢者や若年層など消費者被害が懸念されることから、未然防止に取り組む必要があります。

オ

住環境

① 少子高齢化により、地域コミュニティの担い手として、特に次代の担い手となる子育て世帯を中心とし
た若年世帯を確保することが必要となっています。
② 日常的に適切な管理が行われていない空家等の増加により、保安上の危険、公衆衛生の悪化、景
観の阻害など多岐にわたる問題が生じているとともに、地域住民の生活環境にも悪影響を及ぼしてい
ます。
③ 本市の住宅をみると、昭和 55 年以前に建築された住宅が３割を超えており、これらの住宅のバリアフ
リー未対応、低い断熱性能、耐震性の不安など機能面で課題があります。
④ 現在管理している市営住宅は、老朽化により更新や統廃合などの対応を進める必要があります。

カ

ごみ処理、し尿処理

① 市内で排出されるごみは、一関地区広域行政組合において広域処理を行っており、民間業者に委
託し、可燃物、不燃物、資源物の分別収集を行っています。ごみ焼却施設は、一関清掃センターが
150ｔ/日、大東清掃センターが 80ｔ/日の処理能力を有していますが、昭和 56 年と平成 11 年に建設
された施設であり、施設の更新が必要となっています。一関清掃センターリサイクルプラザ、大東清掃
センター粗大ごみ処理施設は、プラスチック製品の資源化に対応する施設の更新が必要となっていま
す。また、３つの最終処分場についても、残余容量が少なくなってきており、新設が必要となっていま
す。
② 廃棄物の減量化や、資源物のリサイクル、再生可能品の利用などを進め、廃棄物の量を減らしてい
くための取組を計画的かつ総合的に実施することが求められており、その実現に向け、環境意識の啓
発を図り、効率的な資源循環の体制を整えていく必要があります。
③ 従来の大量生産や大量消費、大量廃棄を伴う社会経済活動のあり方を見直し、市民、事業者、行政
の協働により循環型社会づくりに取り組んでいく必要があります。
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④ し尿処理については、一関地区広域行政組合において広域処理を行っており、施設の処理能力は、
一関清掃センターが160kl/日、川崎清掃センターが100kl/日を有し、処理量はそれぞれ155kl/日及
び88kl/日となっています。
⑤ し尿収集については、許可業者により市内全域を収集していますが、一関清掃センターの処理施設
は昭和52年に建設され、施設の老朽化が課題となっています。

(２)
ア

その対策
上水道、下水道

① 水道事業の将来像と長期財政を見据え、安全な水の安定供給に努めます。
② 優先順位を定め、水道施設及び管路の計画的な更新を行います。
③ 災害に強い水道を目指し、施設の耐震化や、適切な維持管理と補修による長寿命化を進めるととも
に、施設の統廃合や規模の縮小による効率的な水の供給に努めます。
④ 未普及区域において、水量、水質とも不安のない生活用水を確保するため、水質検査、深井戸整
備及び浄水施設などの設置を支援します。
⑤ 地域特性に応じた公共下水道や浄化槽の効率的な整備により、河川等公共用水域の水質保全と衛
生的で快適な生活環境を創出します。
⑥ 本市における汚水処理事業は、地域ごとに費用対効果や河川の水質保全の必要性などを勘案しな
がら、公共下水道と農業集落排水施設で処理を行う集合処理区域＊と浄化槽で処理を行う個別処理
区域＊に区分し進めていきます。
【用語解説】
＊集合処理区域
公共下水道、農業集落排水施設で汚水処理を行う区域。
＊個別処理区域
浄化槽で汚水処理を行う区域。

イ

防災

① 避難所、避難場所については、住民が円滑かつ安全に避難できるよう周知徹底するとともに、豪雨
災害などの特性を踏まえた安全性の確保、移送手段の確保及び交通孤立時に適切な対応ができる
よう努めます。
② 避難所の運営については、様々な感染症対策を考慮した訓練などを実施し、適切な運営ができるよ
う努めます。
③ 防災マップの公表や防災訓練の推進に取り組み、市民の防災意識の高揚を図るとともに、円滑な実
践行動につなげます。
④ 備蓄については、応急的に必要となる非常食などの備蓄と防災資機材の整備に努めます。
⑤ 外国人の住民や旅行者などへの対応のため、外国語に対応した災害時情報提供アプリなどの周知
を図ります。
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⑥ 防災行政情報システムのほかコミュニティＦＭ放送、いちのせきメールなどを活用し、市民に対し迅
速かつ確実に情報が伝わるよう努めるとともに、住民自らが情報収集を行い、地域で連携し早期に行
動を起こすよう普及啓発に努めます。
⑦ 市民の生命、身体、財産を保護するため、関係機関と密接な連携を図りながら、地域防災計画の見
直しを図り、その計画に基づいた円滑な防災対策の実施に努めます。
⑧ 市民の防災意識の高揚を図るとともに、自主防災組織の結成の促進と訓練の充実、防災リーダーの
育成強化に取り組みます。

ウ

消防、救急、救助

① 複雑多様化する火災などの災害に対応できるよう、消防車両、消防資機材を計画的に整備します。
② 消防屯所など、地域における消防活動拠点施設の計画的な整備を進めます。
③ 消火栓や防火水槽など、消防水利の計画的な整備を進めます。
④ 複雑多様化する災害に対応するため、消防団員などの確保と育成強化を図ります。
⑤ 市民の生命、財産を火災などから守るため、消防団、婦人消防協力隊、自主防災組織などと連携を
図りながら火災予防に努めます。
⑥ 住宅火災による死傷者を防止するため、住宅用火災警報器の設置促進及び住宅用消火器をはじ
めとした住宅用防災機器の普及促進など、住宅防火対策の推進を図ります｡
⑦ メディカルコントロール体制＊（医師による指導、助言及び教育体制）のもと、救急医療機関との密接
な連携により、救急業務の高度化に努めます。
⑧ 救急救命士及び救急隊員の計画的な育成と教育訓練の実施を推進するとともに、高度救命処置を
適切に提供するため、高度救命処置用資器材や高規格救急自動車などの計画的な整備を進めます。
⑨ 救命率を向上させるには、バイスタンダー（発見者などその場に居合わせた人）による応急手当が重
要なことから、感染防止対策を講じながら応急手当に関する啓発活動に取り組むとともに、自動体外
式除細動器（ＡＥＤ）を活用した救命講習による救命技術や知識の普及啓発に努めます。
⑩ 複雑多様化する災害に対応するため、救助資機材の計画的な更新整備を図ります。
⑪ 大規模災害に対応するため、緊急消防援助隊登録隊員＊の教育訓練を充実し、緊急消防援助隊
の受援と応援体制の整備を図ります。
【用語解説】
＊メディカルコントロール体制
救急救命士などが救急現場で実施する医療行為に関し、医師が指示または指導・助言及び事
後検証を行い、応急処置の質を担保する制度的仕組みのこと。
＊緊急消防援助隊登録隊員
国内で発生した地震などの大規模災害時における人命救助活動などを、より効果的かつ迅速
に実施し得るよう、全国の消防機関相互による援助体制として創設された「緊急消防援助隊」に
登録された消防職員のこと。
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エ

防犯、交通安全、市民相談

① 市民の防犯に対する意識の高揚を図るとともに、防犯体制の強化と地域ぐるみによる活動を展開し
ます。
② 警察や防犯協会、防犯ボランティアなど関係機関、団体と連携を密にし、パトロール活動や情報交
換を行うなど、地域が一体となった防犯活動を展開します。
③ 赤色回転灯の維持管理、自治会等における防犯灯の設置や維持管理費用の補助を行うなど、交通
安全と犯罪防止に努めます。
④ 安全安心な地域の実現に向けて、道路、公園など公共施設においては、照明灯の設置による防犯
に配慮した環境づくりを推進します。
⑤ 交通安全協会、交通安全協会分会や交通安全母の会など、交通安全推進団体との連携強化に努
め、交通安全対策を推進します。
⑥ 消費者被害未然防止に向けた取組を進めます。

オ

住環境

① 市内の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図るとともに、市民の居住環境の向上、市産
木材の有効利用の促進など、良好な住環境の形成を図ります。あわせて、耐震診断、耐震改修を促
進し、災害に強いまちづくりを目指します。
② 空家等の発生の情報提供により、現地調査を行い、周辺に及ぼす影響の危険度、緊急度が特に高
いものや、環境や衛生面から周辺に著しく悪影響をあたえるものについては、空家等対策の推進に関
する特別措置法に基づき、所有者などによる適切な管理を促すことを基本としつつ、必要な措置を行
います。
③ 一関市公営住宅等長寿命化計画に基づき、公営住宅の計画的な維持管理を推進し、長寿命化とラ
イフサイクルコストの縮減を図り、公営住宅の良好な居住環境の確保を行います。

カ

ごみ処理、し尿処理

① 一関地区広域行政組合が設置及び管理運営する一般廃棄物の処理施設などの更新が必要であり、
同組合が策定している一般廃棄物処理基本計画、同組合、本市及び平泉町が策定している循環型
社会形成推進地域計画により、今後の廃棄物処理について計画的な対応を図ります。
② ごみ収集の効率化を図るために、ごみの収集エリアや収集回数など、ごみ収集体制の整備充実に
努めます。
③ ごみ排出量の増加を抑制するため、分別収集の徹底やごみの減量化、再資源化を促進し、資源循
環型社会の構築を推進します。また、リサイクルプラザの活用を図り、ごみ排出抑制や再利用、資源ご
み回収、リサイクル運動などの意識啓発を推進します。
④ し尿処理施設の整備充実を図るとともに、し尿を円滑かつ衛生的に処理するため、し尿収集サービ
スの向上を促進します。
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設定する指標 （市総合計画後期基本計画）
指標

