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政策項目No.１：国際競争力の高いものづくり産業の振興 

 
課題 景気回復のペースが鈍いことに加え、東日本大震災津波により多くのものづくり企

業が被災したことから、できるだけ早期に平成20年以前の水準を取り戻すとともに、

中長期的にも着実に伸長・拡大が可能な足腰の強い産業構造を構築するための取組

をより一層推進する必要があります。  

地元企業の求人数が減少し、「製造業に就職した者の県内割合」は低下し、若者の

県外流出に歯止めがかからない状況となっています。地元企業の早期の経営体力の

回復等による雇用の場の創出・拡大、企業ニーズに的確に対応した技術者の養成な

どを進め、人材の県内定着を促進するための取組をより一層強化する必要がありま

す。  

以上のことから、「ものづくり産業の製造品出荷額」と「製造業に就職した者の県

内割合」の向上を目指すためには、早期の業況回復、足腰の強い産業構造の確立、

優れたものづくり人材の育成、雇用受皿の拡大等に向けた取組をより一層強化し、

総合的に進めていく必要があります。  

 

今後の方

向 
東日本大震災津波により被災したものづくり企業の早期事業再開と復興支援に取

り組みます。  

本県産業をけん引する自動車・半導体関連産業について、引き続き産学官ネットワ

ークを基盤とした連携交流、技術開発、取引拡大等の取組を強化し、早期の業況回

復を促進するとともに、技術力向上や次世代技術の開発等を支援します。  

医療機器関連産業について、足腰の強い産業構造を構築するため、地場企業の新規

参入や取引拡大に向けた展示会出展支援や試作補助など「医療機器関連産業創出戦

略」を着実に推進し、自動車・半導体に次ぐ中核産業となるよう取り組みます。  

基盤技術の競争力強化について、三次元設計開発、組込みソフトウェア、ものづく

りとソフトウェアの融合技術など、ものづくり基盤技術を軸とした高度技術者育成

と企業の技術開発力向上等を支援し、高付加価値型で国際競争力の高いものづくり

産業の基盤形成を促進します。  

成長産業や内需型産業などの新規立地や工場増設等を引き続き促進することによ

り、早期の製造品出荷額の回復や雇用の場の拡大を図ります。  

県内各地域において、きめ細かな企業ニーズに基づく各種支援を通じて雇用吸収力

の拡大等を促進するとともに、地域の特徴を生かしたものづくり基盤の構築と形成

を推進します。  

優れたものづくり人材の育成・定着のサイクル確立に向けて、地域ものづくりネッ

トワーク相互の連携による各地域の技術者育成機能の底上げなど、ものづくり人材

育成を推進します。  

以上のことから、国際競争力の高いものづくり産業の振興に向けた取組を進め、沿

岸地域と内陸地域との連携によるものづくり体制の強化や更なる産業集積・新産業

の創出を図り、本県の産業のけん引役であるものづくり産業の復旧・復興から更な

る発展を目指します。  
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評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

革新的な医療機器を開発し、医療機器産業の創出と企業誘致、雇用拡大を図るため、

「革新的医療機器創出・開発促進事業費（Ｈ24予算315,000千円）」を措置しました。 

ものづくり産業とソフトウェア産業の融合を促進し、関連産業の高付加価値化と集

積を促進するため、「ものづくり・ソフトウェア融合促進事業費補助（Ｈ24予算6,169

千円）」を措置しました。 

 

＜②既存事業の拡充＞ 

自動車関連企業の技術高度化や新技術開発を支援し、新規参入や取引拡大を促進す

るため、「自動車関連産業創出推進事業費（Ｈ24予算45,693千円）」を拡充しまし

た。 

新規立地や増設を促し、震災からの復興及び雇用の場の拡大を図るため、「企業立

地促進奨励事業費補助（Ｈ24予算331,300千円）」の補助要件緩和、補助率拡充をＨ

25年度まで２年間延長します。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

優れたものづくり産業人材の育成・定着を図るため、全県的な連携組織の設置をは

じめ、人材育成機関相互の情報共有による効果的な事業の展開を図ります。 

 

備考  
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政策項目No.２：食産業の振興 

 
課題 東日本大震災津波により大きな被害を受けた水産加工業の早期復興や、食産業が高

い付加価値生産性を持つ総合産業として成長するためには、地域が有する資源や人

材など様々な力を結集し、新しいビジネスモデルを創出していくことが重要です。 

また、低価格志向の高まりや、原材料・燃料などの資源価格の上昇から企業の収益

が圧迫される傾向が見られるなど、依然として厳しい状況下にあることから、コス

ト削減を図りつつも、消費者に選んでもらえる“岩手の地域資源を生かした商品づ

くり”を行う必要があります。 

さらに、「食の安全・安心」を基調とする消費者ニーズ等に総合的に対応するため、

商品開発の段階からの一貫した取組が必要です。 

地域経済をけん引する企業を中心とした支援に取り組むとともに、生産者や中小企

業との連携をより一層進め、一体的な成長を促進する必要があります。 

以上のことから、食産業の更なる発展を図るためには総合的な一貫支援を継続する

とともに、さらに「食の安全・安心」を推進する必要があります。 

今後の方

向 
水産加工業を中心とした食産業関連企業の早期復興支援とともに、民間アドバイザ

ー等の活用など、様々な施策を講じ付加価値生産性の向上に取り組みます。 

社会経済状況の変化に対応し、「食の安全・安心」を基本とした“岩手の地域資源

を生かした商品づくり”を進めるため、岩手県産業創造アドバイザーや県内外の有

力企業等のノウハウを活用した商品開発や品質管理、流通改革、販路開拓支援など

の一貫した支援に取り組みます。 

中核企業の商品開発力や、有望なシーズ（地域資源）、企業の経営資源等を核とし

た戦略的な連携を促進し、相乗効果の創出による産業規模のスケールアップに取り

組みます。 

取引先の高い要求に対応するとともに、新しい取組を加速化するための原動力とな

る人材の育成に取り組みます。 

以上のことから、ビジネスモデルの創出や県産品のシェア拡大を図るとともに、関

係機関や食品事業者等が参画し、安全・安心のフードチェーン構築による地域活性

化を目的とするフード・コミュニケーション・プロジェクト（ＦＣＰ)岩手ブランチ

を活用してネットワーク及び連携体制の構築等による食産業振興の加速化を図りま

す。 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

取引先の高い要求に対応するとともに、新しい取組を加速するための原動力となる

人材の育成のため、「食のパワーアップ人材育成事業費（Ｈ24予算32,906千円）」

を措置しました。 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

沿岸地域の早期復興のため、被災した水産加工事業者に対して、トヨタカイゼン方

式の導入など、水産加工業の付加価値生産性の向上を進めます。 

 

備考 
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政策項目No.３：観光産業の振興 

 
課題 東日本大震災津波により、沿岸部を中心に多くの観光施設が被災し、その早期の復

旧が課題になっています。 

発災や原子力発電所事故による風評や本県訪問に係る自粛・遠慮ムードにより減少

した国内外からの観光需要の回復が急務となっています。 

特に被災した沿岸地域では、観光復興の中心的役割を果たす人材の育成や施設の経

営改善が課題となっています。 

以上のことから、被災した施設の早期復旧、観光需要の回復に強力に取り組むほか、

経営の改善や人材の育成なども取り組んでいく必要があります。 

 

今後の方

向 
被災した観光関連施設の復旧・復興を融資・補助制度の活用等により支援していき

ます。 

国内外からの観光需要回復のために、本県の観光客受入状況に係る正確な情報発

信、現地視察の実施などに引き続き取り組みます。 

沿岸部を含め県内観光資源の新たな発掘や磨き上げを図り、平成24年４月から６月

まで実施するいわてデスティネーションキャンペーンを中心に、首都圏を中心とし

た県外からの誘客を強力に推進するとともに、平泉の世界遺産登録効果を全県に波

及させるために、新たな旅行商品の造成等を積極的に進めます。 

特に沿岸部の観光の復興に向けては、観光復興の中心的役割を果たす人材の育成や

施設の経営改善に取り組みます。 

以上のことから、施設の復旧、情報発信、観光資源の開発や受入態勢の整備、さら

には大規模キャンペーンを通じた宣伝誘客などにより、本県の観光産業の振興に取

り組みます。  

 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

国内外の学会事務局やコンベンション専門企業等を中心とした個別セールスを実

施するため、「みちのくコンベンション等誘客促進事業（Ｈ24予算3,600千円）」を

措置しました。 

「いわてデスティネーションキャンペーン」終了後も引き続き、全国に向けた情報

発信と誘客事業を継続的に実施するため、「イーハトーブいわて観光振興事業費（Ｈ

24予算37,600千円）」を措置しました。 

 

外国人個人旅行客の受入態勢強化のため、通訳案内士などを活用して平泉に定時ガ

イドを配置する「訪日個人旅行受入態勢整備事業費（Ｈ24予算6,952千円）」を措置

しました。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

いわてデスティネーションキャンペーン推進協議会負担金については、テレビＣＭ

のほか、国と東北６県が連携して実施する東北博覧会や大型イベント「東北六魂祭」

の場を活用した全国に向けた情報発信により、誘客を強化します。 
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東北観光推進事業費及び国際観光推進事業費については、国外からの本県の観光客

受入状況に係る新たなホームページを開設するなど、正確な情報発信の強化を行い

ます。 

県北・沿岸地域産業振興戦略事業費（県北・沿岸地域観光力強化支援事業費）につ

いては、観光復興の中心的役割を果たす人材の育成を行います。 

 

備考  
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政策項目No.４：地場産業の振興 

 
課題 地場産業が継承されていくためには、技術者の高齢化等に伴う後継者不足が課題と

なっています。多くの地場産業に関わる事業者は、経営難のため新規従事者を雇用

できない等の理由から担い手が不足する事態となっており、事業者の経営の向上が

必要となっています。 

ライフスタイルの変化や消費者ニーズの多様化により伝統工芸品の需要が減少し

ており、ライフスタイルにマッチする新商品の企画・開発や伝統工芸品を使うこと

によって得られる価値等の情報発信が必要となっています。 

伝統工芸品の購買層の高齢化が進んでおり、次世代に引継がれていくためには、「将

来の使い手」の育成が必要となっています。 

東日本大震災津波後、県内外において特産品購入による復興支援を目的としたイベ

ントが多数開催されているほか、アンテナショップにおいては多くの方に県産品を

利用いただいており、これらが一過性のものとならないための取組が必要となって

います。 

新商品の企画・開発については、「いわて希望ファンド」や各機関による支援など

により、着実にその取組が進捗していますが、さらに同ファンド等による支援を拡

大するため、今後は事業者が各種支援制度を活用しやすい環境を整えていく必要が

あります。 

以上のことから、景気悪化の影響などにより、地場産業事業者の経営向上を図ると

ともに、新商品の企画・開発、情報発信、「将来の使い手」の育成や、復興支援イ

ベントをきっかけとした「つながり」の定着に向けた取組を推進する必要がありま

す。  

 

今後の方

向 
後継者不足を改善していくために、物産展や見本市、伝統工芸品の展示販売会の開

催、アンテナショップにおける情報発信等により、事業者の販売機会確保、販路開

拓等を支援し、事業者の経営向上に取り組みます。 

ライフスタイルの変化や消費者ニーズの多様化に対応するために、支援制度の活用

促進や、消費者ニーズの把握機会提供等により新商品の企画・開発を支援するとと

もに、伝統工芸品の有する特徴や伝統工芸品のある生活シーンの提案などの情報発

信に取り組みます。 

将来の伝統工芸品の使い手を育成するため、若年層に対して地場産業への理解を深

める取組を行います。 

東日本大震災津波後の復興支援イベント等をきっかけとした「つながり」の定着に

取り組むとともに、構築された販売ネットワークを生かした岩手ファンの拡大に取

り組みます。 

事業者が新商品の企画・開発に取り組むためには、自己資金確保のための経営の向

上が必要であり、販売額増加や販路拡大を目的として、物産展や展示販売会等への

積極的な出展を促します。 

以上のことから、首都圏等における物産展や展示販売会等の開催、アンテナショッ

プの活用、「将来の使い手」の育成等により、事業者の経営向上から新商品の企画・
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開発といった事業展開を支援するとともに、岩手ファンの拡大に取り組み、業界の

活性化支援を推進します。  

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

復興支援に係る取組の中で構築された販売ネットワークを生かし、岩手ファンの拡

大を推進するため、「復興支援物産展等推進事業費（Ｈ24予算7,000千円）」を措置

しました。 

本県伝統的工芸品産業をはじめとする地域資源を活用した産業に係る後継者の確

保・育成のモデルを確立するため、「伝統的工芸品等次世代継承事業費（Ｈ24予算

25,000千円）」を措置しました。 

 

備考  
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政策項目No.５：次代につながる新たな産業の育成 

 
課題 科学技術振興に対する国の支援が縮小傾向にあり、必要な研究資金を獲得するため

の競争は、より激しさを増しています。 

研究者の自由な発想に基づく技術シーズの創出の重要性は変わりません。有望なシ

ーズの発掘・育成の仕組みが必要です。 

構成事業の成果が「目指す姿」の指標に効果が表れるまでには時間がかかることか

ら、取組状況の適切な評価とともに、産学官による情報共有が重要です。 

東日本大震災津波により、沿岸地域の大学、研究機関、産業支援機関等も被災し、

その早急な復旧が求められています。 

以上のことから、企業や大学等研究機関など県以外の実施主体も含め方向性を共有

するとともに、より強い連携のもとでの取組が必要です。  

今後の方

向 
大学等研究機関と連携し、地域のニーズに対応した研究開発等を推進します。 

社会や産業界のニーズ等に基づく「新たな産業」の創出へ向け、異分野の研究者等

が参加する、組織や技術分野の枠を超えた研究会等により取組を推進します。 

イノベーション創出推進会議及び同ワーキンググループが中心となって、県以外の

実施主体の取組成果との一体的な評価やその方向性の検証、研究シーズの多面的な

評価による戦略的な育成などに、産学官が連携して取り組みます。 

震災からの復興へ向け、地域特性を生かした科学技術や学術研究の推進により、地

域産業の再生支援に取り組みます。 

以上のことから、「次代につながる新たな産業の育成」については、県以外の実施

主体との組織や技術分野の枠を超えた連携により、「研究シーズの創出と育成」か

ら、「新たな産業の『芽』の育成」、「次世代産業の創出」まで、それぞれの段階

に応じた取組を推進し、地域のニーズに基づく新たな産業の創出や震災からの復興

を目指します。 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

有望な研究シーズの発掘や産学官連携による共同研究を促進するため、「復興促進

戦略的研究開発推進事業費（Ｈ24予算7,480千円）」を措置しました。 

海洋、防災等、地域特性を生かした科学技術や学術研究を推進するため、「国際的

研究拠点構築事業費（Ｈ24予算2,709千円）」を措置したほか、研究者ネットワーク

を構築し、三陸をフィールドとした国等の研究プロジェクトを導入しました。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

「科学技術振興推進費（地域イノベーション推進）（Ｈ24予算2,000千円）」にお

いて、新技術に関する研究会を開催するなど、新たな産業の創出に向けた取組を強

化します。 

「いわて戦略的研究開発推進事業費（Ｈ24予算49,354千円）」により、産学官連携

コーディネータを設置するなど、産学官共同研究や、その成果の事業化支援機能を

強化します。 

備考  
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政策項目No.６：商業、サービス業の振興 

 
課題 目指す姿を実現するため、県や事業者、関係機関は多様な取組を行っているものの、

厳しい経済環境や商業をめぐる環境変化の影響等により、商業・サービス業は停滞

が続いています。 

少子高齢化などの社会情勢の大きな変化に加え、東日本大震災津波により、沿岸市

町村においては壊滅的な被害を受けた商店街も多く、住民生活に不可欠な商業機能

が低下しており、今後買い物弱者問題が深刻化する恐れがあります 

以上のことから、東日本大震災津波により被害を受けた商店街を、買い物の場、地

域コミュニティの再生の場として、復旧、復興させるとともに、県内の商業・サー

ビス業を活性化するため、地域住民のニーズに的確に応える商品やサービスの提供

を行おうとする意欲的な商業者やサービス業者の支援と併せ、住民生活に不可欠な

インフラである地域の商業機能の維持・強化に向けた地域ぐるみの取組を支援する

必要があります。  

 

今後の方

向 
東日本大震災津波により被害を受けた商店街の商業機能の回復に向け、商店街の再

構築につながる合意形成の取組等に対する専門家の派遣を行うとともに、商業機能

と併せ地域コミュニティの機能を高めるための取組への助成等により、商店街の活

性化を支援します。 

商業・サービス業を振興するためには、その担い手となる意欲ある商業者やサービ

ス業者を育成することが重要であることから、地域住民のニーズに的確に応える商

品やサービスの提供を行おうとする地元の商業者やサービス業者に対し、これまで

以上に支援機関との連携を強化しつつ、継続的な経営指導等に取り組みます。 

住民生活に不可欠な地域の商業機能を維持・強化するため、商店街の魅力向上を目

指して不足業種の導入や新規出店者の創出を行おうとする活動や商店街個店への来

店者を増加させようとする活動を促進するように取り組みます。 

以上のことから、東日本大震災津波の被害を受けた商店街の復興を柱として、専門

家派遣等の取組により、商業者やサービス業者の育成・支援を積極的に進めます。 

  

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

被災地域におけるまちづくりや商店街の復興に向けた取組に対し、商店街再生の専

門家の派遣を行うこと等によりその推進を図るとともに、新たな商店街の構築に向

けたモデル的事例を創出、波及させる「被災商店街にぎわい支援事業費(Ｈ24予算

4,314千円)」を措置しました。 

 

備考  
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政策項目No.７：海外市場への展開 

 
課題 原子力発電所事故の影響を受け、放射能風評による諸外国の輸入規制措置が講じら

れており、食品の輸出については、主要各国において日本政府（各都道府県）の発

行する原産地証明書を要したり、あるいは、中国のように水産物を除く日本産の食

品が事実上の輸入停止状態となっている国もあるなど、食品輸出を取り巻く環境が

厳しくなっています。 

工芸品の輸出は、東アジア向けの南部鉄瓶の輸出が順調に伸びているものの、その

他の工芸品の輸出は低調であり、海外展開を図る企業の裾野の拡大が課題となって

います。 

長引く円高傾向は、製造業では利益減や生産拠点の海外移転、産業空洞化といった

悪影響が懸念され、輸出企業や海外ビジネスへの参入を目指す企業、あるいは外客

誘致を展開する県内観光産業にとって大きなマイナス要因となりつつあります。 

以上のことから、県内企業を取り巻く経済環境は大きく変化したものの、国内市場

の成熟化・縮小化が進む現状において、企業の新たな海外販路開拓や需要開拓の必

要性は益々高まっており、東日本大震災津波からの地域経済の復興を図るうえでも、

県内企業の海外市場展開を積極的に支援する必要があります。 

 

今後の方

向 
成熟化・縮小化が進む国内市場に鑑みて、震災後の地域経済の復興を図るためにも、

企業の東アジアをはじめとする海外市場への展開支援は必要不可欠です。 

企業の海外市場への新規参入を促すとともに、既存ビジネスの拡大を図るため、海

外事務所や現地の人的ネットワークを有効に活用し、有望な業種・アイテム・市場

を見極め、戦略的な企業支援を行い、海外ビジネス展開の成功モデルの一層の創出

を図ります。 

県産品の輸出促進については、重点輸出県産品として、南部鉄器・日本酒のほか、

菓子等の加工食品を加え、ターゲットを絞って集中支援することにより、特に中国

市場を対象とした販路開拓を推進します。また、農林水産物の輸出促進については、

東アジアをターゲットとし、バイヤー招聘、現地商談会等を通じて積極的なプロモ

ーション活動を行い、本県産品の認知度向上及び安全性のＰＲを通じて取引の拡大

を図ります。 

インバウンド（外国人観光客）の誘致については、国外からの観光需要回復のため

に、本県の観光客受入状況に係る正確な情報の発信、現地視察の実施などに引き続

き取り組みます。 

以上のように、引き続き、県内企業の海外市場への展開支援を積極的に推進するこ

とにより、震災後の地域経済の復興に資するとともに県内企業の伸長を加速します。 
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評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

外国人個人旅行客の受入態勢強化のため、通訳案内士などを活用して平泉に定時ガ

イドを配置する「訪日個人旅行受入態勢整備事業費（Ｈ24予算6,952千円）」を措置

しました。 

新規市場における県産牛肉の輸出拡大のため、「いわて農林水産物ブランド輸出促

進事業（Ｈ24予算6,260千円）」を措置しました。 

 

