
 

 

 

新しい釜石市総合計画基本計画 

地区別計画 

資料№3 



地区名：みなとかまいし                

○地域の方針に基づく取組 

基本方針 住民一人ひとりが元気で輝くまちづくり 

基本目標 「声をかけ合い」「助け合い」「支え合える」まち 

地域の主要な課題 

① 既存町内会住民と復興住宅住民の融和・連携 

② 地域活動の持続化 

③ 高齢者の居場所づくり・閉じこもり予防 

④ 単身高齢者世帯の増加 

⑤ 見守り体制の強化 

⑥ 安心・安全の確保 

地域による取組（自助） 

①～③町内会活動・復興住宅自治会活動、地域行事への

積極的な参加 

②～③⑥健康寿命延伸のための自主的取組 

（100 歳体操及び各種サロン活動への積極的な参加） 

①～⑥お隣さん同士・ご近所の交流（声掛け・見守り等） 

協働による取組（共助） 

①②④⑤住民主体の生活支援サービス 

（買い物代行、ゴミ出し支援）の提供 

⑤⑥地域会議を本部とした小学生の見守り活動の実施 

①②③⑥地域のコミュニティ形成 

（地域行事・サロン活動・環境整備活動など） 

① 地域交流イベント等の実施 

実行委員会の設置（もちっこまつり in 東部地区） 

行政による取組（公助） 

①～⑥地区センター会議の開催による地域の福祉的 

課題解決に向けた取り組み 

② ③多様なコミュニティ参画機会の提供 

（公民館事業等の実施、自主活動団体などの支援） 

③④⑥100 歳体操普及のための活動支援 

多世代の参画による地域活動 

1. 賑わいイベントの実施 

「みなとかまいし絆づくり交流会～もちっこまつり in

東部地区～」（R1.12.14 開催 参加者 150 名 

 小学生 20 名・中学生 30 名・大人 100 名） 

2. 定期的な公園等の清掃 

3. 郷土芸能の継承 

 



地区名：平田                    

○地域の方針に基づく取組 

基本方針 みんなで仲良く暮らし、高齢者に優しい地域 

基本目標 全ての人が健康で安心して暮らせるまち 

地域の主要な課題 

1.地域コミュニティの維持・継続 

2.高齢者の居場所づくり 

3.交通弱者への対応 

4.安心・安全の確保 

地域による取組（自助） 

1～2 住民同士の交流（あいさつ・声掛け・見守り） 

1～2 町内会活動、地域交流行事等への積極的な参加 

    世代間交流の実施 

(中学生・小学生・園児との交流事業) 

1～2 健康寿命を延ばすため、個々が健康づくりに取り

組む（健康教室・サロン活動への参加など） 

3 地域公共交通の利用 

4 避難場所の確認、避難訓練等の実施 

協働による取組（共助） 

1～2 コミュニティ形成のための事業の実施 

（地域交流行事・サロン活動・環境整備活動など） 

1～2 高齢者の見守りの実施 

1 郷土芸能・行事の継承 

3 車を持たない高齢者の移動支援 

4 災害時要援護者の支援 

行政による取組（公助） 

1～4 地域課題の抽出・解決に向けた取り組み 

1～2 多様なコミュニティ参画機会の提供 

（公民館事業の実施、団体・グループ等の活動支援、地

域交流行事・活動の支援・情報提供） 

1～2 住民の健康づくりをサポート 

3 地域公共交通の維持運用 

4 災害時の避難者対応など 

多世代の参画による地域活動 

◎世代間交流事業 

ふれあいサロン・新春お楽しみ会等（地域住民） 

お月見ふれあい会（地域住民と平田こども園） 

平田公民館まつり（住民・小中学生・園児等） 

大平中学校ふれあい学習会（地域住民と中学生） 

◎公民館まつり（作品展示・地域交流） 

◎新春お楽しみ会（地域交流等） 

 



地区名：中妻                     

○地域の方針に基づく取組 

基本方針 皆でつくる 安心・安全な 笑顔あふれるいきいき地域 

基本目標 
・安全な生活環境を整え、安心して暮らせるまちづくり 

・健康でいきいき暮らせるまちづくり 

地域の主要な課題 

➀高齢者の居場所づくり 

②福祉課題(独居高齢者、災害弱者、健康不安)への対応 

➂生涯学習・公民館事業の推進 

➃生活環境整備 

➄コミュニティ維持 

地域による取組（自助） 

➀ボランティア活動・サロンへの自主的な参加 

②自らの情報発信、隣近所への声掛け 

➂自主的な参加 

➃ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ活動、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ組織、避難訓練への参加 

