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第２節 豊かな自然と温かな心を育むむらづくり 

○ 「むらづくりは人づくり」の原点から、生涯にわたり学び、郷土自然や文化、

スポーツなどに親しむ機会の充実を図り、豊かな心と健やかな体を育みます。 

○ 誰もが平等に参加し、尊重される社会を実現していくことが求められていま

す。個性や価値観をお互いに認め合う、温かな心を育む社会をつくります。 

１ 環境にやさしいむらづくりの推進 

・環境美化 

生活環境の向上を図るため、村民の自然環境美化意識の高揚を図り、ゴミのな

いむらづくりに向け、村民の意識啓発を促進します。 

・環境保全 

本村の恵まれた自然環境を守り育てるため、村民が主体となって自然環境の保

全や環境汚染の防止を推進するとともに、自然環境保全に対する村民の意識啓発

を図ります。 

村民や事業所等と連携し、河川・水路・地下水の水質保全と浄化を進めるとと

もに、自然が持つ水源涵養機能の維持・向上を図り、清らかな水環境の保全に努

めます。 

２ 美しくやさしい生活空間づくり 

・良好な景観の形成 

村民にうるおいと安らぎを与えるとともに村の魅力を高めるため、豊かな自然

と農村のたたずまいを活かし、周囲と調和した美しい景観の形成を図ります。 

３ 生涯学習の推進 

・生涯学習の充実 

住民が生涯にわたって学習を継続していくためには、乳幼児期から青年期前半にか

けて、生涯学習意欲の啓発とその基礎的能力を培うことが大切です、本村では、家庭・

学校・地域がそれぞれの役割を果たす中で、相互が連携し、社会生活の必要な基本的

生活習慣を形成、自ら学ぶ意欲や社会の変化に対応できる基礎的な能力の育成を図

ります。 

また、公民館活動を推進し、生涯学習の理念は、「いつでも どこでも 気軽に」

学習できる環境を推進していくことを支援します。 
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・学校教育の充実 

県総合教育計画の基本目標の三本の柱を基本として、「教育は、家庭を原点とし

て地域や家庭が一体となって社会全体で担うもの」という原則に立ち、家庭、地

域、学校がみんなで支える村民手作りの教育を目指します。 

・高齢者生きがい対策の充実 

高齢者が今まで培ってきた知識や経験・技能を生かして、地域や社会へ積極的

に参画できる支援や体制づくりと生涯にわたり「共生」のための豊かな人間性・「自

立」のための礎となる学びの機会をあたえる環境づくりを推進します。 

・国際性豊かなむらづくり 

在住外国人との相互理解において村民の意識の高揚を図りながら、国際交流に

関わる村民の活動やボランティアなど、住民密着型の国際交流活動の支援に努め

ます。 

４ 青少年の健全育成の推進 

・青少年の健全育成 

社会性のある青少年の育成を図るため、家庭・学校・地域・関係団体等の連携

による育成活動と環境浄化、非行防止活動を推進します。また、青少年の文化・

スポーツ活動や世代間交流など、社会参加活動を促進し自立心や社会性の育成を

図ります。 

５ 文化の振興 

・地域文化・芸術文化の振興 

村民一人ひとりが芸術に親しみを深めていくことが、村全体の芸術レベルを高

め、文化の振興につながることを基本理念とし、芸術に触れる機会の充実を図り

ます。 

・文化財保護 

既に指定されている文化財はもとより、今後、消失・散逸のおそれのある有形・無形文化

財を把握し、新たに指定することにより、村全体の歴史文化遺産の保存に努めます。 
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第３節 防災に強く快適に暮らせるむらづくり 

○ 快適に安心して住み続けることのできる、住みよい、うるおいのある生活空

間づくりを進めます。 

○ 災害や事故等から村民の生命・財産を守るため、総合的な防災体制の整備や

村民・関係団体・行政が一体となった防犯や交通安全対策を進めます。 

○ 生活道路・上下水道・ゴミ処理などの生活に不可欠な施設の整備や安全性の

確保に努めます。 

１．総合的な防災対策の推進 

・火災の予防 

村民の生命や財産を火災から守るため、防火意識の高揚を図るとともに、地域

住民や事業所との連携を密にし、防火管理体制の強化とあわせ予防消防に力を入

れます。 

・消防組織・施設の整備と強化 

常備消防と非常備消防（消防団）の連携を強化し、効果的な消防体制の確立を

図るとともに、消防機材、消防水利の充実強化を図ります。 

・防災対策の充実 

災害に備えた地域防災計画の拡充や防災施設、防災情報網の整備を図ります。

また、関係機関と連携し、災害時の応急体制、相互応援体制の確保に努めます。

さらに災害に強い地域社会をつくるため、防災意識の高揚を図り、地域防災組織

の育成を図ります。 

 