＜②既存事業の拡充＞ 

中小企業の海外ビジネス展開・進出を一層促進させるため、現地商談会、復興支援

等フェアの拡充実施を内容とした「国際経済交流推進事業費（Ｈ24予算8,333千円）」

を措置しました。 

県産品の輸出促進については、中国向けの食品輸出に係る新たなネットワークを形

成し、風評の払拭や販促強化を図るため、「東アジア輸出戦略展開事業費（対中国

県産食品輸出ネットワーク形成事業費Ｈ24予算8,320千円）」を措置しました。 

重点輸出県産品（南部鉄器・日本酒・加工食品）の中国等での商談促進・販路拡大

を図るため、「東アジア輸出戦略展開事業費（重点県産品海外販路開拓支援事業 Ｈ

24予算5,498千円）」を措置しました。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

東北観光推進事業費及び国際観光推進事業費については、国外からの本県の観光客

受入状況に係る新たなホームページを開設するなど、正確な情報発信の強化を行い

ます。 

 

備考  
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政策項目No.８：雇用・労働環境の整備 

 
課題 県や市町村、関係団体による雇用情勢の改善に向けた取組も一因となり、県の有効

求人倍率は上昇傾向にあります。しかしながら、県内景気の低迷が続き、いまだ平

成20年秋以降の世界同時不況以前の求人の水準に届かず、目指す姿指標の「求人不

足数」「正規雇用求人不足数」が「Ｄ」となるなど、依然として厳しい状況にある

ことから、引き続き雇用の場の創出に向けた取組を進める必要があります。 

また、東日本大震災津波被災地の深刻な雇用情勢に対応するため、雇用の場の創出

に加え、離職者等に対する雇用相談や、再就職に向けた職業訓練などを実施する必

要があります。 

新規高卒者の雇用環境については、若干の改善傾向が見られるものの、なお厳しい

状況が継続することが見込まれることから、継続して就業支援員による就職指導、

企業訪問による職場開拓、ジョブカフェ等によるカウンセリング及び各種セミナー

開催など、就業支援の取組を行う必要があります。 

以上のことから、引き続き雇用環境の改善のために雇用の場の創出に取り組むとと

もに、各ジョブカフェ等やいわて求職者総合支援センターを中心として、若年者や

離職者に対する就業支援を継続していく必要があります。  

今後の方

向 
雇用対策基金を活用した事業や産業振興と連動した施策の推進により、引き続き雇

用環境の改善に取り組みます。 

被災地については、雇用の場の確保に加え、離職者等に対するきめ細かな生活・就

労相談や、復興需要に対応した職業訓練の拡充に取り組みます。 

若年者や離職者に対しては、各ジョブカフェやいわて求職者総合支援センターなど

における相談や、セミナー開催等の取組を通じて、就業に向けた総合的な支援を継

続して実施します。 

以上のことから、被災地域を重点とした雇用環境の改善に向け、産業振興施策や雇

用対策基金を活用した雇用創出や生活・就労相談や職業訓練の実施などの就業支援

の取組を着実に推進します。  

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

被災求職者と再生・復興に取り組む企業等との雇用のマッチングを促進するため、

「被災求職者等雇用・人材育成事業費（Ｈ24予算1,050,000千円）」を措置しました。 

 

＜②既存事業の拡充＞ 

被災した企業等への支援を通じて、産業復興による安定的な雇用を創出するため、

「事業復興型雇用創出事業費補助（Ｈ24予算11,375,000千円）」を拡充しました。 

沿岸地域における求職者の生活の立て直しから就労に至るまでの個別的な支援を

強化するため、「いわて求職者個別支援モデル事業費（Ｈ24予算 120,144千円）」

を拡充しました。 

沿岸地域における若年者の県内就職を支援するため、「ジョブカフェいわて管理運

営費（Ｈ24予算116,166千円）」を拡充しました。 

備考  
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政策項目No.９：農林水産業の未来を拓く経営体の育成 

 
課題 認定農業者数及び集落型の農業経営体数の確保は、概ね順調に進んでいるものの、

推進方策の経営改善計画目標を達成した認定農業者の割合は低いことから、農地の

利用集積等による経営規模の拡大、経営管理能力の高度化による農業所得の向上等、

経営の質的向上を図る取組が必要です。 

また、農業就業者の高齢化が進行していることから、地域農業の再構築に向け、

次代を担う若年層の確保・育成、企業の農業参入など、新たな担い手を確保する取

組が必要です。 

立地等の条件により担い手農家とのマッチングに至らず、耕作放棄地の解消などが

進まなかったことから、経営資源（生産基盤）の有効活用を図る取組が必要です。 

 【林業】 

平成32年までに木材自給率50％を目指す、国の「森林・林業再生プラン」が平成23

年度から本格的にスタートしたことから、施業集約化の提案や低コストの搬出間伐

等を実践できる林業事業体や人材の育成がますます重要になっています。 

 【水産業】 

東日本大震災津波により、漁業経営に必要な漁船、漁具、養殖施設などの生産基盤

に壊滅的被害が生じたことから、生産者が意欲と希望を持って生産活動を行うこと

ができるよう、設備・施設等の速やかな復旧・整備を図る必要があります。 

以上のことから、農林水産業を、地域経済社会を支える基盤となる産業として確立

するため、意欲と能力のある経営体の育成に重点的に取り組むとともに、経営資源

（生産基盤）の有効活用などによる一層の生産性の向上を図る必要があります。ま

た、岩手県東日本大震災津波復興計画に基づく取組を推進し、地域の農林水産業の

生産体制の復旧・整備を図る必要があります。  

 

今後の方

向 
認定農業者等の農地の利用集積や農業機械の共同利用の促進、経営多角化に引き続

き取り組むとともに、経営改善計画の着実な達成に向け、単年度計画の作成支援や

技術・経営指導を進めるほか、次代を担う青年農業者や他のモデルとなる意欲の高

い認定農業者の育成を進めます。 

また、農業者の高齢化に対応した地域の農業構造の再構築に向け、青年農業者の

確保・育成や担い手への農地の利用集積などを進めるためのビジョン作成を支援す

るとともに、集落営農組織の経営多角化・法人化の促進により、企業的な経営体の

育成に取り組みます。 

新規就農希望者に対する相談活動や農業研修の充実及び就農後の発展段階に応じ

た支援のほか、ＪＡ生産部会での新規就農者受入体制の構築や企業等の農業参入の

促進など、新たな担い手の確保・育成に取り組みます。 

耕作放棄地の解消に向けて、関係機関・団体と一体となり、担い手とのマッチング

など農地の再生利用を促進します。  

 【林業】 

地域森林経営プランの実践支援や低コスト作業システム導入の促進などにより、地

域けん引型林業経営体の施業集約化等の能力向上に取り組みます。 

  また、地域の搬出間伐を加速させるため、引き続き、核となる地域けん引型林業
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経営体と林業事業体が連携した「搬出間伐実践ネットワーク」の構築に取り組むと

ともに、高度な知識と技術を有する林業従事者の育成に取り組みます。 

 【水産業】 

漁業協同組合による漁船・養殖施設等の生産手段の一括購入や、共同利用システム

の構築・活用による協業体の育成などを通じて、担い手の確保・育成を支援します。 

以上のことから、農林漁業経営の高度化や生産の効率化を進め、高い所得を安定的

に確保できる経営体の育成を図るとともに、新たな担い手の参入や、農地、森林、

漁場等の経営資源（生産基盤）の有効かつ効率的な活用等の促進に取り組みます。

また、岩手県東日本大震災津波復興計画に基づき、地域の農林水産業の生産体制の

復旧・整備に取り組みます。  

 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

本県農業をけん引する先導的な経営体を育成するため、経営規模の拡大を図るため

に必要な機械・施設の導入を支援する「いわてリーディング経営体育成支援事業費

（Ｈ24予算30,000千円）」を措置しました。 

新規就農者の確保・定着を図るため、新規就農者に対し、就農給付金を交付する「い

わてニューファーマー支援事業費（Ｈ24予算226,086千円）」を措置しました。 

 

＜②既存事業の拡充＞ 

効率的かつ安定的な経営体を育成し、これらの経営体が農業生産の相当部分を担う

ような農業構造を確立するため、経営管理能力向上のための取組に対する支援及び

集落営農組織の作業受託面積の拡大に要する経費に対して助成するとともに、新た

に農地の出し手である離農者等に対し農地集積協力金を交付する必要があることか

ら、「農業経営基盤強化促進対策事業費補助（Ｈ24予算468,110千円）」を拡充しま

した。 

地域の農業構造の再構築のため、担い手を明確化し、農業の方向を定める地域農業

マスタープラン作成を支援する必要があることから「いわて未来農業の担い手育

成・確保推進事業費（Ｈ24予算20,402千円）」を拡充しました。 

地域けん引型林業経営体による森林施業の集約化を促進するため、小規模・分散し

ている森林簿データの整理や、森林現況調査等を行う人員を森林組合等に配置する

必要があることから、「提案型集約化施業推進サポート事業費（Ｈ24予算39,091千

円）」を拡充しました。 

搬出間伐等森林施業の集約化を促進するため、地域けん引型林業経営体と地域の建

設事業者・林業事業体等とが連携した新しい担い手を創出するとともに、必要とな

る搬出間伐の技術向上や林内路網の開設技術の習得に向けた研修会を開催する必要

があることから、「搬出間伐実践地域ネットワーク創出事業費（Ｈ24予算1,674千円）」

を拡充しました。 

被災した漁船及び漁具を復旧するため、漁協等が行う漁船及び漁具の整備支援を行

う必要があることから、「共同利用漁船等復旧支援対策事業費（Ｈ24予算1,104,610

千円）」を拡充しました。 

漁業・養殖業の再開を促進するとともに、本県水産業の復旧・復興を図るため、漁

業就業者の確保・育成及び着業の支援を総合的に実施する必要があることから、「漁
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業担い手確保・育成総合対策事業費（Ｈ24予算555,771千円）」を拡充しました。 

漁業と流通・加工業の一体的な再生を図るため、養殖施設や水産業共同利用施設等

の本格的な復旧・整備支援を行う必要があることから、「水産業経営基盤復旧支援

事業費（Ｈ24予算4,221,698千円）」を拡充しました。 

 

＜③計画策定、制度や組織体制の拡充＞ 

水産業の早期復興を進めるための人員を配置します。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

被災した沿岸地域において、低利用農地の再生利用と農地の利用集積を促進するた

め、「農用地災害復旧関連区画整理事業」により農地の復旧と一体となったほ場整

備を推進します。 

 

備考  
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政策項目No.10：消費者から信頼される「食料・木材供給基地」の確立 

 
課題 消費者の食の安全・安心に対するニーズが高まっている中で、県産農林水産物の評

価を高め、市場での地位を確固たるものとするため、安全・安心で高品質な農林水

産物の生産・供給体制づくりをさらに進める必要があります。 

本県の農業産出額は、減少傾向にあり、今後は、需要に即した産地づくりが必要と

なっています。 

  また、本県は、農産物（麦、大豆、園芸作物等）の単収が低く、年次変動が大き

いことから、地域課題に対応した技術開発と迅速な普及により、生産性の向上を図

る必要があります。 

さらに、近年需要が増加している加工・業務向けの野菜の生産体制の確立が必要

です。 

「いわてブランド」の確立に向け、新たな良食味米や、長期安定出荷体制の維持に

必要なりんどう、りんごなどの新品種開発が必要です。 

しいたけ生産振興については、高齢化等による生産者の減少や単価低迷に伴う減収

に加え、東日本大震災津波による生産基盤の流失などから生産量が大幅に減少して

いる状況にあり、被災した施設の復旧と新規参入者の確保を図る必要があります。 

県産材の供給については、東日本大震災津波により木材加工工場が被害を受け、木

材の流通が停滞していることから、被災した工場の早期復旧を図る必要があります。 

間伐については、伐捨間伐から搬出間伐への転換を促進するため、間伐経費の縮減

に向けた取組を強化していく必要があります。 

東日本大震災津波により、定置網や養殖施設等の生産関連施設から産地魚市場や水

産加工場等の流通・加工関連施設までの一連の施設等に壊滅的被害が生じたことか

ら、水産業の両輪である漁業と流通・加工業の一体的な再生を図る必要があります。 

以上のことから、消費者から信頼される「食料・木材供給基地」の確立に向けて、

岩手県東日本大震災津波復興計画の着実な推進により、農林水産業の生産基盤等を

復旧・整備するとともに、消費者や市場のニーズに対応した、安全・安心で高品質

な農林水産物の生産拡大と、生産性・市場性の高い産地づくりを一層進めていく必

要があります。  

 

今後の方

向 
環境に配慮した農業生産に引き続き取り組むとともに、主要産地を対象とした県版

ＧＡＰの普及・定着、より高度なＪＧＡＰへのステップアップに向け、ＪＧＡＰ指

導員等の養成やトレーサビリティシステムの導入拡大等に取り組みます。 

ニーズに対応した生産性の高い農産物の産地づくりを進めるため、気象や立地条件

を生かしながら、適地適作を基本とした売れる米づくりや園芸産地拡大実践プラン

の着実な推進により、産地の再構築に取り組むとともに、畜産においては、飼養規

模の拡大や飼料用米の活用促進に取り組みます。 

農産物の単収の向上・安定化を図るため、気象変動に対応した米、麦、大豆の栽培

技術や果菜類の長期多収栽培技術の普及・定着を図るとともに、県オリジナル品種

の開発に取り組みます。 

しいたけ生産振興については、水産業との複合経営導入による新規参入者確保対策
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や、津波で流失した生産基盤の復旧支援を進めるとともに、栽培技術研修会などに

よる生産体制の強化に引き続き取り組みます。 

県産材の供給については、被災した合板工場等の本格復旧・整備を支援するととも

に、現在流通が停滞している県産材の供給先確保に向けた活動を支援します。また、

しいたけ原木や製紙用チップ等に活用される広葉樹の安定供給体制の整備にも取り

組みます。 

間伐については、施業の集約化に加え、路網整備の促進、高性能林業機械の導入に

よる低コスト間伐を積極的に進めます。 

漁業生産の維持、回復を図るため、漁船、定置網、養殖施設等共同利用施設の復旧・

整備への支援のほか、サケ・アワビ等種苗生産施設の復旧・整備と生産の早期再開

により、つくり育てる漁業の推進を図るとともに、産地魚市場の早期再開支援や高

度な衛生・鮮度管理に対応できる中核的な産地魚市場の整備など、水産物供給体制

の早期復興に取り組みます。 

以上のことから、岩手県東日本大震災津波復興計画の着実な推進により、農林水産

業の生産基盤等の復旧・整備に取り組むとともに、全国トップレベルの「安全・安

心産地」の形成や、生産性・市場性の高い産地づくりの推進、多様なニーズに対応

した供給体制の確立、高品質・安定生産のための高度な生産技術の開発・普及等に、

引き続き取り組みます。  

 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

三陸沿岸地域において、生産性・市場性の高い産地づくりを推進するため、地域特

性・資源を有効に活用した野菜のハウス団地の形成を支援する必要があることから、

「三陸みらい園芸産地づくり交付金（Ｈ24予算38,811千円）」を措置しました。 

 

＜②既存事業の拡充＞ 

園芸主業型経営体を核とした園芸産地づくりを推進するため、園芸生産拡大計画の

作成や計画の実現に向けた活動、新作型・新品目の導入、葉たばこ廃作地への園芸

品目の導入を支援する必要があることから、「いわての新園芸産地構築支援事業費

補助（Ｈ24予算47,400千円）」を拡充しました。 

間伐材等の利用量の拡大と地域産業の活性化を図るため、木材加工・流通施設、木

質バイオマス燃料の製造・利用施設等の整備を促進する必要があることから、「森

林整備加速化・林業再生事業費（県産材活用促進緊急対策事業費補助）（Ｈ24予算

974,971千円）」を拡充しました。 

漁業と流通・加工業の一体的な再生を図るため、水産業共同利用施設の早期復旧に

必要な施設の修繕や機器等の整備を行う必要があることから、「水産業共同利用施

設復旧支援事業費（Ｈ24予算1,240,184千円）」を拡充しました。 

 

＜③計画策定、制度や組織体制の拡充＞ 

県産農林水産物の放射性物質の対策強化のための人員を配置します。 

水産業の早期復興を進めるための人員を配置します。 
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＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

東日本大震災津波による飼料不足に伴い減少した生乳生産量の回復を図るため、

「いわて酪農基盤再生事業費補助(Ｈ24予算12,000千円)」において、乳量生産に優

れた雌牛を確保し、酪農基盤を再強化します。 

県産畜産物の安全性を確保するため、「放射性物質被害畜産総合対策事業費(Ｈ24

予算950,145千円)」において、県内産粗飼料の放射性物質の調査を行うとともに、

採草地の除染（更新）や、廃用牛の適正出荷等を支援します。 

東日本大震災津波により、大船渡漁港及び釜石漁港に建設中の高度衛生管理型魚市

場が被害を受けたことから、早期の開設に向けて取り組みます。 

 

備考  
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政策項目№11：農林水産物の高付加価値化と販路の拡大 

 
課題 ６次産業化等については、農林漁業者や集落営農組織等による新たな取組が行われ

ていますが、商品開発や商談・起業に不慣れな生産者等が多いことから、継続的な

指導・支援が必要です。 

農林水産物のブランド化に向けては、卸売業者等からの評価を定着させるため、産

地と実需者とのマッチングなどの支援を進める必要があります。 

新築住宅着工戸数が落ち込む中、県産材の需要を拡大するため、工務店等実需者ニ

ーズに対応した木材製品を安定的に供給する仕組みの整備が必要です。また、県産

材を活用した復興住宅等の建築の促進や、県・市町村の率先した県産材利用を引き

続き進めていく必要があります。 

東日本大震災津波により、定置網や養殖施設等の生産関連施設から産地魚市場や水

産加工場等の流通・加工関連施設までの一連の施設等に壊滅的被害が生じたことか

ら、水産業の両輪である漁業と流通・加工業の一体的な再生を図る必要があります。 

多様な販売チャネルの確立と情報発信については、実需者や消費者の県産農林水産

物に対する認知度を高めてもらうため、商談会やフェアの開催による販売機会の拡

充や、「食のプロフェッショナルチーム」による販路開拓等の支援が必要です。 

輸出については、日本の食材の取扱に消極的になっている海外の実需者・消費者が

多くなってきていることから、県産農林水産物の安全性について、情報発信してい

く必要があります。 

食産業の復興推進については、全国から復興支援フェア等の申し入れがあり、部局

横断チームを設置して対応していますが、今後も全国からの支援を継続的に得るた

めには、復興状況等の情報を積極的に発信していく必要があります。 

地産地消の推進については、引き続き県民理解の醸成を図るとともに、学校給食は

もとより、企業等の給食事業などへも地域食材を安定的に供給できる体制の構築を

支援することが必要です。 

以上のことから、県産農林水産物の高付加価値化と販路拡大を実現するために、６

次産業化等に取り組む生産者等へのきめ細かな指導・支援や、ブランド化の推進、

国内外に向けた安全性や復興状況等の情報発信などに取り組む必要があります。  

今後の方

向 
６次産業化等に取り組む生産者等の育成については、起業構想・資金計画・雇用計

画等の策定支援や継続的なフォローアップに取り組むとともに、民間力を活用した

マーケティング支援を行います。また、事業者間のネットワークづくりと、総合的

な支援体制を構築します。 

農林水産物のブランド化に向けては、既開発商品の安定生産と新たなプレミアム商

品の開発に取り組むとともに、安全・安心やおいしさにこだわったプレミアム米や

プレミアム牛肉「いわて牛五ツ星」を、高品質な本県農林水産物の象徴として、本

県農林水産物全体の販売促進に取り組みます。 

建築士、工務店等と木材産業側との意見交換の場を設けるなど、建築分野のニーズ

の把握に努めながら製品供給力の向上を図ります。また、被災した沿岸地域の復興

住宅等への県産材利用を促進するとともに、公共建築物木材利用促進法を踏まえ、

公共施設整備や公共工事での県産材利用に取り組みます。 
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産地魚市場を核とした流通・加工体制の構築を図るため、産地魚市場の早期再開と

