
部会 意見内容 対応方針・対応状況など 担当課

1高齢者い
きいき

高齢者が気軽に始められるスポー
ツ活動の体制づくり

　町老人クラブ会員を対象としたニュースポーツの講習会や、町老連スポーツ大会などの開催によ
り高齢者でも気軽に始められるスポーツの普及啓発、体制づくりを行っております。
　また、介護予防事業では、体操やユニカールなどのスポーツ活動を取り入れ、運動機能の維持向
上のための事業を行っております。
　今後も継続して推進するとともに、高齢者向けのスポーツ教室などの開催を検討してまいります。

教育委員会
健康福祉課

1高齢者い
きいき

各種の分野ごとの隠れた名人探し
を進めてほしい。（昔話やわら細
工、郷土料理、手芸的分野、ス
ポーツなどのリーダー発掘）

　町老人クラブ会員の各分野における愛好家を発掘し才能を発揮できるよう、二戸地区老連高齢者
趣味創作品展示会、軽米町老連高齢者趣味創作品展示会、町老人クラブ芸能大会、町老スポーツ
大会などを開催しております。今後も幅広い分野の名人を発掘し才能を発揮できる場を提供するよ
う、事業を展開してまいります。
　また、将来的には、各分野の優れた技術を持つ方々を探し、データを積み重ねることで、かるまい
名人登録制度（仮称）などを創設できればと考えております。

教育委員会
健康福祉課

1高齢者い
きいき

各分野リーダーの発掘と育成のた
めの研修会の開催

　町老人クラブ会員を対象とした、二戸地方老連指導者研修会や女性会員研修会などへの参加を
促し、各分野のリーダー育成のための研修を行っております。
　また、介護予防事業として開催しているふれあい共食交流会では、各地域のリーダーとなる人材
育成のための研修を行っております。
　今後も継続するとともに、どのような研修が必要か皆様の意見を聞きながら企画したいと思いま
す。

教育委員会
健康福祉課

1高齢者い
きいき

各分野ごとに活動できる場所の提
供

　活動できる場所はあると思われますので、どのようにすれば仲間を集ってやれるかを考え、その
情報提供活動を行ってまいります。

教育委員会
総務課

2しごと
町内への企業誘致だけでなく、町
外への通勤者への補助などの検
討

　新規求職者等の地元就職を促進し、雇用の場の創出及び拡大によって地域活性化を図るため
に、平成25年度から地域雇用促進奨励金として事業者に助成しております。町外への通勤者に対
する補助については、通勤経費の一部助成などが考えられますが、さらに部会等でご意見をいただ
きながら検討してまいりたいと考えております。

再生可能エ
ネルギー推
進室

2しごと
町内にも様々な仕事があればよ
い。

　現在、メガソーラーなどの再エネ事業の推進による雇用の場の創出や廃校舎を活用した植物工場
などの企業誘致により、雇用の場の創出、拡大を進めております。

再生可能エ
ネルギー推
進室

平成28年度軽米町百人委員会からの提言と町の回答



部会 意見内容 対応方針・対応状況など 担当課

2しごと
若者を外に出さないというだけでは
なく、外から若者を引っ張ってこれ
る体制の整備

　企業誘致による雇用の場の確保・拡大とともに、子育て施策の情報提供や住宅情報提供システム
などの構築、若者定住促進住宅の整備、町外に勤務する人への通勤助成などについても検討して
まいります。

再生可能エ
ネルギー推
進室
総務課

2しごと
「しごと」について、中・高生の考え
方や企業の要望などアンケート調
査を実施することで、現状を探る。

　中学校等で実施している職場体験学習や二戸地域雇用開発協会への継続支援を通じて労働意
欲の確保に努めたいと考えております。
　また、教育委員会で行っているキャリアスタートアップ事業において、参加している生徒や、企業等
からのアンケートをとっていると思われるので、その結果をまとめて部会で協議していただき、再度
アンケートについて検討してまいります。

産業振興課
町民生活課

2しごと
若い人に様々な形での農業を見せ
る機会の提供

　広報やかるまいテレビなどへの掲載内容について協議してまいります。 産業振興課

2しごと
若い農業者を広報などで紹介する
ことで、刺激になるのではないか。

　広報かるまいで、年２回ほど農業委員会だよりのコーナーを設けておりますので、そのスペースへ
掲載し紹介してまいりたいと考えております。
　また、軽米テレビで農業者をテーマにした企画を作り、放送することも進めてまいりたいと考えてお
ります。

