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　２つの個性が融合し躍動する新しい遠野郷の創造を目指して誕生した新「遠野市」は、合
併して10年が経過しました。この間、第１次遠野市総合計画の将来像である「永遠の日本
のふるさと遠野」の実現に向け、市民の皆さまと共に知恵を出し合い、遠野スタイルの理念
のもと、まちづくりを進めてまいりました。
　中学校の再編に伴う教育環境の整備、総合食育センターや総合防災センターの整備のほか
遠野遺産認定条例や『遠野物語』発刊100周年記念事業など、市民一体となった新たな遠野
らしいまちづくりにも取り組んでまいりました。
　このたび、平成28年度を初年度とする「第２次遠野市総合計画」を策定いたしました。
少子・高齢化対策などの重要性がますます高まる中、これまでの取組を発展させていくこと
が重要ととらえ、基本理念を「遠野スタイルの創造・発展」とし、今後とも、将来像である
「永遠の日本のふるさと遠野」を目指すことといたしました。
　また、まち・ひと・しごと創生法に基づく「遠野スタイル創造・発展総合戦略」を策定し、
総合計画の共通優先方針として掲げた「産業振興・雇用確保」と「少子化対策・子育て支援」
に重点的に取り組むことといたしました。併せて、健全な財政運営を図るため、第３次健全
財政５カ年計画を策定したところです。
　昨年12月５日には、念願であった復興支援道路である東北横断自動車道釜石秋田線の遠
野インターチェンジが開通するなど、本市を取りまく交通環境が大きく変わる中、これを追
い風に、産業振興、交流人口の拡大につなげていかなければなりません。
　また、東日本大震災における後方支援活動の取組と震災により学び得た教訓を、今後も広
く伝え続けていかなければなりません。
　震災で失った本庁舎も、来年、とぴあ庁舎に隣接して完成する見込みです。まちづくりの
拠点が、いよいよ完成となります。今後とも、遠野のかけがえのない自然、歴史、文化、風
土といった地域資源を大切にしながら、遠野スタイルにより「永遠の日本のふるさと遠野」
の実現に全力で取り組んでまいります。
　結びに、本計画の策定にあたりまして、市長と語ろう会をはじめ、意見交換等で多くのご
意見、ご提言をお寄せいただきました市民の皆さま、そして、総合計画審議会委員、各種団
体の皆さまに心から感謝申し上げます。

　平成28年３月　

「永遠の日本のふるさと遠野」
第２ステージへ

遠野市長　　本 田 敏 秋
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