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令和２年１月２８日開催 総合教育会議 資料 多賀城市市長公室

将来都市像 案

The6  ,Tagajo-city general planth

１ メインフレーズ
２ キャッチコピー

親しみ深い端的なメッセージ

３ vision
ストーリー仕立て

基本構想

10年

基本計画

前期5年･後期5年

実施計画

毎年策定

(計画期間:原則3年)

構成
第五次総合計画 第六次総合計画

将来都市像
「未来を育むまち 史都 多賀城」

将来都市像（vision）

政策１ 政策７

施策

基本事業

事務事業

施策

基本事業

事務事業

政策

施策
基本事業

事務事業

重点テーマ

総合計画の構成

政策

施策
基本事業

事務事業

第六次多賀城市総合計画では、政策・組織に対して横断的な「重点テーマ」の新規設定が特徴
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日々のよろこびふくらむまち 史都 多賀城

１ メインフレーズ

２ キャッチコピー

 歴史、文化、自然、そして温かな人の輪に囲まれ、何
気ない日常の中に、多賀城ならではの心豊かな喜びや
幸せが感じられる、そんな暮らしを送ることのできる
まちを目指すものです。

政治、経済、文化の拠点であった「多賀城」がこの地に置かれたのは、約１３
００年前のこと。創建から紡いできた悠久の歴史、人々が培ってきた文化、いつ
の時代も四季を彩ってきた美しい自然は、現代に受け継がれています。

東日本大震災を経験した私たちは、こうした多賀城で暮らす喜びや何気ない日
常の中で感じる小さな幸せ、そして人と人とのつながりが、いかに尊いものかと
いうことに改めて気づきました。この経験から得た知恵や教訓は、みらいを創造
するチカラとして確かに根付いています。

多賀城には、みらいへの可能性がそこかしこに息づいています。

人を魅了する多賀城の個性を礎に、豊かな感性を育て、互いを認め合いながら、
多賀城ならではの価値をいきいきと創ろうという人がいます。

人口減少など社会環境が変化する中で、次代を生きるこどもたちのために行動
しようとする人や、価値のある今をみらいにつなごうという人もいます。

一人ひとりの動きが大きな波となって、まちの居心地の良さや誇りを共に育も
うという人の輪があります。

歴史、文化、自然、そして温かな人の輪に囲まれ、何気ない日常の中に、この
まちならではの心豊かな喜びや幸せが感じられる。

そんな暮らしのはじまり、はじまり

３ vision
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重点テーマ案について

The6  ,Tagajo-city general planth
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１ 重点テーマとは

①目的
政策や組織の枠組みにとらわれない横断的な切り口によって、
多賀城市の魅力を向上・顕在化させます。

②要件
「複数の政策にまたがるもの」
「集中して取組むべき内容であること」
「横断的な切り口設定することで成果向上が見込まれること」

③期間
基本構想期間（１０年間）

④目標
テーマごとに成果指標を設定し、ＰＤＳサイクルの対象

⑤運用案
限られた行政資源の配分における「選択と集中」のキー

２ 重点テーマと政策との関係性（重点テーマ・政策マトリックス）

（参考 尼崎市（兵庫県）総合計画）

イメージ
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心豊かな

みらいをつくる

人が育つまち

市民が誇りを持てる

多賀城らしい

魅力あるまち

震災の経験を活かし

みんなの力が

つながるまち

３ 重点テーマ 案

心豊かなみらいをつくる人が育つまち
重点テーマ 案

１３００年の時を越えて受け継がれてきた、
このまちの歴史、文化、自然
それらを次代につなぐのは、今を生きる私たちの役目です。

日々の暮らしをより心豊かに過ごせるように。
喜びを感じながら大人たちがより成⾧できるように。
大人たちが織りなす活き活きとした暮らし、
そんな暮らしの中で育つ子どもたちがみらいに沢山の夢や希望が持てるように。
みんなが育つ多賀城
私たちが目指すまちです。
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震災の経験を活かしみんなの力がつながるまち
重点テーマ 案

かけがえのない、たくさんのものを奪い去った東日本大震災
私たちは、幾多の困難を経て、力を合わせ立ち上がりました。

震災を経て、私たちは、
地域で助け合える人とのつながりの大切さを、改めて心に刻みました。
これからも安心して暮らしていくためには、
伝承される震災の経験から得た知恵や教訓を活かしつつ、
災害、人口減少など目前に迫る地域課題に、
それぞれが積極的に関わりながら、持てる力を発揮し、
互いに支え合うことが大切です。

