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市民のみなさんとともに・・・市民のみなさんとともに・・・

東日本大震災からの復興、
そして「おいしさと笑顔がつどう　みなとまち　塩竈」をめざして

　緑豊かな私たちの郷土・塩竈はいつもと変わらぬ春のよそおいに彩られて
いますが、街中は、東日本大震災により犠牲となられました皆様の野辺送り
が行われ、深い悲しみに包まれています。
　ここにお亡くなりになられました方々、ご家族の皆様方に、衷心よりお悔
やみを申し上げます。また、営々と築き上げてこられた生活基盤を一瞬にし
て失われた被災者のお心に思いを致すとき、お慰めの言葉もございません。
　今はただ、逸早い復興に向け、全身全霊をかけて取り組んでまいりますこ
とをお誓い申し上げるだけでございます。

　さて、本市は、国府多賀城の津として開かれ、奥州一宮鹽竈神社の門前町、
さらには水産・港湾都市として発展してまいりました。
　近年、人口減少や地域経済の低迷など、潮流が大きく変化していますが、
そのような中、中心市街地の整備や｢食｣を生かしたまちづくりなどを計画的
に推進してまいりました。今では、『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポ
ン』で２つ星のまちとして紹介されるなど、東北を代表する食文化の豊かな
“みなとまち”として知られています。

　このたびの「第５次塩竈市長期総合計画」は今後10年間のまちづくりの基
本方向を示すものであります。市民の皆様とともに、これまでの成果を引き
継ぎながら、新しい都市像である「おいしさと笑顔がつどう みなとまち 塩竈」
の実現を目指してまいります。
　本市は、今、まさに試練のときを迎えておりますが、心をひとつに合わせ、
このかん難辛苦を乗り越え、本計画を着実に実践していくことこそが今に生
きる私たちの使命と考えます。皆様方の一層のご協力を切にお願い申し上げ
ます。

　最後に本計画策定に当たり貴重なご意見、ご提言をいただきました関係各
位に心より感謝申し上げますとともに、被災されました皆様方に、市民を代
表いたしまして重ねて心よりお見舞い申し上げ、ご挨拶といたします。

　平成23年4月
塩竈市長　佐　藤　　昭
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　　　　　   第３章　協働で創るまちづくり

１．策定体制
２．計画策定の流れ
３．審議会
４．市民懇談会
５．市民意向調査
６．企業意向調査
７．その他の市民参加
８．市議会
９．用語集

Ⅲ 基本計画

付属資料

目　次

第５次塩竈市長期総合計画の全体構成

……………………………… 006
…………………………………… 007
…………………………………… 009
…………………………………… 011

……………………… 014

…………………………………… 019
……………………… 019

………………………………… 019
………………………… 020
…………………………… 021

……………………………………… 025
……………………………………… 025
……………………………………… 026
　……………………………………… 027

…… 001

・・・・・・・・・・・・・004

・・・・・・・・・・・・・・030

・・・・・・・・・・・・・・・・・114

・・・・・・・・・・・・・018

長期総合計画活用ガイド

Ⅰ 基本構想・序論

Ⅱ 基本構想・本論

基本計画の見方長期総合計画活用ガイド

しおがま今昔①コラム

しおがま今昔②コラム

しおがま今昔③

……………………………………………… 031
………………………………… 033
………………………………… 035
………………………………… 037

……………… 042
…… 043
……… 047

……………… 055
………………… 061

…………………… 068
……………… 069
………………… 077
……………… 081
…………… 085

………………………… 090
…………… 091
…………… 099

…………………… 105

……………………………………… 039

塩竈地域資源マップ長期総合計画活用ガイド ………………………………… 143

……………………………………… 066

……………………………………… 089

……………………………………… 113コラム

浦戸地域資源マップ ………………………………… 145

………………………………………… 116
………………………………… 117

…………………………………………… 119
……………………………………… 125
…………………………………… 129
…………………………………… 133
……………………………… 134

…………………………………………… 137
…………………………………………… 139



002001

おいしさと笑顔がつどう みなとまち 塩竈

目指す 都市像

将来人口 55,000人

目指す 都市像

おいしさと笑顔がつどう みなとまち 塩竈
将来人口 55,000人

市民懇談会・地区懇談会

市民意向調査・企業意向調査

・
・
・
・
・
・

・年代に応じた住みやすさの提供
・医療福祉の充実
・地域経済･活力の振興
・まちづくりへの市民参加の促進

安心して産み育てられるまちづくり
　　子育て支援の充実
　　● 出産・育児環境の整備
　　● 働きながら子育てできる環境の整備
　　● 子育て家庭への支援
　　地域社会による支え合いの充実
　　● 子育てしやすい生活環境の整備
　　● 地域による子育て体制の構築 
ともに支え合う福祉のまちづくり
　　地域福祉の推進
　　● 地域福祉体制の整備
　　● ボランティア活動の促進
　　健康づくりの推進
　　● 成人保健の充実
　　● 精神保健の充実
　　● 食育活動の推進
　　地域医療の充実
　　● 地域医療体制の充実
　　● 救急医療体制の整備
　　● 公的医療保険事業の健全運営
　　高齢者福祉の充実
　　● 介護予防の充実
　　● 介護サービスの充実
　　● 日常生活の支援
　　● 認知症高齢者対策の充実
　　障がい者福祉の充実
　　● 障がい者の自立支援
　　● 障がい者福祉体制の充実

