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第１編 だれもが安心して暮らせるまち 

第１章 安心して産み育てられるまちづくり 

○ 第１節 子育て支援の充実         （１）出産・育児環境の整備 

                     （２）働きながら子育てできる環境の整備 

                     （３）子育て家庭への支援 

＜意見＞ 

・出生率の低下が著しく、自然増減の差は団塊の世代ではさらに大きくなるので、急激な地域崩壊

につながらないよう、出生率を上げる施策に取り組んでいただきたい。 

○ 第２節 地域社会による支え合いの充実   （１）子育てしやすい生活環境の整備 

                     （２）地域による子育て体制の構築 

＜意見＞ 

・地域ボランティアの活用等を図る必要があると今後の方向性に示されているが、中学生・高校生

のボランティア活動の場を作り、メンバーが高齢化している団体に若い人たちを引き込めるよ

う、例えば社会教育団体としての認定を受けやすくするなどしてほしい。 

 

第２章 ともに支え合う福祉のまちづくり 

○ 第１節 地域福祉の推進          （１）地域福祉体制の整備 

                                  （２）ボランティア活動の促進 

＜意見＞ 

・少子高齢化による策定当時と異なった状況の具体例として、震災復興需要の影響も受けた人手不

足の進行が、介護、医療、保育分野に顕著に表れており、今後市民満足度の低下が懸念される。

市民満足度は幸福度の指針であり、細部でのサービス減少により満足度も下がっていくので、今

後は地域のボランティアなどをどんどん隙間に投入し、技術力や熱意をもって進めていただきた

い。 

・支え合い・助け合いについては、提供する側だけでなく、受ける側の方たちから意見を聴いてす

り合わせていかないとうまくいかないと感じている。組織を作ってやることも大事だが、困った

時に支えて助けてあげようという人たちをもっと増やすような施策が大事である。 

○ 第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）食育活動の推進 

＜意見＞ 

・健康推進員は、地域の方たちのためにみんなが喜んで健康推進員の使命を全うしようとしており、

先輩たちが立ち上げた健康推進員の会を引き継いで、継続して地域での取組を推進している。 

○ 第４節 高齢者福祉の充実              （１）介護予防の充実 

    （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 

＜意見＞ 

・要支援１・２の高齢者向けサービスの一部が総合事業に移行することを踏まえ、地域での支え合い

のための「ちょぼら制度」（ちょこっとボランティア制度）を提案してきた。早い年代に開発され

た郊外の住宅地の高齢化率や山坂の地形など、塩竈の地域特性を踏まえ、塩竈方式の啓発事業とし

て、より身近な中でお互いが声をかけ合う事業に積極的に取り組んでほしい。 
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・「塩竈市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の発想で、住みやすいまちは産業よりもまちの景観な

ども考えながら問題を考えていかないと、個々の問題をとらえてもなかなか解決しにくいので、老

人の認知症防止にしても、塩竈市をよく知る老人の方に観光に積極的に参加してもらうなど、個々

の問題を取り上げると同時に、総合的に考えていくべきである。 

・高齢者団体のボランティ活動の経験上から、高齢者のイベントへの参加や見学が少なく、地域の仲

間づくりがすごく薄れている。地域のお年寄りと子どもたちがかかわるような場を設定し、年齢や

障がいにかかわらず、地域の環境に溶け込み、楽しんで長生きしていくようなまちづくりをお願い

したい。 

 

第３章 安全に暮らせるまちづくり 

 ○ 第２節 生活安全の推進                 （１）防犯体制の充実 

   （２）交通安全対策の充実 

                          （３）消費者保護の推進 

＜意見＞ 

・これから高齢化社会が進行していく中で、空き家問題への対応が必要である。 

 

