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第１章 計画策定の趣旨と性格 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

 本町では、町民と行政が一体となり、まちづくりに取り組んでいくことができるよう、

長期的な視点に立ち、７年後のまちの将来像と、その実現に向けた取組の指針となるよ

う「岩泉町未来づくりプラン」（以下「未来づくりプラン」という。）を策定しました。 

未来づくりプランでは、平成 22年に策定した「新岩泉町まちづくり総合計画」で掲げ

た「大きな樹」の土台となる自然豊かで希望溢れる大地を再生し、町全体、そして町民

一人ひとりそれぞれの未来を創る多様な花が咲き誇るような岩泉町を目指すため、まち

の将来像として『希望の大地から未来の花咲くいわいずみ』を掲げ、将来像を実現する

ため、３つの理念と基本姿勢を定めました。 

 また、まちの将来像を実現するための方策として、「笑顔と希望あふれる３つの花」の

基本目標を掲げ、“岩泉町に住み続けたい”と思えるまちづくりを推進することとしまし

た。 

 

岩泉町未来づくりプラン 

～岩泉町総合計画～ 

（基本構想：令和２年度～令和８年度、前期基本計画令和２年度～令和４年度） 

 

岩泉町の将来像：希望の大地から未来の花咲くいわいずみ 

 

【３つ理念と基本姿勢】 

 １ 自分たちの手による持続可能な地域づくり 

 ２ 未来を創り出す行政組織づくり 

 ３ 多様な主体と行政の協働によるまちづくり 

 

【３つの基本目標】 

 基本目標１ 誰もが健康で学び幸せな生涯が咲き誇る「生きがいの花」 

 基本目標２ 安全安心で豊かな生活が咲き誇る「暮らしの花」 

基本目標３ 地域資源を活用し新しい価値が咲き誇る「なりわいの花」 

 

 

未来づくりプランは、住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにしたうえで、そ

の解決のために必要となる施策の内容や量、体制等について、庁内はもとより、多様な

関係機関や専門職も含めて協議し、目標を設定して策定しています。 

本町は、少子高齢化と人口減少が急速に進んでおり、地域の中で生活を続けていくた

めには、地域住民同士の支え合いを通じた地域福祉環境の向上が必要なことから、未来

づくりプランに位置付けられている様々な福祉施策について、総合的・体系的に展開し
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ていくため、岩泉町地域福祉計画を策定するものです。 

 

●これまでの地域福祉計画 

計画期間 計画名称 

平成 19年度～平成 23年度の５年間 岩泉町地域福祉計画 

平成 24年度～平成 28年度の５年間 岩泉町地域福祉計画 
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２ 計画の位置づけ 

 

○  この計画は、「岩泉町未来づくりプラン」の理念に沿い、地域福祉施策を、総合的・

体系的に定め推進するものです。 

○  この計画は、社会福祉法第 107条の規定に基づき、本町の地域福祉の推進に関す

る事項を一体的に定めるものです。 

○  この計画は、社会福祉法第 106条の３の規定に基づき、本町の包括的な支援体制

の整備について定めるものです。 

○  この計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14条の規定に基づき、本

町の成年後見制度の利用の促進に関する施策について基本的な計画を定めるもので

す。 

○  この計画は、岩泉町社会福祉協議会で策定する「地域福祉活動推進計画」と相互

に連携を図るものです。 

 

 

 

岩泉町未来づくりプラン 

基本構想  令和２年度～令和８年度  

基本計画  令和２年度～令和４年度 （前期基本計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「
地
域
福
祉
活
動
推
進
計
画
」 

岩
泉
町
社
会
福
祉
協
議
会 

連携 

 

岩
泉
町
地
域
福
祉
計
画 

岩泉町高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

岩泉町障がい者計画・障がい児福祉計画 

岩泉町子ども・子育て支援事業計画 

 

健康いわいずみ２１プラン 

岩泉町母子保健計画 

 

反
映 
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３ 計画の期間 

 

  計画の期間は、未来づくりプランの前期基本計画と同様の令和２年度～令和４年度

までの３年間とします。 

 

４ 計画の進行管理 

 

  計画の実施にあたっては、効果を検証しながら課題を整理し、そして改善していく

ＰＤＣＡサイクルの中で“実効性”と“実行性”を担保し、また予算との整合を図っ

ていきます。 

  また、必要があると認められるときは、本計画を変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

岩泉町地域福祉計画 

計画期間：令和２年度～令和４年度 

・重点施策の選定（基本計画） 

・主要事業の選定（部門別振興計画） 

事業実施 

・重要度・優先度の考慮 

・施策目標実現のための事業展開 

施策評価 

・施策の進捗評価 

・成果等の検証、評価 

予算編成 

・評価、分析の反映 

手法の見直し 

・事業の見直し、再構築 
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第２章 地域を取り巻く状況 

 

１ 人口の現状 

 

（１）人口の動向 

①総人口と年齢３区分人口の推移 

 

国勢調査による人口をもとにした「総人口」は、岩泉町が誕生した 1956(昭和 31)

年から４年後の 1960（昭和 35)年の国勢調査時点ですでに減少傾向にあり、その後

増加することなく減少し続けています。 

1960(昭和 35)年には「総人口」27,813 人でしたが、1980(昭和 55)年には２万人

を切り、2014（平成 26)年の「毎月人口推計」では 9,793人となっています。 

年齢３区分別人口を見ると、1980(昭和 55)年の時点では、「生産年齢人口（15～

64 歳）」が最も多く、次いで「年少人口（0～14 歳）」、「老年人口（65 歳以上）」と

いう順番になっていましたが、1995(平成７)年に「年少人口」よりも「老年人口」

が多くなっています。その後、「老年人口」は増加を続け、1995(平成７)年の総人口

に占める老年人口の割合は 23.1％でしたが、2019（令和元）年には 43.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：1960～2015年「岩泉町統計書」、2019年「住民基本台帳」（9月 30 日） 

 

 

図：総人口と年齢３区分別人口の推移 
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②人口ピラミッド 

 

本町の人口ピラミッドは、「逆ピラミッド型」となっており、20 歳前後の若者の

進学による流出や、それ以降の年代の就労による流出が顕著となっています。 

また、出生数の減少も続いており、将来において更なる人口の減少が予想されま

す。 

 

 

 

 

 

100歳
以上

95～99

90～94

85～89

80～84

75～79

70～74

65～69

60～64

55～59

50～54

45～49

40～44

35～39

30～34

25～29

20～24

15～19

10～14

5～9

0～4

473

128

91

134

195

217

138

141

186

119

353

390

381

228

284

263

136

167

115

163

117

129

138

312

353

444

165

191

214

245

男　4,502人 女　4,714人

380

423

315

315

287

184

74

477

11

158

54

 
出典：「住民基本台帳」（2019年 9月 30 日） 

 

 

 

図：人口ピラミッド 



7 

 

（２）人口動態の推移 

①自然動態と社会動態 

 

1980 年（昭和 55 年）代後半より「死亡数」の増加と「出生数」の減少により、

自然減の傾向が続いています。「転入数」は「転出数」を上回ることなく推移してお

り、社会減が続いています。これらの自然減と社会減が相まって総人口が減少して

いると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1980 年                                                        2018 年 

区 分 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2018年 

出生数 214 207 150 97 89 69 52 53 35 

死亡数 165 143 159 161 187 184 191 184 179 

自然増減数 +49 +64 -9 -64 -98 -115 -139 -131 -144 

転入数 － 670 511 494 388 328 285 248 261 

転出数 － 913 831 618 455 475 355 335 317 

社会増減数 － -243 -320 -124 -67 -147 -70 -87 -56 

出典：総人口 1960～2015年「岩泉町統計書」、2016～2018年「住民基本台帳」（9月 30 日） 
出生数・死亡数、転入数・転出数「岩手の長期時系列データ（人口）」（各年 前年 10 月 
～当年９月分） 

 

 

 

 

図：自然動態と社会動態 

総人口 

転出数 

転入数 

死亡数 

出生数 

総
人
口
（
人
） 

転
入
・
転
出
・
出
生
・
死
亡
数
（
人
） 



8 

 

②合計特殊出生率 

 

「出生数」は 1983(昭和 58)年以降減少傾向にあり、1993(平成５)年には 100人を

下回り、その後も減少が続き、2017(平成 29)年に 39人となりました。 

「合計特殊出生率」は、全国や岩手県に比べて高い値で推移していますが数値は

上下しており、最も低い 2015(平成 27)年には 1.80まで下がっています。2017(平成

29)年には 1.91 と回復傾向にありますが、国が示している“人口置換水準（人口を

長期的に一定に保てる水準）”2.07よりも低い数値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2017年 

出生数 214 201 147 97 80 81 47 54 42 

合計特殊出生率 
-  2.28 2.41 1.99 1.93 2.12 1.82 1.80 1.91 

 岩泉町 

 
全国 1.75 1.76 1.54 1.42 1.36 1.26 1.39 1.45 1.43 

 
岩手県 1.95 1.87 1.72 1.62 1.56 1.41 1.46 1.49 1.47 

出典：出生数、岩泉町合計特殊出生率「岩手県保健福祉年報」、全国、岩手県合計特殊出生率「人口動態統
計」 

 

 

 

 

 

図：合計特殊出生率 

出
生
数
（
人
） 

合
計
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殊
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率 

