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Ⅰ．花と緑のまちづくり基本構想の目的 

１．町の概況 

（１）町の概況 

  当町は、東経 140 度 46 分～141 度 03 分、北緯 39 度 31 分～39 度 53 分に位置し、北東北地

方の拠点都市である盛岡市の西方約 16km にある。東は、滝沢村、盛岡市、西は奥羽山系の山々

を境に仙北市（秋田県）に接し、南は矢巾町、紫波町、西和賀町及び花巻市とそれぞれ連山を

境界に、北は岩手山鬼ヶ城稜線を境として八幡平市に接している。広がりはおよそ東西 24km、

南北 40km で総面積 609.01k ㎡と広大であり、奥羽山系の山脈に囲まれた扇状の盆地をかたど

っている。 

  地勢は、秀峰岩手山をはじめ 1,000m 以上の山が連なり、これら山岳や高原が総面積の大部

分を占め、標高 300m 以上が総面積の約 80％に達している。また、山麓部には広大な傾斜地が

開かれ、天然林、牧野、田畑がのどかな田園風景をつくりだし、田、畑の耕地は、葛根田川、

雫石川、南川の三河川流域に展開している。 

  その景観は町内外から定評があり、町民意識調査でも、「山や緑などの自然環境」、「町並み、

農村等周辺の景観」に対する満足度は高い。 

【街並み、農村等周辺の景観】 

年度 満足 
どちらかとい

えば満足 

どちらともい

えない 

どちらかとい

えば不満 
不満 無回答 

Ｈ15 16.2 28.1 32.7 14.9 5.4 2.7 

Ｈ17 19.3 30.1 30.9 12.3 4.3 3.1 

Ｈ20 17.1 19.1 43.8 11.4 3.3 5.3 
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【山や緑などの自然環境】 

年度 満足 
どちらかといえ

ば満足 

どちらともい

えない 

どちらかといえ

ば不満 
不満 無回答 

Ｈ15 16.2 48.0  19.2  26.6  0.6  3.6  

Ｈ17 19.3 55.8  24.3  10.8  3.4  2.3  

Ｈ20 17.1  54.6  25.7  10.1  4.6  1.7  

 

        資料：「町民意識調査」からデータ抜粋（平成 15 年度、17 年度、20 年度） 

 

以前は、町の基幹産業は農業で、人口に占める割合は１位を占めたが、平成７年頃には第３

次産業のサービス業がこれにかわり、平成 17 年にはサービス業が 33.5％を占め、次いで農業

従事者が 20.2％、卸売小売業 15.6％と続いている。観光と農業が町の産業の中心といえる。 

 豊かな自然と共生した快適な生活環境の確保を図りながら、農業・観光を中心とした魅力ある産業

の創出と創造性豊かな人づくりと、町の位置づけの優位性を活かした交流・連携を進め、自立する

持続可能な「次世代のまちづくり」を推進している。 

町のシンボル （昭和 52 年 11 月 21 日制定） 

 

町の花 

   菊 

日本の代表的な

花のひとつ。園芸

品種も多く、町の

芸術祭には数多く

の出展があるな

ど、町内でも愛好

家が多い。 

町の木 

杉  

町内にも多く植

生する。直立す

る幹は、良材とし

て家屋・生活用

具に広く用いら

れており、伝統と

発展の象徴とし

て最適である。  
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（２）花と緑のまちづくり事業の現状と課題 

