
【施策】

5-1 農業の振興
5-2 商工業の振興

5-3 企業誘致の推進
5-4 観光の振興

集い つながり 活気
あふれるまち＜産業分野＞

政 策
５

心がかよう地域の絆を
育むまち＜地域経営分野＞

【施策】

6-1 地域コミュニティの充実

6-2 市民活動の充実
6-3 開かれた市政の推進

政 策

６

理解と信頼で進める
自律したまち
＜行政経営分野＞

【施策】

7-1 適正な事務の執行と

サービスの提供
7-2 組織・人事マネジメント

7-3 効果的・効率的な行財政
経営の推進

政 策
７

政策

３

【施策】

3-1 学校・家庭・地域の連携

による教育力の向上
3-2 学校教育の充実

3-3 生涯学習の推進
3-4 市民スポーツ社会の推進
3-5 文化財の保護と活用

歴史・文化を継承し
豊かな心を育むまち
＜教育文化分野＞

政 策

３

元気で健やかに暮らせる
まち＜健康福祉分野＞

【施策】
2-1 地域福祉の推進
2-2 健康づくりの推進
2-3 子育て支援の充実
2-4 高齢者福祉の推進
2-5 障害者（児）福祉の推進

2-6 社会保障等の充実

政 策
２

環境を大切にする心を
育むまち＜環境分野＞

【施策】

4-1 環境との共生
4-2 生活環境の保全
4-3 資源循環型社会の形成

安全で快適に暮らせる
まち＜安全・快適分野＞

【施策】

1-1 災害対策の推進

1-2 防犯対策の推進
1-3 安全な消費生活の確保

1-4 交通安全対策の推進
1-5 交通環境の充実

1-6 市域の整備
1-7 中心市街地の整備
1-8 安全で安定した水の供給

政 策
１

政 策
４
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政策 ４ 環境を大切にする心を育むまち ＜環境分野＞

▽ 政策を実現する手段 3 施策

□施策 環境との共生

市民、事業者、行政が地球環境に優しい取組を行い、

市内の自然環境が守られています。

▼ 施策を実現する手段 2 基本事業

環境教育の推進

行政における環境保全の取組推進

R2目標値 指標の説明

まちづくりアンケートで、「地球環境のため
にどのような取組を積極的に行っています
か」の設問において、主要６項目のうち４項
目以上を「行っている」と回答した市民の割
合

H26現状値

4-1

市内の自然環境が適切に保全されていると思
う市民割合（成果）

77.7% →
まちづくりアンケートで、「市内の自然環境
が適切に保全されていると思う」「どちらか
といえばそう思う」と回答した市民の割合

基本事業 4-1-1

基本事業 4-1-2

▼基本事業　 目指す姿 指標名 R2目標値

環境保全への取組を進めていま
す。
温室効果ガス減少への取組を進め
ています。

市役所及び出先機関の温室効果ガス排
出量

2,235ｔ/年

4-1-1 環境教育の推進
市民や事業者が地球環境の保全に
関心を持っています。

市が開催した地球温暖化防止に向けた
取組や環境事業の参加者数

1,715人/年

4-1-2
行政における環
境保全の取組推
進

地球環境に優しい取組のうち主要対策に取り
組んでいる市民割合（成果）

52.0% ↑

■施策の目指す姿

■施策の成果指標
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政策 ４ 環境を大切にする心を育むまち ＜環境分野＞

▽ 政策を実現する手段 3 施策

□施策 生活環境の保全

快適な生活環境が守られています。

▼ 施策を実現する手段 3 基本事業

生活公害等の抑制

水質環境の向上

空き地・空き家対策の推進

4-2

4-2-3

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 R2目標値 指標の説明

91件/年

事業者・事業所に関する苦情件数 23件/年

基本事業 4-2-1

基本事業 4-2-2

▼基本事業　 目指す姿

基本事業

4-2-3
空き地・空き家
対策の推進

適正な管理、または有効活用がさ
れています。

↓

指標名 R2目標値

4-2-1
生活公害等の抑
制

市民や事業者の生活環境の保全に
対する意識が高まり、暮らしやす
い環境になっています。

生活公害苦情件数

快適な生活環境になっていると思う市民割合
（成果）

58.2% ↑

まちづくりアンケートで、「住んでいる地域
は、生活公害などがなく、快適な生活ができ
る環境になっていると思う」「どちらかとい
えばそう思う」と回答した市民の割合

適正に管理されていない空き家の件数

4-2-2 水質環境の向上
河川、水路の水質環境が向上して
います。

河川の水質基準の達成割合 →
生活排水人口処理率（水洗化率）（浄
化槽＋公共下水道）

98.5%
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政策 ４ 環境を大切にする心を育むまち ＜環境分野＞