出生数（岩泉町） 

合計特殊出生率（岩泉町） 

合計特殊出生率（岩手県） 

合計特殊出生率（全国） 

1980 年 2017 年 
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③人口移動の状況 

 

   年齢階級別に純移動数（転入数－転出数）を見ると、「10～29 歳」で転出超過が

大きく、進学や就職の影響が強いことがうかがえます。 

   転出超過の要因としては、主に「北海道・東北ブロック」への移動が多く、その

うち盛岡市などへの移動が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：年齢階級別の人口移動の状況 

図：地域ブロック別の人口移動の状況 

※東京圏：東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県 
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出典：「住民基本台帳」（各年３月末日現在） 

図：岩手県内の人口移動の状況 

【女性】 

【男性】 
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（３）雇用や就業の状況 

 

   主な産業の就業者について年齢割合を見ると、“農業”及び“建設業”では「45

歳以上」の就業者が多くなっています。 

全体的に「15～34 歳」の就業者数が少ないことから、学校を卒業後に就職できる

就職先が少ないことや、企業とのマッチングが難しい状況であることもうかがえま

す。  

「45 歳以上」の就業者が多い産業では、現在の産業規模を維持するためには、後

継者の確保など労働力確保が課題であることもうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出典：「国勢調査」（平成 22 年 10 月１日） 

図：年齢階級別産業就業人口 

387人 

771人 

1,260 人 

996 人 

768 人 

595 人 

218 人 

出典：「国勢調査」（平成 27 年 10 月１日） 
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（４）高齢者世帯の推移 

①高齢者世帯の推移 

  65 歳以上の単身者世帯は、世帯数、割合ともに年々増加しています。高齢夫婦世

帯（夫 65歳以上妻 60歳以上の１組の世帯）は、割合は年々増加していますが、2005

（平成 17）年以降の世帯数は、減少し続けています。 

  65 歳以上の単身者世帯と高齢夫婦世帯の合計は、世帯数、割合ともに年々増加し

ていることから、高齢者のみの世帯が増加傾向にあることが分かります。 

 

 

 

 

 

区分 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 

65 歳以上の単身者世帯 世帯数 536 623 714 768 

  割合 11.4% 13.7% 16.4% 18.4% 

高齢夫婦世帯 世帯数 569 673 651 627 

  割合 12.1% 14.8% 15.0% 15.1% 

その他の世帯 世帯数 3,581 3,252 2,985 2,768 

  割合 76.4% 71.5% 68.6% 66.5% 

合計 世帯数 4,686 4,548 4,350 4,163 

再掲：65 歳以上の単身者世

帯と高齢夫婦世帯の合計 

世帯数 1,105 1,296 1,365 1,395 

割合 23.6% 28.5% 31.4% 33.5% 

 

 

図：高齢者の世帯の推移 
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出典：「国勢調査」 
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（５）介護保険認定者数の推移 

   65歳以上の第１号介護保険における要介護・要支援認定者数は、2015（平成 27）

年度は 859人でしたが、2019（令和元）年度は 864人となっており、全体で微増の

傾向にあります。 

   介護度の高い要介護３～５は、2015（平成 27）年度は 369人でしたが、2019（令

和元）年度は 334人となっており、減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

図：介護保険認定者数の推移 

出典：「介護保険事業状況報告年報」 
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（６）障がい者の推移 

① 障がい種別手帳所持者数の推移 

手帳所持者数の推移をみると、増加傾向にあります。平成 28 年度末では全体で

742人となっており、障がい種別でみると身体障がい者が 481人と最も多く、次い

で知的障がい者が 139 人、精神障がい者が 122 人となっています。平成 23 年度と

比較すると全体で 124人増加しており、なかでも精神障がい者の伸び率が 62.7％と

最も高く、増加の主な要因となっています。 
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出典：「岩泉町第３期障がい者計画」 

図：障がい者数（手帳所持者数）の推移 
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② 身体障がい者 

身体障がい者手帳所持者数の推移をみると、平成 23年度から 76人増加しており、

平成 28年度末では 481人となっています。 

平成 28年度末の状況について、等級別にみると、1級が 166人と最も多く、次い

で４級の 96人、2級の 83人となっており、部位別にみると、肢体不自由が 273人

と最も多く、次いで内部機能が 130人、聴覚平衡が 49人となっています。 

年齢別にみると、70 歳以上が全体の 60.5％を占め、身体障がいを持つ方の高齢

化がうかがえます。 
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図：身体障がい者数（手帳所持者数）の推移（等級別） 
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年齢階層 人数 割合

0～9歳 5 1.0%

10～19歳 5 1.0%

20～29歳 3 0.6%
30～39歳 7 1.5%

40～49歳 14 2.9%

50～59歳 47 9.8%

60～64歳 54 11.2%

65～69歳 55 11.4%

70歳～ 291 60.5%  

     

               出典：「岩泉町第３期障がい者計画」 

図：身体障がい者数（手帳所持者数）の推移（部位別） 

図：年齢階層別身体障がい者数 
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③ 知的障がい者 

療育手帳所持者数の推移をみると、平成 23年度から 12人増加しており、平成 28

年度末では 139人となっています。 

平成 28 年度末の状況について、等級別にみると、療育Ａが 49 人、療育Ｂが 90

人となっています。 

  

 

 

 

 

出典：「岩泉町第３期障がい者計画」 

図：知的障がい者数（手帳所持者数）の推移 
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④ 精神障がい者数 

精神障害者保健福祉手帳所持者の推移をみると、平成 23年度から 47人増加して

おり、平成 28年度末では 122人となっています。 

平成 28 年度末の状況について等級別にみると、１級が 52 人、２級が 51 人、３

級が 19人となっています。 
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出典：「岩泉町第３期障がい者計画」 

図：精神障害保健福祉手帳所持者数の推移 
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（７）生活保護受給者数の推移 

   生活保護受給者は、2014（平成 26）年度に 239人で 2017（平成 29）年度には 179

人と減少傾向にありましたが、2019（令和元）年度は 191人となり、最近の２年間

では増加傾向となっています。 

   町民全体に占める生活保護受給者の割合は、生活保護受給者は、2014（平成 26）

年度に 0.0232で 2017（平成 29）年度には 0.0185と減少傾向にありましたが、2019

（令和元）年度は 0.0207となり、最近の２年間では増加傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「庁内資料」 

図：生活保護受給者数の推移 
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第 3章 岩泉町民の想い 

未来づくりプランの策定に当たり、今後のまちづくりのあり方を把握するために実施

した「岩泉町まちづくり町民アンケート調査」（20歳以上の住民 1,900人を無作為抽出）

のまちづくり・地域福祉への住民の姿・想いを整理します。 

 

【暮らし】 

 ■地域の住みやすさについて、４割が「住みやすい」。 

  〇前回調査と比較すると「住みにくい」が増加。 

  〇20-30 歳代は「住みにくい」と感じる割合が多く、40 歳以上は「住みやすい」と

感じる割合が多い。 

  〇地域による差はある。 

 ■“住みにくい”理由は、「交通の便が悪い」「医療施設が少ない」「買い物が不便」。 

  〇特に、20-30歳代は「買い物に不便」、40-50歳代は「医療施設が少ない」、60歳以

上は「人が減って地域社会の維持が難しい」が多い。 

  〇前回調査と同じ傾向。 

  〇公共交通の利用促進のためには、「駅やバス停へのアクセスの利便性を高める」「鉄

道・バス運賃の減額など経済的支援の充実」が多く、前回調査と比較して経済的

支援を求める回答が増加。 

 

【愛着】 

 ■集落環境で気に入っているところは、「自然が多い」こと。 

  〇「緑が豊か」「騒音の無い静かな生活」「空気がさわやかで川がきれい」と自然環

境に関することが多い。 

 

【まちづくりなどの地域活動・行事への意識】 

 ■ボランティア活動の活性化のためには、「町民と行政が協働する体制づくり」が必要。 

  〇「町民と行政が協働する体制づくり」「入門講座や体験参加などのきっかけづくり」

「ボランティア情報の提供や相談の充実」「ボランティア活動に対する経済的な支

援」が同程度。 

  〇女性は「入門講座や体験参加などのきっかけづくり」が多い。 

  〇20-30 歳代は「学校におけるボランティア教育」「企業の社会貢献活動の促進」、

40-50 歳代は「入門講座や体験参加などのきっかけづくり」「ボランティア活動に

対する経済的な支援」が多い。 

 ■地域振興協議会が果たす役割の必要性は６割が「必要」。 

  〇前回調査よりも増加。 

  〇60歳以上は他の年代よりも多い。 

 

【今後のまちづくり】 

 ■魅力的なまちになるためには、「医療・福祉サービスの向上」「経済の活性化」「道路・
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交通・情報の利便性向上」が必要。 

  〇20-30歳代は「住まいや住環境の質の向上」が他の世代よりも多い。 

  〇前回調査と同じ傾向。 

 ■将来に向けて岩泉町の「自然環境」を生かしていくべき。 

  〇将来に向けて生かしていくべき町の個性や特徴は、「海や山、川などの恵まれた自

然環境」「龍泉洞などの観光資源」「豊かな山の幸・海の幸」が上位。 

  〇20-30歳代は「龍泉洞の観光資源」、60歳以上は「広大な森林資源」が多い。 

  

