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政策
①協働のまちづくりを推進します
②まちづくり総合計画に基づいた自治体経営を推進します
③県や市町村との広域連携を推進します

政策
①「健康」のまちづくりを推進します
②生涯学習によって自己実現できるまちをつくります
③文化とスポーツが盛んなまちをつくります
④交流を深め人と人が結びつくまちをつくります
⑤男女共同参画のまちをつくります

政策
①自然と共生し環境にやさしいまちをつくります
②緑豊かな町並みをつくります
③障がい者が安心して暮らせるまちをつくります
④高齢者が元気に安心して暮らせるまちをつくります
⑤地域で支えあって安心して生活できるまちをつくります

政策
①子どもを安心して産み育てることができるまちをつくります
②教育環境が整備されたまちで次の時代を担う人を育てます

政策
①産業の振興によって働く場があるまちをつくります
②農業が元気なまちをつくります

政策
①安全で安心なまちをつくります
②計画的なまちづくりを推進します
③生活基盤が整備されたまちをつくります

１「人」：すべての町民の一人ひとりが輝き、みんなが健康で元気なまちをつくります

２「支えあい」：豊かな環境の中で、みんなが支えあい助けあうまちをつくります

３「子ども」：地域の宝として子どもをみんなで育て、子どもたちが心豊かに成長するまちをつくります

４「仕事」：みんながいきいきと働き、さまざまな仕事の中で経済的に自立していくまちをつくります

５「くらし」：みんなが安心し、誰もが暮らしやすさを実感できる安全で快適なまちをつくります

６「構想実現のために」：構想実現のために、みんなで協力し、協働のまちづくりとまちづくり総合計画に基づいた行政運営を推進します

■６つの基本目標とそれを実現するための20の政策
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総合計画とは？
町の様々な計画の最上位に位置づけられる重要な計画で、平成18年度から10年間の矢吹町の進むべき方向を具

体的に示しています。平成22年度までの前期基本計画が完了し、平成23年度から5年間、後期基本計画がスター
トします。この計画には、町民の皆さんからのアンケートをはじめ、まちづくり団体やワークショップからの提
言・提案を受け、その内容を最大限取り入れた計画となっています。最新の情勢に合わせた見直しを毎年行い、町
の将来像の実現に向けて町民の皆さんと一緒に進んでいきます。