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

内容

基幹管路耐震適合率

45.7％

50.5％ 4.8 ポイントの増を目指す

汚水処理人口普及率

67.4％

82.1％

防災指導員数

101 人

160 人

69,304 人

83,000 人

普通救命講習、上級救命講
習及び救命入門コースの修
了者数
長期優良住宅認定率

20.1％

空家等に関する相談件数

64 件/年

（一関市汚水処理計画）
自主防災組織全体の半数を目
指す
市人口のおおむね８割を目指
す

21.9％ 1.8 ポイントの増を目指す
120 件/年

120 件を目指す
（一関市空家等対策計画）
808ｇ/日を目指す

１人１日当たりの排出量（一

830ｇ/日

般廃棄物）

808ｇ/日 （循環型社会形成推進地域計
画の目標値をもとに算出）

リサイクル率

(３)

14.7 ポイントの増を目指す

16.0％/年

17.1％/年

1.1 ポイントの増を目指す
（同上）

計画（令和３年度～７年度）

持続的発展施策区分 「５ 生活環境の整備」
事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

(１) 水道施設
上水道

旧簡易水道事業に係る建設改良事業

一関市

簡易水道

簡易水道事業等負担金

一関市

公共下水道事業

一関市

公共下水道事業（施設更新改修）

一関市

不明水対策事業

一関市

公共下水道事業（付帯設備更新改修）

一関市

特定環境保全公共下水道事業

一関市

特定環境保全公共下水道事業（施設更新改修）

一関市

(２) 下水道処理施設

公共下水道
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備考

事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考

(２) 下水道処理施設
公共下水道

特定環境保全公共下水道事業（付帯設備更新改修）

一関市

農村集落排水

農業集落排水事業（施設更新改修）

一関市

施設

農業集落排水事業（付帯設備更新改修）

一関市

(３) 廃棄物処理施設
ごみ処理施設

一関地区広域

一般廃棄物処理施設整備事業

行政組合

(５) 消防施設
常備消防車両整備事業

一関市

非常備消防車両整備事業

一関市

防火水槽整備事業

一関市

消火栓新設負担金

一関市

消防屯所整備・改修事業

一関市

事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(７) 過疎地域持続的発展特別事業
生活用水確保支援事業
生活

（水道未普及区域に居住する市民が利用す
る井戸水や沢水等の水質を早期に確認して
もらうため、水質検査を受検しやすい環境を

清浄な生活用水の確保により、住
一関市

み良い地域の実現につながるた
め。

整備する。また、採水容器の送付や採水試
料の回収、検査等の業務を委託する。）
生ごみ減量機器購入事業補助金
（一般家庭から排出される生ごみの減量化及
び資源化を図るため、生ごみ減量機器の購

資源循環型社会の構築を推進す
一関市

につながるため。

入に要する経費に対し補助する。）
消費者保護事業
（ＩＣＴを活用したリモート相談や地域への出
張相談を行うことにより、相談機能の充実を
図る。）

ることにより、住み良い地域の実現

消費者保護に取り組むことによ
一関市

り、住み良い地域の実現につなが
るため。

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由
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事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(７) 過疎地域持続的発展特別事業
防犯灯維持管理費補助金
防災・

（消費電力と CO2 排出量の削減を図るた

防犯

め、自治会等が管理する防犯灯を LED

交通安全や犯罪防止に寄与すること
一関市

により、住み良い地域の実現につなが
るため。

灯具に交換する経費に対し補助する。）
土砂災害ハザードマップ作成事業
（土砂災害警戒区域等の情報伝達や警
戒避難体制について、住民への周知を

市民の防災意識の高揚を図ることによ
一関市

図るため、土砂災害ハザードマップ等を

り、住み良い地域の実現につながるた
め。

作成する。）
特殊詐欺等被害防止対策機器設置費補
助金
（市内における振り込め詐欺等の被害防

一関市

止のため、被害防止の機器の購入及び

被害防止に取り組むことにより、住み
良い地域の実現につながるため。

設置に要する経費に対し補助する。）
その他

老朽化等により用途廃止した施設を

用途廃止施設解体事業
（用途廃止した施設について、計画的に

一関市

解体する。）

解体することにより、地域の景観保全
や土地の利活用につながるとともに、
財政負担の軽減・平準化を図るため。

高齢者運転免許証自主返納サポート事
業
（高齢者の交通事故の減少を図ることを
目的として、運転免許証の自主返納のき
っかけづくりのため、65 歳以上の高齢者
が運転免許証を返納した際に、バスやタ

交通事故の無い安全で安心な地域を
一関市

目指すことにより、住み良い地域の実
現につながるため。

クシーで利用可能な乗車券又は市内で
利用可能な商品券を交付する。）

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由

(４)

公共施設等総合管理計画との整合

① 平成 28 年３月に策定した一関市水道事業ビジョンに基づき、実質的な耐用年数を考慮した資産管
理をもとに、需要に見合った施設規模の適正化と統廃合、長期的な財政収支の均衡に配慮しながら、
優先度に応じた計画的な更新を進めます。
② 未普及解消に係る事業費や、給水に要する個人負担などの理解促進を図るとともに、地域の実情
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に合わせた水供給の方法と併せ、整備の必要性を精査していきます。
③ 新規整備事業は、一関市汚水処理施設整備計画に基づき、平成 29 年度から令和８年度までに整
備を行う中期計画区域の整備を進めることとし、令和９年度から 22 年度までに整備を行う長期計画区
域については、当面、浄化槽の整備を促進することとします。また、社会情勢の変化を見極めながら
必要に応じて見直し、より効率的な整備を進めます。
④ 既存施設は、ストックマネジメント＊の手法により、計画的・効率的な施設管理を進めます。
⑤ 汚水処理施設の保守点検を計画的に実施し、修繕や改修が必要な箇所を事前に把握するよう努め
ます。
⑥ 最適整備構想＊に基づき、計画的な施設更新や改築を行います。
⑦ 消防署は、救急件数の動向、人口、地勢、道路事情、市街地などの形状や面積、集落の分布状況
及び災害対応を考慮しながら、施設数や建替えを検討します。
⑧ 屯所については、現行の耐震基準導入以前に建設された屯所の優先的な更新を計画し、消防団員
数に応じた施設数を検討します。
また、火災などの災害時に市民の生命や財産を守るため、適切に施設の更新、維持補修を行うとと
もに、可能なものは将来的に他施設との複合化を検討します。
⑨ 一関市公営住宅等長寿命化計画に基づき、用途廃止住宅の解体を進めるとともに、引き続き維持
管理を行う住宅については、居住性の向上、バリアフリー化、安全性の確保、長寿命化などの改修を
行い、公営住宅の良好な居住環境の確保を図ります。
【用語解説】
＊ストックマネジメント
施設の定期的な機能診断及び継続的な施設監視に基づく適時・適切な機能保全対策の実施を
通じて、リスク管理を行いつつ、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る技術体系及
び管理手法。
＊最適整備構想
農業集落排水施設の劣化状況などを調べる機能診断調査及びその結果に基づき、施設機能を保
全するために必要な対策方法などを定めた構想のこと。本市では、平成 26 年度に策定済み。
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
(１)
ア

現況と問題点
子育て

① 妊娠、出産、育児についての総合的な情報提供や活動、相談ができる、子育て支援の拠点となる施
設や環境が求められています。
② 子どもの健全な発育･発達を促すためには、子どもの疾病予防や健康管理、発達支援に加え、親の
育児不安や負担感を軽減し、子育てを楽しみながら子どもの成長とともに親自身も成長していけるよう
なきめ細かな親支援を行う必要があります。
③ 幼児教育や保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う上で重要であることから、質の高い幼児教
育や保育を地域のニーズに応じて、総合的に提供することが必要です。
④ 女性の社会参加が増加するとともに働き方も多様化しており、教育・保育や子育て施策に対する多
様なニーズに応えられるサービスの提供体制など、仕事と子育てを両立できる環境の整備が求められ
ています。
⑤ 就学前児童に対する教育、保育サービスに引き続き、小学校へ進学してからも、保護者の就労など
で昼間、放課後等において家庭に保護者がいない児童に対し、安心で安全な居場所を提供する必
要があります。

イ

地域福祉

① 福祉サービスの提供に当たっては、利用者の人権が守られることはもとより、安心して利用できること
が必要です。利用者に十分な情報提供を行うとともに、福祉サービスや施設などにおけるサービス利
用の促進と定着を図るための支援が必要です。
② 市社会福祉協議会に「いちのせき生活困窮者自立相談支援センター」を設置し、生活に困っている
方の相談支援業務を実施しています。生活困窮者の早期把握と、一人ひとりの状況に応じた支援や
関係機関への情報提供など、自立に向けた相談支援体制の推進が必要です。
③ 地域内でのコミュニケーションが希薄化している場合、個人が抱える深刻な課題が周りに伝わらず、
その情報がどこにも届かないことがあることから、民生委員など地域に精通している方々と情報を密に
とり、地域のつながりを持ちながら、安心して暮らし続けられるように支援する必要があります。

