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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

本市は、平成 17年４月に登米郡８町(迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、

石越町、南方町)と本吉郡津山町の合併によって誕生しました。平成 18 年３月には、まち

づくりの指針となる「登米市総合計画」を策定し、各種施策に取り組んできました。 

本市が誕生して 10年が経過し、この間に本市を取り巻く社会経済情勢は著しく変化して

います。人口減少や少子高齢化の急速な進展、東日本大震災の復興支援や防災への取組、

地球温暖化をはじめとする環境・エネルギー問題など、これらの課題への対応が必要とな

っています。さらには、市民ニーズの多様化、高度化が進み、画一的な行財政運営では対

応が困難となっており、市民と行政による協働のまちづくりへの取組が、これまで以上に

強く求められてきています。 

本市では、今後も引き続き、基本構想を市の行政運営の長期的な将来ビジョンとして、

基本計画とともに一体的に示し、戦略的な視点をもって推進していくことが、本市のまち

づくりの基本理念や将来像を実現するために不可欠であることから、第一次登米市総合計

画に掲げた施策の成果の検証を踏まえ、第二次登米市総合計画（以下「本計画」という。）

を策定するものです。 
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２ 計画の構成と期間 

 

本計画は、目標年度を平成 37 年度とし、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の

３層構造で構成します。 

 

（１）基本構想（平成 28年度～平成 37年度） 

本市のまちづくりの基本理念、目指すべき将来像、まちづくりの基本政策などを示

し、長期的な視点に立ち、まちづくりの将来ビジョンを定めます。 

 

（２）基本計画（平成 28年度～平成 37年度） 

基本構想に掲げたまちづくりの将来ビジョンを実現するための施策を体系的に示

すもので、各施策の分野ごとに本市の現状と課題を踏まえ、今後の方向や主要施策等

を定めます。 

ただし、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、策定後５年を目途に必要に応

じて見直しを行うものとします。 

 

（３）実施計画（毎年度策定） 

基本計画で示した施策体系に基づく具体的な事業計画で、毎年度の予算編成及び事

業実施の指針となるものです。財政状況の変化等を勘案して、所要の補正を加えて見

直すローリング方式により、毎年度３年間の実施計画を策定します。 

 

【総合計画の構成と期間】 

 

 

 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

（施策） 

（事務事業） 

（政策） 

 

平成 28 年度 

（2016） 

平成 37 年度 

（2025） 

平成 32 年度 

（2020） 

３年間の計画 毎年度見直し 

10年 

（見直し５年） 

（前期５年）10年（後期５年） 
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第２章 登米市の概況 

 

１ 位置と地勢 

 

本市は、宮城県の北東部に位置し、北部は岩手県に、西部は栗原市及び大崎市に、南部

は石巻市及び遠田郡に、東部は気仙沼市及び本吉郡に接し、市域面積は 536.38ｋ㎡で、県

全体の 7.36％を占める県内第５位の規模となります。 

本市と周辺主要都市との直線距離は、仙台市まで 70 ㎞、大崎市まで 25 ㎞、石巻市まで

30㎞、一関市まで 30㎞です。 

地勢は、西部が丘陵地帯、東部が山間地帯で、その間は広大で平坦肥沃な登米耕土を形

成、県内有数の穀倉地帯となっており、環境保全米発祥の地として、宮城米「ひとめぼれ」

などの主産地となっています。また、全国でも有数の肉用牛生産地として有名な地域です。 

河川は、迫川、夏川が本市のほぼ中央を北西から東南に貫流し、本市東側を北から南に

流れる北上川と旧北上川を介して合流しており、農業用水や上水道の水源になっています。 

また、本市北西部にはハクチョウやガンなどが飛来するラムサール条約登録湿地の伊豆

沼・内沼をはじめ、長沼、南部には平筒沼など、貴重な湖沼が多く自然に恵まれています。 

      

【登米市の位置】 
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２ 人口と世帯数 

 

本市の人口は、平成 22年国勢調査において 83,969人で、平成 17年国勢調査時より約６％

減少しています。一方、世帯数は平成 22年国勢調査において 25,002世帯で、平成 17年ま

では増加を続けてきましたが、平成 22年にはわずかに減少に転じています。 

年齢別３階層人口は、平成２年から平成 22 年の 20 年間で、年少人口は 20,010 人から

10,530人に、生産年齢人口も 61,084人から 49,569人にそれぞれ減少しており、高齢人口

は、17,136人から 23,762人に増加しています。 

高齢人口の割合が 21％を超えると超高齢社会といわれますが、本市においては、平成 22

年の時点で人口に占める 65 歳以上の人口割合は 28.3％となっており、少子高齢化が確実

に進み、超高齢社会を迎えています。 

 

【人口・世帯数の推移】 

 

 資料：総務省「国勢調査報告」（各年 10月１日現在） 

注）：人口の合計には、平成２年に 1人、平成 17年に３人、平成 22年に 108人の年齢不詳者を含めているため、各

年の年齢別３階層人口の合計数値とは一致しません。 
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３ 就業構造 

 

本市の産業別に見た就業者の動向は、農林業などに従事する第１次産業と製造業などに

従事する第２次産業の割合が減少し、商業などに従事する第３次産業の割合が増加してい

ます。特に第１次産業の就業者の減少が著しく、平成２年の 13,405 人から平成 22 年には

5,277人となり、20年間で約４割まで減少しています。 

第１次産業の就業者数は、年々減少しているものの、平成 22年の就業者数に占める割合

が 14.1％と、県全体の割合 5.0％を大幅に上回り、本市の基幹産業としての役割を担って

います。 

また、第２次産業の就業者数 11,472 人は、就業者全体に占める割合が 30.5％を占め、

県全体の割合 22.1％より高くなっていますが、第３次産業の就業者数 20,797 人の就業者

全体に対する割合は 55.4％となり、県全体の割合 70.5％よりも低くなっています。 

 

【産業別就業者数の推移】 

 
資料：総務省「国勢調査報告」（各年 10月１日現在） 

注）：就業者数の合計には、平成２年に 20人、平成７年に 33人、平成 12年に 12人、平成 17年に 84人、平成 22

年に 1,866人の分類不能の産業を含めているため、各年の産業別就業者数の合計数値とは一致しません。 
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４ 交通網 

 

道路網は、国道５路線、主要地方道８路線、一般県道 15路線を骨格に形成されているほ

か、市の西側に沿って東北地方の大動脈である東北縦貫自動車道が走り、市東部には三陸

沿岸道路である三陸縦貫自動車道が南北に走っているなど、仙台港や仙台空港など仙台方

面へのアクセスが良好です。 

現在、市中心部を横断し、東北縦貫自動車道と三陸縦貫自動車道を結ぶ、みやぎ県北高

速幹線道路の整備が進められており、その一部が本市の西端まで整備開通したことで、東

北縦貫自動車道や東北新幹線くりこま高原駅までのアクセスが向上しています。 

また、みやぎ県北高速幹線道路については、未整備区間である三陸縦貫自動車道登米イ

ンターチェンジからの延伸整備が進められています。 

さらに、三陸縦貫自動車道については、インターチェンジが市内に２カ所あり、三陸沿

岸部への延伸整備が進められています。 

鉄道網は、ＪＲ東北本線３駅とＪＲ気仙沼線４駅が設置されており、高速バス網は、仙

台方面への高速バスの発着場が２カ所設置されています。 

 

【交通網の状況】 
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鉄　道

国　道
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（整備済）

みやぎ県北高速幹線道路
（計画）
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第３章 登米市を取り巻く情勢 

 

本市のまちづくりを進めていくためには、地域の有する特徴や資源を最大限に生かすと

ともに、新たな時代の流れに対応したまちづくりが必要です。 

このため、次の 10年のまちづくりに向けて、第二次登米市総合計画の策定に当たっては、

市民 5,000 人を対象としたまちづくり市民意向調査や、第一次登米市総合計画に掲げた施

策の成果の検証を踏まえた上で、本市を取り巻く情勢を整理しました。 

 

 

（１）人口減少と少子高齢化の進展 

 

国立社会保障・人口問題研究所が平成 25年３月に発表した「日本の地域別将来推計

人口」では、日本の総人口は長期にわたって減少が続き、平成 37年以降はすべての都

道府県で減少が見込まれるなど、人口急減・超高齢社会に確実に進んでいます。 

平成 37 年には、15 歳未満の年少者が 10 人に１人、65 歳以上の高齢者が 10 人に３

人という社会になると予測されており、人口減少や少子高齢化の進展により、地域コ

ミュニティ機能の弱体化、労働力人口の減少や経済成長の鈍化などが連鎖し、社会保

障や国・地方財政の持続性の危機につながることなどが懸念されています。 

本市では、人口減少・少子高齢化への対応は喫緊の課題であり、子どもを安心して

産み育て、健やかに成長できる環境づくりや、高齢者が元気に住み慣れた地域で活き

生きと暮らすことのできる仕組みづくりなど、総合的な施策の推進が必要です。 

 

 

（２）産業振興と雇用創出 

 

国では、長引くデフレからの早期脱却と経済再生を図るため、「大胆な金融政策」「機

動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の経済対策を一体として強力に推進

しており、経済の好循環の始動により、緩やかな経済回復の動きが続いています。 

本市では、企業誘致などにより雇用創出に一定の成果を得ているものの、それでも

十分な状況とはなっていません。また、東日本大震災からの復興に伴い、建設業等に

おいては活発な経済活動の動きが見受けられるものの、国の経済対策による波及効果

はまだ小さく、全体的な産業としての活性化や雇用の確保などが基本課題となってい

ます。 

産業は、雇用拡大と定住化につながる、まちに活力を生み出す原動力であり、活力

ある登米市を実現するため、農産物等の豊富な地域資源の活用や企業誘致などの施策

の推進、さらには、農・商・工の連携の下、産業振興を総合的に推進する仕組みづく

りが必要です。 
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（３）医療圏再編と地域医療の確保 

 

国では、自治体病院の抜本的な改革を進めるため、平成 19 年 12 月に「公立病院改

革ガイドライン」を策定し、全国の自治体病院で「公立病院改革プラン」を策定する

ことが求められました。 

また、平成 25年４月には、第６次宮城県地域医療計画が策定されたことに伴い、本

市は単独の登米医療圏から「石巻・登米・気仙沼医療圏」に新たな二次医療圏として

再編され、これまで以上に広域的な連携強化が求められています。 

本市では、国のガイドラインの趣旨に沿い、平成 20 年 12 月に「登米市立病院改革

プラン」を策定、平成 24年２月には第２次改革プランを策定し、経営の効率化、医療

体制の再編、経営形態の見直しなどの経営改革に取り組んでいます。さらに、市民か

ら真に信頼される病院運営のため、医師不足が著しい本市にとって最大の課題である

医師確保対策に取り組むとともに、地域包括ケアシステムと連動した体制づくりや、

近隣医療機関との機能・役割分担による地域医療提供体制の構築が必要です。 

 

 

 

（４）安全な地域社会の実現 

 

近年、東日本大震災や大型台風をはじめ、突発的・局地的な集中豪雨などの自然災

害、さらには新型インフルエンザ等の新しい感染症の発生など、これまで想定し得な

かった災害等の発生により、人々の安全で安心な暮らしへの意識が高まっています。 

また、凶悪犯罪の低年齢化や高齢者を狙った詐欺事件、ＩＣＴ社会の進展に伴うイ

ンターネット犯罪、個人データの流出などにより、人々の日常生活における不安も高

まってきています。 

本市では、市民の生命と財産を守り、安全に安心して暮らせるまちづくりを実現す

るため、関係機関と連携・協力を図りながら、災害等に強い総合的な防災・防犯体制

を確立するとともに、市民一人ひとりが互いに協力し、助け合える地域社会づくりが

必要です。 
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（５）環境問題への意識の向上 

 

地球温暖化による気候変動や生物多様性へ影響を与える地球規模での環境問題が深

刻化する中、国のエネルギー政策の抜本的な見直しなど、環境に配慮した循環型社会

の形成に向けた更なる取組が求められています。 

環境問題は、地球規模で協力して取り組む課題ですが、その原因は一人ひとりの日

常生活に起因しているものが多くあります。恵まれた自然や生活環境が、地域を支え

る様々な産業や、豊かな暮らしの源であるということを市民一人ひとりが改めて認識

し、人と自然の共生を基本とした環境保全の取組を一層進め、豊かな自然環境を未来

に引き継いでいかなければなりません。 

本市では、登米市環境基本条例に基づき、環境保全や循環型社会の形成に向けた施

策を総合的に推進するとともに、日々の生活における環境への配慮といった活動の輪

を全市的に広げていく取組が必要です。 

 

 

 

（６）都市機能の集積とネットワークの充実 

 

人口減少・超高齢化や過疎化等の進展に伴い、国では、特に地方都市において、地

域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者や子

育て世代などが安心して暮らせるよう、拠点機能のコンパクト化と圏域人口を確保す

るため、地域公共交通と連携した「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のま

ちづくりを進めることが重要であるとしています。 

本市では、それぞれの町域に生活圏が形成され、市民バスで市の中心市街地や学校、

病院などが結ばれていますが、中心市街地と生活圏の機能を維持・向上するために、

商業、公共公益施設などの都市機能の集積を推進するとともに、中心市街地と各生活

圏をさらなる効率的な交通網で結び、住環境を向上することが必要です。 



 

10 

 

 

（７）地域コミュニティの深化 

 

災害時における市民の復興支援活動の広がりや社会貢献・自己啓発への価値観など

が変化する中、ボランティア活動やまちづくりへの市民の参加意識が高まっています。 

また、少子高齢化の進展や人口の流出などにより、地域内のつながりが希薄化して

いく中で、家族や地域コミュニティが担ってきた役割を見つめ直すことが求められて

います。 

本市では、平成 24年３月に「登米市まちづくり基本条例」を制定し、協働による登

米市の持続的な発展を目指した取組を推進しています。 

人口減少や少子高齢化など、地域社会を取り巻く環境が大きく変化する中、その変

化と課題に対応し、登米市を住みよい地域として次の世代に引き継ぐため、市民や市

民活動団体、コミュニティ組織等のまちづくりへの参加・参画の下、これまで以上に

協働によるまちづくりを進めていくことが必要です。 

 

 

（８）地方分権による新たな自治の確立 

 

地方分権改革により、地方自治体では「自己決定」と「自己責任」の下に地域社会

を築き上げていく動きが進んでいます。 

また、今後、地方分権改革が進む中、住民自治を充実させ、住民が自ら地域の課題

解決に当たることができるための仕組みづくりや意識啓発等を通じて、住民の理解を

深め、参加・参画を促進していくことが求められています。 

本市が将来にわたり、自立した地域として発展していくためには、市内各地に暮ら

す市民が主役となって、自らが主体的に考え、決断し、行動する地域づくりを進めて

いくことが重要です。 

本市では、市民や地域コミュニティ組織などの関係団体との対話と連携を一層深め

ながら、市政の着実な推進を図り、地域の主体的な取組を積極的に支援する仕組みづ

くりが必要です。 
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（９）厳しさを増す地方財政 

  

  国の財政状況は、少子高齢化等の要因によって悪化が続く中、リーマンショック後

の危機や東日本大震災への対応等が重なって、近年著しく悪化が進み極めて厳しい状

況にあります。 

また、地方においても、社会保障関係費や公債費などの大幅な増加により、平成 26

年度末では、借入金残高が 201 兆円と見込まれており、その償還が財政を圧迫する要

因になることから、地方財政は構造的にも依然として厳しい状況が続いています。 

本市では、近年の景気動向や少子高齢化を反映し、市税などの歳入確保に苦慮する

一方で、時代の変化に即応した少子高齢化対策や災害への対応をはじめ、道路や下水

道などの生活基盤の整備など、取り組むべき課題は山積しており、引き続き財政調整

基金からの繰入に依存した財政運営が見込まれています。 

こうした中、普通交付税合併算定替の特例期間が、平成 32年度に終了することを見

通した財政規模の縮小が、今後の本市の財政運営上の大きな課題であることを踏まえ、

さらなる行財政改革の推進が必要です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 

 

基本構想 
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第１章 基本理念 

 

本市のまちづくりは、「市民との協働による登米市の持続的な発展」を目指すことを基本

理念として進めてまいりました。 

基本理念とは、長期的な観点から本市の目指す根本的な考え方で、その精神を簡潔に表

現するものであり、新市の誕生によって旧９町の住民が一体となって、共に進んでいく将

来のまちづくりの展望を定めた基本理念の精神は、今後も変わりません。 

人口の減少、少子高齢化など、地域社会を取り巻く環境が大きく変わりつつある中、こ

れらの変化と課題に対応し、登米市を住み良い地域として次の世代に引き継ぐため、平成

24年３月には、本市のまちづくりにおける基本的な事項を定めた「登米市まちづくり基本

条例」を制定しました。 

まちづくりの主体は市民であるという考えの下、「協働による登米市の持続的な発展」を

目指すことをまちづくりの基本理念としていることから、本計画においてもまちづくりの

基本理念とします。 

 

市民が主体のまちづくりを進めることにより、住み良い地域社会の実現を図ることを目的

として、「登米市まちづくり基本条例」を制定しました。まちづくりの主体は市民であると

いう考えの下、「○○○○○○○○○○○○」を目指すことをまちづくりの基本理念として

おり、本計画においてもまちづくりの基本理念とします。 

 

 

 

【まちづくりの基本理念】 
 

協働による登米市の持続的な発展 
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第２章 将来像 

 

本市の将来像は、誰もが夢や希望で笑顔に包まれ、豊かな自然と調和のとれた生活環境

の中で、登米市に住み続けたい、住みたいと思うまちを目指して、『あふれる笑顔 豊かな

自然 住みたいまち とめ』に定めます。 

また、「夢・大地 みんなが愛する水の里」をキャッチフレーズとします。 

 

 

 

 

 

[キャッチフレーズ] 夢・大地 みんなが愛する水の里 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画では、「Ⅰ・そだつ」「Ⅱ・いきる」「Ⅲ・つくる」「Ⅳ・くらす」「Ⅴ・ともに」を

まちづくりのキーワードとして施策を実施し、将来像の実現を目指します。 

【登米市の将来像】 
あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ 

《まちづくりのキーワード》 

 

 

Ⅰ・そだつ 

 

Ⅱ・いきる 

 

Ⅲ・つくる 

 

Ⅳ・くらす 

 

Ⅴ・ともに 
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第３章 将来人口 

 

本市誕生後も人口の減少が続いており、今後もその傾向は続くものと想定されています。 

国立社会保障・人口問題研究所による推計人口では、本市の将来人口は、平成 37年には

７万人を下回る 69,154人となっています。 

本市が目標とする平成 37年の人口は、コーホート要因法による推計人口（約 69,200人）

にこれまでの本市の動向や長期的な見通しを踏まえ、各種施策の実施による政策的増加人

口を見込んで次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【登米市の人口の推移と将来人口の推計】 

 
※資料：平成 22年の国勢調査に基づく国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 25年３月)  

