
区分 № 実現のための取り組み 役割分担 目標数字
・市外から参加者を募る婚活イベントの実施 ○市 ・年４回の開催

　・開催
○青年団体
　・企画への参画
　・参加及び参加の呼びかけ

・テーマ館の創設 ○市 ・各テーマ入場者１日３０人
　・ゲストハウス(空き家を利用)足湯つき　 　・空き家の利用
　・若い世代が集まれる建物(カフェ等) 　・リフォーム
　・ハイキューの聖地巡礼(ハイキューは漫画です。) ○IGR
　・IGRの駅名を銀河に関係ある名前にする 　・駅名変更
　・平食堂(モデルはタ○タ食堂) 　・銀河鉄道９９９をIGRで走らせる
　・テーマ館(まんが・アニメ、音楽、ダンス、スポーツ)　利用料300円 　・リアル「もも鉄」

○NPO法人
　・運営、管理

・外部者用のコミュニティ ○市 ・コミュニティ(飲み会)年２回の開催
　・外部から来た人に地元の人がわかるようにマークをつける 　・マークの作製、配布 ・参加団体数２０団体
　・外部者が住める寮の設置 　・イベントの開催　
　・外部の人をアドバイザーに任命する ○企業

　・外から来た人の把握
○商工会
　・イベントにおける市内商店の紹介
○観光協会
　・イベントにおける「市のみどころ」の紹介
○町内会
　・コミュニティの紹介
○各サークル
　・活動の紹介

4 ・ベットタウン化、別荘の推奨 ・定住率30%
・市外から老人を受け入れる ○民間 ・１００００人以上受け入れる介護施設をつくる

　・介護施設を増やす
　・老人ホームを増やす
　・グループホームを増やす

・二戸にSuicaの導入と活用 ○商店街 ・全店舗加入による商店街の活性化
　・参加
○ポイントカード会
　・PR

・ファッションストリートの創設 ○アパレル産業 ・２０件のお店の出店(ファッション系統別)
　・服屋(市内工場の直営店)の出店 　・作成だけではなく地元にセレクトショップを出店
　・二戸ダッフィー(ゆるキャラではない)
　・デザイナーの育成
・娯楽施設をつくる ○市 ・買い物、遊ぶことができる大型複合ショッピングモールを(地元専門店を)

　・制度づくり ・小岩井農場的な動物と触れ合える場所
○民間 ・お酒の街、居酒屋の街
　・地元商店出店に対する呼びかけ

・農業に特化した商品を開発し、所得向上を目指す ○農家 ・ブランド化
　・果樹園の利活用 　・生産、品質向上 ・全国スイーツS-1コンテストを年１回開催する
　・地元加工場の創設 ○民間

　・お菓子屋さんによる新メニュー(商品)の開発
・上位教育機関の設置(浄法寺営農学園の復活) ○上位教育機関 ・５年以内に実現
・特化して学べる場所 　・お金になる農業の教育
・カシオペアキッズファーマーズ ○市 ・新規就農者　２５名
　※低年齢層における農業体験 　・農地のあっせん、提供

○農業者
　・指導、監督

福岡地区まちづくりワークショップまとめ

人口減少対策

1

2

3

1

1

2

3

農業振興

1

2

3

人口減少対策。雇用の確保

商工業振興

参考資料１
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区分 № 実現のための取り組み 役割分担 目標数字
・野球の街を全国にアピール(あべどり杯の開催) ○企業 ・地元のシニア球団をつくる

　・大会の開催 ・プロ野球選手を輩出(２名程度)
・アイドルCity「NINOHE」 ○市 ・メンバーは６名(小中高生)
　・ミスコンの開催 　・活動資金の提供 ・劇場公演inシビックセンター(１００人×２回公演)
　・カシオペアFMで冠番組をもつ 　・公用車を痛車 ・カシオペアFMで週１回の番組
　・プロデューサーを作る(二戸版秋元) 　・シビックセンターを劇場に ・アイドル電車(７０人×１２回)
　・新幹線が停まる度、改札で握手会(１日１１本) 　・市議会前にパフォーマンス ・新幹線改札握手会(11本×土日２回)
　・週末、イベント開催 　・グッツをふるさと納税の商品に ・アイドルグッツ(酒)３０００本
　・衣装は３パターン×メンバーの数 ○カシオペアFM ・アイドルグッツ(漆器)５０個
　・衣装はアパレルをアピールするため二戸の会社で 　・番組、イベント ・アイドルグッツ(南部せんべい)3000枚⇒握手券に
　・アイドルグッツ(リキュール、南部せんべい等地元特産品) ○JR、IGR ・フォロワー数１０万
　・海外発信 　・貸切電車
　・SNS発信 　・駅の利用
　・オリジナル曲をつくる ○美容業界の企業