 ■災害に強いまちづくりのためには、「安全な避難場所や避難路の確保」が重要。 

  〇「安全な避難場所や避難路の確保」「災害に強い交通手段や電気設備などの整備」

「河川の洪水対策やがけ崩れ対策、津波対策などの推進」と続いている。 

  〇地域においては、「地区集会施設や自治会館などへの災害に備えた非常食や資材な

どの備蓄」「地域における避難訓練など災害への普段の備え」が上位。 

  〇40-50歳代以上では、「地域における避難訓練など災害への普段の備え」も多い。 

 ■町の活性化のためには、「特産品の開発、生産物の価値の向上」が必要。 

  〇「特産品の開発や加工など、生産物の価値を高める施策を進める」「ＵＩターン者

の受け入れを進める」「企業の誘致や新しい産業おこしを進める」と続いている。 

〇前回調査と同じ傾向。 

 ■人口減少をくい止めるためには、「就労機会の充実」「医療・福祉の充実」「子育て環

境の充実」が必要。 
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第 4章 現状と課題 

本町では、昭和の町村合併時から人口減少が続いており、特に 20歳前後の若者の進

学や就職にともなう町外への流出が顕著になっています。また、若者の流出により出生

数も減少し社会動態だけでなく自然動態でも自然減が続いています。 

  さらに、就業状況を見ても、最も多い年代が 55～64歳となっており、年齢が低くな

るにつれて就業者数も減少しています。 

  このように、人口減少が進展していくことで、各産業での担い手不足や生活関連サ

ービスの縮小・撤退、税収減による行政サービスの水準低下など、まちの活気に大き

な影響を及ぼすことが懸念されています。 

  子育て世帯へのアンケート調査で「今後もこの地域で子育てをしていきたい」と思

う人の割合が８割を超え、かつ本町で生涯において１人の女性が子どもを産むとした

場合の数が国や岩手県より多くなっているにも関わらず、若い世代の町外への流出を

招き出生数や生産年齢人口が減少している要因にもなっています。さらに、保育士不

足等により働きたくても働けないなど、子育てや結婚、出産に向けた若い世代や、年々

人口に占める割合が増加している高齢者や障がい者などの支援を必要とする方が安心

して暮らすことができる環境整備も重要です。 

このためには、行政などによる公的な事業の充実だけではなく、地域での見守りや支

えあいによる集落の維持や集落での機能を確立していくことが重要です。 

平成 28年８月の台風第 10号上陸により、いまだかつてない激しい豪雨や強風に見舞

われ、尊い人命と財産が失われるなど、東日本大震災からの復興の道半ばにおいて、再

び甚大な被害を受けました。また、令和元年 10月 12日には、台風第 19号が上陸し、

本町沿岸部を中心に床上浸水や町道等に被害を受けました。 

このような中、町民の暮らしの再建に向けた早急な復旧対策を進めるとともに、人口

減少や少子高齢化が進行する本町においては、これまで以上にすべての人が安心して暮

らせる生活環境の向上を図るとともに、地域住民が互いに協力し合い絆を深める地域コ

ミュニティの維持・形成を図るなど、町民・地域・企業・行政などが役割を分担するこ

とにより、誰もが希望や生きがいを感じられるような地域福祉が重要です。 

中でも、生活機能の確保やコミュニティ活動に対する支援、自立できる集落を形成す

るための取組や、今後再び災害が発生した場合でも被害を最小限に食い止めるための取

組、さらに、様々な活動を担う人材の確保・育成といった取組を推進することで復旧か

ら復興、さらに持続可能な地域福祉を進めることが重要です。 
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第 5章 計画の基本的な方向 

  将来像を実現するための地域福祉に関する基本目標と基本方針は次のおりです。 

 

【基本目標１】 誰もが健康で学び幸せな生涯が咲き誇る「生きがいの花」 

 基本方針１ 町民が健やかに生活していくことができる健康・保健・医療の充実 

健康であることは誰もが望むものであり、豊かな日常生活を送るうえで最も基本

となるものです。 

近年、急速に進行する高齢化や、疾病構造の変化など、健康を取り巻く環境は大

きく変化し、健康に関する価値観も多様化しています。 

病気を未然に防ぐために、各種健診や予防接種など保健活動を進め、病気や障が

いの早期発見と早期治療に繋げる体制の充実と健康意識の高揚を図り、健康増進に

努めます。 

また、健康で生き生きとした生活を送ることができるように、生活習慣病やスト

レスの予防と対策を進めるとともに、医師や医療機関との連携をより一層深め、町

民一人ひとりの健康が守られていくように努めます。 

 

《部門別振興計画》 

①健康な心身をつくる保健活動の推進 

②安心できる充実した医療体制の確立 

 

 基本方針２ 多様な町民が共に地域で支え合う福祉の充実 

本町は、少子高齢化と人口減少が急速に進んでおり、地域の中で生活を続けてい

くためには、地域住民同士の支え合いを通じた福祉環境の向上が必要です。 

子育て支援は、子どもの数が減少していく中でも、子育てしている保護者が安心

して子育てをできるように、保育所や認定こども園等の施設の充実や、社会や地域

全体で子育て家庭を支えられる体制の充実を図ります。 

高齢者福祉は、住み慣れた地域で、健康で生きがいを持って暮らし続けられるよ

うに、健康づくりや介護予防、認知症の早期発見などの生活支援を行うとともに、

医療機関や介護事業所、地域の団体と連携した地域包括ケアシステムの充実を図り

ます。 

障がい者福祉は、地域の中で自立した生活が送られるように、サービスの充実を

図るとともに関係機関との連携強化を進めます。 

 

《部門別振興計画》 

①安心して子どもを産み育てられる環境づくり 

②高齢者の笑顔と生きがいづくり 

③障がい者が自立し心豊かに暮らせる地域づくり 

④権利擁護事業の推進 

⑤地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の整備 
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基本方針３ 生涯を通じて学んでいくことができる教育環境の構築 

子どもから高齢者までが学ぶことの楽しさに気付き、生涯を通して、学ぶ意欲が

向上していくような環境づくりが必要です。 

地域や家庭の教育環境では、学校と家庭と地域が連携し、地域の伝統芸能やスポ

ーツなどを通し、あらゆる世代が参加できる世代間交流の機会の創出や地域ぐるみ

の教育環境を構築していきます。 

大人になっても学び続けることができるように、各種講座やイベント等を開催し

学びの機会の創出を図るとともに、図書館や社会教育施設の充実を図り、生涯学習

の環境づくりを進めます。 

 

《部門別振興計画》 

①地域一体による子どもたちの教育の向上 

②生涯を通じた学びの環境づくり 

 

 

基本方針４ 生活に潤いと生きがいをつくる文化・スポーツの推進 

心の豊かさが求められる現代においては、文化活動やスポーツ活動を通したまち

づくりを行うことで、町民一人ひとりが毎日の生活にゆとりと楽しみと生きがいを

持ち続けていくことが必要です。 

文化活動は、町内にある文化施設、伝統芸能、生活様式を大切に継承しながら、

多様な芸術文化活動に親しむことができるように取組を進めます。 

スポーツ活動は、町民が気軽にスポーツに触れ合うことができるように、スポー

ツ施設やレクリエーション施設の充実と、スポーツ・レクリエーション活動の機会

の提供、各種スポーツ団体の育成と連携を図っていきます。 

 

《部門別振興計画》 

①多様な文化活動の推進と情報発信 

②余暇を生かした豊かなスポーツライフの推進 

 

【基本目標２】 安全安心で豊かな生活が咲き誇る「暮らしの花」 

基本方針１ 便利で心地よい暮らしを実現する生活基盤の確立 

町民の暮らしを支えていくためには、交通・情報網の整備は必要不可欠なもので

あり、より一層の整備や機能向上が必要です。 

広大な面積を有する本町では、特にも道路は住民の日常生活に密着した社会資本

であり、地域コミュニティの維持に必要不可欠な生活基盤です。このため、計画的

な整備はもとより、災害時でも通行が確保されるよう、適切な維持管理を含めた機

能強化を進めます。 

公共交通は、鉄道、バスを含めた公共交通ネットワークの利便性の向上を図り、

遠隔地に居住する交通弱者の暮らしを支える交通サービスの構築に努めます。 

情報は、町内外を結ぶ重要なインフラとなっていることから、誰もが手軽に利用
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できるような高度情報網の機能維持を図るとともに、災害時や高齢者の見守りにも

利用できるよう効率的な利活用を進めます。 

 

《部門別振興計画》 

①使いやすくきめ細やかな公共交通網の構築 

②誰もが利用できる情報通信網づくり 

 

基本方針２ 自然との共生と安全安心で防災力が強いまちづくりの実現 

町民が自然災害の不安を持ち続けることなく安心して暮らすことができるように、

防災減災に備えたまちづくりを進めていくことが重要です。 

本町は、平成 23 年の東日本大震災と平成 28 年の台風第 10 号豪雨災害、令和元年

の台風 19 号豪雨災害という大きな災害に９年の間に３度見舞われました。これらの

辛い教訓を基に日頃からの防災や減災に向けた取組を強化し、災害が発生した場合で

も町民の生命と財産を確保できるように努めます。 

そのため、自主防災組織の活動育成、防災施設や避難所の整備、避難路や避難ルー

トの整備、災害発生時の情報伝達の周知等を行うとともに、乳幼児や高齢者、障がい

者、外国人などの要配慮者及び女性に対し配慮できる体制を整え、地域ぐるみで防災

活動や避難所環境の整備を進めていきます。 

 