総務課
産業振興課

2しごと 集落営農の推進
　集落営農、法人化等について、座談会において説明しておりますが、今後も継続して行ってまいり
ます。

産業振興課

2しごと
若者の気軽に集まれる場所が必要
（青年会、４Ｈクラブなど）

　４Hクラブは現在活動しておりますが、青年等との話し合いが必要と思われます。若者が集う組織・
サークルづくりを進めて行きたいと考えております。

産業振興課
教育委員会

2しごと
基幹産業や特産品の生産奨励や
価格補てん制度などの充実

　予算の範囲内で実施してまいります。 産業振興課

2しごと
ミル・みる・ハウスや産直施設の
ハード、ソフト両面からの充実を望
む。

　施設運営について、少し時間をかけ、意見等をいただきながら、財政的な面も考慮して進めたいと
考えております。

産業振興課
（産業開発）

2しごと
年間を通じて平均した建設業への
工事発注を望む。

　工事発注規模による等級別や発注関係事務の手続きなどの規制等があり、難しいと判断されま
すので、ご理解いただきますようお願いします。

地域整備課



部会 意見内容 対応方針・対応状況など 担当課

2しごと
町内で伝統工芸品や珍しい作品な
どを作っている人の発表や販売の
場があればいい。

　町民文化祭において、皆様の作品を募集しております。展示・販売等については、ミルミルハウス
を検討したいと考えております。

産業振興課
教育委員会

3スポー
ツ・文化・
観光

さるなし、エゴマなどの生産量を伸
ばす取り組みがほしい。

　現在も生産奨励、価格補填などを実施しております。 産業振興課

3スポー
ツ・文化・
観光

郷土芸能の伝承活動について
　現在、晴山小学校で山内神楽、小軽米小学校で沢田神楽の伝承活動が行われております。今後
も、軽米小学校・中学校で伝承活動を組み入れることができるよう、学校・保存会に働きかけてまい
ります。また、軽米高校についても実現の可否について、働きかけてまいりたいと考えております。

教育委員会

3スポー
ツ・文化・
観光

郷土芸能の衣装整備などに、活動
助成を十分行うべきである。

　各郷土芸能保存会からの要望を受け、財団等から衣装整備の補助金を得るための支援をしてま
いりましたが、今後につきましても各団体の要望に応じ支援してまいります。
　また、芸術文化振興基金の助成制度の活用やコミュニティ助成事業など、既存の助成制度の活用
を進めるとともに、それら事業のＰＲ活動を展開してまいります。
　町のチャレンジ事業では、各団体のイベント開催に係るものについて助成することを検討しており
ます。

教育委員会
総務課

3スポー
ツ・文化・
観光

かるまい秋まつりの活性化

　祭りに参加できる子どもが年々少なくなってきており、校長会議等において、町内山車団から小中
学校に参加要請があった場合は、協力いただきたい旨を説明しております。
　郷土芸能団体等の祭りへの参加促進につきましては、該当団体に対する伝承活動の強化が必須
であると考えております。

産業振興課

3スポー
ツ・文化・
観光

ミルみるハウスの充実
　施設運営について、少し時間をかけ、意見等をいただきながら、財政的な面も考慮して進めたいと
考えております。

産業振興課
（産業開発）

3スポー
ツ・文化・
観光

その他観光について（歴史民俗資
料館、ミレットパークなど）

　観音林の一里塚は町史跡であり、現存の場所にあってこそ歴史的価値があるものですので、移設
はできません。新しい街道の道標として新しく一里塚を盛り上げるのが適当かどうかは、今後周辺
環境の整備の中で検討してまいります。
　ロマンの森ではあじさいの植栽整備を進めています。資料館・古民家などを含め、全体的な活用
について検討してまいります。
　物産交流館を年中無休にするなど、財政的な課題をクリアできれば対応できる項目と、時間をか
けて検討しなければならい事項があり、当面実現は困難でありますが、部会等で協議を重ねていた
だきたいと思います。

産業振興課
教育委員会
総務課



部会 意見内容 対応方針・対応状況など 担当課

3スポー
ツ・文化・
観光

体育施設の改修・整備について
（町民体育館、ハートフル・スポー
ツランド、町営運動場テニスコート
など）

　体育施設の改修整備については、優先順位を設けて予算化を図ってまいります。 教育委員会

3スポー
ツ・文化・
観光

毎月「軽米の日」を設定し、軽米に
関する取り組みを行ってはどうか。
（地産池消、郷土の行事など）

　産直施設等での町生産品特売日の開設や給食での軽米デーの取り組みの推進などを行いたいと
考えております。学校給食では、地元食材を使い生産者も交えた給食交流会を開催するなど、郷土
食の提供を行っております。「軽米の日」の設定については引き続き検討してまいりたいと考えてお
ります。