　・ヘアメークをプロデュース
○アパレル業界の企業
　・アイドルの衣装作成
○食品関係の企業
　・アイドルグッツの制作

・ローカルTVの開局 ○民間企業(市内外を問わず) ・開局資金３０００万円の調達
○ふるさと納税の活用

・二戸検定をつくる(二戸の土地柄を知ってもらうきっかけづくり) ○市 ・市民の組織加入３０人
　・二戸検定ボランティア組織の結成 ・検定受験者　年１０００人
　・PR

・二戸版フェイスブックの作成 ○カシオペアFM ・「二戸」と検索したらトップにくる
　・発信
○市民、企業
　・積極的な書き込み

・ホットロードの創設 ○市 ・十種の湯
　・足湯の設置(駅、バス停、シビックセンター等) 　・wifi設置
　・サイクリングロード、ウオーキングロードの設置 　・サイクリングロード、ウオーキングロードの設置
　・無料wifiを設置(利用の際にその地の情報を提供) 　・馬渕川に人道橋
　・オブジェを足湯の所に設置(福田作品) ○温泉関係者

　・足湯の設置
　・湯の供給
○福田さん関係者
　・著作権
○高等技術専門校
　・オブジェの作成

・自然を整備する ○市 ・３年後に自立運営(１団体限定)
・観光資源絞込み３年計画 　・助成金の交付 ・全国ネットのテレビに出演
・新起業者へ資金援助 　・観光ツアーの企画(絞り込んだ観光資源の応援)
・入札制度(プレゼンテーションの実施) 　・情報発信
・各団体のリーダー ○二戸市観光協会

○商工会
○青年会議所

・山桜３００００本植栽計画 ○市 ・山桜日本一
　・山桜の苗の提供 ・花見などによる観光客の誘致
　・山桜の苗のオーナー制度の創設
○市民、企業
　・植栽、生育
○市外在住者
　・山桜のオーナー制度による苗の購入

・年代別市議会議員をつくる ○市 ・任期は１年。再任を妨げない
　・話を聞く ・定例議会の前に４回の開催
　・体制をつくる
　・事務的なこと
○各小中高校
　・人選をする
　・代表を選ぶ
　・卒業生への働きかけ

・外部との協働の街づくり⇒街づくりワークショップの定期的な開催 ○市 ・ワークショップでの決定事項を最低限１個を実施する
　・制度(条例等)の創設
○民間
　・商工会等への働きかけ

1

2

3

みんなが参加するまちづくり

1

2

1

2

3

4

5

情報発信

観光振興
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区分 № 実現のための取り組み 役割分担 目標数字
・ラーニングラボの実施 ○教育委員会 ・受講者３０人×１０講座=３００人
　・週末サテライトの開催 　・大学(東京学芸大学)との連携
　・四季の学校の創設
・進学率の高い高校の誘致 ○市 ・在学中にベンチャー企業を起業する　目標１０社⇒地元の産業化
・世界に目を向けている企業による人材育成のための大学の設置 　・予備校と連携した教育レベルの向上

　・寮、合宿所の設置と充実
〇民間
　・海陽学園の様な企業が大学を設置

・公園の増設 ○市 ・生まれたときに１００万円か高校入学時に１５０万円かを選択制で交付
・出産祝い金の交付 　・助成金の交付
・幼稚園、保育所の入園予約チケットの配布(待機児童対策) 　・子育て保険の創設

○PTA
　・会費増額での資金調達

・福祉にやさしい街 ○市 ・二戸駅前から堀野までの道路に歩道を
　・ベビーカー、シルバーカーなどが安心して通れる道路をつくる・医療費の軽減
　・子育てに対する費用の助成 ・保育料の軽減
　・地域医療の充実への働きかけ ・産婦人科の増設
○民間 ・民間保育園の開園(病後保育の実施)
　・施設の充実(産科、保育) ・医科大学の開校
○民間 ・プロスポーツ、ジムの創設
　・スポーツ施設の設置

