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定住自立圏形成協定の一部を変更する協定書 

 

平成25年10月25日に一関市と平泉町との間で締結した定住自立圏形成協定の一部を変

更する協定を次のとおり締結する。 

 

 

 別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

１ 生活機能の強化に係る政策分野  

  医療 

地域保健医

療体制の充

実 

取組の内容 行政や関係機関が設置する高齢、障がい、子育

て等の各分野の相談窓口の連携を図るとともに、

住民が安心して医療サービスを受けられるよう、

保健、医療、福祉、介護などの関係機関・団体の

連携を強化しながら、地域保健医療体制の充実に

取り組む。 

一関市の役割 医療機関相互の機能分担や連携を促進するとと

もに、保健、医療、福祉、介護などの関係機関の

連携により、地域保健医療体制の充実に努める。 

また、救急医療体制の充実のため、圏域の医療

機関等に対し、必要な支援を行うとともに、かか

りつけ医など医療機関の適正受診や救急車の適正

利用等について市民への周知を図る。 

平泉町の役割 保健、医療、福祉、介護などの関係機関の連携

により、地域保健医療体制の充実に努める。 

また、救急医療体制の充実のため、圏域の医療

機関等に対し、必要な支援を行うとともに、かか

りつけ医など医療機関の適正受診や救急車の適正

利用等について町民への周知を図る。 

医療従事者

の確保対策 

取組の内容 圏域における医師をはじめとした医療従事者の

確保に努めるとともに、圏域が抱える地域医療の

課題解決に取り組む。 
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 一関市の役割 圏域における医師をはじめとした医療従事者の

現状を把握し、その確保を図るとともに課題解決

に向けた取組を推進する。 

 平泉町の役割 圏域の医療従事者確保のため、医師等の確保に

向けた取組を推進する。 

  福祉 

総合的な子

育て支援 

取組の内容 次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社

会全体で応援するため、子育てにかかる経済的負

担の軽減や安心して子育てができる環境整備のた

めの施策など、総合的な子ども・子育て支援に取

り組む。 

一関市の役割 母子保健事業の充実や相談体制の確立を図ると

ともに、安心して子どもを産み育てる環境づくり

と、幼児教育施設及び保育施設のサービスを充実

し、子どもを豊かに育む保育環境の整備 を推進す

る。 

平泉町の役割 安心して子どもを産み育てる環境づくりをはじ

めとする総合的な子ども・子育て支援を推進す

る。 

地域で安心

して暮らせ

る環境整備 

取組の内容 健康寿命延伸のため、生活習慣病予防及び介護

予防を推進するとともに、一人暮らしや介護が必

要になった高齢者、障がい者が家庭や地域で安心

して自立した生活を送り続けられるよう、在宅介

護及び日常生活の支援に取り組む。 

また、安定的かつ継続的に介護サービスを供給

できるよう、必要な施設整備を図るとともに介護

人材の確保、定着、育成に努める。 

 一関市の役割 生活習慣病予防及び介護予防を推進するととも

に高齢者や障がい者に対する生活支援、介護、福

祉などのサービス体制の充実を図る。 

また、中長期的な視点から圏域内の介護施設整

備や介護人材の確保、定着、育成を支援する。 
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 平泉町の役割 生活習慣病予防及び介護予防を推進し、高齢者

