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 この章では、これからの市政運営にあたり、市全体としてのまちづくりと各地区におけ

る地域づくりを一体的に進めていく必要があることから、27 のコミュニティ地区＊におい

て、コミュニティ会議＊が策定した「地区ビジョン」を示します。 

第 1 節 地区ビジョンについて 

 自立した地域社会の実現に向け、参画と協働によるまちづくりを推進するため、平成 19

年 4 月に設置した振興センター＊を拠点として、市内の 27 地区（コミュニティ地区＊）に

コミュニティ会議＊が組織されています。 

 各地区では、コミュニティ会議＊が主体となって策定した地区の長期的な将来像を示す

「地区ビジョン」に基づき、地域の様々な課題解決に向けた特色ある取り組みが進められ

ています。 

 

第 2 節 コミュニティ地区＊一覧 

 

地区名 コミュニティ会議名 人口 世帯数 

松  園 日居城野地区コミュニティ会議 5,258 2,120 

花 北 花北地区コミュニティ協議会 9,689 3,825 

花巻中央 花巻中央地区コミュニティ会議 3,997 1,744 

花 西 花西地区まちづくり協議会 8,670 3,454 

花 南 花南地区コミュニティ会議 8,384 3,245 

湯 口 湯口地区コミュニティ会議 7,351 2,614 

湯 本 湯本地区コミュニティ会議 7,359 2,617 

矢 沢 矢沢地域振興会 8,183 2,804 

宮野目 宮野目コミュニティ会議 5,475 1,800 

太 田 太田地区振興会 2,645 732 

笹 間 笹間地区コミュニティ会議 3,326 981 

大 迫 大迫地区コミュニティ振興会 2,400 926 

内川目 内川目コミュニティ会議 1,424 439 

外川目 外川目地区コミュニティ会議 847 241 

亀ケ森 亀ケ森地区コミュニティ会議 1,183 343 

好 地 好地地区まちづくり委員会 5,376 2,055 

大瀬川 大瀬川活性化会議 743 214 

八日市 八日市地区コミュニティ会議 1,207 400 

八 幡 八幡まちづくり協議会 3,017 976 
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八重畑 八重畑コミュニティ協議会 2,342 636 

新 堀 新堀地区コミュニティ会議 2,391 739 

小山田 明日の小山田を考える会 1,629 477 

土 沢 土沢地域づくり会議 2,738 961 

成 島 成島地区コミュニティ会議 1,243 371 

浮 田 浮田地区コミュニティ会議 986 299 

谷 内 東和東部地区コミュニティ会議 2,234 775 

田 瀬 田瀬地域コミュニティ会議 518 179 

計 100,615 35,967 

注）人口及び世帯数は、平成 25年 3月 31日現在住民基本台帳による。 
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花巻中央地区 

花北地区 

松園地区 

第 3 節 地区別ビジョン 

 「地区ビジョン」は、各コミュニティ会議＊が主体となって、地域の特性に応じ、独自

の発想で策定したものであり、計画の体系や期間も異なります。 

ここでは、各地区の将来像や基本理念など計画の基本部分を掲載します。 

（平成 25年 8月 1日現在） 

 

 

《日居城野地区コミュニティ会議》                      

1  地区の将来像 

みんなが、ゆったりと安心して元気に暮らせるまち 日居城野 

2 基本目標 

 (1) 融和を深め、みんなで進めるまちづくり 

 (2) みんなでつくる健やかな活き活きと暮らせるまちづくり 

(3) みんないっしょに学び、健やかに育つまちづくり 

(4) みんなで守る、緑が映え、うるおいのある快適なまち 

 (5) みんなで取り組む安全・安心なまちづくり 
 

 

《花北地区コミュニティ協議会》 

1  将来像 

みんなで支えあい 心ふれあうまち  

2  基本理念 

私たちの手によるまちづくり 

3  基本施策 

(1) 人と文化を育むまち 

 (2) 安心して暮らせるまち 

   (3) ともに築く協働のまち 

(4) 地域が支える健康と福祉のまち 

 (5) 環境と共生するまち 
 

  

《花巻中央地区コミュニティ会議》 

1  将来像 

賢治さんや多くの先人と歩むまち 

「まん福」を中心ににぎわう元気なまち 

   活気のある商店街のまち 

跡地が新生し、歴史文化の薫るまち 

   清閑で安全安心な思いやりのあるまち 
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花西地区 

花南地区 

 