  「花と緑のまちづくり事業」として現在町で実施している事業は次のとおりである。 

ア． フラワーロード事業 

    【事業概要】  国道４６号雫石バイパス 5.5 キロの両側歩道と役場までの町道雫石・

小岩井線歩道を 6月から 11 月ころまでプランターに植栽した花で飾り、フラワーロ

ードを形成している。 

“1993 年アルペンスキー世界選手権大会”開催（平成５年）を契機に平成２年６月

から実施しており、当初は 1993 年に因んで、6ｍ間隔で 1993 個のプランターに６株

ずつ町民並びに有志の手で一斉植栽した。大会後もメモリアルフラワーロードとして

毎年 6月初旬の土曜日に一斉植栽のイベントを実施してきた。 

平成 7 年「いわて景観賞」、平成 13 年 10 月（社）日本観光協会の「花の観光地づくり

奨励賞」を受賞。 

平成 14 年 6 月、一般応募のほか行政区・団体にも参加を依頼し、植栽参加者は過去最

多 800 名となる。その後、一般応募に重点を置き、区長・団体への依頼を少なくしたため、

平成 19 年度は 200 名程度となった。 

平成 19 年「アルペンメモリアルフラワーロード」から「雫石バイパスフラワーロード」

へ、さらに平成 20 年「雫石フラワーロード」へ名称変更。 

【現状】 平成 20 年度は一般公募のほか地域コミュニティ 32 団体に依頼し、参加者は約

280 名であった。 

プランターは当初の 1993 個から徐々に間隔を広げて数を減らし、現在は 10ｍ間隔

で 1000 個のプランターを配置、国道 46 号のほか、役場前まで続く町道雫石・小岩井

線にも 100 個のプランターを配している。 

花種はベゴニアで、1プランターに 5株、計 5,500 株を植栽した。 

管理はＮＰＯに委託している。 

    【課題】 事業開始から 19 回を数え、地域に定着し、国道利用者からは快適な通行環

境について、高い評価を得ており、議会においても継続実施の意見がある。 

一方、国道路肩の草刈が十分ではなく、雑草にまかれてみっともないとか、ベゴニ

アは町由来の花ではない、1年草では毎年経費がかかる、予算を福祉等の別なことに

活用した方が良いのではないか等の声もあり、見直しの時期に来ている。 

また、町の重点事業である「地域コミュニティ形成推進事業」により、形成されて

きている地域コミュニティの力を本事業でも活用し、地域の活性化につなげたいとの

考えもある。 

 

  イ． 地域植栽事業 

【事業概要】 フラワーロードと同時期に開始され、地域花壇、学校、観光施設、公共

施設等に町が無料で花苗を配布し、土づくり等の準備・植栽・管理等はそれぞれの団

体・施設等が行っている。 

【現状】 現在は、町内 69 箇所（観光地 7 箇所、学校 11 校、保育所・児童館 8箇所、
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公共施設・その他施設等 24 箇所、地域団体 19 団体）にベゴニア、ジニアプロフュー

ジョン、サルビア、マリーゴールドの 4 種類、合計 20,780 株の花苗を 5 月下旬に配

布しており、地域行事として定着している。 

※ 「地域」は、行政区だけではなく、子供会、老人クラブ等の団体も含む。 

    【課題】 花苗配布は、主に前年の配布先を対象としてきたため、事業の存在自体を知

らない地域もある。 

      配布される地域の状況も開始当初とは変化してきており、地域一丸で取り組んでい

るところもあれば、ごく一部だけの取組になっているところもある。 

      配布している花種は、花期は長いが 1年草なので、投資の蓄積がなく毎年費用がか

かり、事業の在り方そのものについて見直しを図る必要がある。 

そのほか、資材や花の品種・色を選びたい等の要望があり、また、植栽の仕方、維

持管理等についての相談窓口がないという課題もある。 

 