や障がい者に対する生活支援、介護、福祉などの

サービス体制の充実を図る。 

また、中長期的な視点から圏域内の介護施設整

備を支援する。 

  産業振興 

文化と地域

資源を活か

した観光の

振興 

取組の内容 世界遺産「平泉」や「もち食文化」に加え、多

様な地域資源を掘り起し、磨き上げるとともに、

訪日外国人を含め観光客のニーズに対応した受入

環境の整備を進め、魅力ある観光地の形成に取り

組む。 

 また、仙台圏、首都圏の国内観光客と訪日外国

人をターゲットとしたプロモーションを展開し、

誘客拡大を図る。 

一関市の役割 関係機関・団体と連携し、地域資源の活用と魅

力を発信するとともに、滞在型観光の推進と受入

環境の整備を進め、世界遺産「平泉」を中心とす

る観光地の魅力向上に努める。 

平泉町の役割 関係機関・団体と連携し、地域資源の活用と魅

力を発信するとともに、滞在型観光の推進と受入

環境の整備を進め、世界遺産「平泉」を中心とす

る観光地の魅力向上に努める。 

企業の育成

等の工業振

興 

取組の内容 産学官連携及び圏域内企業間連携による企業の

技術開発等を促進し、新たな産業や事業の創造を

目指す。 

また、圏域の中小企業の育成を支援するととも

に企業が立地しやすい環境整備と企業誘致及び事

業誘致の活動に取り組む。 

 一関市の役割 公益財団法人岩手県南技術研究センターや一関

工業高等専門学校等を活用した産学官の連携、圏

域内企業連携の一層の促進を図る。 

また、競争力のある企業の育成を図るほか、企

業誘致及び事業誘致の活動を積極的に行う。 
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 平泉町の役割 企業誘致活動と中小企業の安定した成長が図ら

れるような取り組みを行う。 

農産物のブ

ランド化な

どの農業振

興 

取組の内容 圏域の豊かな農産物資源等を活用した付加価値

の高い商品開発や、新たな顧客の開拓と販路構築

のための取組を支援する。 

一関市の役割 生産者等が行う圏域の農産物の知名度向上と、

その価値と魅力について消費者の理解と関心を高

める販売促進活動や、農産物の付加価値向上への

取組等の支援を行う。 

平泉町の役割 生産者等が行う販売促進活動や農産物の付加価

値向上への取組等に対する支援を行う。 

事業承継・

産業人材の

確保 

取組の内容 圏域における産業を将来にわたって持続、発展

させるため、圏域内の事業体等の魅力を発信し、

人材の確保に取り組むとともに、起業・ 創業を支

援する。 

一関市の役割 若者に対し、圏域内の事業体等への理解を深

め、産業の担い手となる人材の確保、定着、育成

の取組を進めるとともに、起業・創業希望者が事

業の立ち上げから持続的な経営を確立できるよう

支援を行う。 

平泉町の役割 産業の担い手となる人材の確保等の対策を支援

するとともに起業・創業の支援を行う。 

  教育及び文化 

教育環境の

整備や教育

内容の充実 

取組の内容 安全な教育環境の確保と併せ、家庭、学校、地

域、行政が一体となって子どもたちを育てていく

環境を目指し、個性を大切にしながら確かな学力

と豊 かな人間性を培い、国際理解や郷土理解の学

習など総合的な人づくり教育に取り組む。 

 一関市の役割 心豊かにたくましく、郷土の誇りを未来につな

ぐ人材を育むため、地域と連携した様々な体験活

動の実践や国際性を身に付けるための教育を推進

する。 
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 平泉町の役割

 

学校、家庭、地域、行政の連携のもと、子ども

たちの多様な個性と能力を伸ばし、社会を担う人

材育成を推進する。 

生涯学習環

境の充実や

スポーツ活

動の振興 

取組の内容 住民の多様な学習ニーズに沿った事業を実施

し、自主性を基本に据えながら地域づくりに発展

する生涯学習の展開を目指すとともに、文化活動

やスポーツ活動の活性化等のため、文化施設や社

会体育施設の相互利用を推進するなどスポーツに

親しめる環境整備に取り組む。 

一関市の役割 圏域の生涯学習施設、文化施設及びスポーツ施

設の利用の周知やイベント情報の取りまとめを行

い、市民に対し、総合的な情報提供を推進すると

ともに必要な設備整備に努める。 

平泉町の役割 圏域の生涯学習施設、文化施設及びスポーツ施

設の利用の周知やイベント情報の取りまとめに協

力し、町民に対し、総合的な情報提供を行うとと

もに必要な設備整備に努める。 

世 界 遺 産

「平泉」の

構成資産及

び個別資産

の調査研究

と保存管理 

取組の内容 「平泉の文化遺産」の世界遺産拡張登録に向

け、平泉文化及び個別資産の調査研究を進めると

ともに、包括的保存管理計画に基づく保存管理に

取り組む。 

一関市の役割 骨寺村荘園遺跡をはじめとする個別資産等の調

査研究及び保存に努める。 

平泉町の役割 世界遺産「平泉」の構成資産と併せ個別資産の

調査研究及び保存に努める。 

  消防防災 

消防防災体

制などの充

実 

取組の内容 災害に備える住民の防災意識を高めるととも

に、消防力や予防体制の強化、救急・救助体制の

充実に取り組む。 

 一関市の役割 消防防災体制を整備し、安全・安心を確保する

取組を推進するほか、関係機関と連携し、市民の

防災意識の向上に努める。 

 平泉町の役割 関係機関と連携し、町民の防災意識の向上を図

り、安全・安心な圏域づくりに努める。 
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２ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