《花西地区まちづくり協議会》 

1 将来像     

住んでよかったと思う安全・安心のまち 

2 基本理念 

みんなで創る住みよいまち 花西地区 

3 まちづくりの目標 

(1) 生活環境・自然環境 

○それぞれ地域の特色を活かし、古きよき伝統を守り育てるまち ○だれもが安心し 

て歩き生活できるまち ○河川や田園風景など自然環境を大事にするまち 

(2) 防犯・防災・交通安全 

○犯罪や火災のないまち ○災害時に住民が冷静に対処できるまち ○交通事故のな 

いまち 

(3) ボランティア活動ほか 

○ボランティア活動の輪が広がるまち ○新たなボランティアグループや NPOが結成 

され、活動が活発になるまち ○地区民の交流や活動が活発に行われるまち 

(4) 文化・教育・スポーツ 

○郷土を知り、歴史的文化財や史跡を大事にするまち ○郷土に伝わる芸能やまつり   

を育てるまち ○子供の健全育成のため、地域住民も関心を持つまち ○スポーツ・

レクレーション活動が活発で、住民が健康で笑顔のまち 

(5) 地域福祉・子育て・生きがいづくり 

○安心して生み育てる環境のまち ○気軽に子育て相談ができるまち ○高齢者がい   

きいきと暮らすまち 

 

 

《花南地区コミュニティ会議》             

1 将来都市像 

賢治の心が息づく ハートフル花南 

2 まちづくりの基本目標 

(1) 安全で住みよい生活環境づくり 

 (2) 笑顔で支えあう福祉環境づくり 

(3) 自己を高める生涯学習環境づくり 

(4) 大地と生きる生産環境づくり 

(5) 参画と交流で培うコミュニティ環境づくり 
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湯口地区 

湯本地区 

矢沢地区 

 

《湯口地区コミュニティ会議》 

1 基本理念 

自然豊かな環境や、豊富な温泉を活かした、住みよいまちづくり 

2 基本方針 

(1) 自らが行動し作り上げる安全で豊かな湯口の生活環境づくり 

(2) 地域ぐるみで進める湯口まなびの里づくり 

(3) 人情味あふれる人と豊かな資源を活かした元気な湯口の里づくり 

(4) 湯口の特色である観光（温泉）と農業の魅力づくり 

 

 

《湯本地区コミュニティ会議》 

1 将来像 

世代間交流で築く 明るく楽しい湯本 

2 重点目標 

(1) 郷土の文化・伝統や資源を活かした地域づくり 

(2) 支え合いで安全・安心して暮らせる地域づくり 

(3) みんなで造る住みよい生活環境づくり 

(4) ふれあいで築く明るい地域づくり 

 

  

《矢沢地域振興会》 

1 基本理念 

(1) 私達は健康で心豊かな地域をつくります。 

(2) 私達は積極的な参画と協働による地域づくりを目指します。 

2 基本目標 

(1) 自然豊かなふるさと矢沢 

(2) 手と手をつなぐふるさと矢沢 

(3) 豊かに暮らし安全安心なふるさと矢沢 

(4) 教育・文化が豊かなふるさと矢沢 
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宮野目地区 

太田地区 

笹間地区 

 

《宮野目コミュニティ会議》 

１ 将来像 

優しい・きれいな宮野目そして笑顔の宮野目 

２ 理念 

住民の参画・協働による「魅力」と「活力」のある地域 

３ 基本施策 

(1) 安心して安全に暮らせるまちづくり 

(2) 暮らし支える増健・福祉のまちづくり 

(3) 担い手を見守り育むまちづくり 

(4) 魅力と活力が高まるまちづくり 

 

 

《太田地区振興会》 

１ 将来像 

   開拓の精神と協働で未来を拓く太田地域 

２ 基本理念 

出会い、気づき、理解し合うビジョンを作成し、実践する 

３ 重点目標 

(1) おらほの地域
む ら

はおらほが創る。出来るこどから始めるべ 

(2) みんなで守るべ豊かな自然、住みよい環境。太田はほんとにいいどごだ 

(3) 結
よ

いっこ精神で支え合いみんなでまめしぐ笑顔で暮らすべ 

(4) 年寄
としょ

りがら子供
わらす

まで楽しぐ交流、共に学ぶべ、共に育づべ 

(5) 人ど人の繋がりで、案ずるごどなく心穏やがに暮らすべじゃ 

(6) 地域
む ら

のちから（資源、人材）を引ぎ出し活がし、豊かな太田を作るべじゃ 

 

 