高度な衛生・鮮度管理に対応できる中核的な産地魚市場の整備等に取り組むほか、

加工機能の集積や企業間連携等により高生産性・高付加価値化を促進します。 

多様な販売チャネルの確立と情報発信については、商談会やフェアの開催による販

売機会の拡充や、生産者等への「食のプロフェッショナルチーム」による商品開発

や販路拡大の支援を図るとともに、民間力の活用等による効果的な県産農林水産物

の情報発信力の強化と消費者とのコミュニケーションの充実を図ります。 

輸出については、輸出コーディネーター・サポーターや「いわて農林水産物輸出促

進協議会」等の活動を通じて、海外実需者・消費者等に対して、県産農林水産物の

安全性をＰＲするなど、積極的な情報発信・販売促進活動に取り組みます。 

食産業の復興推進については、引き続き、特設サイトを活用した県内外に向けた情

報発信や、復興支援フェア等の積極的な対応により、生産者や事業者の復興に向け

た取組を支援します。 

地産地消の推進については、地域における関係機関・団体や、企業等と連携し、県

産食材に対する県民理解の醸成と地元食材の利用拡大を促進するとともに、給食施

設等への県産食材供給体制の強化を図ります。 

以上のことから、農林水産物の高付加価値化を図るため、６次産業化や農商工連携

の推進、安全・安心で高品質な商品の開発等に取り組むとともに、販路の拡大に向

け、多様な販売チャネルの確立と積極的な商品情報の発信等に取り組みます。 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

被災地における農林水産業の早期復興を図るため、被災地域の事業者等が行う県産

農林水産物を活用した６次産業化の取組を支援する「いわて農林水産業６次産業化

沿岸復興支援事業費（Ｈ24予算 63,760 千円）」を措置しました。 

新規市場における県産牛肉の輸出拡大を図るため、「いわて農林水産ブランド輸出

促進事業（Ｈ24予算6,260千円）」を措置しました。 

＜②既存事業の拡充＞ 

復興住宅や一般住宅での県産材利用を促進するため、県産材を積極的に活用する工

務店等を「いわて森の棟梁」として登録し、住宅建設への県産材の利用を促す取組

を支援するほか、建築ニーズに対応した、製材品の供給力を向上する必要があるこ

とから、「県産材需要拡大促進事業費（Ｈ24予算1,061千円）」を拡充しました。 

漁業と流通・加工業の一体的な再生を図るため、水産業共同利用施設の早期復旧に

必要な施設の修繕や機器等の整備を行う必要があることから、「水産業共同利用施

設復旧支援事業費（Ｈ24予算1,240,184千円）」を拡充しました。 

震災の影響により、流通量の落ち込んだ県産品の販路回復・拡大を図るため、量販

店での物産展の開催や県外各地での復興支援イベントを実施する必要があることか

ら、「いわて食材販路回復・拡大推進事業費(Ｈ24予算5,570千円)」を拡充しました。 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

原子力発電所事故による海外からの風評被害を払拭するため、海外フェアや展示会

等を通じて、海外実需者・消費者等に対して、県産農林水産物の安全性についての

訴求を強化します。 

備考  
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政策項目№12：「いわて」の魅力あふれる農山漁村の確立 

 
課題 旅行先の選定における他県との競合や、東日本大震災津波の影響のため、グリー

ン・ツーリズム旅行者が減少していることから、旅行者数回復に向けたＰＲ活動が

必要です。また、震災により沿岸部の体験施設や受入農林漁家が被災していること

から、受入体制の再構築が必要です。 

農産加工に取り組む女性起業者などの構成員の高齢化が進行していることから、若

い世代への経営や技術の継承による活動の活性化が必要です。 

非農家を含む保全活動への参加延人数を増加させるため、非農家の参加促進に向け

た取組を強化する必要があります。 

ニホンジカ、ハクビシンなどの被害に加え、新たにイノシシによる被害が確認され

るなど、野生鳥獣による農林水産被害が年々深刻化しており、広域的・効果的な被

害防止対策を進めることが必要です。 

「いわての森林づくり県民税」の認知度が低い状況にあり、制度や事業成果をこれ

まで以上に周知するとともに、県民の森林整備保全活動への参加意識をさらに高め

る必要があります。 

東日本大震災津波により、農山漁村の安全と生活環境を保全する施設等に壊滅的な

被害が生じたことから、農山漁村における安全で快適な生活環境の確保が図られる

よう、速やかな復旧・整備を図る必要があります。 

以上のことから、農山漁村の活性化を図るため、多様なグリーン・ツーリズムの展

開や農山漁村ビジネスに取り組む経営体の育成を進めるとともに、農山漁村の環境

保全と地域コミュニティの活性化を図るため、地域協働により、農地や森林などの

保全活動を進める必要があります。また、安全で快適な生活環境を確保するため、

東日本大震災津波により被災した施設等の復旧・整備が必要です。  

 

今後の方

向 

グリーン・ツーリズム旅行者数の回復に向け、観光分野と連携し、効果的なＰＲ活

動を展開していきます。 

農村女性ならではの感性や技を活かした起業活動の活性化を図るため、「アグリビ

ジネス講座」などの充実により、農村女性の参画や経営の中核となりうる新たな人

材の確保・育成を促進します。 

非農家を含む保全活動の拡大に向けた広報活動の展開や具体的な事例提供により、

非農家や地域の若者が参加する「農村環境向上活動」の拡大に取り組みます。 

野生鳥獣被害対策については、地域が主体的に捕獲等の被害対策を講じるための体

制づくりや侵入防止柵整備などの被害防除対策への支援とともに、鳥獣の行動域に

対応した広域的な対策に取り組みます。 

森林整備への県民理解の更なる醸成を図るため、森林・林業関係者のみならず、自

然保護団体などの参画や企業の社会貢献活動を促進し、多様な形態による県民参加

型の森林づくりを目指します。 

震災後の漁場環境や水産資源の現状を把握し、良好な漁場環境の回復と適切な資源

管理に取り組みます。 
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当面の安全性や機能の確保のため、漁港、海岸保全施設等の応急的な復旧を進める

とともに、地域の防災対策や地域づくり、水産業等の再生の方向性を踏まえた農山

漁村の生活環境基盤や海岸保全施設の復旧・整備を推進します。 

以上のことから、グリーン・ツーリズムの受入体制の強化やアグリビジネス経営の

中核となりうる新たな人材の育成など、地域資源を生かした多様な農山漁村ビジネ

スの振興に取り組むとともに、地域協働や県民参加型による環境保全活動等への支

援に取り組みます。また、安全で快適な生活環境を確保するため、東日本大震災津

波により被災した施設等の復旧・整備に取り組みます。  

 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

農村起業経営体の事業拡大や経営多角化を図るため、経営体のニーズに応じた人材

のマッチングと確保を支援する「農村起業経営体発展支援事業費（Ｈ24予算36,296

千円）」を措置しました。 

 

＜②既存事業の拡充＞ 

農地・農業用水等の保全を図るため、地域ぐるみで水路の補修等の共同活動に取り

組む組織への支援を行う必要があることから、「農地・水保全管理事業費（Ｈ24予

算613,300千円）」を拡充しました。 

ニホンジカなど野生鳥獣による農作物被害の拡大防止のため、市町村被害防止計画

に基づく侵入防止柵の設置等を支援するとともに、急速に生息域が拡大しているハ

クビシンの生息状況把握や被害防止意識を啓発する必要があることから、「鳥獣被

害防止総合対策事業費（Ｈ24予算52,089千円）」を拡充しました。 

県民の森林づくりへの理解と参画をさらに促進するため、県民が主体的に行う森林

づくり活動を引き続き支援するほか、被災地における森林資源の活用を通じた地域

コミュニティを活性化させる活動を強力に支援する必要があることから、「いわて

の森林づくり推進事業費（県民参加の森林づくり促進事業費補助）（Ｈ24予算10,000

千円）」を拡充しました。 

 

＜③計画策定、制度や組織体制の拡充＞ 

漁港、海岸保全施設、治山施設等の復旧工事等を推進するための人員を配置します。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

グリーン・ツーリズム旅行者数の回復のため、平成24年４月から６月に実施するい

わてデスティネーションキャンペーン等、観光分野との連携を強化します。 

東日本大震災津波により、漁港、海岸保全施設、治山施設等が甚大な被害を受けた

ことから、復旧工事を実施します。 

東日本大震災津波により、漁業集落排水施設等が甚大な被害を受けたことから、公

共用水域の水質保全と衛生的で快適な漁村の生活環境の向上を図るため、市町村が

策定するまちづくり計画と連携を図りながら、被災した汚水処理施設等の復旧工事

の実施を支援します。 

 

備考  
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政策項目№13：環境保全対策と環境ビジネスの推進 

 
課題 エコファーマー認定生産者数は増加したものの、生産部会等の集団での産地の認定

には至らなかったことから、環境にやさしい生産技術の普及やＪＡ生産部会等が中

心となって取り組む産地の拡大が必要です。 

小水力発電導入の経済性を確保するため、売電単価の引上げや、設備費のコストダ

ウンのほか、１年間を通じて一定量の発電が可能な水量を確保することが必要です。 

強度間伐については、緊急に整備が必要な人工林は約19,000haと見込まれており、

荒廃森林を早期に解消する必要があります。 

松くい虫被害は、近年減尐傾向でしたが、平成20年度に増加に転じ、その後高止ま

りしています。また、平成21年度に盛岡市、平成22年度に西和賀町等で新たな被害

が発生し、被害地域が拡大していることから、さらなる被害の拡大を防止する必要

があります。 

木質バイオマスエネルギーの利用拡大を図るには、大口需要者として期待される産

業分野において導入を促進する必要があります。また、未利用間伐材の活用促進等

による燃料安定供給体制の構築も必要となります。 

以上のことから、地球温暖化防止や生物多様性の維持・増進を図るため、環境保全

型農業や森林整備等に対する県民理解の醸成を図るとともに、小水力発電導入の可

能性の検討や木質バイオマスエネルギーのさらなる利用拡大を図る必要がありま

す。  

 

今後の方

向 
農作物の主要産地において、JＡ生産部会を対象に、環境への負荷を軽減する補給

型施肥やＣＯ２削減に効果のあるカバークロップやリビングマルチなどの技術の普

及を進めます。 

小水力発電導入の可能性を検討する「小水力発電推進協議会」（Ｈ22.３設立）に

おいて経済性を確保できる小水力発電等の導入モデルを検討します。 

荒廃人工林の早期解消を図るため、「いわての森林づくり県民税」を財源に、針広

混交林化に引き続き取り組みます。 

松くい虫被害については、被害の北上阻止と、公益性の高い重要な松林の保全に重

点化するなど、効果的な防除対策を実施していきます。 

産業分野での木質バイオマス利用の拡大を図るため、木質バイオマスコーディネー

ターによる指導・助言や国の補助事業を活用した施設整備などに取り組みます。ま

た、未利用木質資源の利用システム構築などにより、燃料供給体制の整備に取り組

みます。 

以上のことから環境保全型農業や森林整備に対する県民理解が醸成されるよう取

り組むとともに、小水力発電の導入モデルの検討や木質バイオマスエネルギーの利

用の拡大に取り組みます。  
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評価結果

の反映状

況 

＜②既存事業の拡充＞ 

公益上重要で緊急に整備する必要のある森林の混交林誘導伐を引き続き実施する

ほか、被災した森林の復旧・整備を行う必要があることから、「いわて環境の森整

備事業費（Ｈ24予算669,452千円）」を拡充しました。 

県内で木質燃料の利用を計画している施設を対象として、燃料供給等の課題解決や

関係者間の合意形成を図り、具体的な燃料供給システムを構築するとともに、県が

委嘱する木質バイオマスコーディネーターを活用した技術指導や企業訪問等によ

り、民間企業等での木質燃料ボイラーの導入案件の発掘を行う必要があることから、

「木質バイオマス資源活用促進事業費（Ｈ24予算1,136千円）」を拡充しました。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

農村地域に賦存する再生可能エネルギーの活用を推進するため、「小水力発電エネ

ルギー利活用可能性調査事業費（Ｈ24予算10,000千円）」において、小水力発電導

入の普及啓発を進めるほか、施設導入に向けた可能性調査を実施します。 

 

備考  
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政策項目№14：地域の保健医療体制の確立 

 
課題 医師や看護師の確保対策は順調に進んでいますが、医師の地域偏在・診療科偏在の

解消には至らず、また、平成22年度に策定した第七次看護職員需給見通しにおいて、

今後も看護職員の不足が見込まれることなどから、引き続き医師・看護職員の確保

に取り組む必要があるほか、病院勤務医の過酷な就労環境等が影響し、勤務医の離

職等により診療体制の縮小を余儀なくされる事態が生じており、勤務医の離職防止

に向けた勤務環境改善などの取組が求められています。 

質の高い医療が受けられる体制の整備では、全ての二次医療圏への設置を目標とす

る「がん診療連携拠点病院の設置圏数」においては、１圏域の設置が遅れたほか、

適正受診等の意識啓発の指標である「大きな病院と診療所（開業医）の役割分担の

認知度」については、認知度が上がっているものの、目標値に届かなかったことか

ら、患者の立場に立った質の高い医療サービスの提供を図るため、引き続き、地域

医療機関相互の連携の強化や診療体制の整備、県民と一体となった地域医療体制づ

くりの取組を進めていくとともに、被災地域の医療の確保を図るため、医療機関の

復旧・復興を支援する必要があります。 

広い県土を有し、山間部が多い本県では、医師不足も相まって、救急搬送を含む救

急医療体制の確保・充実が大きな課題となっています。また、東日本大震災津波に

より、災害時における救急医療の重要性があらためて認識され、今回の対応の課題

を明確にしたうえで、災害医療体制の確保充実への取組を強化することが求められ

ています。 

新型インフルエンザ発生時に県民の健康被害を最小限にとどめ、地域の社会・経済

活動の混乱や停滞を防ぐためには、今後とも感染拡大を可能な限り抑制する取組を

継続することが必要です。 

がん、脳血管疾患及び心疾患で死亡する「男性の数（人口10万人当たり）」及び「女

性の数（人口10万人当たり）」については、ともに減尐傾向にはあるものの、さら

に全国水準に近づけるために、県民が主体的に健康づくりを実践するとともに、市

町村等が地域の健康課題の解決に積極的に取り組む必要があります。 

生活習慣病を予防するためには、がん検診によるがんの早期発見・早期治療や特定

健康診査及び特定保健指導による、メタボリックシンドローム該当者及びその予備

軍を減尐させることが重要ですが、「胃がん健診や大腸がん検診の受診率」が低く

なっていること等から、特定健康診査及び特定保健指導、がん検診の実施主体であ

る市町村や医療保険者の取組を支援し、その実施率の向上を図る必要があります。 

また、本県児童の肥満の割合は全国と比較して高い状況にあることから、将来の

生活習慣病の発症を予防するためにも、小さい頃から健康的な食生活や運動習慣が

身につくよう働きかけることが必要です。 

自殺対策緊急強化基金等の活用により、市町村や民間団体における自殺対策の取組

は進んできていますが、「自殺死亡者数（人口10万人当たり）」は達成度「Ｄ」と

なっており、地域の実情に応じた取組を一層強力に進めていくとともに、全ての県

民が自殺問題を自らの問題として認識し、参画できるよう取り組んでいく必要があ

ります。 

自殺は失業や多重債務等、複数の要因が連鎖して起きており、特にも東日本大震災
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津波の被災地においては、多くの住民が生活の基盤を失い、自殺のリスクが高まっ

ていることから、これらの社会的な要因に対する相談・支援体制の充実を図り、関

係者が連携して包括的な支援を行うほか、自殺のリスクが高い方を適切な支援や治

療につなぎ、地域の中でサポートする体制づくりを行う必要があります。 

以上のことから、医師の絶対数確保に引き続き取り組みながら、地域医療機関相互

の連携強化による切れ目のない医療提供体制の整備、被災した医療機関の復旧・復

興支援、災害時の救急医療体制の充実など地域医療の確保に向けた総合的な取組を

着実に進める必要があります。 

また、感染症予防や拡大防止のための啓発活動、生活習慣病予防のための健(検)

診の受診率向上や生活習慣の改善に向けた啓発活動、自殺リスクの高い方に対する

サポート体制の充実など積極的な自殺対策を進める必要があります。  

今後の方

向 
医師確保対策アクションプランに基づき、勤務医の勤務環境向上対策や、医学部進

学者数の増加を図るため高校生等を対象にしたセミナーの開催のほか、「地域医療

支援センター」の設置により、臨床研修を修了した医師の確保・定着や即戦力医師

の招へいなど地域医療に従事する医師の支援などに取り組みます。 

また、看護職員の県内定着を図るため、看護職員確保対策アクションプランに基

づき、修学資金の貸付や県外就業者のＵターン促進、潜在看護職員の活用促進など

取り組みます。 

質の高い医療の提供体制構築に向けて、がん対策の推進や地域連携クリティカルパ

スの導入、周産期医療体制の確保、リハビリテーションの充実、在宅歯科診療体制

の整備、県民総参加により地域医療を支える県民運動の取組を進めていきます。 

 また、被災地域の医療を確保するため、仮設診療所の整備や医療機関の施設修繕

など応急的な医療提供体制の整備を推進するほか、市町村の新しいまちづくり計画

や住民ニーズ等に対応した医療機関の整備を支援していきます。 

東日本大震災津波時の対応・課題も踏まえ、全県的な救急医療体制の高度化に向け

て、救命救急センターの機能維持・強化や災害時医療の充実、ドクターヘリの導入

などの取組を進めていきます。 

新型インフルエンザの発生等に備えるため、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄・

保管管理や、感染拡大を防止するための県民への普及啓発、感染症医療体制の拡充

など、着実に予防対策を進めるとともに、若年層へのエイズや性感染症対策など、

それぞれの感染症の特性に応じた対策を推進します。 

県民に対する健康づくりの普及啓発を継続して行い、健康的な食習慣・運動習慣な

どの定着について働きかけを行うとともに、市町村の健康課題の解決を支援します。 

特定健康診査受診率・特定保健指導実施率やがん検診受診率の向上を図るため、そ

れらの受診の利便性の向上や地域の受診率向上に関する課題を明らかにするなど、

実施主体である市町村・医療保険者の取組を支援します。 

また、幼尐期から健康的な食生活や運動習慣が身につくよう、市町村や学校等と

連携して、親子を対象としたバランスのとれた食事や適度な運動による肥満の予防、

改善についての講習会などを行っていきます。 

全市町村で久慈モデルの取組が実施されるよう、引き続き技術的、財政的な支援を

行うとともに、県民一人ひとりが、家族や職場の同僚など自分の身近で悩んでいる

人に気づき、適切な対応を行うことができるよう、ゲートキーパー養成の取組を全
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県に広げていきます。 

多様な相談窓口の連絡会議や、地域の自殺対策ネットワークによるハイリスク者へ

の支援体制づくりなど、自殺対策アクションプランに基づく総合的な取組を推進し

ていくとともに、今後設置予定の「こころのケアセンター」を核とした被災地にお

ける中長期のこころのケアを推進し、自殺リスクの軽減に努めていきます。 

以上のことから、引き続き地域の医師確保・定着や質の高い医療サービス提供に向

けた医療機関の機能分担と連携の促進に取り組むとともに、被災地域の医療を確保

するための応急的な医療提供体制の整備や新たなまちづくりに連動した医療機関の

整備、全県的な災害時等の救急医療体制の高度化に取り組みます。 

また、新型インフルエンザの感染拡大防止対策、生活習慣病予防のための健(検)