注１）：平成 12～22年は国勢調査による数値で、平成 27～37年は推計値を記載しています。 

注２）：人口において、平成 17年には３人、平成 22年には 108人の年齢不詳者がいるため、各年の総人口の公表数

値と一致しません。 

将来人口の目標 

７２，０００人 

将来人口の目標 

７２，０００人 
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第４章 土地利用 

 

１ 土地利用の基本的な考え方 

 

土地は、現在及び将来における市民のための限られた資源です。市民の日常生活や生産

を通じた諸活動の基盤であることを認識し、公共の福祉を優先させ、自然と産業が調和し

た環境の保全を図ります。地域の自然的・社会的及び文化的条件を配慮して健康で文化的

な生活環境の確保と市土の均衡ある発展を図ることを基本として、本市の持つ地域特性を

生かして、総合的かつ計画的に土地利用を行う必要があります。 

 

【土地利用状況】 

 

 合計 農地 森林 原野等 
水面・河

川・水路 
道路 宅地 その他 

面積（ha） 53,638 18,420 22,213 175 4,094 3,428 2,837 2,471 

資料：宮城県国土利用計画管理運営資料（平成 24年１月 1日現在） 

 

２ 土地利用の方向性 

 

本市が目指す将来像「あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ」の実現に向け

た適正かつ計画的な土地利用を推進するため、都市的エリア、田園・集落エリア、中山間・

集落エリア、河川・湖沼エリアの４エリアに分けて、エリアごとの土地利用の方向性を次

のとおりとします。 



 

16 

 

（１）都市的エリア 

迫地域佐沼地区、中田地域加賀野地区、南方地域北東部の商業が集積している地域

を本市の中心市街地と位置付け、住宅地、商業地、工業地等の都市的な土地利用を適

切に誘導し、都市活動や市民生活の中心となるよう効率的な機能配置による利便性の

高い市街地を形成します。 

 

（２）田園・集落エリア 

北上川を境にして西部のエリアは、迫川の流域を中心に広がる田園を主体とする土

地の利用がなされています。広大な優良農地の保全を図り、本市の基幹産業の１つと

して付加価値の高い農業の確立やアグリビジネスの展開を目指すなど農業の振興を

図ります。 

また、本市を象徴する田園地帯の景観を維持します。 

さらに、広大な優良農地と共存する田園集落は、集落の居住環境を維持します。 

 

（３）中山間・集落エリア 

北上川を境にして東部のエリアは、起伏に富んだ山林を主体とする土地の利用がな

されています。本市を印象づける森林の空間は、豊かな自然環境や歴史遺産を後世に

継承していくとともに、林業による木材の生産地としての森林の維持と整備、水源の

涵養などの機能を確保するよう保全を図ります。 

また、水や緑に親しむ観光、レクリエーション、健康増進の空間として、活用を図

ります。 

さらに、豊かな森林などの自然環境と共存する山村集落は、集落の居住環境を維持

します。 

 

（４）河川・湖沼エリア 

貴重な水源としての役割を果たす北上川をはじめ、支流等の河川については、水質

の保全と従来からの治水機能の整備を図るとともに、河川敷を利用した親水・交流空

間としての活用を図ります。 

また、湖沼については、北西部にはラムサール条約湿地の伊豆沼・内沼をはじめ、

長沼、南部には平筒沼など、貴重な自然環境を有しています。 

水辺空間を恵まれた自然のシンボルとして位置付け、野性生物の生息・生育地とし

て維持し、適正な保全を図るとともに、自然特性を考慮しながら市民の生活に潤いを

与える場としての活用や、体験学習などの自然とのふれあいの場としての環境や景観

を形成します。 

さらに、これらの水辺の環境を活かした観光、レクリエーション、健康増進の水辺

空間としての利用を図ります。 
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【土地利用の方向性】 

   

北
上
川

迫
川

平筒沼

長沼

伊豆沼

内沼

石越地域

迫地域

中田地域

登米地域

東和地域

津山地域

豊里地域

南方地域

米山地域

　　　都市的エリア

　　　田園・集落エリア

　　　中山間・集落エリア

　　　河川・湖沼エリア

　　　

　　　

　　　

凡　例
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第５章 政策の大綱 

 

本市が目指す将来像「あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ」の実現を目指

して、「Ⅰ・そだつ」「Ⅱ・いきる」「Ⅲ・つくる」「Ⅳ・くらす」「Ⅴ・ともに」をまちづく

りのキーワードとして、５つのまちづくりの基本政策により、各分野における施策を展開

します。 

 また、その進捗状況を市民に分かりやすい形で提示するため、基本計画において主な施

策の指標を設定します。 

 

キーワード まちづくりの基本政策 

Ⅰ・そだつ 生きる力と創造力を養い自ら学び人が「そだつ」まちづくり 

Ⅱ・いきる 安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に「いきる」まちづくり 

Ⅲ・つくる 地域資源を活かし魅力ある元気な産業を「つくる」まちづくり 

Ⅳ・くらす 自然と生活環境が調和し人が快適に「くらす」まちづくり 

Ⅴ・ともに 市民と行政が「ともに」創る協働によるまちづくり 

 

 

１ 生きる力と創造力を養い自ら学び人が「そだつ」まちづくり 

 

未来を担う子どもたちが、豊かな感性や創造力を養い、生きる力を育み、心と体が健や

かに成長できる子育てと学びの環境づくりを目指します。 

すべての市民が、生涯を通じて自ら学び続けられるように、子どもの教育環境の充実に

努めるとともに、生涯学習活動やスポーツ活動への支援の充実を目指します。 

また、文化財の保護や文化・芸術活動の充実、国際交流や地域間交流の推進などにより、

地域を担う人材を育てるとともに、次世代を担う人材が育つ環境づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ・そだつ 
◇生涯学習の充実 

◇スポーツ活動の充実 

【生涯学習・ 

スポーツ】 

◇文化財保護と文化・芸術活動の充実 

◇国際交流・地域間交流の推進 
【文化・交流】 

【子ども】 
◇子育て支援の充実 

◇教育の充実 
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２ 安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に「いきる」まちづくり 

 

子どもを安心して産み育て、すべてのライフステージを笑顔で健康に生活するために、

保健・医療・福祉の連携を進めるとともに、個人や地域の健康づくり、地域医療と福祉の

充実などにより、安心を実感できる環境づくりを目指します。 

また、東日本大震災の経験を踏まえ、自助・互助・共助・公助による災害対策の構築を

図るとともに、防犯や交通安全などで地域ぐるみの活動を推進することにより、安全を実

感できる環境づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域資源を活かし魅力ある元気な産業を「つくる」まちづくり 

 

自然の循環機能を活用した環境にやさしい農林産物の生産と担い手育成の両面で、持続

可能な農林業を確立するとともに、豊かな地域資源を活かした新しいビジネスへの支援な

どにより、農林業の成長を目指します。 

また、商業振興や観光振興によるまちのにぎわいの創出、企業誘致の推進、地元企業へ

の支援によるものづくり、雇用をつくる取組を進めることにより、魅力ある元気な産業の

育成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

◇農業の振興 

◇林業の振興 
【農林業】 

◇地域資源を活かした起業・創業支援 【起業・創業】 
Ⅲ・つくる 

◇商業の振興 

◇観光の振興 

◇工業の振興及び雇用創出 

【商工業・観光】 

Ⅱ・いきる 

◇健康づくりの推進 

◇地域医療・救急体制の充実 
【健康・医療】 

◇社会福祉の充実 

◇生活支援の充実 
【福祉・生活】 

◇災害に強いまちづくりの推進 

◇安全なまちづくりの推進 
【防災・安全】 
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４ 自然と生活環境が調和し人が快適に「くらす」まちづくり 

 

多様性に富んだ豊かな自然環境を守り育てるとともに、循環型社会を推進し、環境と共

生するための知識と経験を次世代へ伝えることにより、生活に潤いとやすらぎを創造する

暮らしを目指します。 

また、計画的な土地利用と生活環境の向上とともに、利便性の高い社会基盤を整備し、

豊かで快適な暮らしを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 市民と行政が「ともに」創る協働によるまちづくり 

 

市民と行政がまちづくりに関する情報を共有して、計画立案段階での市民の参画、行政

と市民が一体となった取組など、市民参加の協働によるまちづくりを推進し、市民主体の

活動を支援するとともに、男女が互いに特性を認め、個人として尊重し合える男女共同参

画社会を推進して、個々の力を地域の総合力に変える地域力の向上を目指します。 

また、市民サービスの向上を図るとともに、市民の視点に立って効果的かつ効率的な行

財政運営を推進することで、市民と行政がともに創るまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ・くらす 

 

Ⅴ・ともに 

◇効率的な行財政運営の推進 【行財政運営】 

◇市民参加と協働によるまちづくり 

◇男女共同参画社会の推進 
【協働・参加】 

◇自然環境の保護・多面的利用の推進 

◇循環型社会・再生可能エネルギーの推進 

【環境・ 

循環型社会】 

◇計画的な土地利用・生活環境の充実 

◇社会基盤の整備 

【土地利用・ 

社会基盤】 
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第６章 計画の体系 

 

 

 

将来像 基本理念 まちづくりの基本政策 

協
働
に
よ
る
登
米
市
の
持
続
的
な
発
展 

あ
ふ
れ
る
笑
顔 

豊
か
な
自
然 

住
み
た
い
ま
ち 

と
め 

安全安心な暮らしが支える笑顔 

で健康に「いきる」まちづくり 

地域資源を活かし魅力ある元気な

産業を「つくる」まちづくり 

自然と生活環境が調和し人が快適

に「くらす」まちづくり 

生きる力と創造力を養い自ら学び 

人が「そだつ」まちづくり 

市民と行政が「ともに」創る 

協働によるまちづくり 
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個別政策 政策の分野 

◇生涯学習の充実 

◇スポーツ活動の充実 

 

【生涯学習・スポーツ】 

◇社会福祉の充実 

◇生活支援の充実 
【福祉・生活】 

◇地域資源を活かした起業・創業支援 【起業・創業】 

◇健康づくりの推進 

◇地域医療・救急体制の充実 
【健康・医療】 

◇災害に強いまちづくりの推進 

◇安全なまちづくりの推進 
【防災・安全】 

◇農業の振興 

◇林業の振興 
【農林業】 

◇商業の振興 

◇観光の振興 

◇工業の振興及び雇用創出 

【商工業・観光】 

◇市民参加と協働によるまちづくり 
◇男女共同参画社会の推進 

【協働・参加】 

◇効率的な行財政運営の推進 【行財政運営】 

◇文化財保護と文化・芸術活動の充実 

◇国際交流・地域間交流の推進 
【文化・交流】 

◇子育て支援の充実 

◇教育の充実 
【子ども】 

◇自然環境の保護・多面的利用の推進 

◇循環型社会・再生可能エネルギーの推進 
【環境・循環型社会】 

◇計画的な土地利用・生活環境の充実 

◇社会基盤の整備 

◇計画的な土地利用の推進 

◇生活環境・社会基盤の整備 

【土地利用・社会基盤】 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 

 

基本計画 

序  論 
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第１章 計画の体系図 

 

 

 

基本政策１ 生きる力と創造力を養い自ら学び人が「そだつ」まちづくり 

 ■政策の分野１ 子ども 

   ○個別政策１ 子育て支援の充実 

     ◎施策１ 子育て支援の推進 

◎施策２ 児童福祉・児童相談の充実 

   ○個別政策２ 教育の充実 

◎施策３ 幼児教育の充実 

◎施策４ 学校教育の充実 

◎施策５ 幼稚園、小・中学校、高等学校の連携と大学への進学支援 

 

 ■政策の分野２ 生涯学習・スポーツ 

   ○個別政策３ 生涯学習の充実 

◎施策６ 生涯学習の推進 

○個別政策４ スポーツ活動の充実 

◎施策７ スポーツ活動の推進 

 

 ■政策の分野３ 文化・交流 

   ○個別政策５ 文化財保護と文化・芸術活動の充実 

◎施策８ 文化・芸術活動の推進 

◎施策９ 文化財等の保護・継承 

   ○個別政策６ 国際交流・地域間交流の推進 

◎施策 10 国際交流・地域間交流の推進 
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基本政策２ 安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に「いきる」まちづくり 

 ■政策の分野４ 健康・医療 

   ○個別政策７ 健康づくりの推進 

◎施策 11 健康づくりの推進 

◎施策 12 地域包括ケア体制の充実・強化 

   ○個別政策８ 地域医療・救急体制の充実 

◎施策 13 地域医療の充実 

◎施策 14 救急体制の充実 

 

 ■政策の分野５ 福祉・生活 

   ○個別政策９ 社会福祉の充実 

◎施策 15 地域福祉の推進 

◎施策 16 高齢者福祉の充実 

◎施策 17 障がい者（児）福祉の充実 

◎施策 18 介護保険事業の推進 

◎施策 19 権利擁護の推進 

◎施策 20 母子・父子家庭福祉の充実 

   ○個別政策 10 生活支援の充実 

◎施策 21 低所得者福祉等の充実 

◎施策 22 生活保護支援 

◎施策 23 消費生活対策等の充実 

◎施策 24 医療保険の適正な運用 

◎施策 25 公的年金の適正な運用 

 

 ■政策の分野６ 防災・安全 

   ○個別政策 11 災害に強いまちづくりの推進 

◎施策 26 消防・防災対策の充実 

   ○個別政策 12 安全なまちづくりの推進 

◎施策 27 防犯・交通安全対策の充実 
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基本政策３ 地域資源を活かし魅力ある元気な産業を「つくる」まちづくり 

 ■政策の分野７ 農林業 

   ○個別政策 13 農業の振興 

◎施策 28 農業生産の振興 

◎施策 29 担い手対策の推進 

◎施策 30 産地の魅力向上と農畜産物の消費の拡大 

   ○個別政策 14 林業の振興 

◎施策 31 森林整備の推進と木材生産加工流通体制の整備 

◎施策 32 木材利活用の推進と特用林産物の生産振興 

 

 ■政策の分野８ 起業・創業 

   ○個別政策 15 地域資源を活かした起業・創業支援 

◎施策 33 起業・創業、市内企業の新規事業への支援 

◎施策 34 ６次産業化による農業関連産業の育成 

 

 ■政策の分野９ 商工業・観光 

   ○個別政策 16 商業の振興 

◎施策 35 商業の振興 

   ○個別政策 17 観光の振興 

◎施策 36 観光の振興 

   ○個別政策 18 工業の振興及び雇用創出 

◎施策 37 工業の振興 

◎施策 38 雇用対策・企業誘致の推進 
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基本政策４ 自然と生活環境が調和し人が快適に「くらす」まちづくり 

 ■政策の分野 10 環境・循環型社会 

   ○個別政策 19 自然環境の保護・多面的利用の推進 

◎施策 39 自然環境の保全 

◎施策 40 自然環境の活用 

   ○個別政策 20 循環型社会・再生可能エネルギーの推進 

◎施策 41 公害の未然防止 

◎施策 42 省エネルギー・新エネルギー導入の推進 

◎施策 43 ごみ処理の適正化・資源リサイクルの推進 

 

■政策の分野 11 土地利用・社会基盤 

  ○個別政策 21 計画的な土地利用・生活環境の充実 

◎施策 44 計画的な土地利用の推進 

◎施策 45 良好な街並み・景観の形成 

◎施策 46 定住促進・居住環境の整備 

◎施策 47 公園・緑地の整備・充実 

◎施策 48 公共交通機関の整備・充実 

○個別政策 22 社会基盤の整備 

◎施策 49 道路網の整備 

◎施策 50 上水道の整備 

◎施策 51 下水道の整備 

 

基本政策５ 市民と行政が「ともに」創る協働によるまちづくり 

 ■政策の分野 12 協働・参加 

   ○個別政策 23 市民参加と協働によるまちづくり 

◎施策 52 市政への市民参加の推進 

◎施策 53 個性的で魅力的なまちづくりの推進 

◎施策 54 コミュニティ活動の充実 

   ○個別政策 24 男女共同参画社会の推進 

◎施策 55 男女共同参画社会の推進 

 

 ■政策の分野 13 行財政運営 

   ○個別政策 25 効率的な行財政運営の推進 

◎施策 56 行政組織の適正化 

◎施策 57 行政サービスの向上 

◎施策 58 効率的な財政運営の推進 
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計画の構成と見方 

 

第２章 基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

個別政策○ ◆◆◆◆の充実 

【今後の方向性】 

○○○については、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を図

るため、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を推進します。 

○○○については、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・に取り

組み・・・・・を目指します。 

また、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・取り組むとともに、・・・・・・・ 

・・・・を目指します。 

【現況と課題】 

○○○○は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あり、・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・となっています。 

本市においては、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・で、・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・課題となっ

ています。 

基本政策１ 生きる力と創造力を養い自ら学び 人が「そだつ」まちづくり 

政策の分野○ ◆◆◆ 

基本構想に掲げる 

５つのまちづくりの基本政策 

政策の分野は、基本政策を分野に分けて整理して

います。本計画における分野数は 13となります。 

個別政策は、政策の分野ごとに分けて整理してい

ます。本計画における個別政策数は25となります。 

現況と課題は、本市の概況、今後の課題

を示しています。 

今後の方向性は、「現況と課題」を踏ま

え、施策を推進する今後の方向性を示し

ています。 
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施策○ ◆◆◆◆の推進 

 

①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を図ります。 

②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を図ります。 

③・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・に取り組みます。 

施策○ ◇◇◇◇の充実 

 

①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・の整備を進めます。 

②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・連携強化を図ります。 

③・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・に取り組みます。 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

■■■■■■の登録者数 
×××××××××××

×××××× 
人 ○○○ ○○○ ○○○ 

▲▲▲▲の件数 
×××××××××××

××××× 
件 △△ △△ △△ 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 
【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 
【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

施策の主な成果指標と目標値 

【関連条例・計画】 

○××××××××条例 

○■■■■■■■■■計画 

施策は、基本政策を実現するために具体的に取

り組む方向性を示しています。本計画における

施策数は 58となります。 

関連する主な計画や条例を示

しています。 

施策の進ちょく度合いを把握し、示すため、

主な成果指標を掲げ、現状値と５年後、10

年後の目標値を示しています。 

指標項目の年号は平成としています。実績値は、原則と

して 25年度の数値を用いていますが、統計調査の実施年

などにより 25年度の数値がない場合は、数値の下にカッ

コ書きで、その年度を記載しています。 

関連する主な条例や計画を示しています。 

施策として実施する基本事業

を示しています。 
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第２章 基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別政策１ 子育て支援の充実 