《笹間地区コミュニティ会議》 

１  スローガン 

緑豊かな大地 人々を思いやる笹間 ～創ろう、守ろう、育てよう～ 

２  地域の課題 

(1) 地域産業の振興 

(2) 高齢者・障がい者の福祉、子育て支援 

(3) 教育振興、文化・スポーツ振興 

(4) 環境保全整備、地域資源の活用 
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大迫地区 

内川目地区 

外川目地区 

 

《大迫地区コミュニティ振興会》 

１ スローガン 

地域の大切なものを未来につなぐ 

２ 重点目標 

(1) このまちを愛します、このまちを創ります、このまちを守ります。 

(2) 健康で楽しみながらすこやかに成長することができる環境が整ったまちづくりを進

めます。 

(3) 中山間地に位置する景観をそこなわずに宿場町の風情をかもしだすまちづくりを進

めます。 

(4) 結いの心を育み、教育振興、伝統の継承、地域福祉、子育て支援、青少年健全育成

を推進し、みんなが安心して暮らせるまちづくりを目指します。 

 

 

《内川目コミュニティ会議》 

１  将来像 

早池峰のふところに育む心豊かな地域「うちかわめ」 

２  理念 

(1) 安全で安心して住める生活環境づくり 

(2) 互いに支え合う保健福祉環境づくり 

(3) 恵まれた資源を生かした地域づくり  

(4) 自己を高める学習環境づくり 

(5) 参画と協働による温かな地域づくり 

 

 

《外川目地区コミュニティ会議》 

１  将来像 

助け合いながら、安心して暮らせる地域づくり 

２  目標 

(1) みんなが 安心して 元気に 暮らせる 外川目をめざします 

(2) みんなが 安全、安心な暮らしができる 外川目をめざします 

(3) ひとと文化を 未来につなぐ 外川目をめざします 

(4) 安全、安心な食と 来てみたい 住んでみたい 外川目をめざします 
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好地地区 

亀ケ森地区 

大瀬川地区 

 

《亀ケ森地区コミュニティ会議》 

１ 将来像 

人と自然に優しい里づくり、住み続けたい亀ケ森 

２ 目標 

恵まれた自然を活かし、環境を守り、子どもからお年寄りまで世代をこえて、「結い」

の精神で支えあい、安心して住み続けたい里づくりに取り組みます。 

３ 私達のめざすもの 

(1) 結いっこの心で支えあい、安心して暮らせる里づくり 

(2) スポーツを通じて健康の推進と体力の向上 

(3) 亀ケ森地区教育振興運動の推進による子どもの育成と文化の継承 

(4) 環境保全、ゴミの減量化、資源ゴミの集団回収への取り組み 

 

 

《好地地区まちづくり委員会》 

１ スローガン 

地区民の参画・連携・協働による明るく住み良い郷土を目指して 

２ 重点目標 

(1) 地区民の意向を基にして地域のみんなでつくろう安心なまち 

(2) お互いが支え合う明るいまちづくり 

(3) 農商工連携のもと地域に賑わいを創造し、住民に愛着を持たれる中心街 

(4) 自然豊かな環境を整え、みんなが心豊かにくらせるまちづくり 

(5) 自ら学び誰もが愛着と生きがいを持てる地域づくり 

 

 

《大瀬川活性化会議》 

１  将来像 

明るい農村 

２  基本理念とスローガン 

地域の資源を活かしたむらおこし 

“おーい！集まろう！創ろう！みんなの大瀬川！” 

３  基本計画 

(1) 多様な交流 

(2) 安全・安心な地域づくり 

(3) 心豊かな人材の育成 

(4) 快適な環境の整備 
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八日市地区 

八幡地区 

八重畑地区 

 

《八日市地区コミュニティ会議》 

１  将来像 

山川のやさしさに包まれて 福祉と文化が栄える里「八日市」 

２  理念と基本的な施策 

(1) 心かよう いきいき元気なまちづくり 

(2) 教育と文化を育む 心豊かなまちづくり 

(3) 明るい住みよい 生活環境のまちづくり 

(4) やさしさあふれる 福祉のまちづくり 

 

 

《八幡まちづくり協議会》 

１  まちづくりの基本理念 

次世代に引き継ぐ豊かなくらしが実現できるコミュニティ 

２  基本目標 

 (1) 自然環境や文化環境を生かしたスローライフの実現 

 (2) 語らいと助け合いで豊かなコミュニケーションのあるコミュニティ 

 (3) すべての世代が安心して健康で希望をもって暮らせるコミュニティ 

 

   