診受診率向上や健康づくりの普及啓発、自殺対策アクションプランに基づく取組を

推進していきます。  

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

救急患者に対して早期治療を開始し、高度医療機関へ迅速に搬送する体制を整備す

るため「ドクターヘリ運航等事業費（Ｈ24予算250,265千円）」を措置しました。 

被災地の医療施設の移転・新築等による復興を支援するため「被災地医療施設復興

支援事業費（Ｈ24予算647,341千円）」を措置しました。 

＜②既存事業の拡充＞ 

地域医療に従事する医師の確保・定着を図るため、県地域医療支援センターにおい

て医師不足病院への医師派遣事業などを行う「地域医療医師支援事業費（Ｈ24予算

18,033千円）」を拡充しました。 

生活習慣病を予防するため、学校や事業所と連携し、家族ぐるみ、職場ぐるみの食

習慣・運動習慣の定着を図る取組や飲食店等に栄養成分表示を働きかけ県民の自己

栄養管理を推進する必要があることから「メタボリックシンドローム１割削減推進

事業費（Ｈ24予算6,651千円）」を拡充しました。 

自殺対策アクションプラン（Ｈ23.11月策定）に基づき自殺防止対策を推進するた

め、市町村における包括的自殺対策プログラムの実施に係る支援やゲートキーパー

養成等に取り組むとともに、震災関連自殺を防ぐための取組を強化する必要がある

ことから「自殺対策緊急強化事業費（Ｈ24予算144,425千円）」を拡充しました。 

＜③計画策定、制度や組織体制の拡充＞ 

高齢社会の進展や疾病構造の変化、県民の保健医療に対するニーズの多様化などの

変化に適切に対応し、良質な保健及び医療提供体制の構築を推進するため、平成25

年度から29年度までを計画期間とする新たな「岩手県保健医療計画」を平成24年度

中に策定します。 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

医師の偏在解消や定着を図るため、臨床研修体制の一層の充実やＰＲを図る等、臨

研修医の定着を支援します。 

がん検診受診率の向上を図るため、受診率の低い市町村等を対象に受診率向上のた

めの検討会を継続して開催するほか、テレビＣＭや民間企業・団体との連携による

啓発を一層促進し、県民への受診勧奨の取組を強化します。 

備考  
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政策項目№15：家庭や子育てに夢をもち 

安心して子どもを生み育てられる環境の整備  

 
課題 本県の産婦人科・産科医師数は、若干増加傾向にあるものの依然として厳しく、地

域偏在が生じている状況が続いているほか、ハイリスク分娩等に対する医療の需要

は一層高まってきていることから、医療機関の機能分担や連携の一層の強化を図り、

患者のリスクに応じて、全県単位で対応していく体制の強化が求められています。 

このような状況を踏まえ、周産期医療情報ネットワークシステムにより、市町村

と医療機関が妊婦や新生児の健診や診療の情報を共有し、母体搬送や妊産婦の保健

指導に活用していますが、市町村加入率が67.6％に留まっていることから、市町村

加入の促進を図っていく必要があります。 

安心して子どもを生み育てていくためには、仕事と子育ての両立を図ることのでき

る環境づくりが重要ですが、一般事業主行動計画策定率は目標を上回ったものの、

女性の家事労働時間に対する男性の家事労働時間の割合が目標に届かなかったこと

を踏まえ、今後も雇用環境の整備や男性の育児参加に向けた取組をより一層充実し

ていく必要があります。 

「地域子育て支援拠点施設等設置数」は、小規模型の子育て支援センターの統廃合

により減尐しているものの、設備の充実した子育て支援センターの整備は順調に進

んでいます。 

一方で、施設が廃止となった地域の子育て支援ニーズにも対応していく必要があ

ります。 

全ての子どもや子育て家庭が地域で安心して過ごせるよう、虐待を受けたり障がい

を抱えて保護や療育が必要な児童やひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）の支援を

充実するとともに、児童養護施設等の退所児童が社会的に自立できるよう支援を充

実する必要があります。 

東日本大震災津波による被災孤児の適切な養育環境の確保を図るとともに、遺児を

抱えるひとり親家庭については、生活の安定に向けてその自立を支援していく必要

があります。併せて、震災により心理的に大きなストレスを抱えた子どものこころ

のケアを行っていく必要があります。 

以上のことから、産婦人科の地域偏在やハイリスク分娩等に対応できるよう医療機

関の機能分担や連携体制の強化に取り組む必要があります。 

また、子育てを行政や企業・団体、地域が一体となって社会全体で支えるため、

仕事と子育てが両立できる職場環境の整備や男性の育児参加の促進、地域の子育て

支援ニーズに対応した支援活動の充実、要保護児童やひとり親家庭の支援、被災孤

児・遺児の支援、被災児童のこころのケアなどに取り組む必要があります。 

今後の方

向 
限られた医療資源の下で、医療機関の機能分担や連携を強化するため、ハイリスク

分娩等に対応する総合周産期母子医療センターを中核とし、各圏域に比較的高度な

医療行為を行う地域周産期母子医療センター、診療所との連携体制の整備を図って

いきます。 

また、周産期医療情報連携の効率化を図るため、地域医療再生計画に基づき、周

産期医療情報ネットワークシステムの拡充を図るとともに、周産期医療情報ネット

ワークシステムの市町村加入の促進を図り、医療と保健との連携による安心して子 

どもを生み育てることができる環境づくりを推進します。 
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仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を促進する視点に立ち、仕事と子

育てが両立できる職場環境の整備に向け、国や産業団体等と連携した企業への働き

かけや、男性の家事・育児への積極的な参加を促すため、パパ子育て手帳の配布や

男性向け子育て応援情報の提供等を通じて、男女が共に家事や育児に取り組む環境

づくりを推進します。 

小規模型の子育て支援センターの統廃合等の対象となった地区については、公民館

等の公共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークルの活動支援を行うなど、地

域ニーズに対応した子育て支援体制の充実に市町村と連携して取り組みます。併せ

て、子育て応援ポータルサイト「いわて子育てⅰらんど」等を通して、身近な地域

の様々な子育て応援情報の提供に取り組みます。 

市町村や関係機関と連携した児童虐待防止対策の取組を強化するとともに、ひとり

親家庭の相談機能や就職支援等の充実に取り組みます。また、児童養護施設等の退

所児童が社会的に自立できるよう、自立援助ホームの運営を支援します。 

市町村や学校等と連携しながら被災孤児や遺児の実態把握に努めるとともに、弁護

士等を含む専門家チームによる法律相談や財産管理などの総合的な生活支援、専門

員の配置による相談及び情報提供体制の充実、里親会による親族里親の訪問支援な

どに取り組みます。また、沿岸各地域に設置した「子どものこころのケアセンター」

において、被災した子どもたちのこころの健康の回復が図られるよう支援します。 

以上のことから、周産期母子医療センターと診療所の連携体制の整備、周産期医療

情報ネットワークシステムの機能拡充のほか、仕事と子育ての両立に向けた企業へ

の要請や男性の家事・育児参加に向けた啓発活動、多様な地域ニーズに対応した子

育て支援体制の充実、被災孤児・遺児に対する総合的な生活支援や各種支援策の周

知、「子どものこころのケアセンター」による被災児童のこころのケアの実施など

に取り組みます。  

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

身体障害者手帳の交付対象となっていない軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入

に係る費用を助成し、乳幼児期から学齢期における言葉の獲得やコミュニケーショ

ン能力向上を支援するため「難聴児補聴器購入助成事業費補助（Ｈ24予算1,462千

円）」を措置しました。 

障がい児のニーズに対応した質の高い療育が受けられるよう、県内の障がい児療育

の拠点となる「県立療育センター」の整備に係る基本計画を策定等するため「療育

センター整備事業費（Ｈ24予算118,130千円）」を措置しました。 

＜②既存事業の拡充＞ 

総合的な周産期医療体制を一層強化するため、周産期医療情報連携の効率化を図る

必要があることから｢周産期医療対策費（Ｈ24予算1,639,696千円）｣を拡充しました。 

被災児童の生活の安定とこころの健康回復を図るため、被災孤児・遺児の把握や被

災児童のこころのケア等を充実強化する必要があることから「被災児童対策事業費

（Ｈ24予算202,793千円）」を拡充しました。 

児童虐待の未然防止等を図るため、子育て中の親へのＣＳＰ（コモンセンスペアレ

ンティング）研修を行い、子育て技術の向上を促す必要があることから、「児童虐

待防止対策強化事業費（Ｈ24予算25,923千円）」を拡充しました。 

備考  
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政策項目№16：福祉コミュニティの確立 

 
課題 市町村地域福祉計画の策定を推進してきましたが、策定市町村は目標の18市町村に

届きませんでした。地域福祉計画は、地域で暮らす全ての人が安心して生活できる

地域づくりを目指すうえで大きな柱になるものであり、また、東日本大震災津波を

機に地域の福祉ネットワークを再構築する必要があることから、引き続き市町村に

策定を働きかけていく必要があります。 

ひとにやさしいまちづくりの県民認知割合は、市町村職員等への研修を行ったもの

の、県民には活動内容が十分には浸透しなかったため、「Ｄ」となりました。全て

の人が個人として尊重され、自らの意思に基づき自由に行動し、あらゆる分野の活

動に参加する機会が確保される地域社会の整備を進めるため、引き続きひとにやさ

しいまちづくりを推進する必要があります。 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう市町村が実施する

介護予防事業の支援を行っており、介護予防事業参加者率は全国上位となっていま

すが、さらに多くの高齢者に参加してもらうとともに、身近に利用できる地域密着

型サービス等の介護サービスの充実を図るなど、地域包括支援センターを中核とし

て、適切な医療・介護・福祉等のサービスが効果的に提供される、地域包括ケアを

推進する必要があります。 

障がい者の地域移行を促進するため、その中核となる地域自立支援協議会の機能を

一層充実させていくとともに、障がい者が希望する地域で安全・安心に暮らすこと

ができるよう、住まいの場や日中活動の場を計画的に整備する必要があります。ま

た、障がい者の経済的自立に向けた就労支援の充実を図ることが必要です。 

以上のことから、福祉コミュニティづくりを進めるための柱となる地域福祉計画の

策定促進やひとにやさしいまちづくりの普及啓発、地域包括ケアの推進に向けた介

護サービスの充実、障がい者の地域生活への移行に向けた支援体制の充実などを進

める必要があります。  

 

今後の方

向 
地域福祉計画の策定を促進するため、市町村を対象とした会議等を通じて未策定の

市町村に対して、引き続き策定を働きかけていきます。また、東日本大震災津波の

被災地において、地域の福祉ニーズに対応したサポート体制が構築されるよう働き

かけていきます。 

ひとにやさしい駐車場利用証制度の利用者及び指定駐車施設区画数の拡大を図る

とともに、行政職員研修による自治体担当者の認知度向上や、優良活動への知事表

彰等を通じて、ひとにやさしいまちづくりがより県民に浸透するよう取り組みます。 

地域包括支援センターが地域包括ケアの中核となるよう、高齢者総合支援センター

や認知症疾患医療センターなどによる専門的支援の充実を図るなど、地域包括支援

センター機能の一層の充実を支援するとともに、介護予防に関する研修会の開催や

取組事例の紹介などにより、市町村における介護予防を支援します。 

また、住み慣れた地域の特性に応じた多様なサービスが提供されるよう、平成23

年度中に市町村が策定する第５期介護保険事業計画に基づく小規模多機能型居宅介

護などの地域密着型サービス拠点の整備を支援します。 
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障がい者の地域移行の中核となる地域自立支援協議会や相談支援体制の充実を図

るため、地域移行推進員、相談支援従事者などの人材養成や、地域移行アドバイザ

ーによる支援に取り組みます。 

また、平成23年度中に策定する第３期障がい福祉計画に基づき、市町村や事業所

等と連携しながら、グループホームやケアホームなどの計画的な整備を促進すると

ともに、福祉的就労の場の一層の拡充や工賃引上げに向けた取組を推進します。 

以上のことから、市町村地域福祉計画の策定促進、ひとにやさしいまちづくりの推

進に向けたきめ細かな啓発活動、地域包括支援センター機能の充実や地域密着型サ

ービス拠点整備の推進、障がい者の地域移行の中核となる地域自立支援協議会の体

制強化やグループホーム等の整備促進などに取り組みます。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

被災した生活保護受給者の日常生活全般に渡る支援を行い、早期の生活再建を図る

ため「被災生活保護受給者生活再建サポート事業費補助（Ｈ24予算3,859千円）」を

措置しました。 

 

＜②既存事業の拡充＞ 

被災地を含む県内各地域において、地域福祉活動コーディネーターの育成など地域

の福祉ニーズに対応したサポート体制を構築する必要があることから、「地域福祉

推進支援事業費（Ｈ24予算8,282千円）」を拡充しました。 

地域包括ケアを推進する必要があることから、その中核となる地域包括支援センタ

ーの機能の一層の充実を支援するため「老人福祉活動推進費（高齢者総合支援セン

ター運営事業費 Ｈ24予算45,929千円）」を拡充しました。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

仮設住宅等で要介護高齢者及び障がい者等の支援を要する者が安心して日常生活

を送ることができるよう、必要な介護サービス等の提供体制の整備を支援します。 

岩手県社会福祉協議会が行う仮設住宅等で生活する被災者への各種相談活動につ

いて、情報の共有化を図り相談体制を強化し、被災者の生活再建を支援します。 

 

備考  
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政策項目№17：地域防災力の強化 

 
課題 東日本大震災津波では、これまでの避難訓練や防災教育等の取組が実際の避難に活

かされるなど、一定の成果を上げたとの評価がある一方で、県内の死者・行方不明

者が６千名を超えるなどの甚大な被害を被ったことから、市町村の行政機能等が十

分に働くことを前提としたこれまでの防災対策について見直しを行う必要がありま

す。 

自主防災組織について、組織数や活動内容に地域間のバラツキがあるほか、東日本

大震災津波においては、活動が活発な地域の人的被害が少なかった例がある反面、

災害時要援護者を助けに行って被災した事例もあったことから、さらに地域の実情

に応じた組織の構築と育成強化及び災害時における活動の検証を図る必要がありま

す。 

東日本大震災津波の教訓を踏まえた実践的な訓練の実施や避難環境の整備のほか、

大規模災害に対応可能な広域的な防災体制の整備を推進し、県、市町村、防災関係

機関等の災害対応力の向上を図る必要があります。 

以上のことから、東日本大震災津波における災害対応の検証を十分に行い、「自助」、

「共助」、「公助」それぞれの分野について、大災害にも十分に対応できる、より

実効性のある防災対策を講じる必要があります。 

今後の方

向 
東日本大震災津波の教訓も踏まえながら、県民が主体的に「避難力」と「備え」を

身に付ける意識を醸成するため、市町村や関係機関と連携しながら啓発広報を展開

し、「自助」による防災対策を推進します。 

自主防災組織の活動を活性化するため、育成指導者の養成や自主防災組織による避

難訓練等の活動を促進するなど、「共助」による防災対策を推進します。 

東日本大震災津波における災害対応の課題を踏まえ、より実践的な防災訓練等を実

施するとともに、大災害に対応できる広域的な防災体制の整備を推進するなど、「公

助」による防災対策を推進します。 

以上のことから、東日本大震災津波の教訓を踏まえ、県民の被害の最小化を主眼と

する「減災」の考え方に基づき、県地域防災計画の見直しを行うなど、引き続き地

域防災力の強化に努めます。 

評価結果

の反映状

況 

＜②既存事業の拡充＞ 

防災知識を普及啓発するための津波防災教育用教材の制作等、自主防災組織を育成

強化するための自主防災組織育成強化推進員（仮称）の派遣や避難所運営訓練の支

援等のほか、大規模災害時に対応可能な防災体制を強化するため、より実践的な訓

練を実施する必要があることから、「地域防災力強化プロジェクト事業費（Ｈ24予算

37,003千円）」を拡充しました。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

東日本大震災津波の教訓を踏まえ、市町村の地域防災計画の見直しを支援します。 

 

備考 東日本大震災津波における災害対応の検証を行い、平成24年３月に岩手県地域防災

計画を見直すこととしています。 
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政策項目№18：安全・安心なまちづくりの推進 

 
課題 「犯罪の被害に遭わないための行動をしている人の割合」が低迷し、「侵入窃盗事

件における無施錠被害率」が減少していないことから、家庭や地域、職域等での活

動を促進するとともに、鍵かけなど身近なところから防犯の取組を拡大していく必

要があります。 

「自主防犯団体数」が若干増加しましたが、その活動内容が子どもの見守りに集中

していることから、地域が主体的に幅広い活動に取り組むことが出来るよう、研修

会への講師派遣や機材の提供、関係する団体との連携した活動、モデル事例の紹介

や情報の提供など、地域活動への支援を行っていく必要があります。 

犯罪少年の再犯者数は順調に減少していますが、犯罪少年の総数が減少する中、高

校生の件数が増加していることから、高校生に対する防犯指導等の取組を行ってい

く必要があります。 

交通事故防止に向けて、交通安全に係る各種啓発活動を行うとともに、特に、子ど

もや高齢者の事故防止対策、被災地における交通安全対策を強化する必要がありま

す。 

消費者が悪質商法などによる被害に遭わないために必要な情報を持ち自主的・合理

的な判断を行えることが必要であり、消費者被害の救済や防止のために、市町村や

関係団体との連携を進めながら、行政の解決力を向上させる必要があります。 

警察車両の更新、二戸警察署新庁舎の完成、新通信指令システムの整備等治安基盤

の強化を図りましたが、東日本大震災津波により、警察署や交番・駐在所、警察用

車両が多く被災したことから、警察活動の基盤となるこれら施設や装備の早急な復

旧を図る必要があります。 

以上のことから、鍵かけの徹底など県民の防犯意識の向上を図り、地域における防

犯活動を促進するほか、交通事故防止対策の推進、警察施設や装備等の復旧、消費

者被害の救済や防止に向けた行政の解決力の向上を図る必要があります。  

 

今後の方

向 
県民の防犯意識の高揚を図るため、「自分の安全は自分で守る」という原則のもと、

「地域の安全は地域で守る」活動を拡充していくことができるよう、情報提供や地

域安全アドバイザーの派遣を積極的に行うとともに、地域や職域、学校等での防犯

教室や研修会などを開催します。 

地域の防犯力の強化及び犯罪が起こりにくい環境整備の促進のため、自主防犯活動

への支援の観点から、市町村、各地域の自主防犯団体、警察署、教育関係団体等と

の連携を深めるための地域ネットワーク会議の開催などにより連携を促進するとと

もに、必要な情報の提供、モデル事例の提示などに取り組みます。 

青少年の健全育成対策を推進するため、今後も、非行少年等の立ち直りを図ること

により、再犯者を減らすとともに、非行少年等の周囲の少年への悪影響を排除する

観点から、非行少年の立ち直り支援や少年サポート隊の活動を継続して推進します。 

交通事故防止のため、交通安全運動を県民運動として展開し、道路横断時の安全確

認の徹底など交通ルールを守る広報啓発活動を行い、子どもや高齢者の事故防止、

自転車の安全利用などの呼びかけを実施します。 
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「岩手県消費者施策推進計画」に基づき、消費者が被害に遭わないための環境づく

りや消費者に有用な情報などの提供に取り組むとともに、消費者トラブルの解決力

向上のために、消費者視点で施策を実施することとし、市町村、関係団体によるネ

ットワークを生かしながら相談機能の充実や市町村支援を行い、消費生活相談体制

の充実・強化を進めます。 

治安基盤を強化するため、警察車両の整備を実施する自動車整備工場の移転、ヘリ

コプターテレビ中継システムの整備等、警察活動の基盤整備を実施します。 

以上のことから、今後、県民、事業者、行政の連携による犯罪防止の取組や犯罪が

起こりにくい環境づくりを進めるとともに、子どもや高齢者の交通事故防止を重点

とした交通安全対策の推進や治安基盤の強化、多重債務問題への支援や市町村消費

生活相談体制の充実等による消費者施策の推進などに取り組みます。  

 

評価結果

の反映状

況 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

地域の防犯力の強化や犯罪が起こりにくい環境づくりを促進するため、新たに優良 

活動事例集の作成や地域安全マップコンクールを実施するなど、防犯意識の啓発を  

強化します。（犯罪のない安全・安心まちづくり推進事業費 Ｈ24予算 2,861 千 

円） 

 

備考  
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政策項目№19：食の安全・安心の確保 

 
課題 食の安全を確保するため、食品表示の適正化や、食品関連事業者に安全な県産食品

の生産、製造・加工、自主衛生管理の手法（ＨＡＣＣＰ等）の導入について、指導

の継続が必要です。 

県民の食育への理解の促進につなげるためには、地域に根ざした食育の推進を担う

主体である市町村や事業者が活動しやすい環境づくりを行い、県民運動の一層の促

進が必要です。 

以上のことから、食の信頼性の確保に向け、引き続き適正表示・衛生管理に関する

指導と普及に努めるとともに、食育の推進のため、普及啓発による県民・事業者の

理解の促進を図っていく必要があります。  

 

今後の方

向 
食品安全サポーター（食品衛生推進員）を活用した自主衛生管理及びＨＡＣＣＰの

普及向上に努めます。 

食品表示の適正化を図るため、食品表示専門員の配置等、引き続き指導体制の整備

を図ります。 

食育の推進のため、市町村や事業者における食育推進について情報共有や推進体制

の整備に努めるほか、県民運動の一層の促進を図ります。 

以上のことから、今後、食の信頼性の確保の観点から、適正表示・衛生管理に関す

る指導と普及及び県民への情報提供に取り組むとともに、食育の推進の観点から、

県民運動の一層の促進に取り組みます。  

 

評価結果

の反映状

況 

＜① 新規事業の創設＞ 

放射性物質に対する正しい知識を普及するため、「食の信頼確保向上対策事業費（放

射能対策）（Ｈ24予算2,474千円）」を措置しました。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

