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あいさつ

序章

登場人物紹介

滝沢で農業を営んでいる家の子。
勉強は少し（以上）苦手だけど、
元気と好奇心なら人一倍。

田
た が わ

川コウタ

滝沢市が大好きなお馬さん。
普段は、市の「商工観光課」という
所のお手伝いをしながら滝沢の新
しい魅力を探しているらしい。

チャグまる君

都会から転校してきた女の子。
頭が良くスポーツも得意だが、
それは普段からコツコツ努力し
ている結果だったりする。

城
きざ き

崎キョウコ

　H26年度実施の市民アンケートでは、滝沢市の総合計画の認知度
は約13％でした。そこで、私たちは市民のみなさんに滝沢市の総合
計画を知ってもらい、基本構想を理解してもらうためにこのパンフ
レットを作製しました。中学生が読んでも分かりやすく、滝沢市にさ
らに愛着を持ってほしいという想いで作製しました。
　市民のみなさんが、滝沢市がめざす住民主体のまちづくりを担うため
の基本書として、このパンフレットを活用していただければ幸いです。
　これからの滝沢市をつくっていくのは、あなたです。さあ、一緒に
滝沢市の総合計画基本構想について学んでいきましょう。

　このたび、滝沢市自治基本条例に基づき、滝沢市が「住民自治
日本一の市」を目指すための第一歩となる第１次滝沢市総合計
画（Ｈ27年度～Ｈ34年度）を策定いたしました。
　第1次滝沢市総合計画は、市民の皆さんの計画として、行政に
よる取り組みだけではなく、市民の皆さんが、いつも幸せを感じ
ながら暮らせるための、「幸福感を育む地域環境づくり」を日常生
活の何気ない取り組みを通して進めていくこととしています。
　市民相互の「信頼」・「結びつき」・「お互い様の気持ち」（社会関
係資本）を築くことが、「幸福感を育む地域環境づくり」の一翼を
担い、市民の心を豊かにし、滝沢市に愛着を持つことにもつなが
ることから、本総合計画においては、滝沢市内の様々な人とのつ
ながりを大切にした取り組みを進めてまいりたいと思います。
　そのためにも、本総合計画の基本的な考えを市民の皆さんに
知っていただき、できることから取り組んでいただくためのパ
ンフレットを策定いたしました。
　このパンフレットは、中学生以上の市民の皆さんが理解でき
ることを目標として、岩手県立大学の学生さんが考え、中学生
や市民と対話して策定したものであります。
　発行にあたり、岩手県立大学の学生の皆さんをはじめ、ご協
力いただいた多くの方々に感謝するとともに、多くの市民の皆
さんが、自分なりの「幸福感を育む地域環境づくり」に、家族や
仲間と共に取り組まれることを願っております。

滝沢市長 柳 村 典 秀
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総合計画とは？第1章

地方
分権

少子
高齢

ところで、

総合計画って何なの？
総合計画っていうのは、

より住みやすい自治体をつ
くるための取り組み方が書
かれた計画のことをいうんだ！

じゃあ、自治体によって総合計画
の内容は違うってことなの？

そうだね。滝沢市だと、

みんなが安心して幸せに暮らせ
る環境づくりに取り組むことを、
計画に掲げているね。

どうして滝沢市はこのような
総合計画になったのかな？

滝沢市はこれらを踏まえて、市民みんな
と一緒に次の世代が夢と希望を持って、
ずっと幸せに暮らし、活力のある地域を
めざしているんだ。そのために総合計画
が作られたんだよ。

滝沢市は今まで、みんながまちづくりに
参加できる取り組みをしてきたんだ。
だけど地方分権や少子高齢化など、
社会を取り巻く環境っていうのはいつ
も変わり続けているんだ。
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より住みやすい滝沢市を実現するた
めには市民と行政が協力し合って行
動する必要があるっていうこと？