・最先端の温泉研究施設の誘致 ○市 ・平成５８年度までに誘致
・国立がんセンターの誘致 　・国への働きかけ

○市民
　・働きかけへの応援、協力
　・市長の銅像の設立⇒誘致成功に向けて

・ヒンドゥー語のスピードラーニングをカシオペアFMで流す ○市 ・世界一のカレーをつくる⇒誇れる地場産品の創作
・ヒンドゥー語の看板をつくる 　・友好都市の締結 ・国際結婚を年間２５組つくる⇒人口減少への歯止め
・ラマダンを防災無線で放送し、体験する ○市民
・インド式数学を学ぶ 　・インド文化の学習

1

1

1

1

教育の充実

1

2

1

医療の充実

国際交流

金田一温泉の活性化

子育て支援

地域福祉の充実
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金田一・仁左平地区ワークショップまとめ

…将来像… …役割分担… …目標数字……実現のための取組…

・オーナー企業：10年以内に２社

・新リゾートホテル：２館オープン

着ぐるみの使用回数：最大月１回

・全天候型のスポーツ施設：10年以内
・テニスコート・パークゴルフ体験コース
（５ホール程度）３年以内に建設

随時

若者、親子をターゲットとした、温泉施設に
隣接するオートキャンプ場の整備

「金田一温泉」
利用者倍増計画

施設整備等のハード事業

湯けむりが出るくらいの熱い温泉を新たに
掘る（温泉らしさの復活）

【民間事業者】

露天風呂・足湯等の施設整備

・地元住民割引　30％～50％ＯＦＦ

・検定合格者（中学生以上）　100人～
300人

・温泉コンシェルジュ養成　50人

・予算も含めたイベント告知強化　イベン
ト毎

・年間利用人数（宿泊・日帰り）　10万人
以上

・空き店舗データベース構築（開発者向
け）

温泉の雰囲気に合った街路灯の設置

金田一エリアの
活性化

金田一温泉への誘客

地域の人が旅館や「ゆ～らく」を運営

【市】
オーナーになる企業の誘致
【地域】
全ての年代が協力して運営に携わる（イベ
ント、清掃活動）

ゆるキャラ「亀麻呂」の活用
【市民・地域・団体】
市内外の大会やイベントに亀麻呂の着ぐる
みを活用

スポーツ施設、金田一健康ランド（ウォー
タースライダー付き温水プール）の建設

【各種スポーツ団体協会】
総合運動公園の整備
既存施設の修繕（アツマランカ等）

各種イベントやスポーツ大会の誘致
【体育協会】
各種イベント・スポーツ大会を誘致

温泉飲料・温泉石鹸など、温泉を利用した
商品開発

楽しむ農業を目的に、体験型イベントの充
実

その他のソフト事業

地元住民に多く利用してもらえるよう、温
泉割引制度を設ける

【市】

【温泉協会】

【ホテル・旅館】

【地元農家】

【民間事業者】

金田一温泉をよりよく知るため、金田一温
泉検定の実施

空き店舗等を有効活用できるよう、情報提
供・データベースのシステム構築

最高のおもてなしを可能とする、温泉コン
シェルジュの養成

・温泉発掘　50℃～100℃

・年間利用人数（宿泊・日帰り）　10万人
以上

・「道の駅」の整備（4号線沿い）　1箇所

・駅から温泉郷までの道路整備　1路線
（又は誘導看板等の充実）

・駅から温泉郷までの街路灯設置　1路
線

温泉来場者も利用しやすいよう、金田一
温泉に近接する、「道の駅」の整備

【市】
金田一温泉駅から金田一温泉郷までの最
短道路の整備（電車利用者を意識）
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…将来像… …役割分担… …目標数字……実現のための取組…

