
第５次塩竈市長期総合計画基本構想体系（案）

都市目標
（編）

1節 子育て支援の充実 (1) 健やかな子育ての推進

(2) 働きながら子育てできる環境づくり

(3) 子育て家庭への支援

2節 地域社会による支えあいの充実 (1) 子育てしやすい生活環境の整備

(2) 子ども・家庭を支援する地域社会づくり

(3) 生命の教育

１節 地域福祉の推進 (1) 地域福祉体制の整備

２節 健康づくりの推進 (1) 成人保健の充実

(2) 精神保健の充実

(3) 歯科保健の充実

(4) 自主的保健活動の推進

(5) 食育活動の推進

３節 地域医療の充実 (1) 地域医療体制の充実

(2) 救急医療体制の整備

４節 高齢者福祉の充実 (1) 元気な高齢者づくり

(2) 介護サービスの充実

(3) 日常生活の支援

(4) 認知症高齢者対策の充実

５節 障害者福祉の充実 (1) 障害者の自立支援

(2) 障害者の地域生活支援

1節 自然災害に強い社会の形成 (1) 地震対策の推進

(2) 津波・高潮対策の推進

(3) 土砂災害対策の推進

(4) 雨水対策の推進

(5) 消防体制の充実

(6) 防災体制の充実

(7) ライフラインの整備・確保

2節 生活安全の推進 (1) 防犯体制の充実

(2) 交通安全対策

(3) 消費者保護の推進

１節 良質な住空間の整備 (1) 住空間の整備

(2) 公的住宅の活用

２節 生活基盤の充実 (1) 公園緑地の整備・緑化の推進

(2) 生活道路の整備

３節 交通体系の形成 (1) 市内公共交通体系の充実

(2) 歩行環境のバリアフリー化

1節 水産業の活性化 (1) 魚市場の活性化

(2) 水産加工業の振興

(3) 浅海養殖漁業の振興

2節 港湾機能の強化 (1) 港湾機能の強化促進

(2) 利活用の推進

(3) みなとの魅力向上

3節 商工業の振興 (1) 商店街活性化支援

(2) 中小企業経営支援の充実

(3) 企業立地の推進

(4) 就業・雇用環境の向上

4節 産業間交流の促進 (1) 異業種交流の促進

(2) 新たな産業展開の支援

(3) 広域交通体系の整備

1節 都市観光の推進 (1) 受け入れ態勢の充実

(2) シティセールスの推進

(3) 広域観光の推進

(4) 広域交通体系の整備

2節 魅力ある都市空間の形成 (1) 中心市街地の再生

(2) 歴史・文化を生かした景観整備

1節 循環型社会の形成 (1) 再・省資源化の推進

2節 自然環境の保全 (2) 自然環境の保全

1節 生活環境の充実 (1) 生活基盤の整備

2節 産業・交流の振興 (1) 浅海養殖漁業の振興

(2) 浦戸諸島の環境保全

(3) 交流体制の充実

1節 生きる力を育む教育の充実 (1) 基礎学力の向上

(2) 感性を豊かにする教育の充実

(3) 歴史・文化を学ぶ機会の創出

(4) 健全な心を育成する教育の充実

(5) 生命教育の充実

(6) 食育の推進

(7) 健康管理の充実

(8) 安全な体育の場の充実

2節 学習環境の充実 (1) 学習環境の整備・充実

3節 地域社会との連携強化 (1) 子ども達の安全の確保

(2) 地域体験学習の推進

1節 生涯学習の推進 (1) 学習機会の創出

(2) 学習活動支援体制の充実

(3) 文化活動の支援

２節 地域文化の振興 (1) 塩竈学の推進

(2) 歴史・文化の継承

３節 生涯スポーツの推進 (1) スポーツ環境の充実

(2) スポーツ活動支援サービスの充実

1節 活動環境の支援 (1) 地域コミュニティ活動の支援

(2) 支援体制の充実

(3) 情報発信の充実

(4) 男女共同参画の推進

2節 まち情報共有の推進 (1) 市政情報発信の充実

(2) 情報化の充実

3節 行政力の強化 (1) 開かれた行政運営の推進

(2) 行財政基盤の構築

(3) 広域行政の推進
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