▽ 政策を実現する手段 3 施策

□施策 資源循環型社会の形成

ごみの減量と再資源化が進み、ごみ処理が適正に行われています。

▼ 施策を実現する手段 2 基本事業

ごみ排出量の減量

再資源化の推進

4-3

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 R2目標値 指標の説明

市民１人当たり年間最終処分量（家庭ごみ）
（成果）

51kg/年 48kg/年 年間最終処分量（収集委託のみ）/人口

基本事業 4-3-1

基本事業 4-3-2

▼基本事業　 目指す姿 指標名 R2目標値

4-3-1
ごみ排出量の減
量

ごみ排出量が抑制されています。
事業系ごみの年間排出量
資源化量・資源回収量 7,483t/年

市民１人当たり年間可燃ごみ排出量
（家庭ごみ）

196kg/年

5,510t/年

リサイクル率 29.0%

4-3-2 再資源化の推進
市民や事業者が分別・リサイクル
に取り組んでいます。

分別・リサイクルに取り組んでいる市
民割合

↑

プラスチック容器包装の不適合率（分
別不適合率）

14.0%
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【施策】

5-1 農業の振興
5-2 商工業の振興
5-3 企業誘致の推進
5-4 観光の振興

集い つながり 活気
あふれるまち＜産業分野＞

心がかよう地域の絆を
育むまち＜地域経営分野＞

【施策】

6-1 地域コミュニティの充実
6-2 市民活動の充実
6-3 開かれた市政の推進

政 策

６

理解と信頼で進める
自律したまち
＜行政経営分野＞

【施策】

7-1 適正な事務の執行と
サービスの提供

7-2 組織・人事マネジメント
7-3 効果的・効率的な行財政

経営の推進

政 策
７

政策

３

【施策】

3-1 学校・家庭・地域の連携
による教育力の向上

3-2 学校教育の充実
3-3 生涯学習の推進

3-4 市民スポーツ社会の推進
3-5 文化財の保護と活用

歴史・文化を継承し
豊かな心を育むまち
＜教育文化分野＞

政 策

３

元気で健やかに暮らせる
まち＜健康福祉分野＞

【施策】
2-1 地域福祉の推進
2-2 健康づくりの推進
2-3 子育て支援の充実
2-4 高齢者福祉の推進
2-5 障害者（児）福祉の推進

2-6 社会保障等の充実

政 策
２

環境を大切にする心を
育むまち＜環境分野＞

政 策

４

【施策】

4-1 環境との共生
4-2 生活環境の保全
4-3 資源循環型社会の形成

安全で快適に暮らせる
まち＜安全・快適分野＞

【施策】

1-1 災害対策の推進
1-2 防犯対策の推進
1-3 安全な消費生活の確保
1-4 交通安全対策の推進

1-5 交通環境の充実
1-6 市域の整備

1-7 中心市街地の整備
1-8 安全で安定した水の供給

政 策
１

政 策
５
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政策 ５ 集い　つながり　活気あふれるまち ＜産業分野＞

▽ 政策を実現する手段 4 施策

□施策 農業の振興

農業生産額が増加しています。

▼ 施策を実現する手段 3 基本事業

担い手の育成と経営安定化

生産性が高い農業経営基盤の整備

地産地消の推進

5-1

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 R2目標値 指標の説明

農業総生産額（成果）
208百万円
(24年度)

271百万円
(30年度)