５ 広報やぶき　23.３.１

○西側地域里山づくり事業（協働のまちづくり）
矢吹西側地域の活性化を図るために、行政区やまちづくり団体との協働によ

り三十三観音史跡公園、袖ヶ城跡地の有効活用について検討していきます。

○総合運動公園用地利活用事業
総合運動公園用地の活用方法について、町民の皆さんや関係団体と意見交換

を行い、具体化を目指します。

あなたは、何らかの形で地域の役
に立ちたいと思いますか

はい

64％
いいえ

11％

分からない
25％

あなたは、矢吹町は子育てしやす
い町だと思いますか

はい

30％

いいえ

28％

分からない
42％

あなたは、子どもの教育について
学校、家庭、地域の連携が十分だ
と感じますか

はい

24％

いいえ

32％

分からない
44％

○子育て支援サービス事業
ファミリーサポートセンター協力会員の増員を図り、子育てを応援します。

子育て援助がほしい方、したい方、登録お待ちしています。

地域子育て支援サービス事業では、子育て親子の交流を促進する支援拠点の

設置を推進し、交流の中で子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ち

を促進します。

○乳幼児健康診査事業
対象年齢に応じた健康診断や健康相談を実施し、疾病の早期発見、保健指導、

栄養指導、歯科指導を行い安心して子育てができるよう支援します。また、幼

児期からフッ素塗布を行い、積極的にむし歯予防を推進していきます。

○子ども安全対策事業
子どもを危険から守るために活動してくださっている「子ども見守り隊」の

皆さんに支援を行います。また、子ども達にも防犯教室を実施したり、防犯ベ

ルを貸し与えるなどの支援を行っていきます。

○矢吹の教育を考える会参画事業
「矢吹の教育を考える会」が主体となり、町民が一体となって子どもたちの

健全育成を図るために、各小中学校・幼稚園のＰＴＡと連携しながら、地区懇

談会や健全育成に向けた学習会を行います。

あなたは、「子育て支援対策」で、どのような
施策が必要だと思いますか

急な病気にも対応できる
ような小児医療サービス

乳幼児保育サービスの充実

学童保育サービスの充実経済的負担の軽減

子どもがのびのびと
遊べる施設の整備

地域の交通安全や
防犯対策の強化

地域全体で子育てを行
う環境・体制づくり

その他1％　
出産や育児に関する不安
を軽減する環境づくり　

12％

22％

11％

13％

11％

6％

16％

13％

10％

9％

子ども

○学力向上対策事業
町内にある幼稚園、小学校、中学校、光南高校が

連携し、小中学生全体の基礎学力を向上させます。

また、講習会の充実や家庭学習の強化支援、教員

の指導力向上対策の支援を行います。更に、中学

生の英語力向上のため合宿学習等の実施について

検討します。
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町民アンケートを基に町では5年間でこれを実施します！
人