【今後の方向性】 

結婚・妊娠・出産・子育ての各ステージにおいて、切れ目のない支援の充実を図り、次代を担う

子どもを安心して産み育て、健やかに成長できる環境づくりに取り組みます。 

質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供と保育の量的拡大・確保及び地域の子ども・子育て

支援事業の充実を図り、子育てしやすい社会を構築するため、施設面での確保対策と地域で支える

子育て支援策に取り組みます。 

施設面では、幼稚園と保育所を一体とした認定こども園や３歳未満児の受け入れに対応した小規

模保育事業の普及促進を図り、子ども・子育て支援の総合的な事業の推進に取り組みます。 

【現況と課題】 

本市における少子化の大きな要因には未婚化・晩婚化があり、出生率の低下が原因となっていま

す。子どもは社会の希望、未来を創る力であり、子どもを安心して産み育てることができる社会の

実現は、社会全体で取り組まなければならない最重要課題の一つです。 

子どもの健やかな育ちは、社会の最大資源となる人づくりの基礎となり、子どもの育ちと子育て

を支援することは未来への投資でもあります。 

このため、親の経済状況や幼少期の生育環境によって格差が生じることがないように、子どもの

最善の利益を考慮し、幼児期の学校教育・保育の充実・向上を図り、その育ちが等しく確実に保障

されるよう取り組まなければなりません。 

しかしながら、雇用基盤の変化、核家族化及び地域内でのつながりの希薄化によって、家庭や地

域の子育て力・教育力の低下が指摘されており、子育てに対し不安や孤立感を感じる家庭が少なく

ない状況となっているなど、子どもや子育ての現実は厳しくなっています。このことから、放課後

児童クラブの拡充対策や保育所待機児童の解消が喫緊の課題となっており、仕事と子育ての両立を

支援する環境の整備が求められています。 

基本政策１ 生きる力と創造力を養い自ら学び人が「そだつ」まちづくり 

政策の分野１ 子ども 

資料：登米市福祉事務所 子育て支援課調べ（各年度） 
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指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

保育所待機児童の解消 

特定の保育所を希望す

る等の自己都合を除い

た待機児童数 

人 28 0 0 

ファミリー・サポート・セン

ター事業の受入れ体制の充

実 

地域で子育ての手伝い

ができる協力会員数 
人 62 113 120 

 

 

施策１ 子育て支援の推進 

 

①少子化の大きな要因となっている未婚化・晩婚化に歯止めをかけるため、結婚を希望する

男性と女性に出会いの機会を提供するなど、結婚支援に取り組みます。 

②子どもを安心して預けられるようにするため、保護者の就業形態、世帯の状況等に合わせ

た保育サービスの充実を図ります。 

③地域全体で子育てをサポートできる体制を整備するため、子育て世帯が気軽に利用できる

ファミリー・サポート・センター事業の利用促進を図ります。 

④仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られ、社会の活力の低下や少子化・人口減少に

繋がっていることから、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。 

⑤次代を担う子どもを安心して産み育てるため、子育てしやすい環境の充実を図ります。 

施策２ 児童福祉・児童相談の充実 

 

①保育ニーズに応えるため、老朽化している児童福祉施設の計画的な整備や拡充を図り、良

好な保育環境の整備を進めます。 

②次代を担う子どもたちの健全な育成を推進するため、家庭・地域・学校・企業等との連携

強化を図ります。 

③児童虐待の早期発見・防止のため、新生児訪問や乳児健診時の活用を行うとともに、医療・

学校等関係機関とのネットワークの強化を図ります。 

④根本的な課題解決に向けて、保護者を含めた支援の観点を持って相談対応に取り組みま

す。 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 
【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 
【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

【関連計画・条例】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 

【関連条例・計画】 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 施策の主な成果指標と目標値 

地域で支える子育て支援の取組 
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個別政策２ 教育の充実 

 

 

【今後の方向性】 

子どもたちが、変化の激しいこれからの社会を生きるために生きる力の育成を目指し、それを

支える確かな学力、豊かな人間性、健康と体力の調和を重視した特色ある学校づくりに取り組み

ます。 

幼児教育は、基本的な生活習慣や思いやりの心、生涯にわたる人間形成の基礎や生きる力の基

礎を培う重要な時期であり、子どもが健やかに成長し、小学校の学習へと連続的につなげていけ

る教育内容の充実を図ります。 

学校教育では、子ども一人ひとりに応じたきめ細かな教育を展開するとともに、学習指導の工

夫、改善に努め、子どもたちの豊かな人間性や学力・体力のさらなる向上に取り組みます。 

また、学校・家庭・地域の教育力の充実と連携の強化を図り、一体となって子どもたちを守り

育てる環境をつくっていきます。 

さらには、奨学金制度の周知、活用の促進に努め、経済的な理由により就学困難とされる生徒・

学生等に対して高等学校・大学等の修学の支援を行います。 

【現況と課題】 

幼児期は、人間形成の基盤が培われる時期であることから、遊びを中心とした集団生活の中で、

基本的な生活習慣を身に付けることが重要です。 

また、現在の子育て世帯における多様な就労状況を考慮し、教育・子育て支援の両面から、総

合的な保育事業を実施していくことが求められています。 

義務教育では、市内 22カ所の小学校と 10カ所の中学校において、学習指導要領に基づき各学

校が創意工夫を生かした特色ある学校づくりができるよう、教育課程の編成に取り組んでいます。 

近年の少子高齢化や社会情勢の変化から、人間形成の基礎を培う学校教育の充実が一層重要視

されており、いじめ､不登校､少年犯罪などが社会問題として取り上げられる中､豊かな人間性を育

むための教育や、学校と家庭・地域社会との連携を強化していくことが求められています。 

施策の主な成果指標と目標

値 

資料：登米市教育委員会 学校教育課調べ（各年度） 

子ども一人ひとりに応じた、きめ細かな教育 
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指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 
目標 

32年度 37年度 

就学前園児の基本的生活
習慣の習得度 

幼稚園へのアンケート結
果で、基本的生活習慣の
うち、「挨拶することがで
きる」「人の話を聞くこと
ができる」の割合 

％ 77.1 85.0 90.0 

標準学力調査における全
国平均との対比 

小学校児童の学力の全国
平均との比較 

％ 100.3 103.0 105.0 

中学校生徒の学力の全国
平均との比較 

％ 96.9 103.0 105.0 

体力・運動能力調査におけ
る全国平均との対比 

小学校児童の体力・運動
能力の全国平均との比較
（小学５年生） 

％ 
男子 95.8 

100.0 102.0 
女子 97.7 

中学校生徒の体力・運動
能力の全国平均との比較
（中学２年生） 

％ 
男子 96.3 

100.0 102.0 
女子 96.5 

小・中学校での不登校児
童・生徒出現率 

学校生活上の影響などに
より長期欠席している小
学校児童の割合 

％ 0.5  0.3  0.2  

学校生活上の影響などに
より長期欠席している中
学校生徒の割合 

％ 2.6  2.3  2.2  

分かりやすい授業の展開
度 

全校生徒へのアンケート
結果で、「良く分かる・分
かる」の割合 

％ 85.2 88.0 90.0 

施策３ 幼児教育の充実 

 

①豊かな心の育成と基本的生活習慣を身につけるため、自然体験や生活体験等の実体験を通
した幼児教育の充実を図ります。 

②心のふれあいを重視し、思いやりの気持ちを養うため、地域や家庭と連携した幼児教育を
推進します。 

③一人ひとりの個性に応じた指導を充実するため、教職員の研修を充実し、指導力等の向上
を図ります。 

④幼児に安全で安心な教育環境を提供するため、幼児教育施設の適正な配置や維持管理な
ど、施設・設備の整備を進めます。 

⑤子育て支援対策と連動しながら、より質の高い教育・保育を総合的かつ統一的に提供する
ため、認定こども園の設置を推進します。 

施策４ 学校教育の充実 

 

①児童生徒がたくましく社会を生き抜いていくため、学ぶ力と自立する力、豊かな人間性や
社会性を育成し、健康な体づくりと体力・運動能力の向上を図ります。 

②特別な支援を要する子どもが自立と社会参加できるようにするため、一人ひとりの教育的
ニーズに応じたきめ細かな教育を推進します。 

③不登校対策を含めた生徒指導の充実を図るため、いじめ問題対策連絡協議会など地域との
連携強化に取り組みます。 

④家庭･地域･学校が協働して子どもを育てる体制づくりを進め、信頼され魅力ある教育環境
をつくるため、学校運営協議会制度を導入します。 

⑤学習環境の充実のため、適正な児童生徒数の確保による学校教育施設の適正配置を図り、
老朽化した施設の改修や環境の改善に取り組みます。 

施策５ 幼稚園、小・中学校、高等学校の連携と大学等への進学支援 

 
①自らの夢を実現できるようにするため、小中高等学校を通じた「志教育（将来の社会人と
してのよりよい生き方を主体的に求めさせていく教育）」を推進します。 

②教育を受ける機会を広げるため、奨学金制度などの活用を促進します。 

【関連条例・計画】 
○登米市教育基本大綱 
○登米市教育振興基本計画 

施策の主な成果指標と目標値 
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個別政策３ 生涯学習の充実 

【現況と課題】 

市民を対象に公民館等の生涯学習関係施設を中心とした多様な講座や研修等の各種事業に加

え、地域の特性ある事業を開催しています。 

しかし、昨今の少子高齢化、ライフスタイルの変化及びニーズの多様化による社会情勢から、

事業参加者の固定化や関心の低下が見受けられる事業もあります。 

このような状況の下、誰もが参加しやすい環境整備と時代に合った学習機会の提供及び情報発

信が求められています。 

現在、公民館等の生涯学習関係施設の管理運営は、指定管理者制度により地域コミュニティ団

体が担っています。この制度を有効に活用し、公民館など地域の活動拠点施設の管理運営が、生

涯学習分野に留まらず、新たな地域活動を生むことによる地域活性化が期待されています。 

また、昨今の高度情報社会の情勢下で、子どもたちを取り巻く環境がめまぐるしく変化してい

ることから、青少年の健全育成と地域ぐるみで子どもを育てるための社会教育の充実が求められ

ています。 

政策の分野２ 生涯学習・スポーツ 

【今後の方向性】 

市民一人ひとりが生涯にわたって生きがいや充実感のある豊かな生活を送るために、社会情勢

を踏まえ、だれもが参加しやすく学びたいと思えるように、学習ニーズに合った生涯学習機会を

提供します。 

また、学習を通じた地域活動の機会拡充と生涯学習活動支援による人づくりのための環境整備

に取り組みます。 

今後とも、公民館等の生涯学習関係施設を地域の活動拠点施設として、地域住民のニーズに合

った地域の特色ある事業を奨励するとともに、地域の自立を支援します。 

さらに、自ら学ぶ市民の生涯学習活動の推進を図り、併せて公民館等の地域学習にかかわる人

や各種関係団体、地域等をつなぐ交流の場となるように、生涯学習機能の充実を図ります。 

また、家庭・地域・学校がそれぞれの役割の重要さを認識し、相互に連携し支え合いながら、

子どもの成長を社会全体で支えていく仕組みづくりを推進します。 

資料：登米市教育委員会 生涯学習課調べ（各年度） 
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施策６ 生涯学習の推進 

 

①社会教育関係団体及び指導者の育成・支援による人づくり、地域づくりを進めるため、社

会情勢及び地域のニーズに即した学習機会や情報の提供を行います。 

②生きがいや充実感のある豊かな生活を送るため、市民が各種講座及び研修会等で学んだ生

涯学習成果を地域に活かす活動への支援を行います。 

③子どもの心身の成長のため、ジュニア・リーダーの育成を通じた子どもの学習機会の提供

と地域での活動機会の提供を行います。 

④地域や関係機関との連携により、子どもの健全育成の推進とその基盤となる家庭教育の充

実のため、情報提供や学習機会の提供を行います。 

⑤生涯学習活動を支援するため、市民のニーズに合った生涯学習関係施設、図書館等の環境

整備を図ります。 

⑥共に学び合うことで地域教育力の向上を図るため、地域ボランティアによる各種生涯学習

活動を支援するとともに、地域と子どもたちの交流を促進します。 

 

 

 

 

 

 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

市民参加の生涯学習事業の

実施 

全市民を対象とした生

涯学習事業への参加者

数 

人 21,137 24,700 28,800 

学校支援ボランティアの登

録者 

学校支援ボランティア

の登録者数 
人 333 360 400 

【関連条例・計画】 

○登米市教育振興基本計画 

施策の主な成果指標と目標値 

子どもの心身の成長のために実施される 

ジュニア・リーダー研修 
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個別政策４ スポーツ活動の充実 

【今後の方向性】 

競技力向上が主だったスポーツ振興法が、健康維持やいきがいづくりなどにも配慮したスポー

ツ基本法に移行しており、スポーツ活動を通じて、心身の健康と体力の向上を図るとともに、人

と人、地域と地域をつなぐコミュニティづくりを推進します。 

また、子どもから高齢者まで、日常的に身体活動やスポーツ活動を行う習慣づくりを推進する

とともに、体育協会や総合型地域スポーツクラブ等のスポーツ団体と連携し、市民のだれもが気

軽にスポーツ活動に親しめる環境づくりを推進します。 

さらに、体育協会やスポーツ少年団等と連携しながら、指導者を支援及び育成し、競技力向上

に向けたスポーツ活動を推進するともに、拠点となるスポーツ施設の整備・拡充を図ります。 

【現況と課題】 

スポーツ活動は、身体的・精神的な健康をもたらし、人生をより充実したものとします。 

また、明るく豊かで活力に満ちた社会を形成し、人と人、地域と地域をつなぐコミュニティづく

りに重要な役割を果たしています。 

近年、日常生活では、通勤や通学などの交通手段に車を多く利用したり、情報化社会の進展など

により、便利で快適な生活を送れるようになったりした反面、日常的な身体活動の機会が減少し、

運動不足や様々なストレスの増加が問題となっています。 

健康への意識やスポーツ活動への関心も高まっている中、市や体育協会、総合型地域スポーツク

ラブ等が実施するスポーツ事業に参加し、習慣的にスポーツ活動に取り組む人が増加しています

が、まったくスポーツ活動を行わない人も増加しており、二極化の進行が問題となっています。 

また、子どもについては、スポーツ少年団等で活動する児童生徒がいる一方で、外遊びやスポー

ツ活動をする時間・場所・仲間の減少により、体力・運動能力は年々低下傾向にあり、肥満の割合

も高くなっています。 

資料：登米市教育委員会 生涯学習課調べ（各年度） 
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施策７ スポーツ活動の推進 

 

①心身の健康と体力・運動能力の向上を図るため、子どもから高齢者まで、日常的に身体活

動やスポーツ活動を行う習慣づくりを推進します。 

②市民の誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツを親しむことができるこ

とを促進するため、総合型地域スポーツクラブの活動を支援します。 

③競技力向上に向けたスポーツ活動を支援するため、体育協会やスポーツ少年団等と連携

し、指導者の支援及び育成します。 

④運動機会拡大のため、生涯スポーツの拠点施設として陸上競技場等を整備し、機能強化を

図ります。 

 

 

 

 

 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

スポーツ少年団加入団員数 

日常的な運動の習慣化

につながる小・中学生

の各種スポーツ少年団

への加入団員数 

人 2,174 2,200 2,250 

総合型地域スポーツクラブ

事業への参加者数 

総合型地域スポーツク

ラブ事業への参加者数 
人 43,633 51,000 60,000 

スポーツ少年団登録指導者

数 

スポーツ少年団活動を

支える指導者数 
人 651 680 700 

【関連条例・計画】 

○登米市教育振興基本計画 

施策の主な成果指標と目標値 

競技力向上と運動の習慣づくりのため、 

毎年開催されるカッパハーフマラソン大会 
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個別政策５ 文化財保護と文化・芸術活動の充実 

【今後の方向性】 

本市に伝わる豊かな文化遺産を後世に引き継ぐための保護・保存を行うとともに、広く情報を

発信し、文化・芸術及び文化財の観光資源としての活用に取り組みます。 

市民のだれもが文化・芸術に広く関わることができるよう、市民参加による文化・芸術活動の

機会の提供を推進します。 

また、豊かな感性を育む環境づくりに努めるとともに、地域に伝わる伝統芸能や文化の継承に

ついても、関係団体や市民との協働により、保存・継承に努めます。 

【現況と課題】 

本市には、指定文化財や埋蔵文化財包蔵地が数多く存在しており、また、地域に伝わる伝統芸

能も数多く継承されております。そのため、これまでも愛護意識の高揚を図りながら、後世に引

き継ぐための保存活動に取り組んできました。 

また、登米祝祭劇場をはじめとする関連施設において、芸術や文化に触れ合う機会を提供する

ため、多様なイベントを催してきました。 

これまで継承されてきた多くの文化財や文化は、これからも後世に伝えるため引き続き保護・

保存を行うとともに、広く周知を図りながら市民との協働により継承していくことが必要です。 

また、多くの市民が豊かな感性を持って生活するためにも、芸術や文化に触れ合う機会の提供

や、環境の整備が求められています。 

政策の分野３ 文化・交流 

資料：登米市教育委員会 生涯学習課調べ（各年度） 
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施策８ 文化・芸術活動の推進 

 

①豊かな感性を育むため、各文化施設において優れた芸術や文化に触れ合う機会を提供しま

す。 

②市民が豊かな感性をもって生活するため、地域に根ざした芸術・文化活動を支援するとと

もに、新たな芸術・文化の創造を図ります。 

③芸術・文化の活性化を図るため、芸術・文化活動団体の活動支援及び指導者の育成を支援

します。 

④多くの市民が参加できる文化・芸術活動を支援するため、各文化施設において、市民の生

涯学習活動の推進を図ります。 

施策９ 文化財等の保護・継承 

 

①文化財の保護を適切に行うため、文化財保護委員等の協力の下、本市に伝わる貴重な歴史

資料等の調査を行うとともに、文化財の保護や保存、文化財愛護思想の普及啓発を図りま

す。 

②歴史資料等を良好な状態で保存し、公開に努めるとともに、後世に伝えていくため、地域

の歴史文化に対する理解の向上を図ります。 

③先人の功績を次世代に伝え残していくため、身近に学習できる機会の拡充を図り、郷土へ

の誇りと愛着心の高揚を図ります。 

④豊かな文化遺産を後世に残すため、地域に引き継がれた伝統芸能の保存伝承に努めるとと

もに、担い手となる後継者の育成を支援します。 

 

 

 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

芸術や文化に親しむ機会の

提供 

各文化施設への入場者

数（祝祭劇場・歴史博

物館・石ノ森章太郎記

念館・高倉勝子美術館） 

人 180,564 185,000 190,000 

伝統芸能等の保存伝承及び

担い手育成 

市指定無形民俗文化財

団体会員数 ※指定

38 団体(平均会員数

28.5人) 

人 1,084 1,100 1,120 

【関連条例・計画】 

○登米市教育振興基本計画 

施策の主な成果指標と目標値 

「米川の水かぶり」 国指定 重要無形民俗文化財 
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個別政策６ 国際交流・地域間交流の推進 