ウ

高齢者福祉

① 高齢者がひとり暮らしや要支援・要介護状態になっても、住み慣れた地域で安心して、その人らしい
生活を送ることができるようにするためには、「地域包括ケアシステム＊」の推進が必要です。
② 介護サービスだけではなく、地域の様々なサービスを活用した支援が必要となっています。
③ シニア活動プラザを中心に、元気な高齢者の社会参加、社会貢献活動を推進し、自らの生きがいづ
くりにつなげていくとともに、健康長寿を実践するための活動が必要となります。
【用語解説】
＊地域包括ケアシステム
介護が必要な状態になっても、尊厳を保ちながら、住み慣れた地域で自立した生活を送ること
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ができるように、医療、介護、予防、住まい及び生活支援サービスが、日常生活の場で切れ目なく
提供できる地域での体制づくりのこと。

エ

障がい者福祉

① 障がい者施策には、障がいを理由とした不利益な取り扱いや虐待を受けることがなく、障がい者のニ
ーズに応じた適切な支援を提供する仕組みなど、特に障がい者の相談支援体制の充実が求められて
います。
② 障がいや発達に不安や心配のある子どもに、早期に必要な治療と指導、訓練を行うことにより、障が
いの軽減や生活能力の向上を図り、社会参加につなげていくことが必要です。
③ 障がい者が自ら希望する場所で安心して暮らしていけるよう、福祉サービスの充実及び障がい者の
生活を、地域全体で支える体制の充実を図ることが必要です。
④ 障がい者の自立と社会参加の促進に向けて、ユニバーサルデザインの考え方に基づくまちづくりや、
市民それぞれが互いに尊重し合い相互理解を深めるよう、心のバリアフリーを進め、人にやさしいまち
づくりを推進していくことが必要です。

オ

健康づくり

① 特定健診において、要医療と判定された方には受診勧奨を実施していますが、未受診の方もあるこ
とから、受診の必要性をわかりやすく説明するなど、受診に向けた保健指導をあわせて行う必要があり
ます。

(２)
ア

その対策
子育て

① 妊娠、出産、子育てに関する総合相談窓口を設置し、切れ目のない支援に努めるとともに、効果的
な情報発信に努めます。
② 子育て中の親子が相互に交流し、気軽に相談できる場（子育てひろば＊）を提供し、安心して子ども
を生み育てられる環境づくりを目指します。
③ ファミリー・サポート・センター＊事業の利用を促進するとともに、子育て中の家族が安心して外出で
きるよう、赤ちゃんの駅＊への登録や地域の居場所づくりを推進し、地域全体で子育てを支援する環
境づくりに努めます。
④ 妊産婦健康診査や乳幼児健康診査、予防接種などの母子保健事業を通して、母子の健康保持や
育児不安の解消に努めます。
⑤ 保護者などのニーズを的確に捉えた上で、幼稚園と保育所の設置状況など地域の実情を踏まえ、
認定こども園＊への移行などにより、保育環境の整備を推進します。
⑥ 延長保育、一時保育、障がい児保育、休日保育、病児保育など、様々な保育ニーズへのきめ細か
な対応に努めます。
⑦ 地域のニーズを的確に捉え、放課後児童クラブ＊などによる子どもたちの安全安心な居場所の確保
を図るとともに、事業運営を行う団体などに対し、必要な財政支援などを行います。また、放課後子ど
も教室＊との連携などにより、地域との交流を図ります。
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⑧ 閉園などにより遠距離の保育施設に通園する児童に対しては、通園費補助金などによる支援を行い、
通園に要する費用負担の軽減を行います。
【用語解説】
＊子育てひろば
地域において、乳幼児及びその保護者が、相互に交流を行う場所を開設し、子育てについて
の相談、情報の提供、助言その他の援助を行うひろばのこと。
＊ファミリー・サポート・センター
地域において、子育ての手助けをしてほしい人、子育ての手助けができる人が会員になり、助
けたり、助けられたりして、子育ての相互援助活動を行う拠点のこと。
＊赤ちゃんの駅
乳幼児を連れた保護者が、外出時にオムツ替えや授乳などのために気軽に立ち寄ることがで
き、授乳スペース、オムツ替えスペース、ミルク用お湯の提供、ベビーキープのいずれかを備えた
市内の施設のこと。
＊認定こども園
保護者が働いている、いないにかかわらず、就学前の子どもを受け入れて、教育・保育を一体
的に実施するとともに、地域における子育て支援を行う施設について、県が認定こども園として認
定した施設のこと。
＊放課後児童クラブ
共働き家庭など、下校後、保護者が家庭にいない児童に対し、放課後などに適切な遊び場及
び生活の場を提供し、保護者の就労支援、児童の健全な育成を図るもの。
＊放課後子ども教室
放課後の子どもの安全安心な居場所を設け、地域の方々の協力のもと、子どもに学習やスポ
ーツ、体験活動などの機会を提供する取組。

イ

地域福祉

① 相談者の属性・世代・相談内容に関わらず包括的な相談を受け止め、相談者の課題を整理し、利用
可能な福祉サービスを適切に提供できるように、相談体制の充実を図ります。
② 成年後見制度＊や各種福祉サービスなどの利用に際し、制度利用がスムーズに行われるよう必要
な支援を行うとともに、権利擁護に関する制度の広報、啓発に努めます。
③ 生活困窮者自立相談支援窓口を設置し、生活困窮者の早期把握や相談支援を行うとともに、生活
保護受給世帯や生活困窮者一人ひとりに応じた就労支援や家計改善支援など、自立に向けた支援
を推進します。
【用語解説】
＊成年後見制度
認知症の人、知的障がい者及び精神障がい者など判断能力が不十分となった人の財産管理
や、介護、施設への入退所などの生活に配慮する身上監護を、本人に代わって法的に代理や同
意、取消しをする権限を与えられた成年後見人などが行うことによって、本人の利益を保護し、権
利が守られるように支援する制度。
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ウ

高齢者福祉

① 介護予防は、地域の実情に応じた効果的な介護予防の取組を推進する観点から、介護予防・日常
生活支援総合事業による、住民主体で参加しやすい介護予防の取組や、地域資源を生かした多様
な主体によるサービス提供体制の充実の取組を推進します。
② 保健・医療・福祉・介護などの関係機関・団体との連携のもと、医療、介護、予防、住まい、生活支援
サービスを組み合わせて、継続的に切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」を推進します。
③ 明るく活力に満ちた高齢社会を築くため、高齢者自身がこれまで培った知識・技能を発揮し、積極
的な社会活動への参加と、地域社会の中で活躍することができる環境づくりを推進します。
④ 介護施設の整備と人材の確保
介護施設の整備促進を図るとともに、多様な介護の担い手の育成や資格取得への支援など、介護
人材の確保、育成を図ります。

エ

障がい者福祉

① 障がい者が自らの意思により必要とするサービスを安心して利用できるよう、相談支援体制の充実に
努めます。特にも、中核的な役割を担う基幹相談支援センター＊の機能強化を図るとともに、一関地
区障害者地域自立支援協議会や関係機関との連携を推進します。
② 自立に向けた必要な相談支援が行われるよう、施設スタッフの確保、育成を図ります。
③ 障がい児及びその家族に対し、障がいの疑いのある段階から身近な地域で生活できるよう、地域の
保健、医療、障がい福祉、保育、教育、就労支援などの関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫し
た支援を提供する体制の整備を進めます。
④ 障がいの程度や種別に関わらず、障がい者が自立した生活ができるよう、各種福祉サービスの充実
を図ります。
⑤ 障がい者やお年寄りをはじめ、誰もが社会参加できるよう、制度的、心理的なバリアを取り除きながら、
交流活動を促進するとともに、公共施設のバリアフリー化や住宅改修への相談支援の充実を図るなど、
全ての人が安心して暮らせるユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。
【用語解説】
＊基幹相談支援センター
地域における、障がい福祉に関する相談支援の中核的な役割を担う機関。障がいの種別（身
体・知的・精神）や障害者手帳の有無にかかわらず、相談者に必要な支援などの情報提供や助
言を行う。

オ

健康づくり

① がん検診、特定健診の案内の工夫や受診しやすい環境づくりに努め、受診率向上を目指します。
② 特定健診の結果、特定保健指導の対象となった方に、生活習慣を見直し健康づくりを継続して取り
組めるよう、保健師や栄養士が特定保健指導を行います。
③ 特定健診の結果、要医療と判定された方に対して、確実に医療機関を受診していただくよう、保健
指導や受診勧奨を行い、生活習慣病の重症化予防を推進します。
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設定する指標 （市総合計画後期基本計画）
指標
認定こども園数

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

13 園

21 園

内容
各地域に１園以上の設置を目
指す
０人を目指す

待機児童数（年度末時点）

18 人

０人 （第二期一関市子ども・子育て
支援事業計画）

権利擁護や成年後見制度
に関する研修会に参加した

０人/年

100 人/年

59 団体

119 団体

9,615 人/年

5,700 人/年

人数
介護予防事業実施団体数
シニア活動プラザ利用者数
児童発達支援サービス利用
者の割合
障害福祉サービス（日中活
動系）の利用者数

市民を対象に年１回の開催を
目指す
感染症の影響を踏まえ、年間
10 団体の増を目指す
感染症の影響を踏まえ、5,700
人以上を目指す

3.8％

4.0％ 0.2 ポイントの増を目指す

1,109 人/年

1,259 人/年 毎年 25 人の増を目指す
60.0％/年を目指す
（健康いちのせき 21 計画（第二

特定健診受診率

44.3％/年

60.0％/年 次）、一関市国民健康保険第２
期保健事業実施計画、第３期
特定健康診査等実施計画）

特定保健指導実施率

15.1％/年
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60.0％/年

60.0％/年を目指す
（同上）

(３)