第２編 海・港と歴史を活かすまち 

第１章 活力ある産業のまちづくり 

○ 第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 

＜意見＞ 

・ボランティアガイドの傍ら、主に浦戸などで浅海養殖漁業に携わっているが、湾内では日本一早い

早採りワカメが採れる。震災で減少した水揚げが回復しつつあり、たいへん柔らかくておいしい地

場産品なので、ぜひ食していただきたい。 

○ 第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 

＜意見＞ 

・北浜緑地護岸をどうするかは非常に大きな課題であり、今後5年間で取り組むべき重要課題であ

る。公園の整備を基本にしながらも、もう少し積極的な価値づけをしていくようなプランも必要で

あり、本塩釜駅から仲卸市場に向かう導線として、人が行きたくなるような仕掛けを考えうる可能

性のある場所である。 

○ 第３節 商工業の振興                  （１）商店街の活性化支援  

（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 

＜意見＞ 

・若い人たちに対して、魅力あるまちであり、仙台近郊にしては住みやすいというところをもっと積

極的にアピールすることにより、地元に残り、地元で働きたいという人が出てくると、人手不足の

解消にもつながる。 
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第２章 観光と交流のまちづくり 

○ 第１節 都市観光の推進            （１）観光資源の創造と情報発信の推進 

                       （２）笑顔でもてなす体制の充実 

                       （３）広域観光の推進 

＜意見＞ 

・地方のいい水産品が世界や全国に進出する時代を迎えているが、銘柄を知っていても、その産地が

塩竈であることは知らないということが多々起きている。また、魚市場を核とした新しい観光と産

業のあり方、仲卸市場のあり方も大きく変わってきており、仲卸も現在は一般客の方が増えつつあ

り、観光資源となりつつある。インターネットの情報を参考にまち歩きをする人が増えているが、

塩竈に来ても日曜日はお店が休みで、せっかく来てもつまらないという意見が増えており、モデル

コースだけでもいつも店が開いている状態にしていただきたい。 

・ＮＰＯみなとしおがまに所属しており、これまで何度か養成講座などを重ねてきているが、講座に

は興味をもってもらえても、ガイドとして登録いただけない。その原因には、ボランティアガイド

としてＮＰＯに入ると入会金と年会費が必要となることがある。団体も高齢化しており、市外・県

外からの多くの観光客に評価はされているが、運営に対する支援を考えていただきたい。 

・仙石線の快速電車の廃止や仙石東北ラインの運行などのダイヤ改正により、本塩釜駅の利便性が低

下したことに伴う影響が大きい。また、駅の運営体制の変更に伴うサービス低下等も懸念される。 

・参考資料②では、「うるおいづくり」、「福祉づくり」、「ひとづくり」については満足度がバラ

ンスよく高めの状況になっているのに対し、「活力づくり」の政策については課題が残る形になっ

ている。震災でより大きな痛手を受けた部分であるが、今後の5年間はこの課題を見据え、より重

点的に塩竈市の目指す方向を修正しながら考えていくべき地点に立っている。この「活力づくり」

についても、商業振興や企業誘致が非常に大きな課題になっており、観光振興を突破口として、観

光の活性化に重点的に注力しながら、波及的に商業振興や企業誘致へと結びつけていくような方向

性を考えてはどうか。 

・インバウンドが最近流行になっているが、観光客が単に増えるだけでなく、様々な付随する問題を

伴っており、何よりこのインバウンドが一過性のブームに終わってしまうということが懸念され

る。流行を見ながらインバウンドに目を向けるよりは、大きなセグメントとして目の前にある仙台

市の市場圏への積極的な観光誘致を重点的に考え、仙台市民が遊びに来るまちとしての塩竈の評価

の定着に伴ってインバウンドも増えるのではないか。 

・ＮＰＯ、ボランティアの活性化が塩竈観光には重要であり、塩竈市とボランティアが連携を密に