あなたは、自分が心身ともに元気
であると感じていますか

はい

61％

いいえ

29％

分からない

10％

あなたは、町が実施する教室や講
座に参加するなど自ら学ぶ機会を
持っていますか

はい

20％

いいえ

76％

分からない
4％

あなたは、矢吹町の空気や水はき
れいだと思いますか

はい

70％

いいえ

15％

分からない

15％

あなたは、矢吹町が障がいをお持ちの
方にとってやさしい町だと思いますか

はい

22％

いいえ

32％

分からない
46％

あなたは、町内の祭りやイベント
に参加していますか

はい

33％

いいえ

64％

分からない
3％

○ヘルスステーション設置運営事業
科学的根拠に基づいた“つくばウェルネス運動システム”を導入し、個人に

応じたヘルシープログラムを作成します。そのプログラムを基に個人に合った

運動を行いメタボリックシンドローム等の生活習慣病の予防を目的とした健康

増進事業を展開していきます。

○予防接種事業
今までの予防接種のほかに、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮

頸がんワクチンの定期接種を行います。

○田園のまちサイクリングロード整備事業
三十三観音史跡から隈戸川の河川管理用道路を整備し、サイクリング、ウォ

ーキング及びジョギングが気軽に楽しめる空間を確保して、景観や自然に親し

んでいただきます。

○町民講座充実事業　
いつでも・誰でも生涯にわたって学べるよう、様々な町民講座を実施してい

きます。

外国語・日本語講座、シニアクラブ事業（男の悠遊塾）、町民歴史講座、こ

ども囲碁教室、パソコンＩＴ講習会。

○あゆり祭事業
町民による自主参加・自主決定・自主運営で多彩な芸術文化の展示及び公演

等を実施します。

○真夏の夜の鼓動事業
今年も太鼓団体やよさこい踊り団体が「勇壮に叩き、華麗に舞う」 どんな

ステージとなるのかご期待ください。

○「遺魂（いだま）し」運動事業・ごみゼロ運動推進事業
「遺魂し」運動をさらに前進させ、生ゴミ処理機の普及拡大や家庭から出る

廃油のバイオディーゼル燃料化の検討、また、恒例となりました全町クリーン

作戦の実施と年複数回の実施が可能か検討していきます。不法投棄対策として

監視カメラの設置を進めます。

○公共下水道整備事業・合併処理浄化槽設置整備事業
公共下水道の延伸及び公共下水道が対象となっていない地区への合併浄化槽

の設置を進めます。

○高齢者福祉サービス事業・地域福祉事業
安全で安心な地域社会を実現するための各種福祉制度のサービス提供や福祉

バス増便の検討、障がいをお持ちの方や一人暮らし老人への緊急通報システム、

火災報知機の普及促進、また、高齢者・障がい者・子供達とボランティアのネ

ットワーク構築を行い、地域福祉の底上げを図る為のイベントを開催していく

と共に、福祉マップの制作に取り組んでいきます。

支えあい
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あなたは、町の総合計画を知って
いますか

はい

18％

いいえ

62％

分からない

20％

あなたは、矢吹町のバス（福祉バ
ス）や電車などの交通機関は便利
で利用しやすいと思いますか

はい

20％

いいえ

47％

分からない

33％

あなたは、役場が業務の改善を積
極的に実施していると思いますか

はい

18％

いいえ

37％

分からない

45％

あなたは、矢吹町が町民と役場が
一体となった町だと思いますか

はい

11％

いいえ

48％

分からない

41％

矢吹町の町政には、町民の意見が
反映されていると思いますか

18％

28％
19％

8％

23％

よく反映されている　4％

まあまあ反映
されている

どちらとも
いえない

あまり反映
されていない

まったく反映

されていない

わからない

○東北自動車道「矢吹バスストップ」設置推進事業
競争の激化により低価格化が進んでいる高速バスについて、町民の移動手段

を増やすと共に、首都圏の方々にも矢吹を訪れてもらうための手段として、矢

吹ＩＣ付近にある待避所を利用したバスストップの設置に向けた検討を進めま

す。

○福島空港盛り上げたい事業
福島空港の便利さを町民に理解していただくための広報活動として、町長と

共に就航先の都市と交流を深める「町民の翼」を実施します。

○広報やぶき充実事業・ホームページ運営事業
様々な情報を広報やホームページによりお知らせしていましたが、皆さんの

「知る機会」「聞く機会」を増やすために、情報の発信手段を広げていきます。

○対話のまちづくり事業
町民の皆さんが日頃から持っている悩みを解決するため、また、まちづくり

に取り組むための意見や提案を受け付けるなど対話のまちづくりを推進しま

す。電子メールを利用した「町長への直談判」、「町へのご質問・ご意見」、役

場にお越しいただく「町民談話室」があります。

○議会情報公開充実事業
これまでも議会で話し合われた内容について、町議会会議録の公開や議会広

報によりお知らせしてきましたが、更なる充実を図っていきます。

○窓口サービス向上検討事業
窓口業務について総合的な検討を行い、総合窓口や来庁者のプライバシーに

配慮した仕切りの設置など、町民の視点に立った窓口サービスの提供を目指し

ます。

○まちづくり団体支援事業
町民の皆さん自らが主体的に組織する団体等を自立、運営できるように、そ

の活動等に対して支援を行います。団体の立ち上げについて興味のある方はお

問い合わせください

この計画に関するお問い合せは
企画経営課企画推進室まで
蕁（42）２１１２

想像実現のために
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あなたは、現在の仕事にやりがい
を持っていますか

はい

61％いいえ

18％

分からない
21％

あなたは、町内のお店をよく利用
していますか

はい

64％

いいえ

33％

分からない

3％

○矢吹町地域活性化支援センター事業
地域活性化支援センターとは、農業、商業、工業の連携による地域経済の活

性化や雇用の拡大、新たなビジネス機会の創出を目指すもので、商工会や農協

などの関係機関と連携しながらみなさんを応援します。また、安定した雇用の

確保を実現するために設置した「無料職業紹介所」の体制強化を図ります。

○エコファーマー推進事業
環境に配慮しつつ「持続性の高い農業生産方式」の導入計画を作り，福島県

知事の認定を受けた農業者の愛称が「エコファーマー」です。町ではエコファ

ーマー認定者を増やすための推進活動を行います。

○商業活性化対策推進事業
空き店舗を解消するための制度を確立し、活力ある商店会や通りの復活を図

ります。

あなたは、夜間の一人歩きに不安
を感じたことがありますか

はい

52％いいえ

34％

分からない

14％

あなたは、地域の医療機関に安心
感を持っていますか

はい

36％

いいえ

48％

分からない

16％

あなたは、矢吹町の道路整備は進
んでいると思いますか

はい

15％

いいえ

64％

分からない

12％

○交通・防犯団体「新矢吹方式」運営事業
町内にある様々な団体が活動の枠を越えて連携し、夜警の実施など一体とな

った幅の広い活動展開により「安全・安心のまちづくり」を推進します。

○街路灯管理事業
夜間における歩行者・自転車等の交通安全を目的に、設置要望のある100カ

所に街路灯を新設します。子どもの安全を第一に考え通学路を優先し、計画的

に実施します。

○地域救急医療体制事業
休日や夜間における入院・治療を必要とする救急患者へ対応するための救急

医療体制を確立し、また、第二次救急医療に参加する輪番制病院（休日当番医）

の整備を図ります。また、白河厚生総合病院の周産期・救急・感染症医療体制

の充実を図ります。

○八幡町善郷内線（羽鳥幹線水路）道路整備事業・神田西線道
路整備事業・生活道路整備事業　他
幹線道路網や町道の整備については、拡幅や歩道の設置など各方面で整備が

進められており、早期に完了するように努力していきます。また、生活道路に

ついても現道を利用した簡易舗装を積極的に進めていきます。

○デマンド交通調査研究事業
車等の交通手段を利用することができない交通弱者（年少者・高齢者・障が

い者等）が容易に町内を移動できる交通手段（デマンド交通）を調査検討します。

仕　事

くらし