食品の自主衛生管理向上対策事業について、岩手版ＨＡＣＣＰ導入促進重点対象業

種を設定するなど、自主衛生管理推進の取組を強化します。 

 

備考 原子力発電所事故により、県民の食の安全性に対する信頼が大きく揺らいでいるこ

とから、放射性物質に対する正しい知識の普及が急務となっています。 
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政策項目№20：多様な主体の連携による地域コミュニティの活性化 

 
課題 地域コミュニティの取組については、地域の自主性を基本に、地域で抱えている課

題に対する取組を効果的に支援していく必要があります。 

東日本大震災津波による壊滅的な被害により、仮設住宅での生活を余儀なくされて

いることから、被災地域の自立的復興を促進するための地域コミュニティの再生・

活性化に向けた取組が必要となっています。 

本県の魅力について県内外に向けた効果的な情報発信や定住・交流の受け皿となる

市町村の取組を支援していく必要があります。 

産業分野や地域づくりにおいて、移住者が活躍できる場づくりや移住相談に幅広く

対応していくための関係団体等との連携が必要となっています。 

以上のことから、多様な主体の連携による地域コミュニティの活性化のため、地域

で抱えている課題に対する取組の支援、被災地の地域コミュニティの再生・活性化、

市町村の定住・交流の取組の支援、移住者の活用や関係団体との連携等を推進する

必要があります。  

今後の方

向 
市町村の地域活性化の取組状況の把握を行いながら、地域課題の解決に向けた支援

策の情報提供のほか、地域で抱えている課題解決のための取組をモデル的に実施し、

各地域の取組事例の紹介やワークショップの開催等よる情報交換や人材の育成など

に取り組んでいきます。 

岩手県東日本大震災津波復興計画に基づき、市町村と連携しながら復旧・復興段階

に応じた地域コミュニティ活動の環境を整え、地域住民が主体となって進める復興

まちづくりを支援していきます。 

イベントやＷｅｂ等を活用した県内外への情報発信や、定住・交流のための地域の

特徴や資源を活かしたプログラムや受入れメニューの策定・実施など受け皿となる

市町村の取組を支援していきます。 

農林漁業の就業情報や不動産情報のほか、既移住者の活動状況などを収集して移住

相談に幅広く対応するとともに、移住者の新たな地域づくりの視点の活用などを、

市町村や関係団体等と連携しながら取り組んでいきます。 

以上のことから、地域コミュニティの活性化のため、課題解決のモデル的な取組や

人材の育成、被災地の地域コミュニティ活動の環境整備を進めるとともに、市町村

の定住・交流の取組の支援や移住者の新たな地域づくりの視点の活用等の施策を市

町村や関係団体等と連携しながら推進します。  

評価結果

の反映状

況 

＜②既存事業の拡充＞ 

地域コミュニティの再生・活性化を図るため、地域課題に対するモデル的な取組へ

の支援や、被災地の復興を担う若手の人材を育成する必要があることから「草の根

コミュニティ再生支援事業費（Ｈ24予算5,130千円）」を拡充しました。 

被災地を中心とした交流を促進するため、復興に取り組む事業者等を支援する交流

機会の企画・実施等を行う必要があることから「いわてへの定住・交流促進事業費

（Ｈ24予算11,958千円）」を拡充しました。 

備考  
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政策項目№21：多様な市民活動の促進 

 
課題 「新しい公共」の担い手として期待されるＮＰＯの運営基盤が不安定であることか

ら、ＮＰＯが持続的に活動することができるよう、運営基盤を更に強化する必要が

あります。 

企業の社会貢献活動の取組が進んでいないことから、社会貢献活動の意義等を浸透

させ、当該活動に参加する機運を一層醸成する必要があります。 

県民、ＮＰＯ、企業等が共に支え合う仕組みを構築するため、それぞれが活動に参

加するきっかけや機会を提供する必要があることから、多様な主体との協働を積極

的に展開している優良事例について情報提供する必要があります。 

東日本大震災津波発生以降は、復旧・復興活動を行う団体間のより一層の連携が求

められていることから、ＮＰＯ等を中心とした団体間の連携強化を促進する必要が

あります。 

以上のことから、「新しい公共」の拡大と定着に向け、「新しい公共」の担い手と

して震災対応などで重要な役割を果たすＮＰＯの活動基盤の強化を図るとともに、

企業の社会貢献活動への参加促進や、多様な主体による協働の推進、震災対応に取

り組む団体間の連携強化を促進する必要があります。 

 

今後の方

向 
ＮＰＯの活動基盤強化を図るための各種講習会、説明会の開催や情報誌の発行など

の支援事業を実施し、ＮＰＯの自立的活動を後押しします。また、ＮＰＯの資金面

における基盤強化のため、平成23年度で終了予定となっている「特定公益信託いわ

てＮＰＯ基金」に続く補助・助成の制度設計の検討を進めます。 

企業等の社会貢献活動に参加する機運を醸成するため、震災に対応した企業等の取

組やＮＰＯ等との連携などについて情報誌による発信やＮＰＯ活動交流センターを

通じた情報提供・普及啓発を行うとともに、地元企業等への説明会の開催等を行い

ます。 

多様な主体による協働を推進するため、「新しい公共」のモデル的な事例や他の参

考となるような先進的な協働事業の取組について、県のホームページで情報発信す

るとともに、情報誌やＮＰＯ活動交流センターを通じた情報提供を行います。 

地域別のＮＰＯ等のネットワークの構築を推進するとともに、震災に対応した取組

を行うＮＰＯ等を中心とした団体間の連携強化を促進するため、新しい公共支援事

業の今年度の成果の検証を踏まえながら、多様な主体が協働して行う地域課題の解

決に向けたモデル的な取組に対する支援などの充実強化を図ります。 

以上のことから、「新しい公共」の拡大と定着に向けた市民活動を促進するための

支援機能の充実を図るとともに、協働のノウハウ・仕組み定着のための情報提供・

普及啓発等を積極的に行い、多様な市民活動を促進します。  
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評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

認定ＮＰＯ法人の取得を支援し、ＮＰＯ法人の活動基盤の強化を図るため、認定Ｎ

ＰＯ法人専門員を配置する「認定ＮＰＯ法人取得支援事業費（Ｈ24予算2,720千円）」

を措置しました。 

＜②既存事業の拡充＞ 

新しい公共の拡大と定着を図るため、ＮＰＯ等の自立的活動を支援する必要がある

ことから、ＮＰＯ等への活動支援やモデル的事業に対する助成などを実施する「新

しい公共支援事業費（Ｈ24予算329,835千円）」を拡充しました。 

 

備考  
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政策項目№22：青少年の健全育成 

 
課題 ニート等の自立を効果的に支援するためには、各人の置かれた状況に応じて、専門

的、継続的、包括的に支援を行う必要があります。 

家庭の教育力の低下など青少年を取り巻く環境が変化している中、地域で青少年を

はぐくむ活動を推進するため、地域活動への参画を促すとともに、意識啓発を行い、

健全な青少年をはぐくむ「地域づくり」の取組を進める必要があります。 

携帯電話が急速に普及し、インターネットが介在する有害情報や犯罪の芽が日々生

み出されており、青少年の環境浄化に対する継続的な取組が必要となっています。 

以上のことから、高度情報化、消費社会化等が進行し、青少年を取り巻く環境に大

きな影響が及んでいる中で、青少年の非行、不登校、虐待、ニートなどといった様々

な問題が深刻化していることから、平成23年３月に改定した「いわて青少年育成プ

ラン」に基づき、地域づくりの主体として岩手の将来を担う青少年の健全育成を更

に進めていく必要があります。  

今後の方

向 
「子ども・若者育成支援推進法」による国の取組と連動しながら、「いわて青少年

育成プラン（改定版）」により、困難を抱える青少年への支援をはじめとする当面

の課題に取り組んでいきます。 

ニート等の自立支援にあたっては、地域の支援機関とのネットワークを構築し、必

要な支援が継続的に受けられる体制づくりを進めます。 

青少年活動交流センターを拠点として、国、市町村、民間団体との連携のもとに、

家庭・地域の力を高めながらこれらと一体となって青少年をはぐくむ事業に取り組

みます。 

保護者や青少年の指導的立場にある人達がインターネットの対応能力を向上させ、

子どものインターネット利用の適切な対応を進めます。 

以上のことから、今後、青少年の健全育成を図るため、国、市町村、民間・ＮＰＯ

等の各主体と連携して、次代を担う青少年を育成するため、いわて希望塾等の事業

の実施や相談支援を中心としたニート対策などの取組を進めていきます。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

青少年の健全育成についての課題や県民意識、行政に対するニーズを把握する必要

があるため、「青少年・男女共同参画意識調査事業費（Ｈ24予算5,749千円）」を措

置しました。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

ニート等の自立を効果的に支援するため、支援員間の十分な情報共有が図られるよ

う連携体制を強化し、相談から就業まで一貫した支援が行われるよう改善します。 

備考  
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政策項目№23：男女共同参画の推進 

 
課題 平成21年度に実施した「男女が共に支える社会に関する意識調査」によると、「男

は仕事、女は家庭」に代表される固定的性別役割分担意識が根強く残り、男女共同

参画の推進を妨げる要因となっています。今後も更に、幅広く男女に浸透する意識

啓発を行っていく必要があります。 

仕事と家庭・地域生活の両立に関しては、両立させることを理想としながら現実に

は仕事優先の生活になっているなど、理想と現実には男女とも差があります。仕事

と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進に向けて、県民や企業に対する

普及啓発を行っていく必要があります。 

配偶者からの暴力の被害が顕在化していることから、関係機関と連携して、暴力の

防止、被害者の自立支援に取り組む必要があります。 

以上のことから、男女共同参画社会の推進に向け、人材の養成、仕事と家庭・地域

生活の両立に向けた環境づくり、配偶者からの暴力防止対策に取り組む必要があり

ます。  

 

今後の方

向 
これまで実施してきた男女共同参画サポーターの養成を継続するとともに、サポー

ターや市町村と連携し、幅広く男女に浸透する意識啓発や地域での実践活動を推進

していきます。 

また、今後においても、ワーク・ライフ・バランス啓発講座の開催等による仕事と

家庭・地域生活を両立できる環境づくりを推進していきます。 

配偶者からの暴力防止対策については、関係機関と連携して啓発、相談・保護、自

立支援に取り組むとともに、身近な相談窓口である市町村の取組についても支援し

ていきます。 

以上のことから、今後、男女共同参画の推進を図るため、県民、ＮＰＯ等の団体、

市町村などの各主体と連携した意識啓発活動や事業実施、配偶者からの暴力防止対

策の対応を強化するなどの取組を進めていきます。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

男女共同参画社会の実現に向けて、その課題となるテーマについて県民意識や行政

に対するニーズを把握する必要があるため、「青少年・男女共同参画意識調査事業

費（Ｈ24予算5,749千円）」を措置しました。 

 

＜②既存事業の拡充＞ 

配偶者からの暴力防止対策の対応を強化するため、若年層への予防啓発や医療機

関・医療関係者との連携を図る必要があることから「配偶者暴力防止対策推進事業

費（Ｈ24予算1,358千円）」を拡充しました。 

 

備考  
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政策項目№24：家庭・地域との協働による学校経営の推進 

 
課題 学校経営計画の策定について、教職員の参画意識を高め、教職員が策定方針を共有

しながら教育活動を実施すること、その結果を学校評価の自己評価や学校関係者評

価を通して検証し、成果と課題を明らかにして、次年度以降の学校経営の改善に活

かすこと、学校評価から明らかになった成果と課題に対する改善方向に係る公表や

次年度以降の学校経営計画に反映させることなどについては、学校ごとにまだ取組

の差が見られます。 

このような状況から、学校経営に対する評価のあり方や方法について研究を進め

るとともに、各学校における取組内容の質的な向上と、保護者等への周知・理解を

一層図っていく必要があります。 

「家庭・地域との協働による目標達成型の学校経営への改革」の取組は浸透してき

ています。家庭・地域との協働を一層進めるために家庭・地域への発信を積極的に

進めるほか、この取組の重要性について更に県民の理解が得られるように普及啓発

を図っていく必要があります。 

以上のことから、学校経営の取組内容の質的な向上と保護者等への周知・理解、家

庭・地域との協働を一層進めるとともに、この取組について更なる県民の理解を得

られるよう、取組を進めていくことが必要です。  

今後の方

向 
学校の現状と地域の状況を踏まえ、全教職員や保護者等の参画のもとで策定された

学校経営計画について共通理解を図りながら実行し、その結果検証に基づき、課題

を解決していくＰＤＣＡサイクルにより、取組内容の質的な向上を図るため、学校

経営に対する評価方法の研究を進めるとともに、学校経営の先進的な取組の他校へ

の普及に取り組みます。 

学校経営計画を家庭・地域と共有するため、計画の達成状況、課題・成果等を学校

のホームページを活用して公表するなど、学校の情報発信の強化に取り組みます。 

家庭・地域との協働を強化するため、教育振興運動と学校支援地域本部事業等を引

き続き推進します。 

以上のことから、家庭・地域との協働による目標達成型の学校経営を進める観点か

ら、学校経営の先進的な取組を他校に広げていくことや学校の情報発信の強化に取

り組むほか、教育振興運動のさらなる推進や学校支援地域本部の活用を図ります。 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

「学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業（Ｈ24予算201,352千円）」

の中で、学校支援地域本部の活用や子どもたちの放課後の安全・安心な居場所づく

りを推進します。 

インターネット等を活用した災害時等の緊急時における学校情報発信・共有の仕組

みを構築するため、「災害時等における学校の情報発信力等向上事業（Ｈ24年度予

算2,646千円）を措置しました。 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

学校経営の取組内容の更なる質的な向上を図るため、学校自らが評価した結果を保

護者や学校評議員、地域住民等により構成された学校関係者で評価する学校評価（学

校関係者評価）の実施率向上とその結果公表に取り組みます。 

備考  
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政策項目№25：児童生徒の学力向上 

 
課題 東日本大震災津波の影響により、国が行う「全国学力・学習状況調査」は中止とな

ったほか、県が行う「県学習定着度状況調査」は、11月に各学校の状況に応じた実

施としたため、十分な現状把握ができませんでしたが、今後も県の重要課題の１つ

と捉え、現状の客観的な分析や把握を進めながら児童生徒一人ひとりの基礎的な学

習の定着を図っていく必要があります。 

推進方策の「授業改善の推進と家庭学習の充実」では、児童生徒の状況に応じた授

業を進める取組の一層の推進のため、教員の自主的研修の場の拡大と質の高い家庭

学習時間の確保が必要です。 

推進方策の「数学（算数）・英語の学力向上」では、中学校の数学において若干の

伸び等の成果が見えてきているところであり、学校での授業力の強化に継続して取

り組んでいく必要があります。 

キャリア教育では、地域、産業界と連携した組織的・系統的な取組により、児童生

徒が将来、社会人、職業人として自立できる能力を育成していく必要があります。 

以上のことから、児童生徒の学力向上のため、児童生徒一人ひとりの基礎的な学力

の定着、各地域における教員の自主的研修の場の拡大、授業と連動した家庭学習の

取組、効果的な授業改善策の策定と早期実施、地域、産業界と連携した組織的・系

統的なキャリア教育の取組が必要です。  

 

今後の方

向 
学力向上のため、今後とも県学習定着度状況調査や高校の基礎力確認調査を毎年継

続し、調査結果の分析システムから得られたデータによる報告書等を活用して、プ

ロジェクトチームによるモデル授業の提示や授業での指導方法の改善に取り組むな

ど、現状と課題を客観的に分析・把握し、確実に改善につなげていく取組を一層強

化していきます。 

家庭での学習時間を増やすため、学習内容の定着を図るＧアップシート（中学校の

国語・数学・英語の学力向上を図るため、県が開発した学習シート）の活用や授業

と連動した家庭学習の取組を進めるほか、平成21年度から「家庭学習の充実」「読

書活動の推進」を全県共通課題として取り組んでいる教育振興運動とも連携を図り、

家庭学習の習慣化に取り組みます。 

数学（算数）・英語の学力向上のため、英語力を客観的に測るテストにより、きめ

細かな分析を行い、指導主事による学校訪問指導や、数学・英語の授業参観や授業

研究会による授業力向上に向けた取組などを通じて学力向上を図ります。 

キャリア教育では、「いわてキャリア教育指針」を基にして「いわてキャリア教育

の手引き」を活用しながら、各小・中学校及び高等学校における組織的・系統的な

キャリア教育の実践を支援するほか、地域・産業界と連携した体験的な学習やイン

ターンシップ等への取組に対する支援を進めます。 

以上のことから、児童生徒の学力向上のため、学習定着度状況調査による現状と課

題の分析・把握、それに基づく授業改善を進めるほか、授業と連動した家庭学習の

取組、英語力向上のための中高連携による英語力テストの実施、産業界と連携した

職場体験学習等の推進に取り組みます。  
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評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

 高校生の英語力と教員の授業力向上を図るため、「英語力等外国語能力強化事業（Ｈ

24 予算 2,546 千円）」を措置しました。 

 

＜②既存事業の拡充＞ 

 小学校の算数と中学校の数学について、重点指導領域の設定による個別学校訪問の

指導を強化します。 

 高校の数学について、教員の指導力向上や授業改善のための課題別セミナーを実施

します。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

 中学生の語彙力向上を図るため、「岩手の中学生のための英単語集活用事業」に取

り組みます。 

 市町村教育委員会等と連携し、各学校の学力向上目標の達成に向けた支援、指導を

強化します。 

 諸調査等による児童生徒の学力の把握、分析から学習指導上の問題を明らかにし、

データを活用した授業改善の取組を強化します。 

 新たに作成したリーフレット「いわてが目指すキャリア教育」を活用し、「いわて

キャリア教育指針」の趣旨の一層の浸透を図ります。 

 

備考  

 

46



政策項目No.26：豊かな心を育む教育の推進 

 
課題 「児童生徒の読書者率」については、高校生の読書者率を高めていく必要がありま

す。 

不登校の原因が複雑化・多様化する現状においては、引き続き学校不適応等の未然

防止、早期対応に力を入れて取り組むほか、いじめや暴力行為などの問題行動の予

防にも取り組む必要があります。 

改訂された学習指導要領では、道徳教育について、学校教育活動全体を通じて行う

ことにより充実を図ることを基本的な考え方の一つとしており、小・中学校におけ

る道徳教育全体計画の中で、校内の推進体制を明確にしながら、効果的な道徳教育

の取組を進める必要があります。 

東日本大震災津波により心にダメージを受けた児童生徒に対し、中長期的な心のサ

ポートを行っていく必要があります。 

以上のことから、豊かな心を育む教育の推進のため、高校生の読書率向上に向けた

取組、不登校等の学校不適応の未然防止、早期発見・早期対応、道徳教育全体計画

の作成支援、東日本大震災津波により心にダメージを受けた児童生徒に対する心の

サポート体制の充実等の取組が必要です。 

 

今後の方

向 
教育振興運動の取組において、平成 21年度から「家庭学習の充実」「読書活動の推

進」を全県共通課題として奨励しており、引き続き各実践区の取組を支援します。

また、平成 22 年度に「いわての中高生のためのおすすめ図書 100選」を作成し、県

内全ての中・高生に配付しています。学校・家庭・地域の連携のもと、このブック

リストの活用に取り組んでいきます。 

不登校の出現率を低下させるため、各種事業により専門的な人材を配置し、学校不

適応生徒への専門的な教育相談、教員への専門的な助言を行います。また、総合教

育センターにおける長期研修プログラムによる学校心理士（教育相談コーディネー

ター）の養成など教員の資質向上、児童生徒の心の教育、家庭・地域との協働、専

門的な相談体制を充実させ、学校不適応等の未然防止に力を入れて取り組みます。 

また、いじめや暴力行為といった問題行動を予防するため、児童生徒に対する理解

を深め、望ましい人間関係をつくるための取組を行っていく必要があり、具体的に

は、スクールカウンセラーなど専門的な人材の活用、家庭や地域及び関係機関との

連携を図っていきます。 

道徳教育の充実に向け、一貫性をもった道徳教育の指導が効果的に行われるよう、

小・中学校が校内の推進体制を明確にした道徳教育全体計画の作成を支援する体制

を整備します。 

東日本大震災津波により心にダメージを受けた児童生徒に対する心のサポート体

制を充実させるため、スクールカウンセラー等の派遣、スクールカウンセラー等へ

の指導・助言を行うスーパーバイザーの派遣及び教員を対象とした研修会の開催、

心とからだの健康観察等を行います。 

以上のことから、高校生の読書者率向上に向けた取組、不登校、いじめ及び暴力行

為等を未然に防止するための専門的な人材の配置、小・中学校における推進体制を
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含めた道徳教育全体計画の作成支援、東日本大震災津波により心にダメージを受け