し、ボランティアの方々が気持ちよく活動できるように、市が連携をとりながら、裏側から支援し

ていくような施策を取ってほしい。 

・このまちからボランティアガイドが消えないように、新しい方に参加してもらい、行政からもボラ

ンティアガイドに応援をお願いしたい。 

・観光は非常に大切であり、力をいれることにより、郷土愛や歴史につながり、第３編の「夢と誇り

を創るまち」にもつながっていくことにもなる。歴史は今、サイエンスとして非常に進んでいる

が、これからもっと歴史の発掘や文献調査の作業を積極的に推進してもいいのではないかと思って

おり、そのような観光につながっていく活動も必要である。 

・塩竈市のホームページの充実拡充や、フェイスブックその他のＳＮＳの活用などを図り、塩竈の多

くの観光資源を横断的にエリアや歴史などの分野、大きいくくりで塩竈の観光情報を発信していく

手法を活用していただきたい。 

・塩竈を訪れる観光客に対する、塩竈というまちの有効な情報発信のしかたが重要である。飛行機、

電車など交通手段の空き時間を有効に活用し、来塩前にタブレット等を使って観光情報を提供でき

るような環境を作ることも重要であり、市内ではwi-fi環境とデジタル機器を使い、企業等との連

携や協力でできるしかけを作ってはどうか。また、その仕組みは、高齢者の見守り支援や介護支援

等、子どもの見守り支援にも活用できるのではないか。 

・塩竈のボランティアガイドとして、塩竈神社、亀井邸、街中博物館等々でガイドをしている。裏坂

入口の歴史的遺産がどうなっていくのか気になっている。ガイドをしていて塩竈のまちの中心地と

はいったいどこなのか説明のしようがないと感じている。ボランティガイドの月例会に行政からも

出席し、把握している情報の提供など、ボランティアガイドに対する指導・支援をお願いしたい。 
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○ 第２節 魅力ある都市空間の形成       （１）中心市街地の再生 

                       （２）都市景観の整備 

＜意見＞ 

・観光誘導サイン等の整備推進は重要なことであり、ようやく観光サインも増えてきているが、まだ

まだ足りておらず、商業サインだけではなく、非商業的なもの、文化的なサインや歴史サインを、

クオリティの高いものでもっと整備していく必要がある。 

・景観計画の策定、景観重要建造物の調査や歴史的風致維持向上計画というコンセプトが出されてき

たが、かねてから必要だと思っており、すばらしいことである。これらが塩竈観光を活性化させて

いくと思われ、仙台市民の観光誘致や全国からの交流人口の増大につなげていけるのではないか。

勝画楼のような全国的にも珍しい文化財が存在しており、最重要建造物の一つとして意識しながら

進めていけるとよい。 

 

第４章 うるおいと魅力ある島づくり 

○ 第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 

＜意見＞ 

・浦戸は、昔は家族経営の民宿があり、県内外からの客がいて、子どもたちとの交流もあって楽しい

思い出の詰まった場所だった。今後の展望として、将来浦戸で民宿を経営するような将来像や、島

づくりのために、浦戸での人口増加と観光客誘致の構想があるとよい。 

・安全対策との兼ね合いもあるが、例えば離島に林間学校や修学旅行の合宿所、漁師の方を育てる専

門学校のための合宿所やトレーニング場所をつくるといった、積極的なまちづくり、施設づくりが

あればよいと思う。 

・ステイステーションの稼働率・使用率を高めるため、使用できる条件のハードルを下げて気軽に使

用できるようにしてほしい。 

・離島は本当に魅力的な空間で、環境省エコツーリズムとしてもすばらしい素材である。これまでの

観光とまったく違う新たな開発の対象として、深堀できる人や離島マニアのような人などに、ブー

ム、ムーブメントをまきおこせるようなインターネットを使った情報発信の仕掛けを、行政やまち

の人たちで考えていくことが必要である。 

・「おいしさと笑顔がつどう」のキャッチフレーズの中で、「おいしさ」の部分がまだ打ち出し切れ

ていないと感じており、離島のカキやノリ、市内の水産加工会社の製品やお寿司やさん、スイーツ

等、「おいしさと笑顔がつどう」のキャッチフレーズをより具体化するために、残りの５年間さら

に活動できる部分が数多くある。 

 