人と人、人とまちとがつながり、自らの手でみらいを拓く。
そんな市民文化のある多賀城
さらには、災害に強い持続可能な多賀城
私たちが目指すまちです。

市民が誇りを持てる多賀城らしい魅力あるまち
重点テーマ 案

数多く残る類稀な歴史や文化遺産、悠久の歴史の記憶を刻む自然環境、
先人が脈々と築いてきたなりわい、そして多様な能力を備えた地域の人材
それら多賀城ならではの個性は、
今も昔も変わらずにまちに暮らす彩りや誇りであり、
日々の暮らしに潤いを与えてくれます。

このまちを吹き抜ける風
多賀城の創建以来、変わらず流れる風に、新しい時代を乗せた風が重なり、
個性は、時代に合った魅力へと深化します。

一人ひとりが、このまちの個性を楽しみ、豊かに表現していくことで、
新たな価値が産まれ、多賀城らしい魅力が創られていきます。

みんなが自慢したい、世界に誇れる魅力あふれる多賀城
私たちが目指すまちです。
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政策体系イメージについて

The6  ,Tagajo-city general planth

令和２年１月２８日開催 総合教育会議 資料 多賀城市市長公室

第五次多賀城市総合計画
政策１ 安全快適
政策２ 健康福祉
政策３ 教育文化
政策４ 環境
政策５ 産業
政策６ 地域経営
政策７ 行政経営

第六次多賀城市総合計画（案）
安全快適
健康福祉
教育文化
環境保全
産業活気
地域自治
行政経営

令和２年１月時点のイメージ

第五次総合計画から「原則継承」するものとする。

政策体系イメージ案
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〇土地利用のあり方 

 

１ 基本理念 

 

 

 

土地は、市民生活や産業活動を営むに当たり重要な要素です。土地の利用に当たっては、自然環境

の保全と安全性の確保に努めながら、地域の自然、経済情勢、文化的背景、社会情勢などの諸条件に

配慮し、総合的かつ計画的に進める必要があります。 

本市では、将来都市像（vision）を実現するため、「自然環境・都市環境の調和」、「持続可能な都

市経営の実現」、「地域特性に合った魅力・付加価値の向上」という３つのバランスがとれるような土

地利用を目指します。 

 

２ 基本姿勢 

  基本理念を実現するために、次のように取り組んでいきます。 

 

 (1) 自然環境・都市環境の調和 

本市は、年間を通じて比較的温暖な気候のもと、西部に広がる田園や加瀬沼、砂押川、貞山運

河といった水辺を中心に季節を彩る豊かな自然環境と、多賀城駅を中心として市内全域に広が

る魅力的で質の高い都市環境との調和により、暮らしやすさが実現されています。自然環境の

保全と都市環境の維持というバランスを大切にしながら、調和がとれた暮らしやすさを次代に

継承します。 

 

 (2) 持続可能な都市経営の実現 

本市は、東日本大震災後、いち早く、減災都市戦略を打ち立てるとともに減災都市宣言を行

い、災害に強いまちづくりに取り組んでいます。このような一連の取組は、レジリエントシティ

（災害に耐え、乗り越える力のある都市）として国連からも承認を受けています。レジリエント

シティに相応しい、強靭な都市防災機能と安全・安心で利便性の高い都市基盤を維持するため、

複合化、コンパクト化、集約化といった手法により、持続可能な都市経営の実現に努めます。 

 

 (3) 地域特性に合った魅力・付加価値の向上 

本市は、市名の由来となった多賀城跡をはじめ、多賀城創建を今に伝える多賀城碑、末の松山

などに代表される歌枕、陸奥総社宮の祭礼そして今も伝わる農村集落としての営みが一体とな

った歴史的風致を形成し、多賀城創建以来１３００年にわたる歴史文化を築いてきました。そ

して、今、新しい市立図書館の誕生を契機に、新しい文化と伝統的な文化を融合させる東北随一

の文化交流拠点づくりの取組を進めています。このような地域特性を活かし、まちに対する誇

りと愛着を育む空間として、多賀城らしいまちの魅力や付加価値の向上に取り組みます。 

地域特性を活かした調和のある土地利用 

第六次多賀城市総合計画基本構想掲載「土地利用のあり方」素案 

2020.1.28.総合教育会議資料 
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〇公共施設等のあり方 

(1) 定義 

 ここでいう「公共施設等」とは、公共施設（地方自治法第２４４条第１項に規定する住民の福祉

を増進する目的をもってその利用に供するための公の施設をいいます。）に加えて、インフラ資産

や庁舎など本市が保有する全ての不動産（土地、建物等）をいいます。 

 