  ウ． 花づくり講習会 

【事業概要】 世界アルペンメモリアルフラワーロードや平成７年から始まった「花いっ

ぱいコンクール」の取り組みの中、県の「花いっぱいコンクール」の入賞者を中心に、

平成 10 年ころから「気軽に花の話や土づくり、管理方法などを話し合える仲間を作りた

い」、「ほかの花づくりの事例をみたい」との要望があり、「世界アルペン記念町民運動推

進協議会」の主催で、平成１２年度から「花づくり講習会」を開催してきた。内容は、

土づくりや種まきなど家庭での花の管理方法の講演を中心に行ってきた。 
  平成 16 年度から主催が役場住民課となり、町の「花いっぱいコンクール」の表彰式に

併せて開催し、平成 17 年度からは寄せ植えの実習を取り入れた。 
平成 18 年、上位コンクールにあたる県の「花いっぱいコンクール」がなくなったこと

に合わせ、当初の目的は達成されたとして町のコンクールも終了したが、「花づくり講習

会」は、町民の花づくりの技術向上と相互の情報交換の場を提供し、町づくりの意識

向上や仲間づくりを図ること、初心者の花づくりの契機とすることを目的に継続して

きた。 
【現状】 現在は単発講座として年 3回、３０名定員で実施している。内容は講演と寄

せ植え等の実習で、教材費 2,000 円のうちの半額を受講料として徴収。毎回受講生よ

り好評を博している。 

 【課題】 初心者の花づくりの拡大が目的の一つであったが、受講生が徐々に固定化

してきていること、近年のガーデニングブームとともに民間でも同様の講座が多数

開催されていることなどから、町で事業を実施する必要性について検討する時期に

来ている。 

 

   以上のように、現在の花と緑のまちづくり事業は、アルペンスキー世界選手権開催を契機

に町をあげて観光客等を歓迎する流れの中で実施されてきたが、当初の目的を達成し、その
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後はメモリアルとして長年継続される中で、事業内容がマンネリ化していたことから見直し

を求める声があった。 

また、「花づくり講習会」についても、「花いっぱいコンクール」の終了とともに単独開催

となったが、当初の目的であった「町民運動」としての広がりに必ずしもつながっていない

実情がある。 

以上のことから、既存事業の見直しを図る時期に来ていた。 

なお、町ではこのほかにも「景観協定」や「菜の花テクノロジープロジェクト」等、花と

緑に関わる事業をそれぞれの課で実施しており、それらも踏まえて、総合的に検討する必要

がある。 

 

 

２．基本構想策定の目的 

   「花と緑」の取り組みは、生命を慈しみ、自然と調和した美しい景観・環境を育む心を養い、

郷土を愛するひとづくりと、地域の結いっこの醸成、さらには、美しい景観をさらに磨き、地

域に活力をもたらす「まちづくり」につなげることができる。「雫石は花が好きで家の周りに花

を植栽している人が多い」と指摘する来町者は多く、花と緑の事業は雫石の風土や人情に適合

した事業といえる。 

また、雫石の美しい景観を今後も永続的に保持・形成するためには、町民一人一人が意識を

もち、住民の活力を生かして、行政と住民が共に進む、協働の体制で推進することが不可欠で

ある。 

形骸化した既存事業を見直し、雫石の将来像を見据えた雫石型の 「花と緑のまちづくり事業」

の「基本構想」を策定することにより、協働のまちづくりを推進し、町の活性化を図り、本町が

掲げる理念の一つ、「住んでよし、訪れてよし」のまちの実現に寄与することを目的とする。 

 

 

３．「花と緑のまちづくり」事業の総合計画における位置付けと基本方針 

（１）雫石町総合計画（後期基本計画 平成１８年度～２２年度）での位置付け 

   雫石町総合計画後期基本計画（平成 18 年 3 月）では、基本目標と将来像を次にように掲

げ、「コミュニティづくり」「協働」「地域経営」を理念として、５つの施策大綱を掲げてい

る。 

 

 

 

 

 

 

[基本目標]  キラリ輝くしずくいし 

〔将来像１〕 豊かな自然と共生し、快適・安全で活力に満ちた人に優しいまち 

〔将来像 2〕 主体性をもち、想像力豊かな個性を育むひとづくりのまち 

〔将来像 3〕 多様な交流・連携・協働を進め、町の総合力を高めるまち 
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このうち、本事業は施策大綱Ⅰと施策大綱Ⅳの中で次のように位置付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[施策大綱]   

Ⅰ 快適で美しいまちづくり 

Ⅱ いきいきと暮らせる安全・安心のまちづくり 

Ⅲ すべてのひとが輝くまちづくり 

Ⅳ 豊かな資源と魅力を活かした、みんなが潤うまちづくり 

Ⅴ みんなで創る協働のまちづくり  

[考え方の基本] 