子どもの安全地
帯

もうかる農業

３～５年以内の建設

・夏・冬休み期間　各１回

・ワークショップの回数：年1回

即対応

・【道の駅】４号線沿いに３年以内に整備
し、金田一総合運動施設と併設

・【ブランド化】新規10品目　５ブランド

・【農業法人】10ｈａ以上の法人　２社

・【カシオペアＦＭ】１日１回放送

耕作放棄地の利活用
四季を通した作物の栽培（冬場の収入確
保）

【市・国・県】
遊休農地のマッチング（現場レベル）
【流通業者】
農産物の品質に高単価をつける

遊休農地貸借のマッチング

子どもが自由に遊べる場所

・教育の充実

子ども対象のワークショップ（職業体験）の
開催し、将来の自分を考える機会を作る

通学の安全確保
・ガードレールの設置・除雪
（金田一温泉駅～学校）

【市】設置に関する検討・除雪
【地域】除雪

芝生と水で遊ことのできる公園の建設
（近隣市町村にも負けないレベルの公園）

【市】公園整備の検討幼児から中学生までが自由に遊べる場所
の建設

大学生の休み期間を利用した小学生対象
の勉強会の開催（勉強の楽しさ） 【市】大学生の募集・斡旋

【市】訪問企業の選定

【企業】企業の案内、説明

農産物のブランド化 「ブランド」品目の開発

【市・国・県】道の駅の整備
【市】ブランド名称の募集
【カシオペアＦＭ】農産物のＰＲ
【生産者】「高品質」農作物の栽培（野菜・た
ばこ・果樹）

二戸ブランドの購入できる「道の駅」の建設

5



…将来像… …役割分担… …目標数字……実現のための取組…

・5年後施設完成

・10年後地元選手が日本代表

・15年後二戸で世界大会開催

【民間事業者】

【市】

【県】

・「道の駅」などの情報拠点施設　1箇所

・テレトラックなどの娯楽施設　1箇所

情報拠点、娯楽等の施設整
備

道の駅、運転免許センター、テレトラックな
どの施設整備

「若者」が住め
る、残れる、戻
れる、まちづくり

地元基幹産業にマッチング
した教育環境の整備

県外に依存している獣医師を、地元採用
の獣医師へシフトできるよう、岩手大学農
学部のキャンパスを設置 【市】

【県】

【学校法人】

【地元企業】

・大学・専門校の設置　1校

・地元就職率　2倍

ブロイラーのスペシャリスト育成のため、ブ
ロイラー専門科の設置

地元企業へエスカレータ式で就職できるよ
う、介護、食品、農業の職業専門校の誘
致

・ＬＥＧＯを誘致（雇用1,000人）

・10年後までに九戸城の再現（テーマ
パーク）

・市日の大規模開催年1回

・駐車場1000台分の確保

・市民総参加のイベント

・Tシャツ29,000枚

”二戸ブランド”をつくる
金田一のりんごを日本一の高値のりんご
に！

託児施設の充実

【市・国・県】
カーリング専用リンクを街中につくる

目玉となるスポーツをつくるスポーツ施設の充実

保育・教育に不安を感じな
い

【民間】
託児施設をつくる

無料で利用できる施設を10年後までに
建設

【県・市】
いつでも無料で受診できる検診センター設
立

・5年後施設完成
・10年後には受診率30％ＵＰ（現在より）

健康診断の受診率を上げる

人に優しく住みよ
い町づくり

市民全員おそろいのTシャツを着てイベン
トをする
Ｕストリーム・SNSを利用

皆が健康で長生き

【市・民間】
夢をサポートする基金・奨学金の設立

子育て世代の経済的負担の軽減

楽しく活気ある日
本一の町づくり

【市内各企業・広告代理店・個人】
話題づくり
宣伝・マーケティング
地域の他業種と連携

市日をまとめて大規模開催
【市・商工会】
市日の環境整備
駐車場の確保

大きなイベントをする環境をつくる

行ってみたくなる
町づくり

【民間・団体】（～実行委員会）

【個人】

10年後を目処に財団設立

1玉3万円のブランドりんごを目指す

【市】
【民間・団体】（～実行委員会）
【個人等】（ＬＥＧＯビルダー）

ＬＥＧＯで九戸城再現

二戸出身で、世界で活躍する人を招く

プロジェクションマッピングで九戸城を再現
大名行列

九戸城跡を生かした観光や
イベント
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斗米地区ワークショップまとめ