そういうこと！そしてこの総合計画は市民
が共有し、行動に活かすための基本書とし
て使うものでもあるんだ！

総合計画のまとめ

市民主体の地域づくりを行い、市民がより
住みやすい生活をおくるための基準を

明らかにする

市民が安心して暮らせる環境を
維持する方針を示す

最終的には市民がめざす
滝沢市の姿を実現する！

チェックポイント
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滝沢市のまちづくりの目標は

「幸福感を育
は ぐ く

む環境づくり」

幸福感について
第2章

育
は ぐ く

むことについて

環境づくりについて

「みんなが思いやりをもち、幸せに暮らせる地域を全員で作っていく活動

（住民自治）を進める」ことが大切なんだ。それを実現するために市民みん

なで地域づくりを進め、行政はそれをサポートしていくという関係を深め

ていくことで、目標はきっとかなうよ。

なぜ、今「幸福感」なの？（P7）
人とのつながり（P8）
社会関係資本ってなに？（P9）

住民自治
幸福実感一覧表とは（P10）
地域別計画

団体自治
暮らしやすさ一覧表とは（P11）
市域全体計画（P12）

滝沢市のまちづくりの目標ってなんだろう?

第3章

第4章

チェックポイント
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滝沢市の目標は

「幸福感を育
はぐく

む環境づくり」！
ところで、君たちにとっての

「幸福」って何かな？

友達と遊ぶこと、あとは家族で
美味しいものを食べているとき
も幸せかな。
そういえば私のおばあちゃん
は、私の成長を見ることが
何よりも幸せだって
言っていたよ！

実は、「幸福感」について
市民にアンケートを
行ったんだ！

なるほど！いろいろな「幸福」
のかたちがあるね。

誰かと時間を共有しながら、
良い関係を保っているんだ！
滝沢市民は、そこに幸せを実
感している人が多いんだね。

そのとおり！「幸福感を育
はぐく

む
環境づくり」を進めていくた

めには、「人とのつながり」
が最も大切なんだ！

幸福を実感する要素の上位に幸福を実感する要素の上位に幸福を実感する要素の上位に幸福を実感する要素の上位に幸福を実感する要素の上位に幸福を実感する要素の上位に
共通すること共通すること共通すること共通すること共通すること共通すること

幸福を
実感する要素

（上位）

1位（19項目中） 2位 3位 6位 8位

心身の健康はもちろん
家族・友人などとの関係が
良く保たれていること

「人とのつながり」を持って生活することで
「幸せ」を実感している人が多い！

幸福感について第2章

（平成26年10月実施 幸福と暮らしに関する市民アンケート結果より）

チェックポイント

複数
回答
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なぜ、今「幸福感」なの？

国や地方は、道路や上下水道
などのイ

※

ンフラ整備や公共
施設の建設など、色 な々行政
サービスをしているよね。

でもね、現代社会は経済が行き
詰まっているのを知ってるかい？
多くの自治体では今、
こんな問題を抱えているんだ！

なるほど！モノがあふれ、モノ
による幸せを求めてきた時代が

変わってきた今、「人とのつな
がり」を大切にしていこうって
ことなんだね！

確かに、昔と比べたら便利な
生活になっているわね。

国と地方の借
※

金は１千兆円を超えている
人口減少に伴って税収が減少

財政が厳しい中で新しい
インフラの整備や公共施
設を建てたりすることには
限界がある！

だからこそ、新しい「モノ」で
満たされる社会ではなく

「心の豊かさ」で満たされている
社会づくりが重要！

市民みんなが「幸福」を感じながら生活して
いくために滝沢市はサポートしていくよ。
滝沢市民のつながりを大切に、「幸福感」あ

ふれる滝沢市をみんなでつくっていこう！

※インフラ…インフラストラクチャーの略。福祉向上と経済発展に必要な公共施設をさす。例として学校、道路、鉄道、ガス、電気、電話などがあげられる。

※1万円札で横1列に重ねると長さは1万km。これは東京・アメリカ間の距離とほぼ同じ。
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「人とのつながり」を実感
するのはどんな時かしら？