計画（令和３年度～７年度）

持続的発展施策区分 「６ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」
事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考

(１) 児童福祉施設
保育所

保育所改修事業

一関市

認定こども園改修事業

一関市

私立認定こども園施設整備事業

学校法人等

介護施設等整備事業費補助金

社会福祉法人

老人福祉センター改修事業

一関市

養護老人ホーム整備事業費補助金

社会福祉法人

保健センター改修事業

一関市

(２) 認定こども園

(３) 高齢者福祉施設
老人ホーム

(７) 市町村保健センター

事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(８) 過疎地域持続的発展特別事業
通園費補助金
児童福

（閉園等により遠距離の保育施設に通園する

祉

児童について、通園に要する費用負担を軽

安心して子どもを産み育てること
一関市

世代の定住を図るため。

減するため補助する。）
第３子以降保育料補助金
（認可外保育施設に入所する第３子以降の
児童について、保育料の負担を軽減するた

ができる環境づくりにより、子育て

安心して子どもを産み育てること
一関市

ができる環境づくりにより、子育て
世代の定住を図るため。

め補助する。）
出産祝金給付事業

安心して子どもを産み育てること

（新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
いる子育て世帯を支援し、感染症の収束後
における子育て世代の定住促進及び出生率

一関市

ができる環境づくりにより、子育て
世代の定住を図るため。

の向上を図る。）

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由

58

事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(８) 過疎地域持続的発展特別事業
高齢者福祉乗車券交付事業
高齢者・

（高齢者等の交通弱者の社会参加を促進す

障害者

るため、バス・タクシーの共通乗車券を交付

福祉

する。）

高齢者の社会参加の促進によ
一関市

ため。

障害者福祉乗車券交付事業
（障がい者等の交通弱者の社会参加を促進
するため、バス・タクシーの共通乗車券を交

り、地域の持続的発展につながる

障がい者の社会参加の促進によ
一関市

り、障がいの有無に関わらない地
域生活の実現につながるため。

付する。）
障がい児保育事業
（従来の障がい児保育事業の対象とならない
が、特別な支援が必要である児童の増加に

安心して子どもを産み育てること
一関市

伴い、市内の保育施設の負担が増加してい

ができる環境づくりにより、子育て
世代の定住を図るため。

るため、手厚い保育を実施する。）
新生児聴覚検査事業
（聴覚障害による音声言語発達等への影響
を最小限に抑えるため、全ての新生児が聴

安心して子どもを産み育てること
一関市

覚検査を受けられるよう検査費用を助成す

ができる環境づくりにより、子育て
世代の定住を図るため。

る。）
自死対策推進事業

誰もが自死に追い込まれることの

健康づく

（相談専門員の配置や傾聴ボランティア等の

り

人材育成など、自死予防対策を行う。）

一関市

ない社会の実現につながるた
め。

訪問指導事業
（保健師等が在宅難病患者や障がい者等の
訪問実態調査を行い、支援の必要性の有無

きめ細やかな支援を行うことによ
一関市

や相談支援方法を検討し、総合的な支援を

り、健康長寿のまちづくりにつな
がるため。

行う。）
ピロリ菌検査事業
（中学３年生及び成人（20 歳、25 歳、30 歳、
35 歳、39 歳）を対象にピロリ菌検査を行い、
感染の有無を確認し除菌治療につなげるこ
とで、ピロリ菌による慢性胃炎や胃がんになる
リスクの低減を図る。また、がん予防について

若い世代に健康づくりに関心を
一関市

持ってもらうことにより、健康長寿
のまちづくりにつながるため。

啓発することで、40 歳からの胃がん検診受
診への意識づけを図る。）

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由
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事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(８) 過疎地域持続的発展特別事業
健康いちのせき 21 マイレージ事業
健康づく

（本市が実施する検診や健康づくり事業の参

り

加者にポイントを付与し、既定のポイントに達
した場合は特典と交換を可能にすることによ

若い世代を含む幅広い年代に健
一関市

り、市民一人ひとりが健康づくりの具体的な

康づくりに関心を持ってもらうこと
により、健康長寿のまちづくりに
つながるため。

行動の第一歩を踏み出すきっかけをつく
る。）
医療介護人材育成事業
その他

医療・介護人材の確保等により、

（医療と介護人材の確保、育成、定着のた
め、介護職員就職奨励金・研修奨励金や看

一関市

護・介護従事者向け研修、介護担い手育成

本市における「地域包括ケアシス
テム」の構築（継続）につながるた
め。

講座、奨学金返還補助等を行う。）
(９) その他
サン・アビリティーズ一関改修事業

一関市

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由

(４)

公共施設等総合管理計画との整合

① 保育所は、幼稚園との認定こども園への移行も含め、施設の新築、改修などの必要性を検討します。
また、少子化の進行状況をみながら、一定規模による保育を維持していくため、各地域の実情に応じ、
施設の統廃合を検討します。
② 放課後児童クラブについては、専用施設の整備ではなく、小学校の余裕教室などを活用する基本
方針で、該当する学校と協議を進めていきます。
③ 老人福祉センターは、施設の老朽度や利用状況を踏まえ、他施設への機能の集約や廃止なども視
野に入れ、今後のあり方を検討します。
④ 介護予防センターは、介護予防事業の方向性、地域での利活用の見込みを踏まえ、効率的・効果
的な管理運営方法を検討します。
⑤ 利用状況を踏まえ、障がい者の社会参加と理解促進を図るため、効率的な利活用方法を検討する
とともに、修繕による長寿命化を図ります。
⑥ 職員が常駐していない又は老朽化している保健センターについては廃止も視野に入れ、効率的な
利活用方法を検討していきます。
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８ 医療の確保
(１)

現況と問題点

① 本市は高齢化率が高く、医療資源の地域偏在も顕著な状況にあり、医師をはじめ限られた医療従事
者の中で、今後、増加が予想される医療的ケア＊が必要な要介護高齢者への対応が求められていま
す。
② 将来にわたって適正な医療サービスを提供していくためには、医師や看護師などの医療従事者を
安定的に確保するとともに、医療と介護が連携した包括的なサービスの提供が求められています。
③ 医療施設については、高度化する医療への対応や設備の充実が求められるほか、医療資源＊が集
中している中心市街地から離れた周辺地域であっても、医療サービスが安定的に確保される必要が
あります。
【用語解説】
＊医療的ケア
法律上に定義されている概念ではないが、一般的に学校や在宅などで日常的に行われている、
たんの吸引、経管栄養、気管切開部の衛生管理などの医行為を指す。
＊医療資源
医師・歯科医師・薬剤師・看護師・臨床検査技師・その他医療スタッフなどの「ひと」、医療機
器・検体検査・医薬品・設備や施設などの「もの」、運転資金などの「かね」のことをいう。

(２)

その対策

① 医師会、歯科医師会、薬剤師会や岩手県などの関係機関、関係団体、医療機関等及び保健、福祉、
介護サービス機関との連携強化を図りながら、地域医療体制の充実に努めます。
② 医療施設の整備充実を図るとともに、医師や看護師などの医療従事者の確保を図ります。
③ 市が指定する医療機関に、将来従事しようとする医学部の学生に修学資金の貸付を行い、医師の
確保を図ります。また、市内の医療介護施設などに、将来勤務しようとする者に修学資金の貸付を行
い、医療介護従事者の確保を図ります。
④ 医師会をはじめとする関係機関、関係団体との連携を一層強化し、休日、夜間を含めた救急医療体
制の充実に努めます。
⑤ 医療機関の適正受診について、市民への意識啓発を図ります。

設定する指標 （市総合計画後期基本計画）
指標
医療介護従事者修学資金
貸付

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

14 人/年
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内容

15 人/年 募集定員 15 人の確保を目指す

(３)

計画（令和３年度～７年度）

持続的発展施策区分 「７ 医療の確保」
事業名
（施設名）

事業内容

事業主体

備考 ※

(１) 診療施設
診療所

医療機器整備事業（国保診療所）

一関市

診療所改修事業

一関市

(３) 過疎地域持続的発展特別事業
休日当番医制運営事業
その他

（市医師会に委託し、休日の午前９時から

一関市

午後５時までの診療体制を確保する。）

市民の安心な暮らしに必要な地域
医療の確保を図るため。

病院群輪番制病院運営費補助金
（休日及び夜間における診療体制を確保
するため、県立病院等８病院による輪番制

一関市

市民の安心な暮らしに必要な地域
医療の確保を図るため。

運営の経費に対し補助する。）
夜間救急医療対策事業
（市医師会に委託し、平日の午後６時から

一関市

午後８時までの診療体制を確保する。）
臨床研修医研究支援事業費補助金
（地域医療の担い手育成支援のため、市内
の医療機関に勤務する臨床研修医の研究

市民の安心な暮らしに必要な地域
医療の確保を図るため。
将来にわたり、市民の安心な暮らし

一関市

に必要な地域医療の確保を図るた
め。

及び研修経費に対し補助する。）
休日歯科応急診療運営費補助金
（年末年始及び３日以上続く休日の診療体
制を確保するため、市歯科医師会の経費

一関市

市民の安心な暮らしに必要な地域
医療の確保を図るため。

に対し補助する。）
地域医療を守る支援事業
将来にわたり、市民の安心な暮らし

（両磐保健医療圏域の医療機関等が共同
で行う総合診療医の養成事業に対して支
援するほか、小中学生を対象とした医療分

一関市

に必要な地域医療の確保を図るた
め。

野の職場体験事業等を実施する。）

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由

(４)

