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第3章 構想推進にあたって

村民の行政需要は、社会・経済情勢や村民意識の変化により多様化・高度化しています。また、通信技

術の発達など情報化の進行や交通体系の進展により、村民の日常生活や経済活動の領域は村内を越えて拡

大しています。これらのことを踏まえ、基本構想の実現にあたっては、次の基本的な姿勢に立って村政を

展開していきます。

計画に基づいた、効率的で村民に分かりやすい行政運営を推進します。

行政事務の合理化・効率化を進め、村民の多種多様な行政需要に柔軟に対応できる行政組織の確立

に努めます。

村民の期待や要望に的確にこたえられるよう、行政の専門家としての職員の意識づくりに努めます。

自主財源の確保など財政基盤の充実・強化に努めるとともに、財源を効果的に運用し、長期的視点

に立った健全かつ効率的な財政運営を推進します。

地域計画の推進にあたっては、村民のみなさんの自主的な意識・意欲を尊重し、行政としてできる

限りの支援を進めます。

1．効率的で村民に分かりやすい行財政運営

共通する行政課題や広域的な行政需要に対応するため、関係自治体との相互連携による広域行政の

推進に努めます。

本村が抱える多くの行政課題の解決にあたり、国・県・関係機関と連携し、相互協力を進めます。

2．広域的な連携

構想及び計画を実効性のあるものとするため、地域分権分散型の社会にふさわしい住民と行政の協

働の仕組みを強化します。

分野別計画はもとより、地域に根ざした施策・事業が着実に展開されるよう、その進捗・管理にあ

たっては、住民の積極的な参画を応援します。また、住民からの意見やアイディア等を大切にし、

“飯舘らしさ”にこだわった、時代の流れに左右されない独自の地域づくりを続けていきます。

3．構想・計画の推進
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基本計画
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までいライフ・プランの基本理念と主な施策

飯
舘
流
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ�

ま
で
い
ラ
イ
フ
（
Ｍ
Ａ
Ｄ
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Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ
）�

○時代を先取りしたクオリティー・ライフを
実践する時代に入りました。�

○暮らしの原点に立ち戻り、家族や地域の大
切さを見直すことが大切です。�

○飯舘村が誇る宝物(自然・歴史風土・人情)
を見直し､活用することが大切です。�

○飯舘村で暮らすことの価値を知ることが大
切です。�

クオリティー・ライフの実践段階へ�

　私たちは、自分たちの暮らしをより“まで
い”にすることによって、ふだんの暮らしと
飯舘村に流れる時間・人・もののつながりを
しっかりと守り育て、それを村の誇り・財産
とします。�

宣言1�
人と地域のつながりを“までい”に�

　私たちは、村民一人ひとりの心と体の健康、
暮らしとともにある田畑や豊かな自然環境を、
生態系の中で守り育て、村民のからだと大地
の健康を保つ循環型の仕組みをつくっていき
ます。�

宣言2�
　からだと大地を“までい”に�

　私たちは、ふだんの生活の中で、より農的
な暮らしを実践し、「食」や「農」、あるい
は「農的文化」と積極的に関わりを持ち、持
続力のある地域づくりを進めていきます。�

宣言4�
｢食｣と｢農｣を“までい”に�

　私たちは、お互いに尊敬し合える心、支え
合う優しい心、たくましい創造力、好奇心旺
盛でチャレンジ精神に富んだ人間を、家族や
地域ぐるみで見守りながら育て、また自分自
身も地域の中で成長していきます。�

宣言5�
人づくりを“までい”に�

　私たちは、家族の幸せを第一に考えます。
家族の「助け合い、補い合い」の関係に加え
て､夫婦・親子が「活かし合い､高め合う」こ
とのできる家庭づくりに努めます。�

宣言3�
家族の絆を“までい”に�

○何ものにも代え難い“命”や“健康”をも
っと大切にする必要があります。�

○高齢者を「高齢者が看る」から「地域で支
える」への転換が必要です。�

少子・高齢化等の課題をもっと前向きに�

○安心・安全な暮らしは、地域の支えあいで
担保されるべきです。�

○日々の暮らしの積み重ねが安全・安心な環
境につながります。�

○心身と大地の健康を守るため、食と農や自
然との付き合いを深めることが大切です。�

安心・安全な暮らしは�
家族や地域の支え合いで�

○｢村にしかない｣｢村でしか手に入らない｣も
のづくりやサービスの活用が期待されます。�

○これからの地域経済を支えていくためにも、
農業の価値を見直し、守り・育てていくこ
とが大切です。�

身近な“ひと”や“もの”を�
大切にした地域づくりを�

○行政依存から脱却し、知恵・お金・労力を
みんなで出し合うことが必要です。�

○子育てや人づくりは、学校・家庭・地域で
責任を持つ時代です。�

○これからの地域づくりは、楽しみながら参
画することが大切です。�

○色々な働き方や暮らし方を認め合うことが
大切です。�

自助努力・自己責任による地域づくりを�

今後に向けた課題� までいライフ宣言�理念�

【までいライフ・プランの体系】基本計画
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分野別の柱（将来像）� 主　な　施　策�

～学校・家庭・地域が手を�
　　たずさえて共に育つ�
　　　　人づくりをめざします～�

○「いいたて村民大学」や「いい本、たまには、てにする運動」な
　ど多様な学び・文化・スポーツを奨励します�
○家庭教育や子育て支援を積極的に進めます�
○学校間の連携を強化し、“いいたて教育”を進めます�
○豊かな学びがいっぱいの学校づくりを進めます�
○地域コミュニティの拠点となる開かれた学校づくりを進めます�
○村民参加を促し、地域教育を積極的に展開します�

1．感性豊かで自立心のある�
　 “共育”を大切にする村�

～誰にでもやさしく長生きの�
　　できる村づくりをめざします～�
�

○「豆で達者に」をキーワードとしたスローフードの普及など食生
　活の見直しと疾病予防を積極的に展開します�
○保健・医療・福祉の相互連携を強化します�
○“子育て”と“子育ち”を積極的に支援します�
○高齢者生活支援や在宅支援に本気(マジ)で取り組みます�
○障害のある人々の社会参加と自立を支援します�
○専門的人材の確保やボランティア支援に積極的に取り組みます�
○行政サービス上の心と体のバリアの解消を進めます�

2．“いたわりあい”と“支えあい”�
　 の優しい笑顔と心が満ちた村�

～までいな暮らしを支える�
　　飯舘らしい生活環境の�
　　　改善と創造をめざします～�

○農村景観や、美しく・おいしい水環境を保全します�
○誰でも運ぶ村内移動システムを構築します�
○災害の未然防止や消防・防犯対策を強化します�
○大型リサイクル品の分別収集センターの設置やリサイクル・ごみ�
　処理対策を充実し資源循環を進めます�
○いいたてらしい家なみ・村なみを育て・守っていきます�
○誰もが利用できる環境整備（ユニバーサルデザイン）を進めます�

3．からだと大地のいのち・�
　 　 健康を支える循環型の村�

～“自然に”生きるための農村�
　　環境づくりをめざします～�
�

○山村保全･里山づくりなど自然と暮らす環境づくりを進めます�
○自給自足や資源循環など農村で暮らす仕組みを創ります�
○暮らしの風景や景観を大切に守り・育てます�
○農村文化を見つめ直し、暮らしの様々な分野に役立てます�
○「飯舘コンコロモチ塾」の創設や「文殊の知恵法」の制定などを
　通じて村づくりの中で様々な交流を育みます�

4．“までいな暮らし”を支える�
　 　 舞台やしくみの整った村�

～｢までいブランド｣を軸に経済�
　　が循環する村をめざします～�

○｢までいブランド｣を確立し､循環型農業を積極的に支援します�
○直売所･加工場･レストランが一体となった｢(仮)ゆいま～る｣を中
　心に､農業の“6次産業化”と地産地消に取り組みます�
○農的暮らし・農的文化を大切に守り・育てます�
○産業間の連携による｢までいなものづくり｣を積極的に支援します�
○“のんびり・ゆったり・気がねなし”の「飯舘流グリーン・ツー
　リズム」を展開します�
○産業間のつながりを強化し、村全体の産業を底上げします�

5．農的な暮らしとともに�
　　　飯舘流の産業が息づく村�

～ひとびとの多様な生き方を�
　　支援するシステムづくりを�
　　　　　　　　　　めざします～�

○村民の多様な暮らしを積極的に応援します�
○幸せな家庭づくりを積極的に応援します�
○自然と向き合う暮らし方を積極的に応援します�
○女性や若者の地域への参画や地域活動を積極的に応援します�
○“結い”の精神を大切に守り・育みます�
○地域通貨「どーも」の活用など支えあいの心を広める取り組みを
　積極的に展開します�

6．一人ひとりが生き方や�
　　暮らしに誇りを持ち、�
　　　　　笑顔にあふれた村�

【教育・学び】�

【健　康】�

【生活環境】�

【農村計画】�

【地域産業】�

【暮らし】�
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ここで紹介する主な施策・事業は、飯舘らしい地
域づくりを進めていく上で、特に優先的に取り組ん
でいく施策・事業を取りまとめたものです。
これらは、みなさんと共にすぐにでも取り組むこ

とのできるものばかりです。また、計画全体を効率
的・効果的に進めていくためにも、その先導的な役
割を担うもので、他の分野別計画や地区別計画の展
開と合わせて相乗的な効果を発揮するものです。
なお、ここで紹介する取り組みも含め、分野別の

各種施策・事業については「分野別計画」の中に示
しています。

●父親の育児参加（パパとママの育児塾、おやじの会等）
●じいちゃん、ばあちゃんによる子育て塾の奨励
●「いい本、たまには、てにする」村民総読書運動
●出前講座の受講
●年中行事の継承と復活（暮らしの中で地域文化の見直し）
●開かれた学校づくりと父母住民の教育参加等

【あなたも今日からはじめてみましょう】

●相馬弁による弁論大会の開催
●外国人居住者による外国文化、食文化講習会の実施
●育児不安や子育ての知恵を交流する育児サークル
●小学校区ごとに子育ての悩みや知恵を語り合う家庭教育サークル活動
●村民に開かれた多様な学びの場「いいたて村民大学」の開校
●地域の教育文化は自分たちで進める小学区ごとの地域教育文化学区会議の設置等

【こんな取り組みに参加してみませんか】

●「分かる授業」「楽しい授業」の「楽校」づくり
●村独自で少人数学級の推進と行き届いた教育の保障（25人学級の実現等）
●大学への体験入学の実施（中学生を対象）
●学校施設の開放事業の促進（特別教室開放、福祉施設との共用化等）
●子育てサポート事業とサポーターの育成
●幼稚園と保育所の統合による幼児教育の充実
●小中学校への教育支援（カウンセラー・英語指導者・教育支援教師の配置）
●小中学生に開かれたサロンや児童館の設置
●中学校と飯舘分校の連携等

【村の施策・事業としてこんなことにも取り組みます】

1 感性豊かで自立心のある“共育”を大切にする村

～学校・家庭・地域が手をたずさえて共に育つ人づくりをめざします～

【主な施策・事業　～いっしょにはじめてみましょう～】
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●「豆で達者に」をキーワードに、豆を使ったスローフードの普及促進
●見守り活動等の地域の組織化
●精密検査受診の促進
●虫歯予防（子どもから老人まで）と、8020運動の普及促進
●家族介護の充実（介護者のヘルパー資格取得支援、中高生による介護支援等）
●地域介護支援の充実（チョットした時間で10分ヘルパー、高齢者によるヘルパー等）等

【あなたも今日からはじめてみましょう】

●介護予防・痴呆予防のための地域主体の事業の充実（ミニデイサービスのサロン化等）
●見守り活動強化ための各種ネットワーク、方法の検討
●ボランティアの育成支援
（高齢者ボランティア、企業ボランティア、ボランティアリーダー等の育成）
●子育て期の親同士の交流の場としての子育てサロンの開催促進
●保育所、幼稚園、学校との連携強化による子育ち、子育て支援の充実
（子どもが子どもを育てるチョボラの推進、青少年キャンプのリーダー育成等）
●障害者を持つ親の会と当事者会の育成と活動支援等

