
〇第２次総合計画

　　　　　　　

※1…R2年度アンケート実施予定
※2…H27WSでの聞き取り件数

★今回検討すべき「新しい視点」

・新型コロナウイルス感染症による影響
と「新しい生活様式」への対応

・SDGs(持続可能な開発目標)を意識し
た施策の推進

・Society5.0(未来の情報化社会)による
デジタル化の推進

・地方交付税の大幅な減少等に対応し
た、持続可能な行財政運営

まちのにぎわい創出などを通じ、地域コミュニティや若者交流の活性化を担うリーダー“候補者”の活躍

漆や農業など地域資源の振興に携わる担い手の増加や、国内外で高い評価を受ける民間企業の活躍

歴史や先人についての学習と国際化教育の推進による、ふるさとへの思いとグローバル感覚を持った子どもたちの育成

(再)交流イベント参加者数

(再)漆関連産業後継者数(累計)

海外派遣研修参加者数(累計)

政策２

目標指標 R2目標 R1実績

地域活動参加率 30% ※1

ワークショップの提言を政策
に反映した数 ※2 10件 ８件

住みたい、戻りたい、担いたいと若者が思えるふるさとづくり

交流と活躍の場が広がる　女性が住みやすいまち

生活に身近な道路をつくる　道路の安全を確保する 中村杉中線等市道の改良整備、生活に密着した狭あい道路の整備

大平配水池の施設、道路整備に即した下水道整備

施策などを同じくする近隣市町村等との連携

※ 主な事業費 … 各施策ごとの代表的事業を掲載。事業費はH28～R1の決算額とR2の予算額の合計。
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２．子育てを支える

１．しごとをつくる

４．まちをつなぐ

３．暮らしを守る
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２．人口減少に
　　対応する

１．人口減少に
　歯止めをかける

目標指標 R2目標 R1実績

合計特殊出生率 1.70(H30) 1.37(H29)

移住・定住者数 10人 11人

目標指標 R2目標 R1実績

将来を見据えた効率的で効果的なまちづくり

安全で安定した水の供給　環境にやさしい水処理

未来を見据えた都市づくり　新しいまちを創造する

みんなの夢

人が輝き　未来をひらくまち　にのへ

しごと・産業・交流

　地域特性を活かし
　豊かで活力に満ちた
　産業のまちづくり

子ども・若者・女性

　若者・女性がいきいき輝き
　子どもの声があふれる
　まちづくり

　健康で安心できる暮らしで
　笑顔がいっぱいのまちづくり

暮らし・安心・健康

地域力・行政力・共創

99,599
百万円

―

(純生産額)
75,280百万円

13,700人

市内総生産額※2

就業者数※1

R1実績R2目標目標指標

文化・スポーツ施
設利用者数

262,000人 262,819人

健康寿命※1
男66.3
女67.2

―

特色を活かした取り組み

エネルギー

ブランド・流通

観光・交流

雇用

地域企業

農業・林業

うるし

前期基本計画

産業を支え地域を守る“人財”の育成・確保

地域に根ざし顧客に喜ばれる商工業の振興と商店街の魅力づくり

成長産業を担う経営体の育成と農山村（ふるさと）の維持・継承

世界に誇る漆(japan)の郷の創造　伝統、文化、産業、観光をつないで

子どもたちも親も健やかに育つまち　安心と喜びを感じる子育て

エネルギー資源を活かす　人にも経済にも優しいまちづくり

地域を元気にする「地域ブランド」の確立と収益性の高い流通体系の構築

地域の宝を磨き人を誘う“また訪れたくなる”観光地づくり

※1,2…出典元の市町村民所得推計(県)の算
定方法変更に伴い再検討の必要あり

結婚支援

移住・定住

学校教育

子育て

出会い、お付き合い、結婚の縁結び

暮らしやすさがちょうどいい　二戸での暮らし

未来を拓く子ども一人ひとりの夢を育む

み
ん
な
の
目
標

政策１

　満足度・幸福度が高い
　共に創るまちづくり

※1…出典元の国保データベースの算定方
法変更に伴い再検討の必要あり

政策３

合計特殊出生率…県保健統計
移住定住…市独自にH28～R1累計

芸術文化・スポーツ

若者の活躍

女性の活躍

特色を活かした取り組み

公共交通

生活環境

生涯学習

地域

防災・減災

生活安全

高齢者

福祉

健康

歴史・伝統

特色を活かした取り組み

政策を支える土台・原動力

挑戦します！
　次代へ紡ぐ
　　ふるさとづくり

～人づくり、多彩な交流、
 　　共創で紡ぐまち～

シティセールス

自治体連携

行財政経営

上下水道

都市計画

道路

民間力の活用

市民提案

人
づ
く
り

市
民
参
画

地域を担う人づくり

産業を担う人づくり

未来を担う子どもの育成

企業・団体・NPOなどの民間力を活かす

生
活
基
盤

行
政
経
営

にのへを売り込む　関わる人がどんどん広がる

自治体間の連携　まちがつながる力を活かす

総合計画の推進

これまでの取り組み

主な事業費 ※ 

事業名 事業費(千円)

