
 
⾓⽥市第６次⻑期総合計画 【基本構想の構成案】 

名取市第６次⻑期総合計画(2020-2030) 新・宮城の将来ビジョン(2021-2030) 第６次⻑期総合計画 基本構想【構成案】 
第１部 序論 
 第１章 計画策定にあたって 
  １．計画策定の⽬的 
  ２．計画の役割 
  ３．計画の構成と期間 
  ４．計画の効果検証 
 第２章 名取市を取り巻く環境 
  １．全国的な時代潮流 
  ２．名取市の特性 
  ３．将来⼈⼝推計 
 第３章 市⺠ニーズの把握・整理 
  １．市⺠意識調査の概要 
  ２．各種懇談会での主な意⾒・提案 
 第４章 これからのまちづくりの主要課題 
  課題１ 定住促進・少⼦化対策 
  課題２ 安全・安⼼な暮らしの確保 
  課題３ 時代の変化への対応 
  課題４ 名取市の魅⼒の活⽤ 
  課題５ ⼈材の確保・市⺠所得の向上 
  課題６ つながり・コミュニティの再⽣ 
  課題７ 持続可能なまちづくり 
 
第２部 基本構想 
 第１章 まちづくりの基本理念 
  １．まちづくりの基本理念 
  ２．名取市の将来像 
  ３．将来指標 
  ４．⼟地利⽤⽅針 
 第２章 重点政策と分野⽬標 
  １．重点政策の推進 
  ２．分野ごとの⽬標と施策の⽅向 
   分野別⽬標１ 安全・安⼼分野 
   分野別⽬標２ 保健・福祉・医療分野 
   分野別⽬標３ 産業振興・就労分野 
   分野別⽬標４ 教育・⽂化・スポーツ分野 
   分野別⽬標５ ⽣活環境・都市基盤分野 

分野別⽬標６ 地域経営・⾏財政運営分野 
 
第３部 基本計画 

第１章 新・宮城の将来ビジョンの策定に当たって 
 第１節 策定の趣旨 
 第２節 ビジョンの位置付けと構成 
 第３節 計画期間・⽬標年度 
 第４節 持続可能な開発⽬標（SDGｓ）との関係 
 第５節 推進⽅策 
 
第２章 これまでの取組の検証と今後想定される変化 
 第１節 これまでの取組の検証 
 第２節 今後想定される社会の変化と将来⼈⼝の⾒通し 
 第３節 新型コロナウイルス感染症への対応 
 
第３章 県政運営の理念と基本姿勢 
 第１節 県政運営の理念 
 第２節 政策推進に向けた横断的な視点 
 第３節 県⾏政運営の基本姿勢 
 第４節 復興完了に向けたサポートと政策推進の基本⽅向 
 
第４章 被災地の復興完了に向けたサポートと政策推進の基本

⽅向（省略） 
 
第５章 政策推進の基本⽅向 
基本⽅向１ 富県宮城を⽀える県内産業の持続的な成⻑促進 
 (1)全産業で、先進的取組と連携によって新しい価値をつくる 
 (2)産業⼈材の育成と産業基盤の活⽤によって持続的な成⻑

の基礎をつくる 
基本⽅向２ 社会全体で⽀える宮城の⼦ども・⼦育て 
 (3)⼦ども・⼦育てを社会全体で切れ⽬なく応援する環境をつ

くる 
 (4)社会を⽣き、未来を切りひらく⼒をはぐくむ教育環境をつ

くる 
基本⽅向３ 誰もが安⼼していきいきと暮らせる地域社会づ
くり 
 (5)⼀⼈ひとりがいきいきと豊かに⽣活できる環境をつくる 
 (6)健康で、安全安⼼に暮らせる地域をつくる 
基本⽅向４ 強靭で⾃然と調和した県⼟づくり 
 (7)⾃然と⼈間が共存共栄する社会をつくる 
 (8)世代を超えて安全で信頼のある強くしなやかな県⼟をつ

くる 

第１部 基本構想 
第１章 第６次⻑期総合計画の策定にあたって 

  第１節 計画策定の趣旨（⻑総+総合戦略） 
  第 2 節 計画の構成と期間 
  第 3 節 持続可能な開発⽬標（SDGs）との関係 

第 4 節 計画の推進・効果検証 
    （政策推進に向けた取組） 

 
第２章 ⾓⽥市を取り巻く環境 
 第１節 全国的・世界的な時代潮流 

  第２節 ⾓⽥市の特性 
  第３節 ⼈⼝の将来展望（⼈⼝ビジョン） 
  第４節 市⺠ニーズの把握・整理 
   １ 市⺠意識調査の概要 
   ２ 事業所等ヒアリング調査の概要 
   ３ かくだワークショップの概要 
  