公共施設等総合管理計画との整合

① 各診療所は、地域住民の医療の確保に不可欠な施設であることから、経営の健全化を図りながら、
適正に管理を行っていきます。
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９ 教育とスポーツの振興
(１)
ア

現況と問題点
就学前教育

① 幼児教育や保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う上で重要であることから、質の高い幼児教
育や保育を地域のニーズに応じて、総合的に提供することが必要です。

イ

義務教育、高等教育等

① 自ら学び、考え、行動する「生きる力」の育成に向け、児童生徒一人ひとりに応じた、きめ細かな指導
や体験的、問題解決的な活動の充実などにより、確かな学力の育成を図るとともに、豊かな人間性を
育むための心の教育を一層推進していくことが求められています。
② ことばの力やコミュニケーション能力、情報活用能力や国際感覚、児童生徒の職業観や勤労観など、
社会を生き抜く力の育成が求められています。
③ 児童生徒数の推移を踏まえ、地域の合意形成を図りながら、より良い教育環境の確保に向けた学校
規模の適正化に取り組む必要があります。
④ 老朽校舎の改修、バリアフリー化など、学校施設の整備が求められています。
⑤ ＧＩＧＡスクール構想＊の実現に向けて、学校における情報通信技術（ＩＣＴ）環境の整備・充実が必
要となっています。
⑥ 高等学校、高等教育機関は、地域に根ざした特色ある教育機関として発展していくため、地域にあ
る自然や施設、人材などの資源を有効に活用する一方で、研究成果や情報など、知的資源の地域へ
の還元や公開講座の開催など、地域と高等教育機関がお互いに支え合う関係の構築が求められてい
ます。
【用語解説】
＊ＧＩＧＡスクール構想
１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要
とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・
能力が一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境を実現するもの。

ウ

生涯学習

① 生涯学習の基本は、市民一人ひとりが意欲と主体性を持って計画し、実践することにありますが、高
等教育機関や専門学校、関係団体と連携し、市民の自主的で多様な学習活動を助長していくことが
求められます。
② 生涯学習を単に学習活動にとどめず、市民の行動につなげていくことによって、市民における積極
的な地域貢献意識の醸成と、地域づくりにつなげていくことが求められています。
③ 市民センターは、地域による指定管理が進んできており、社会教育事業をより充実させるためには、
市民センターの指定管理者である地域協働体＊の職員が、社会教育の専門的知識や技能を習得す
るための支援が必要です。
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④ 図書館については、生涯学習拠点の１つとして、市民の読書や学習、研究などに資するため、資料
の充実、提供に加えて、新たなニーズに応じた多角的な図書館サービスを提供することが重要です。
そのため、インターネットによる情報提供も含め、地域の情報拠点としての役割を高めていくことが求
められています。
⑤ 読書バリアフリー法の成立に伴い、通常の読書が困難な方や、病気や障がいなどで来館が困難な
方へのサービスが求められています。また、新しい生活様式に伴うニーズへの対応や、若い世代を中
心とした幅広い世代の読書意欲の向上のため、電子書籍＊やオンラインデータベース＊など、新たな
媒体での資料提供の充実などが求められています。
【用語解説】
＊地域協働体
一定の区域（市立市民センターの管轄区域を原則とする）の住民を中心に構成された自治会、
町内会その他の地域的な共同活動のため地縁に基づいて形成された団体と、老人クラブ、ＰＴＡ、
子ども会、ＮＰＯ、ボランティア組織等の団体などで構成され、連携して協働のまちづくりを推進す
るための地域組織をいう。
＊電子書籍
コンピューター、スマートフォンなどを用いて閲覧できる電子的な書籍。文字の拡大や読み上
げ、画面の色の反転機能を備えており、視覚障がいのある人や紙の資料の利用に困難がある人
にも利用しやすい。
＊オンラインデータベース
インターネットを利用して、新聞記事や医療、法情報などのデータの検索を行えるデータベー
スサービス。

エ

スポーツ

① 多くの市民が生涯を通じ、気軽にスポーツを楽しむことができる環境の整備が求められています。
② 競技力の向上を図るため、ジュニア期から段階に合わせた指導を行う指導者の育成が求められてい
ます。
③ 交流人口の拡大による活性化を促進するため、スポーツツーリズム＊の推進が求められています。
【用語解説】
＊スポーツツーリズム
スポーツの参加や観戦を目的として地域を訪れたり、地域資源とスポーツを融合した観光を楽
しむ旅のこと。

(２)

その対策

ア

就学前教育

① 保護者などのニーズを的確に捉えた上で、幼稚園と保育所の設置状況など地域の実情を踏まえ、
認定こども園への移行などにより、保育環境の整備を推進します。また、幼児教育の環境の整備を図
ります。
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イ

義務教育、高等教育等

① 子どもたちの個性を大切にしながら、社会の変化に対応できる確かな学力とたくましく心豊かな人間
性を培い、社会を生き抜くことのできる人づくりを目指します。
② 美しい日本語との出会い、ことばの響きやリズムを楽しむ「ことばの力」を育む学習活動を推進します。
③ 地域の人材をゲストティーチャーや学校支援ボランティア＊として活用し、地域の力を生かした学校
運営や学習活動の充実に努めます。
④ 不登校やいじめなどの相談に適切に対応するため、スクールカウンセラー＊や適応支援相談員＊
を配置するなど、学校の教育相談体制の充実を図るとともに、適応支援教室＊での指導、相談を行い、
学校復帰に向けて支援します。
⑤ 校舎や屋内運動場などの施設の長寿命化を見据えた改修を行うなど、学校施設における安全安心
の確保を図ります。
⑥ ユニバーサルデザインの観点から、施設のバリアフリー化に努めます。
⑦ 望ましい教育環境のあり方を考慮した上で、地域の実情を勘案しながら、小中学校の統合などにより
学校規模の適正化に努めます。
⑧ 学校統合に伴う遠距離通学児童生徒には、スクールバスの運行などにより通学手段を確保するとと
もに、老朽化したスクールバスの更新を図ります。
⑨ スクールバスが利用できない遠距離通学児童生徒に対しては、遠距離通学費補助金などによる支
援を行い、通学に要する費用負担の軽減を行います。
⑩ 情報通信技術（ＩＣＴ）のスキルの習得に必要となる機器の整備や教育設備、図書の充実など、学校
教材等の充実に努めます。
⑪ 調理業務の民間委託など、効率的な運営と徹底した衛生管理による安全安心な学校給食を提供し
ます。
⑫ 将来を担う若者たちが優れた専門能力や豊かな人間性を培うことができるよう、高等教育機関等に
おける教育環境やものづくりの技能習得など、教育内容の充実を支援するとともに、産業振興や地域
の活性化に寄与する取組を支援します。
⑬ 高等教育機関等の充実強化を支援するとともに、市内高校生にとって地元高等教育機関等への進
学が選択肢となるよう、各校の情報提供に努めます。
【用語解説】
＊学校支援ボランティア
学校支援地域本部を構成するもので、実際に支援活動を行う地域の住民。学校の求めに応じ
て、学校管理下における支援活動を行う。
＊スクールカウンセラー
学校で児童生徒の生活上の問題や悩みの相談に応じ、助言・援助を行う専門家。
＊適応支援相談員
保健室など教室以外の場所へ登校する別室登校の児童生徒への対応、長期欠席・不登校児
童生徒との相談や家庭訪問、当該児童生徒の学級担任など関係職員との連携、適応支援教室
での指導を行う者。
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＊適応支援教室
市で設置しているのは「たんぽぽ広場」。さまざまな理由により、学校生活に不適応を起こして
いる児童生徒に対し、相談活動、学習・体験活動を通して集団生活への適応を図りながら、学校
復帰を目指す場。

ウ

生涯学習

① 子ども、保護者、学校、地域、行政の連携により、生涯の各時期に応じた学習事業の推進を図ります。
② 市民センターは、地域住民の生涯学習活動の拠点として、地域や民間団体とのさらなる連携を図り
ながら、地域ニーズを踏まえた事業を展開し、地域課題の解決に結びつくよう学習内容の充実を図り
ます。
③ 市民センターの指定管理者である地域協働体の職員の、社会教育に関する専門的知識や技術の
向上を図るため、研修機会の支援に努めます。
④ 市民との連携を深め、効果的な生涯学習の展開に努めるとともに、生涯学習活動を地域づくりの中
心の一つと位置付け、地域づくりに取り組む人材や団体の育成を図ります。
⑤ 多様なライフスタイルに対応した、生涯学習活動の機会拡充を図るとともに、その学習環境を整備し、
市民の生涯にわたる自主的な活動の支援に努めます。
⑥ 図書館の設備や蔵書、専門職員の充実を図るとともに、電子書籍やオンラインデータベースなど、
情報サービスの高度化を図りながら、生涯学習の拠点である図書館機能の充実を目指します。
⑦ 図書館が地域の情報拠点となり、すべての市民が必要な情報を容易に入手することができるよう、各
地域の図書館が地域の歴史や文化を踏まえた特色ある資料の収集に努め、誰もが利用しやすい読
書環境の整備に努めます。
⑧ 幼児・児童を対象としたおはなし会の開催や乳幼児健診の機会を活用した読み聞かせなどにより、
図書館と家庭が連携し、子どもが読書に親しみやすい環境づくりを推進します。学校図書館との連携
を強化し、児童生徒の読書環境の充実を図ります。
⑨ 高齢者や身体の不自由な方が容易に図書館サービスを受けることができるよう、関係機関と連携し、
そのあり方について検討を進め、ニーズに対応したサービスを提供します。