①コミュニティづくりの推進 

②協働の推進 

③新たな時代にふさわしい地域経営の推進 

 

 Ⅰ 快適で美しいまちづくり 

[基本施策] １．自然と共生する美しいまちづくり 

[施策]   （３）人をひきつけるうるおいのある景観のまちをつくります 

[事務事業] 

ふるさと景観条例の周知・啓発 

景観住民協定制度の運用 

花と緑のまちづくりの実施 

 Ⅳ 豊かな資源と魅力を活かした、みんなが潤うまちづくり 

[基本施策] ３．観光により住民が光り輝き、地域が潤う「住んでよし、訪れてよ

しの町」にします 

[施策]   （２）魅力溢れる観光空間と、快適な観光を支える環境を整備します

[事務事業] 

景観条例などによる景観形成支援 

（花のまちづくり事業の展開、清掃活動、廃屋の利活用などによる景観整備） 
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（２）基本方針 

   （１）の総合計画での位置づけと考え方をふまえ、雫石型の「花と緑のまちづくり」事業

の基本構想を考えるにあたり、「地域コミュニティ」形成の推進と「協働のまちづくり」、

「景観形成」を軸に、「地域力の強化」と「美しい景観」形成による「まちの活性化」を

図ることを基本方針として、基本構想を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域力の強化」 

★住民の主体的 

取り組み 

★結いっこの醸成 

 連帯の強化 

ひとづくり・まちづくり 

フラワーロード、地域植栽 

（観光振興）観光地・駅のイメージアップ 

商工振興地場産業・特産品、商店街の活性化  

商店街の活性化 

菜の花テクノロジープロジェクト 

いわて銀河ファームプロジェクト 

遊休農地の活用、etc． 

 

地域コミュニティ 景観協定 

ツール：「花」 「緑」 

キーワード 

「まちづくり」 

「美しい景観」

☆住んでよし・訪

れてよしのまち 

→定住化、交流人

口の増加 

「まちの活性化」 

○ひとづくり（主体的な住民）

→協働のまち 

○経済的効果 

＋ ＝ 

その他の考えられるキーワード 
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Ⅱ．花と緑のまちづくり事業のコンセプトと基本目標 

有識者・住民代表からなる検討委員会と役場職員のプロジェクトチームによる混合のワークシ

ョップを開催し、アンケートや現地見学会を踏まえ、基本構想の作成に向け、検討した。 

雫石に適した現実に即したコンセプトを考えるため、事業アイデアを考えては、コンセプトを

検討し、また事業アイデアを絞り込むという手法で何度も検討を重ね、最終的に次のコンセプト

に集約した。 

１．コンセプト 

 
 
 
 
 
 

360°：秀峰岩手山と雄大な山並み、広がる田園風景、湖、牧場、湯けむり…。 

360°どこを向いても、見渡す限り美しい大自然のパノラマに囲まれた郷土雫石の 

“景観”を表現している。 

どんでした：「驚く」の雫石特有の方言。（「動転した」に由来。） 

雫石を訪れた人がびっくりするほど群を抜いて景観が美しいことを表現。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本目標 

決定したコンセプトと事業アイデアから、４つの基本目標にまとめた。 

 
（１）雫石らしい“景観づくり”をすすめます 

（２）花づくりをとおして、“ひとづくり”をすすめます 

（３）花づくりをとおして、“まちづくり“をすすめます 

（４）“花ふるさと”しずくいしの創造～定住・交流人口の拡大と産業化～をめざします 

360° どんでした  雫石 

～花と緑でひとづくり・まちづくり～ 

コンセプトに込められた意味 

  １ 花と緑を育むことにより、豊かな大自然と美しい景観に磨きをかけ 

３６０°どこをみても美しい景観のまちをめざします 

  ２ 花づくりをとおして、生命を慈しみ、美しい景観を育み、郷土を愛する 

人づくりをすすめます 

  ３ 花と緑の活動により地域の自主性と”結いっこ“の醸成をはかり、住民みんなの

“花ふるさと”協働のまちづくりと、花と緑の産業促進によるまちの活性化をす

すめます 
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.