  ２．道路・河川・交通体系の整備 

 

   ・道路交通網の整備 

  村内の幹線道路、生活道路の地域交通基盤の整備に努めるとともにアクセス性

の向上や村民生活の安全と利便性の確保に努めます。 

 

   ・河川環境の整備 

  本村には一級河川として村南部を流れる阿武隈川、西部から中央部を横断して

いる泉川があるが河川整備を終えております。また、村管理の準用河川としては、

中野川、神川があり、これら河川環境面の整備に積極的に取り組みます。 

  更に、泉川一部区間において村民のいこいの場としての堤体を利用したサイク

リングロードの整備を検討します。 
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   ・ＪＲ泉崎駅の利便性の向上 

急速な少子高齢化が進行していることから公共交通機関としてのＪＲ泉崎駅の

東口を開設し、村民の利便性の向上と近隣市町村からの通勤・通学利用者拡大に

よる駅周辺利用計画の策定に努めます。 

 

  ３．生活環境の向上 

   ・住宅対策 

土地利用計画に基づき、ゆとりある宅地対策を推進するとともに村内各地域の

実情に応じた集落整備を目指します。 

また、村営住宅団地の分譲により、本村人口減少率が一定程度鈍化している効

果が現れていることを踏まえ、住宅団地世帯の高齢化率を抑制するためにも未分

譲区画に新たな少子化対策的な分譲の検討を図ります。 

 

   ・公園整備 

  既存公園の各集落との管理委託体制は維持しつも経年劣化損傷が激しい遊具等

は 利用状況を検証した後、村民の憩い・交流の場となるよう交換、修理等を行い

ます。 

   

・ユニバーサルデザインの推進 

あらゆるサービス等についても「全ての人のため」という考え方に立ち、利用者全ての

人に安心・安全・快適なものやサービスを提供できるよう啓発を一層推進します。 

 

   ・上水道施設の整備と充実 

堀川ダムからの受水により供給を行っているが、大震災以降、無効水量が増大

し、夏季には水量不足が顕著になっていることから新たな補完水源として既設井

戸水源の整備を検討します。 

また、災害時における水道施設復旧協定の更なる充実を図ります。 

 

   ・下水道施設の整備と充実 

  下水道事業として進めてきた八雲コミュニティプラント事業及び農業集落排水

事業が、平成 24 年度に完成し、計画区域では全村下水道化が図られたところです

が、完成後、３０年近く経過している処理場、管路もあり、経年により老朽化が

著しく不明水が増加しております。今後は処理施設と併せ機能強化対策事業に早

期に取り組み、施設延命を目指し、維持管理体制の更なる充実を図ります。 

更に未整備の一部区域や散在世帯について生活排水処理基本計画に基づき合併

浄化槽整備事業を推進します。 
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   ・放射能対策（除染）の推進 

村民の健康不安を解消するとともに、風評被害を払拭するため、泉崎村除染実施計

画に基づき除染を実施します 

 

４．循環型社会の形成 

・循環型社会の形成 

ごみの減量化・資源化を推進するため、分別収集の徹底、リサイクル活動など、

村民総参加の取り組みを推進するとともに、清潔で美しい村であり続けるよう、

身近な衛生環境の向上に務め、環境に対する意識の高揚を図ります。 

５．交通安全・防犯対策の充実 

・交通安全対策の充実 

交通事故を防止するため、交通安全教育及び交通安全運動を実施し、村民の意

識の高揚を図るとともに、交通安全施設の整備を推進し、交通安全対策の充実を

図ります。 

・防犯対策の充実 

犯罪のない安心・安全な村とするため、関係機関と連携した防犯体制の充実や

防犯活動の推進をするとともに、防犯施設の整備に努めます。 

 