人とのつながり

色んな場面から「人とのつながり」が実感でき
そうだね。このようなつながりのことを
「社会関係資本」＝「想いを共有する人との
つながり」と呼んでいるんだ！

仲間と一緒に
部活動

家事のお手伝い

地域行事への
参加
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社会関係資本は、
「人々の信頼関係、結びつき、お互い様の
気持ち」でつながった仲間や集団などを表
す言葉で、「ソーシャル・キャピタル」とも
呼ばれています。
社会関係資本を市民が主体となってつくっ
ていくことで、たくさんのメリットを生む
ことが期待されています。

社会関係資本とは
社会関係資本をつくることで

得られるメリット
●様々な情報をお互いに得たり与えることができる。
●地域で行われている取り組みなどを把握して世代
間交流を生むことができる。

●地域での犯罪の防止につながる。
●災害時の助け合いにつながる。

これからは、たくさんの人と想い
を共有しながら「人とのつなが
り」を深めていくこと。それこそが
滝沢市のめざす「幸福感」なんだね！

僕達のまち、滝沢市でしか得る

ことのできない「幸福感」をみ
んなでつくって、地域も心も
豊かにしていこう！

信頼 お互い様の
気持ち

結びつき

社会関係資本ってなに？

3つの要素が集まって社会関係資本ができる！

チェックポイント



幸福感を作っていくために滝沢市には

幸福実感一覧表があるんだよ！があるんだよ！
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「幸福実感一覧表」は、アンケートで市民の想いを集めて取りまとめた一覧表です。
地域づくりにつながる、それぞれの幸福感を育む市民一人一人の行動をまとめ、それをはかる目安と、そのための
行動の例を挙げています。
これは、滝沢市がめざす「住民自治日本一の市」へ向けて、市民が主体的に行動し、地域づくりを行うために、市民
みんなで取り組む一助となっています。

実際に幸福一覧表にある行動をしてみよう！

市民が地域で幸せに暮らすために人とのつな
がり（社会関係資本）を深め、そして住民自治に
つながる多様な活動が地域で自主的に展開さ
れることにより、幸福感を育む地域環境をつく
ることができます。

幸福実感一覧表って
何なの？

幸福実感一覧表の他にも、市民主体による「幸福
感を育む環境づくり」の土台づくりに向けて、
「地域別計画」が現在進行中です。 地域別計画

・地域の将来像の共有
・地域の宝物の発見
・地域情報と地域課題の共有
・幸福感を育むためにできる
市民の行動と活動

幸福実感一覧表による
行動をすると…

幸福感を育む地域環境を
つくることができます

育むことについて第3章

幸福実感一覧表とは

地域別計画

全世代 世界や全国で活躍する人材
を育む滝沢市であること

チャグチャグ馬コが受け継
がれていること

岩手山麗に広がる豊かな自
然が守られていること

滝沢市の暮らしに安心感と
愛着があること

市民が互いに支え合いなが
ら、幸せを実感して暮らせ
ること

象徴指標 芸術文化及びスポーツに
関する市特別表彰の件数

チャグチャグ馬コの滝沢市
からの参加馬数 地域清掃活動への参加者数 滝沢市に愛着がある人の

割合
滝沢市で幸せに暮らしてる
人の割合

やってみよう

滝沢市で開催される各種大
会などへ見物に行く

滝沢市民が出場する各種大
会などへ応援に行く

芸術、文化、スポーツなど
に自ら取り組んでみる

チャグチャグ馬コを見る

チャグチャグ馬コの由来を
知る

チャグチャグ馬コを県内外
の知り合いに紹介する

ゴミを出す量を少なくする

地域の清掃活動に参加する

自然を守る活動などに参加
する

滝沢スイカなど、農産物を
食べる

災害時の避難場所を確認する

滝沢市に住み続ける

日ごろから健康づくりに取
り組む

毎日、明るく、元気に学び、
働く

日ごろから家族に感謝して
暮らす

幸福実感一覧表

※巻末に幸福実感一覧表があります。
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8つの視点 視点が描く「めざすまちの姿」

