
基本目標 1 生きがいに満ち、笑顔があふれるまちをつくる

基本目標 2 活気に満ち、はつらつとしたまちをつくる

基本目標 3 自然と共生し、快適で安全なまちをつくる

基本目標 4 個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくる

基本目標 5 市民と行政が協働し、市民が主役のまちをつくる

 　匝瑳市は、「海・みどり・ひとがはぐくむ　活力あるまち」を市の将来都市像と定め、その実現に
向けて歩みを進めています。
　すべての市民が生きがいを感じ、笑顔があふれ、活力あるまちをつくるため、健康・医療・福祉をは
じめ、産業・都市基盤・防災や教育・文化の各分野を連携させながら、施策、事業に取り組んでいます。
　地域が一体となって高齢者や障がい者を見守り、安心して子育てができる「住んでよかった」と思
えるまちづくりをこれからも進めていきます。
地域が一体となって高齢者や障がい者を見守り、安心して子育てができる「住んでよかった」と思
えるまちづくりをこれからも進めていきます。

Sosa City decided to set its future vision as “ The vigorous city with beautiful sea and lots of nature, where 
people can enjoy their lives” . In order to all the Sosa citizens find their purpose for living with smiles and 
make the vigorous city, we, as the municipal government administration, are proceeding many projects and 
measurements in cooperate with the various fields on health and medical care, welfare, disaster prevention, 
education and Japanese culture and also different kinds of industries and foundations. 
We keep working to unite the citizens in Sosa City to watch over the senior and the disabled people. At the 
same time we will make this area as the place where people can feel that it is a very safe town to bring up children.

海・みどり・ひとがはぐくむ　活力あるまち　匝瑳市
匝瑳市は、「海・みどり・ひとがはぐくむ 活力あるまち」を市の将来都市像と定め、その実現に

向けて歩みを進めています

海・みどり・ひとがはぐくむ 活力あるまち 匝瑳市海・みどり・ひとがはぐくむ　活力あるまち　匝瑳市

5つの基本目標
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　すべての市民が生きがいに満ち、笑顔があふれるまちをつくるために、健康・医療・福祉をはじめ各分野が連携し
ながら、地域全体で一人ひとりの状況に応じたきめ細かな支援がなされる環境づくりに努め、生涯の各段階すべてに
おいて健康や生きがいを感じ、安心して暮らすことのできるまちづくりを推進します。
　また、温暖な気候や豊かな自然、充実した拠点施設、元気な高齢者や団塊の世代などの人材、地域の連帯感など、本
市の強みである地域資源を十分活用し、育みながら、あたたかなふれあいと交流の中で高齢者や障がい者などを見守
り、地域で子どもを育てるまちづくりを進めます。

生きがいに満ち
笑顔があふれるまち1 ― 健康・福祉・医療 ―

1.ふれあいデイサービス　要介護状態への移行を未然に防ぎ、
高齢者の自立支援を図るため、一人ひとりのニーズや状態に合わ
せた介護予防や介護サービスの提供を実施します。

2.シルバー人材センター　高齢者が、長年培ってきた知識や技
術、経験を生かすことのできる場の充実を図ります。

3.つどいの広場　子育ての相談や親子でのふれあいによる子育
て支援環境の充実に取り組みます。

4.放課後児童クラブ　放課後の子どもの居場所確保のため、放
課後児童クラブ・放課後子ども教室の充実を図ります。

5.料理教室　生活習慣病の予防を図るため、食生活改善に向け
た取り組みを推進します。

6.匝瑳市民病院　地域の中核病院である匝瑳市民病院の医療従
事者の確保、施設や整備の充実と質の向上を図ります。

7.就労支援事業所ほほえみ園　障がいの状況や能力、意欲に
応じ、雇用・就労に向けた支援などの充実を図ります。
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　活気に満ち、はつらつとしたまちづくりを進めるために、各種産業の生産・経営基盤の強化支援を図ります。
　また、農林水産業と商工業、観光業の連携を促進しながら、それぞれの産業が地域間競争に勝ち抜く個性ある地域
産業として育成・発展していくための支援の充実に努めるとともに、首都圏や海外への好アクセス条件を生かした
企業誘致などを推進します。
　さらに、魅力ある雇用・消費の場の創出と働きやすい職場環境に努めることで労働力の確保と消費活動の活性化
につなげるなど、若者や女性、高齢者をはじめすべての市民が、いきいきと労働や生産活動などに参加し続けること
のできるまちづくりを進めます。