安全に暮らせるまちづくり
　　危機管理機能の強化
　　● 自然災害対策の推進
　　● 消防体制の充実
　　● 防災体制の充実
　　● ライフラインの整備・確保
　　● 危機管理体制の強化
　　生活安全の推進
　　● 防犯体制の充実
　　● 交通安全対策の充実
　　● 消費者保護の推進
快適で便利なまちづくり
　　良質な住空間の形成
　　● 魅力ある住まい・まちづくりの展開
　　● 良好な住宅地の形成
　　生活環境の充実
　　● 生活基盤の整備
　　● うるおい空間の充実
　　交通体系の形成
　　● 市内公共交通体系の充実
　　● 交通バリアフリー化の推進

活力ある産業のまちづくり

　　水産業の活性化
　　● 魚市場の活性化
　　● 水産加工業の振興
　　● 浅海養殖漁業の振興

　　港湾機能の強化
　　● 港湾機能の強化促進
　　● 利活用の推進
　　● “みなと”の魅力向上

　　商工業の振興
　　● 商店街の活性化支援
　　● 中小企業経営支援の充実
　　● 企業立地の推進
　　● 就業・雇用環境の向上

　　産業間連携の促進
　　● 異業種交流の促進
　　● 新たな産業展開の支援
　　● 広域交通体系の整備

観光と交流のまちづくり

　　都市観光の推進
　　● 観光資源の創造と情報発信の推進
　　● 笑顔でもてなす体制の充実
　　● 広域観光の推進

　　魅力ある都市空間の形成
　　● 中心市街地の再生
　　● 都市景観の整備

環境にやさしいまちづくり

　　循環型社会の形成
　　● 再・省資源化の推進
　　● 新エネルギーの普及・促進

　　自然環境の保全
　　● 自然景観の保全
　　● 湾内の水質保全

うるおいと魅力ある島づくり

　　生活環境の充実
　　● 生活基盤の整備

　　産業・交流の振興
　　● 浅海養殖漁業の振興
　　● 浦戸諸島の環境保全
　　● 交流体制の充実

子どもの夢を育むまちづくり

　　生きる力を育む教育の充実
　　● 学力の向上
　　● 豊かな心を育む教育の充実
　　● 健やかな体の育成の推進
　　● 一人ひとりのニーズに応じた
　　　 特別支援教育の充実
　　● 食育の推進
　　● 歴史、文化の尊重と国際理解を
　　　 育む教育の推進
　　● 生命の大切さを学ぶ教育の推進
　　● 特色ある学校づくり

　　学習環境の充実
　　● 学校施設の整備・充実
　　● 学習設備の充実

　　地域社会との連携強化
　　● 地域との協力体制の構築
　　● 学校情報提供の双方向性の確立

豊かな心を培うまちづくり

　　生涯学習の推進
　　● 学習機会の充実
　　● 学習活動の支援
　　● 生涯学習環境の整備

　　歴史の継承と文化の振興
　　● 歴史の継承
　　● 文化・芸術活動の機会の充実と支援

　　生涯スポーツの推進
　　● スポーツ機会の充実
　　● スポーツ環境の整備

協働で創るまちづくり

　　協働環境の充実
　　● 推進体制の整備
　　● 協働情報の充実
　　● 地域コミュニティ活動の支援
　　● 男女共同参画の推進

　　まち情報共有の推進
　　● 市政情報の充実
　　● 情報化の充実

　　行政力の強化
　　● 開かれた行政運営の推進
　　● 行財政基盤の構築
　　● 広域行政の推進
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少子高齢化・
人口減少社会への対応

まちづくりの主要課題

安全、安心で
住みやすいまちづくり

産業の活性化

塩竈らしさを
感じさせる
まちづくり

市民力の強化

行政力の強化
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第５次塩竈市長期総合計画の全体構成

・

・

・

「みなと」地区を核とした地域資
源の連携と「観光」を視点とした地   
域産業の交流連携による地域経済
の活性化
趣と風情を残し品格のあるまち
市民・地域・企業・行政の協働に
より地域力を高め、みんなで助け
合いながら安心と誇りを持って心
豊かに暮らし続けられるまち
様々な人々がいきいきと交流して
いるまち

様々な市民活動間の連携を強め更
なる「協働のまちづくり」を推進
していく必要
前回計画のまちづくりを更に推進
し、活力と生活環境の向上に努め
る必要
地域資源を磨き、他地域や周辺市
町村からの観光・交流によって地
域の活力を生み出していく必要

少子高齢社会、人口減少社会の到来
求められる安全・安心
環境問題の深刻化
協働社会への移行
グローバル化の進展
地方分権の進展

・

・
・

・

定
住

交
流

連
携
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Ⅰ基本構想・序論Ⅰ基本構想・序論Ⅰ基本構想・序論
１ 計画策定の目的
２ 計画の構成
３ 本市の変遷
４ 時代の潮流
５ まちづくりの主な課題