第３編 夢と誇りを創るまち 

第１章 子どもの夢を育むまちづくり 

○ 第１節 生きる力を育む教育の充実         （１）学力の向上 

     （２）豊かな心を育む教育の充実 

                          （３）健やかな体の育成の推進 

                          （４）一人ひとりのニーズに応じた特別支援教育の充実 

                          （５）食育の推進 

                          （６）歴史、文化の尊重と国際理解を育む教育の推進 

                           （７）生命の大切さを学ぶ教育の推進 

（８）特色ある学校づくり 
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＜意見＞ 

・塩竈市の教育方針である小中一貫校はとても素晴らしいことであり、浦戸小中一貫校をモデルとし

てすばらしい学校づくりをしていけたらと思う。桂島と寒風沢にステイステーションがあるが、林

間学校のようなことで活用するなど観光誘致に活用してほしい。小中一貫校のモデルケースとして、

浦戸小中学校に仙台市や市内から保護者の方たちが気軽に視察に来れるよう、市営汽船の料金面で

のサービスを考えてほしい。 

・家庭の両親の、子どもが不登校であることでのストレスやケアについて、保護者のカウンセリング

がうまくいかないと、子どもは不登校のままであり、親子が顔を合わせたくないという状況が生じ

る。塩竈市ではスクールソーシャルワーカーの先生が結構いるので、一歩進んだ保護者のケアも考

えていただければ、不登校児が減るのではないかと思う。 

 ○ 第２節 学習環境の充実               （１）学校施設の整備・充実 

                                        （２）学習設備の充実 

＜意見＞ 

・教育環境に関して、小中学校、保育所等は大変老朽化しているところが多く、建物設備の先延ばし

は致し方ないと思うが、教育の効率化・学びやすさを求めるためには、備品はもっと充実させても

よいのではないかという意見を聞くので、備品の充実を検討していただきたい。 

○ 第３節 地域社会との連携強化            （１）地域との協力体制の構築 

                          （２）学校情報提供の双方向性の確立 

＜意見＞ 

・小松崎の町内会の役員会で、第二小学校に利府の養護学校の分校を作りたいという話を受けた。障

がいをもった子どもたちを受け入れることには特に問題はないが、第二小学校の立地や交通事情を

踏まえ、狭い場所の一方通行路でも安心して通学できるよう、道路の整備を早急にお願いしたい。 

 