  地域公共交通 

バス等の地

域公共交通

の維持 

取組の内容 人口減少及び高齢化の進展を見据え、住民や圏域

への来訪者の移動を支える公共交通ネットワークの

維持、確保に取り組む。 

一関市の役割  交流の促進と地域の暮らしを支える公共交通ネッ

トワークを関係機関と連携して確保する。 

あわせて、公共交通の利便性、効率性の向上を図

り、利用しやすい環境を整える。 

平泉町の役割 圏域内の生活バス路線及びコミュニティ交通など

の利用促進活動に努める。 

  交通インフラの整備 

圏域市町間

を結ぶ主要

幹線道路の

整備と他圏

域を結ぶ高

規格道路の

整備促進 

取組の内容 圏域内外を結ぶ主要幹線道路等の整備を促進す

るとともに、市町境に係る道路整備のために連携

し、交通渋滞の緩和や、交通安全の確保、生活の

利便性の向上及び圏域内外の交流人口の拡大に取

り組む。 

一関市の役割 市道等の整備を推進するとともに、交通機能の

整備に係る関係機関への働きかけを行うなど、交

通網の整備に努める。 

平泉町の役割 町道等の整備を推進するとともに、交通機能の

整備に係る関係機関への働きかけを行うなど、交

通網の整備に努める。 

  協働のまちづくり 

住民が主体

となった協

働の地域づ

くり 

取組の内容 住民が主体となった住み良い地域を形成するた

め、住民、地域、行政など多様な担い手がお互いの

立場を尊重し、公共的、公益的な活動について、話

し合いを継続しながら、合意を基に協力して行動す

る協働のまちづくりに取り組む。 

 一関市の役割  多様な主体と行政が役割分担し、相互に支え合

い、補完しながら、地域課題の解決や地域づくりに

取り組む市民、地域と行政の協働を進める。 
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 平泉町の役割 町民と行政がそれぞれの役割と責任を持って協働

し、地域社会における課題解決の仕組みづくりに向

け、町民と行政との協働体制の確立を進める。 

  地域内外の住民との交流、移住促進 

移住定住の

促進 

取組の内容 圏域への移住希望者や圏域外に居住する圏域出

身者を惹きつけ、移住につなげるよう、当圏域で

の暮らしの情報発信や移住促進のための取組及び

若者の地元定着と出会いの場の創出を連携して進

める。 

一関市の役割 圏域への移住希望者や圏域外に居住する圏域出

身者へ生活情報や居住情報、雇用情報などを発信

し、移住定住を促進するとともに若者の出会いの

場を創出する。 

平泉町の役割 圏域への移住希望者や圏域外に居住する圏域出

身者へ生活情報や居住情報、雇用情報などを発信

し、移住定住を促進するとともに若者の出会いの

場を創出する。 

 

３ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

  中心市等における人材育成 

圏域市町職

員の育成 

取組の内容 職員の合同研修などを通じて、地域をけん引す

る人材の育成に取り組む。 

 一関市の役割 圏域の地域づくりをけん引するリーダーを育成

するための研修を行う。 

 平泉町の役割 研修等の支援や、人材の育成のための研修等を

行う。 

外部人材の

確保 

取組の内容 生活機能の強化に係る政策分野及びむすびつき

やネットワークの強化に係る政策分野の取組に必

要な圏域のマネジメント能力を強化するため、専

門知識等を有する人材の確保に取り組む。 

 一関市の役割 政策分野の取組に必要な専門的知識等を有する

人材の確保に努める。 

 平泉町の役割 政策分野の取組に必要な専門的知識等を有する

人材の確保に努める。 