…役割分担… …目標数字…

集約件数　50％
農業基盤整備率　50％

【休耕地の活用】
休耕地を活かす

【企業】
太陽光パネルの設置
【地域】
休耕地に花を植えて花いっぱいの景観の良い地域に

休耕地を50％減少

オリジナルブランド商品数　30品
ブランドニーズのアンケート調査　年1～2回

産直建設　1棟
産直運営のための組織立ち上げ　1団体
ネット販売できる生産者　100％
加工販売施設　1企業
加工販売組織で年商　1億円

強い農業で豊かなまちづくり

…将来像…

【新たなチャレンジ】
地域の特徴を活かす

【技術力アップ】
作物のブランド化

【市】
　作物のPR
　トップセールス
　地域ブランド・名産品を作る（山菜、畜産ほか）
【団体】
　高品質な物を作る
　安定した量を確保する
【地域】
　自分たちも消費する
　作物のPRに協力する
【企業】
　商品の加工を開発
【全体】
　販売方法の工夫
　ニーズ調査
　リピーターの確保
　地元企業からの協力確保
　農業指導者や商品コーディネーターを含めた商品開発

【販売戦略】
販売ルートの確保

産直の整備
【市】
　産直建設の補助
【団体】
　産直の運営
【地域】
　産直の活用（イベントも）
【企業】
　ネット販売協力、講習会開催

農畜産物の加工販売
【市】
　施設支援
【地域】
　団体設立

地域食材の地産地消
【地域・企業】
　給食・施設・レストランへの食材提供

【雇用の創出】
地域で収入確保できる雇用づくり
働く職場があり若者が定住できる

企業誘致
【市】
誘致活動

福祉ビレッジの誘致（自然環境を生かした福祉施設、公園な
ども整備）
【市】
福祉計画
【福祉施設】
建設・運営

実現のための取り組み

【農業の効率化】
農地集積による農作業効率化
農業基盤の整備

【市】
　農地集積の仲介
　農機具購入補助
　基盤整備計画づくり
【団体】
　農地の維持管理
【地域】
　団体への協力
　基盤整備の合意形成
【企業】
　農機具の開発

地域で収入を確保できるしご
とづくり

安心して暮らせるためのしご
とがある

【安定した収入・所得の向上・
雇用創出】

斗米地区に1企業
地元就職の斡旋
誘致企業で工業団地の全区画活用

【地域】
カブトムシの養殖・販売

ブランド化
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…役割分担… …目標数字……将来像… 実現のための取り組み

地域の魅力を活かした施設
で新しい人の流れ

地域の魅力を活かして地域
の人も外から来た人も満足

【今あるものを活かす・次へ
の展開も】

地域の魅力を活かして元気
な地域づくり

【地域食材・郷土料理】
地域の食べ物を振る舞う

郷土料理をいつでも食べられる店
【飲食店】
　郷土料理のピックアップ
　協力を得て郷土料理のPR
　B級グルメの開発

郷土料理を提供する店の確保
店舗のPR（ホームページ等）立ち上げ

イベント開催数　年12回
JRの旅行商品　１種類

【ウェルカム農村】
農村に人を呼び込む

農村アピールイベント（マラソン大会など）
【市】
　イベントPR
【地域・団体】
　イベント実施
【企業】
　イベント企画・イベント商品化

農業体験プログラム作成
【市、農家、金田一温泉】
　金田一温泉の活用を含めたセット旅行商品

年間3～4回授業に取り入れる

【伝統活動の継承】
伝統の継承とイベント開催
伝統を守る組織の強化

神楽を生かしたまちづくり
【神楽保存会】
　定期的に会合や練習をし人を増やす
　イベント開催

スポーツ・サーキット施設の整備
【市・団体】
　受け入れる側の勉強会
　スポーツ施設整備と指導者育成
　幼少期からの活動
　スポーツ種目の選択
　地元食材の提供

【地域の宝】
地域の宝を生かした名所づくり
宿泊して体験・イベントができる施設が
ある

宝の選定
情報発信
名所としての施設整備（道路や自然を生かしながら）
【市・県・国】
　大規模なものの整備
【地元】
　市の補助をもらいながら整備
【市民・地域】
　どんな宝があるか出してもらう⇒市が実現性の順位づけ
【タクシー業者】
　車・案内をセットでツアーできる（料理も）

