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おいしさと笑顔がつどう

   

おいしさと笑顔がつどう

   

「目指す都市像」に向かって

がんばっていきましょう！

だれもが安心して暮らせるまち

　
　
　

ま
ちづくりの

　
　
　
　
　

　　　　　

　

目標

１ 子どもから高齢者まで、だれもが笑顔で健やかに支え合いながら、安全に暮らし続ける
ことのできるまちを創ります。

だれもが安心して暮らせるまち
子どもから高齢者まで、だれもが笑顔で健やかに支え合いながら、安全に暮らし続ける
ことのできるまちを創ります。

安心して産み育てられるまちづくり 安全に暮らせるまちづくり

ともに支えあう福祉のまちづくり 快適で便利なまちづくり

中学生と赤ちゃんの交流事業 子育てサークル

市立病院でのボランティア活動 訪問診療

防災訓練 小中学校の耐震補強

NEW しおナビ100円バス 駅前広場の整備

実は、たくさんの

意見を聞いて１０

年後のまちの姿を

「目指す都市像」

として塩竈市長期

総合計画に掲げた

んだ！

なるほど、いろいろな

意見があるね。

花や緑がたくさんある

まちがいいわ！

未来の塩竈は、おいしい食べ物であふれ、

大勢の人でにぎわっているといいるね！

ま
ちづくりの

「目指す都市像」を実現するため、

次の３つの｢まちづくりの目標｣が

定められたんだ！

中学生版

おいしさと笑顔がつどうおいしさと笑顔がつどうがつどうおいしさと笑顔がつどうがつどう

これが
「目指す都市像」
　　　　だよ！



⑫東北有数の
　　 みなとまち

⑩浦戸島時間

寿司のまち

藻塩のまち
藻塩姫

※

塩竈の地域資源を

調べてみよう！

塩竈は、 全国屈指の水揚

げ高を誇る 「魚のまち」 で

す。 そして、 水産練り製品

生産日本一の座を長く守り

続けている 「かまぼこのま

ち」 です。 揚げかまぼこや

笹かまぼこなど、 厳選され

た新鮮な素材を丹念に練り

込んだ、 おいしさと真心の

逸品が揃っています。

塩竈は、 １平方ｋ㎡あたり

の寿司屋の数が国内有数

の 「寿司のまち」 です。 職

人技が冴えるその寿司は、

宮城のおいしい米と仙台湾

近海の四季折々の新鮮な

魚介類、 三陸沖から水揚

げされる生マグロなど、 「魚

のまち」 ならではの一品で

す。

秋口から初冬にかけて塩竈

市魚市場には、 三陸沖で

捕れた天然で新鮮な生のメ

バチマグロが水揚げされま

す。 その中で 「鮮度」、 「色

つや」、 「脂ののり」 「旨み」

に優れ、 魚市場の日本一

の目利き ( 仲買人 ) の目に

かなったものだけに付けら

れる極上のブランド名です。

まちづくりグループが、 御

釜神社に神事として伝わる

古代の製塩法を用いて、「藻

塩」 を蘇らせました。 ミネラ

ルが豊富なため、 旨みが

効いたまろやかな味です。

お菓子をはじめ、 アクセサ

リーなど、 様々な分野でこ

の藻塩を使った商品開発が

進められています。

奈良時代に国府多賀城の

港 （国府津） として始まる

日 本 屈 指 の 古 い 港 で す。

特定重要港湾としての商

港、 三陸漁場を臨む日本

有数の漁港、 日本三景松

島の玄関口である観光港、

第二管区海上保安本部の

ある港など、 ４っの顔を持っ

ています。

はるか縄文の頃より人々の

営みが続く浦戸諸島は、 豊

かな海の幸の宝庫です。 高

品質なワカメや昆布、 特産

地にも種ガキとして出荷され

る美味なカキ、 色・ツヤ・香り・

味とも最上級の海苔など、「う

らと海の子」 のイメージキャ

ラクターとともに浦戸産のブラ

ント化が進められています。

桂島、 野々島、 寒風沢島、

朴島からなる浦戸諸島は、

風光明媚な松島湾に浮か

ぶ、 歴史と伝説に彩られた

島々です。 春は朴島の菜の

花畑、 夏は海水浴やマリン

スポーツ、 秋は史跡巡り、

冬は民宿の磯料理など、 四

季を通じてゆったりとした島

時間を楽しめます。

⑦うらと海の子⑪うらと海の子
わかりん

なのっち

のりたかきたん

⑨かまぼこ
生産日本一

⑧三陸塩竈
 ひがしもの
⑧三陸塩竈
 ひがしもの

源ねりかま
みなもとの

⑨かまぼこ
生産日本一

まぐ介すし麻呂
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東北区水産研究所東北区水産研究所

塩竈市勤労者
総合スポーツ施設

□

塩竈市勤労者
総合スポーツ施設

□

清水有閑の墓清水有閑の墓

吉津板碑群吉津板碑群
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須賀神社須賀神社

塩釜港緑地
みなと公園
塩釜港緑地
みなと公園

水産加工団地水産加工団地

七ヶ浜町七ヶ浜町
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塩釜港塩釜港
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②帆手祭