第２章 豊かな心を培うまちづくり 

○ 第１節 生涯学習の推進               （１）学習機会の充実 

（２）学習活動の支援 

                           （３）生涯学習環境の整備 

＜意見＞ 

・一般市民の団体が早く社会教育団体の認定をとれるような検討をしていただきたい。 

○ 第２節 歴史の継承と文化の振興           （１）歴史の継承 

  （２）文化・芸術活動の機会の充実と支援 

＜意見＞ 

・文化財に関して、ここ何年かあまり話を聞いておらず、市の文化財指定に関する書物も平成17年に

再版されたものが最後である。震災等があって優先度は低いのかもしれないが、震災で相当の変動

があったと考えられるので、再調査や冊子の改訂の必要性が見受けられることから、文化財の確認

や事業等をしていただきたい。 
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全 体 総 括 

＜ 大 滝 精 一 塩竈市長期総合計画審議会会長 ＞ 

① 今回出された意見を、次の5か年にどのように具体的につなげていくかが重要である。そのため、毎年

開催される長期総合計画の進度報告会において、その成果等の説明が必要である。 

② 第 4次産業革命（※）といわれる技術革新が、今後 5年間の中であらゆる産業分野に影響を及ぼしてい

く。こうした状況を的確に捉えた行政運営が重要である。 

③ 今の時代変化からすると、5 年で全体計画を評価するというのは長すぎる。毎年開催される長期総合計

画の進度報告会は部分的なものであり、スピードを持ったフィードバックとしては、少なくとも 3年に

1度は実施すべきと考える。 

※ 第 4次産業革命：あらゆる物がインターネットを通じてつながることによって実現する新たなサービ

ス（IｏＴ）、ビックデータ、ロボット、人口知能（ＡＩ）等による技術革新のこと。 

＜ 斎 藤 善 之 塩竈市長期総合計画審議会副会長 ＞ 

① 「うるおいづくり」、「福祉づくり」、「ひとづくり」については満足度がバランスよく高めの状況に

なっているのに対し、「活力づくり」の政策については課題が残る形になっている。震災でより大きな

痛手を受けた部分であるが、今後の 5年間はこの課題を見据え、より重点的に塩竈市の目指す方向を修

正しながら考えていくべき地点に立っている。この「活力づくり」についても、商業振興や企業誘致が

非常に大きな課題になっており、観光振興を突破口として、観光の活性化に重点的に注力しながら、波

及的に商業振興や企業誘致へと結びつけていくような方向性を考えてはどうか。 

② インバウンドが最近流行になっているが、観光客が単に増えるだけでなく、様々な付随する問題を伴っ

ており、何よりこのインバウンドが一過性のブームに終わってしまうということが懸念される。流行を

見ながらインバウンドに目を向けるよりは、大きなセグメントとして目の前にある仙台市の市場圏への

積極的な観光誘致を重点的に考え、仙台市民が遊びに来るまちとしての塩竈の評価の定着に伴ってイン

バウンドも増えるのではないか。 

③ 北浜緑地護岸をどうするかは非常に大きな課題であり、今後 5年間で取り組むべき重要課題である。公

園の整備を基本にしながらも、もう少し積極的な価値づけをしていくようなプランも必要であり、本塩

釜駅から仲卸市場に向かう導線として、人が行きたくなるような仕掛けを考えうる可能性のある場所で

ある。 

④ ＮＰＯ、ボランティアの活性化が塩竈観光には重要であり、塩竈市とボランティアが連携を密にし、ボ

ランティアの方々が気持ちよく活動できるように、市が連携をとりながら、裏側から支援していくよう

な施策を取ってほしい。 

⑤ 観光誘導サイン等の整備推進は重要なことであり、ようやく観光サインも増えてきているが、まだまだ

足りておらず、商業サインだけではなく、非商業的なもの、文化的なサインや歴史サインを、クオリテ

ィの高いものでもっと整備していく必要がある。 

⑥ 景観計画の策定、景観重要建造物の調査や歴史的風致維持向上計画というコンセプトが出されてきたが、

かねてから必要だと思っており、すばらしいことである。これらが塩竈観光を活性化させていくと思わ

れ、仙台市民の観光誘致や全国からの交流人口の増大につなげていけるのではないか。勝画楼のような

全国的にも珍しい文化財が存在しており、最重要建造物の一つとして意識しながら進めていけるとよい。 

⑦ 離島は本当に魅力的な空間で、環境省エコツーリズムとしてもすばらしい素材である。これまでの観光

とまったく違う新たな開発の対象として、深堀できる人や離島マニアのような人などに、ブーム、ムー

ブメントをまきおこせるようなインターネットを使った情報発信の仕掛けを、行政やまちの人たちで考

えていくことが必要である。 

⑧ 「おいしさと笑顔がつどう」のキャッチフレーズの中で、「おいしさ」の部分がまだ打ち出し切れてい

ないと感じており、離島のカキやノリ、市内の水産加工会社の製品やお寿司やさん、スイーツ等、「お

いしさと笑顔がつどう」のキャッチフレーズをより具体化するために、残りの５年間さらに活動できる

部分が数多くある。 

 

（注）斎藤善之副会長の全体総括における意見については、意見の内容を踏まえ、各目標の施策体系の該

当箇所にも掲載しています。 

 