宝めぐりツアーのコースを考える　5コース
タクシー運転手の観光案内できる人の育成（タクシー業界
全体で）　5コース×2人＝10人

新幹線駅での神楽の披露（お盆期間中、午前と午後順番
で）　複数年の継続

伝統行事の復活
【地域】
　伝統行事を含めたイベントを開催
　（自分たちも楽しむ）

四季ごとに１回開催

小学校で地域食材を学ぶ
【小学校】
　授業で地域の食材を育てる
　それを加工して食べる

【魅力ある施設整備】
地域の特徴を活かした施設の整備

公園を備えた道の駅風の施設整備
(産直・福祉ビレッジ等との複合施設）
【市】
　施設設置補助
　一緒にキャンプ場の設置
【地域】
　ここで伝統行事を含めたイベント開催

施設整備　1ヵ所

【廃校、空家を活かす】
廃校、空家でにぎわいづくり

【市】
　空家の情報提供
　廃校⇒ロケ地の誘致、産直で活用
　空家⇒Uターン者への貸し出し
【地域】
　協力

地区で1ヵ所

8



…役割分担… …目標数字……将来像… 実現のための取り組み

地域で支えあい健康で豊か
な老後生活

ここで学びたいと思うまち

楽しく子育てができるまち

子育ても学校も楽しいまち

【魅力的な学校、子育て環境
の満足】

【市】
　里山留学の受け入れ（家族で）
　専門教育施設の設置（漆など二戸でしか学べないもの）

【ふるさと教育】
地域に自信を持てる教育

【市・学校・地域】
　地域の特色を生かした教育の取り組みと学区を越えた交
流

住みやすくて安心して暮らせ
る

【豊かな老後】
健康で豊かな老後生活
脱・介護

【市】
　病気予防の取り組み
　巡回医療の実施
【団体】
　重労働の支援
【地域】
　声かけをする
【企業】
　生活用品の宅配

平均寿命　80歳
医師の巡回数　月2回

【交通手段の確保】
【市・企業】
　バスの本数を増やす
　交通機関の整備（乗り合いタクシー）

バスの本数を増やす　現在の2倍
乗り合いジャンボタクシー　1台

【生活基盤の整備】
暮らしやすい基盤を整備

【市】
　下水道の整備
【市・企業】
　通信回線の整備

下水道の整備　整備率50％

【集落の整備】
【市・地域】
　点在した集落をまとめる

里山留学　年3家族

【魅力ある学校づくり】
他の地域に流れない学校
他地区からの学生確保

【市】
　入学したい学校・他へ行く目的のアンケート
【県（教育）】
　中高一貫の効果アンケート
【学校・在学生】
　学校のPR活動
【企業】
　学生が行きたい企業にできるだけいけるように協力

アンケート実施　年1回（最低3年継続）
プロ選手・スペシャリストの講師授業　月1回
中学生に地元高校を体験入学する日　年2回
学生が自分の高校をPRするために中学校に行く　年1回

【外からの学生受け入れ】
二戸らしさで外から受け入れ

【子育て住宅】
住宅負担が軽くいい環境で子育て

【市】
　子育て住宅の設置（空家活用）
【地域】
　空家の提供

子育て住宅に空家　3棟

【子育て負担の軽減】
結婚・出産・子育てしやすい環境

【市】
　医療に対する補助
　保育所、児童クラブ等の整備
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御返地地区ワークショップまとめ

…将来像… …役割分担…

定期開催

年2回

50％UP

トリコロールエリア、沿岸自治体との連携 市・事業者

・市
・市内企業

市：お祭りなどへの支援
地域：集落間の話し合いと地
域づくりのための意識共有
学校：地域活動の広報役とし
て情報発信

参加者

来訪者

2倍

3倍

飲食店の集積・二戸駅東口の活用
　・市内大手事業所プロデュース店舗
　　（鶏、豚、牛、酒）
　・チャレンジショップ

・駅東酒~グルメ横丁

・アンテナショップ

現存特産品の更なる展開
（3大ミートを中心に）

・市
・生産者
・事業者
・商店街

お酒、食材、料理のプレミアム化
共通メニューの開発（BではなくA級）

地産地消（地元の良品再発見）

・マッチング商談会

・食材フェア

・給食の地産食材率

道の駅・川の駅（産直、農家レストラン、農業体
験、親水空間の複合施設）

建物は市又は事業者、運営は
事業者

御返地地区に１ヵ所

・集落単位の祭りを地域の祭りにする
・小中学生を中心に集落間、世代間の交流を活発
にする
（外から見ても楽しそうな雰囲気作り）

工業団地を埋める

大学・専門学校等の教育機関の誘致 市・事業者 駅周辺に１校

1か所

２カ所

産業の振興
（Uターンしたくなる
働く場所、起業で
きるような人材育
成）

景気に左右されない企業の誘致
（製薬会社や研究機関など）

市

漆の新たな商品開発・活用（海外へ）

・市
・生産者

歴史イベントと組んだ特
産品フェスタ開催

季節ごと年4
回開催

地域限定販売商品（お酒など）

…実現のための取組… …目標数字…

わくわくするまち
にのへ
[住む人も来る人も
楽しい]