【今後の方向性】 

諸外国や在住外国人との交流による国際的感覚が豊かな人材の育成を推進し、市内に在住する外

国人や観光等で本市を訪れる外国人にやさしい環境づくりに取り組みます。  

歴史的な背景によるつながりや特定の分野、地域資源などにおいて共通の目的に向かって活動し

ている地域との連携を強め、地域経済の活性化や協力体制の確立を図り、相互に有益な交流を推進

します。 

また、姉妹都市をはじめとする国内外の他地域や郷土出身者との交流活動を通じて、互いの魅力

を伝える機会の充実に努め、地域の特性を活かした交流の促進に取り組みます。 

【現況と課題】 

近年、経済・文化をはじめ様々な分野において国際化が進んでおり、これまで国際交流協会等の

交流団体との連携を図るとともに、在住外国人との交流、国際理解を深めるための講座等の国際交

流事業を推進してきました。 

今後もさらなる国際性豊かな人材の育成とともに、市内に在住する外国人が暮らしやすい環境づ

くりが重要となっています。 

また、市民が主体的に取り組む国内外の他地域や郷土出身者との交流活動が広がっており、互い

の友好を深め、地域の活性化や人材育成につなげていくことが必要となっています。 

資料：登米市国際交流協会調べ（各年度） 
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施策 10 国際交流・地域間交流の推進 

 

①青少年の国際感覚を醸成するため、海外派遣・受入事業を推進します。 

②市内に居住する外国人や市を訪れる外国人の生活や活動を円滑にするため、外国人にやさ

しい環境づくりを推進します。 

③国際社会に通用する人材を育成するため、文化や生活様式の違いを理解し、共に尊重でき

る社会の形成に努めます。 

④新たな交流の機会づくりを図るため、市民主体の積極的な交流活動の育成・支援を行いま

す。 

⑤経済や文化など様々な分野の交流を促進するため、郷土出身者とのネットワークの構築を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

国際化推進事業参加者数 

国際理解を深めるため

の講座や国際まつり等

の異文化交流イベント

への参加者数 

人 1,742 2,000 2,300 

地域間交流事業参加者数 

国内姉妹都市との交流

事業参加者（派遣・受

入）数 

人 45 70 100 

【関連条例・計画】 

○登米市教育振興基本計画 

○登米市国内外交流推進計画 

施策の主な成果指標と目標値 

青少年海外派遣事業に向けたＡＬＴによる事前研修 
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個別政策７ 健康づくりの推進 

【今後の方向性】 

生活習慣や社会環境の改善を通じて、平均寿命だけではなく健康寿命の延伸を目指すとともに、

市民一人ひとりが生きがいを持ちライフステージに応じて健やかで心豊かに生活できるように、

母と子の健康づくりをはじめ、各種健康診断、生活習慣病予防対策、感染症予防対策を中心とし

た地域に根ざした健康づくりに取り組みます。 

また、可能な限り住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けられることを目指し、予

防から医療・介護・福祉を一体的に提供する地域包括ケア体制の推進を図ります。 

【現況と課題】 

本市の健康寿命は、宮城県内 35市町村中、男性が 76.56年で 34位、女性が 82.34年で 33位と

下位に位置しています。同様に平均寿命も下位であり、全国を 100として指標化した市町村別標

準化死亡比で比較すると、脳血管疾患で死亡する人が約 160と著しく高い値であることが挙げら

れます。 

また、将来、生活習慣病や成人病などに直結する可能性が高い肥満の子どもの割合が、全国と

比較した場合２倍以上であるといった健康課題があります。 

市民の健康づくりへの関心は高く、健診受診率や予防接種の接種率の向上が見られるものの、

特定保健指導の実施率が低いことや要治療者の未受診など、健康診断が生活習慣病の改善に結び

ついていない現状にあります。 

このような現状や今後、さらに進展する超高齢社会を見据え、幼児期からの生活習慣病予防対

策を進めるとともに、若年層の健康意識の高揚を図り、生涯にわたり自主的に健康づくりに取り

組める環境を整えるなど、超高齢社会の中にあっても健康を維持し、お互いに支えあえる環境づ

くりが求められています。 

基本政策２ 安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に「いきる」まちづくり 

政策の分野４ 健康・医療 

資料：H17年、H22年平均寿命＝厚生労働省市区町村生命表（各年） 

各年健康寿命及び H24年の平均寿命＝宮城県保健福祉部 
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施策 11 健康づくりの推進 

 

①健康づくりを進めるために、市民一人ひとりがライフステージに応じた目標を定めるとと

もに、０次予防の取組を推進します。 

②高齢者が生涯現役でその能力を活かし社会参加できるように、各種健診や保健指導を実施

し、生活習慣病予防や介護予防に取り組みます。 

③母と子の健康づくりを進めるため、妊産婦・乳幼児の健康診査や母の心の健康づくり等を

充実するとともに、子育て支援センターと連携し、育児支援の充実を図ります。 

④感染症等の発生予防と重症化を防止するため、正しい知識や情報の普及・提供を図るとと

もに、予防接種を推進し、接種率の向上を図ります。 

⑤市民に重大な被害を及ぼす新型インフルエンザ等の流行に備えるため、感染症の拡大防止

体制の充実強化に努めます。 

⑥心の健康づくりを推進するため、ストレスや引きこもり等の悩みを抱えている当事者等に

対する相談体制の充実を図るとともに、互いに支えあえる地域づくりを目指します。 

施策 12 地域包括ケア体制の充実・強化 

 

①市民が可能な限り、住み慣れた地域で生活を送れるように、医療・介護・福祉の関係機関

が相互に連携できる環境を構築するとともに、必要とする情報の集約化を進め、地域包括

ケア体制の充実を図ります。 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

健康寿命 

健康上の問題がない状

態で日常生活を送れる

期間で、要介護２以上

の認定者を除いたもの 

年 

男性 76.6 

（22年度） 
78.2 79.1 

女性 82.3 

（22年度） 
83.9 84.7 

【関連条例・計画】 

○元気とめ２１計画  

○登米市食育推進計画  

施策の主な成果指標と目標値 

健康づくりのため、各地域で実施されている健康教室 
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個別政策８ 地域医療・救急体制の充実 

【今後の方向性】 

市民がどこに住んでいても必要な医療・保健サービスが受けられるように、地域医療体制、救

急医療体制の充実・強化に取り組みます。特に、地域の中核的な病院である登米市民病院は、急

性期・回復期医療等を担う地域密着型病院を目指し、米谷病院及び豊里病院は、登米市民病院と

連携しながら、療養病床・在宅医療などの機能を活かした医療を提供する体制づくりに取り組み

ます。 

また、県や隣接市町､関係医療機関との連携強化を図り､広域的な救急搬送の円滑化に取り組む

とともに、市民の救急救命に関する意識の向上や啓発に努めます。 

【現況と課題】 

本市では、登米市民病院を中心に市内の各病院・診療所との連携・機能分担を図り、市民が健

康的な生活を送ることができるように、安心で良質な医療の提供に努めてきました。 

また、救急体制として、登米市民病院救急外来棟を増築し、救急患者の受入環境等の充実を図

ったほか、消防署及び全出張所へ高規格救急自動車の配備や救急救命士の養成を行い、救急要請

時の迅速かつ効率的な現場対応が可能となっています。 

少子高齢化や医療の高度化・専門化、保健・医療・福祉に対する市民のニーズが多様化する中

で、市民一人ひとりが地域で安心して生活できるようにするため、より質の高い医療機能及び救

急体制の整備・充実が求められています。 

地域の中核的な病院となっている 

登米市民病院 

資料：消防年報とめ（各年） 
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施策 13 地域医療の充実 

 

①地域医療を担う登米市医師会及び開業医師と積極的に連携しながら切れ目のない医療を

提供するため、市立病院への開放型病床の設置等により、病診連携を機軸として地域に貢

献する体制の整備を図ります。 

②不足している療養病床を整備するため、米谷病院を一般病床と療養病床を備えた病院とし

て改築し、医療提供体制の充実を図ります。 

③今後ますます需要の伸びが見込まれる在宅医療については、診療報酬改定の動向や地域包

括ケア体制との整合性を図りながら、24 時間対応による効率的な運営体制の整備を図り

ます。 

④市立の病院・診療所に電子カルテシステム等を導入し、施設間をネットワーク化して患者

情報等を一元化するとともに、宮城県医療福祉情報ネットワークと連携しながら医療サー

ビス及び医療の質の向上を図ります。 

⑤若い医師の確保・育成のため、東北大学病院が進める新たな医師育成システムと連携する

とともに、登米市民病院が教育関連病院の認定を取得するなど、受入体制の充実を図りま

す。 

施策 14 救急体制の充実 

 

①適切な搬送体制の構築のため、宮城県救急搬送実施基準に基づき、医療機関との連携を強

化し、傷病者の状況に応じた適切な搬送を目指します。 

②迅速かつ効果的な現場対応を行うため、継続して救急救命士の養成及び教育訓練を実施し

ます。 

③救急救命に関する意識の向上や救命率の向上を図るため、普通救命講習等の応急手当普及

啓発を推進し、特に救命入門コースによる小学生中高学年への普及啓発を強力に推進しま

す。 

④石巻赤十字病院や大崎市民病院などの高次医療機関との連携を強化し、役割分担を明確に

しながら救急医療提供体制の充実を図ります。 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

救急搬送受入率 

全救急搬送人員のう

ち、市立病院・診療所

において受入れた人員

の割合 

％ 59.2 64.2 71.6 

普通救命講習等受講者数 

心肺蘇生法等、応急手

当の普及啓発のための

講習受講者数 

人 6,246 6,800 7,500 

【関連条例・計画】 

○登米市立病院改革プラン 

○登米市消防計画 
施策の主な成果指標と目標値 

資料：登米市消防本部 警防課調べ（各年度） 
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個別政策９ 社会福祉の充実 

 

 

【今後の方向性】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、保健・医療・福祉が連携し、健康

増進活動や生きがいづくり、医療や福祉サービスの充実を図るとともに、地域全体で高齢者を支

える体制づくりに取り組みます。 

障がい者が地域社会の中で暮らしていけるように、一人ひとりのニーズに応じた福祉サービス

や生活の場の充実を図るとともに、働く機会の拡充や地域コミュニティへの参加の促進など、地

域全体で障がい者を支えるための体制づくりに取り組みます。 

ひとり親家庭等で問題を抱えている市民が安定した生活を送れるように、経済・精神面の支援

体制づくりに取り組みます。 

【現況と課題】 

本市の高齢化率は、平成 22年に 28％を超え、今後、さらに上昇することが見込まれています。 

また、核家族化や少子高齢化に伴う高齢者世帯の増加、ひとり親家庭等の増加など、多様な世

帯によって構成される地域社会は、相互機能の低下や一体感の希薄化が懸念されています。 

このため、だれもが安心して生活を送ることができる地域社会の実現に向け、福祉活動への協

力や参加の推進など、地域全体で共に支え合う体制づくりが必要とされています。 

また、障がい者が可能な限り住み慣れた地域において日常生活や社会生活を営み、それぞれが

能力を発揮し、共生する社会が求められています。 

政策の分野５ 福祉・生活 

資料：登米市市民生活部 健康推進課調べ（各年度） 

高齢者の健康増進などを目的として開催されている 

宮城県シニアスポーツ大会 
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施策 15 地域福祉の推進 

 

①住み慣れた地域での安心した生活を実現するため、支援を必要とする当事者や地域住民・

行政・福祉団体等が共に支え合う仕組みづくりを進めます。 

②市民一人ひとりが互いに人格と個性を尊重し、思いやりを持った生活を送ることができる

地域づくりを進めます。 

③地域での共助による福祉活動の活性化のため、地域福祉コミュニティの形成を図ります。 

施策 16 高齢者福祉の充実 

 

①高齢者の孤立防止を図るため、生きがいづくりや社会参加を推進します。 

②高齢者や家族介護者が安心して生活や介護を行える環境を整備するため、住宅改修や地域

交通の充実、ユニバーサルデザイン化のまちづくりを推進します。 

施策 17 障がい者（児）福祉の充実 

 

①障がい者が安心して生活できる環境の整備を推進するため、地域での支援体制の充実を図

ります。 

②障がい者が自立した社会生活や社会参加を行えるよう、適切な介護支援や就労支援等の福

祉サービスの充実を図ります。 

③幼児期から切れ目のない支援を行うため、地域・教育・保健・医療・福祉の各分野が一体

となり、障がい者や家族への相談体制の充実を図ります。 

施策 18 介護保険事業の推進 

 

①要援護者やその家族のニーズに即した介護サービスが利用できるよう、介護サービスの体

制整備を推進します。 

②介護保険制度に対する市民の理解を深めるため、普及啓発活動を推進します。 

③2025年問題を見据え、要介護者の増加を抑えるため、介護予防の充実を図ります。 

施策 19 権利擁護の推進 

 

①高齢者や障がい者等の人権や権利保護のため、成年後見制度の活用や地域福祉権利擁護事

業を推進します。 

②高齢者や障がい者の虐待防止のため、当事者や養護者などに対する支援や指導の強化を図

ります。 

③ドメスティック・バイオレンス相談の適切な活用を促すため、ドメスティック・バイオレ

ンスの影響についての啓発・相談・関係機関の連携強化を図ります。 

施策 20 母子・父子家庭福祉の充実 

 

①経済支援が必要な家庭の負担軽減を図るため、児童扶養手当の支給や医療費助成を行うと

ともに、公営住宅への優先入居等の支援を行います。 

②自立と安定した生活を支援するため、高等職業訓練や自立支援教育訓練を活用した資格取

得を促進します。 

③精神的負担の軽減のため、民生委員・児童委員や社会福祉協議会、家庭児童相談員等によ

る相談体制や支援の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 
目標 

32年度 37年度 

介護予防普及啓発事業参
加者数 

介護予防事業への参加者数 人 1,416 1,550 1,780 

在宅生活者を対象とした
障がい者福祉サービス支
給件数 

自宅やグループホームに居
住する障がい者の生活を支
援するためのヘルパーや通
所サービスの支給件数 

件 973 1,030 1,100 

【関連条例・計画】 

○登米市地域福祉計画 

○登米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

○登米市障害者計画・障害福祉計画 

○登米市子ども・子育て支援事業計画 
施策の主な成果指標と目標値 
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個別政策 10 生活支援の充実 

【今後の方向性】 

生活に困窮する市民、家庭における問題を抱えている市民が、経済的に自立し、健康で安定し

た生活を送れるよう、実情に即した生活支援を行うとともに、経済・精神面の支援体制づくりに

取り組みます。 

市民の深刻な消費者被害に対応するため、消費生活相談窓口を設置し、問題解決に向けた相談

業務を実施するとともに、弁護士や司法書士と連携を図り、多重債務や振り込め詐欺などの被害

の防止対策に努めます。 

すべての市民が、将来にわたり健康で文化的な生活を営めるよう、医療保険制度の適正な運用

を図りながら、公的年金制度の啓発と相談支援に取り組みます。 

【現況と課題】 

本市における生活保護の動向は減少傾向にありますが、めまぐるしい社会情勢の変化により、

低所得者を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。 

また、低所得者が抱える様々な問題を解消するため、関係機関と連携し、支援及び幅広いケア

体制の充実が必要となっています。 

消費者を取り巻く環境は、経済社会の国際化や高度情報化、社会情勢の変化に伴い、消費者問

題も複雑多様化かつ悪質化しており、市民の深刻な消費者被害に対応する体制の強化が求められ

ています。 

医療保険を取り巻く状況は、急速な高齢化の進行と医療技術の高度化により、運用が厳しい状

況にあります。 

このため、医療費需要の動向等を分析しつつ、被保険者の疾病予防や健康増進等を図りながら

適正に運用していく必要があります。 

資料：登米市市民生活部 国保年金課調べ（各年度） 

生活習慣病予防のために実施する特定健康診査 
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施策 21 低所得者福祉等の充実 

 

①生活困窮者の自立支援のため、年金や各種手当等の社会保障制度の適正な活用を図るとと

もに、相談支援体制の充実を図ります。 

②多様化する生活相談ニーズへ対応するため、ハローワークなど関係機関との連携強化を図

ります。 

施策 22 生活保護支援 

 

①生活保護費の適正な給付を行うため、きめ細かな面接相談等により要保護者の実態把握に

努めます。 

②早期の経済的自立を進めるため、ハローワークや関係機関と連携した就労活動支援の強化

を図ります。 

③実情に即した支援を進めるため、民生委員・児童委員や関係機関との連携による相談・支

援体制の充実を図ります。 

施策 23 消費生活対策等の充実 

 

①市民の深刻な消費者被害に対応するため、弁護士・司法書士との連携や相談員の能力向上

を図るなど、消費生活相談体制の充実に努めます。 

②多重債務や振り込め詐欺などを未然に防ぐため、消費者問題に関する出前講座を開催する

など啓発活動を推進します。 

施策 24 医療保険の適正な運用 

 

①国民健康保険制度の適正かつ健全な運営を推進するため、制度の普及に努めるとともに、

医療費の適正化、特定健康診査等の実施、国保税の収納率向上等に取り組みます。 

②後期高齢者の健康保持と適切な制度運営を推進するため、制度の普及に努めます。 

③心身に障がいのある方や母子・父子家庭、乳幼児家庭等の医療機会の確保と経済的負担の

軽減を図るため、医療費自己負担額を助成します。 

施策 25 公的年金の適正な運用 

 
①確実な受給権を確保するため、国民年金制度の普及に努めるとともに、相談業務の充実を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

生活保護率 

人口 1,000 人当たりの生

活保護受給者の比率（千

分比） 

‰ 7.99 7.97 7.95 

国保特定保健指導実施率 

健診受診により動機付け

支援・積極的支援の対象

とされた者のうち、動機

付け支援・積極的支援の

指導プログラムを実施し

た者の割合 

％ 10.6 15.0 20.0 

 

【関連条例・計画】 

○登米市国民健康保険条例 

○登米市国民健康保険特定健康診査等実施計画 

施策の主な成果指標と目標値 
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個別政策 11 災害に強いまちづくりの推進 

【今後の方向性】 

東日本大震災の経験を踏まえ、防災対策を総合的に見直しましたが、今後も定期的に見直しを

行い、地域の防災力の向上に向けた支援や市民の防災意識の向上を図りながら、災害に強い登米

市の実現に取り組みます。 

また、各地域で組織されている自主防災組織の育成・支援を図り、災害発生時における地域と

の連携・協力体制の強化､高齢者や障がい者などの要支援者への対応など、地域防災力の向上に取

り組みます。 

【現況と課題】 
平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災では、本市においても甚大な被害を受け、尊い命

や大切な財産が失われました。 

近年の自然災害は、特徴として予測困難で短時間のうちに甚大な被害が発生するものが多いこ

ともあり、市民の防災に対する関心は一層高まっています。今後も行政・消防団・自主防災組織

等の関係機関が一体となって、市民とともに災害に強いまちづくりを進めていく必要があります。 

また、市民の防災上の知識や技術の向上を図りつつ、防災に対する意識をさらに高めていくた

め、情報提供の推進や市民自らが積極的に防災情報の収集を行うことの重要性について、啓発を

進める必要があります。 

政策の分野６ 防災・安全 

資料：登米市総務部 防災課調べ（各年度） 
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施策 26 消防・防災対策の充実 

 