 

 

 

＊重点事業 

（１）雫石の景観の美

しさに磨きをかけます 

＊①公園･花壇，河川・道
路沿いなどの草刈の
徹底と眺望を阻害す
る草木の伐採を推進
します。 

＊②景観阻害要因の除去
を進めます。 

 ③遊休農地の活用促進
をします。 

 

（２）雫石を満喫する

「花と緑の道」をつく

ります 

①地域ごとに散策コー
ス等の設置を推進し
ます。 

②地域ごとにフラワー
ロード等の取組みを
推進します。   

③国道４６号フラワー
ロードは改善しま
す。 

 

（３）雫石の自然と調

和した花と緑あふれる

景観を創造します 

①町全体のゾーニング
による花と緑の景観
づくり推進します。 

＊②自然と建物の調和を
とります。 

③河川敷・川の堤にサ
クラ等の並木を植栽
します。 

 

（１）自然との共生

による“花育活動”

をすすめます 

①花と緑に囲まれた
学校に整備しま
す。  

②雫石の花・木の学
習で青少年を育成
します。    

③雫石に適した花木
一覧を作成しま
す。 

（２）花と緑の人材

育成をすすめます。 

＊①地域に「花づくり
マイスター」を育
成・登録します。 

＊②花づくりアドバイ
ザーの登録制度を
創設します。 

（１）地域主体の景観

形成と相互扶助の心

を醸成します。 

＊①住民が主体となっ
て地域の景観の「お
宝探し」「花と緑の
計画」作成、地域住
民総参加での取り
組みを推進するこ
とにより、相互扶助
の心の醸成と町民
主体のまちづくり
を進めます。 

②地域の個性あふれ
る景観を創出しま
す。  

＊③住民普請による花
壇づくりを進めま
す。 

（２）個々の住民力を

強化します。 

①地域の花と緑の担
当の育成とネット
ワーク化を図りま
す。 

②花と緑の取り組み
の中で、個々の住民
が自ら主体となっ
てまちづくりに参
画する意識を醸成
します。 

（１）花情報を発信し

ます。 

①“時”にあわせた“花
情報”を発信します 

＊②“空間”にあわせた
“花情報”を発信しま
す  
③町民向け花情報を発
信し共有します。 

④ホームページで、花
情報を発信します。 

（２）花と緑の産業を

促進します。 

＊①花と緑の産業を促進
します。 

（３）企業との連携 

①アグリリサイクルセン
ターの堆肥を活用し、
資源循環型の産業を促
進します。 

②町内の企業と連携し、
花と緑の推進に取り組
みます。 

（４）観光のイメージ

アップを図ります。 

①花と緑により観光地の
イメージアップを図り
ます。 

②農業・観光・商業と連
携し総合的に楽しめる
“花ふるさと”を創造
します。 

 

Ⅲ．花と緑のまちづくり事業の施策 
施策の体系図 
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「花と緑のまちづくり」の事業施策について検討するに当たり、活動の特徴や将来の可能性等多