観光の振興 四季を通じたイベント、体験ツアーの開催

・市
・地域
・ボランティア
・民間事業者

交流人口　50％UP歴史イベント・オリエンテーリングアプリ

金田一温泉フルーツテーマパーク
（六次産業、観光、温泉の複合施設）
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…将来像… …役割分担……実現のための取組… …目標数字…

新幹線駅まで15分のニュータウンを整備して安価
に提供する
交通利便性の高さをアピールする
（市外で働いても暮らすのは御返地）

市：ニュータウンの道路、上下
水道整備
地域：ニュータウン整備のため
の土地の取りまとめ

定住人口 100人

市内各小学校
（複合施設として）

８校

各1施設以上

社会基盤の整備 駅周辺地区区画整理事業の推進 ・市 平成40年度事業完了

100％

10％減

高齢者の活用と登用

健康診断項目増など充実と受診率の向上

介護制度、サービスの充実

三世代学校（公民館・子供と老人のデイサービス・
学校が一体の建物）

市・事業者

健康寿命の延伸
生きがいづくり
　・運動教室　・地域サロン　・料理教室

・市

・サービス事業者

・医師会、医療機関

・町内会・自治会

健診受診率

医療費の抑制

元気なまち
にのへ
[三世代が元気で
明るい地域]

子育て支援
（地域で子供を育
て、女性が安心し
て暮らせる、働け
る環境づくり）

保育サービスの差別化

・市

・民間事業者

・24時間保育施設
・看護付保育施設
・短時間保育施設
・無制限学童保育施設

・保育施設数の現状維持

・18歳未満、その保護者
医療費全額助成

サービス時間の延長

施設、スタッフの充実、託児所（子供のデイサービ
ス）

医療費助成制度
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…将来像… …役割分担……実現のための取組… …目標数字…