①災害の未然防止や被害を最小限にするため、地域防災計画に基づき宮城県など関係機関と

連携した事前対策の充実を図るとともに、洪水や土砂災害ハザードマップを定期的に見直

しながら、防災意識の高揚と地域防災力の向上を図ります。 

②防災情報等を市民に迅速かつ正確に伝達するため、情報伝達手段の整備を進めます。 

③災害に強いまちづくりを進めるため、災害時応援協定の締結や非常用食料、毛布等の備蓄

を進め、災害時に迅速に対応できる体制整備を図ります。 

④災害時における初動体制の確立を図るため、自主防災組織の初動対応訓練の実施やリーダ

ー養成を推進します。 

⑤避難行動要支援者等の災害弱者の安全を確保するため、関係機関や自主防災組織等と連携

し、避難支援体制の充実を図ります。 

⑥消防車両、防火水槽を整備計画に基づき整備を図り、市内に均衡ある防災体制を確立する

とともに、地域の消防防災において重要な役割を担っている消防団員を確保するため、特

に青年層や女性の加入を促進します。 

⑦住宅火災による死傷者を出さないため、婦人防火クラブなど関係団体と連携して住宅用火

災警報器の適正設置を推進します。 

⑧武力攻撃等への災害に対応するため、国民保護計画に基づき、市民に対する危機管理体制

の充実を図ります。 

 

 

 

 

 ※26年度から調査方法を変更したため 

 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

防災指導員配置率 

自主防災組織のリーダ

ーとなる防災指導員の

配置割合 

％ 63.8 100.0 100.0 

住宅用火災警報器適正設置

率 

住宅火災の早期覚知の

ための住宅用火災警報

器の適正設置の割合 

％ 

56.7 

（26年度）

※ 

90.0 100.0 

【関連条例・計画】 

○登米市地域防災計画 

○登米市国民保護計画 

○登米市消防計画 
施策の主な成果指標と目標値 

安全・安心の要、消防防災センター 



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

個別政策 12 安全なまちづくりの推進 

【今後の方向性】 

犯罪や交通事故のない安全安心な地域社会の実現に向けて、地域や関係団体等の自主的な活動

を支援・促進し、地域ぐるみによる防犯・交通安全の推進に取り組みます。 

市民一人ひとりが自主的な防犯活動を推進するとともに、「地域の安全は地域で守る」という市

民意識を啓発し、地域住民の協力を得て、だれもが安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。 

市民一人ひとりが交通ルールを守るとともに、正しい交通マナーを実践し習慣化するなど、交

通死亡事故ゼロのまちづくりに取り組みます。 

【現況と課題】 

本市では、これまで関係団体と連携した防犯・交通安全の啓発活動や施設の整備を進めてきた

結果、犯罪の認知件数は年々減少していますが、交通事故件数については増加傾向にあります。  

さらに、東日本大震災の復興が進む中で、工事関係車両など市内を通行する車両の増加により

この傾向が続くことが憂慮されます。 

今後も家庭・地域・関係機関が一体となって防犯・交通安全体制の強化に努め、安全・安心で

住み良い地域の環境づくりを進める必要があります。 

資料：登米市市民生活部 市民生活課調べ（各年度） 
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施策 27 防犯・交通安全対策の充実 

 

①犯罪を抑止するため、防犯協会など関係機関等と連携した防犯活動を実施するとともに、

広報紙やメール配信サービス等を活用した防犯情報の提供と防犯意識の啓発を図ります。 

②交通事故をなくすため、交通安全協会など関係機関等と連携した街頭活動を行うととも

に、交通安全教室等を実施し、交通安全思想の普及を図ります。 

③防犯・交通上における安全を確保するため、防犯灯やカーブミラー等の安全施設の整備を

進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

刑法犯認知件数 

警察が把握した登米市

内における刑法等の犯

罪件数 

件 559 500 440 

交通事故発生件数 

警察が把握した登米市

内における人身交通事

故件数 

件 331 300 270 

 

【関連条例・計画】 

○登米市防犯指導員条例 

○登米市交通安全指導員条例 

○登米市交通安全計画 

施策の主な成果指標と目標値 

交通事故発生防止に向けて、団体が実施する街頭啓発活動 
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個別政策 13 農業の振興 

【今後の方向性】 

本市農業を持続可能な農業とするため、担い手の育成・確保に努めるとともに、低コスト稲作

技術の普及や需要を踏まえた生産の推進により、水田農業の体質強化と畜産業の競争力強化を図

ります。 

また、広大で優良な水田を最大限に活用するため、野菜栽培における生産性向上に向けた農業

基盤整備や露地野菜等の土地利用型作物の作付を推進し、園芸産地の拡大に向けて取り組みます。 

さらに、地域資源を活用した農畜産物の高付加価値化を推進するため、施設整備や人材育成等

を支援するとともに、本市の持ち味である環境保全型農業や資源循環型農業の推進により産地の

魅力向上と販路の拡大に努めます。 

【現況と課題】 

本市の農業は、恵まれた自然条件と地域条件を活かし、生産量県内第１位、食味ランキング（穀

物検定協会）で 11年連続「特Ａ」を獲得している稲作などの土地利用型農業と、本州最大の産地

でもある肉用牛等の畜産を柱に、きゅうり、キャベツ、トマト等の野菜、果樹、花きなどを取り

入れた様々な農業経営が行われています。 

また、稲作の農薬、化学肥料の使用量を減らした環境保全型農業と耕畜連携の資源循環型農業

に取り組んできました。 

しかし、米の消費減少に伴う米価の下落、燃料や資材価格の上昇、高齢化や後継者不足による

農業従事者の減少、安い輸入農産物との競争など、農業を取り巻く環境は年々厳しくなっていま

す。 

さらに、国においては、農業者の高齢化、耕作放棄地の拡大などの課題を踏まえ、農地中間管

理機構が創設されるなど、農業政策は大きな転換期を迎えています。 

また、主食用米は、消費量がますます減少することが見込まれることから、需要に応じた総合

的な土地利用型農業を推進するとともに、担い手の育成確保や農地の利用集積、６次産業化の推

進、園芸・畜産の振興を図り、持続可能な本市農業の確立が重要となっています。 

基本政策３ 地域資源を活かし魅力ある元気な産業を「つくる」まちづくり 

政策の分野７ 農林業 

資料：登米市産業経済部 農林政策課調べ（各年） 登米耕土の実りの秋 
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施策 28 農業生産の振興 

 

①高品質で消費者から信頼される農畜産物を生産するため、環境保全型農業及び耕畜連携に

よる資源循環型農業を推進します。 

②農地を最大限に活用した営農を推進するため、農地の集積による麦・大豆・露地野菜等の

土地利用型作物の作付を推進するとともに、低コスト稲作技術の普及や需要を踏まえた農

畜産物生産の振興を図ります。 

③競争力のある園芸産地づくりを推進するため、栽培施設の整備や省力化機械の導入を支援

するとともに、団地化の推進を図ります。 

④品質の高い畜産物を安定供給する産地づくりを推進するため、酪農、肉用牛、養豚など畜

産生産基盤の強化を図ります。 

施策 29 担い手対策の推進 

 

①持続可能な農業経営体の確保を目指し、担い手の育成と生産組織の法人化を推進します。 

②意欲ある農業経営者への農地利用集積のため、農地の流動化の促進や耕作放棄地の解消を

図るとともに、農業基盤の整備を推進します。 

③農業の有する洪水防止機能や自然環境の保全、水源のかん養など多面的機能を維持・発揮

するため、地域の共同活動への支援を推進します。 

施策 30 産地の魅力向上と農畜産物の消費の拡大 

 

①産地の魅力の向上を図るため、環境保全型農業・耕畜連携による資源循環型農業等により、

農畜産物の付加価値を高める取組を推進します。 

②産地の認知度向上と海外も含めた消費地における市内産食材の利用機会の拡大を図るた

め、産地の魅力を積極的に発信します。 

③地産地消の取組を推進するため、農産物直売所の販売力向上や学校給食等への市内産食材

の利用を推進します。 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

農業産出額 

登米市における農業生産

活動による農業生産物の

総産出額 

百万円 
34,772 

（25年） 

35,340 

（32年） 

36,500 

（37年） 

担い手への農地集積率 

地域の農用地利用に占め

る担い手の経営面積の割

合 

％ 
79.2 

（23年度） 
81.0 90.0 

農産物直売所販売額 

登米市内の「産直施設」

及び「道の駅」の販売総

額 

百万円 923 950 978 

住民税課税所得者数 住民税課税所得者数 人 31,673 32,591 33,356 

１人当り平均所得額 
住民税課税所得の１人当

り平均所得額 
千円 2,441 2,551 2,630 

【関連条例・計画】 

○登米市農業振興ビジョン 

○登米農業振興地域整備計画 

○登米市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 

○登米市酪農・肉用牛生産近代化計画 

施策の主な成果指標と目標値 
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個別政策 14 林業の振興 

【今後の方向性】 

森林の適正な整備と地域林業の活性化を推進するため、林業従事者の減少や高齢化の対策とし

て、森林・林業を支える担い手の育成・強化を図るとともに、森林施業の集約化及び高性能林業

機械の導入、林道・作業道の整備による低コスト林業を進めます。 

また、木材需要の拡大を図るため、住宅や公共施設に積極的に木材を活用するとともに、木材

加工流通施設の整備を推進します。 

さらに、市有林において、「オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）」等により、森林から生ま

れた新しい価値を活用し、社会全体で森林づくりを支える仕組みづくりを進め、将来に向けた持

続的な森林整備を推進します。 

人と森林を育て、木を使い、森林を活用することで、森林資源が循環する新しい森林・林業・

木材産業づくりを目指します。 

【現況と課題】 

木材価格の低迷により、林業の素材生産額は伸び悩んでおり、森林・林業を取り巻く情勢は、

引き続き厳しい状況にあります。 

さらに、林業従事者の減少や高齢化による担い手不足が進み、適正な森林管理が行われていな

い森林も見受けられ、森林機能の低下、森林の荒廃が懸念されます。 

このため、市内の約４割の面積を占める森林の健全な育成を推進するとともに木材の活用を図

っていく必要があります。 

また、木材・木製品出荷額は減少傾向にあり、木材関連業界も厳しい状況にあります。今後も

木材の需要拡大を推進し、地域林業の活性化を図っていく必要があります。 

資料：（素材生産額）宮城県市町村民経済計算（各年度）、（木材・

木製品出荷額）工業統計（各年）、経済センサス－活動調

査（24年 2月 1日現在） 適正に整備されたスギの人工林 
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指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

素材生産額 
登米市の丸太材の素材生

産額 
億円 

1.3 

（23年度） 
2.0 3.0 

木材・木製品出荷額 
登米市の製造品出荷額（従

業者４人以上） 
億円 

23.7 

（24年度） 
30.0 35.0 

 

施策 31 森林整備の推進と木材生産加工流通体制の整備 

 

①適正な森林整備を推進するため、低コスト林業を推進するとともに、担い手の育成を図り

ます。 

②持続的な森林整備を推進するため、オフセット・クレジット等の森林の新しい価値を積極

的に活用します。 

③成熟期を迎える森林資源を活用するため、木材の生産から加工流通体制の整備を推進しま

す。 

施策 32 木材利活用の推進と特用林産物の生産振興 

 

①木材の需要拡大を図るため、一般住宅や公共施設等への地域産木材の積極的な活用を推進

します。 

②市内の林業者・木材業者・建築業者が一体となり、地域産木材を活用した地産地消のもの

づくりを推進します。 

③山菜、きのこ類等の特用林産物の生産振興を図るため、栽培施設の整備など生産性の向上

を推進するとともに、販路の拡大に努めます。 

【関連条例・計画】 

○登米市森林整備計画 

○登米市森林経営計画 

施策の主な成果指標と目標値 
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個別政策 15 地域資源を活かした起業・創業支援 

【今後の方向性】 

地域に根ざした産業の振興、雇用を創出するため、地域資源を活かした“登米ならでは”の起業・

創業の活動や市内企業の新しい取組を支援します。 

また、東北を代表する食料供給地帯として、農業を基軸とした６次産業化などの農業関連産業の

育成を推進します。 

【現況と課題】 

人口減少社会において持続的に地域内発型の発展を図っていくためには、雇用の確保が大きな課

題です。企業誘致に過度に依存することなく、本市固有の地域資源を活かした起業・創業活動や新

しいビジネスを支援し、地域に根ざした産業を育成していく必要があります。 

また、国においても日本再興戦略や産業競争力強化法などにより、こうした取組を推進する方向

性を打ち出しています。 

政策の分野８ 起業・創業 

資料：登米市産業経済部 ブランド推進室調べ（各年度） 

農家レストランを核とした認定事業者の施設 
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指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 
目標 

32年度 37年度 

市の支援による起業・創

業者数 

登米市の支援を活用し、

起業した事業者数（累計） 
事業者 － 14 24 

市内企業等の地域資源を

活かした新ビジネスへの

支援 

ビジネスチャンス支援事

業による支援件数（累計） 
件 188 328 428 

６次産業化認定事業者数 
６次産業化法に基づく認

定事業者数（累計） 
事業者 13 18 23 

 

 

施策 33 起業・創業、市内企業の新規事業への支援 

 

①地域に根ざした産業の育成を図るため、農・商・工の分野横断的な起業・創業活動を支援

します。 

②多様なビジネスの創出を図るため、市内企業等による地域資源を活かした新しい取組を支

援します。 

施策 34 ６次産業化による農業関連産業の育成 

 
①農業関連産業の育成を図るため、農林業者が生産・加工・販売に取り組む６次産業化を推

進します。 

【関連条例・計画】 

○登米市農業振興ビジョン 

施策の主な成果指標と目標値 
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個別政策 16 商業の振興 

【今後の方向性】 

商店街のにぎわいを取り戻すよう、商工会や商店街組織が実施する各種事業を支援し、地域ぐ

るみの取組による集客力の向上と組織の強化を図ります。 

また、商店街の空き店舗等を活用する新規事業者などを支援し、商店街の空洞化を解消して市

内商業者の振興と商店街の活性化を図ります。 

さらには、地元購買力を高めるため、個々の店舗や地域商店街ならではのサービスの提供、魅

力ある店舗づくりを推奨します。 

【現況と課題】 

車社会の進展による郊外・沿道型の店舗の進出や大型商業店舗・コンビニエンスストアへの消

費者の購買行動の変化、商業者の兼業化や後継者不足などにより、個々の店舗や地域商店街を取

り巻く環境は厳しい状況となっています。 

このため、空き店舗の増加による商店街の空洞化や消費者の地元購買力の流出などの問題を抱

えており、その対策が必要となっています。 

政策の分野９ 商工業・観光 

資料：商工会法に基づく商工会決算書（各年度） 

イベントでにぎわう商店街 
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指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

商工業者数 
商工会法に基づく決算資

料（商工会）の商工業者数 
人 3,768 3,800 3,850 

中小企業振興資金融資実

行額 

中小企業振興資金融資申

請に基づく、設備資金に係

る融資実行額 

千円 189,750 200,000 210,000 

 

施策 35 商業の振興 

 

①商店街のにぎわいを取り戻し、多様化する消費者ニーズに対応したサービスを構築するた

め、商工会や商店街組織と連携し、商業の振興を支援する体制を強化します。 

②商店街のシャッター通りを解消し、商工業の振興と商店街の活性化を図るため、空き店舗

等を活用した新規事業者を支援するとともに、事業者が行う新規マーケット開拓や商品開

発などを支援します。 

③中小企業者の経営安定と円滑な資金調達を図るため、低金利など有利な条件での融資あっ

せんを行います。 

【関連条例・計画】 

○登米市商工観光振興計画 

施策の主な成果指標と目標値 
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個別政策 17 観光の振興 

 

 

【今後の方向性】 

東日本大震災後に減少した観光客の回復を図るため、登米市観光物産協会と連携し、新たな地

域資源の掘り起こしや磨き上げを行い、登米市ならではの観光周遊プランを作成します。 

また、近隣市町の観光資源などそれぞれの強みを活かし、連携した観光圏域の形成を図るなど、

観光客が市内に滞在する時間を延長できる仕組みづくりに取り組みます。 

さらに、交流人口等の増加を図るため、地域資源を活かしたまちの魅力向上に取り組みます。 

【現況と課題】 

本市への観光客数は、東日本大震災の発生後に激減しましたが、その後、施設の復旧や観光キ

ャンペーンの開催などの取組もあって、徐々に回復しています。しかし、いまだ風評被害の影響

もあり、震災前のピーク時の水準には戻っていない状況です。 

本市では通過型の観光客が多く、市内で複数日滞在するような誘客は難しい状況であるため、

登米市内だけの観光にとどまらない周辺観光地と連携した取組が必要となっています。 

資料：宮城県観光客入込数調査（各年） 

みやぎの明治村 武家屋敷通り 
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指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

観光客数 

宮城県観光客入込数調査

による年間（1月～12月）

の登米市観光客入込数 

千人 2,576 2,800 3,000 

宿泊観光客数 

宮城県観光客入込数調査

による年間（1月～12月）

の登米市宿泊観光客数 

千人 26 61 70 

 

 

施策 36 観光の振興 

 

①地元発信による着地型観光や滞在型観光を推進するため、体験、食、土産品などの観光資

源の掘り起こしや磨き上げを行うとともに、グリーンツーリズムによる農家民宿の拡充、

近隣市町との連携による観光圏域の形成を図ります。 

②観光客の受入体制を強化するため、市民のおもてなし意識の向上や観光案内機能の充実を

図るとともに、観光施設の整備を進めます。 

③登米市へ多くの観光客を誘致するため、多様なニーズに対応した観光パンフレットの作成

やホームページを活用した観光情報の発信に取り組みます。 

④交流人口等の増加を図るため、観光、産業、文化、自然などを総合的かつ効果的に情報発

信することにより、本市の地域資源を活かしたまちの魅力向上に取り組みます。 

【関連条例・計画】 

○登米市商工観光振興計画 

施策の主な成果指標と目標値 
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個別政策 18 工業の振興及び雇用創出 

【今後の方向性】 

産業の活性化と地域経済の発展のため、既存企業の新たな商品の開発や販路拡大に向けた取組

への支援、異業種交流・人材確保などについて産学官の連携を図るとともに、登米総合産業高校

の生徒の地元企業での就労体験や、市内企業からの情報の発信による若者の地元企業への定着化

と人材の確保による工業生産の拡大へ取り組みます。 

また、市内における雇用の場を確保するため、工業団地の整備と企業誘致の推進により、雇用

機会の創出を図ります。 

【現況と課題】 

工業生産基盤の海外移転などによる企業の事業縮小などが懸念されており、安定した就業の場

を確保するため、地元企業の生産活動の継続と人材育成などについて支援を強化していく必要が

あります。 

また、本市においては地元での就業を希望する方に対する雇用環境は厳しい状況となっている

ことから、今後も三陸縦貫自動車道やみやぎ県北高速幹線道路の整備効果を活かした新たな企業

の誘致や既存企業への支援により、雇用機会の拡大を目指した取組が必要となっています。 

資料：工業統計調査（各年）、経済センサス－活動調査（24年 

２月１日現在） 

※H23は、東日本大震災のため、調査は実施されていません 

誘致企業（製造業）の生産風景 
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施策 37 工業の振興 

 