《部門別振興計画》 

①自然災害から命を守り安心できる地域社会の実現 

②支え合う地域ぐるみ協働体制の確立 
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第 6章 基本計画 

基本計画では、「計画の基本的な方向」をふまえ、その実現に向けた基本的な方向性と

なる分野別施策と、その中でも特に重点的・分野横断的に取り組む必要のある重点施策

を位置付けます。 

 

Ⅰ 重点プロジェクト 

 

 重点プロジェクトは、将来像や基本目標の実現を着実に実行し、台風災害からの復旧

復興を最優先課題としながら、人口減少の抑制による希望あるまちづくりを推進するこ

とができるように、そして、町民すべてが生涯活躍できるまちを目指すため、限られた

財源や人材を有効に活用し、基本計画の中でも、特に重点的・分野横断的な取組を位置

付けます。 

 

重点プロジェクト １  台風災害からの復旧復興 

平成 28 年の台風第 10 号豪雨災害など激甚災害からの復旧復興は、本町の最優先課題

となっていることから、地域住民が互いに協力し合い絆を深める地域コミュニティの形

成や、町民誰もが安心して暮らせる防災体制の強化の推進を図ります。 

 

１ 集落の形成 

住宅再建や社会生活基盤の復旧の取組だけではなく、人口減少の中で、各集落がこれ

までのようにつながりの強いコミュニティを維持していくために、コミュニティの拠点

となる集会所等の整備や地域づくり活動に対する支援を継続しながら、町民自らの個性

や自主性を生かした活動を支援していく取組を進めるとともに、地域医療・福祉体制の

充実や少子高齢化に対応した公共交通の充実に努めます。 

 また、復興を経て新たな魅力を持つ町へと変わっていくことで、町民の定住意向を強

くするとともに、町外からの移住意向を持つ人々を増やすため、移住・定住意向を持つ

人たちへの相談・支援体制の強化や、多様なニーズに応じた居住環境の整備に努めます。 

 

２ 防災体制の強化 

 本町のように分散した集落においては、緊急時の情報収集や伝達が何より重要となる

ことから、多様な情報通信施設の活用や防災士の育成により、災害時に迅速に対応でき

る体制の構築に努めるとともに、緊急時に迅速に要援護者の避難体制を確保できるよう、

避難行動要支援者に対する個別の避難プランの作成等を進めます。 

 また、万一災害が起きた場合に備え、避難所等における災害用備品や非常食等の備蓄

を充実し、地域防災力の向上を図ります。 

 

重点プロジェクト ２  結婚・出産・子育て環境の充実 

少子化の時代の中で、若者や子育て世代が岩泉町での生活を選択し、未来を担う子ど

もたちを健康で安心して産み育てられる環境づくりを進めます。 
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１ 妊産婦・乳幼児が安心できる環境整備 

 予防接種、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、育児相談のほか、子どもが安心して遊べ

る場所の整備など、妊娠から出産、子育てまで、切れ目ない支援により親子が安心して

健やかに過ごせる環境づくりに努めます。 

 

２ 医療費助成など子育て世帯への経済的負担の軽減 

子育て家庭がゆとりを持って子育てができ、また、多くの子どもを産み育てたいと感

じられるように医療費助成など子育て世帯への経済的負担の軽減に努めます。 

 

重点プロジェクト ３  持続する集落形成 

自然減や社会減による人口減少は、本町において特に深刻な課題であり、様々な地域

活動が困難になることが予想されます。また、平成 28 年台風第 10 号豪雨災害による住

宅移転により、コミュニティの再構築も必要となっています。このような中で、将来に

わたり持続ある地域社会の形成を目指します。 

 

１ 地域振興協議会を核とした活動支援 

 地域振興協議会が地域運営組織として機能するように支援し、住民が主体的に活動で

きる環境を整え、生活サービス機能の集約・確保、防災機能の強化、集落生活圏内外と

の交通ネットワークを形成し、利便性の高い地域づくりを進めます。 

 

２ 高齢化に対応した移動手段確保などの生活支援 

地域の公共交通の維持や利用者の利便性の向上を図るため、運賃の軽減策を進めると

ともに、事業者との連携・協働を推進し、地域の特性に応じたデマンド交通の構築を検

討し、利用しやすい公共交通の確保に努めます。 

 

３ 地域防災の環境整備 

 地域の防災体制の確立・強化を目指すとともに、災害に関する自助・近助・共助の重

要性などの啓発や、必要な情報・知識の啓発や防災備蓄の充実などにより住民の防災・

減災意識の高揚と安全安心な地域づくりに努めます。 

 

４ 地域包括ケアシステムの推進 

 高齢者等支援を必要とする一人ひとりの課題に対する支援が充実するよう、地域ぐる

みで支援を必要とする人を見守り、支えていく体制づくりを進めるとともに、身近な地

域における生活支援体制の整備や強化により安心して生活できる環境を整備します。 
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Ⅱ 部門別振興計画 

 

１ 誰もが健康で学び幸せな生涯が咲き誇る「生きがいの花」 

 

（１）町民が健やかに生活していくことができる健康・保健・医療の充実 

① 健康な心身をつくる保健活動の推進 

●現状と課題 

 健康で心豊かな生活を生涯にわたって送ることは、すべての町民の願いです。しかし

ながら、生活が豊かになり、医療技術が進歩する一方で、不適切な食生活や運動不足等

の生活習慣の乱れやストレスからくる心と体の健康への影響が指摘されています。また、

生活習慣病に起因する医療費も年々増加傾向にあります。 

このような状況に対応するため、本町では各種検診のほか、母子保健事業や成人保健

事業、予防接種事業などさまざまな保健事業に取り組んでいますが、さらなる受診率向

上のための保健指導や周知の徹底が必要となっています。 

また、町内では食育等の栄養指導により減塩意識の高まりが見られる一方で、男性の

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）該当者及び予備群の割合が横ばい状態で

あることから、より一層の健康意識の醸成や運動習慣の定着、食生活の改善、歯と口腔

の健康づくりなど、健康的な生活習慣の確立に向けた取組を進める必要があります。 

また、高齢化が進行する中にあっては、介護予防活動を活性化させていくとともに、

高齢者の就労を含めた社会参加や生きがいづくりを促進し、健康寿命の延伸を図ってい

くことが重要です。 

これら保健活動や介護予防活動を推進していくためには、行政や医療機関だけではな

く、個人、家族、仲間、職場、学校、地域等が役割分担をし、互いに協力し合う体制を

構築し、より一層の保健サービスの向上を目指していくことが重要です。 

 

●目指す姿 

行政や医療機関と個人、家族、仲間、職場、学校、地域等がお互いに協力し合い、食

生活と運動を組み合わせた生活習慣の改善に取り組み、健康寿命の延伸を図り、岩泉に

生まれてよかったと思えるような健康で元気な町を目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 健康づくりネットワーク事業（まめまめ・もりもりネットワーク）の推進 

◇１次産業と連携を図り、町の食文化などの特性を生かし、地産地消を基本とした安

全で安心な食育を推進します。 

◇野菜の１日の目標摂取量３５０グラムを推奨する『ＧＯ！ＧＯ！５皿！』運動や、

塩分を摂りすぎないようにする『減塩・適塩』運動を推進し、脳血管疾患の予防に

努めます。 

◇食と運動を結びつけた健康づくりを町民運動として推進します。 

◇健康なからだづくり、生活習慣病予防のための普及啓発事業、さらに心の健康のた

めの健康相談、健康教育を充実します。 
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◇子どもから高齢者までの世代間交流を含めた健康づくりを推進します。 

ⅱ 各種健康診査・各種がん検診などの充実 

◇病気の予防や早期発見、早期治療を行うため健康診査や各種検診を実施します。 

◇健康診査や各種検診の受診率向上に向け、普及啓発と健康教室の取組を進めます。 

◇働き盛り世代の口腔衛生の改善を図るため、成人歯科保健事業を実施します。 

ⅲ 高齢者の健康づくり 

◇健康づくりに関する講演会や相談会、健診などを行い、高齢者自ら自発的に取り 

組める環境づくりを行います。 

◇高齢者の豊かな知恵や技を積極的に活用することで、高齢者の社会参加と生涯現 

役を目指す取組を進めます。 

◇運動機能向上、栄養改善、認知症予防などの取組について、対象者に合わせたプ 

ログラムを実施し、介護予防に努めます。 

ⅳ 地域健康づくり体制の充実 

◇保健推進員や健康づくりボランティアの活動を支援します。 

◇地域の住民組織との連携を強化し、相談・指導体制を充実します。 

◇東日本大震災や平成 28年台風第１０号豪雨災害等の被災者の心のケア対策等に努 

めます。 

ⅴ 感染症対策の推進 

◇県、医療機関などの関係機関と連携した新型インフルエンザ、結核など感染症対 

策を進めます。 

 

② 安心できる充実した医療体制の確立 

●現状と課題 

 子どもから大人、妊産婦や障がいのある人など、すべての町民が安心して住み慣れた

地域で生活を続けるためには、医療を受けることができる環境や体制の確保が重要とな

っています。 

 本町では、平日午後の診療が可能となる体制が整い、また消化器系の精密検査を行う

ことができるようになりました。また、高度医療やドクターヘリ輸送の体制が構築され

たことにより、早世死亡者が減少しています。しかし、町内医療施設は２箇所減となっ

ており、さらに高齢化の進展や医療ニーズの多様化により、町内では特に精神科、耳鼻

咽喉科、婦人科等のニーズが高くなっていますが、医師不足で町外での対応となってい

るほか、薬剤師、看護師等の専門職のスタッフも不足している状況となっています。 

今後も、一人ひとりの町民が適切な医療を受けることができるように、済生会岩泉病

院を中心として、県立病院を始めとする県内医療機関とのより一層の連携・強化を図っ

ていくとともに、在宅での医療ニーズの高まりを踏まえて、医療と介護の連携を強化す

ることで在宅での生活が継続できるような支援体制も重要です。 

  