岐に渡って検討した。 

花と緑の活動の「特徴」は、子供から高齢者まで年代を問わず誰もが取り組むことができ、住

民総参加の活動や、世代間交流が可能である。植栽後の管理により花・木の生育に成果が現れや

すく、取り組みの意欲を喚起し、主体的な活動につなげやすい。「癒し」や「情操教育」にも効

果的で、町の PR にもなり、強く反対する人がいないのも特徴である。 

また、産業としてみた場合、生命を育む農業は景気の変動に比較的左右されにくく、「花」と

「緑」は、景観形成による観光振興のみならず、「花」や「実」を活用した食品や雑貨等の商品

化、園芸療法、グリーンツーリズム等様々な活用ができ、観光と農業が基幹産業である当町に適

している。 

したがって、地域に根ざした住民主体の花と緑の活動を促進することにより、地域力の強化と

景観形成を図り、さらには、雇用の創出、交流・定住人口の拡大、経済的な活性化につなげるこ

とが可能となる。 

以上のことから、「協働」のまちづくりを基底におき、「景観形成」「ひとづくり」「まちづくり」

「交流・定住人口の拡大と産業化」等の観点から実施施策を次のように検討した。 

実施主体は「町」のほか、「地域コミュニティ」、町内の「団体」・「企業」・「グループ」・「ＮＰ

Ｏ」、「学校」等がそれぞれの分野で主体的な取り組みを行っていく。（なお、参考までに各班で

考えた実施主体と年次計画について巻末に掲載した。） 

＊印重点事業 

１．雫石らしい“景観づくり”をすすめます 

   （１）雫石の景観の美しさに磨きをかけます 

     ＊ ① 公園･花壇，河川・道路沿いなどの草刈の徹底と眺望を阻害する草木

の伐採を推進します。 

         ○地域点検を行い、住民の自主的な取り組みにより推進します。 

  ・道路愛護活動（町道）の活用 

・地域コミュニティ形成推進事業環境整備活動事業の活用 

         ○町内の団体・グループ等のボランティア活動を促進します。 

           ・景観保全の意識啓発 

     ＊ ② 景観阻害要因の除去を進めます。 

         ○景観を阻害する看板等について撤去・補修を進めます。 

 ・道路管理者・地域住民と連携し、所有者の協力を要請 

○廃棄・放置車両の処分を促進します。 

・農地・道路沿い等の廃棄車両等について、地域住民と連携し、 

所有者の協力を要請 

○町民の意識啓発 

      ③ 遊休農地の活用促進をします。 

         ○地域・学校で連携し、遊休農地を活用した食育、花と緑の学習活 
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動などを推進します。 

○荒れた遊休農地を地域や団体で団地化し、花の咲く作物等の畑を  

つくり、景観形成を行うとともに、商品化を促進します。 

・農業、観光との連携 

       

   （２）雫石を満喫する「花と緑の道」をつくります 

       ① 地域ごとに散策コース等の設置を推進します。 

○地域コミュニティ・景観協定等を活用し、地域の主体的な取り組 

 みで散策コース等設置を推進します。 

       ② 地域ごとにフラワーロード等の取組みを推進します。 

         ○商店街・観光地等にフラワーロードの取り組みを推進します。 

          （景観協定等の活用） 

       ③ 国道４６号フラワーロードは改善します。 

         ○フラワーロードは地域コミュニティによる一斉植栽やボランティ 

          アによる草刈を計画し、町のシンボルとして、住民の取り組みを

加えながら実施します。 

         ○花苗本数、プランター間隔等を工夫し、費用対効果を考慮して改

善します。 

 

   （３）雫石の自然と調和した花と緑あふれる景観を創造します 

＊  ① 町全体のゾーニングによる花と緑の景観づくりを推進します。  

         ○町全体を一枚の絵に見立て、地域の自主的な計画を勘案しながら、

町全体の花と緑の配置を計画し、それに合わせて植栽・整備を推進し

ます。 
・フラワーロード、よしゃれ通り、駅周辺、学校周辺、河川沿 

い、田園地帯、温泉地など、優先順位をつけながら、取り組 

みを推進。 

     ＊ ② 自然と建物の調和をとります。 

○ふるさと景観条例を基調とした景観形成と、景観住民協定を推進

します。 

③ 河川敷・川の堤にサクラ等の並木を植栽します。 

○環境緑化木配布事業、地域コミュニティの取り組み、景観協定等

の活用により推進します。。 

 

２．花づくりを通して“ひとづくり”をすすめます 

   （１）自然との共生による“花育活動”をすすめます 

     ＊ ① 花と緑に囲まれた学校に整備します。  
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○学校花壇の整備を学区民と子ども達の協働で行うことにより、教育    