活かす 恵まれた自然環境を身近に感じ、暮らしに活かすまち
（市に豊かな自然がたくさん残されているなど）

支えあう 互いに支え合い、人とのふれあいが生活に潤いを与えるまち
（みんなで地域の夢の実現のために取り入れることができるなど）

輝く みんなが健康づくりに取り組み、一人一人が輝きながら、安心して暮らせるまち
（心身ともに元気で暮らせるなど）

暮らす 安全で快適な暮らしが実感できるよう、みんなで取り組むまち
（交通安全が保たれているなど）

学ぶ 子どもから高齢者まで、夢を抱き、夢に向って互いに学びあい、成果を活かせるまち
（自ら学んだり、取り組める環境があるなど）

働く 雇用環境が充実し、みんなが安心して生き生きと働けるまち
（みんなが自分のやりたい仕事ができるなど）

受け継ぐ 次世代に伝統と文化を受け継ぎ、ふるさとに愛着を持てるまち
（文化、伝統や芸術に親しむ機会があるなど）

集う 地域と世代を超えて集い、人との関わりに幸せを実感して地域づくりができるまち
（地域や世代を超えて自然体がつながっているなど）

ここに載せているのはほんの一部です。市では45の最適化条件という市民にとって、もっと快適に生活するための条件を設けています。
滝沢市は人とのつながりによる幸せを目指しているので、モノの豊かさで便利さを追求するために設定しているわけではありません。

さっき説明があった『幸福実感一覧表』って
僕たち市民が実際行うことなんだよね？

市民の幸せを考えてくれるのは嬉し
いけど市民だけで活動するというの
は難しいわね…

そうだね。だから市民が幸せになるために
サポートする取り組みが行われているんだ。

この『暮らしやすさ一覧表』を見てみて！

うん、そのとおりだよ。

環境づくりについて第4章

暮らしやすさ一覧表とは

暮らしやすさ一覧表
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このほかにも市では『市域全体計画』という計画に取り組んでいます。10ページで説明した『地域別計画』の取り組みを
支えるために行政が取り組む行動計画も含まれています。主に人とのつながりを意識して作られています。市民の笑
顔を生む取り組みを考えたり、市民が触れ合える場を提供するなど、市の理想の姿を目指しています。

じゃあこの暮らしやすさ一覧表
も人とのつながりを生む土台作り
のために設定しているってこと？

こうして目に見える数値として市民に公開することで、実際の達成状況を分かりやすく伝えることができます。

たとえばどうしたら条件が
満たされている状態だと
いえるのかな？

それを推し量るためにこの

『暮らしやすさ一覧表』には
目安が設定されているんだ！
たとえばこんな感じ！

そのとおり！
市はこの条件を満たすことを考えて
様 な々取り組みを行なっているんだ。

チャグチャグ馬コの入込客数 地域活動に参加している人 自主防災組織訓練参加数

28,000人を31,000へ

市役所の
取り組み
目標

2,625人を6,500人へ48.3%を60%へ

将来の滝沢を担う
若者の育成

若者が自分の地域に興味をもち幅広い世代が地域とかかわることになり
人とのつながりが生まれる。

伝統文化支援 伝統文化を守っていくために後継者を育て未来へつなげる。
例）川前神楽、滝沢駒踊りなど

例

市域全体計画

暮らしやすさ一覧表より

行政
Administration

地域
Area

個人・家族
Person / Family
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私たちも滝沢市をつくる
一員なんだね！

市民が主体的に行動することで、人とのつながりを
生み、行政がそんな地域をサポートすることで
 「みんなが思いやりをもち、幸せに暮らせる地域を
全員で作っていきたい」という目標を達成できるよ！

個人でできないことは
家族で

個人でできないことは
家族でできないことは
地域のみんなで

（自治会・NPO法人など）

家族でできないことは

（自治会・NPO法人など）（自治会・NPO法人など）（自治会・NPO法人など）
行政も市民の一員として
市民の手が届かない部分の

サービス

滝沢市がめざすことまとめ



幸
福
実
感
一
覧
表