エ

スポーツ

① 生涯を通じ、誰もがいつでもどこでも気軽にスポーツに親しめる社会の実現を目指し、新たなスポー
ツ推進計画を基に、その推進に努めます。
② ニュースポーツ＊やスポーツ・レクリエーションの普及を図り、市民の健康づくりやコミュニケーション
づくりを促進します。
③ スポーツの指導者や団体を育成し、技術力の強化を図ります。
【用語解説】
＊ニュースポーツ
技術やルールが比較的簡単で、子どもからお年寄りまで気軽に楽しめるように、新たに考案さ
れたスポーツのこと。
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設定する指標 （市総合計画後期基本計画）
指標

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

ＩＣＴ活用を児童へ指導でき
る教員の割合

67.0％/年

80.0％/年

61.4％/年

80.0％/年

2.2 回/年

2.2 回/年

49.6％

55.0％

14.8％/年

20.0％/年

【小学校】
ＩＣＴ活用を生徒へ指導でき
る教員の割合
【中学校】
１人当たりの市民センターの
生涯学習活動参加回数
図書館利用登録者の人口に
占める割合
スポーツ教室等への市民の
参加率

(３)

内容
80.0％/年を目指す
（ＧＩＧＡスクール構想）
80.0％/年を目指す
（同上）
感染症の影響を踏まえ、現状
数値の維持を目指す
5.4 ポイントの増を目指す
（一関市立図書館振興計画）
おおむね 5.0 ポイントの増を目
指す

計画（令和３年度～７年度）

持続的発展施策区分 「８ 教育の振興」
事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

(１) 学校教育関連施設
校舎改修事業

一関市

花泉地域統合小学校整備事業

一関市

室根地域統合小学校整備事業

一関市

大東地域統合中学校整備事業

一関市

屋内運動場

屋内運動場改修事業

一関市

屋外運動場

屋外運動場改修事業

一関市

水泳プール

水泳プール改修事業

一関市

スクールバス・ボート

スクールバス整備・更新事業

一関市

給食施設

学校給食センター改修事業

一関市

その他

学校遊具等改修事業

一関市

幼稚園改修事業

一関市

校舎

(２) 幼稚園
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備考

事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考

(３) 集会施設、体育施設等
市民センター

市民センター改修事業

一関市

集会施設

集会施設改修事業

一関市

体育施設

体育施設改修事業

一関市

事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(４) 過疎地域持続的発展特別事業
教育立市プラン推進事業
義務教

（教育相談員、特別支援コーディネーター、学

育

校サポーター、学習指導専門員、適応支援相

一関市

談員、読書普及員の配置や中学生の社会体

児童生徒の学力向上、学校適
応や健全育成を図るため。

験学習事業等を行う。）
ことばの力を育てる教育推進事業
（幼保・こども園や小学校において、読書普及
員の配置や「ことばの時間」を設定し、ことばの

一関市

子どもの豊かな心と地域への誇
りの育成を図るため。

力の向上を図る。）
学びの活性化事業

望ましい勤労観・社会観や社会

（市内中学校で課題となっている教科に対応

一関市

する学習支援員を配置し、学力向上を図る。）

性を培い、これからの社会を生
き抜く人材の育成を図るため。

学校用コンピューター整備事業
（国で掲げる GIGA スクール構想の実現に向
け、小中学校の ICT 環境の整備を推進す

一関市

児童生徒の情報活用能力の育
成を図るため。

る。）
合宿促進補助金
生涯学

（高等教育機関のスポーツ部の合宿を招聘す

習・スポ

るため、交通費や地元学校との交流に要する

ーツ

経費に対し補助する。）

スポーツ交流の推進により、交
一関市

流人口の拡大と地域経済の活
性化につながるため。
スポーツに親しむ場と機会の創

スポーツ推進事業
（元スポーツ選手等が「夢先生」となって小学
校を訪れ、夢について考える授業を行う。）

一関市

出により、子どものスポーツ活動
の推進につながるため。

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由
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事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(４) 過疎地域持続的発展特別事業
生涯学
習・スポ
ーツ

競技スポーツの推進により、市

トップアスリート育成強化支援事業
（本市を拠点に全国大会や国際大会に出場し
活躍するトップアスリートを育成強化するため、

一関市

民のスポーツへの関心や意欲
が高まり、スポーツ活動の推進
につながるため。

強化練習等に要する経費に対し支援する。）
図書館資料整備事業

その他

（ＩＣタグを購入し、図書館資料を整備するとと
もに、多様な読書のニーズに応えるため、電子

図書館資料の充実と利便性向
一関市

的資料の整備及びデータベースの拡充を行

上により、誰もが利用しやすい
図書館の実現につながるため。

う。）
(５) その他
いちのせき健康の森セミナーハウス施設改修
事業
索道施設改修事業

一関市
一関市

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由

(４)

公共施設等総合管理計画との整合

① 学校施設は、各地域との協議により検討された統廃合の方向性に基づき、施設管理を行います。
② 学校施設は、公共施設の中でも大規模な施設であり、地区の中核的な施設でもあることから、余裕
教室の有効活用や更新を行う際には周辺施設との機能の複合化を図るなどの検討を行います。
③ 学校給食センターは、安定的な給食の提供ができるよう、各施設の老朽化する給食調理設備・備品
の計画的な更新を行います。
④ 幼稚園は、園舎の老朽化が進んでいることや定員充足率の低下など課題があることから、施設の統
廃合やこども園化など、総合的な対策について検討します。
⑤ 市民センターは、地域づくりの拠点施設として今後も活用される見込みであることから、必要な機能
を確保し、長寿命化を図ります。
⑥ 老朽化した施設の建替え更新などの検討にあたっては、他の施設類型の集会機能を含めて集約化
を進めることや、他の機能との複合化・多目的化を検討し、施設の有効活用を図ります。
⑦ 利用の形態が専ら当該地域の限られた自治会エリアの利用となっている施設は、地域間の均衡と公
平性から、地元自治会へ無償貸付又は無償譲渡を促進します。
⑧ 図書館は、利用者数などを勘案し、施設の適正規模を検討します。併せて、サービス低下を最低限
にとどめるため、配本所の増設など代替サービス案について検討します。
⑨ 地域住民が利用するスポーツ施設については、利用状況や配置状況などを考慮して、今後の更新
を検討していきます。
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⑩ 特に、著しく利用が少ない施設や利用者に偏りがある施設、維持管理に高額な費用が掛かる施設
については、見直しを検討していきます。
⑪ 利用者にとって快適な環境を整えるため、施設の現状を確認しながら維持補修などを行い、施設の
機能維持を図ります。
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10 集落の整備
(１)

現況と問題点

① 地域コミュニティ活動を活性化するためには、地域コミュニティの基盤である自治会などの組織の強
化充実を図るとともに、地域コミュニティの連携組織である地域協働体などによる地域協働の取組が重
要となります。
② 地域協働体と行政とがますます連携し、市民センターを拠点とした地域づくり活動を行うことにより、
地域の特色を生かした住民起点のまちづくりが展開されることが期待されます。
③ ＮＰＯや民間事業者（企業）などの、民間活力によるまちづくりを担う団体や組織を育成するとともに、
相互の連携を推進することが必要です。

(２)

その対策

① 全地域での地域協働体の設立と活動の活性化に向けて、地域協働体支援事業費補助金や地域協
働体活動費補助金などにより活動を支援します。
② 地域コミュニティの基盤である自治会などの活動や、コミュニティ活動の拠点となる自治集会所など
の整備を支援します。また、自治会などが取り組む、自主的な地域づくり活動を支援します。
③ 地域協働の推進には、地域と行政が相互理解のもとに連携することが重要です。行政は、地域協働
体による市民主体の地域づくりを推進し、それらの活動に対して様々な支援を行います。また、地域
協働体が策定した地域づくり計画の実践を支援します。
④ 協働のまちづくりを円滑に進めるため、市民活動センター＊などの中間支援組織による、自治会や
地域協働体、市民活動団体への支援や団体相互の連携を促進します。
⑤ 地域住民と行政との創意工夫と協働により、地域の元気につながる事業に取り組みます。
⑥ 民間事業者（企業）も地域の一員として、専門性を生かした多様な地域貢献が可能であることから、
様々な分野での協働の取組を要請します。
【用語解説】
＊市民活動センター
平成 20 年４月、本市の市民活動の拠点として開設。市民が主体となった地域づくりを進めるた
め、市がＮＰＯ法人に市民活動支援事業を業務委託し、市民活動の活性化と市民活動への多様
な参加、連携を図るとともに、市民活動団体への支援、情報交換、研鑽を進め、市民活動団体が
活動しやすい地域基盤づくりを促進している。いちのせき市民活動センターと同センターせんま
やサテライトの２か所を拠点としている。
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設定する指標 （市総合計画後期基本計画）
指標