●目指す姿 

一人ひとりの町民が安心して医療を受けることができるように、専門医や専門職スタ

ッフの確保に努めるとともに、広域での高度医療や救急医療体制の構築の充実を図ると
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ともに、病気の早期発見、早期治療を行うことで、病気の重症化を予防して、健康寿命

の延伸を目指します。 

●具現化するための取組 

ⅰ 地域医療体制の充実 

◇済生会岩泉病院の医師や専門職スタッフの確保のための支援に努めます。 

◇医療、保健、介護、福祉、住民と地域全体での医療連携に取り組みます。 

◇診療所の良好な運営に努めます。 

◇歯科診療車で歯科無医地区の巡回診療を実施します。 

◇広域医療圏の医療資源を有効活用します。 

ⅱ 高次救急医療の広域的な体制づくり 

◇県立病院と広域的な連携・協力体制を確立し、高次救急医療体制の強化に努めます。 
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（２）多様な町民が共に地域で支え合う福祉の充実 

①安心して子どもを産み育てられる環境づくり 

●現状と課題 

 町で実施したアンケート調査では、「今後もこの地域で子育てをしていきたい」と思う

人の割合が、「そう思う」「ややそう思う」を合わせて８割を超えており、町内で子育て

をしていきたいと考える親が多い結果となっています。この結果にあるように、町内で

安心して子どもを産み育てていくことができるように、妊娠期、出産期、乳幼児期、青

少年期などのあらゆる期間で、切れ目なく母子保健事業や子育て支援事業の充実を図っ

ていくことが大切です。また、全国的に児童虐待や育児放棄、子どもの貧困などの社会

問題がたびたび発生する中、本町においても幼い子どもを守る取組の充実が必要となっ

ています。 

 さらに、本町の合計特殊出生率は国や県と比較して高く、女性一人当たりの子どもを

産む数は多くなっていますが、若者の減少により出生数は年々減少傾向となっています。

一方、子どもの数が減少しても家族構成の変化や女性の社会進出等により、３歳未満児

の保育ニーズや児童の放課後児童クラブのニーズは高くなっており、保育士確保や放課

後児童クラブの入所希望者への対応といった体制整備が課題となっています。 

 

●目指す姿 

子育て世代へのきめ細かいサービス提供により、子育てに不安を抱える家族が減少し、

安心して「岩泉で今後も子育てをしていきたい」と思う人が増えるように、町全体で子

どもを育てて守っていく環境づくりを目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 母子・思春期保健、医療の充実 

◇乳幼児健診など高い受診率の維持を図ります。 

◇思春期から妊娠・出産・育児に至る一貫した保健サービスを充実します。 

◇出産と子育ての経済的負担を軽減し、適切な医療を確保するため、乳幼児、児童

及び妊産婦に対し医療費を助成するとともに、妊産婦に対し通院費を助成します。 

◇岩手県が構築する周産期医療情報ネットワークへ加入し、遠隔地の妊産婦の不安 

解消と負担の軽減を図ります。 

◇不妊に悩む人のため特定不妊治療を支援します。 

ⅱ 児童虐待防止対策の推進 

◇関係機関と連携し、速やかで的確な状況把握を行い、相談、指導体制を充実しま 

す。 

ⅲ 子育て機能の向上 

◇家庭の子育て支援を充実するため、すくすく教室など各種事業の実施や講習会の 

開催、相談機能を強化します。 

◇多様化する保育ニーズに対応するため、子育て支援センター、放課後児童クラブ 

などの運営を充実します。 

◇多様化する子育て世代の問題を解決するため、子育て世代包括支援センターを設 
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置、運営します。 

◇未就園児に対する養育支援訪問を行います。 

◇父親の子育て参加を促進します。 

ⅳ こども園などの運営の充実 

◇保育士の確保を図り、こども園の運営を充実します。 

◇民営保育所の運営を支援します。 

◇小規模保育事業の実施を検討し、待機児童の解消に努めます。 

◇保育料または副食費について、町独自の免除制度を検討します。 

ⅴ ひとり親家庭への支援 

◇各種福祉資金の活用や医療費の助成を行います。 

◇子どもの養育問題などの相談体制を充実します。 

 

②高齢者の笑顔と生きがいづくり 

●現状と課題 

 高齢化の進行とともに、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、寝たきりや認知症

などの支援を必要とする高齢者が増加しています。また、身寄りのない高齢者や支援者

のいない高齢者も増え、身元引受人や入院時の保証人、金銭管理や食事、住まいの確保

といった行政支援が困難なケースも増加しています。 

高齢者の多くは、支援や介護が必要となっても住み慣れた地域で生活を続けていくこ

とを望むため、介護予防の取組、高齢者の見守り体制、交通弱者支援など、地域住民が

共に支え合う地域包括ケア体制の充実が重要になってきます。特に、平成 28年台風第 10

号豪雨災害の被害後、町内では地域住民による自助や共助の意識が芽生えており、住民

主体での取組を更に進めていくことも重要です。 

 豊富な経験や知識、技術を持った元気な高齢者が継続して就労していくことで、まち

づくりや子育て、福祉、教育、文化芸術の担い手や後進の育成者として活躍することが

期待されます。 

 それぞれの高齢者の心身等の状態に合わせて、生きがいを持って生活し、自ら必要な

サービスを選択でき、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、健康づくり

や介護予防を一体的に進め、介護保険サービスにおいては、様々なメニューを提供し、

その人らしく地域で生活できる仕組みづくりが重要です。 

 

●目指す姿 

高齢者一人ひとりの課題に対する支援が充実するよう、地域ぐるみで高齢者を見守り、

支えていく体制づくりを進めるとともに、身近な地域における生活支援体制の整備や強

化により、安心して生活できる地域包括ケアシステムの構築を目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

◇地域包括支援センターが中心となり、関係機関と連携して地域ケア会議の開催や権

利擁護利用支援、高齢者虐待の防止に努めます。 
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◇高齢者を地域社会全体で支え合う機能を高めるため、関係機関や地域住民で組織さ

れたボランティア団体の活動を支援します。 

◇高齢者やその家族が、介護や認知症等についての悩みなどを身近な場所で相談でき

る体制づくりに努めます。 

◇在宅医療・介護連携、認知症施策の推進に努めます。 

◇地域資源の発掘、サービス内容の体系化、新たな担い手の育成をするため、生活支

援体制整備事業を推進します。 

ⅱ 高齢者の健康・生きがいづくりの推進 

◇高齢者が生き生きとした生活を送ることができるよう、健康づくりと連携した介護

予防活動や在宅支援サービスの提供に努めます。 

◇長寿祝金や敬老記念品の贈呈、金婚祝を行い、永年町の発展に寄与された高齢者の

長寿を祝い、労をねぎらいます。 

◇高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりをはじめとした地域を豊かにする各種活

動を行うため、老人クラブ活動等社会活動促進事業を推進します。 

ⅲ 高齢者福祉サービスの充実 

◇住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、外出支援サービスと配食サービ

ス等の支援に努めます。 

◇安心な生活環境を充実させるため、高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推

進事業を推進します。 

◇一人暮らし高齢者などを見守るため、緊急通報装置設置事業、シルバーメイト、シ

ルバーサポーター事業を推進します。 

◇低所得者への負担軽減を図るため、認知症グループホーム家賃等助成事業を推進し

ます。 

◇高齢者生活福祉センター（どんぐり苑）運営事業により、冬期間の自宅生活が困難

な高齢者に一定期間住まいの提供を行います。 

◇居宅において養護を受けることが困難な高齢者を養護老人ホームへ措置します。 

ⅳ 介護保険事業の円滑な運営 

◇ 介護保険制度の周知と健全な運営に努めます。 

◇ 介護人材の確保と資質向上に関する支援を行います。 

 

③障がい者が自立し心豊かに暮らせる地域づくり 

●現状と課題 

近年、発達障がいや難病など、障がいの対象範囲の増加により、障がい特性に応じた

サービスが必要になっています。 

本町では、障がい者や家族が身近に相談できる場として相談支援専門員２人体制によ

る相談支援事業所と、日中の活動ができる場として地域活動支援センターが開設される

など、障がい者や障がい者がいる家庭への支援を行ってきました。 

一方で、精神障がい者向けグループホームや障がい児向けサービス事業所が町内にな

いことが課題としてあげられており、近隣市町村との連携強化や地域などの身近な場所

での協力体制を構築するなど、障がい者やその家族が安心して生活できるよう支援を行
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っていくことが重要です。 

 