(2) 本市における公共施設等の現状 

本市は、高度経済成長期に都市化が一気に進展したことから、道路、橋りょうなど市民生活や経

済活動の基盤となるインフラ資産と、学校施設、文化、スポーツ、福祉施設などサービスを提供す

るための機能が付与された施設、いわゆるハコモノ資産となる多くの公共施設等を一気に整備促

進してきました。このようにして整備された公共施設等を拠点とした公共サービスの拡充により、

都市機能が底上げされたという功績がある一方で、これらの施設は、老朽化が深刻化しており、今

後一斉に建替や更新の時期を迎えることとなります。 

人口減少、少子高齢化などによる社会構造の変化に伴い、社会保障費等の義務的経費が増加傾

向にある中、施設の維持管理及び改修・更新に必要な財源確保が困難になることが懸念されます。 

 

(3) 本市における公共施設等をめぐる課題等 

ア 人口減少社会においても市民生活に欠かせないサービスの提供が可能な施設体系の構築 

イ 適正な機能維持と安全性確保 

ウ 人口構造の変化や時代の要請に伴い変化する市民ニーズへの適合 

エ 将来における持続可能な健全財政の実現 

 

(4) 基本理念 

 

 

現下の課題を解決し、公共施設等における市民が必要とする価値を充足するため、公共施設等の

面積やコストを縮小しつつも施設機能を強化充実させる「縮充」という考え方へ移行（パラダイムシ

フト）し、適切に公共施設等における公共サービスの提供を持続することを目指します。 

 

(5) 基本姿勢 

  基本理念を実現するため、次のように取り組みます。 

ア サービスと機能の最適化 

 少子高齢化の進行などの社会情勢の変化を踏まえ、市民ニーズが高いサービスと求められる

機能を把握しつつ、現行の枠組みにとらわれることなく、「需給バランスはどうか」「稼働時間は

問題がないか」「サービス供給に施設は必要か」「民間との役割分担は適切か」などの視点で、毎

年度公共施設等の点検・評価を行い、見直しを図りながら、サービスと機能の最適化を図りま

す。 

 

公共施設等の縮充 

第六次多賀城市総合計画基本構想掲載「公共施設等のあり方」素案 

イ 最適配置の検討 

総合計画の将来都市像をはじめとする各種計画のまちづくりの方向性、特に重点テーマとの

整合を図りつつ、利用者の利便性等を総合的に勘案し、統廃合と合わせて、最適配置を検討しま

す。 

 

ウ 総量の縮減 

将来における持続可能な健全財政実現のため、次のように公共施設等全体の総量（延床面積

等）を縮減します。 

(ｱ) 新規整備の抑制 

サービスと機能の確保を重視しつつ、既存の公共施設等の長寿命化や有効活用を図ること

で、新規整備を極力抑制します。 

止むを得ず新規整備を行う場合は、相当分を削減します。 

(ｲ) 複合・共用化・転用・集約 

施設の多目的化や他用途への転用、汎用的な機能集約などを図ります。 

(ｳ) 民間移管、民間活力 

民間事業者をはじめとした多様な担い手による施設設置を検討します。 

(ｴ) 広域連携の推進 

市町村の枠組みにとらわれない広域連携の可能性を検討します。 

 

エ 効率的な施設経営（マネジメント） 

次のような取組によって、公共施設等の持続可能性を高めます。 

(ｱ) 安全・安心な維持管理 

施設点検での情報を基に、計画的な予防保全など安全・安心な維持管理を行います。 

(ｲ) 利用形態、運営形態の選択 

市民ニーズに最も応えられる利用形態や運営形態を、民間活力導入も含め選択します。 

(ｳ) 計画的な整備等 

ライフサイクル（設置・運営・維持管理・撤去）に配慮した、計画的な整備等を行います。 

(ｴ) 妥当な応分負担  

サービスの対価として、妥当な応分負担を求めます。 

(ｵ) 効果的な資源配分 

 まちづくりの方向性の視点から、優先順位をつけて効果的な資源配分を行います。 

(ｶ) 遊休資産の売却等徹底的な資産活用 

遊休資産の売却を含め、余すことなく積極的に活用していきます。 

 

 

2020.1.28.総合教育会議資料 
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（お知らせ）
令和２年度における将来都市像の周知

①多賀城市ロゴマークの作成
（令和２年６月～８月予定）

②概要版の作成
絵本
タブロイド

（令和３年１月予定）

③フォーラムの開催
令和２年８月１日
多賀城市文化センター大ホール
多様なステージプログラムと展示プログラム

イメージ
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