【こんな取り組みに参加してみませんか】

●統合診療所の整備（統合診療所建設及び診療所医師住宅建設）
●医療資源（診療所、歯科診療所、外部医療機関）と協働事業の開発
●精神保健の充実を目指した拠点づくり（当事者会の組織化支援、巡回相談の実施等）
●サロン活動の促進支援（全行政区に1つ以上のサロン）
●子育て支援センターの設置（一時保育、相談、育児教室）
●巡回相談窓口の充実（ピア相談員の設置、民生委員の強化）
●障害者のための作業場の整備や仲間づくりの場の提供
●精神保健福祉士、社会福祉士など専門的人材の確保
●誰にでもやさしいサービスの提供（外国人向け英語の標記や標識等）等

【村の施策・事業としてこんなことにも取り組みます】

2 “いたわりあい”と“支えあい”の優しい笑顔と心が満ちた村

～誰にでもやさしく長生きのできる村づくりをめざします～
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●買い物時等の隣近所の高齢者への声かけ運動の奨励
●災害を未然に防ぐための情報の共有（危険地域の確認、ハザードマップの作成等）
●フリーマーケットの日を決めたリサイクル活動の推進（村内外で展開）
●5R運動の推進によるごみの減量
・Refuse（いらないものは買わない）
・Reduce（買う量や使う量を減らす）
・Reuse（再利用する）
・Recycle（再資源化する）
・Repair（修理する）等

【あなたも今日からはじめてみましょう】

●NPO法人の設立と交通事業の推進（NPO法人による総合運輸サービス事業体の創設）
・シルバー人材等の活用による巡回バスやコミュニティバスの運行
・公用バスの空き時間の活用、スクールバスや医療の一般客の利用拡大
・村内あげてのヒッチハイク運動の展開等
●民間や村民からの寄付による緑の基金の設置と活用
●いいたてのおいしい水コンテストの実施
●ソーラーパネル、バイオマスなど自然エネルギー利用への補助等

【こんな取り組みに参加してみませんか】

●家庭用ごみ袋の大型化・低料金化
●自然エネルギーを利用した防犯灯の設置（深夜は減灯・消灯）
●いいたての家・匠センターの開設による「地材地建」
●町場周辺地域への有機の自家菜園、村民農園の整備
●地域の公共機関や会社等への消防団設置による昼間火災への対応力強化等
●大型リサイクル品の分別収集センターの設置

【村の施策・事業としてこんなことにも取り組みます】

3 からだと大地のいのち・健康を支える循環型の村

～までいな暮らしを支える飯舘らしい生活環境の改善と創造をめざします～
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●農業が持っている魅力と昔ながらの知恵を集約し実践する
●季節を知るまつりや行事の継承
●古くからあるまつりの保存・継承等

【あなたも今日からはじめてみましょう】

●住民や村外者が楽しく山林を手入れできるイベントや仕組みづくり
・村外の飯舘ファンクラブの結成
・各種（田畑、山林等）オーナー募集
・村内外のボランティアの公募とその活用
●「農村の食文化」を活かした都市部との交流事業の展開
●水源地域の森林保全のための基金づくり
●飯舘コンコロモチ塾の創設
（環境保全の意識づけ、自然環境教育、農村歴史教育、農の体験と実践教室、総合学習とのタイア
ップ、遊び方発見教室等）
●“みんなの知恵袋データバンク”の創設
●（総合振興計画の）計画推進チェック機構の設置等

【こんな取り組みに参加してみませんか】

●景観保護条例の制定（看板､建物等の規制､表彰制度の確立､放置自動車の撤去等）
●石山・採石跡地の早期緑化のための仕組みづくり
●農地集約や市民農園整備等による遊休農地の削減
●土地利用計画の策定
●道端に食べられる果樹木がある道づくり
●ウッドチップを用いた道や（遊歩道等）や多彩なウォーキングコースづくり
●各自持ち込みによる無料の分別収集場所（リサイクルホッフ）の整備
●文殊の知恵法の制定（同じ目的を持った3人が集まれば、公的支援をする）
●光ケーブルの整備・活用（防災連絡網・農林情報の受発信、市場開拓）等