た児童生徒に対する心のサポートのため、スクールカウンセラー等の派遣を行い、

豊かな心を育む教育の推進に取り組みます。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜②既存事業の拡充＞ 

東日本大震災津波により、心にダメージを受けた多くの児童生徒をサポートするた

め、心の専門家であるカウンセラー（臨床心理士等）を学校等へ派遣する「スクー

ルカウンセラー等配置事業（Ｈ24予算353,522千円）」、「学校不適応総合対策事業

（Ｈ24予算13,343千円）」等を措置しました。 

 

備考  
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政策項目No.27：健やかな体を育む教育の推進 

 
課題 学校における体育においては、教員の資質向上を図ることにより授業力の向上に引

き続き取り組み、児童が自らの健康に関心を持ち、運動に積極的に取り組むよう、

意識付ける必要があります。 

体力・運動能力の向上、肥満傾向の改善のいずれにも、運動機会の確保や望ましい

生活習慣の確立に取り組む必要があり、市町村・学校・家庭・地域がそれぞれの役

割を果たす必要があります。 

小学校の体力向上担当者を活用して、学校の特色を生かした体力向上方策の取組の

支援を行っていく必要があります。 

以上のことから、教員の体育授業力向上、児童生徒への意識付け、運動機会の確保

や望ましい生活習慣の確立等に向けて取り組んでいく必要があります。 

 

今後の方

向 
体育の授業力向上に向けては、体育授業支援を必要とする小学校に対しては体育実

技アシスタント派遣事業を継続するとともに、小学校体育ステップアップ講習会に

ついては中央講師を招聘し、現場に生かせる内容を充実させます。 

保健体育主事の学校訪問指導、各学校の体力向上担当者の活用及び各学校における

肥満防止の取組への支援を継続するとともに、「小学校体育実技ハンドブック」の動

画版を作成し、各学校のさらなる取組を促進できるように支援していきます。 

子どもの体力向上に向けた環境づくりの取組が遅れている市町村もあることから、

さらに運動機会確保の取組が強化されるよう意識啓発を図るとともに、取組が遅れ

ている市町村に対しては先進市町村の取組状況の情報提供を行うなど、市町村の取

組を支援していきます。 

ホームページを活用して新体力テスト集計ソフト（小学校用）を掲載し、学校現場

に役立つ情報提供を推進します。 

望ましい生活習慣の確立の基本は家庭にあることから、学校・家庭で共有する学校

経営計画における健やかな体の育成に係る目標（まなびフェスト等）の取組の強化

や肥満防止対策リーフレット等の活用、望ましい食習慣や基礎的な生活習慣の確立

を目指す「岩手県食育推進計画」を各関係者と連携し推進するなど、家庭における

取組を支援していきます。 

以上のことから、体育実技アシスタント派遣事業やホームページの活用による学校

現場への情報提供、及び関係参考資料が課題解決に向けて現場で有効に活用される

ように各研修会等で指導を継続するとともに、学校経営計画における健やかな体の

育成に係る目標（まなびフェスト等）の設定など家庭と協働した取組を通じて、体

力向上や肥満防止に継続して取り組みます。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

子どもの体力向上に向け、学校現場に役立つ情報を提供するため、小学校用の新体

力集計ソフトに加え、中学校用・高等学校用もホームページ上に掲載することによ

り、小中高全ての校種で活用可能な環境を整えます。 

 

備考  
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政策項目No.28：特別支援教育の充実 

 
課題 目指す姿である「共に学び、育ち合う学校」の実現には、小・中学校及び高等学校

において、障がいのある児童生徒が等しく学べる場を整備するとともに、教員の指

導の充実を図る必要があります。 

そのためには、市町村との連携、協力体制を深めるとともに、「個別の指導計画」

作成支援などの特別支援学校による地域の学校への支援の充実が必要です。 

特別支援教育について興味をもちボランティア養成講座に参加する県民は増えて

いますが、ボランティアバンクへの登録数が十分に増えていないことから、登録を

誘引するような具体的な取組を進めていく必要があります。 

特別支援学校高等部卒業生のうち一般就労を希望する生徒の就職を実現するため

には、職場実習及び就職を受け入れる企業の新規開拓が必要であり、特別支援学校

の教育内容や生徒の実態等を理解してもらう必要があります。 

以上のことから、市町村との連携・協力体制の強化、「個別の指導計画」作成への

支援、特別支援学校による小・中学校等への支援の充実、県民理解の増進とボラン

ティアバンクへの登録促進、関係機関や企業等と連携した就業支援が必要です。 

 

今後の方

向 
目指す姿である「共に学び、育ち合う学校」の実現のために、小、中学校と特別支

援学校との交流及び共同学習の一層の充実を図ります。 

特別支援学校等への入学が望ましい児童生徒の就学に向けた支援ファイルの活用

や地域内の小・中学校へ認定就学者として受入、特別な支援を必要とする児童生徒

への「個別の指導計画」作成が推進されるよう市町村との連携強化に取り組みます。 

県立総合教育センターで作成した校種別の「個別の指導計画作成支援ソフト」の周

知や特別支援教育コーディネーターを対象とした研修会の開催等に取り組みます。 

特別支援学校による地域内の小・中学校等への相談支援や研修等への支援ニーズは

高く、小中学校等の指導の充実に効果を上げていることから、引き続き取組を進め

ます。 

特別支援教育への県民の理解を図るため、ボランティアバンク養成講座の開催地区

を変えながら継続的に実施するとともに、ボランティアの具体的な活動内容の紹介

や身近な学校からの要望を個別に紹介するなど、ボランティアバンクへの登録につ

ながるような取組を進めます。 

特別支援学校卒業生の一般就労を推進していくためには、職場実習などを受け入れ

る新規企業や公的機関の開拓が必要であることから、特別支援学校に対する理解を

深めてもらう取組やと企業等との連携する場作りに取り組みます。 

以上のことから、「個別の指導計画」作成の推進に向けた市町村との連携強化や支

援ソフトの活用、特別支援学校による地域内の小・中学校に対する相談支援・研修

の充実、ボランティアバンクへの登録促進、さらに卒業生の一般就労推進のための

企業等との連携強化等に取り組み、特別支援教育の充実を図ります。 
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評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

東日本大震災津波により、沿岸地域の特別支援学校における職場実習の受入先確保

や生徒の就労が難しくなっていることから、内陸部と連携した支援体制の整備等を

行うため、「特別支援学校キャリア教育推進事業（Ｈ24予算3,061千円）」を措置し

ました。 

 

＜②既存事業の拡充＞ 

「特別支援教育かがやきプラン推進事業」を拡充し、障がい等のある生徒の学校生

活が充実したものとなるよう県立高校に配置している特別支援教育支援員を、平成

23年度の24名から、平成24年度は28名に増員します。 

 

備考  
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政策項目No.29：生涯を通じた学びの環境づくり 

 
課題 市町村の公民館事業における講座参加者総数は前年度を上回っていますが、地域総

ぐるみで子どもを育む時勢を反映して少年教育分野の講座が盛んであり、「家庭教育

学級講座」は減少傾向にあります。 

目指す姿指標である「生涯学習に取り組んでいる割合」は、「生涯学習とは何か」

という概念の捉え方が個々により異なることから、どのようなものを生涯学習とい

うのかを具体的に例示し、県民の意識の啓発にあたっていく必要があります。 

教育振興運動の全県共通課題の取組は、確実に広まってきていますが、家庭・地域

との協働により、一層の強化を図る必要があります。 

以上のことから、具体的に例示を行いながら生涯学習やその概念に関する周知・啓

発に取り組み、概念及び取組についての定着を図るとともに、学校と家庭・地域が

協働により取り組む教育振興運動の一層の強化を図る必要があります。 

 

今後の方

向 
子どもの成長に伴って保護者も成長していく必要性があり、その学習及び保護者同

士の情報交流の機会として家庭教育学級講座を活用できる環境を保障できるよう、

その必要性についての啓発にあたります。 

県民の学習ニーズに応じ、必要な学習情報を提供することで生涯学習の基盤整備に

取り組みます。 

教育振興運動の全県共通課題の取組を、学校と家庭・地域が協働により引き続き推

進します。 

以上のことから、生涯学習の基盤整備とともに、事例の提示及びモデル事業をとお

した周知・啓発と市町村の取組の支援、学校と家庭・地域が協働により取り組む教

育振興運動の取組を継続して推進します。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

「学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業費（Ｈ24予算201,352千円）」

の中で、市町村における教育振興運動の取組や家庭教育施策を推進します。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

県立生涯学習推進センターにおいて、市町村社会教育・生涯学習関係職員を対象と

した被災者支援セミナーを新設します。 

備考  
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政策項目No.30：高等教育の連携促進と機能の充実 

 
課題 医療人材などの地域社会を支える人材を育成し、本県の重要な課題である県民所得

の向上、雇用環境の改善、地域医療の確保等に対応するため、各機関が連携し一層の

取組を進める必要があります。 

県民意識調査によると、大学の地域社会貢献に対する満足度が県央・県北地区が高

く、沿岸地区が低い状況にあります。教育研究の成果は広く地域に還元されるように取

り組む必要があります。各高等教育機関においては、教育研究の成果が地域に還元さ

れるよう、高等教育機関相互の連携、産学官連携による特色ある研究を進めています

が、本県の重要な課題に対応するため、各機関が連携し一層の取組を進める必要が

あります。 

推進方策として「やや遅れ」となっている「地域に根ざした特色ある教育研究への取

組」については、各高等教育機関の特色ある教育研究・改革への取組が、全国の中で

特に優れた取組として選定されるよう支援していく必要があります。また、推進方策とし

て「遅れ」となっている「知的財産権の活用促進」については、改訂作業を進めてい

る「岩手県知的財産戦略」に基づき、知的財産の創造・保護・活用支援体制を拡充し、

県内企業における知的財産権の戦略的活用を推進する必要があります。 

以上のことから、地域に求められる人材育成や地域課題研究を含む教育研究の地域

還元等のために、高等教育機関の連携を一層深める必要があります。 

今後の方

向 
地域社会を支える人材を輩出するために、目的意識をもった就学環境を整える観点

から、高校と大学との連携の一層の促進に努めます。また、医療人材の地域輩出の観

点から、奨学金支援や進学セミナーの開催などに取り組みます。 

教育研究の成果が地域の産業・文化等の振興に貢献するために、「いわて高等教育

コンソーシアム」や岩手県立大学による公開講座や地域研究活動の取組を支援します。

また、全県的な産学官ネットワーク組織である「いわて未来づくり機構」の活動など、

各地域の重要課題の解決に向けた活動が一層推進されるよう取り組みます。 

推進方策として「やや遅れ」となっている「地域に根ざした特色ある教育研究への取

組」については、全国の国公私立大学の中で特に優れた取組と評価され、本プログラ

ムに採択される教育改革が実施されたり、採択には至らずとも全国の高等教育機関

と切磋琢磨して特色ある教育研究が一層進むよう、高等教育機関の自主的活動を支

援します。また、推進方策として「遅れ」となっている「知的財産権の活用促進」に

ついては、「岩手県知財総合支援窓口」を中心に知財の戦略的活用促進に取り組みま

す。 

以上のことから、地域を支える人材育成の観点から、医学生の修学支援や卒業後の

地元定着に向けた就業支援を継続して進めます。また、教育研究の成果の地域還元

の視点から、高等教育機関を含む産学官の連携によるシンクタンク機能の強化に取り組

みます。 

評価結果

の反映状

況 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

東日本大震災津波からの復興に向けて、高等教育機関や「いわて未来づくり機構」、

岩手県立大学に設置された「県民のシンクタンク/地域政策研究センター」等の産学

官連携組織が行う復興の課題解決に向けた取組を支援します。 

備考  
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政策項目No.31：文化芸術の振興 

 
課題 芸術や芸能の分野では、優れた文化芸術に触れる機会が十分に確保されていない、

或いは活動や発表が十分にできないなど、鑑賞や活動面での課題があるため、地域

の文化芸術活動を地域全体で支えることが必要です。 

伝統文化の分野では、地域の伝統文化が認知されていない、活動費用や後継者の不

足などにより伝承に支障を来している等の課題があるため、地域の素晴らしい伝統

文化を広く伝えていくことや、地域住民が積極的に伝統文化の保存継承活動に参加

することが必要です。 

東日本大震災津波の被災地では、集落の離散によるコミュニティの崩壊と地域文化

の途絶が懸念されています。このため、離れ離れになった、かつての集落の人々を

つなぐ郷土芸能団体の活動再開が強く望まれています。 

「豊かな創造性のかん養と文化芸術活動への支援」は、文化振興基金等の助成制度

の一層の周知を図り、支援を必要とする団体等に情報が行き届かせる必要がありま

す。 

世界遺産に登録された「平泉の文化遺産」について、将来にわたり顕著で普遍的な

価値を損なわないよう維持するとともに、追加登録に向けた取組を着実に進め、あ

わせて普及啓発を実施していく必要があります。 

推進方策指標の「民俗芸能ネットワーク加盟団体数」では、団体数は前年と比較す

ると増加していますが、目標値に達しなかったことから、県内ネットワーク協議会

の存在を十分に浸透する必要があります。また、「伝統芸能・伝統工芸についての学

習を取り入れている学校数割合」も目標値に達しなかったことから、学校教育に民

俗芸能を取り入れるよう積極的に働きかけていく必要があります。 

以上のことから、地域の文化芸術活動を支援する体制を整備するとともに、地域の

伝統文化を広く伝え、保存継承していく機運を醸成していく必要があります。また、

被災した郷土芸能団体の一日も早い活動の再開や助成制度の周知、「平泉の文化遺

産」をはじめとする伝統文化の情報発信、民俗伝統芸能伝承のための取組を促進す

る必要があります。 

 

今後の方

向 
地域の文化芸術活動を支援する体制を整備するため、各広域圏に文化芸術コーディ

ネーターを設置します。また、コーディネーターを中心に、地域の活動者を始め様々

な団体・個人間の連携を図ります。 

地域の伝統文化を広く伝えるとともに、住民が地域の伝統文化を保存継承する機運

を高めるため、インターネットやその他の媒体を活用し、本県の多様で優れた伝統

文化を県内外に広く発信します。 

地域コミュニティの再生と地域文化を後世に伝えるため、被災地の郷土芸能団体の

活動再開及びその活動の支援について検討を進めます。 

文化振興基金によるアートマネージャー育成事業等により、公立文化ホール利用率

の向上を図ります。また、文化振興基金等の一層の周知を図り、支援を必要とする

団体等に情報が行き届かせるための取組を行います。 

「平泉の文化遺産」について、国や関係市町と連携し保存管理計画を着実に実行す
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るなど確実な保存管理に取り組むとともに、追加登録については、専門家の意見を

聞きながら、登録の実現を目指します。あわせて、普及啓発の取組を進めます。 

伝統芸能等の継承を推進するため、青少年民俗芸能フェスティバルや民俗芸能大会

等の公演・鑑賞機会を提供し、伝統文化の理解を深め、後継者の育成を図ります。

また、学校教育・民俗芸能団体等と連携を図り、活動を継続していきます。 

以上のことから、今後は地域の文化芸術活動を支援する体制を整備するとともに、

本県の伝統文化を広く発信します。また、被災地の郷土芸能団体を支援するほか、

助成制度周知の取組、「平泉の文化遺産」をはじめとする伝統文化の情報発信、民俗

伝統芸能伝承のための取組を強化します。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

地域の文化を後世に伝えるため、被災地の民俗芸能団体等の活動再開を支援する

｢郷土芸能復興支援事業費補助（Ｈ24予算50,000千円）｣を措置しました。 

 

＜②既存事業の拡充＞ 

優れた芸術の鑑賞機会を提供するため、「芸術文化振興事業費（青少年芸術普及事

業）（Ｈ24予算3,902千円）」において、東日本大震災津波の被災地における公演を

拡充して実施します。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

県南広域振興圏において、文化芸術コーディネーターを設置します（平成24年２

月）。 

備考  
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政策項目No.32：多様な文化の理解と交流 

 
課題 県内の大学等には、東アジアを中心に 300人を超える留学生が学んでいますが、卒

業・修了後には岩手とのつながりが途絶えてしまうことがあるため、国境を越えた

幅広い人的ネットワークとして十分に活用できる状況にはなっていないことから、

留学生が帰国後においても岩手との関係を維持できるよう、ネットワークの形成を

図る必要があります。 

国際交流センターの利用者が減少していますが、日本語教材室の利用者数及び外国

人相談件数は順調に伸びている一方、ビデオコーナーの利用者や図書・ビデオの貸

出件数の減少が著しいことから、原因として県民が求めている国際交流、協力及び

多文化共生に関する情報を収集、提供できていないことが考えられます。このため、

広く県民に利用されるよう、国際交流センターの機能を充実する必要があります。 

以上のことから、県内の大学等に在学する留学生等との関係を構築、維持するとと

もに、国際交流センターの機能のうち、国際交流・協力及び多文化共生に関する情

報収集・提供機能を充実するための取組をする必要があります。 

 

今後の方

向 
海外研修員の受入れや留学生への支援を通じて留学生等に「いわてファン」になっ

ていただくとともに、帰国する留学生等へのいわて親善大使の委嘱に積極的に取り

組み、メーリングリストやＳＮＳを利用して持続的なネットワークの形成を図りま

す。 

国際交流等の拠点としての利用がさらに進むよう、日本語教材の更なる充実や外国

人相談体制の改善に努めるとともに、県民に提供する図書・ビデオの見直しや県民

からの国際交流に関する問合せへの対応方法を見直すなど国際交流センターの機能

の充実及びサービスの改善を図ります。 

以上のことから、今後、留学生等との持続的なネットワークの形成を図るための施

策を推進するとともに、国際交流センターについては、施設の管理者と共に、所蔵

図書・ビデオの見直しを検討します。また、センターのスタッフ及び国際交流補助

員等の資質の向上を図ると同時に、利用者の意見も聴きながら、収集すべき国際交

流・協力及び多文化共生に関する情報の把握や提供方法の改善に努めます。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜②既存事業の拡充＞ 

国際交流センターの利用の拡大及び機能の充実のため、受託者が実施する企画提案

型の外国人支援事業に係る経費を計上するなど「国際交流センター管理運営費（Ｈ

24予算19,021千円）」を拡充しました。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

海外ネットワークの維持拡大を図るため、移住地域とのかけはし推進事業につい

て、県費留学生又は海外技術研修員をこれまでの隔年から毎年受け入れるようにし

ます。 

外国人留学生の就職を支援するため、セミナー等の充実のほか県内企業に対する啓

発事業を実施します。 

備考  
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政策項目No.33：豊かなスポーツライフの振興 

 
課題 スポーツ実施率も目標を下回り、県民のだれもが継続的にスポーツ活動に取り組む

状況には至っていないことから、だれもが気軽にスポーツに親しめる環境づくりに、

引き続き取り組む必要があります。 

東日本大震災津波の影響により、沿岸被災地域住民のスポーツ活動の低下と健康被

害をもたらし、深刻な問題となっていることから、健康づくりに取り組めるサポー

ト体制の充実が求められています。 

健康づくりや選手強化を進めるにはスポーツ医・科学サポート体制の充実が効果的

であることから、スポーツ医・科学サポートの環境整備やアスレティックトレーナ

ーの養成事業の推進を図る必要があります。 

選手育成については、中長期的な視点により、計画的に選手強化の取組を行ってい

く必要がありますが、特に、国民体育大会天皇杯得点の伸び悩みの原因となってい

る成年種別・女子種別及び団体競技の入賞種目を増やしていく必要があります。 

競技団体における小中高一貫指導プランについては、計画作成は順調に進んでいま

すが、人的な体制や練習環境の整備など、実際に一貫指導できる体制がまだ十分に

整っていないことが課題としてあげられます。 

以上のことから、だれもが気軽にスポーツに親しめる環境づくり、沿岸被災地住民

の健康づくりに関するサポート体制の充実、スポーツ医・科学サポート体制の充実、

中長期的な視点に立った選手強化等に取り組んでいく必要があります。 

 