６．地域情報化の推進 

・情報化の推進 

高度情報化社会に的確に対応するため、高速情報通信網の整備に努め、都市、

農村間の基盤整備及び利用コスト格差の解消に努めます。 
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第４節 助け合う福祉のむらづくり 

○ すべての村民が家庭や地域でふれあい、支えあいながら、安心して暮らすこ

とのできる地域社会をつくります。 

○ 生涯にわたって心と体の健康づくりに取り組むことのできる機会や場づく

りを進めます。 

○ 保健・医療・福祉分野が連携し、村民が必要なときに適切なサービスを受け

ることができる総合的な取り組みを行います。 

１．社会福祉の充実 

・地域福祉の向上 

村民一人ひとりが、助け合う心を養い、地域ぐるみの福祉環境を整えていくため、在

宅福祉施策の強化とともに福祉思想の啓発・普及を図り、福祉を担う人々の育成を図り

ます。 

・高齢者福祉の充実 

高齢者が生きがいを持ち、健康でかつ安心して暮らせるよう、居住環境の整備支援、

介護予防、認知症予防、生きがい対策を含めた高齢者福祉サービスの充実を図りま

す。 

・障害者福祉の充実 

障害者と健常者との交流機会を拡充することにより、障害者への理解を深めるととも

に、社会福祉協議会や障害者福祉団体等と連携し、情報提供や相談体制の整備を行

うことにより、各種福祉サービスの支援体制づくりを推進します。 

・子育て支援対策と児童・ひとり親家庭福祉の充実 

子供を安心して生み育てる社会を形成するため、多様な保育サービスの提供や

放課後児童対策、相談体制の充実に努めます。また、ひとり親家庭の生活の安定

を図るため、相談・指導体制の充実を図ります。 

・介護保険制度の充実 

介護保険制度の周知と円滑な運営を図るとともに、要介護を防止する介護予防

事業の充実を図ります。 
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２．健康づくりの推進 

・健康づくりの充実 

健康であることはすべての村民の願いであり、 健康を増進し、発病の予防を推

進し、病気の予防や早期発見・早期治療に努めます。 

・食生活の改善 

 正しい食事の在り方を習慣づけるために、広報などを通じて啓発します。活動を推

進します。 

・スポーツの振興 

全村民を対象に周知・広報活動に力を入れ、知人、友人、ご近所の方と一緒に参加

し、体力づくりだけを目的とするのではなく、子供からお年寄りまで幅広い年齢層の

方々の交流の場となるスポーツ教室の開催と環境整備を図ります。 

３．保険・医療の充実 

・国民健康保険・後期高齢者医療対策 

国民健康保険財政の健全化を図るため、健康の維持増進・疾病の早期発見及び

早期治療など保健事業を行い、医療費の抑制を図ります。また、国民健康保険、

後期高齢者医療の制度について村民の理解を求め、健全な財政の運営に努めます。 

 

・地域医療の充実 

初期医療を担う診療所は、村の医療部門として、地域住民にとっては重要かつ不可

欠な存在であり、今後も地域医療の根幹部門として医療の質の向上を図り、広域的医

療機関との役割分担や連携を強化し、子どもから高齢者までの医療としての幅広い医

療の充実を図ります。 
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第５節 農林商工の調和のとれた活力あるむらづくり 