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

１地域あたり３団体の利用増によ

自治会等活動費総合補助

91.1％

金活用団体の割合

(３)

内容

95.0％ り、おおむね 4.0 ポイントの増を目
指す

計画（令和３年度～７年度）

持続的発展施策区分 「９ 集落の整備」
事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(２) 過疎地域持続的発展特別事業
自治会等活動費総合補助金
集落整

（地域の課題は地域で解決するという自治意

備

識を醸成するとともに、地域の実情に応じた
活動の展開や地域課題の解決に積極的に

自治会等活動の活性化や自治会
一関市

内の住民交流の推進により、住み
良い地域の実現につながるため。

取り組む自治会等の育成と活動を支援する
ため、活動経費に対し補助する。）
地域協働体活動費補助金
（地域課題の解決や地域の特性を活かした
地域づくり活動を推進するため、地域協働体

一関市

が取り組む地域づくり計画の実践等の活動

地域づくり計画の実践により、住み
良い地域の実現につながるため。

経費に対し補助する。）
地域おこし事業
（地域や民間団体が取り組む地域おこし事業
の実施に係る公開プレゼンテーションの開

活力ある地域づくりの推進により、
一関市

催、団体間の意見交換会及び活動実践発表

住み良い地域の実現につながるた
め。

会（講演会を含む）を開催する。）
市民活動推進事業
市民活動の活性化や課題等の早

（市民活動相談支援事業、地域協働体支援
事業等の業務を市民活動センターに委託

一関市

期発見・早期解決により、住み良い
地域の実現につながるため。

し、市民団体が活動しやすい地域基盤づくり
を推進する。）

地域協働体による市民主体の地域

地域協働体支援事業
（地域協働体の体制強化や活動を支援す
る。）

一関市

づくりの推進により、協働のまちづ
くりの実現につながるため。

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由
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(４)

公共施設等総合管理計画との整合

① 市民センターは、地域づくりの拠点施設として今後も活用される見込みであることから、必要な機能
を確保し、長寿命化を図ります。
② 利用の形態が専ら当該地域の限られた自治会エリアの利用となっている施設は、地域間の均衡と公
平性から、地元自治会へ無償貸付又は無償譲渡を促進します。
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11 地域文化の振興等
(１)
ア

現況と問題点
生涯学習

① 博物館は、施設の老朽化が進んでおり、国宝や重要文化財を安全に公開できる公開承認施設とし
ての機能を維持することが重要です。
② 博物館の常設展示については、これまで蓄積してきた資料収集と調査研究の成果を反映させながら、
展示内容の充実を図ることが求められています。

イ

文化芸術

① 文化芸術団体の活動は、地域の人と人とのつながりをつくる役割を果たしてきており、発表の機会を
提供するなどの支援が求められています。
② 文化施設においては、市民の多様なニーズに対応した各種事業の充実などが求められています。

ウ

文化財の保護、地域文化の伝承

① 文化財の保存、活用を進める上で、その対象となる文化財は、市内のどこに、どのようなものがある
のか、まず、市民が現地で分かるよう環境を整備することが課題です。
② 今後、民俗芸能を伝承する各地域での異なる状況を踏まえながら、各団体が望む課題解決の方向
性に応じた支援のあり方を探っていく必要があります。

エ

骨寺村荘園遺跡の保護

① 骨寺村荘園遺跡を後世へ守り伝えるためには、地域住民のみならず地区外からの応援、協力を受
け、保全活動などに取り組むことが必要です。
② 研究者など専門家の助言をいただきながら、県、関係市町と連携して拡張登録の実現に向けて、文
献研究や発掘調査などの取組を進める必要があります。

(２)
ア

その対策
生涯学習

① 開館以来、蓄積してきた資料収集と調査研究の成果を反映した、常設展示の改修について検討し
ます。
② 国宝や重要文化財を安全に展示できる機能を維持するため、施設の改修について検討します。
③ 博物館、芦東山記念館、民俗資料館、石と賢治のミュージアム、大籠キリシタン殉教公園は連携を
図りながら、地域の歴史や文化の特色を学べる場を提供します。

イ

文化芸術

① 地域の特性を生かした文化芸術活動など、団体の自主的な活動に対する支援と活動を通じた交流
が図られる環境づくりに努めます。
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② 音楽や演劇、美術など優れた芸術を身近に楽しむことができる環境整備を進めます。
③ 文化芸術活動を実践できる施設・設備の充実に努めます。

ウ

文化財の保護、地域文化の伝承

① 市民の誇りであり地域の財産である文化財を理解する心、愛護する心を普及啓発するとともに、適切
かつ効果的に文化財を保存、活用します。
② 文化財の標柱、解説板を設置し、市民が文化財や地域の歴史、文化について理解を深められるよう
環境整備を図り、文化財の保存や活用に関する地域活動の促進が図られるよう努めます。
③ 地域文化を代表する民俗芸能に関して、その伝承活動を行う団体からの相談対応、活動への助言、
活動費助成案内などを通じて、民俗芸能が次代に継承されるよう必要に応じた支援に努めます。

エ

骨寺村荘園遺跡の保護

① 骨寺村荘園遺跡の価値を後世に伝えるため、骨寺村荘園遺跡整備活用基本計画及び各種保存管
理計画に基づき、保存と活用に努めます。
② 本寺地区景観計画に基づき、魅力ある日本の原風景を未来へ継承するため、重要文化的景観の保
全に努めます。
③ 小区画水田保全活用方針に基づき、地域住民と協働で小区画水田の保全活用に取り組みます。
④ 骨寺村荘園交流施設を核とし、世界文化遺産「平泉」の関連資産としての価値とその魅力を市内外
に情報発信するとともに、市民などへ伝えるための取組を行います。
⑤ 地域住民による骨寺村荘園遺跡を守り伝えるための取組を支援します。
⑥ 地域住民のみならず全市民が、骨寺村荘園遺跡を市民共有の財産として認識し、保護していく意識
が醸成されるよう努めます。

設定する指標 （市総合計画後期基本計画）
指標
博物館入館者数
１人当たりの文化センターの
利用回数
民俗芸能の伝承を行う団体
数
骨寺村荘園交流施設利用
者数

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

13,970 人/年

13,970 人/年

1.4 回/年

1.4 回/年

57 団体
27,638 人/年
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内容
感染症の影響を踏まえ、現状
数値の維持を目指す
感染症の影響を踏まえ、現状
数値の維持を目指す

57 団体 現状数値の維持を目指す
29,000 人/年 おおむね５％の増を目指す

(３)

計画（令和３年度～７年度）

持続的発展施策区分 「10 地域文化の振興等」
事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(１) 地域文化振興施設等
地域文化
振興施設

地域文化振興施設改修事業

一関市

(２) 過疎地域持続的発展特別事業
郷土芸能活動事業補助金

郷土芸能が次代に継承されること

地域文化

（郷土芸能団体等の活動や発表会等に要

振興

する経費に対し補助する。）

一関市

や交流人口の拡大により、地域
の活性化を図るため。

大東大原水かけ祭り保存会事業費補助金
（県の無形民俗文化財指定された伝統行
事の運営や保存のため、保存会が実施す

伝統行事の文化の継承や交流人
一関市

図るため。

る事業に対し補助する。）
摺沢水晶あんどん祭り事業費補助金
（伝統行事の運営のため、実行委員会が実

口の拡大により、地域の活性化を

伝統行事の文化の継承や交流人
一関市

施する事業に対し補助する。）

口の拡大により、地域の活性化を
図るため。

唐梅館絵巻実行委員会補助金
（先人が築いた歴史文化を顕彰し、時代絵
巻を再現してまちの賑わいを創出するた

歴史文化の顕彰やまちの賑わい
一関市

め、実行委員会が実施する事業に対し補

創出により、地域の活性化を図る
ため。

助する。）
室根大祭協賛会補助金
（国の重要無形民俗文化財に指定され、東
北名代の荒祭と呼ばれる室根神社特別大

伝統のある祭保存の機運の高ま
一関市

祭の伝承保存のため、協賛会が実施する

りや交流人口の拡大により、地域
の活性化を図るため。

事業に対し補助する。）
(３) その他
骨寺村荘園遺跡保全活用事業

一関市

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由

(４)

公共施設等総合管理計画との整合

① 博物館等施設は、施設の維持管理に相応のコスト負担が生じている状況を踏まえ、入館者数の増
加策を検討します。
② 文化施設は、単一施設又は複合施設の別や、施設ごとの利用度が大幅に異なる状況であることを
考慮し、それぞれの特徴や有する機能などを検証のうえ、今後のあり方を検討します。
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12 再生可能エネルギーの利用の推進
(１)

現況と問題点

① 地球温暖化の進行は、異常気象による自然災害の増加など多くの危険性を抱えており、温暖化の
原因となる温室効果ガス＊の排出量削減のため、省エネ型の生活や産業活動を普及・推進していく
必要があります。
② 国では 2050 年までに温室効果ガス排出実質ゼロを宣言し、本市においても 2050 年までに二酸化
炭素排出実質ゼロを目指すことを宣言しています。環境負荷の少ない再生可能エネルギーの利用を
積極的に進め、市民、事業者、行政がそれぞれの立場で主体的に取り組むとともに、連携、協力して
利用促進を図っていく必要があります。
③ 温室効果ガスの排出量を削減するためには、化石燃料＊に頼った中央集権型のエネルギー供給
網から脱却する必要があり、また、災害時などに電力供給を確保するためにも、再生可能エネルギー
による自立分散型の電力供給への転換を図っていく必要があります。
【用語解説】
＊温室効果ガス
地表面が温められて放射された熱を吸収・再放射し、大気を温める働きをする地球温暖化対
策の推進に関する法律に定める７種類の物質。
＊化石燃料
地質時代を通じて動植物などが地中に堆積し、長い年月をかけて地圧や地熱を受け、変成さ
れてできた有機物。特に、石炭・石油・天然ガスなど、燃料として用いられるもののこと。