教育委員会
総務課

3スポー
ツ・文化・
観光

高速軽米インターの出口やミルみ
るハウス敷地内の観光案内版を目
立つように設置してほしい。

　実現に向けて検討したいと思います。 産業振興課

3スポー
ツ・文化・
観光

観光協会の組織強化 　組織の人員の拡充等を検討してまいります。 産業振興課

3スポー
ツ・文化・
観光

ハートフル野球場のナイター設備
使用料が高いように感じるが、再生
可能エネルギーの町としてスポー
ツ施設に太陽光発電などを活用で
きないか。

　太陽光発電（蓄電池）設備の整備は、大きな費用も掛かりますので、実現性を検討してまいりま
す。
　現在、学校施設、保育園、役場庁舎などに太陽光発電設備を設置しておりますが、今後とも、さま
ざまな制度を活用しながら、公共施設への太陽光発電設備の普及を図り、低炭素社会の実現に向
けたまちづくりを進めてまいりたいと考えております。

再生可能エ
ネルギー推
進室
教育委員会

3スポー
ツ・文化・
観光

体育協会の組織強化と体育館の
管理について（体育協会の法人
化、インストラクターの配置、体育
館建て替えの計画化）

　体育協会の在り方と体育施設管理については、提言を具現化するよう今後進めてまいりたいと思
います。

教育委員会

3スポー
ツ・文化・
観光

昔のかるまいの写真や映像などを
使ったイベントなどがあればいいと
思う。

　歴史民俗資料館で昔の写真や道具などを常設展示しております。企画展等で更に多くの写真をご
覧いただけるよう努めてまいります。また、町民文化祭での取り組みなどを進めるとともに、軽米テ
レビでの特別企画番組等として取り組むことも検討したいと考えております。

教育委員会
総務課



部会 意見内容 対応方針・対応状況など 担当課

4環境・衛
生

地域の方々のボランティアなどの
協力をもらいながら倒木処理を行
えれば、河川のはん濫を解消でき
るのではないか。

　集積された倒木の運搬等については対応可能と思いますが、倒木とはいえ財産であり有価物とな
れば処理処分において煩雑になることが予想されることから難しいと考えられます。
　河川（雪谷川、瀬月内川）は、岩手県管理であることから、管理者である県に要望しながら進めて
まいりたいと思います。

地域整備課
総務課

4環境・衛
生

大雪など災害時は、業者と消防団
とでネットワークを生かしながら連
携して取り組む体制があればよ
い。

　災害時の対応については、現在も行政と消防団が連携して取り組んでおります。消防団は地域密
着性、要員動員力及び即時対応力の面で優れていることから、大雨災害や大雪災害による高齢者
等の安否確認、避難所への誘導など、災害時にご協力いただき、連携を密にして取り組んでいると
ころであります。
　今後も消防団や関係団体と連携を密にし災害時のネットワークを構築してまいります。
　雪かき等については、地域で自主防災組織の組織化を図りながら取り組むなど、体制整備につい
て助成してまいります。

地域整備課
総務課
健康福祉課

4環境・衛
生

側溝の泥かき、ごみ拾い、雪かき
など一人でできないところはみんな
で協力することが大事だと思う。そ
の体制づくりを。

　クリーンアップデーや衛生組合の各地区活動で、ゴミ拾いなどの清掃活動を継続して実施してまい
ります。
　泥かきや草刈り、雪かきなどは、地域活動支援事業費補助金の対象となっていることから、地域で
進めていただきたいと考えております。また、自主防災組織の組織化などについても支援してまいり
ます。

町民生活課
地域整備課
総務課

4環境・衛
生

様々な活動をするときに、ボラン
ティアの力は大きい。ボランティア
を育てていくことが大事になってく
ると思う。

　軽米町社会福祉協議会では、小学生を対象とした福祉体験授業を行うなど、普段からボランティ
アなどへの町民活動の推進や支援を行っております。また、災害発生時には、災害ボランティアセ
ンターを開設し、被災地の支援ニーズの把握・整理を行うとともに、支援活動を希望する個人や団
体の受け入れ調整やマッチング活動を行っております。
　今後もボランティア育成のための事業を展開してまいります。

健康福祉課
（社会福祉協
議会）

4環境・衛
生

学校周辺の環境整備を学校関係
者だけでなく、地域の方々やＯＢか
らも協力してもらう体制を作れれ
ば。

　各学校においては、ＰＴＡを中心に地域の方々のご協力をいただき、学校周辺の環境整備に努め
ております。各地区の衛生組合等との協議により、学校周辺の協働での清掃活動を推進してまいり
たいと考えております。