担い手育成や基盤整備の推進、果樹・畜産物などの高付加価値化

漆掻き・漆塗りなどの職人育成と原木管理の推進

中小企業融資事業 503,834

特産物等流通拡大支援事業費補助金 15,350

企業と求職者のマッチング及び人材確保につながる事業の推進

地域経済牽引企業及び中小企業への新事業展開支援

目標指標等の達成状況

指標 R2目標 R１実績

一緒に集まり、話し合い、取り組む　市民のまちづくり

市民と力を合わせて取り組む総合計画

地域を守り地域をつくる人を育てる

産業を支える後継者と伝道者を育てる

ふるさとの未来を担う子どもたちを育てる

歴史文化の薫るまち　歴史と伝統を引き継ぎ生かす

豊かな心と健康な体を育む　芸術文化・スポーツのまち

若い時から健康な心と体づくり　健康寿命延伸への挑戦

住み慣れた地域で支え合う　福祉の絆づくり

生きがいをもって地域に貢献する　活躍する高齢者

日常生活の安全・安心を地域で守る

自助・共助・公助で災害を防ぎ、備える

地域を見直し、地域を盛り上げる

誰でもいつでも学べる　地域ぐるみで交流を深める

環境にやさしいまち　ごみ減量に取り組むまち

暮らしの足を確保　利用しやすい公共交通

特産品のブランド力向上支援、事業者連携による商品開発の推進

「にのへ型ﾃﾛﾜｰﾙ」による戦略的情報発信と受入体制づくりの推進

学力向上推進事業 16,681

25人26人漆関連産業後継者数(累計)138,190漆掻き職人育成事業

県営畑地帯総合整備事業 174,898 畑地かんがい事業整備面積 180ha 131ha

中小企業資金融資件数 40件/年 30件/年

ふるさと就職支援事業 3,482 就職決定者数 100人/年 87人/年

にのへ型テロワール事業 89,482 観光客数 700,000人 406,241人

アンテナショップ等出荷額 6,720千円 5,735千円

新エネルギー戦略推進事業 13,834 充電ｲﾝﾌﾗ整備 ６基 ６基

病児保育施設整備、児童クラブ受け入れ拡大、産前産後支援 病児等保育事業 186,882 地域子ども子育て支援拠点数 ４カ所 ５カ所

次世代自動車充電設備導入、民間企業による風力発電設備の設置

全国学力テスト(小6算数) 101% 104%

移住支援補助制度の創設、窓口相談、支援の推進 移住定住推進事業 25,319 移住者数(累計) 10人 11人

東京学芸大との連携をはじめとする学力向上、小中学校の学習環境整備

交流イベント参加者数 100人 1,100人

各種審議会等への女性委員登用の推進 男女共同参画推進事業 916 審議会等への女性登用率 30% 27.20%

女性若者交流支援事業(iサポ関連) 415県支援センター「i-サポ」登録支援

(再)交流イベント参加者数 100人 1,100人

史跡九戸城跡の環境整備、エントランス広場整備 史跡九戸城跡環境整備事業 198,122 九戸城跡案内客数 3,300人 6,193人

地域の元気づくりにつながる交流イベントの開催支援 女性若者交流支援事業 3,129

市文化祭入場者数 5,500人 4,884人

健診受診率向上策、精神保健事業の推進、国保診療所の維持 健康管理システム 19,674 特定健診受診率 52% 48.90%

いわて国体(H28)開催、芸術・文化団体育成 芸術文化振興事業 27,947

就労・増収につながった件数 5件 3件

ロコモティブシンドローム事業など介護予防の推進 ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予防事業 58,743 ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの市民認知度 41% 24.90%

相談体制の強化、地域包括ケアシステムの構築、推進 生活困窮者自立支援事業 48,228

消費者啓発事業 80,576 消費者生活関係出前講座受講者数 240人/年 178人/年

消防団の機能別団員制度導入、雨水排水路整備 雨水排水施設整備事業 173,332 雨水排水路整備延長 2,500m 696m

地域、団体等が主体となった防犯活動の推進、生活相談体制の強化

町内会活動の支援、宝を生かしたまちづくりの若年層への展開 市民協働推進事業 70,605 活動支援交付金申請数 152件 154件

青少年への体験的・交流的活動の提供 地域学校協働推進事業 32,221 放課後子ども教室利用者数 16,000人 15,414人

草ごみ分別収集、ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ設置など、ごみ減少取り組みの展開 ごみ収集委託事業 663,409 古紙売却量 350㌧ 285㌧

循環バス(八幡下～荷渡)の運行開始 コミュニティバス運行事業 200,028 コミバス利用者数 35,000人/年 28,046人/年

66人 52人

26人 25人

100人 1,100人

総合計画推進委員会の開催 ふるさと共創推進事業 6,231 意見反映の数 ４件 ５件

(再)公民連携まち再生事業 68,567 WSでの意見反映の数 10件 ８件

公民連携まち再生事業の推進（金田一、天台寺、九戸城跡） 公民連携まち再生事業 68,567 まち再生検討組織数 3件 2件

出前講座や政策説明の機会など、意見聴取の実施

2,402,241 改良済延長 304.8㌔ 302.5㌔

土地区画整理事業、金田一近隣公園施設整備の推進 駅周辺地区土地区画整理事業 3,188,583 整備面積 54.3ha 49.1ha

資料２－２

自治体連携推進事業 8,354 連携の枠組み 5件 5件

ストーリー性を持ったPRの展開、ふるさと納税の推進 シティセールス推進事業 7,266 ふるさと納税件数 6,000件 3,965件

配水施設整備事業 537,431 水道普及率 97.30% 98.20%

効率的な行財政改革による市民サービスの向上 市役所駐車場用地購入 31,265 職員数 318人 332人

道路新設改良舗装

基本構想