活気に満ち
はつらつとしたまち2 ― 産業・経済 ―

1.東京駅前にある匝瑳市の植木　日本有数の植木のまちをさ
まざまな機会や媒体を通じて PRし、「植木のまち匝瑳」のイメー
ジ普及に努めます。

2.商業軸の形成　国道 126号沿線に良好な商業軸の形成を促進
します。また、市内外から集客可能な特徴ある利便性の高い商店
街の形成の促進と活性化を進めます。

3.ほ場整備　生産性の向上および安定した経営基盤の確立に向
け、生産基盤の整備に取り組みます。

4.ブランド米「匝瑳の舞」　付加価値の高い農産物の生産と販
路の開拓を図るため、ブランド化を推進します。

5.そうさ歳末ジャンボ宝くじ抽選会　商店街のにぎわい創出
を図るため、商工会が行う各種事業に対し、助成を行います。

6.八重垣神社祇園祭　伝統行事や文化財を活用した観光振興を
推進します。

7.市民農園　市民農園を拠点とした「遊び・学び・育て・癒し」
の創出や交流づくりなど、新たな活用を図り、利用を促進します。
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　本市の誇りである九十九里海岸や里山などのかけがえのない自然と共生し、かつ快適で安全なまちをつくるために、
ごみ処理や生活排水のための基盤整備を継続的に推進するとともに、市民一人ひとりがリサイクルや不法投棄の防止
などに積極的に取り組むための意識の醸成および市民活動支援の充実を図ります。
　また、中心市街地の活性化や公共交通機関の充実といった都市機能の強化および都市基盤を計画的に整備すること
で、誰もが快適で暮らしやすく利便性の高い環境づくりを推進するとともに、災害や交通事故、犯罪などから市民の生
命と財産、子どもの安全を守るため、関係機関の連携強化および情報共有の促進、自主活動組織の活性化を図るなど、
地域ぐるみで取り組むまちづくりを推進します。

自然と共生し
快適で安全なまち3 ― 生活環境・都市建設 ―

1.幹線道路の整備　都市計画道路や市道など、拠点間や地域間
を連絡する道路の効率的な整備を図ります。

2.市内循環バス　運転免許証を持たない学生や高齢者などの日
常生活の交通手段として、利便性の向上に努めます。

3.ゴミゼロ運動　自然を大切にし、きれいな環境を保全するた
め環境美化活動の活性化を図ります。

4.津波避難タワー　地域防災計画に基づき、津波災害対策の強
化に取り組みます。

5.地域での防災訓練　自主防災組織と地域のさまざまな団体と
の連携を強化し、市民の防災意識の高揚を図ります。

6.防犯パトロール　関係機関などと連携しながら、防犯活動の
活性化および防犯設備の整備・維持管理を促進します。

7.ハマヒルガオ　海岸砂丘植物などの貴重な自然を保護するた
めの対策を推進します。
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　個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくるために、学校・地域・家庭がそれぞれの役割の中で連携し合いながら、
さまざまな交流や体験を通して子どもたちの個性を育む教育環境づくりに努めるとともに、本市が持つ豊かな自然
環境や活動拠点施設、経験豊かな地域の人材などを十分活用しながら、生涯を通じて学習する意欲の向上と機会の提
供を図ります。
　また、地域の歴史や伝統的文化の継承および新たな文化の創造に向けた市民活動を積極的に支援し、世代間の交流
促進と地域の個性を育む取り組みを促進するとともに、市民一人ひとりが年齢や性別などにかかわりなく、お互いの
個性と人権を尊重し、理解し合って、その人の能力や意欲が十分発揮される環境づくりを進めます。

個性豊かに学び
人々が輝くまち4 ― 教育・交流 ―

1.中学生社会体験　市内事業所の協力を得ながら、社会体験機
会の充実を図り、中学生のキャリア教育を推進します。

2.中学校体育祭　体育活動や読書活動、さまざまな体験などを
通じて、児童生徒の健康の保持・増進と豊かな心の育成を図ります。

3.公民館講座　市民の学習ニーズを把握しながら公民館の各種
講座などの充実に努め、幅広い市民が参加しやすい講座などの開
催に努めます。

4.グラウンドゴルフ　「市民一人１スポーツ」を目指し、誰でも
気軽に参加できる生涯スポーツの促進を図ります。

5.フロンティア学寮　通学合宿事業の拡充を図り、活動への参
加を呼びかけ、子どもたちの健全育成を図ります。

6.国際交流協会日本語教室　国際交流団体の活動の活性化を
図るとともに、各種団体が行う交流活動を支援します。

7.松山神社神楽　伝統文化の継承・保存活動に対する支援を行
い、活動の活性化を図るとともに、後継者の育成を図ります。
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　市民が主役となるまちづくりを推進していくために、市民と行政がさまざまな媒体や機会を通じて情報を共有し、
まちづくりの問題意識と方向性を共有しながら、市民と行政が一体となり共に考え、共に行動する体制づくりを推進
するとともに、ボランティア活動の促進や地域活動団体への支援の充実など、市民一人ひとりが地域活動に積極的に
参加できるまちづくりを推進します。
　また、市の財政状況に応じた効果的かつ効率的な行財政運営を進めることにより、健全なまちづくりの推進と市民
サービスの向上を図ります。

市民と行政が協働し
市民が主役のまち5 ― 住民協働・行財政 ―

1.まちづくりご意見箱　市長への手紙やまちづくりご意見箱、
メールなどによる問い合わせに対して、情報の提供に努めます。

2.匝瑳市議会　開かれた議会活動の推進と議員活動の活性化を
図るため、議会内容を広く市民に伝え、積極的な情報提供に努めます。

3.市民協働の推進　公募などによる市民参加やパブリックコメ
ントの実施などにより、計画段階からの市民参画を推進します。

4.「広報そうさ」での財政状況の公表　財政状況を広報紙や市
ホームページなどに掲載し、市民との情報共有および財政運営の
透明性の確保を図ります。

5.市ホームページ　審議会の結果など、政策決定過程を市ホーム
ページ上で公表します。また、行政情報についての提供も行います。

6.まちづくり座談会　市民と行政が、まちづくりについての意
見交換をすることができる場を充実します。

7.市民サービスの向上　市民ニーズや特定の行政課題に柔軟に
対応できる運営体制を構築するなど、効率的で質の高いサービス
の提供に努めます。

16 17