①鹽竈神社

③おいしい水道

塩竈市の水道水は、 ブナ

の原生林が残る船形連峰

の雪解け水を原水とし、

明治 45 年から培われた近

代水道の粋を極めた技術

で浄水したおいしい水で

す。 また、 県内一の歴史

があり、 平成 24 年 7 月に

百周年を迎えます。

地酒のまち

酒えもん
さか

文学の小径 ⑦塩竈みなと祭

一森山に鎮座する鹽竈神社

は、 東北鎮護､奥州一宮と

して千年以上の歴史を誇

り、 全国から多くの信仰を

集めています。 現在の社殿

は、 宝 永 元 年 （1704） の

もので、 国指定 ・ 重要文化

財となっています。 鹽竈桜

が咲く境内から望む千賀の

浦 ( 松島湾 ) は絶景です。

塩竈みなと祭は、海の日 （７

月第３月曜日） に開催され

る日本三大船祭の一つで

す。 二隻の御座船に鹽竈

神社、 志波彦神社の大神

輿を奉安し、 数多くの供奉

船を従えて松島湾を渡御す

る様は、 平安絵巻そのもの

です。 普段は、 御座船を港

奥部で見ることができます。

寛延元年 （1748） には 13

軒もの酒屋があり、 観光地

としての消費と浜方の漁師

酒 と し て の 移 出 が 多 量 に

あったといわれています。

今も残る蔵元は、 代々鹽竈

神社の御神酒を醸造してき

ました。 それぞれが醸す地

酒は、 日本を代表する銘酒

として高い評価を得ています。

シオンちゃん

海と社を結ぶ道筋に、 塩竈

ゆかりの文学碑が建立され

ています。 宮沢賢治の作品

をはじめ近代文学の「シオー

モの小径」。 『おくのほそ道』

など古代から近世文学の

「鹽竈海道」。 戦後日本を

代表する俳人､佐藤鬼房の

「鬼房小径」 があり､文学愛

好者が多数訪れています。

桜菓子姫
お か し

スイーツ
    のまち
スイーツ
    のまち

⑥鬼房小径

⑤鹽竈海道

④シオーモの小径④シオーモの小径

⑥鬼房小径

⑤鹽竈海道

帆手祭は、天和2年(1682)か

ら続く火伏せの祭です。花祭

りは、安永7年（1778）から続

く天候を祈る祭です。これら

の祭では、日本三大荒神輿

の一つといわれる１tの大神

輿が市内を巡ります。最大

の見所は、202段の表坂を出

御・還御されるときで、その緊

迫感には息を呑みます。

日本各地で軟落雁を｢しお

がま｣と称しますが、 元は江

戸時代の塩竈の土産品で

あった南京糖に由来すると

いわれています。 塩竈は、

観光地であることから沢山

の銘菓が生まれてきました。

近年、 藻塩を生かした創作

的な和洋菓子づくりも盛ん

に行われています。
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ま
ちづくりの

目標

２
海・港と歴史を活かすまち
海・港と歴史によって培われたさまざまな産業や文化などを最大限に活かしながら、
活力あるまちを創ります。

ま

ちづ
くりの

目標

３ 夢と誇りを創るまち
次代を担う子どもたちの夢や、郷土に誇
りを持つ豊かな心を育みながら、多様な
担い手による協働のまちを創ります。

活力ある産業のまちづくり 環境にやさしいまちづくり

観光と交流のまちづくり うるおいと魅力ある島づくり

子どもの夢を育むまちづくり

豊かな心を培うまちづくり

協働で創るまちづくり

三陸塩竈ひがしもの 塩竈の藻塩を使った新商品

サマースクール 企業による総合学習への協力

伝統芸能の継承 市民ミュージカル

スクールガードリーダー 高校生の新メニュー開発

塩竈みなと祭陸上パレード ボランティアガイドによるまちなか観光

中学生の市内清掃活動 廃食用油のリサイクルバイオディーゼル燃料

朴島の菜の花畑 海苔の養殖

塩竈市市民総務部政策課
〒985‐8501 宮城県塩竈市旭町 1-1

TEL ： 022-364-1111 FAX ： 022-367-3124 
MAIL ： seisaku@city.shiogama.miyagi.jp

情
報
コ
ー
ナ
ー

もっと調べたい時は・・・

◆これからのまちづくりについてもっと知りたい！→総合計画Ｗｅｂサイトへ
http://www.city.shiogama.miyagi.jp/html/about/plan/new-chousou/index.html

◆塩竈の歴史や文化についてもっと調べたい！→Ｗｅｂ博物館「シオーモ」へ
http://shiomo.jp/

→市民図書館「地域資料コーナー」「タイムシップ塩竈」へ
http://www.lib-shiogama.jp/

◆ボランティアに参加してみたい！→塩釜市社会福祉協議会へ
http ://www.c-mar inet .ne . jp/~s-syakyo/

◆塩竈の観光や物産について知りたい！→塩竈市観光物産協会Ｗｅｂサイトへ
http://kankoubussan.shiogama.miyagi.jp/

◆浦戸諸島についてもっと知りたい！→浦戸諸島 HP
http://www.city.shiogama.miyagi.jp/urato/top.aspx