の場の環境美化を図るとともに地域で子どもを育む契機とします。 

       ② 雫石の花・木の学習で青少年を育成します。 

        ○学校と連携し、郷土の「花」と「緑」を題材に環境学習、生態系学

習を促進し、郷土愛を育み、生命を慈しむ心を育てます。 

           例）「雫石の花を知る」学習 

        ○遊休農地を利用した食育・花育活動（関連１-（１）-③） 

        ○学校花壇・プランターを利用し、植栽・管理、摘みとり、花や実の

活用など体験しながら学習 

         例）ひまわり・ラベンダー・ブルーベリーなどを植栽し、フラワー

アレンジメント、図画、御菓子づくりなどを体験する。他校と

の交流や老人クラブ等へのプレゼント交流等の世代間交流にも

活用する。 

        ③ 雫石に適した花木一覧を作成します。 

          ○雫石に適した花木一覧のリストを作成し、誰もが取り組みやすい環

境を整え、郷土の花・緑の学習の参考にします。 

 

   （２）花と緑の人材育成をすすめます。 

     ＊ ① 地域に「花づくりマイスター」を育成・登録します。 

○花づくりの知識と技術を習得した「花づくりマイスター」を各地域

に育成・登録することにより、確かな知識を普及し、地域の花づく

り活動を促進します。 

     ＊ ② 花づくりアドバイザーの登録制度を創設します。 

○住民の活力を活かし、花づくりの専門家や高い知識・技術を持つ人

を花づくり分野別にアドバイザーとして登録し、地域・住民の相談

に応じる制度を検討・創設します。 

 

３．花づくりを通して“まちづくり”をすすめます 

   （１）地域主体の景観形成と相互扶助の心を醸成します。 

         ＊ ① 住民が主体となって地域の景観の「お宝探し」「花と緑の計画」作成、地域住

民総参加での取り組みを推進することにより、相互扶助の心の醸成と町民主

体のまちづくりを進めます。 

○地域で景観点検（お宝探し）を行い、地域の特色・特長・課題を知り、

住民主体の花と緑の植栽計画作成を推進します。 

○地域住民総参加で植栽や管理など花と緑の取り組みを進め、地域の結

びつきを深め、コミュニティの活性化を促進します。 

（地域コミュニティ形成推進事業、景観協定等の活用） 

- 12 -



      ② 地域の個性あふれる景観を創出します。 

○住民が主体となって、地域の特長を活かしたテーマを決め、地域の     

花と緑の景観形成を進めます。 

     ＊ ③ 住民普請による花壇づくりを進めます。 

          ○地域コミュニティ形成推進事業、景観協定等を活用し、住民の自主

的な活動により地域に花壇づくりを促進します。 

          例）・公民館、主要道路沿いの空き地等に地域住民で花壇を造成 

            ・地域のエリア内でテーマを決め、個々の庭をオープンガーデ 

ンにする等 

            

   （２）個々の住民力を強化します。 

      ① 地域の花と緑の担当の育成とネットワーク化を図ります。 

        ○地域で「花と緑」の担当を決め、「花づくりマイスター」として育成

し、地域の花づくりの核となる人材を育てるとともに、ネットワー

ク化を図り、情報交換、技術提携の場を広げます。（関連２-（２）

－①） 

        ○地域で花づくりの好きな人のグループ化を図り、自主的な活動を促

進します。 

例）バラ＆ハーブ夢グループ等 

      ② 花と緑の取り組みの中で、個々の住民が自ら主体となってまちづくりに参画す

る意識を醸成します。 

        ○地域の景観点検（お宝探し）、計画作成、役割を担い植栽・管理作業

等に参加する中で、住民が自ら主体となって計画・実施する意識を

醸成します。 

 