●目指す姿 

障がい者の能力に応じた支援を提供できる社会資源を整備するとともに、近隣市町村

と連携できる体制を構築していくことで、障がい者が地域で安心して暮らしていくこと

ができる町を目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 障がい者福祉サービスの充実 

◇障がい者への理解を深めるため、意識啓発と福祉教育を推進します。 

◇障がい者に対する自立支援体制を充実します。 

ⅱ 予防・健康づくりの推進 

◇母子保健、成人保健活動による早期予防活動に取り組みます。 

◇高齢化に伴って増加する障がいを予防するための健康づくりを進めます。 

ⅲ 自立と社会参画の支援 

◇就労継続支援 B型サービス提供事業所の運営を支援します。 

◇企業の理解と協力を得ながら雇用促進に努めます。 

◇精神障がい者地域活動支援センターの運営を支援します。 

ⅳ 家族会等への活動の支援 

◇身体障がい者福祉協会や精神障がい者の家族会の活動が充実するように運営を 

支援します。 

 

④権利擁護事業の推進 

●現状と課題 

認知症などの精神的な病気や知的障害により、自身で適切な判断ができず、近隣に支

援者がいないことから、金銭管理や福祉サービスの適切な利用ができない人が増加して

います。 

成年後見制度や日常生活自立支援事業により支援が行えることから、認知度を向上さ

せ、利用の促進を行うことで、本人が安心して生活できるよう支援を行っていくことが

重要です。 

 

●目指す姿 

成年後見制度や日常生活支援事業を必要とする人が利用できる環境を整備して、適切

な金銭管理や福祉サービスの利用が行なわれることで、本人に必要な福祉サービス等が

提供され、安心して暮らしていくことができる町を目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 権利擁護事業に関する普及啓発に取り組みます。 

ⅱ 成年後見制度の利用促進を行います。 

◇低所得者の成年後見人等の報酬を助成します。 
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◇成年後見町長申立を行います。 

◇広報、相談、利用促進、後見人支援のため、広域での中核機関及び地域連携 

ネットワークの設置を検討します。 

◇ケア会議などのチームで日常的に本人を見守る体制を構築します。 

◇将来の町民後見人育成に向けた取組を行います。 

 

⑤地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の整備 

●現状と課題 

東日本大災害や平成 28 年台風第 10 号豪雨災害では、被災者の抱える問題は、病気や

障害の問題などの災害以前からの問題に加え、被災したことによる問題が加わり複雑化

したものが多くありました。 

また、近年、本町で進んでいる少子化や核家族化の進行、人口減少、高齢者のみの世

帯の増加、高齢者の就業機会の増加等による地域のつながりの希薄化など、地域社会を

取り巻く環境の変化により、地域住民の抱える問題が多様化・複雑化している状況とな

っています。 

親の介護をしながら子育てを行うなどのダブルケアに代表されるように、相談者の問

題は、ひとつの制度で解決できない問題となっており、その相談窓口、支援体制が課題

となっています。 

また、障がい者や一人暮らし高齢者、生活保護を受ける人は、人数、町民全体に占め

る割合ともに増加傾向にあります。働きたくても働けずに生活に困窮する人への支援が

求められています。 

 

●目指す姿 

包括的に相談を受ける体制を整備し、包括的な問題解決を推進することで、早期に相

談して適切な支援を受けられるよう包括的支援体制の整備を目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 包括的支援体制の整備 

◇部局横断的に相談に応えられる体制を構築します。 

◇来庁できない人のために訪問して相談対応を行います。 

◇相談支援包括化アドバイザーなど他の機関と連携し、包括的な問題解決を推進し 

 ます。 

◇困難事例は、実務者会議の開催を行います。 

◇地域などのイベントに出向いて効果的な相談の場を設けます。 

◇生活福祉資金や生活保護などの支援を必要とする人が、適切に支援を受けられる 

 よう関係機関と連携を推進します。 
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（３）生涯を通じて学んでいくことができる教育環境の構築 

①地域一体による子どもたちの教育の向上 

●現状と課題 

学校、家庭、地域が一体となり、教育環境を整えて子どもを育んでいくことは、本町

の将来を担う子どもを心身ともに健全でたくましく育てることに繋がっていきます。 

これまで、町内の各学校では、確かな学力、郷土を愛する豊かな心、健やかな体の調

和による「生きる力」を育むため、目標達成型の学校経営に取り組み、成果と課題の検

証を進め、教育の質の向上に努めてきました。また、本町では、約 10年の間に東日本大

震災や平成 28 年台風第 10 号豪雨災害という未曽有の災害を経験しましたが、これによ

り各学校では防災教育や復興教育、ボランティアのノウハウが確立され、備えと心構え

を普及・向上することができました。これを郷土教育などの町独自の教育プログラムへ

とつなげていくことも期待できます。 

さらに、子どもの教育は一つの学校で完結させるものではなく、家庭、地域、町内他

学校と一体となって進めていくことが大切です。町内のこども園、小学校、中学校、高

校の連携によって交流や文書引継などの連携が進んでおり、継続して取組を進めていく

ことが重要です。 

近年では、少子化による中学校の部活動の存続、不登校など配慮を要する児童生徒の

増加、児童生徒の体力や運動能力の伸び悩みなど、子どもを取り巻く環境変化に対して

も対応していくことが求められています。 

 

●目指す姿 

学校、家庭、地域が一体となり、学力の向上はもとより児童生徒一人ひとりの個性を

重んじ、郷土を愛し心身ともに健全でたくましく生きる人づくりを目指します。特に、

新しい時代に対応した情報活用能力の向上に努めるとともに、少人数でも伸び伸びと活

動できる教育環境づくりを目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 就学前教育の充実 

 ◇こども園や民営保育所と、小学校との交流や研修、情報交換により、小学校教育 

への円滑な移行に努めます。 

ⅱ 学校教育の充実 

 ◇学校運営協議会や、学校評議員の積極的活用を通じて、保護者や地域住民の学校 

運営への参画を促進し、地域に開かれた信頼される学校づくりを推進します。 

 ◇「まなびフェスト」を作成し、授業改善に努め、基礎・基本の定着による学力向 

上に努めます。 

 ◇家庭や地域との連携により、心豊かな人間性をはぐくむ教育を推進します。 

 ◇学校・家庭・地域が一体となり、基本的生活習慣や社会性の育成を図ります。 

 ◇小規模・複式教育の良さを生かし、知・徳・体の調和を重視する教育活動を推進 

します。 

 ◇発達段階に応じた勤労観、職業観を育むための職場体験活動などキャリア教育を 
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推進します。 

 ◇教職員の指導力の向上を図るため、教育研究活動や研修を充実します。 

 ◇グローバル化に対応した英語教育を推進するため、外国語活動を充実します。 

ⅲ 教育環境の整備及び確保 

◇校舎や教員住宅などの施設改修を計画的に進めます。 

◇情報教育（学校教育でのＩＣＴ活用）を推進するため、コンピュータ機器やネッ 

トワーク環境の整備を進め、授業時活用の拡大と高度化を図ります。 

◇「学校適正配置基本計画」に基づき、適正配置に向けて対象となる学校の保護者 

や地域に対する地元説明会を開催するなど、より良い教育環境の確保に努めます。 

ⅳ 学校保健、給食の充実と食育の推進 

 ◇心身共に健康でたくましく生き抜く児童生徒の育成のため、学校保健や学校給食 

による健康の保持増進と体位の向上に努めます。 

◇「学校における食育推進」に基づき、家庭・地域と連携し食育を推進します。 

◇老朽化している学校給食共同調理場の設備や施設の改築を進めます。 

ⅴ 特別支援教育の充実 

◇就学支援委員会など関係機関の連携を密にし、早期発見と実態把握、就学相談、 

指導体制を充実します。 

◇町の実態に応じた特別支援学級の適正配置、担当教員の資質、指導力の向上を図 

ります。 

ⅵ 集合・交流型学習と社会変化に対応した教育の推進 

◇学習を充実するため集合・交流学習を促進します。 

◇子どもの情操を育てるため読書や芸術教育の活動を支援します。 

◇国際理解や環境、情報教育を推進し、社会の変化に対応した教育を推進します。 

◇先人が築いた文化や生活の知恵などを学ぶ地元学を推進します。 

◇学習の継続・習慣化、コミュニケーション能力・社会適応能力を高めるため「夏 

休み・冬休み応援団事業」などの学習機会の場の確保に取り組みます。 

ⅶ 岩泉高等学校等への支援 

◇高等学校の生徒の確保と魅力や特色のある学校運営を支援します。 

◇生徒の希望をかなえるため、ドリームサポート事業に取り組みます。 

◇高等学校の生徒の通学支援のほか、国公立大学などへの進学支援に取り組みます。 

◇学校給食の提供により、高等学校の魅力向上の取組を支援します。 

◇卒業後に町へ移住した方の奨学資金を免除することにより、若者の定住化へつな 

げます。 

 

②生涯を通じた学びの環境づくり 

●現状と課題 

 スポーツや芸術・文化活動をはじめとして、子どもから大人まで、趣味や生きがい、

キャリアアップのための学習など、自らの人生の充実や生活の向上のために、自分が学

びたい内容を生涯にわたり学習していく環境を整えることが重要です。 

 町民の多様化する生涯学習の関心に応えるため、ＮＰＯを始めとする各種ボランティ
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ア団体と連携し、幅広い情報提供と地域支援事業によって多様な学習機会の提供を進め

ていくことが必要です。また、参加者の固定化や青年層の事業参加者の減少が見られる

ことから、新規参加者の開拓・拡大に向けた取組が必要となっています。 

平成 26年７月に新しい町立図書館が開館し、住民ニーズに対応した団体貸出を行うな

ど読書環境が向上し、充実したサービスの提供が可能となりましたが、オープン当初に

比べ利用者が減少傾向にあるため、蔵書の充実を図るとともに、町民の生涯学習、情報

発信、交流活動の拠点としてさらに利用を促進していく必要があります。 

 