①工業の活性化を図るため、市内企業の人材確保・育成や販路拡大などの取組を支援します。 

②企業の育成を図るため、異業種交流の開催や地元企業のＰＲ、事業拡大への取組を支援す

るとともに、登米総合産業高校との連携を図ります。 

施策 38 雇用対策・企業誘致の推進 

 

①雇用の場を創出するため、工業団地を造成し、自動車・食品関連産業などの企業誘致を推

進します。 

②企業が立地しやすい条件を整えるため、企業立地促進奨励金などの優遇施策を実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

製造品出荷額 

工業統計、経済センサス－

活動調査による登米市の

製造品出荷額（従業者４人

以上の事業所） 

億円 
1,150 

（24年度） 
1,231 1,293 

従業者数 

工業統計、経済センサス－

活動調査による登米市の

製造業従業者数（従業者４

人以上の事業所） 

人 
5,657 

（24年度） 
5,832 5,957 

誘致企業数 
合併以降に市が誘致した

企業数（累計） 
社 11 16 21 

 

 

【関連条例・計画】 

○登米市企業立地促進条例 

○登米市商工観光振興計画 

施策の主な成果指標と目標値 
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個別政策 19 自然環境の保護・多面的利用の推進 

【今後の方向性】 

美しい河川や湖沼、森林などの自然環境を保護し、次世代へ継承するため、河川・湖沼周辺の清

掃活動や水の富栄養化の原因となるハスの適正管理、下水道及び合併処理浄化槽への接続の推進に

よる水環境の保全や再生活動に取り組みます。 

また、適正な間伐や植林などによる森林整備、外来種駆除による希少な在来種の保護など、市民

の生物多様性に対する意識の向上に向けた活動に取り組みます。 

さらに、市民や本市を訪れる人々が北上川や迫川、伊豆沼・内沼や長沼などの豊かな水辺や北上

山地の緑豊かな森林にふれあい、親しめ、学べる場や機会の創出のため、環境教育の実践事業やサ

ンクチュアリセンターなどの施設整備を推進するとともに、森林セラピー基地に認定されている登

米森林公園を活用した森林体験イベントの開催に取り組みます。 

【現況と課題】 

本市は、南北に流れる雄大な北上川や迫川、多くの水鳥が生息するラムサール条約登録湿地の伊

豆沼・内沼や長沼などの豊かな水辺空間を有し、中央部には、その恵みによる肥沃な田園地帯が広

がり、東部には、北上山地の南端に位置し、三陸復興国立公園に指定されている緑豊かな森林があ

る美しい自然環境に恵まれています。 

しかし、近年、地球温暖化などの地球規模の問題が深刻化する中で、本市の自然環境は、河川や

湖沼の水質の悪化、森林の荒廃、外来種増加による希少な在来種の減少などが進んでおり、問題を

行政だけで解決することは困難となっています。 

本市のかけがえのない豊かな自然環境を守り、自然と共生する社会を実現するため、市民一人ひ

とりが意識を持って環境の保全を実践し、自然が有する様々な機能を活かして日々の市民生活や活

動に有効利用していくとともに、地域における環境美化活動、里山保全、外来種駆除に取り組み、

次世代へ継承して行くことが重要となります。 

また、市内の豊かな自然に親しみ、学べる場として、環境教育の実践事業や森林体験事業を充実

するとともに、サンクチュアリセンターの施設・設備の充実を図り、環境教育の拠点として利用者

の増加やエコ・ツーリズム等の普及を図っていく必要があります。 

基本政策４ 自然と生活環境が調和し人が快適に「くらす」まちづくり 

政策の分野 10 環境・循環型社会 

資料：登米市市民生活部 環境課調べ（各年度） 
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指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

市内湖沼の平均ＣＯＤ濃

度 

市内の湖沼水質環境基準

のＢ類型ＣＯＤ（化学的酸

素要求量）基準値５mg/L以

下 

mg/L 7.8 6.9 6.0 

サンクチュアリセンター

の入場者数 
年間入場者数 人 13,510 18,000 20,000 

施策 39 自然環境の保全 

 

①豊かな自然を守るため、河川や湖沼、森林の自然環境の保護活動を推進します。 

②沼や川の水質改善のため、環境美化活動や水の富栄養化の原因となるハスの適正管理を行

うとともに、下水道及び合併浄化槽への接続を推進し、水環境の保全や再生に取り組みま

す。 

③希少動植物などの保護のため、生息環境の保全や適正な管理に取り組みます。 

④将来にわたって森林の有する公益的機能を保全するため、間伐の実施等森林の適正な整備

を推進します。 

施策 40 自然環境の活用 

 

①自然に親しめる空間を創るため、サンクチュアリセンター等の施設整備を推進するととも

に、周辺の自然を活用します。 

②自然を学べる場や機会の創出のため、環境教育の実践事業などを開催します。 

③森林の多面的利用を推進するため、森林セラピー基地・登米森林公園を活用した森林浴や

森林体験を通じて、森林の持つ癒し効果を活用し、森林を市民の健康づくりに活用します。 

【関連条例・計画】 

○登米市環境基本計画 

○登米市森林整備計画 

○とめ生きもの多様性プラン 

施策の主な成果指標と目標値 

朝のマガンの飛び立ち（伊豆沼） 
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個別政策 20 循環型社会・再生可能エネルギーの推進 

【今後の方向性】 

ごみの不法投棄による公害の未然防止のため、広報掲載やチラシの配布などで市民へ周知を図

るとともに、一斉清掃や環境パトロールに取り組みます。 

また、悪臭の公害防止のため、県保健所等など関係機関と連携を密にして指導強化に取り組み

ます。 

さらに、ＬＥＤなどの省エネルギー機器導入の推進を徹底するとともに、地球環境に優しい再

生可能エネルギーの太陽光発電、薪やペレット等の木質バイオマスなどの新エネルギー導入を更

に進め、地球温暖化対策等に取り組みます。 

市民や事業者、行政の協働の下、ごみ処理の適正化に対する市民意識の向上を図るとともに、

４Ｒ活動（ごみの発生抑制・排出抑制・再利用・ごみの再生利用）などの推進により、ごみの減

量化と資源リサイクル強化に取り組みます。 

また、今後のごみ処理を円滑にするため、安全性、環境保全性、安定稼働性及び経済性の高い

一般廃棄物処理施設の整備に取り組みます。 

【現況と課題】 

本市における公害は、悪臭やごみの不法投棄が多く見られ、環境パトロールの実施や関係機関

との連携を図り、指導強化と未然防止に努めています。 

東日本大震災及び福島第一原発事故を契機に、太陽光発電や木質バイオマスなど、再生可能エ

ネルギーの果たす役割が大きくなっていますが、地球温暖化対策推進のため、さらなる省エネル

ギーの推進を図るとともに、環境にやさしいエネルギーの導入を検討していく必要があります。 

また、循環型社会形成に対する市民の関心の高まりから、ごみの減量化及び資源リサイクル化

が年々向上する傾向にありましたが、東日本大震災を機にごみの処理量が増加しました。今後、

東日本大震災前の水準に戻し、より一層の適正な処理によるごみの減量と資源のリサイクル化を

進める必要があります。 

一般廃棄物処理施設では、最終処分場が東日本大震災による広域処理の支援により埋立終了時

期が早まったこと等から施設整備事業を開始しています。 

また、ごみ処理施設についても、設備、装置の経年劣化による支障が生じる前に安全で適正な

ごみ処理のため、施設の整備が必要となっています。 

資料：登米市市民生活部 環境課調べ（各年度） 
太陽光発電設備（15kw）を 

設置している市内指定避難場所 
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施策 41 公害の未然防止 

 

①悪臭などの公害防止のため、県と連携して指導強化を図ります。 

②ごみの不法投棄や野焼きの防止を図るため、広報やチラシなどを配布し注意喚起を行いま

す。 

③ごみ公害の防止のため、環境パトロールの強化を行うとともに、地域の一斉清掃などを実

施します。 

施策 42 省エネルギー・新エネルギー導入の推進 

 

①市民・事業者への省エネルギー普及啓発のため、市が所有する施設のＬＥＤ照明の導入や

低燃費車、省エネルギー機器の導入を進めます。 

②太陽光発電や木質バイオマスなどの新エネルギーの普及を図るため、再生可能エネルギー

を公共施設へ導入し、市民や事業者への設備導入を推進します。 

施策 43 ごみ処理の適正化・資源リサイクルの推進 

 

①廃棄物の発生及び排出抑制のため、４Ｒ活動を推進します。 

②資源分別の徹底を図るため、普及啓発を行うとともに、ごみ集積所の設置を支援し、ごみ

収集体制の充実を図ります。 

③ごみの減量化を図るため、生ごみ処理機購入への支援や団体による資源ごみ回収の奨励な

どに取り組みます。 

④安全で適正なごみ処理のため、第２ごみ処理施設と一般廃棄物第２最終処分場を整備しま

す。 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

太陽光発電システムの設

置件数 

太陽光発電システム

（10kw未満）の累計設

置件数（資源エネルギ

ー庁統計データ） 

件 1,321 2,000 2,500 

市民１人１日当りのごみ

排出量 

市内のごみ処理量（t）

を総人口と 365 日で割

ったごみの排出量 

ｇ/人/日 800 700 650 

ごみの再資源化率 

再資源化量（直接資源

化量+中間処理後再生

利用量+集団資源回収

量）をごみの総処理量

で除した率 

％ 25.2 28.0 30.0 

【関連条例・計画】 

○登米市環境基本計画 

○登米市地域新エネルギービジョン 

○登米市一般廃棄物処理計画 

施策の主な成果指標と目標値 
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個別政策 21 計画的な土地利用・生活環境の充実 

【今後の方向性】 

中心市街地へ医療・福祉・商業等の都市機能の集積とまちなか居住を促進し、集約された市街

地形成に取り組みます。 

三陸縦貫自動車道、みやぎ県北高速幹線道路等の高規格道路の整備効果を活かした市街地整備

や土地利用の見直しについて、計画的に取り組みます。 

また、本市の基幹産業である農業を次世代へ継承していくため、都市的土地利用との整合性を

図った上で、優良農地の確保を図ります。 

さらに、地域の歴史や文化に配慮した良好な街並みや景観の形成を図るとともに、景観を活か

した快適な生活空間の形成に取り組みます。 

公営住宅等については、安全で快適な住まいとして確保するため、改修や建替えを計画的に取

り組みます。また、市外からの移住希望者や市内転居を希望している市民の移住支援、定住環境

の整備、市内の空き家を有効活用した定住促進に取り組みます。 

公園・緑地は適正な維持管理を行いながら、利用者の利便性を高めるため施設の機能充実を計

画的に取り組みます。 

市民の日常生活や市内の交流・連携を支える公共交通ネットワークの形成を図るとともに、周

辺都市への広域移動の円滑化に取り組みます。 

【現況と課題】 

近年、本市では人口減少や少子高齢化の進行、さらには、幹線沿道地域への商業施設の出店、

移転等により、中心市街地の空洞化が進行している状況にあります。     

このため、中心市街地においては生活に必要となる都市機能の集積やまちなかへの居住を進め

るなど、持続可能な街づくりに向けた土地利用を計画的に誘導していく必要があります。 

また、農地については、計画的なほ場整備事業の推進により優良農地の確保に努めてきました

が、今後も都市計画マスタープランなどとの整合性が図られた計画的な土地利用が必要となって

います。 

本市は平成 20年に景観行政団体となり、景観計画を策定するとともに、景観法に基づく街並み

景観づくりを誘導しています。景観づくりに関する市民意識を醸成するとともに、地域と連携し

た調和のある街なみ整備、快適な生活空間の形成に取り組んでいく必要があります。 

公営住宅等は老朽化が進んでおり、建替えすべき住宅や計画的な修繕・改善により長寿命化を

図るなど、一層の効率的かつ効果的な管理の必要があります。 

さらに、市外からの移住希望者や転居を希望している市民に対する住宅確保支援として、希望

者へ市内の空き家情報を円滑に提供する必要があります。 

本市には都市公園、農村公園など多様な公園が数多く整備されていますが、老朽化している施

設が多く、今後の維持管理のあり方を検討する必要があり、高齢化社会に対応した施設の改修が

必要となっています。 

本市の公共交通については、平成 17年から市内全域の路線バスを市民バスに切り替え、運行を

行っています。また、一部地域の患者輸送バスや市内各小学校のスクールバスの空き時間を活用

した住民バスも運行しており、市民バスが運行していない地域の輸送サービスを行っています。

今後、高齢化の進行などによって、車を利用できない交通弱者の増加が避けられない状況の中、

日常生活を支え、より多くの人に利用していただく公共交通ネットワークの形成が求められてい

ます。 

政策の分野 11 土地利用・社会基盤 
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施策 44 計画的な土地利用の推進 

 

①効率的な土地利用を推進するため、中心市街地の集約化を図り、コンパクトな街づくりを

目指します。 

②有効な土地利用を推進するため、現状の土地利用動向を把握し、三陸縦貫自動車道やみや

ぎ県北高速幹線道路のインターチェンジ周辺の土地利用を図ります。 

③秩序ある良好な街づくりのため、住宅地・商業地・工業地の計画的な土地利用を推進しま

す。 

④優良農地を確保するため、農業振興地域整備計画の適正な運用を図ります。 

施策 45 良好な街並み・景観の形成 

 

①地域特有の景観を守り・活かし・育てるため、景観計画に基づき景観づくりを推進します。 

②観光振興や地域活性化を推進するため、重要景観区域にあるみやぎの明治村の歴史的景観

の維持活用を図ります。 

施策 46 定住促進・居住環境の整備 

 

①高齢化社会に対応した快適で安心な居住環境を確保するため、住宅のバリアフリー化や耐

震改修を支援します。 

②安全で快適な住まいを長きにわたって確保するため、住宅等長寿命化計画と整合性を取り

ながら、修繕・改善・建替を行います。 

③定住促進による地域活性化を促すため、市外からの移住希望者や市内転居を希望している

市民に対し、市内の空き家情報を発信するとともに、移住支援や定住環境の整備を推進し

ます。 

④住民参加によるまちづくり活動を推進するため、市道の清掃や緑化作業などのボランティ

ア活動を定期的に行う団体を育成・支援します。 

施策 47 公園・緑地の整備・充実 

 

①誰もが安全で安心して楽しめる魅力ある施設を提供するため、公園・緑地施設の機能充実

を図ります。 

②公園利用者の利便性を高めるため、公園の適正な維持管理を行うとともに、利用者に配慮

したバリアフリー化を進めます。 

③公衆衛生の向上のため、斎場の適正な維持管理と墓地の新たな造成整備を推進します。 

施策 48 公共交通機関の整備・充実 

 

①誰もが安心して利用できる交通サービスを提供するため、通院や買い物、趣味交流、通学

等の日常生活を支える公共交通ネットワークの構築を図ります。 

②市民の広域移動や利便性向上のため、中心市街地と市内各生活圏を結ぶ市民バスの効率化

及び市民バスと都市間交通の中心的役割を担う鉄道や高速バスとの連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

【関連条例・計画】 

○登米市都市計画マスタープラン 

○登米市都市交通計画マスタープラン 

○登米農業振興地域整備計画 

○登米市住宅マスタープラン 

○登米市景観計画 
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資料：市民バス運行業務受託業者 乗降調査報告書（各年度） 
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指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

市民バス乗客者数 
市民バスの年間利用者

数 
人 341,881 358,000 376,000 

 

 

 

 
 

施策の主な成果指標と目標値 

市内を循環している市民バス 
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個別政策 22 社会基盤の整備 

【今後の方向性】 

地域のさらなる発展や市民の安全・安心な暮らしを確保するため、周辺都市・圏域を結ぶ連携道

路、三陸縦貫自動車道やみやぎ県北高速幹線道路へのアクセス道路並びに生活道路の整備に取り組

みます。 

また、道路や橋梁については、継続した点検・修繕サイクルの構築を図り長寿命化に取り組みま

す。 

上水道については、計画的な施設整備と管理に努め、安全で安心できる水の供給と次世代に向け

て安定した経営を持続できる事業の推進に取り組みます。 

下水道については、快適で衛生的な生活環境の形成と公共用水域の水質保全を図るため、計画的

で効率的な整備や管理運営に取り組みます。 

【現況と課題】 

本市の道路整備は、合併前の旧町から引き継がれた路線については、主に幹線道路の整備を中心

に進めている状況です。地域からの市道要望路線については、生活に密着した集落内の道路整備に

対する要望が多く、一部路線の整備にとどまっている状況で、さらなる整備の推進を図る必要があ

ります。 

また、トンネル天井板の崩落事故を受けて国の施策として、道路インフラの長寿命化を図るため、

橋梁等の重要施設の調査点検・修繕のサイクル構築が急がれている状況にあり、本市でも橋梁長寿

命化及び道路ストック点検の両事業に着手しています。 

三陸縦貫自動車道は、登米志津川道路の整備が行われており、また、みやぎ県北高速幹線道路で

は、中田工区及び佐沼工区の整備が進められています。 

さらに、国県道における狭隘箇所や歩道未整備区間の整備促進に向け、各種同盟会において要望

活動を行っています。 

上水道については、料金収入が減少傾向にある中、基幹施設が耐用年数を迎え、計画的な更新等

により水道サービスの継続を図ることが求められています。 

下水道については、残された公共下水道の未整備地区について一日も早く整備を行う必要があり

ます。 

また、施設の老朽化対策が必要となっているとともに、人口減少を見据えた持続可能で効率的な

整備や管理運営が求められています。 

資料：登米市水道事業所 水道管理課調べ（各年度） 

上水道の基幹施設となる保呂羽浄水場 
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施策 49 道路網の整備 

 

①市街地における利便性が高く安全で快適な幹線道路ネットワークを形成するため、骨格と

なる都市計画道路等の市道整備を進めるとともに、国県道の整備を関係機関に要請しま

す。 

②地域の均衡ある発展を図るため、集落内及び集落間道路の整備を推進します。 

③必要な機能を維持しつつ、将来の維持・修繕等に係る費用の縮減を図るため、道路や橋梁

などの長寿命化対策を推進します。 

施策 50 上水道の整備 

 

①安全でおいしい水を安定して供給するとともに、災害に強い水道を構築するため、計画的

な施設更新を進めます。 

②水道事業への理解を深めるとともに、水道サービスを維持するため、水道ブースター制度

等による市民との連携を推進します。 

施策 51 下水道の整備 

 

①快適で衛生的な生活環境の形成と公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道施設を計

画的に整備します。 

②生活排水処理を進めるため、公共下水道、農業集落排水への接続を促進するとともに、計

画区域以外では、市設置型の合併処理浄化槽の設置を推進します。 

③下水道施設の効率的な管理運営を目指し、老朽化施設の長寿命化対策に取り組むととも

に、計画的な施設の改築・更新を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

道路舗装率 

幹線市道（幅員 4.0m以上）

総延長のうち舗装済の市

道の割合 

％ 70.7 74.0 76.2 

現道舗装延長 
きめ細かな道整備事業で

行う現道舗装延長 
km 24.4 92.5 121.0 

上水道有収率 

年間の配水した水のうち、

収入の対象となった水の

割合（数値が高いほどよ

い） 

％ 81.4 86.4 90.0 

汚水処理人口普及率 

汚水処理施設につなげら

れるように整備された区

域の人口の割合（普及人口

／行政人口） 

％ 76.0 81.2 85.9 

 