今後の方

向 
総合型地域スポーツクラブ未設置市町村の解消に加え、クラブ数の増加や既存クラ

ブの育成を充実させ、地域に根ざしたスポーツ振興を進めるとともに、さらにクラ

ブ員数の拡大も重点に図り、「するスポーツ」はもとより、「みる、支えるスポーツ」

も含めたスポーツ愛好者の裾野を広げ、生涯スポーツの振興を進めていきます。 

スポーツ医・科学サポート体制の充実をさせるため、アスレティックトレーナー養

成事業を計画的に実施し、トレーナーの増員を図っていきます。また、養成したト

レーナーを沿岸被災地における健康づくりや体力向上のサポート事業のために派遣

したり、各競技団体に専属配置し、強化事業等へ派遣を積極的に推進していきます。 

国民体育大会における天皇杯順位目標を達成するほか、本県選手が国際大会及び全

国大会おいて活躍するために、小学生から高校生を対象とした強化事業の拡充、全

国と戦うための戦略を立てられるトップコーチの養成、練習環境の整備に取り組み、

関係団体との連携を深めながら、中長期的な視点に立った選手育成や指導者養成を

推進していきます。 

「いわてスーパーキッズ発掘・育成事業」に参加している生徒は、基礎的身体能力

の向上により、全国大会への出場・上位入賞が見られるようになってきました。修

了生の中からも、全国大会等へ出場し活躍している生徒が出てきました。 

今後は、発掘・育成事業の充実とともに、パスウエイプログラムをさらに充実さ

せるなど、児童・生徒が更に能力を発揮できるよう、事業を展開していきます。 

以上のことから、総合型地域スポーツクラブの創設などによる地域に根ざしたスポ

ーツの振興、アスレティックトレーナーの計画的な養成や、沿岸被災地への派遣及
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び各競技団体への配置、小学生から高校生を対象とした強化事業の拡充などによる

中長期的な視点に立った選手育成等に取り組んでいきます。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜②既存事業の拡充＞ 

東日本大震災津波の沿岸被災地における健康づくりや体力向上のサポートを行う

ため、「被災地健康相談支援事業費（Ｈ24予算102,407千円）」を拡充し、アスレテ

ィックトレーナーの沿岸地域への派遣を行います。 

総合型地域スポーツクラブ未創設市町村への創設支援や既存クラブ育成、クラブ会

員数の拡大のため、「生涯スポーツ推進事業（Ｈ24予算5,539千円）」を拡充し、岩

手県広域スポーツセンターの専任指導員による、クラブ未創設市町村や沿岸市町村

への巡回指導を実施します。 

 

備考  
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政策項目No.34：地球温暖化対策の推進 

 
課題 家庭におけるエコライフ活動実施率では、不要なスイッチオフ等の省エネルギーの

実施率は高く、また、東日本大震災津波後の電力需給の逼迫により節電行動が浸透

するなど温暖化防止の取組や意識は定着してきていると思われますが、公共交通機

関の利用や再生可能エネルギーの導入などの実施率は低い状況であり、省エネルギ

ーや再生可能エネルギーの導入の必要性について、家庭や事業所等に広く働きかけ

を行うなど県民総参加による取組を進めていく必要があります。 

環境意識の高い事業所において温暖化対策が進んでいるものの、未だ温暖化対策が

進んでいない事業所が多くみられることから、事業所内において省エネルギー対策

等を推進する人材育成を図るとともに、環境経営に取り組む事業者の底上げを図っ

ていく必要があります。 

「エコドライブ実技講習会の受講者の数」は順調に増加していることから、引き続

きエコドライブの普及を図るとともに、公共交通機関の利用促進など、運輸部門の

取組を促進する必要があります。 

県民の環境に関する意識を高めるとともに、具体的な実践行動に結び付けていくた

め、引き続き環境学習の取組を進めていく必要があります。 

木質バイオマスエネルギーへの関心の高まりが見られることから、これまでの公共

施設での利用に加え、産業分野での利用拡大を図るとともに、間伐材等の未利用木

質資源の活用促進等を図っていく必要があります。 

再生可能エネルギー導入については、地形や自然環境面での問題、土地の利用規制、

電力系統への接続などの制約や導入コストが課題となっています。また、東日本大

震災津波による発電所の停止に伴い、電力需給が逼迫していることから、再生可能

エネルギー発電の必要性が高まっており、被災市町村を中心に大規模かつ長期間に

わたる停電が発生したことから、大規模発電施設の立地促進や地域が一定のエネル

ギーを賄えるような自立・分散型の電力供給の仕組みの構築を進めていくことが必

要です。 

以上のことから、地球温暖化対策の推進や再生可能エネルギーの導入促進を図るた

め、家庭をはじめ各分野における省エネルギーの取組の促進と再生可能エネルギー

設備の導入に向けたコスト低減策等に取り組んでいくとともに、公共施設や産業分

野での木質バイオマスエネルギーの利用拡大を図る必要があります。 

 

今後の方

向 
平成 24 年３月に策定予定の「地球温暖化対策に関する実行計画」に基づき、「温暖

化防止いわて県民会議」を通じて、引き続き県民、事業者、行政が一体となった県

民総参加による運動を実施するとともに、「地球温暖化防止推進センター」により県

民の省エネルギー活動の定着を支援していきます。 

エコスタッフ養成研修や環境報告書作成研修等による人材育成を強化し、環境経営

を推進するための中核となる人材育成を行います。 

エコドライブ普及員の養成や講習会の開催、公共交通機関の利用促進を図るキャン

ペーン等の実施により、運輸部門における取組の促進を図ります。 
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県民の環境に配慮した行動を促進するため、継続して環境学習の支援に取り組みま

す。 

平成 23 年３月に策定した「いわて木質バイオマスエネルギー利用拡大プラン第３

ステージ」により、「産業分野での木質バイオマス利用の促進」、「ＣＯ2 排出量取引

との組合せによる利用拡大」、「木質バイオマスコーディネーターによる技術的指

導」、「間伐材等の未利用木質資源の利用促進」など木質バイオマスエネルギーの一

層の利用拡大に取り組みます。 

バイオマス資源ごとの活用方策を示した「いわてバイオエネルギー利活用構想」に

基づき、先端技術の開発や原料生産の研究開発を促進するとともに、バイオディー

ゼル燃料などのエネルギーの地産地消に取り組みます。 

再生可能エネルギー導入促進基金（仮称）により、防災拠点や避難所に指定される

公共施設・学校、病院等（以下「防災拠点等」という。）に再生可能エネルギーの導

入を図るほか、大規模太陽光発電の適地調査を実施し、市町村等と連携して立地希

望事業者とのマッチングを図るなど、再生可能エネルギーの導入促進に向けた取組

を進めます。 

以上のことから、地球温暖化対策の推進や再生可能エネルギーの導入を促進するた

め、「温暖化防止いわて県民会議」を中核とした県民総参加による運動を実施するほ

か、防災拠点等への再生可能エネルギーの導入や大規模発電施設の立地促進、産業

分野での木質バイオマス利用の促進等に取り組みます。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

市町村・事業者等が行う再生可能エネルギー設備等の導入に対する支援や県有施設

への設置を行うことにより、災害時にも対応できる自立・分散型エネルギー供給体

制を構築するため、「防災拠点等再生可能エネルギー導入事業費（Ｈ24予算3,460,883

千円）」を措置しました。 

 

大規模発電施設の立地を促進するとともに、被災住宅等の太陽光発電の導入支援、

再生可能エネルギーの利活用を促進するため、「再生可能エネルギー導入促進事業

費（Ｈ24予算11,037千円）」を措置しました。 

 

県内に大規模太陽光発電施設等を新設する企業等に対し、設備導入や事業実施に要

する資金の貸付を行うため、「再生可能エネルギー利用発電設備導入促進資金貸付

金（Ｈ24予算798,000千円）」を措置しました。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

県内で木質燃料の利活用を計画している施設を対象として、燃料供給等の課題解決 

や関係者間の合意形成を図り、安定的に燃料を供給できるシステムを構築するとと

もに、県が委嘱する木質バイオマスコーディネーターを活用した技術指導や企業訪

問等により、民間企業での木質燃料ボイラーの導入案件の発掘を行うなど強化を図

ります。 

備考 地球温暖化対策と再生可能エネルギーの導入促進施策を総合的かつ計画的に推進

するため、平成24年３月に策定予定の「岩手県地球温暖化対策実行計画」を基に具

体の取組を推進します。 
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政策項目No.35：循環型地域社会の形成 

 
課題 廃棄物の適正な処理によって、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる

限り低減される循環型社会の形成に向けて、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使

用（リユース）、再生利用（リサイクル）の３Ｒを推進していくためには、県民、事

業者、市町村等の各主体による継続した取組が必要となっています。 

構成事業の取組は、概ね順調に実施され、平成 23 年県の施策に関する県民意識調

査結果のうち「ごみ減量やリサイクルの定着」について満足度が第一位となるなど、

県民の意識には浸透しているものの、県民生活におけるごみの減量やリサイクル率

の向上、廃棄物の最終処分量の減少について、世帯数の増加等により、削減目標に

は達していない状況にあります。 

このため、ごみの発生抑制など３Ｒの取組について、具体的な行動に向けた啓発

を強化するとともに、事業者等による実効ある活動等について働きかけていく必要

があります。 

適正処理の推進については、産廃Ｇメンなどによる監視・指導を継続して実施して

いますが、依然として、不法投棄などの不適正処理が後を絶たない状況にあり、広

域化、悪質化に対応できる効率的な監視体制の強化を図る必要があります。 

また、産業廃棄物の自県内処理を安定的に進めるためには、廃棄物処理センターに

ついて、公共関与による支援を継続する必要があります。 

青森県境産業廃棄物不法投棄事案に係る原状回復については、「特定産業廃棄物に

起因する支障の除去等に関する特別措置法」の期限である平成 24 年度までに原状回

復を完了する必要があります。 

以上のことから、ごみ減量化やリサイクルを促進し、廃棄物の不適正処理の未然防

止を図っていくためには、県民、事業者、市町村等がそれぞれの役割を果たしなが

ら、ごみ減量等の実践活動に取り組み、廃棄物の適正処理を進めていく必要があり

ます。 

 

今後の方

向 
ごみ減量化とリサイクルについて、県民、事業者、市町村等の各主体の取組を促進

するため、情報提供や啓発活動の実施、事業者による３Ｒの取組を働きかけていく

ほか、循環型社会の形成を推進するビジネス・技術の振興に取り組みます。 

廃棄物の不適正処理については、監視指導を強化し、不適正処理の早期発見・早期

対応を図るとともに、優良事業者の育成と排出事業者の理解を促進します。 

産業廃棄物の適正処理と自県（圏）内処理を推進するため、いわてクリーンセンタ

ー及びいわて第２クリーンセンターの円滑な運営に取り組みます。 

青森県境産業廃棄物不法投棄事案に係る原状回復については、廃棄物の撤去及び汚

染土壌の浄化により、引き続き原状回復を進めていきます。 

以上のことから、循環型社会の形成に向けた各主体による３Ｒの取組や環境に配慮

した事業活動の促進、適正な産業廃棄物処理に係る監視・指導の強化、廃棄物処理

センターの円滑な運営に向けた支援等の施策を推進します。 
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評価結果

の反映状

況 

＜②既存事業の拡充＞ 

ごみの減量やリサイクルを一層進めていくため、「岩手県循環型社会形成推進計画」

に基づき、廃棄物の発生抑制を第一とする３Ｒについて、周知を図るとともに、地

域ゼロエミッションコーディネーターによる支援について、連携した取組を促進す

るなど、事業者の取組の拡大を図ります。（循環型地域社会形成推進事業費Ｈ24予

算132,378千円） 

 

備考  
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政策項目No.36：多様で豊かな環境の保全 

 
課題 野生動物による人身被害、農業被害が依然として発生しており、人と野生動物との

適切な関係の構築のため、引き続き特定鳥獣保護管理計画に基づく科学的、計画的

な保護管理を図る必要があります。 

東日本大震災津波により、本県沿岸部を中心とした自然公園等施設が甚大な被害を

受けており、損壊した施設での事故防止や避難誘導案内等、利用者の安全確保を図

ることはもとより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに生物多様性の確保

に寄与するとした自然公園の目的を実現するため、自然公園等施設の早期復旧を図

っていく必要があります。 

本県の良好な大気・水環境の保全を図るため、事業場排水による水質汚濁やばい煙

による大気汚染の状況等について今後とも継続して監視していくとともに、事業者

に対する指導を実施する必要があります。 

今後、児童数の減少や東日本大震災津波による影響により、水生生物調査への参加

率の低下が懸念されることから、学校現場へのより一層の普及啓発を図る必要があ

ります。また、森林所有者へ間伐実施を働きかけるなど、県民の主体的な活動の促

進を図っていく必要があります。 

行政機関との共催による住民と企業の環境コミュニケーションを行う企業数は増

加しており、今後は、事業者による主体的な取組をさらに促進していく必要があり

ます。 

以上のことから、本県の豊かな環境の保全のため、引き続き水環境の保全・希少野

生動植物の保護などに取り組むほか、自然公園の利用や水生生物調査などを通じた

自然とのふれあいや県民の主体的な活動を促進していく必要があります。 

 

今後の方

向 
目指す姿の実現に向け、本県の良好な大気・水環境などの保全、岩手にしかない希

少な動植物を守る取組を継続するとともに、県民の主体的な取組を促進するための

情報発信、参加型の自然学習などの普及啓発に取り組みます。 

野生動物による人身被害、農業被害の軽減を図るため、野生動物を取り巻く環境が

変化をしていることを踏まえながら、野生動物の地域個体群の適切な管理や被害防

止対策などに取り組みます。 

損壊した自然公園等施設での事故防止等、利用者の安全確保を図るとともに、国及

び市町村との調整の下に早急な施設復旧に取り組みます。 

水環境保全のため、排水基準を超過した事業所に対する指導を強化します。 

水生生物調査参加率の増加に向けては指導者講習会や出前講座による参加促進な

どに取り組むほか、間伐実施面積の拡大に向けては地域けん引型林業経営体による

施業提案の促進など、森林所有者への働きかけの強化や機械化による低コスト施業

の推進に取り組みます。 

旧松尾鉱山から排出される強酸性の坑廃水は半永久的に排出され続けることから、

今後も引き続き坑廃水処理を継続して実施します。 

環境報告書を公開して意見交換を行う場(環境報告書バンク(仮称））を通じて環境
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コミュニケーションの取組を行う企業の拡大を目指します。 

以上のことから、岩手の豊かな環境の保全のため、希少野生動植物の生息・生育環

境の保全などによる自然保護対策や大気・水環境の常時監視などの環境保全対策を

行うとともに、県民、事業者、行政などの連携・協働による環境保全活動の活発化

に向けた取組を推進します。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜②既存事業の拡充＞ 

環境負荷低減の取組を推進するうえで、企業が実施する環境保全活動に対して、地

域住民との相互理解を醸成することが重要であることから、環境報告書を公開して、

企業の環境に対する取組を住民に情報提供する「いわて環境報告書バンク」を広く

周知し、この環境報告書バンクを通じて環境コミュニケーションの取組を行う企業

の拡大を図ります。「化学物質環境対策費（環境コミュニケーション推進費）Ｈ24

予算820千円」 

 

＜③計画策定、制度や組織体制の拡充＞ 

鳥獣保護事業計画及びクマ、シカ、カモシカ等に関する「特定鳥獣保護管理計画」

が平成24年度末で満了することから、平成25年度から４年間の新たな計画を策定し、

野生動物の適切な保護管理や被害防止対策を推進します。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

県民参加による自然環境保全の取組を一層推進するため、従来の県ホームページで

の周知に加え、新聞や市町村広報誌への掲載などにより、グリーンボランティア制

度の周知拡大を図ります。 

自然環境への負荷軽減及び登山マナー向上のため、早池峰国定公園において実施し

てきた携帯トイレ専用デーの実施期間を拡大して取り組みます。 

 

備考  
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政策項目No.37：産業を支える社会資本の整備 

 
課題 高規格幹線道路等の未整備区間が多く残されているなど、物流の円滑化や産業振興、

地域間の交流・連携を支える道路整備は未だ不十分であるほか、東日本大震災津波

からの早期復興に向け災害時等の確実な緊急輸送や代替機能を確保した信頼性の高

い交通ネットワークを構築するため、三陸縦貫自動車道等の「復興道路」や一般国道・

県道等の「復興支援道路」、「復興関連道路」の整備を着実に推進していくことが必要で

す。 

港湾の整備と利活用の促進については、東日本大震災津波に伴う応急工事を県内全

ての重要港湾で実施し、岸壁等の港湾施設は暫定的に使用可能となりましたが、今

後、本格的な復旧工事を進めて港湾機能の回復を図る必要があります。また、港湾

利用企業や民間所有の荷役機械が被災し、震災前に比べて港湾取扱貨物量が減少し

ていることから、取扱貨物量の回復・増加を図る必要があります。 

いわて花巻空港の整備と利用の促進については、ＦＤＡによる名古屋（小牧）線開

設等により国内定期便の利用者数が増加傾向にあるものの、引き続き国内線の路線・

便数の維持・充実に向けた取組や、利用者数の増加に向けた取組を進める必要があり

ます。また、国際チャーター便については、平行誘導路の整備や旅客ターミナルビ

ル増築による充実した受入れ体制の積極的なＰＲや、東日本大震災津波及び原子力発

電所の事故の影響等により減尐している海外からの観光客を呼び戻すための取組が

必要です。 

以上のことから、道路、港湾等の公共土木施設について東日本大震災津波からの早

期復旧を図るとともに、道路等の産業を支える社会資本整備を重点化・効率化を図りな

がら着実に推進し、引き続き港湾や空港の利活用促進に取り組む必要があります。 

 

今後の方

向 
東日本大震災津波からの復興のための「復興道路」、「復興支援道路」、「復興関連道

路」をはじめとした地域の産業振興や県内外との交流を支える道路整備を国、県、市

町村など適切な役割分担のもとで計画的に進めていきます。 

被災した重要港湾の再生に向けて国、県、市及び港湾利用者と共に策定した「復旧・

復興方針」などを踏まえて、港湾施設の本格的な復旧工事を進めるとともに、コンテ

ナ定期航路の維持・拡大やバラ貨物も含めた、港湾取扱貨物量の増加に向けて県内

外の荷主企業等に対するポートセールスに取り組みます。 

いわて花巻空港の国内定期便のＰＲや各種キャンペーンなどにより国内線の路線

や便数の維持・拡充、航空機の大型化に取り組むとともに、空港への交通アクセス

改善等の空港利用者の利便性向上に取り組みます。また、東アジア地域の航空会社等

へのエアポートセールスを通じて、世界遺産に登録された「平泉の文化遺産」をはじ

めとした岩手の魅力や、いわて花巻空港の受入れ体制の充実をアピールすることな

どにより、国際チャーター便の誘致に取り組みます。 

以上のことから、道路、港湾等の公共土木施設について東日本大震災津波からの早

期復旧を図るとともに、地域の産業振興や県内外との交流を支える社会資本整備を計

画的に進めるほか、港湾の利活用促進に向けて、引き続き県内外の荷主企業等に対す

るポートセールスに取り組みます。また、いわて花巻空港については、国内定期便のＰ

Ｒや各種キャンペーンなどにより国内線の路線・便数の維持・拡充や空港利用者の利
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便性の向上に取り組むほか、国際チャーター便の誘致・拡大を図るため、東アジア地域

の航空会社等へのエアポートセールスに取り組みます。 

 

反映状況 ＜②既存事業の拡充＞ 

名古屋線等の国内定期便の維持・拡充や、国際チャーター便の誘致・拡大のため東

アジア地域の航空会社等への働きかけを強化する必要があることから、いわて花巻

空港利用促進事業費（Ｈ24予算25,025千円）を拡充しました。 

 

＜③計画策定、制度や組織体制の拡充＞ 

本格化する復旧・復興事業を迅速かつ円滑に進めるため、原則３年を任期とする任

期付職員の採用や他都府県からの職員派遣等により、現場の執行体制の強化を図り

ます。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

三陸沿岸地域の復興と安全安心を確保するため、「復興道路」、「復興支援道路」、

「復興関連道路」を組み合わせた「災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構

築」を重点的に進めます。 

平成28年に本県で開催が予定されている岩手国体に向け、競技会場への円滑な移動

を確保するため、アクセス道路の整備を進めます。 

港湾の物流機能の早期回復を図り、復興道路等の整備によるアクセス性の向上を見

据え、完成自動車の積出しや外貿コンテナ航路の再開・拡充に向けて、荷主企業や

船会社等へのポートセールスに取り組みます。 

 

備考  
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政策項目No.38：安全で安心な暮らしを支える社会資本の整備 