第３章 まちづくりの主要課題 
  課題１ 安全・安⼼なまちづくり 
  課題２ 地域医療体制の充実 
  課題３ ⼦育て⽀援の充実 
  課題４ 産業振興の推進 
  課題５ 地域活性化・市⺠⼒の醸成 
  課題６ 公共交通・インフラの改善 
  課題７ 持続可能なまちづくり 
 

第４章 市政運営の基本⽅針 
  第１節 まちづくりの基本理念 
  第２節 ⾓⽥市の都市像 
  第３節 重点プロジェクトと分野別施策 
   １ 重点プロジェクトの推進 
   ２ 分野別施策の⽅向性 
    分野別施策１ 安全・安⼼ 
    分野別施策２ 保健・福祉・医療 
    分野別施策３ 産業振興・就労 
    分野別施策４ 教育・⽂化・スポーツ 
    分野別施策５ ⽣活環境・都市基盤 
    分野別施策６ まちづくり・⾏財政経営 
   
第２部 基本計画 

  

【資料３】 



 
 

第５次⻑期総合計画 基本構想 第６次⻑期総合計画 基本構想【構成案】 
第１章 基本構想策定の背景と⽬的 

第１節 基本構想策定の背景 
第２節 基本構想の⽬的 
第３節 ⽬標年次 
 

第２章 ⽬標とする都市像 
第１節 ⾓⽥市の都市像 
第２節 構想が⽬指す⼈⼝規模 
第３節 ⼟地利⽤構想 
 

第３章 計画の⼤綱 
第１節 ⼈が集い賑わいのあるまち 

１．協働によるまちづくりの推進 
２．もてなし豊かな⾓⽥ブランドの推進 
３．交流⼈⼝拡⼤の推進 

第２節 調和のとれた産業のまち 
１．活⼒ある農林業の推進 
２．商⼯業の活性化 

第３節 みんなで⽀えあう健康で元気なまち 
１．保健・医療の充実 
２．⼦育てしやすい環境づくり 
３．安⼼な福祉社会の形成 

第４節 ⼼豊かな個性を育むまち 
１．⽣涯学習の推進 
２．学校教育環境の充実 

第５節 安全・安⼼で快適なまち 
１．良好な都市基盤の整備 
２．快適な住環境の整備 
３．低炭素型社会への対応 
４．⽣活安全への対応 

第６節 持続可能な⾏政経営を⽬指して 
１．市⺠に開かれた⾏政を⽬指して 
２．時代に即した⾏政経営 

 
第４章 計画実現に向けた重点プロジェクト 
 重点プロジェクト① 定住⼈⼝３万⼈の確保 
 重点プロジェクト② 交流⼈⼝ 100 万⼈都市への挑戦 
 重点プロジェクト③ 戦略的産業振興 

 

第１部 基本構想 
第１章 第６次⻑期総合計画の策定にあたって 

  第１節 計画策定の趣旨 
  第 2 節 計画の構成と期間 
  第 3 節 持続可能な開発⽬標（SDGs）との関係 

第 4 節 計画の推進⽅策 
    （政策推進に向けた取組） 

 
第２章 ⾓⽥市を取り巻く環境 
 第１節 時代の潮流 

  第２節 ⾓⽥市の特性 
  第３節 ⼈⼝の将来展望（⼈⼝ビジョン） 
  第４節 市⺠ニーズの把握・整理 
   １ 市⺠意識調査の概要 
   ２ 事業所等ヒアリング調査の概要 
   ３ かくだワークショップの概要 
  

第３章 まちづくりの主要課題 
  課題１ 市⺠⼒の醸成・地域活性化 
  課題２ 安⼼・安全な災害に強いまちづくり 
  課題３ 地域医療体制の充実 
  課題４ ⼦育て⽀援の推進 
  課題５ 公共交通システムの充実 
  課題６ 地域産業の振興 
  課題７ 持続可能な⾏政経営 
 

第４章 市政運営の基本⽅針 
  第１節 まちづくりの基本理念 
  第２節 ⾓⽥市の都市像 
  第３節 重点プロジェクトと分野別施策 
   １ 重点プロジェクトの推進 
   ２ 分野別施策の⽅向性 
      分野別施策１ 安全・安⼼ 
      分野別施策２ 保健・福祉・医療 
      分野別施策３ 産業振興・就労 
      分野別施策４ 教育・⽂化・スポーツ 
      分野別施策５ ⽣活環境・都市基盤 
      分野別施策６ まちづくり・⾏財政経営 
   
第２部 基本計画 

 

新

 

設

基本構想の 
アウトライン説明 

基本理念・ 
都市像の設定 
 
重点プロジェクト 
⇒優先課題・重みづけ 
 
分野別施策の整理 
→分野別とすることで
予算との関連付けを 
明瞭にする構成 

現状分析を踏ま
えた課題の抽出 

現状分析・ 
人口ビジョン設定