《八重畑コミュニティ協議会》 

１  テーマ 

「チョボラ」（ちょこっとボランティア）で地域の安心・安全なまちづくり 

２  基本計画 

(1)「結い」でつながる安心なまちづくり 

(2) 快適で安全に暮らせるまちづくり 

(3) 思いやりにつつまれた優しいまちづくり 

(4) いきいきと活力あるまちづくり 

(5) みんなが集い、豊かな心を育むまちづくり 
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新堀地区 

小山田地区 

土沢地区 

 

《新堀地区コミュニティ会議》 

１  将来像 

戸塚森に抱
いだ

かれた 農村景観を誇り、ふれあいと支え合いに満ちた里 新堀 

２  基本理念 

・自然環境、生活環境を大切にします 

・生命
いのち

と人権を大切にします 

３ 基本計画 

(1) 安全・安心な地域 

(2) 人材を育てる地域 

(3) だれでもが共に暮らせる地域 

(4) 協働の精神を醸成する地域 

 

 

《明日の小山田を考える会》 

１  将来像 

住んでいる人々が誇れる郷 明日の小山田の創造 

２  重点目標 

(1) 地域みんなで創る、住み良い温かな地域づくり 

(2) 思いやりの地域づくり 

(3) 子どもたちの健全育成と、心でつながる地域づくり 

(4) 特色ある産業振興で活力ある地域づくり 

(5) 地域の力で、安心・安全な地域づくり 

 

 

《土沢地域づくり会議》 

１  将来像 

もっともっといい町へ  暮らし安心のまち 

人が交わり輝くまち  アートの街を目指します。 

２  まちづくりの基本目標 

(1) 町の中心地としてふさわしい土沢の顔を創ろう！ 

 (2) 行政と協働し、みんなで安全・安心なまちを創ろう！  

 (3) 健康で生き生きと暮らせる生涯現役のまちを創ろう！ 

 (4) 住民同士の絆を深め、お互い支え合う地域社会を創ろう！ 

 (5) 住民総参加によるまちづくりを進め、輝くふるさとを創ろう！ 
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成島地区 

浮田地区 

谷内地区 

 

《成島地区コミュニティ会議》 

１  将来像 

豊かな稔りと人情味あふれ麗しい伝統文化がいきづく里 成島 

２  重点目標 

(1) 安心と信頼でつながる暮らしづくり 

(2) いきいきと活力ある環境づくり 

(3) 快適で魅力あふれる里づくり 

(4) 豊かな心を育むふるさとづくり 

(5) みんなが元気に輝く居場所づくり 

 

 

《浮田地区コミュニティ会議》 

１  基本理念 

(1) 浮田地区コミュニティ会議は「結いの心」を大切に自主・自立の地域づくりを推進

します。 

(2) 浮田地区コミュニティ会議は、すべての住民の生命に関わる「食」を基本とした  

健康で住みよい地域社会を構築します。 

２ 基本テーマ 

(1) ドラマチック『百笑空間』浮田地区コミュニティ会議 

（夢と感動を共有する農村社会を基本とした地域づくり） 

(2)「結いの心」で支え合う浮田・中内・毒沢ならではの地域づくり 

     住んで「えがったぁ」皆んなで「おもしぇ」と思う地域づくり 

(3) 地区住民がそれぞれの生き方や地域づくりを学び、夢ある企画を計画し、助け合い、

活力ある事業を実践します  

 

  

《東和東部地区コミュニティ会議》 

１  将来像 

地域住民間の相互信頼を育て、健康で明るく住みよい地域づくりを目指します。 

２  基本方針 

いつまでも住み続けたい晴
はる

谷
たに

の郷土
さ と

 健康で明るく元気なまちづくり 

    －この計画の実践はみなさんが主人公－  

３ 重点推進項目 

(1) 安心安全な地域づくり 

(2) 産業振興でゆたかな地域づくり 

(3) 恵まれた自然環境とともに歩む福祉の地域づくり 

(4) 歴史・文化の薫る生涯現役の地域づくり 
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田瀬地区 
 

《田瀬地域コミュニティ会議》 

１  将来像 

四季の彩に包まれ 優しさと結の心育む湖畔の郷 田瀬 

２  計画目標 

住みよい豊かな田瀬地域 

３ 基本計画 

 (1) これからの課題を考え、より良い地域づくりの推進 

 (2) 自然に恵まれた環境を守っていく活動の推進 

 (3) お年寄りや障がいのある方をサポートし地域間支援の推進 

 (4) 地域の特性を利用した特産物の開発 

 (5) 生活環境の整備推進 

 (6) 災害に強い地域づくり 

 (7) 生涯学習・世代間交流の推進 