【関連条例・計画】 

○登米市道路整備構想 

○橋梁長寿命化計画 

○登米市地域水道ビジョン 

○登米市下水道基本構想 

施策の主な成果指標と目標値 
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個別政策 23 市民参加と協働によるまちづくり 

【今後の方向性】 

まちづくり基本条例に基づき、住み良い地域社会の実現のため、市民がまちづくりに参加しや

すい環境の整備とより多くの市民の意見がまちづくりに反映される取組を推進します。 

また、市政情報の公開や広報・広聴活動等を推進し、市民との市政情報の共有を図り、住民自

治の考えの下に、市民の参加・参画によるまちづくりに取り組みます。 

さらに、協働による登米市の持続的な発展に向け、多様な主体と行政のパートナーシップによ

り、相互理解を深めながら協働によるまちづくりを推進するとともに、地域の特性を生かした地

域づくり活動に取り組むコミュニティ組織等の基盤の強化支援に取り組みます。 

【現況と課題】 

住み良い地域社会を実現し、次の世代に引き継ぐためには、市民と行政がともに登米市まちづ

くり基本条例の実践を進めていくことが重要であります。こうした中で、登米市まちづくり基本

条例の基本理念に掲げた「協働による登米市の持続的な発展」を目指すことや基本原則に掲げた

「市民参加及び参加の機会の保障」について、理解や関心を深めるため、まちづくりフォーラム

等の取組を行っていますが、十分に認知されているとはいえない状況にあります。 

このため、まちづくり基本条例や協働によるまちづくりに対する一層の理解や関心を深め、行

動に繋げていくため、様々な機会や媒体を活用して今後も情報の提供と共有化を図っていく必要

があります。 

また、市民ニーズの多様化や人口減少、少子高齢化など地域社会を取り巻く環境が変わりつつ

あります。こうした中、まちづくり基本条例に基づき、地域のことは地域で考え、地域自らの責

任で決めるという自治の考えの下、地域の特性を生かした地域づくり活動に取り組むコミュニテ

ィ組織や公益的な活動を行うＮＰＯや市民活動団体等に対する支援を推進するとともに、多様な

主体と協働によるまちづくりを持続し、さらに発展させていく必要があります。 

政策の分野 12 協働・参加 

基本政策５ 市民と行政が「ともに」創る協働によるまちづくり 

資料：決算に係る主要施策の成果説明書（各年度） 

（メール配信サービスは 21年度から開始） 

市民の参加・参画によるまちづくり 
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施策 52 市政への市民参加の推進 

 

①市政への市民参加・参画に向けて、審議会委員等への市民公募の推進や透明性の向上を図

り、公平・公正で開かれた市政の実現に取り組みます。 

②市民の市政への参画機会を高めるため、市の基本的施策について、意思形成の段階から広

く意見を求めます。 

③市政に関する市民の建設的な意見や要望を市政に反映させるため、市政モニター制度や市

長への提言箱、移動市長室の充実を図ります。 

④開かれた市政を推進するため、出張市役所の活用を推進し、市民の市政に対する関心と理

解を深めるとともに、地域課題等の意見交換を行います。 

⑤誰もがまちづくりに参加しやすい環境の整備を図るため、市政情報の公開、広報紙、ホー

ムページやメール配信等、様々な情報媒体を通じた市民との情報共有を進めます。 

施策 53 個性的で魅力的なまちづくりの推進 

 

①市民が主体的に行う公益的な市民活動を支援するため、ＮＰＯ法人や市民活動団体等の活

動をサポートする拠点施設の充実を図り、多様な主体と協働によるまちづくりを推進しま

す。 

②まちづくりに対する市民意識の高揚を図るため、まちづくりフォ―ラムや各種講演会を開

催します。 

施策 54 コミュニティ活動の充実 

 

①地域が自ら考え取り組む課題解決や地域の特性を生かした地域づくりを推進するため、地

域実践活動への支援を行います。 

②市民の創造力を活かした地域づくりを推進するため、コミュニティ組織の基盤強化のため

の人的支援、財政的支援を行います。 

③自治会・町内会等の自主的活動を促進するため、活動の拠点となる集会施設等の整備を支

援し、地域の連帯感に基づく自治意識の高揚を図ります。 

 
 
 

 

 ※26年度から調査を開始しているため

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

市民公募実施審議会等の

割合 

市民公募実施により選任

された委員を含む審議会

等の割合 

％ 

6.0 

（26年度） 

※ 

15.0 30.0 

登米市ホームページによ

る情報提供件数 

登米市ホームページのト

ップページにアクセスさ

れた件数 

件 440,000 600,000 700,000 

メール配信サービスによ

る情報提供件数 

登米市メール配信サービ

スに登録された件数 
件 7,198 15,000 30,000 

とめ市民活動プラザ利用

者数 

公益的な活動に係る様々

な情報が充実している施

設の利用者数 

人 5,865 7,500 8,500 

地域づくり活動への参加

率の増加 

コミュニティ組織の地域

づくり計画に基づき、取り

組んだ事業への参加率の

増加（27年度を基準 100％

として） 

％ － 110 120 

【関連条例・計画】 

○登米市まちづくり基本条例 

施策の主な成果指標と目標値 
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資料：宮城県における男女共同参画の現状及び施策に 

関する調査（各年度） 

男女共同参画社会の実現に向けた講演会 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別政策 24 男女共同参画社会の推進 

【今後の方向性】 

男女共同参画に関する施策は、市と市民・各種団体・企業等と相互に連携した取組が必要であ

ることから、それぞれの立場で男女共同参画に向けた取組が主体的にできるように情報提供、情

報共有を図ります。 

また、男女共同参画社会の実現に向け、男女が共にあらゆる場でお互いを尊重し対等な立場で

責任を分かち合うことや仕事と生活の調和によって、社会のあらゆる場に参画できるような社会

の形成など、男女共同参画社会の実現に向けて、市民への啓発活動を推進します。 

【現況と課題】 
だれもが活き生きと暮らせる登米市を築くため、すべての人が性別にかかわりなく個人として

尊重され、共に責任を分かち合いながら、その個人の能力を十分に発揮できる男女共同参画社会

の実現が求められています。 

これまでの取組により、男女共同参画に対する認知度は高まってきてはいるものの、古くから

の社会慣行による男性像、女性像が今なお残っていることから、男女共同参画社会に関する一層

の理解を深め、行動に繋げていくためには、これまでの取組を発展させながら、男女共同参画社

会の実現に向けた取組を進めていく必要があります。 
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施策 55 男女共同参画社会の推進 

 

①男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画基本計画・行動計画に基づき、男女がお

互いの人権を尊重し合うまちづくりを推進するとともに、ワーク・ライフ・バランスの意

識啓発を図ります。 

②セクシャル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスの根絶に向けて、相談体制の

充実や学習機会の提供による意識啓発を図ります。 

③男女が共に参画するまちづくりを推進するため、審議会等における政策・方針形成過程へ

の女性の参画を推進するとともに、各種研修会等の開催や情報提供に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）

の認知率 

仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）の

具体的な内容の認知度 

％ 36.6  50.0  50.0  

女性支援活動団体数 

男女共同参画社会の実現

に向けて活動を行う市民

活動団体数 

団体 2 5 10 

各種審議会等への女性人

材登用率 

審議会等への参加機会の

確保による女性委員の登

用割合 

％ 29.2 40.0 40.0 

 

【関連条例・計画】 

○だれもが活き生きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例 

○男女共同参画基本計画・行動計画 

施策の主な成果指標と目標値 
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個別政策 25 効率的な行財政運営の推進 

【今後の方向性】 

市民の視点に立った質の高い行政サービスを効率的に提供し、多様化する市民ニーズに応えられ

る柔軟で適正な組織体制の構築に取り組みます。 

市民にとって利便性が高く、有益なサービスのあり方を検討し、事務事業の適正な見直しと経費

節減に努めます。 

また、ＩＣＴの活用・充実を図るとともに新たな課題に対応できる人材を育成し、行政機能の効

率化を推進します。 

限りある財源の中で、市税等の収納率の向上に努め、将来にわたる財政需要予測を基に、中長期

的な視点から、健全かつ安定した財政運営に向けて、適正な財源の確保と経費の削減に取り組みま

す。 

【現況と課題】 

行政運営については、計画、実施で完了することなく、評価、改善に繋がるマネジメントサイク

ルを活用し、随時、事務事業の見直しを行いながら、より効率的かつ効果的な運営を目指し、取り

組んでいます。 

本市を取り巻く財政環境は、今後も一般会計の歳入総額の約半分を占める地方交付税をはじめと

する依存財源に大きく頼る状況が見込まれますが、地方交付税は普通交付税の合併算定替が終了す

ることで、大幅な減額が見通される一方、歳出では、時代の変化に即応した少子高齢化への対策や、

道路や下水道などの生活基盤の整備に多額の財政需要が見込まれることから、財政運営は一層厳し

さを増していくものと考えられます。 

このため、多様化・高度化する市民のニーズに対応し、行政サービスの向上を図るため、実効性

が高く効果的な行政運営を推進し、より一層積極的に行財政改革に取り組んでいく必要がありま

す。 

また、市が保有する公共施設は、類似施設が数多く存在し、施設の老朽化とそれに伴う維持管理

費の増加が予想されることから、利用者が安心して利用できる施設の提供や維持管理費の縮減な

ど、効率的かつ効果的な配置や管理運営が必要となっています。 

さらに、庁舎については、市政全般にわたる行政の拠点であり、まちづくりの核としても役割を

担っていますが、分散・狭隘化などによる市民サービスや事務効率の低下、防災拠点等といった、

現庁舎が抱える様々な課題を解消する必要があります。 

政策の分野 13 行財政運営 

資料：決算に係る主要施策の成果説明書（各年度） 

市民サービスの窓口 
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施策 56 行政組織の適正化 

 

①行政組織のスリム化・効率化を進めるため、事務事業を抜本的に見直し、市民と行政がそ

れぞれの役割を明確にして、市民の主体性が十分に発揮される枠組みを共に構築します。 

②地方交付税の大幅な減額など経営資源の減少が見込まれることから、最小の経費で最大の

効果が得られるよう、引き続き定員適正化計画に基づく適切な職員定員の管理を行い、適

正な行政組織を目指します。 

施策 57 行政サービスの向上 

 

①行政サービスの向上と経費節減の両立を図るため、従来の事務事業の在り方に捉われるこ

となく、指定管理者制度の導入や民間事業者等への委託、民営化への転換など民間活力の

活用を促進します。 

②限られた人員でも高度化・多様化する市民ニーズに的確に対応できる人材を育成するた

め、職員研修の一層の充実を図り、職員個々の能力向上による組織力の強化を目指します。 

③市民の利便性の向上と利用者の増加を図るため、インターネットを利用して各種申請・届

出等の行政手続きが行える電子申請の種類を増やします。 

④現庁舎の様々な課題を解消し、十分な行政サービスの提供と市民ニーズや時代の要請に応

えるため、情報発進の場、市民交流の場及び災害時に対応する防災拠点等に配慮しつつ、

より多くの市民の意見を参考にしながら、市民が利用しやすい、市民に親しまれる新たな

庁舎の建設を目指します。 

施策 58 効率的な財政運営の推進 

 

①効率的で効果的な行政サービスの提供を目指し、市が実施する事業を対象として、定期的

かつ継続的に実施結果の評価を行い、その結果を改善につなげていきます。 

②健全な財政運営を推進するため、合併特例債等の有利で安定した財源の選択と確保を図り

ながら、行財政改革の取組を進め、経費の削減と財政の効率化に努めます。 

③自主財源を確保するため、市税等の収納率向上や受益者負担の適正化を図るとともに、市

有財産の有効活用を推進します。 

④住民自治や市民の利便性、人口減少への対応を念頭にした、施設の更新・統廃合・長寿命

化などを盛り込んだ公共施設等総合管理計画を策定し、最適な施設配置の実現に取り組む

とともに財政負担の軽減・平準化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 ※25年度の実績値が、26年４月１日基準となるため 

指標項目 指標の説明 単位 
実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

適切な職員定数の管理 

登米市定員適正化計画に

おける年次ごと職員数の

目標達成度 
％ 

97 

（26年度） 

※ 

100 100 

電子申請・届出手続種類

数 

みやぎ電子申請サービス

を利用し、手続きできる申

請・届出数（年度内の一時

期のみを受付期間とした

ものも１手続とする） 

件 21 25 30 

市税収納率 
市税（国民健康保険税除

く）の現年度分収納率 
％ 98.3 98.8 99.3 

【関連条例・計画】 

○登米市行財政改革大綱・実施計画 

○登米市定員適正化計画 

○登米市人材育成基本方針 

施策の主な成果指標と目標値 
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■基本計画に掲げる施策の主な成果指標と目標値 

 

基本 

政策 
個別政策名 指標項目 指標の説明 単位 

実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

そ
だ
つ 

子育て支援

の充実 

保育所待機児童の解

消 

特定の保育所を希望する等の

自己都合を除いた待機児童数 
人 28 0  0  

ファミリー・サポー

ト・センター事業の

受入れ体制の充実 

地域で子育ての手伝いができ

る協力会員数 
人 62 113 120 

教育の充実 

就学前園児の基本的

生活習慣の習得度 

幼稚園へのアンケート結果で、

基本的生活習慣のうち、「挨拶

することができる」「人の話を

聞くことができる」の割合 

％ 77.1 85.0 90.0 

標準学力調査におけ

る全国平均との対比 

小学校児童の学力の全国平均

との比較  
％ 100.3 103.0 105.0 

中学校生徒の学力の全国平均

との比較  
％ 96.9 103.0 105.0 

体力・運動能力調査

における全国平均と

の対比 

小学校児童の体力・運動能力の

全国平均との比較（小学５年

生） 

％ 

男子 95.8 

100.0 102.0 

女子 97.7 

中学校生徒の体力・運動能力の

全国平均との比較（中学２年

生） 

％ 

男子 96.3 

100.0 102.0 

女子 96.5 

小・中学校での不登

校児童・生徒出現率 

学校生活上の影響などにより

長期欠席している小学校児童

の割合 

％ 0.5  0.3  0.2  

学校生活上の影響などにより

長期欠席している中学校生徒

の割合 

％ 2.6  2.3  2.2  

分かりやすい授業の

展開度 

全校生徒へのアンケート結果

で、「良く分かる・分かる」の

割合 
％ 85.2 88.0  90.0 

生涯学習の

充実 

市民参加の生涯学習

事業の実施 

全市民を対象とした生涯学習

事業への参加者数 
人 21,137 24,700 28,800 

学校支援ボランティ

アの登録者 

学校支援ボランティアの登録

者数 
人 333 360 400 

スポーツ活

動の充実 

スポーツ少年団加入

団員数 

日常的な運動の習慣化につな

がる小・中学生の各種スポーツ

少年団への加入団員数 

人 2,174 2,200 2,250 

総合型地域スポーツ

クラブ事業への参加

者数 

総合型地域スポーツクラブ事

業への参加者数 
人 43,633 51,000 60,000 

スポーツ少年団登録

指導者数 

スポーツ少年団活動を支える

指導者数 
人 651 680 700 
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基本 

政策 
個別政策名 指標項目 指標の説明 単位 

実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

そ

だ

つ 

文化財保護

と文化・芸

術活動の充

実 

芸術や文化に親しむ

機会の提供 

各文化施設への入場者数（祝祭

劇場・歴史博物館・石ノ森章太

郎記念館・高倉勝子美術館） 

人 180,564 185,000 190,000 

伝統芸能等の保存伝

承及び担い手育成 

市指定無形民俗文化財団体会

員数 ※指定 38団体(平均会

員数 28.5人) 

人 1,084 1,100 1,120 

国際交流・

地域間交流

の推進 

国際化推進事業参加

者数 

国際理解を深めるための講座

や国際まつり等の異文化交流

イベントへの参加者数 

人 1,742 2,000 2,300 

地域間交流事業参加

者数 

国内姉妹都市との交流事業参

加者（派遣・受入）数 
人 45 70 100 

い
き
る 

健康づくり

の推進 
健康寿命 

健康上の問題がない状態で日

常生活を送れる期間で、要介護

２以上の認定者を除いたもの 

年 

男性 76.6 

(22年) 
78.2 79.1 

女性 82.3 

(22年) 
83.9 84.7 

地域医療・

救急体制の

充実 

救急搬送受入率 

全救急搬送人員のうち、市立病

院・診療所において受入れた人

員の割合 

％ 59.2 64.2 71.6 

普通救命講習等受講

者数 

心肺蘇生法等、応急手当の普及

啓発のための講習受講者数 
人 6,246  6,800 7,500 

社会福祉の

充実 

介護予防普及啓発事

業参加者数 
介護予防事業への参加者数  人 1,416  1,550  1,780  

在宅生活者を対象と

した障がい者福祉サ

ービス支給件数 

自宅やグループホームに居住

する障がい者の生活を支援す

るためのヘルパーや通所サー

ビスの支給件数 

件 973  1,030  1,100  

生活支援の

充実 

生活保護率 
人口 1,000人当たりの生活保

護受給者の比率（千分比） 
‰ 7.99  7.97  7.95  

国保特定保健指導実

施率 

健診受診により動機付け支

援・積極的支援の対象とされた

者のうち、動機付け支援・積極

的支援の指導プログラムを実

施した者の割合 

％ 10.6  15.0  20.0  

災害に強い

まちづくり

の推進 

防災指導員配置率 
自主防災組織のリーダーとな

る防災指導員の配置割合 
％ 63.8  100.0  100.0  

住宅用火災警報器適

正設置率 

住宅火災の早期覚知のための

住宅用火災警報器の適正設置

の割合 

％ 
56.7  

(26年度) 
90.0 100.0 

安全なまち

づくりの推

進 

刑法犯認知件数 
警察が把握した登米市内にお

ける刑法等の犯罪件数 
件 559  500  440  

交通事故発生件数 
警察が把握した登米市内にお

ける人身交通事故件数 
件 331  300  270  
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基本 