農業生産物の生産額の合計

基本事業 5-1-1

作付面積（成果） 250ha 265ha 市内水田面積における作付面積の合計

基本事業 5-1-2

基本事業 5-1-3

農地集積率 70.0%

▼基本事業　 目指す姿 指標名 R2目標値

5-1-1
担い手の育成と
経営安定化

担い手が育成され、農業生産組織
の活動が活発かつ継続的に行われ
ています。

農業生産組織数（累計）
5年間で
6組織

担い手農業者数 60人

5-1-2
生産性が高い農
業経営基盤の整
備

農地の集積が図られ、施設園芸が
活発に行われています。

ほ場整備面積（累計） 283ha
宝堰用水路整備延長（累計） 2.2km

新たな園芸施設の設置面積（累計） 825㎡

5-1-3 地産地消の推進
地産地消の取組により生産者と消
費者の相互理解が進んでいます。

地元農産物を購入したことがある市民
割合

↑

-140-



-141-



-142-



-143-



政策 ５ 集い　つながり　活気あふれるまち ＜産業分野＞

▽ 政策を実現する手段 4 施策

□施策 商工業の振興

商工業が活性化し、雇用の拡大が図られています。

▼ 施策を実現する手段 3 基本事業

地域商業の活性化

企業の経営支援

雇用・就労の支援

5-2

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 R2目標値 指標の説明

市内総生産額（第二次産業）（社会）
379億円
(24年度)

ー
市内の第二次産業で新たに生産された商品や
サービスの付加価値の総額

市内総生産額（第三次産業※公務除く）（社
会）

ー ー
市内の第三次産業（政府サービス生産者の公
務を除く）で新たに生産された商品やサービ
スの付加価値の総額

基本事業 5-2-1

有効求人倍率（社会） 0.87倍 ー
職業紹介業務主要指標の「有効求人倍率
（パート含む）」塩釜公共職業安定所管内の
当該年度3月時点の率

基本事業 5-2-2

基本事業 5-2-3

▼基本事業　 目指す姿 指標名 R2目標値

5-2-1
地域商業の活性
化

経営力の向上、各種支援、市民の
市内購買力向上により、地域商業
が活性化しています。

市内の小売・飲食業者数 ー
食料品や日用品を市内で買う市民割合 ↑
市内の飲食店を利用する市民割合 ↑

5-2-2 企業の経営支援
経営力の向上、各種支援や環境整
備により、企業経営が安定してい
ます。

市内の事業者数 ー

5-2-3
雇用・就労の支
援

仕事に就き、安心して働くことが
できます。

地域職業相談室の就職者数 1,050人
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政策 ５ 集い　つながり　活気あふれるまち ＜産業分野＞

▽ 政策を実現する手段 4 施策

□施策 企業誘致の推進

市内に新規立地する企業が増加し、雇用が拡大しています。

▼ 施策を実現する手段 2 基本事業

津波復興拠点への企業誘致

企業進出の促進

5-3

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 R2目標値 指標の説明

市内製造業の従業者数（成果）
2,035人
(25年)

2,500人
(31年)

工業統計調査（経済産業省）に基づく市内製
造事業所の従業者数

市内製造業者数（成果）
37事業所
(25年)

60事業所
(31年)

工業統計調査（経済産業省）に基づく製造業
事業所の事業所数

基本事業 5-3-1

基本事業 5-3-2

▼基本事業　 目指す姿 指標名 R2目標値

5-3-1
津波復興拠点へ
の企業誘致

進出する企業が増加しています。
津波復興拠点の立地面積率（さんみら
い多賀城・復興団地）

100.0%

5-3-2 企業進出の促進
誘致や立地支援により、市内への
企業進出・企業立地が進められて
います。

新たに立地した事業所数 100事業所/年
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政策 ５ 集い　つながり　活気あふれるまち ＜産業分野＞

▽ 政策を実現する手段 4 施策

□施策 観光の振興

多賀城市に来る観光客が増加し、

イベント等での賑わいが増えています。

▼ 施策を実現する手段 3 基本事業

多賀城市のＰＲ

観光推進団体等への支援

観光しやすいまちへの環境整備

観光客の満足度 ↑

観光しやすいまちへの整備件数（累
計）

150件

観光PRに係るキャンペーン及び物販等
の実施回数

20回/年

指標の説明

観光客入込数（成果）

基本事業 5-4-2

5-4

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 R2目標値

5-4-3

▼基本事業　 目指す姿 指標名 R2目標値

553千人/年 650千人/年 市内の観光地や観光施設を訪れた観光客数

基本事業 5-4-1

5-4-1 多賀城市のＰＲ
多賀城市の魅力を多くの方が知る
ことができます。

観光協会のホームページアクセス数 120,000件/年

基本事業

5-4-2
観光推進団体等
への支援

市民主体のイベント等が増加し、
まちが賑わっています。

市民主体の誘客イベント数 30件/年

5-4-3
観光しやすいま
ちへの環境整備

迷わずに目的地に行くことができ
る等、利便性が高まり、観光しや
すいまちになっています。

主体的に誘客イベントを行っている団
体数

10団体

観光関連情報のマスメディアの掲出件
数

20件/年
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