●目指す姿 

 生涯各時期を通じて、多種多様な学習機会を提供し、町民自らの人生の充実や生活の

向上が図られ、豊かな人間性を育むことを目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 生涯学習の推進 

◇学習意識の啓発や世代等に応じた学習機会の提供、学習成果の活用を図ります。 

◇自主学習グループを支援します。 

◇ＮＰＯ岩泉地域活動推進センターやボランティア団体などの育成に努めます。 

ⅱ 家庭教育の支援 

◇情報誌発行、家庭教育学級の開設など学習情報の提供、学習機会の充実を図りま 

す。 

◇自信を持って子育てができるよう教育振興運動と連携した家庭教育の充実に努め 

ます。 

ⅲ 学習活動の支援 

◇地域の人材を活用したふるさと少年隊活動やスポーツ少年団活動、読書マラソン 

 など少年活動を支援します。 

◇自主学習グループ活動支援、学びの出前講座や高齢者学級の開設など成人教育、 

 高齢者教育を進めます。 

ⅳ 社会教育施設、コミュニティ施設の整備 

◇計画的に図書の整備を進め、誰もが読書に親しむため、幼児期の読み聞かせ事業 

 を推進します。 

◇住民の学習などの活動拠点とするため、地区集会施設の整備を支援します。 

ⅴ 地域学習、コミュニティ活動の推進 

◇郷土に対する理解と地域振興を考える学習機会を提供します。 

◇花いっぱい運動の推進や地域コミュニティ活動を行う団体を支援します。 
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（４）生活に潤いと生きがいをつくる文化・スポーツの推進 

 ①多様な文化活動の推進と情報発信 

●現状と課題 

 価値観が多様化した現代において、町民それぞれの嗜好性による芸術・文化活動、教

養や趣味の学習を進めることは、心の豊かさや日々の生活の暮らしに潤いをもたらしま

す。 

 町では、これまで芸術や文化鑑賞の場の提供や町民文化展の開催を通じ、町民が芸術・

文化に触れ合う機会や発表の場を提供するとともに、芸能団体の連絡協議会を立ち上げ

るなど文化活動を維持・推進できる環境づくりに努めてきました。近年では、町民会館

公演事業を活用し、自主的に公演を企画する団体が出てきたことで、平成 28年台風第 10

号豪雨災害の被災に係る復興支援事業として、芸術鑑賞の機会が増えている傾向もあり

ます。 

 一方、公演事業や町民文化展、合同芸能発表会など芸術・文化活動が行われています

が、活動団体の構成員の高齢化、活動団体数の減少、合同芸能発表会での出演団体の減

少が続いていることから、特に子どもたちや若者の参加を促し、芸術・文化の継承者と

して育成するほか、各種団体の活動を支援していく必要があります。 

 

●目指す姿 

 芸術・文化活動の展開と支援を行い、情報発信することで町の魅力をアピールすると

ともに、次世代を担う若い世代が芸術文化活動に親しむことの出来る場を創出し、芸術

と文化のまちづくりを目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 芸術文化活動の推進 

◇芸術文化事業、公演事業、青少年劇場などを開催するほか、近隣市町村の文化ホ 

ールとも連携しながら鑑賞機会の拡充に努めます。 

◇町民文化展、合同芸能発表会の開催のほか、町民自らが取り組む芸術・文化事業 

を支援していきます。 

ⅱ 芸術・文化団体の育成 

◇芸術・文化団体の育成に努めます。 

◇学習成果発表の機会を提供します。 

ⅲ 芸術文化施設の整備充実 

◇町民会館施設の有効活用を図ります。 

◇生活改善センターなど既存施設の有効活用を図ります。 

 

②余暇を生かした豊かなスポーツライフの推進 

●現状と課題 

 スポーツを巡る環境が整ってきたことより、スポーツは多様化し、世代や性別を問わ

ずスポーツを楽しむ人が増え、単にスポーツを楽しむだけではなく、健康増進や生きが

いづくり、職場や地域のコミュニケーションを深める場としても重要な役割を果たして
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います。そのため、幼児から高齢者、障がい者を含めたあらゆる町民がスポーツ・レク

リエーションを楽しむことができる環境づくりが求められています。 

 本町では、総合型地域スポーツクラブを創設し、スポーツを行う機会の拡大や高齢者

に対する生涯スポーツの普及、スポーツ少年団等による競技スポーツの振興等に努め、

世代や性別を超えたスポーツに親しむ機会を提供することで、生涯スポーツの普及が図

られてきました。 

 一方、価値観やライフスタイルの多様化、少子化や人口減少などの影響により、競技

団体の規模が縮小し、スポーツを選択できる幅が狭まってきているため、誰もが参加し

やすく、気軽に楽しめる環境を整備し、スポーツ・レクリエーション活動に取り組む人

が増加するように、団体への支援や団体同士の連携推進、体育施設の良好な環境の維持

による施設の有効活用など、多様な取組を進めていくことが必要です。 

 また、スポーツクラブの活動が町中心部に集中しており、それ以外の人たちがスポー

ツ・レクリエ―ション活動を楽しめるような機会づくりが求められます。 

  

●目指す姿 

各団体の支援や連携を推進し、体育施設の有効活用を行いながら、いつでもどこでも

誰もが、スポーツを楽しむことができる環境の整備を目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 生涯スポーツの普及と施設の整備 

◇グラウンドゴルフやネオホッケーなど、誰もが気軽に楽しめる軽スポーツ、ニュー 

スポーツの普及に努めます。 

◇幼少期から老齢期までスポーツに親しむ機会の提供に努めます。 

ⅱ 指導者の養成、確保とスポーツ団体の育成 

◇スポーツ推進委員の確保、各地区のリーダーの養成、各種スポーツ指導者の確保と 

養成に努めます。 

◇スポーツ推進委員協議会の自主事業や大会を支援し、参加チームなどの継続的な活 

動を促進します。 

◇各団体の活動力の育成向上、総合型地域スポーツクラブの育成に努めます。 

ⅲ スポーツ教室・大会の開催 

◇スポーツ技術の向上や運動機会の拡大のため各種教室や講習会、大会を開催しま 

す。 

◇各種目団体の大会誘致を支援し、競技力向上を図ります。 

ⅳ 野外レクリエーションの普及 

◇豊かな自然を活用した野外レクリエーションの普及を進めます。 

◇健康ウオーキングやトレッキングの普及を進めるほか、トレッキングコースの整 

 備を検討します。 
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２ 安全安心で豊かな生活が咲き誇る「暮らしの花」 

 

（１）便利で心地よい生活ができる生活基盤の確立 

①使いやすくきめ細やかな公共交通網の構築 

●現状と課題 

町民の生活利便性向上や地球環境保全のため、公共交通の利用促進が求められていま

す。公共交通は、通勤通学、通院、買い物等の日常生活に欠かせない交通手段ですが、

利用者は年々減少し、事業者は厳しい経営状況にある中、町民の生活を守るためにも地

域の実情に応じた利用促進と維持を行っていくことが求められます。 

バスに関しては、人口減少と高齢化の進行により、町民バス路線の確保が課題となっ

ています。現在は、各地区の要望に応じて公共交通空白地有償運送などの二次交通によ

る対応、高齢者のおでかけ機会の創出のための路線バス高齢者利用促進半額割引事業、

高校生の利用しやすいダイヤ編成、利用者ニーズに応じたバス停の新設といった取組を

行うことでバス利用の促進及びバス路線の確保に努めています。引き続き、町民のニー

ズを的確に把握することで、交通弱者に配慮した取組を進める必要があります。 

鉄道は、平成 31年３月に久慈駅と盛駅を結ぶ三陸鉄道リアス線が開通しました。本町

は岩泉小本駅を有しており、通勤通学を中心とした町民の日常的な利用を促進していく

必要があります。また、三陸鉄道リアス線を重要な観光資源として位置づけ、効果的な

PR と広域市町村との連携を図り、町内にある観光地と交通網の整備を進めながら、来訪

者の増加を目指していく必要があります。 

 

●目指す姿 

 広大な面積の中でも、交通弱者を始めとする町民の足の確保を図るため、安価な乗り

合いバスやデマンド型の運行方法を検討するなど、利用者のニーズと地域性を考慮した

交通体系の構築を目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 公共交通の利用促進 

◇運行事業者等と連携しながら、利用しやすいダイヤ編成などに努めます。 

◇運行情報等の効果的な発信による乗車率の向上に努めます。 

ⅱ 鉄道の存続支援 

◇三陸鉄道の鉄道設備等の充実や運営を支援します。 

ⅲ バス運行の充実 

◇路線バスなどの運行を確保します。 

◇地域の実情に応じた効率的な町民バス運行体系の構築に努めます。 

◇集落の高齢化等に対応したきめ細やかな交通体系の構築に努めます。 

◇利用者の運賃負担の軽減に努めます。 
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②誰もが利用できる情報通信網づくり 