➄町内会活動や地域交流事業への参加、 

協働による取組（共助） 

➀様々な機会の企画・運営、自主活動グループの結成 

②高齢者の見守り、災害弱者への支援 

➂様々な機会の企画・運営、自主活動グループの結成 

➃ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ活動、見守り活動、避難訓練の実施、ﾎﾞﾗﾝﾃ

ｨｱ組織の結成 

➄町内会活動の運営・企画、地域交流事業の開催、自治

会役員の発掘  

行政による取組（公助） 

➀広報・啓発活動、公民館事業の実施、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ人材の

発掘 

②各種講座の実施、保健師による相談機会の創出、セン

ター会議の開催 

➂広報・啓発活動、各種講座の実施 

➃広報・啓発活動、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ組織の結成への支援 

➄地域課題解決への支援 

多世代の参画による地域活動 

・映画祭 

・防災マップ作り 

・合同ラジオ体操 

・ミシンサポーター 

・学校行事への参加 

 



地区名：甲子                    

○地域の方針に基づく取組 

基本方針 みんなで支え合う持続可能な甲子づくり 

基本目標 地域で助け合い人に優しく安心して暮らしやすいまち 

地域の主要な課題 

1. 人口減少と高齢化 

2. 人材育成 

3. 単身高齢者世帯の増加 

4. 地域コミュニティの維持 

5. 安心安全の確保 

地域による取組（自助） 

1.2.4 町内会、老人クラブ、自主活動等へ積極的に参

加 

2.4 地域行事、郷土芸能などへ積極的に参加 

3.5 近隣住民への気遣い（声がけ、見守り等） 

1.3.5 100 歳体操や健康講座等への参加 

協働による取組（共助） 

1.3.4 地域コミュニティを活用した事業実施（地域交

流事業、環境整備、まちまでタクシー相乗り事業等） 

2.4 地域行事、郷土芸能の継承 

2.4.5 住民による地域のあり方を検討 

3.5 住民同士の見守り活動（声がけ、見守り等） 

3.5 災害時を想定した地域ごとの取組み検討 

行政による取組（公助） 

1～5 地域課題の抽出及び問題解決への取り組み 

1.2.5 公民館事業、保健・福祉事業の案内及び実施 

2.4 地域行事、郷土芸能活動への支援 

4 地域コミュニティ形成への支援 

5 各種災害時の避難行動等の情報提供 

多世代の参画による地域活動 

・松倉神社まつり、みづき団子祭りなどの伝統を引き継

ぐとともに、交流人口の拡大を目的とした新たな賑わい

イベントの創出。 

・定期的な地域内の草刈り、花の植栽、清掃等の環境美

化活動。 

・郷土芸能の継承 

 



地区名：小佐野                    

○地域の方針に基づく取組 

基本方針 

1 人ひとりが元気で健康でいることを実践でき、良好な

地域コミュニティの中で暮らすことにより、閉じこもる

人がいない地域 

基本目標 全ての人が安心して暮らせるまち 

地域の主要な課題 

1. 見守り体制の強化 

2. 高齢者の居場所づくり 

3. 住民同士の関係づくり 

地域による取組（自助） 

1. 積極的な町内会活動への参加 

2. 健康寿命延伸のための自主的取組（100 歳体操や各

種サロン活動への参加） 

3. 近隣、心配な世帯への声掛け、さり気ない見守り 

協働による取組（共助） 

1. 住民主体の生活支援サービス（買い物代行、ゴミ捨

て、サロン活動）の提供 

2. 地域会議を本部とした小学生の見守り活動の実施 

3. 町内会による見守りネットワークの構築 

行政による取組（公助） 

1. 地区センター会議の開催による地域の福祉的課題

解決に向けた取り組み 

2. 後継不足に悩む町内会の再編化等活動継続支援 

3. 100 歳体操普及のための活動支援 

4. 生活支援コーディネーターと連携した地域課題の

抽出 

5. 専門的見守りの実施及び状況に応じた支援 

6. 他地域との交流を促進するためのイベントの企画 

多世代の参画による地域活動 

1. 多世代が参加し、交流機会を創出するための新たな 

餅つき大会、盆踊り、賑わいイベントなどの地区行

事の実施。 

2. 町内会独自の避難訓練の実施 

3. 定期的な公園や河川の清掃、花の植栽などの環境美

化活動 

4. ゲンジボタルの生息地を守るための自然環境保全

の取り組み 

5. 伝統芸能(小川鹿踊り)の継承 

 