教育委員会
町民生活課

4環境・衛
生

空家情報を発信してほしい。空き家
を旅館に変わる受け入れの場にで
きないか。

　空家については調査を実施しましたが、現状のままで活用できるところが少ない状況であります。
今後も調査を継続しながら進めるとともに、不動産業者と連携を進めながら取り組んでまいりたいと
考えております。

総務課



部会 意見内容 対応方針・対応状況など 担当課

4環境・衛
生

高齢者ドライバーの運転事故が心
配。町として何か対策を。

　高齢者世帯訪問活動において薄暮時や夜間の交通事故防止など安全啓発を呼びかけてまいりま
す。また、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証自主返納を支援
する事業を実施してまいります。

町民生活課

4環境・衛
生

学校周りなどの歩道整備を望む。
側溝修繕などと併せて行うことはで
きないか。

　緊急性、財政状況、地権者との協議等様々な要素を勘案しながら、優先順位に沿って推進してま
いりたいと考えております。

地域整備課

4環境・衛
生

消防車が河川敷に降りられるよう
「降口進入路」を作ってほしい。

　河川管理者である県（二戸土木センター）に対し、要望の前に打診してみたいと考えております。 地域整備課

4環境・衛
生

県道二戸軽米線の早急な整備を
図ってほしい。

　道路管理者である県（二戸土木センター）に対し、要望してまいります。 地域整備課

4環境・衛
生

小軽米から軽米にかけての雪谷川
沿いの管理道をつなげて、遊歩道
のようにしてはどうか。

　河川管理者である県（二戸土木センター）に対し、要望の前に打診してみたいと考えております。 地域整備課

4環境・衛
生

通学路の街灯や公衆トイレの電灯
などもソーラー発電を活用できない
か。

　現在、学校施設、保育園、役場庁舎などに太陽光発電設備を設置しておりますが、今後とも、さま
ざまな制度を活用しながら、公共施設への太陽光発電設備の普及を図り、低炭素社会の実現に向
けたまちづくりを進めてまいりたいと考えております。

町民生活課
再生可能エ
ネルギー推
進室

5はつらつ
子育て

住む場所の確保と働ける企業誘致

　現在、メガソーラーなどの再エネ事業の推進による雇用の場の創出や廃校舎を活用した植物工場
などの企業誘致により、雇用の場の創出、拡大を進めているところであります。
　住む場所の確保については、空き家の調査とともに、不動産会社と連携しながら進めてまいりた
いと考えております。

総務課
再生可能エ
ネルギー推
進室

5はつらつ
子育て

軽米に住むとよい点をアピールす
るような情報発信

　子育て支援の取り組みや自然や風土など軽米町のＰＲなどについて、さまざまな媒体やツールを
活用しながら情報発信に努めたいと考えております。

総務課
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5はつらつ
子育て

既存の公園や宿泊施設、住宅など
を若者向けに改修してみてはどう
か。

　既存施設の整備については、多額の費用負担が発生することから、現在若者定住促進住宅やか
るまい交流駅などの計画を進めておりますので、それらを活用していただきたいと思います。
　また、向川原農村公園と円子農村公園の遊具等については岩手県と協議しながら、改修整備を
進めたいと考えております。

町民生活課
総務課

5はつらつ
子育て

笹渡の教員住宅を安く売って、自
由にリフォームできればよいのでは
ないか。

　公共施設の売却については、公平性を保つため不動産鑑定に基づいた価格設定など適正な価格
での売却となります。今後、地域の意向などを勘案しながら売却等についても検討してまいりたいと
考えております。

教育委員会
総務課

5はつらつ
子育て

各年齢で使えるサービスや助成制
度などがわかる子育てマップやテ
キストのようなものがあればよい。

　子育てガイドマップを平成29年３月に作成し、全世帯に配布しましたので、ご活用いただきたいと
思います。

健康福祉課
町民生活課
総務課
教育委員会

5はつらつ
子育て

軽米のよさを知ってもらうための情
報発信

　平成29年度はＦＭ岩手により軽米町の情報を発信するとともに、軽米町のホームページもリニュー
アルさせるなど、多くのツールを活用しながら、発信していくこととしております。

総務課

5はつらつ
子育て

フォリストパークは、子どもが遊べ
て親が買い物できるような南郷の
公園のようになればいい。

　フォリストパークは観光施設として位置しており、買い物等はできない状況ですので、ご理解いた
だきますようお願いします。（開園は４月から11月）

産業振興課