●現状と課題 

 今日の情報技術の進歩は目覚ましく、情報通信基盤の確立とともに、様々なサービス

が提供され、日々の暮らしや経済活動等に大きな変革をもたらしています。 

携帯電話やスマートフォン、インターネットは、今や日常生活に無くてはならない情報

インフラとなっています。本町では現在、地域情報通信基盤整備事業により全町に光フ

ァイバー網の敷設がなされ、IP告知端末による行政情報の提供が行われています。また、

町全域に超高速インターネットの環境が整備されたことにより、通信事業者による高速

インターネット接続サービスが開始され、情報格差の是正が進んでいるほか、ＩＣＴの

利用拡大が期待されます。また携帯電話についても、高速インターネット網を利用した

携帯エリアの拡大をさらに進め、不感世帯の解消に向けた対策を進めていく必要があり

ます。 

 一方、東日本大震災と平成 28 年台風第 10 号豪雨災害のような大規模な災害が起こっ

た場合、停電等により情報通信網が利用できなくなる可能性があるため、その対策も課

題となっています。また、Society 5.0 で実現する社会は、少子高齢化、地方の過疎化、

貧富の格差などの課題が克服され、一人ひとりが快適で活躍できる社会となることが期

待されていることから、今後の展開について情報収集や活用について検討を進めること

が重要です。 

 

●目指す姿 

 情報通信技術を活用し、生活に便利な各種のサービスを受けることができる環境を整

備していくことを目指します。また、テレビ共聴組合のＣＡＴＶへの移行による住民の

受信施設維持管理負担の軽減や携帯電話不感エリアの解消による各分野におけるＩＣＴ

利用拡大を目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ テレビ難視聴地域の解消 

◇テレビ共同受信施設組合の CATVへの移行を支援します。 

ⅱ 携帯電話サービスエリアの拡大 

◇通信事業者や関係機関に通話エリア拡大の要望活動を行います。 

◇高速インターネット回線を利用した携帯電話の不感世帯解消に取り組みます。 

ⅲ ラジオ難聴地域の解消 

◇ラジオ難聴地域の解消に向け、放送事業者の参画を働きかけます。 

ⅳ 行政情報の配信 

◇日々の暮らしの情報や災害情報、行政情報などの配信を行います。 

◇地域の話題を取り入れながら、ぴーちゃんねっとによる情報配信の充実に努めま 

す。 

ⅴ 情報通信基盤の利活用 

◇整備された情報通信基盤を活用した産業活性化などの取組を研究します。 
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（２）自然との共生と安全安心で防災力が強いまちづくりの実現 

①自然災害から命を守り安心できる地域社会の実現 

●現状と課題 

 全国各地で大雨・竜巻・土砂災害などによる自然災害が多発しており、本町では平成

23 年に発災した東日本大震災、さらに平成 28 年の台風第 10 号豪雨災害など、甚大な被

害がたびたび発生しています。 

本町では、これまでの災害を教訓として、より実践的な防災対策の取組を進めるため、

地域防災計画の見直しを定期的に行うとともに、豪雨災害等で活動する消防団員の安全

管理を徹底するため、平成 29年６月に風水害等活動計画を策定しています。 

さらに、町内全域に自主防災組織が結成され、各地区自主防災協議会単独で防災訓練

を実施するなど町民レベルでの防災対策も進められており、防災意識は高まっています。

また、平成 30 年度から地域の防災リーダー的役割を担う防災士の育成も行っています。

今後、町と自主防災組織が連携し、防災マップ等を周知することで、町民一人ひとりが

日頃から防災対策の重要性を認識するとともに、自分たちの地域の危険箇所等を認識し

た上で、災害に備えた事前対応や災害時の適切な避難行動を促していく必要があります。

また、育成した防災士が各地域の自治会や自主防災組織の活動に積極的に関わっていく

ことも求められます。 

災害時の指定避難所については、増設して避難所運営マニュアルを作成しましたが、

町民に対して自主的な運営方法の周知が十分に図られていないこともあるため、避難所

開設に係る基本的な考え方を示す必要があります。また、備蓄に関しては、計画的に執

り進める必要がありますが、町の備蓄だけでは全町民分を賄うことが難しい面もあり、

町民個々での備蓄の必要性についての周知が重要です。 

交通安全については、全国交通安全運動の推進などにより、子どもや高齢者など交通

弱者の事故を未然に防ぐ取組が必要です。 

防犯については、地域ぐるみで「地域の見守り活動」など犯罪を未然に防ぐ取組が重

要であり、全国的に特に高齢者を狙った詐欺等の手口が巧妙化し悪質な事件が発生して

いるため、身近な地域で相談をできるように関係機関と連携した体制づくりが必要です。 

 

●目指す姿 

今後、大規模地震や気象災害等の発生が懸念され、消防団を中核とした総合的な防災

力の向上が求められることから、地域の消防・防災力を確保するために消防団の充実・

強化を図るとともに、迅速な避難行動や町民個々の備蓄を行うなど、自分の命や自分の

町は自分で守る意識を高め、町民一体となった防災減災のまちづくりを目指します。ま

た、交通安全意識や防犯意識を高め、安全で安心な暮らしができる環境づくりを目指し

ます。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 地域防災計画の推進 

◇地域防災計画の定期的な見直しを行い、防災意識の啓発活動を進めます。 

◇生活必需品の備蓄や防災資機材の整備を図ります。 
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ⅱ 防災体制の充実 

◇自らの生命と財産は自ら守るという「自助」「近助」「共助」の思想を普及し、地 

 域防災意識の高揚に努め、自主防災組織による活動を強化します。 

◇津波や地震、土砂災害など、さまざまな災害を想定した防災訓練を実施します。 

◇防災士の育成に取り組みます。 

ⅲ 危険箇所対策 

◇河川や急傾斜地などの危険箇所は、被害が拡大しないための災害対策を進めます。 

ⅳ 防災情報の迅速かつ的確な伝達 

◇ＩＰ告知端末や携帯電話などを活用し、災害時の公共交通機関の運休状況や道路 

の寸断状況などについて、町民への迅速かつ的確な情報伝達に努めます。 

ⅴ 救急救命体制の強化 

◇救急業務の円滑な活動及び質の向上に努めます。 

◇救命率向上のための応急手当講習会等の普及啓発活動を進めます。 

ⅵ 消防体制の充実 

◇消防団の機動力を高めるため各種研修・訓練を実施します。 

◇消防団への青年層、女性層の入団促進に努めます。 

◇消防力を強化するために、消防車両、消防水利等を整備します。 

ⅶ 安全な交通環境づくり 

◇交通安全意識を高め、警察や交通指導員、交通安全協会、学校などと連携し、交 

 通安全活動を推進します。 

◇ガードレールやカーブミラーの設置を進めるとともに、交通安全施設の設置を関 

 係機関に要望し、安全な交通環境整備に努めます。 

ⅷ 防犯環境づくり 

◇家庭や地域が連携した監視体制を強化し、学校や職場、関係団体と一体となった 

防犯活動を推進します。 

◇防犯灯の計画的な更新及び設置を支援します。 

 

②支え合う地域ぐるみ協働体制の確立 

●現状と課題 

 少子高齢化の進展と核家族化、共働き家庭の増加などにより、地域での支え合い機能

は低下してきています。その一方で、自然災害が頻発するなど、防災や災害時等を想定

した地域における支え合いの重要性は高まっています。 

 本町では自然災害等の有事に備えての災害ボランティアセンター運営マニュアルの整

備や地域福祉相談窓口の機能を拡充するなど、地域福祉に関する取組を進めてきました。

また、人口減少等により担い手の確保が難しい中で、福祉サービスの担い手や各種ボラ

ンティア団体及び登録者数の増加を図るとともに、今後は行政や関係機関だけではなく、

家庭や地域が互いに身近な問題として受け止め、支え合い、ともに生きる地域ぐるみの

協働体制を確立していくことが必要です。 

 また、家庭、地域、職場において女性の役割に対する固定的な意識が残っている中で、

対等なパートナーとして尊重しあうとともに、男女ともに社会に参画し、それぞれが持
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つ個性と能力を発揮し、自己実現が可能な社会をつくることが大切です。 

●目指す姿 

地域福祉ニーズ等の高まりを受け、関係機関と連携しながら、地域の支え合い、とも

に生きる地域ぐるみの協働体制のさらなる確立を目指します。 

 

●具現化するための取組 

ⅰ 社会福祉協議会の活動支援 

  ◇地域福祉の活動拠点である社会福祉協議会の活動を支援します。 

  ◇どんぐり苑、サンパワー大川、小川いきいきホームなど福祉施設の利用の促進と 

活動を支援します。 

ⅱ 民生児童委員の活動支援 

  ◇地域福祉の担い手である民生児童委員の確保に努めます。 

◇研修会を計画的に開催するなど民生児童委員の活動を支援します。 

ⅲ コミュニティ活動の支援と地域ボランティアの育成 

  ◇自治会や地域振興協議会などコミュニティ組織の活動を支援します。 

  ◇地域振興協議会に地域振興推進員（集落支援員）を配置し、地域づくり活動の活 

性化に努めます。 

  ◇復興支援員制度や地域づくり支援員制度等を活用し、町全域で復興や地域活性化 

に資する活動を進めます。 

◇地域ボランティアの育成と強化に努めます。 

ⅳ 男女共同参画の促進 

  ◇男女共同参画プランに基づき、計画的な参画を促進します。 

  ◇各種委員会などの委員へ女性の参画機会を拡充します。 

◇女性リーダー育成のための学習機会を提供します。 

◇男女共同参画のための自主的組織の活動や環境づくりを支援します。 

  ◇配偶者などからの暴力（ドメスティックバイオレンス＝ＤＶ）被害者の相談、支 

援体制を強化します。 