 
課題 東日本大震災津波からの復興に向けて、その基盤となる社会資本の早期整備が求め

られており、関係市町村が策定する復興まちづくり計画との整合を図りながら、被

災した湾口防波堤や海岸保全施設等の復旧・整備、安全な避難路の確保等を推進し、

「多重防災型まちづくり」による防災都市・地域づくりを進めることが必要です。 

また、災害時における避難・救援活動等のための緊急輸送道路の確実な通行の確保

や、建物の耐震化の必要性が再認識されており、橋梁の耐震化の推進や木造住宅の

耐震改修の促進に一層努めていく必要があります。 

震災対応以外についても、地球温暖化の影響等で、局地的集中豪雨の多発化や、台

風等による豪雨の激化などが懸念されており、現在の取組を更に推進し、ハード対

策とソフト施策を効果的に組み合わせた洪水・土砂災害対策を進めていく必要があ

ります。 

児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であり、災害発生時においては地域住民の

避難場所や地域の防災拠点としても重要な役割を担っている学校施設については、

早期に耐震化を進め、安全・安心な教育環境を整備するとともに、通学路への歩道

設置による通学時の安全確保に取り組んでいく必要があります。 

以上のことから、地震・津波・洪水・土砂災害に対応するため、木造住宅の耐震改

修やがけ崩れ危険箇所からの住宅移転の促進等に努めながら、ハード対策とソフト

施策を効果的に組み合わせた対策を更に進めていくとともに、東日本大震災津波か

らの復興に向けて、多重防災型まちづくりによる防災施設の復旧・整備等を推進す

る必要があります。また、安全な日常生活を支える観点から、引き続き安全な道づく

りと学校施設の耐震補強を進めていく必要があります。 

 

今後の方

向 
東日本大震災津波により、甚大な被害を受けた沿岸部における今後の津波対策につ

いては、岩手県東日本大震災津波復興計画に基づき、市町村が策定する復興まちづ

くり計画と整合させた湾口防波堤や海岸保全施設の復旧・整備などのハード対策と

安全な避難体制の構築などのソフト施策を進め、「多重防災型まちづくり」により「安

全の確保」を図っていきます。 

地震や洪水、土砂災害に備えたハード対策としては、緊急輸送道路に加えて復興支

援道路等の橋梁や学校施設の耐震補強、木造住宅の耐震改修、河川改修やダム建設、

砂防施設の整備を進めていきます。 

また、ソフト施策としては、洪水ハザードマップの作成、土砂災害警戒区域の指定

のほか、がけ崩れ危険住宅の移転促進等の施策をハード対策に効果的に組み合せた

対策を引き続き進めていきます。 

さらに、被災地においては、復興まちづくり計画に基づく高所移転等により新たに

形成される住宅地等の安全を確保するため、必要な洪水・土砂災害対策等を行い、

復興を促進します。 

木造住宅の耐震改修促進のため、東日本大震災津波による被害状況をふまえ、耐震

化の重要性を周知するとともに、耐震診断受診者や耐震相談会に相談員を派遣し、

改修方法等の相談や改修事業者の情報提供を行います。 

円滑な救急搬送を支えるための道路改善の取組や、安全な通学路を確保するための
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歩道整備、落石等から通行の安全を確保する道路防災施設の整備や冬期間の通行の

安全を確保する防雪施設の整備を行うなど、引き続き道路網の安全性・信頼性の確

保に努めていきます。 

県立学校施設の耐震化の推進については、平成 27 年度末に耐震化率 100％を達成

することを目標とし、今後も「岩手県耐震改修促進計画」に基づき早期耐震化を計

画的に進めていきます。 

以上のことから、東日本大震災津波からの復興にあたり、岩手県東日本大震災津波

復興計画に基づき、復興まちづくり計画と一体となった沿岸部の新たな津波災害対

策に取り組んでいくとともに、新たに形成される住宅地等の洪水・土砂災害対策等

を行い多重防災型まちづくりの取組を推進していきます。また、地震や洪水等の自

然災害対策として、橋梁や木造住宅の耐震化、治水施設や砂防設備の整備等のハー

ド対策と、地域の状況に応じたソフト施策を効果的に組み合せた対策を引き続き進

めていきます。さらに、円滑な救急搬送を支えるための道路改善の取組や安全な通

学路を確保するための歩道設置等により、道路網の安全性・信頼性の確保に取り組

むとともに、学校施設の耐震化を進め、引き続き安全な日常生活を支える社会資本

整備を推進していきます。 

 

反映状況 ＜③計画策定、制度や組織体制の拡充＞ 

概ね百数十年程度の頻度で起こり得る津波に対応できる海岸保全施設の整備を行

うため、「海岸保全基本計画」の見直しを進めます。 

河口を有する沿岸部の河川において、河川津波対策を実施するため、「河川整備基

本方針・整備計画」の策定・見直しを進めます。 

本格化する復旧・復興事業を迅速かつ円滑に進めるため、原則３年を任期とする任

期付職員の採用や他都府県からの職員派遣等により、現場の執行体制の強化を図り

ます。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

被災した湾口防波堤や防潮堤等の概ね５年以内の復旧・整備及び水門等の遠隔操作

化等津波防災施設の整備推進によるハード対策と、浸水想定区域図の作成等のソフ

ト施策による「多重防災型まちづくり」の取組を重点的に進めます。 

災害時等における道の駅の防災拠点化を推進するため、自家発電装置等による電力

の確保、情報提供装置の拡充等による防災機能強化を進めます。 

 

備考  
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政策項目No.39：豊かで快適な環境を創造する基盤づくり 

 
課題 東日本大震災津波により被災した市町村の復興計画に基づくまちづくりを早期に

実現するため、津波に対する安全な住環境を整備するための宅地の嵩上げや、高所

移転のための制度の創設・拡充、土地利用規制の手続の迅速化等のまちづくりのた

めの規制緩和や制度の拡充・創設等を国に対して要望していく必要があります。 

沿岸部では、良好な景観を形成していた自然やまち並みの一部が損なわれたことか

ら、景観の修復と創造が図られる取組を展開していく必要があります。 

また、平泉の世界遺産登録を契機とした観光振興を図るため、主要観光地の景観

保全やアクセス道路の整備を進める必要があります。 

ひとにやさしいまちづくり条例に基づく整備基準のすべてに適合した施設整備は、

多額の費用が伴うため、厳しい景気情勢も反映して、整備基準適合率は伸び悩んで

おり、加えて東日本大震災津波からの早期復興に向けて建設される特定公共的施設

には、整備基準を満たさない応急的な建築物も多く、整備基準に適合した施設整備

を促進していく必要があります。 

東日本大震災津波で甚大な被害を受けた沿岸部市町村の汚水処理施設について、早

期の通常処理に向けた市町村の取組を支援していく必要があるとともに、持続可能

な汚水処理経営を図るため、下水道等の集合処理施設への接続率の向上を促進する

必要があります。 

以上のことから、東日本大震災津波により被災した市町村の復興まちづくりを支援

するとともに、遅れが見られるひとにやさしいまちづくり条例に基づく整備基準適

合率や下水道等の集合処理施設への接続率の向上に向けて、より効果的な取組を推

進していくほか、沿岸部の景観修復と創造を図りながら岩手県景観計画に沿った取

組等を全県的に展開していく必要があります。 

 

今後の方

向 
東日本大震災津波により被災した市町村の復興まちづくり計画策定の技術的支援

を行うなど、復興の進捗や状況に応じて必要な支援を行いながら、市町村の復興ま

ちづくりを促進します。 

美しく魅力あるまちづくりについては、住民主体の美しいまちづくりを支援すると

ともに、景観学習の実施により次世代の担い手の育成を図ります。また、岩手県景

観計画に基づき、県と市町村、事業者、県民と適切な役割分担のもと、地域特性に

沿った良好な景観形成を目指します。津波により以前の面影が無くなった沿岸地域

では、景観と調和が図られた復興まちづくりとなるよう方向性を示しながら、地域

の景観保全と創造への取組を推進します。 

また、県内各地を周遊する観光客の利便性や観光地の魅力の向上を図るための道

路整備や景観に配慮した防護柵等の整備等を推進します。 

ひとにやさしいまちづくりについては、施設整備に関する事前協議・相談の際の適

切な指導や助言を通して、特定公共的施設の整備基準に適合した施設整備を促進し

ます。 

衛生的で快適な生活環境の確保については、平成 23 年２月に策定した「いわて汚

水処理ビジョン２０１０」に基づき、水洗化人口割合の向上を図るとともに、経営

改善に係る助言など市町村の生活排水対策を支援しながら、持続的で健全な汚水処
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理経営の推進に向けた取組を進めます。 

以上のことから、被災した市町村の復興まちづくり計画策定の技術的支援を行うな

ど市町村の復興まちづくりを促進するとともに、岩手県景観計画に沿った取組を適

切な役割分担と協働のもと展開するほか、観光客の利便性や観光地の魅力の向上を

図るための道路整備等に取り組むなど美しく魅力あるまちづくりを推進します。ま

た、ひとにやさしいまちづくりについては、施設整備に関する事前協議の際の適切

な助言等により整備基準に適合した施設整備を促進するとともに、衛生的で快適な

生活環境の確保については、市町村の汚水処理経営の改善を支援するなど、国、県、

市町村、団体、県民等が適切な役割分担のもとに連携を図りながら、豊かで快適な

環境を創造する基盤づくりを推進していきます。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

被災者向けの恒久住宅の供給を推進するため、民間事業者が行う災害復興型地域優

良賃貸住宅等の建設に要する経費に対して補助する「災害復興型地域優良賃貸住宅

供給促進事業費（Ｈ24予算1,000,000千円）」を措置しました。 

 

＜②既存事業の拡充＞ 

被災者の住宅再建のため、生活再建支援制度や災害救助法による応急修理制度の適

用を受けない一部損壊や半壊した住宅を補修した場合、地盤沈下や擁壁倒壊が生じ

た宅地を復旧した場合に加えて、やむを得ず解体し新築又は購入した場合について、

その経費の一部を助成できるよう「生活再建住宅支援事業費補助（Ｈ24予算

2,100,000千円）」を拡充しました。 

良好な景観形成を推進するため、県、市町村及びその他関係団体が連携して、景観

形成のための新たな取組と活用策等の検討を行う広域圏毎の連絡協議会を設置する

など「美しいまちづくり推進事業費（Ｈ24予算4,024千円）」を拡充しました。 

 

＜③計画策定、制度や組織体制の拡充＞ 

本格化する復旧・復興事業を迅速かつ円滑に進めるため、原則３年を任期とする任

期付職員の採用や他都府県からの職員派遣等により、現場の執行体制の強化を図り

ます。 

 

＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

県と市町村が適切な役割分担を行いながら、被災者向けの恒久住宅としての災害復

興公営住宅の供給を重点的に進めます。 

被災市町村の復興まちづくり等を促進するため、まちづくりや景観等に関する専門

家等をアドバイザーとして派遣するなど、復興まちづくり等に対する技術支援の取

組を進めます。 

 

備考  

 

 

70



政策項目No.40：社会資本の維持管理と担い手の育成･確保 

 
課題 社会ストックの増大と高齢化が進み、今後、維持管理予算が増大することが予想さ

れますが、本県には、社会資本の整備が必要な箇所が多く残されていることなどか

ら、「長寿命化計画」を策定し、予防保全型の適切な維持管理を行い、ライフサイク

ルコストの縮減を図っていく必要があります。 

東日本大震災津波後の道路、河川、海岸等の施設点検結果を踏まえ、必要に応じて

維持管理計画を見直しする必要があります。 

県民にとって身近な社会資本に愛着を持ち、利用しながら次の世代に引き継ぐ取組

として、県民との協働による維持管理を進めており、順調に協働団体数が増加して

いますが、東日本大震災津波等の影響により協働する団体の減少が懸念されます。 

県内の建設投資額は、東日本大震災津波からの復旧・復興に向けて、今後数年は一

時的な増加が見込まれるが、その後は再び減少することが予想されるため、建設企

業は復興後の将来を見据えた企業経営に取り組んでいく必要があります。 

以上のことから、社会資本の維持管理については、長寿命化計画を策定し、予防保

全型の適切な維持管理を行うなど、ライフサイクルコストの縮減を図るとともに、

県民との協働による維持管理の取組を更に推進していく必要があります。また、平

成 16 年以降、建設企業の経常利益率がマイナスとなっている調査結果があるなど、

建設企業の経営状況も悪化しており、公共事業に過度に依存しない建設業へと構造

改革を進めていく必要があります。 

 

今後の方

向 
「道路（舗装）」、「下水道」、「砂防施設」等の社会資本においても、維持管理計画

の策定を推進し、効率的・効果的・計画的な維持管理に取り組みます。 

東日本大震災津波後の道路、河川、海岸等の施設点検結果を踏まえ、必要に応じて

維持管理計画を見直しするとともに、施設機能が長期にわたって維持されるよう、

定期的な点検や劣化、損傷等に対する適時・的確な修繕等により維持管理計画に基

づいた適切な維持管理に努めていきます。 

県民との協働による維持管理については、団体数の拡大を図るため、県民への周知

方法及び実施状況や制度の検証等による見直しを行うなど、着実な定着に向けた取

組を進めます。 

平成 22 年度に終了した「建設業対策中期戦略プラン」に代わり、平成 23年度を初

年度とし平成 26年度までの４か年の「いわて建設業対策中期プラン」を策定したと

ころであり、このプランに基づき建設企業の支援に取り組み、担い手としての建設

企業の育成・確保を図っていきます。 

以上のことから、「道路（舗装）」、「下水道」、「砂防施設」等の社会資本においても、

維持管理計画の策定を推進するとともに、県民との協働による維持管理については、

団体数の拡大を図るとともに、実施状況等を検証するなど、着実な定着に向けた取

組を進めます。また、担い手である建設企業の育成・確保を図るため、引き続き、

技術と経営に優れた建設企業が伸びる環境整備と経営革新に取り組む建設企業を支

援していきます。 
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反映状況 ＜① 規事業の創設＞ 

東日本大震災津波の復旧・復興工事に必要な人材の育成を図るため、建設業離職者

や新規卒業者等を建設企業での実務を通じて、工事施工管理に必要な知識や技術を

習得させる「建設業技術者育成支援事業費（Ｈ24予算65,655千円）」を措置しまし

た。 

 

＜③計画策定、制度や組織体制の拡充＞ 

効率的・効果的な維持管理を推進するため、「道路（舗装等）」、「下水道」、「港

湾」、「砂防施設」の４分野において、維持管理計画の策定を進めています。 

 

備考  
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政策項目No.41：公共交通の維持・確保と利用促進 

 
課題 人口減少や少子化、モータリゼーションの普及などから公共交通利用者の減少が進

んでおり、公共交通を巡る経営環境は厳しさを増している状況です。このことから、

交通事業者のみで公共交通を維持することは困難であり、県民の日常生活に必要な、

使いやすく安定した公共交通サービスを維持・確保するためには、引き続き一定の

財政支援が必要です。 

一方で、財政支援のみで公共交通を維持していくことは困難であり、公共交通の利

用促進を図りながら、地域の実情に応じた市町村の交通体系の構築を支援していく

必要があります。 

また、専門的ノウハウ等の不足から設置が遅れている「地域公共交通会議」は、

市町村の設置の取組を支援していく必要があります。 

県民・事業者レベルでの利用促進の取組は低い状況であり、県民一人ひとりの自発

的な意識・行動の変容が図られるよう、取組を進めていく必要があります。 

東日本大震災津波により、甚大な被害を受けた三陸鉄道及びＪＲ線は、多くの区間

で運行できない状況であることから、代替の輸送を確保しながら、早期の復旧を図

る必要があります。 

また、仮設住宅団地においては、既存のバス路線で対応できない地域が生じてお

り、早急に生活交通を確保していく必要があるほか、まちづくりの進展に合わせて

交通体系の見直しを行っていく必要があります。 

以上のことから、県民の日常生活に必要な、使いやすく安定した公共サービスを維

持・確保するため、交通事業者に対して一定の財政支援をしていくとともに、公共

交通の利用促進や地域の実情に応じた市町村の交通体系構築を支援していく必要が

あります。 

 

今後の方

向 
県民の日常生活に必要な、使いやすく安定した公共交通サービスが維持・確保され

るよう、国の補助制度の活用と、地元自治体との連携により、交通事業者の経営改

善やサービス向上などの取組を引き続き支援し、三陸鉄道、いわて銀河鉄道、広域

的なバス路線の維持・確保を図っていきます。 

また、地域の実情に応じた交通体系の構築を図ろうとする市町村に対して、有識者

等による支援チームにより、専門的ノウハウを提供していきます。また、「地域公共

交通会議」については、域内交通を検討する場として重要であることから、引き続

き市町村に対し設置の支援をしていきます。 

県民生活基本調査や、企業・事業所行動調査では「公共交通の利用促進や自動車利

用の抑制」の取組が遅れている状況であり、モビリティ・マネジメントの活用など

により県民一人ひとりの自発的な意識・行動の変容が図られるよう、取組を進めて

いきます。 

三陸鉄道及びＪＲ線の早期復旧に向け、鉄道施設の復旧に係る取組を支援していく

ともに、運行再開までの間、他の交通手段による輸送が確保されるよう、代替輸送

確保の取組を支援していきます。 

また、市町村が仮設住宅団地のニーズに応じた生活交通を確保できるよう、支援

組織を設置し、市町村の取組を支援していきます。 
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以上のことから、広域的な交通基盤を維持・確保していくために、交通事業者への

一定の財政支援を行うほか、交通事業者の経営改善やサービス向上などの取組を引

き続き支援していきます。 

また、地域の実情に応じた市町村の交通体系構築や公共交通の利用促進を支援し

ていきます。 

 

評価結果

の反映状

況 

＜①新規事業の創設＞ 

三陸鉄道の復興を支援するため、車両や駅舎等の整備に係る費用に対して補助を行

う「三陸鉄道復興地域活性化支援事業費補助（Ｈ24予算1,100,000千円）」を措置し

ました。 

公共交通の利用促進を通じた県北地域の振興を図るため、公共交通に対するニーズ

調査や観光型商品の造成を行う「公共交通活用型地域活性化推進事業費（Ｈ24予算

12,540千円）」を措置しました。 

 

備考  
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政策項目No.42：情報通信基盤の整備と情報通信技術の利活用促進 

 
課題 情報通信基盤の整備の遅れ、高齢化の進行の影響により、ブロードバンドの世帯普

及率が伸び悩んでおり、目指す姿指標の「ブロードバンドサービス世帯普及率」は、

「Ｄ」となったことから、今後もブロードバンドサービスを活用できる環境を整備

するための取組が必要です。 

地デジ世帯カバー率は、デジタル化により予定されていた中継局 60 局は全て開局

となるとともに、辺地共同受信施設等の手段によりカバーされる世帯は多くなりま

したが、東日本大震災津波の影響により辺地共同受信施設の整備が遅れていること

から、引き続き、辺地共同受信施設を整備する必要があります。また、山間部への

仮設住宅の設置に伴う新たな対策や衛星による暫定視聴となる世帯に対する地上デ

ジタルテレビ放送受信のための恒久対策を講じる必要があることから、地上デジタ

ルテレビ放送を受信できる環境を整備するための取組をより一層強化する必要があ

ります。 

以上のことから、ブロードバンドや地上デジタルテレビ放送の辺地共同受信施設の

整備が遅れるとともに、ブロードバンドサービス世帯普及率が伸び悩んでいること

から、引き続き、情報通信基盤の整備と情報通信技術の利活用促進に向けた取組を

推進する必要があります。 

 

今後の方

向 
ブロードバンドサービスを活用できる環境を整備するため、市町村の情報通信基盤

の復旧・復興や情報通信技術の利活用と一体となった情報通信基盤の高度化を促進

するとともに、引き続き、インターネットの利用率が低い高齢者層等を対象とした

ＩＣＴサポート講習会の開催や情報通信技術の利活用を促進するための取組を推進

します。 

辺地共同受信施設の整備や山間部に設置された仮設住宅の対策等を引き続き促進

することにより、早期の地デジ世帯カバー率の向上を図ります。また、衛星による

暫定視聴となる世帯についても地上デジタルテレビ放送受信のための恒久対策の取

組を促進します。 

以上のことから、情報通信基盤の地域格差の解消や情報通信技術の利活用の促進に

向けて、引き続き、ブロードバンド・ゼロ地域の解消、地上デジタルテレビ放送へ

の円滑な移行及び携帯電話不感地域の解消等の施策を推進します。 

  

反映状況 ＜④その他（既存事業の改善、強化等）＞ 

情報通信技術（ＩＣＴ）の利活用の促進を図るため、本年１月に設置した「いわて

ＩＣＴ利活用促進会議」において、ＩＣＴの利活用による地域課題解決策の検討を

行うなど、地域振興の取組を強化します。 

備考  
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