地区名：鵜住居                   

○地域の方針に基づく取組 

基本方針 住民がいきいきと元気に暮らせるまち 

基本目標 
多様な住民による地域活動と健康づくりが行われるま

ち 

地域の主要な課題 
① 地域コミュニティ力の低下 

② 高齢者対策（健康、居場所、見守り） 

地域による取組（自助） 

① 町内会活動への参加、世代間交流の促進 

② 地域資源の再認識 

③ 健康・居場所づくり活動への参加 

④ 隣近所への声掛け、見守り 

協働による取組（共助） 

① 各種町内会行事の開催 

② 地域イベントへの協力（公民館まつり、郷土芸能、

盆野球、盆踊り、ひとつの街など） 

③ 自主活動グループ行事の開催 

行政による取組（公助） 

① 地域課題解決に向けた事業実施や協力 

② 公民館自主活動グループ活動への支援 

③ 100 歳体操など健康づくり活動への支援 

④ 要支援・要介護認定者世帯のケア 

⑤ 社会福祉協議会、＠リアスとの連携による復興住宅

住民の見守り 

⑥ 妊産婦、乳幼児など子育て世帯のケア 

多世代の参画による地域活動 

・鵜住居公民館まつり 

・各種郷土芸能活動、盆野球、盆踊り 

・地域清掃活動、花いっぱい運動 

・根浜海あそび、昔あそび交流会、そば打ち体験 

・ひとつの街 鵜住居ﾄﾗｲｽﾃｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

 

 

 



地区名：栗橋                     

○地域の方針に基づく取組 

基本方針 人がつながる笑顔あふれるまちづくり 

基本目標 地域に誇りを持ち安心して暮らすことができるまち。 

地域の主要な課題 

① 人口減少と少子高齢化 

② 地域コミュニティーの維持継続 

③ 安心・安全の確保 

④ 生活環境の整備 

地域による取組（自助） 

・世代間の交流機会の創出、地域行事の運営 

・文化財や史跡、郷土芸能の保護伝承 

・地域清掃、花壇整備などの環境美化活動 

・地域のきずなを生かした見守り体制づくり 

・避難訓練の実施、自主防災組織の運営 

・グリーンツーリズムなどによる地域交流 

・どんぐり広場を核とした農業振興 

協働による取組（共助） 

・コミュニティー維持、活性化の場づくり 

・住民どうしの見守り、支え合いの体制づくり。 

・地域互助システムの構築と支援 

・保育、学童、学校、地域が連携した子育て支援 

・災害時要支援者避難支援 

・防災啓発活動の推進 

・地域資源、地域の魅力発信 

行政による取組（公助） 

・子育て世代や高齢世帯に対する相談支援 

・集会所、公民館など公共施設の充実 

・公民館事業など多彩なイベントの提供 

・生活習慣病予防対策など健康づくりの推進 

・健康づくり、認知症、子育てに関する学習機会の提供。 

・防災に係る学習機会の提供。 

多世代の参画による地域活動 

・さんあいまつり、栗林町納涼大会、栗林食の文化祭 

・はしの四季まつり 

・郷土芸能伝承活動 

・避難訓練 

・橋野鉄鉱山清掃活動、育樹祭 

 



地区名：唐丹                         

○地域の方針に基づく取組 

基本方針 住み良い唐丹づくり 

基本目標 住民が、安心安全でいきいきと暮らすことができるまち 

地域の主要な課題 

①地域コミュニティの維持・継続 

②高齢者への対応（居場所づくり・閉じこもり予防・単身高齢者世

帯の増加） 

③安心・安全の確保 

④交通弱者への対応 

地域による取組（自助） 

①～④隣近所との交流（あいさつ・声掛け・見守り） 

①②町内会活動、地域交流行事等への積極的な参加 

①～③健康寿命を延ばすため、個々が健康づくりに取り組む 

（健康教室・サロン活動への参加など） 

④地域公共交通の利用 

協働による取組（共助） 

①各団体活動の継続（担い手育成・役割分担） 

①～③コミュニティ形成のための事業の実施 

（地域交流行事・サロン活動・環境整備活動など） 

②③子ども・高齢者の見守りの実施 

②③災害時要援護者の支援 

①②郷土芸能・行事の継承 

④車を持たない高齢者等の移動支援（インフォーマル） 

行政による取組（公助） 

①～④地域課題の抽出・解決に向けた取り組み 

①②多様なコミュニティ参画機会の提供 

（公民館事業の実施、団体・グループ等の活動支援、地域交流行事・

活動の支援・情報提供） 

①地域人材の発掘（ものづくり指導者・地域リーダー） 

②住民の健康づくりをサポート 

③災害時の避難者対応など 

④地域公共交通の維持運用 

多世代の参画による地域活動 

・さくら祭り、地域交流行事（運動会・夢灯り・唐丹の日・スカッ

トボール大会など）の実施 

・定期的な海岸や河川などの清掃、花の植栽などの環境美化活動 

・郷土芸能の継承 

 