【村の施策・事業としてこんなことにも取り組みます】

4 “までいな暮らし”を支える舞台や仕組みの整った村

～“自然に”生きるための農村環境づくりをめざします～
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●自然環境と調和した循環型農業の推進
●女性農業者や女性起業家の育成と家族経営協定の普及と支援
●のんびり・ゆったり・気がねなし型グリーン・ツーリズムの段階的取り組み
●個人の得意分野を活かしつつ、参加したいところに参加できるフレキシブルな仕組みづくり（グリ
ーンツーリズムの担い手づくり）
●大学等への合宿・ホームステイ受入等の情報提供等

【あなたも今日からはじめてみましょう】

●低農薬・有機栽培など、安全で健康に良い本物の農産物としての「までいブランド」の確立
●「までいブランド」の商品開発と販売促進
●村民が主体となった直売所「仮：ゆいま～る」の経営（農家レストラン､加工場を組み込んだ特色
ある直売所）
●農家女性等が主体となり、健康をアピールした“地産地消レストラン”の整備
●きのこ狩りや山菜採りなどの観光農園及び市民農園整備とグリーンツーリズム活動との連携強化
●「（仮称）コミュニティ･ビジネス（地域密着型の起業活動）研究会」の組織化等

【こんな取り組みに参加してみませんか】

●新規作物（タラの芽、銀杏、ブルーベリー、ふき、梅等）のチャレンジのための支援
●物語性やメッセージ性を生かした地域の総合力によるマーケティングの展開
●グリーンツーリズム推進の中核となる組織の設立と、農家の負担軽減のための協力ネットワークの
構築
●公民館や民家園などの既存施設を使った宿泊メニューづくりと民泊施設の整備
●住民や村を訪れる客のお休み処、情報発信機能を持つ店づくり
●行政区単位の農地利用計画の策定
●村民が気軽に利用できる農産加工場等の整備
●村内産材木の公共事業等での利用促進
●石材業と農業・商業との連携（村内の商店・直売所での農産物とのセット販売等）
●生命産業としての農業振興及び雇用拡大に向けた農業会社等の誘致と育成等

【村の施策・事業としてこんなことにも取り組みます】

5 農的な暮らしとともに飯舘流の産業が息づく村

～「までいブランド」を軸に経済が循環する村をめざします～
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●自分の時間を持てるよう、自分の時間は自分で作り出すという意識をもつ
●月2回、公の行事を持たない日を設け、1日は家庭の日とする
●20歳の記念にMy包丁、Myエプロンを買う（進呈）
●男性の家庭参画の推進（家事育児のための講習、子ども時期からの家事参加等）
●円卓の購入助成とリサイクル活用
●月1回、電灯を消してキャンドルをかこみ家族の団らんとする“までいナイト”の創設（七夕、夏
至、冬至は全村で）等
●家族団らんの時間を楽しく過ごすための支援の充実（夕食時にテレビをつけない運動、ホームパー
ティのすすめ、お父さんの料理を食べる日をつくる、家族割り外食クーポン協賛店募集等）

【あなたも今日からはじめてみましょう】

●省エネや自然共生など、昔からの知恵と新しい知恵を紹介する冊子の発行（飯舘流までいライフ読　
本：おばあちゃんの知恵袋、おばあちゃんの味レシピ、おじいちゃんの遊び読本等）
●地場食材を使った料理レシピコンテストの開催
●女性や若者が地区の政治に参画できる仕組み・環境づくり（地区総会は夫婦で参加）
●独身者のための出会いの場の情報発信
●「お互い様」を合言葉にした“結”の見直しと復活
●地域の約束事の文書化等

【こんな取り組みに参加してみませんか】

●人と人をつなぐ“いい通貨「どーも」”の発行
●いいくらし運動の徹底と評価制度の整備
●消費優先生活の改善と過剰消費の抑制意識の醸成（フリーマーケットを季節ごと開催、リサイクル
物修理ボランティアの育成、ストックヤード〈保管所〉の整備等）
●ボランティア機会拡充のためのボランティアプログラマーの育成
●田舎暮らしを楽しむＵ･Ｊ・Ｉターン者の積極受入と体制整備等

【村の施策・事業としてこんなことにも取り組みます】

6 一人ひとりが生き方や暮らしに誇りを持ち、笑顔にあふれた村

～ひとびとの多様な生き方を支援するシステムづくりをめざします～
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