・地域貢献のポイント制度を作る
（頑張った人には地域通貨の配布や医療費の軽
減などでやる気を継続させる）

・地域
⇒制度の周知、活用、維持、
改善

地域で支援を受けた子ど
もの数

30人

・子どもと高齢者が関わる環境つくる
・年配の方が若い世代（地元、観光客）に生活の
知恵等を紹介する
（生きがいのある高齢者は健康に暮らせる）

・市
⇒制度の組み立ての支援（や
ること、やってほしいことのマッ
チング）
・地域
⇒やれること、やってほしいこ
とリストの作成

地域で支援活動をした高
齢者の数

60人

・近所の老人が子どもを見てくれる
・地域で子育てヘルパーを募る
（地域コミュニティの再生、お互い様の精神を取り
戻す）

地域のきずな再生
一人暮らし老人（男性）が交流できる場
　→イベントを考え運営（飲み会など）

町内会・自治会 最低４回／年
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…将来像… …役割分担…

年１回以上ワークショップ開催

消費電力100％地元発電

雇用拡大で若者を増やす町

月１回開催（年１２回）

再生エネルギー・地元農産物活用
温泉施設・宿泊施設を地元の再生エネルギーで賄うとともに、地元農畜
産物販売する。

地元流通マネー 地元専用のマネーを作り、循環型社会を形成する。 商工会：地域流通マネーの発行 生活費の８割を地元マネーで賄う

ミニ産直施設

・雇用３割増
・市民所得3割増

起業促進
企業誘致

誘致企業に対し優遇措置を講ずる
企業セミナー、情報収集・提供
経営コンサル、カリスマ経営者等への相談体制の構築

市
民間事業者

起業者の増加５％

就労場所を増やす
大手企業の誘致

・市
・市内企業

雇用の場の確保

各集落にミニ産直を設置
地域：農産物生産・販売、販売所整備
市：補助金交付 ミニ産直施設10施設整備

…目標数字…

新名所を作って観光客を呼ぼう
日本一の漆関係の建物建設

全面漆塗りの施設の整備

・市

・民間事業者

浄法寺漆のPR

寂聴さんのロウ人形を制作

教育の振興 大学、専門学校の誘致
・市

福祉の向上 託児サービスの充実 ・市
・地域
・ボランティア
・民間事業者

交流人口　50％UP

１校建設
（学校の種類は問わない）

・観光客３倍増

浄法寺地区ワークショップまとめ

エコライフ推進 昔の暮らしエコライフ勉強会開催
市：情報提供
地域：勉強会開催

農畜産物とエネルギ-の地産地消
太陽光発電施設整備

各集落に太陽光発電パネルを設置
地域：用地を提供
国・県・市：補助金交付

生活環境を充実させ、人口を増やす町

特産品の開発、販売

…実現のための取組…

仕事の職種が選べ、起業がしやすい町

市民の声が行政に響く暮らしやすい町 市民の声が届けやすい環境整備 タウンミーティングの開催 市、地域、民間事業者
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…将来像… …役割分担… …目標数字……実現のための取組…

　

天台寺サマーキャンプ実施 天台寺関係者、教育委員会：企画運営
市内の小学校６年生は全員参加
開催５年後には県内の小学生に拡大募集
10年後には全国の小学生に拡大募集

空き家等情報システムの構築（市営住宅・古民家、職業情報の一元化）

市
企業
市民

食文化発信 ネット（スマホアプリやQRコード、VR等）を活用したグルメマップの作成

移住者の増加
交流人口の増加

市
生産者
事業者
商店街

市内B級グルメのランキング等格付を実施

地域の在来種、固定種の発掘・活用

スリムな生活スタイルと食文化発信 住宅・交通 カーシェアリングを導入する。（重機・農機具等含む）

消防団員を活かした交流人口拡大 交流人口拡大 イケメン消防団のイケメンカレンダーを作成
消防団：イケメン消防団員カレンダー作成
市：広報にイケメン消防団を掲載

月１で掲載
１年後にはカレンダーを作成

教育環境の整備
・文具・子供服・本屋など子供関係商店設置
・塾や習い事事業所の誘致
・専門学校（デザイン・技術者等）の誘致

市：企業への助成による施設整備促進 設置目標５年以内

医師の募集

医師養成　　　　人、医療施設　　　　施設

　 天台寺雅楽の本格的な復活（宮内庁から専門講師招聘） 教育委員会：小中学校の教育の一環として取り組む。 講師を年1回招聘、学習発表会などで発表

地域：用地提供、施設管理 整備率10年後50％

平成２８年度から実施

ひとり親対策 ひとり親（父子家庭等）への支援強化 国：手厚い支援制度の仕組・制度創設 平成28年度から実施

通学路整備 通学路の安全対策、融雪対策

天台寺を中心とした心の健康を養える町 天台寺観光の推進 お遍路や写経を含んだツアーを組む（漆器での料理提供など）
観光協会、天台寺ボランティアの会：ツアー企画
旅行会社：事業運営

１回のツアーで20人確保、年24回開催

ミニ公園整備 ミニ公園整備（徒歩10分圏内毎）

親が楽しく安心して子育てできる町（子育てしやす
い町）

医療の充実 高校卒業まで医療費の無料化 市：医療費補てん

市：通学路整備
地域：スクールガード等のボランティア

スクールガード、民間企業の参加率：100％

　 産科・小児科・皮膚科などの専門医開業 市：医師確保対策拡充、開業医開設特別支援

保育所
病時保育

保育所入所の規制緩和 国、市：保育所入所の規制緩和 希望者入所100％

子どもの森整備 天台の湯周辺に子どもの森を整備 市：施設整備

子ども利用施設 子どもが利用する施設は全て無料化
市：無料化手続きの簡素化、企業助成による施設整備促
進

個人利用者20人/日
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…将来像… …役割分担… …目標数字……実現のための取組…

市
市民
企業

イングレスなどのITイベント開催
ツイッター等　毎日更新
スマホ活用勉強会　年３回

市民も一緒取り組むPR上手な町 情報発信の強化
ITの上手な活用（特にスマホ）、イングレススポット、聖地巡礼スポット、
お年寄りの昔話発信

市公式ツイッター、フェイスブック隊員の任命

老若男女誰もがITを活用できる勉強会開催（スマホ活用勉強会等）
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