(２)

その対策

① 低燃費車や電気自動車などの利用、エコドライブ＊など化石燃料の使用を削減する取組を進めま
す。
② 太陽光、太陽熱、地中熱など自然エネルギーの利用を促進します。
③ バイオマスなどをエネルギー資源と捉え、その持続可能な再生可能エネルギーの活用により、化石
燃料の消費及び温室効果ガスの排出を抑えます。
④ 資源やエネルギーが地域内で循環する、資源・エネルギー循環型のまちづくりを推進します。
⑤ 公共施設などへの再生可能エネルギーの導入、省エネ型設備への改修を進めます。
⑥ 環境負荷低減のための施策の推進や、省エネ意識の向上に努めます。
⑦ 補助制度や環境団体などと連携した普及啓発活動により、再生可能エネルギーや省エネ型設備の
導入を推進するとともに、エネルギーの地産地消を推進します。
⑧ 廃棄物を新たなエネルギー資源と捉え、効果的･効率的にエネルギーを生み出すための廃棄物の
分別方法や処理方式の導入により、エネルギーや資源が循環する資源・エネルギー循環型まちづくり
の一翼を担う廃棄物処理システムを確立し、廃棄物の再資源化やエネルギー資源としての活用を図り
ます。
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【用語解説】
＊エコドライブ
燃料消費量や CO2 排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる運転技術や心がけ。

設定する指標 （市総合計画後期基本計画）
指標

CO2 排出量

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

944,000ｔCO2/年

848,520ｔCO2/年

（平成29 年度）

太 陽 光 発 電 シ ス テ ム (10kw

2,864 件

未満)導入件数

(３)

内容
848,520ｔCO2 を目指す
（国の地球温暖化対策計画の
中期目標より試算）

3,260 件

396 件の増を目指す
（同上）

計画（令和３年度～７年度）

持続的発展施策区分 「11 再生可能エネルギーの利用の推進」
事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(２) 過疎地域持続的発展特別事業
資源リサイクル事業
再生可能エネ
ルギー利用

資源の有効活用及びごみの減

（集団で有価物の回収を行う団体につ
いて、回収量に応じて報償金を交付し、

一関市

資源の有効活用及びごみの減量を図

量化により、資源・エネルギー
循環型のまちづくりの実現につ
ながるため。

る。）
(３) その他
新エネルギー等導入事業費補助金

一関市

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由

(４)

公共施設等総合管理計画との整合

① 地球温暖化防止や維持管理コスト削減に向け、大規模な施設の改修にあたっては新エネルギー設
備の導入を検討するとともに、省エネ性能の高い設備への更新によるコスト削減を図るなどの経営戦
略的な回収や、施設の使用環境の改善を図るための改修など、環境性能の向上を図るための改修に
も計画的に取り組みます。
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13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項
(１)
ア

現況と問題点
自然環境、環境保全

① 河川は、利水において重要な役割を果たすとともに、潤いのある空間を提供しており、河川が本来
持つ様々な機能が十分発揮されるよう、適切な維持保全に努めていくことが必要です。
② 市民が安心して日常生活を送るためには、環境問題の発生原因を分析し、再発防止を図るとともに、
生活型公害を未然に防ぐための啓発活動に取り組む必要があります。

イ

ＩＬＣを基軸としたまちづくり

① 政府が国際プロジェクトを主導する立場として、各国との資金の分担や研究参加に関する国際調整
などの早期合意を確実に進めることを、県をはじめとする関係機関と連携して、働きかけていく必要が
あります。
② ＩＬＣ計画の動向や関心事項を市民に対し情報提供し、ＩＬＣの実現に向けた機運の醸成を図ってい
くことが重要であり、次代を担う子どもたちをはじめ、幅広い世代にＩＬＣの価値や意義を正しく理解し
てもらう取組が必要です。
③ 関係機関と連携して、世界中から訪れる研究者などが安心して生活できる国際学術研究都市＊を
見据えた、環境の整備を進めていくことが必要です。
④ 加速器関連技術を用いたプロジェクトが東北地方に展開・計画されており、その波及効果を産業面
などに最大限に生かしていく取組や、ＩＬＣに関わる各種産業への展開支援が必要です。
【用語解説】
＊国際学術研究都市
世界的な学術研究機関を中心に発達または計画された都市。大学が主となる場合は「大学都
市」「学園都市」、研究機関が加わる場合は「研究学園都市」「学術研究都市」ともいう。

(２)
ア

その対策
自然環境、環境保全

① 河川の清らかな水質を保つため、河川や工場、畜舎からの排水の監視を行い、水辺の環境を常に
把握するよう努めます。
② ボランティアや児童生徒が行っている河川の清掃活動や浄化活動を支援します。
③ 周囲の自然や景観に配慮した親水空間の整備に努めるとともに、整備に当たってはホタルが飛び交
う水辺の再生など、市民が親しみを持てる美しい河川環境づくりに努めます。
④ 県や動物愛護団体、自然保護団体などと連携し、人と自然が共生する社会の構築を推進するととも
に、かけがえのない自然を次代に引き継いでいくため、希少野生動植物の保護の徹底など、生態系
の保全と再生を図ります。
⑤ 環境影響評価法の趣旨に鑑み策定した「一関市再生可能エネルギー＊発電設備の設置に関する
指針」による規制とともに、環境保全協定＊の締結による環境汚染の未然防止に努めます。
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【用語解説】
＊再生可能エネルギー
温室効果ガスを排出せず、エネルギー源として永続的に利用することができる太陽光、風力、
水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマス。
＊環境保全協定
市と事業者が、生活環境を保全するため必要があると認めるとき結ぶ協定。市民団体と事業者
が結ぶ場合もある。

イ

ＩＬＣを基軸としたまちづくり

① 政府が国際プロジェクトを主導する立場として、各国との資金の分担や研究参加に関する国際調整
などの合意を確実に進め、早期実現に向け取り組むよう、関係機関と連携して働きかけます。
② 研究者コミュニティ及び関係機関と密接に連携し、ＩＬＣの建設に必要な取組を進めます。
③ ＩＬＣ建設候補地周辺の環境整備、研究施設建設などに関し、地域主導で取り組むべき課題につい
て、関係機関と連携して検討を進めます。
④ 研究者やその家族、地域住民が暮らしやすい社会の実現に向けた検討を進めます。
⑤ ＩＬＣに対する市民の関心事項について、専門家による解説セミナーや講演会などを実施して市民
の理解増進を図ります。
⑥ 次代を担う子どもたちが科学技術に対する興味や関心を持つよう、中学生最先端科学体験研修や
中学校等でのＩＬＣ授業などを実施します。
⑦ ＩＬＣを核とした国際研究拠点に携わる、様々な分野の人材育成のための取組を進めます。
⑧ 国内外の研究者やその家族が快適に生活できるよう、情報通信基盤や交通ネットワーク環境の整備
を進めます。
⑨ 世界中から訪れる研究者などが安心して生活できるよう、教育や医療、子育てをはじめとする情報の
多言語化や公共施設等における多言語対応など、国際化に対応した環境整備及び支援体制の整備
を進めます。
⑩ 加速器関連技術を用いたプロジェクトに、企業が参入できる機会の創出に取り組むとともに、産学官
金の交流及び連携機会の創出を図ります。
⑪ ＩＬＣの先端技術を活用したイノベーション創出を見据え、各種産業へ展開するための支援に取り組
みます。
⑫ ＩＬＣ建設に関わる土木、設備関連をはじめ、ＩＬＣの各種部品・装置製造や制御技術などの先端技
術を担う専門人材の育成に取り組むとともに、ＩＬＣ関連技術の開発・応用に関する産学官金の連携を
進めます。
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設定する指標 （市総合計画後期基本計画）
指標

現状

目標

（令和元年度）

（令和７年度）

環境基準の類型指定河川に
おける基準値未達成河川数

すべての類型指定河川で水質
０河川

０河川 基準（ＢＯＤ値）の達成を維持す

（ＢＯＤ値）

ることを目指す

環境保全協定締結件数

(３)

内容

169 件

187 件 18 件の増を目指す

計画（令和３年度～７年度）

持続的発展施策区分 「12 その他地域の持続的発展に関し必要な事項」
事業名

事業内容

（施設名）

事業主体

備考 ※

(１) 過疎地域持続的発展特別事業
国際リニアコライダー推進事業
（国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の普及啓
発及び誘致に向けた受け入れ態勢の

国の ILC 誘致表明後、スムーズに ILC
一関市

の建設に移行できるとともに、ILC 実現
による波及効果を高めるため。

推進を図る。）

※ 過疎地域持続的発展特別事業は、当該施策の効果が将来に及ぶ理由

(４)

公共施設等総合管理計画との整合

① 管理運営にあたっては、指定管理者制度の導入を含め、効率的・効果的な管理運営手法を検討し
ます。

81