４．“花ふるさと”しずくいしの創造 

～定住・交流人口の拡大・産業化～をめざします。 

   （１）花情報を発信します。 

      ① “時”にあわせた“花情報”を発信します。 

○町内花カレンダー（花暦）を作成・配布します。 

      ② “空間”にあわせた“花情報”を発信します。 

○花マップ、花のお宝スポットを紹介します。 

      ③ 町民向け花情報を発信し共有します。 

○花の見頃を広報等で紹介します。 

        ○遊休農地の活用事例等、雫石に適した花の取り組み情報を紹介しま

す。 

        ○各地域の花と緑の取り組み事例を紹介します。 
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        ○雫石に適した花・木の種類や管理など、花づくり環境を支援する情

報の発信します。 

        ○花づくりアドバイザー、花づくりマイスターを通じ、花づくり知識

の普及を図ります。 

      ④ ホームページで、花情報を発信します。 

        ○来町者向け 観光地・商工業とリンクした花情報の発信。 

        ○町民向け  花づくり情報や花づくりネットの活用。 

双方向の情報発信 

 

   （２）花と緑の産業を促進します。 

    ＊ ① 花と緑の産業を促進します。 

○農業・観光・商業と連携し、花と緑を五感で体感するような産業化を

まちぐるみで促進し、まちの活性化を図る方策を推進します。 

（例「「花と緑の産業振興担当部署」の設置等」） 

 

        ※ 産業化として検討した事項 

         ◆産業化に適した花種： 

バラ、ハーブ、菜の花、そば、ひまわりなど 

            ・バラはモダンローズに比べ、オールドローズが育てやすく

取り組みが比較的容易である。 

            ・バラとハーブは、景観として美しく、花も実も葉も商品化

に適している。 

            ・菜の花、そばも遊休農地の活用や商品化に向いている。 

         ◆取り組み主体：個人の他、地域での取り組みや、遊休農地の活用

にも適している。 

◆活用事例 

・生花、ドライフラワー、プリザーブドフラワー等商品開発 

・ハーブティー、ジャム、クッキー等の食品開発 

・園芸療法、温泉療法や宿泊施設との連携 

・フラワーアレンジメント教室、ハーブ利用法講座等 

・ローズガーデン、観光施設 

 

○住民の知恵と活力をいかし、生産・流通・販売・消費活動等をコーデ 

ィネートしながら、住民との協働による産業化を促進する推進組織に

ついて検討し、まちおこしを図ります。 

例）フラワー応援隊の設置 

 ・生産・流通・販売・消費・観光情報等のコーディネート 

 ・花と緑のまちづくりの啓発・推進活動 
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 ・地域での花と緑の取り組みの支援 

花づくりネットの設置 

・花づくりのアドバイザーの登録・人材活用 

・花づくりマイスター等の登録・人材活用 

・各種花づくりサークル・グループ等の連携 

・フラワーロードの草刈ボランティアグループの設置 

         

 

   （３）企業との連携 

       ① アグリリサイクルセンターの堆肥を活用し、資源循環型の産業を促

進します。 

          ○花と緑の取り組みに、アグリリサイクルセンターの堆肥を積極

的に活用し、町民みんなで資源循環型社会の構築を促進します。 

       ② 町内の企業と連携し、花と緑の推進に取り組みます。 

          ○花づくり資材等の提供等、協力体制を構築します。 

          ○花と緑の商品開発の提携を推進します。 

          ○企業の環境・景観保全意識の啓発と緑化を推進します。 

 

   （４）観光のイメージアップを図ります。 

① 花と緑により観光地のイメージアップを図ります。 

  ○山並みや河川・湖、田園風景等周囲の景観と調和し、花と緑に満 

ち溢れた観光地となるよう推進します。 

例）観光地や主要道路等に、地域主体で花と緑を植栽し、イメ

ージアップを図る。 

（自主的な取り組みによる景観協定等の活用） 

② 農業・観光・商業と連携し総合的に楽しめる“花ふるさと”を創造

します。 

○温泉療法と園芸療法を活用した滞在型の観光振興を促進します。 

  ○見る・聞く・味わう・嗅ぐ・触る～五感で感じる花と緑の観光資 

源の開発を促進します。 

  ○グリーンツーリズム等と連携した花と緑の観光振興を推進します。 
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