政策 
個別政策名 指標項目 指標の説明 単位 

実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

つ
く
る 

農業の振興 

農業産出額 
登米市における農業生産活動

による農業生産物の総産出額 
百万円 

34,772 

（25年） 

35,340 

（32年） 

36,500 

（37年）  

担い手への農地集積

率 

地域の農用地利用に占める担

い手の経営面積の割合 
％ 

79.2 

(23年度) 
81.0 90.0 

農産物直売所販売額 
登米市内の「産直施設」及び「道

の駅」の販売総額 
百万円 923 950  978  

住民税課税所得者数 住民税課税所得者数 人 31,673  32,591  33,356  

１人当り平均所得額 
住民税課税所得の１人当り平

均所得額 
千円 2,441  2,551  2,630  

林業の振興 

素材生産額 登米市の丸太材の素材生産額 億円 
1.3 

(23年度) 
2.0  3.0  

木材・木製品出荷額 
登米市の製造品出荷額（従業者

４人以上） 
億円 

23.7 

(24年度) 
30.0  35.0  

地域資源を

活かした起

業・創業支

援 

市の支援による起

業・創業者数 

登米市の支援を活用し、起業し

た事業者数（累計） 
事業者 － 14  24  

市内企業等の地域資

源を活かした新ビジ

ネスへの支援 

ビジネスチャンス支援事業に

よる支援件数（累計） 
件 188  328  428  

６次産業化認定事業

者数 

６次産業化法に基づく認定事

業者数（累計） 
事業者 13  18  23  

商業の振興 

商工業者数 
商工会法に基づく決算資料（商

工会）の商工業者数 
人 3,768  3,800 3,850 

中小企業振興資金融

資実行額 

中小企業振興資金融資申請に

基づく、設備資金に係る融資実

行額 

千円 189,750  200,000 210,000 

観光の振興 

観光客数 

宮城県観光客入込数調査によ

る年間（1月～12月）の登米市

観光客入込数 

千人 2,576  2,800  3,000  

宿泊観光客数 

宮城県観光客入込数調査によ

る年間（1月～12月）の登米市

宿泊観光客数 

千人 26  61 70  

工業の振興

及び雇用創

出 

製造品出荷額 

工業統計、経済センサス－活動

調査による登米市の製造品出

荷額（従業者４人以上の事業

所） 

億円 
1,150 

(24年度) 
1,231  1,293  

従業者数 

工業統計、経済センサス－活動

調査による登米市の製造業従

業者数（従業者４人以上の事業

所） 

人 
5,657 

(24年度) 
5,832  5,957  

誘致企業数 
合併以降に市が誘致した企業

数（累計） 
社 11  16  21  
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基本 

政策 
個別政策名 指標項目 指標の説明 単位 

実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

く
ら
す 

自然環境の

保護・多面

的利用の推

進 

市内湖沼の平均ＣＯ

Ｄ濃度 

市内の湖沼水質環境基準のＢ

類型ＣＯＤ（化学的酸素要求

量）基準値５mg/L以下 

mg/L 7.8  6.9  6.0  

サンクチュアリセン

ターの入場者数 
年間入場者数 人 13,510 18,000 20,000 

循環型社

会・再生可

能エネルギ

ーの推進 

太陽光発電システム

の設置件数 

太陽光発電システム（10kw未

満）の累計設置件数（資源エネ

ルギー庁統計データ） 

件 1,321 2,000 2,500 

市民１人１日当りの

ごみ排出量 

市内のごみ処理量（t）を総人

口と 365日で割ったごみの排

出量 

ｇ/人/日 800 700 650 

ごみの再資源化率 

再資源化量（直接資源化量+中

間処理後再生利用量+集団資源

回収量）をごみの総処理量で除

した率 

％ 25.2  28.0  30.0  

計画的な土

地利用・生

活環境の充

実 

市民バス乗客者数 市民バスの年間利用者数 人 341,881 358,000 376,000 

社会基盤の

整備 

道路舗装率 

幹線市道（幅員 4.0m以上）総

延長のうち舗装済の市道の割

合 

％ 70.7  74.0  76.2  

現道舗装延長 
きめ細かな道整備事業で行う

現道舗装延長 
km 24.4  92.5  121.0  

上水道有収率 

年間の配水した水のうち、収入

の対象となった水の割合（数値

が高いほどよい） 

％ 81.4  86.4  90.0  

汚水処理人口普及率 

汚水処理施設につなげられる

ように整備された区域の人口

の割合（普及人口/行政人口） 

％ 76.0  81.2  85.9  

と
も
に 

市民参加と

協働による

まちづくり 

市民公募実施審議会

等の割合 

市民公募実施により選任され

た委員を含む審議会等の割合 
％ 

6.0 

（26年度） 
15.0 30.0 

登米市ホームページ

による情報提供件数 

登米市ホームページのトップ

ページにアクセスされた件数 
件 440,000 600,000 700,000 

メール配信サービス

による情報提供件数 

登米市メール配信サービスに

登録された件数 
件 7,198 15,000 30,000 

とめ市民活動プラザ

利用者数 

公益的な活動に係る様々な情

報が充実している施設の利用

者数 

人 5,865 7,500 8,500 

地域づくり活動への

参加率の増加 

コミュニティ組織の地域づく

り計画に基づき、取り組んだ事

業への参加率の増加 

（27年度を基準 100％として） 

％ － 110 120 
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基本 

政策 
個別政策名 指標項目 指標の説明 単位 

実績 

（25年度） 

目標 

32年度 37年度 

と
も
に 

男女共同参

画社会の推

進 

仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・

バランス）の認知率 

仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）の具体的な内

容の認知度 

％ 36.6 50.0 50.0 

女性支援活動団体数 

男女共同参画社会の実現に向

けて活動を行う市民活動団体

数 

団体 2 5 10 

各種審議会等への女

性人材登用率 

審議会等への参加機会の確保

による女性委員の登用割合 
％ 29.2 40.0 40.0 

効率的な行

財政運営の

推進 

適切な職員定数の管

理 

登米市定員適正化計画におけ

る年次ごと職員数の目標達成

度 

％ 
97 

(26年度) 
100 100 

電子申請・届出手続

種類数 

みやぎ電子申請サービスを利

用し、手続きできる申請・届出

数（年度内の一時期のみを受付

期間としたものも１手続とす

る） 

件 21 25 30 

市税収納率 
市税（国民健康保険税除く）の

現年度分収納率 
％ 98.3 98.8 99.3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４編 

 

重点戦略 
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１ 基本的な考え方 

全国的な人口減少を背景として、本市でも少子高齢化の進展などによる人口の減少

が続いています。 

将来像に掲げる「あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ」を実現するた

め、基本計画に掲げた各施策に取り組んでいきますが、地域の活力の根源となる人口

の減少は、すべての施策において大きく関わるものであり、人口減少に対応する取組

の優先度は、極めて高くなっています。 

一方で、今後はこれまでのように幅広い行政サービスを展開していくことが、非常

に困難になる財政状況が見込まれており、本市の活力を向上するため積極的に投資す

べき方策を絞り、集中的に実行する必要があります。 

このため、10 年後の登米市の姿の実現に向けて、人口減少を克服して本市の持続的

な発展のために最も効果が期待できる方策を「重点戦略」として位置付け、『住み続け

たい、住みたいと思うまち』として、人や企業から選ばれるよう重点的に取り組みま

す。 

 

２ 基本方向 

本市の人口減少は、少子高齢化と平均寿命の低さにより、死亡者が出生者を上回る

自然減少と、年齢階層別人口の推移で特に 15 歳から 24 歳の年齢階層で、転出者が転

入者を上回る社会減少が主な原因となっています。 

将来を担う子どもの増加は、地域の活力向上につながり、健康で長生きすることは、

安心と活力のある地域社会につながることが期待されるため、自然動態による増加、減

少の抑制策として『少子化・健康長寿』に重点的に取り組みます。 

また、産業の活性化による雇用者の増加は、所得向上と定住者の増加につながり、移

住定住者の増加は、産業の活性化と地域の活力向上につながることが期待されるため、

社会動態による増加、減少の抑制策として『雇用・定住』に重点的に取り組みます。 

また、地域資源を活かし、戦略的にまちの魅力を情報発信することで、地域経済の

活性化と定住につながることが期待されるため、総合的な促進策として『魅力向上・

交流』に重点的に取り組みます。 

これらの基本方向により、将来像の「あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち と

め」を実現するため、５つの重点戦略を掲げて取り組みます。 
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重点戦略Ⅰ 

子育て応援の取組により、出生数を 10年間で 6,000人以上にします。  

 

本市の出生数は、600人を割り直近２か年の平均は約 560人となっています。 

このため、安心して子どもを産み育て、健やかに成長できる環境づくりを目指して、

結婚・妊娠・出産・子育て・教育の各ステージにおいて、切れ目のない支援の取組によ

り、出生者の増加を図ります。 

 

 

 

重点戦略Ⅱ 

健康長寿の取組により、平均寿命を 10年間で県内平均以上にします。 

  

本市の平均寿命は、男性が 78.3 歳（県平均 79.7 歳）、女性は 85.7 歳（県平均 86.4

歳）で、県内市町村の順位は、それぞれワースト、ワースト３位となっています。また、

健康寿命も、それぞれワースト２位、ワースト３位となっています。 

このため、市民が元気に住み慣れた地域で活き生きと暮らすことができる環境づくり

を目指して、健康で長生きするための取組により、健康寿命の延伸と平均寿命の延伸を

図ります。 

 

 

重点戦略 
少子化・健康長寿 

雇用・定住 

魅力向上・交流 

将来像「あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ」の実現 

基本計画の施策 
そだつ・いきる・つくる・くらす・ともに 
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重点戦略Ⅲ 

産業振興・企業誘致と起業・創業支援等の取組により、10年間で 400人の

雇用を創出します。 
 

本市の農林業や製造業、商業などの就業者数は、社会経済情勢の急激な変化などに

より、43,598人（平成 17年国勢調査）から、39,412人（平成 22年国勢調査）に減少

しています。 

このため、農産物等の豊富な地域資源の活用など魅力ある元気な産業づくりを目指

して、農業や商工業など市内の産業全体の活性化と、企業誘致のほか、起業・創業支

援等の取組により、産業振興による新たな雇用創出と定住化を図ります。 

 

 

重点戦略Ⅳ 

移住定住を支援する取組により、10年間で 1,000人の移住・定住者を創出
します。 
 

本市の人口は、年間で概ね 1,000人前後の人口減少で推移しています。特に 15歳から

24 歳の年齢階層で概ね 2,000 人の転出超過であり、就学・就職・結婚などが理由と考え

られます。 

このため、若者や子育て世代などから選ばれる住みたくなるまちづくりを目指して、

他市などからの移住を推進する取組により転入者の増加を図るとともに、定住促進の取

組により転出者の抑制を図ります。 

 

 

重点戦略Ⅴ 

市の魅力向上への総合的な取組により、10 年間で 310 万人の交流人口等を
創出します。 
 

本市の交流人口等は、市内に訪れた観光客数と農産物等の直接ＰＲ活動による情報提

供人口をあわせて約 267万人（平成 25年度）となっています。 

このため、観光振興によるまちのにぎわいの創出と、魅力と活力にあふれるまち登米

市の実現を目指して、地域資源等を活かした戦略的なシティセールス・プロモーション

の取組により、本市のイメージ向上によるブランド化の推進、知名度・認知度向上など

を図り、観光振興のみならず産業振興など地域活性化を推進します。 

『住み続けたい、住みたいと思うまち』にするため、総合的な取組により、魅力ある

地域づくりを進め、観光客等の交流人口と直接ＰＲ活動による情報提供人口等の増加・

創出を図ります。 

 



 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】重点戦略の事業例 

 

【将来像】 

あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ 

 

 

◆重点戦略Ⅰ 

子育て支援の取組により、出生数を

10年間で 6,000人以上にします。 

◆重点戦略Ⅱ 

健康長寿の取組により、平均寿命を

10年間で県内平均以上にします。 

◆重点戦略Ⅲ 

産業振興・企業誘致と起業・創業支

援等の取組により、10 年間で 400 人

の雇用を創出します。 

◆重点戦略Ⅳ 

移住定住を支援する取組により、10年

間で 1,000 人の移住・定住者を創出し

ます。 

 

 

◆重点戦略Ⅴ 

市の魅力向上への総合的な取

組により、10 年間で 310 万人

の交流人口等を創出します。 



 

 

 

 

 

 

【用語解説】 
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No 用語 掲載頁 説明（案） 

1 地球温暖化 1 

二酸化炭素などの温室効果をもたらす、ガスの蓄積

という人為的な要因が主因となって、気候が急速に

温暖化すること。 

2 ラムサール条約 3 

国際条約「特に水鳥の生息地として国際的に重要な

湿地に関する条約」の通称。広く水辺の自然生態系

を保全することを目的とする。 

3 地域包括ケアシステム 8 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、

介護、医療、生活支援、介護予防を一体的に提供す

るシステムをいう。 

4 ＩＣＴ社会 8 

【ＩＣＴ：Ｉ nformation＆Ｃ ommunications Ｔ

echnology】は情報通信技術のこと。誰でも簡単に情

報通信網に接続ができ、多様で自由かつ便利なコミ

ュニケーションを行うことが可能な社会をいう。 

5 登米市環境基本条例 9 

良好な環境の保全及び創造について基本理念を定

め、市、市民、事業者及び滞在者の責務を明らかに

し、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本

的な事項などを定め、現在及び将来の市民が享受す

る健全で恵み豊かな環境の恵沢の確保などを目的と

して、市が平成 19年３月に制定した。 

6 循環型社会 9 

廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用と適

正な処分が確保されることによって、天然資源の消

費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される

社会をいう。 

7 
コンパクトシティ・プ

ラス・ネットワーク 
9 

地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業

等の生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせる、

地域公共交通と連携したコンパクトなまちづくりを

いう。 

8 財政調整基金 11 

年度によって生じる財源の不均衡を調整するため

に、財源に余裕がある年度に積み立てておく地方公

共団体の貯金をいう。 

9 
普通交付税合併算定替

の特例期間 
11 

市町村合併が行われた場合、５年度間は合併前の市

町村がそれぞれ存在するものとみなして計算した交

付税額の合算を下回らないようにするもの。 

10 コーホート要因法 14 

人口の変動要因（生存率、移動率等）を加味した男

女・年齢階層別の人口を積み上げて計算する方法を

いう。 
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11 アグリビジネス 16 

農業関連産業。直接の生産分野だけでなく、農産物

の加工・貯蔵・流通などの分野までを含めた経済活

動やその企業のこと。 

12 ６次産業化 58 
第一次産業が加工・流通・販売などの業務展開する

経営形態を表し、このような経営が多角化すること。 

13 
ファミリー・サポー

ト・センター事業 
30 

児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当

該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に

関する連絡、調整を行うもの。 

14 
ワーク・ライフ・バラ

ンス 
30 

やりがいや充実感を感じながら働くとともに、家庭

環境や地域生活などに応じた多様な生き方が選択・

実現できる社会をいう。 

15 指定管理者制度 33 

多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対

応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し

つつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の

削減等を図ることを目的に地方自治法の一部が改正

され導入された。 

16 学校支援ボランティア 34 
地域住民や保護者による、学校の教育活動や環境整

備などを支援するボランティアをいう。 

17 
総合型地域スポーツク

ラブ 
35 

地域住民が主体的に運営するスポーツクラブであ

り、多様な興味・関心、様々な技術レベルを持つ人々

が、世代を越えて集まり、いろいろなスポーツを楽

しむことができるクラブのこと。 

18 ＡＬＴ 40 外国語を母国語とする外国語指導助手のこと。 

19 食育 42 

国民一人ひとりが食に関する情報を正しく理解し、

望ましい食生活を実践するため、食について自ら考

え判断する能力を養うこと。 

20 0次予防 42 
一人ひとりの体質に合わせて生活習慣などの改善を

行い、病気の予防を推進する考え方のこと。 

21 高規格救急自動車 43 

心肺機能停止状態の傷病者に対し、救急救命士が医

師の指示のもとに、車内において特定行為を行うこ

とのできる車両のこと。 

22 電子カルテシステム 44 
診療の経過を電子情報として作成・保存し、カルテ

を一括してデータベースに記録する仕組みのこと。 

23 
ユニバーサルデザイン

化 
46 

障害者、高齢者、健常者の区別なしに、すべての人

が使いやすいように精神、建物、環境などをデザイ

ンすること。 

24 ＤＶ 46 
ドメスティック・バイオレンス。夫やパートナー（婚

約者、恋人）などの近親者から受ける暴力のこと。 
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25 要援護者 46 
災害発生時に、特に配慮を要する高齢者、障害者、

乳幼児等をいう。 

26 2025年問題 46 

1947～49 年生まれの団塊世代が 75 歳以上の後期高

齢者になり、介護・医療費等社会保障費の急増が懸

念される問題のこと。 

27 成年後見制度 46 
判断能力が十分でない方の権利を守るために、援助

者を定めて法律的に支援する制度のこと。 

28 避難行動要支援者 50 
要援護者のうち、災害発生時の避難等に特に支援を

要する人をいう。 

29 農地中間管理機構 53 

都道府県レベルに設置され、地域の農地を借り受け

て、農地集積・集約化に配慮して貸し付けを行う機

関のこと。 

30 森林機能 55 

森林のもつ多様な環境保全（CO2 吸収、化石燃料代

替等）、災害防止、水源かん養、保健、景観形成、木

材等生産機能等をいう。 

31 
オフセット・クレジッ

ト（Ｊ－ＶＥＲ） 
55 

温室効果ガスの排出量削減又は吸収量を増加させた

事業者が、削減量をクレジットとして売り、温室効

果ガスの削減が難しい事業者はクレジットを買うこ

とで排出量の相殺(オフセット）を行うこと。 

32 グリーンツーリズム 62 

農山漁村に滞在し、農林漁業体験やその地域の自然

や文化に触れ地元の人々との交流を楽しむ旅のこ

と。 

33 着地型観光 62 

観光先の地域が主体となって地域の魅力をＰＲし、

観光客の誘致を行うもの。 

34 エコ・ツーリズム 65 
環境観光、自然環境やその地域に住む人々の住環境

などを乱さないで、自然保護を意識した観光のこと。 

35 在来種 65 
ある地域に現在生息する動植物で、昔から生息して

いるもの。 

36 森林セラピー基地 66 

森林医学の面からリラックス効果が立証されてお

り、さらに関連施設等の条件が一定の水準で整備さ

れている地域のこと。 

37 ４Ｒ活動 67 

Refuse（ゴミになるものを拒む）Reduce（減らす）

Reuse（再使用する）Recycle（再生する）の環境に

配慮した活動のこと。 

38 木質バイオマス 68 

木材由来の再生可能な有機性資源。主に、樹木の伐

採や造材時に発生した枝、葉などの林地残材、製材

工場から発生する樹皮やのこ屑などのほか、住宅の

解体材や街路樹の剪定枝などがある。 
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39 景観行政団体 69 

景観法に基づき、良好な景観形成のための景観施策

を実施する自治体をいう。 

40 重要景観区域 70 

良好な景観を形成する上で特に重要であり、景観計

画で定める区域のこと。 

41 水道ブースター制度 74 

水道事業所と市民が協力し、安心な水を安定的に提

供し、持続可能な経営基盤を将来に向けて構築する

制度のこと。その活動を行う「水道の応援団」があ

る。 

42 ＮＰＯ 75 

政府や私企業とは独立した存在として、市民・民間

の支援のもとで社会的な公益活動を行う組織・団体

をいう。 

43 
セクシャル・ハラスメ

ント 
78 

（Sexual Harassment）相手の意に反して行われる性

的嫌がらせのこと。また、相手の意に反した性的な

言動や身体の不必要な接触、性的関係の強要などを

行うことをいう。 

 