○ 豊かで安定した住民生活の確保と村発展のため、社会情勢に対応する活力あ

る産業の振興に努めます。 

○ 地域・技術・情報の交流を進め、時代のニーズにこたえる「新しい価値」の

創造に努めます。 

○ 生活の基盤である全ての産業において、後継者の育成を進め、これを支援し

ます。 

○ 農業構造の変化に対応すべく、農業従事者の就業機会の増大を図る施策を推

進します。 

１．農業の振興 

・経営・生産の総合対策 

農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなることが重要なた

め、育成すべき経営体と農業経営目標を明確化し、これを核とした生産体制の確

立と生産性の高い産地づくりを進めることによって農業経営の確立に努めます。 

・農用地利用総合対策 

農業振興地域整備計画に即して引続き農村地域の秩序ある土地利用に努めると

ともに、近年の著しい社会経済情勢の変化に対応した活力ある農村環境形成のた

めの土地利用に努めます。 

２．林業の振興 

・林業振興総合対策 

みどり豊かなむらづくりを推進するため、土地利用計画や森林整備計画に基づ

き、重視すべき機能に応じた森林施業の実施により、立地条件に応じた多様な森

林資源の整備に努めます。 

３．工業の振興 

・工業の振興 

制度資金を活用するなどの方法によって、小規模・零細規模企業の育成に努め

るとともに、工業への就職と安定雇用を促進するため、就業機会の紹介・職業訓

練の実施の円滑化に努めます。 
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４．商業の振興 

・商業の振興 

消費者ニーズ、消費スタイルの変化に対応した個性と魅力あふれる商業の育成

を目指すため、商業・サービス業・レジャーなど複合的な機能を有する商業の核

づくりに努めます。 

また、商業者の経営意識の高揚、共同店舗化、組織・団体の育成等を図り経営

近代化を推進するとともに、地元消費推進方策を検討し、地域全体で地元商業を

支える体制づくりに努めます。 

５．観光の振興 

・観光の振興 

泉崎村の「烏峠」、「史跡」、「花」、「温泉」、「人」を重要な観光資源として、保

護・保全を図り、多様な観光ニーズのうち、『くつろぎの時間と空間』を提供して

いくことを大きな指針として、今後とも農業を含む地場産品の振興とも連携を図

りながら当該イベントを継続し、本村観光のＰＲを進めます。 

また、宿泊施設・温泉・スポーツ施設等の施設を利用しての滞在・滞留型観光

の推進に努め、都市部との交流を図るとともに、各施設の整備拡充を進めます。 
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第６節 住民自主性のむらづくり 

○ 村民の声が届く、創造性豊かなむらづくりを進めるため、村民自らがむら

づくりへ積極的に参加し、行動できる環境づくりを進めます。 

○ 地域の実情と時代の変化に対応した行政サービスの充実のため、簡素で柔

軟な行政組織と職員の資質向上等を図り、行財政運営の効率化に努めます。 

１．住民参画社会の構築 

・コミュニティ活動の推進 

むらづくりの主役である村民の声を村政に反映し、住民と行政の連携を図り、

豊かで魅力あるむらづくりを推進するために住民参加の機会拡充、広報広聴活動

を充実し、村政に対する理解と協力を求め、住民の意見の反映とその実現に努め

ます 

・ボランティア・ＮＰＯ活動の振興 

｢思いやり｣や｢助け合い｣の心を育む教育を推進し、ボランティア意識の高揚を

図るとともに、ボランティアグループ・ＮＰＯ法人の育成・支援を推進します。 

・男女共同参画社会の推進 

男女共同参画社会の実現を図るため、積極的な啓発活動を行います。また、少

子化社会に対応するため、就業環境の整備や子育て支援の充実を図り女性の社会

参画を推進します。 

２．行財政運営の効率化と広域行政の推進 

・財政の健全・強化 

特色ある魅力的な村づくりを推進するため、費用対効果を見極めた財源の有効

配分など効率的な財政運営を推進するとともに、財源の確保と効果的な財源配分

など運営の効率化を図り、財政基盤の強化に努めます。 

・開かれた行政の推進 

行政需要の増大と変化に対応できる行政組織の確立を目指し、行政組織の再編、

適正な人材配置、ＯＡ化等行政組織の効率化を推進に努めるとともに、円滑な行

政執行と行政に対する協力を得るため、なお一層の情報の公開に努めます。 
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・電子行政の推進 

電子行政については、各種システム等の構築・整備を推進するとともに、イン

ターネットや地方公共団体を相互に接続する総合行政ネットワークの有効利用を

はじめ、電子化の便益を最大限に活用し事務の簡素化、効率化の推進に努めます。 

・地方分権 

地方分権時代に対応した基礎的自治体としての行政体制の整備を推進し効率的

な事務事業の推進を図るため、行政組織の再編に取り組み住民サービスの向上を

図ります。 

・広域行政の推進 

日常生活圏の拡大と広域的な行政課題に対応するため、現行の広域事業の一層

の推進と活性化を図るとともに、各種広域行政について、積極的に参加推進する

とともに、「安心で住みやすい泉崎村」をめざし、スポーツ・教育・福祉などにお

いても広域的な行政サービスができる体制づくりを図り合理的な行政を推進しま

す。 


