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はじめに
本市では、平成 20 年（2008 年）３月に策定した匝瑳市総合
計画に基づき、本市の将来都市像である「海・みどり・ひとが
はぐくむ

活力あるまち

匝瑳市」を目指して、様々な施策の

推進を図ってまいりました。
計画策定から 12 年が経過し、先例のない人口減少と少子化・
超高齢化が進む現状は、本市を取り巻く環境を一段と厳しいも
のにしています。
このような状況の中、匝瑳市総合計画が令和元年度（2019 年
度）で終了することから、これまでの成果を検証するとともに、現状の課題を把握・整理
し、次世代へつなぐ第２次匝瑳市総合計画（基本構想・前期基本計画）を策定いたしまし
た。
新たな総合計画では、匝瑳市総合計画に定めた将来都市像「海・みどり・ひとがはぐく
む

活力あるまち

匝瑳市」をメインフレーズといたしました。

本市のこれまでの歩みを踏まえつつ、さらなる飛躍を図るものとして、引き続き、まち
づくりの方向性を示したものであります。
そして、大きな課題である人口減少を最小限に抑え、持続可能な地域社会をつくるため
には、「匝瑳市に住みたい」「いつまでも住み続けたい」「関わりを持ちたい」と思える
まちづくりを推進し、多くの人が集まり、交流し、多様な主体が協働することによって、
めぐ

あざ

新たな活力を生み出すことが重要であると考え、「～匝り集う人々と瑳やかな自然のある
ふるさと～」を、新たにサブフレーズとして設定いたしました。
今後は、本計画に定めた施策を積極的に推進するとともに、マニフェストに掲げた「安
心・安全のまちづくり」「産業振興のまちづくり」「市民参加のまちづくり」の基本方針
に基づき、「匝瑳市に住みたい」「住み続けたい」と感じていただける活力と魅力あふれ
るまちづくりに全力で取り組んでまいります。
結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提案をいただきました市民の皆様を
はじめ、市議会議員の皆様、並びに関係各位に対しまして、心から厚くお礼を申し上げま
すとともに、今後とも市政運営に対し、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま
す。
令和２年３月
匝瑳市長

匝 瑳 市 市 民 憲 章
豊かな自然と文化にめぐまれた匝瑳市の発展と市民の幸せを願い、
市民憲章をさだめます。
１

笑顔とあいさつの輪が広がるまち、匝瑳

１

美しい自然を大切にするまち、匝瑳

１

奉仕の心と思いやりのあるまち、匝瑳

１

教養と文化を高め、伝統を守るまち、匝瑳

１

元気で働き、活気に満ちたまち、匝瑳
平成２１年４月１日 制定

都 市 宣 言
匝瑳市は、７つの都市宣言をしています。

平和都市宣言（平成１８年６月２日

宣言）

青色申告都市宣言（平成１８年６月２日

宣言）

産業廃棄物最終処分場の設置反対都市宣言（平成１８年６月２日
健康都市宣言（平成１８年６月２日

宣言）

宣言）

米の輸入自由化阻止都市宣言（平成１８年６月２日
農作業安全都市宣言（平成１８年６月２日

宣言）

宣言）

地産地消・食の安全と自給率向上都市宣言（平成１８年６月２日

宣言）

目
第１編

次

計画の概要等

第１章

総合計画の概要 .................................................. 3

１

計画策定の趣旨 .................................................. 3

２

総合計画の構成と計画期間 ........................................ 3

３

総合計画と総合戦略の関係性 ...................................... 4

第２章

本市を取り巻く状況 .............................................. 5

１

時代の潮流 ...................................................... 5

２

匝瑳市の現状 .................................................... 8

３

匝瑳市の主要課題 ............................................... 15

第２編

基本構想

第１章

まちづくりの基本的視点 ......................................... 21

第２章

目指す将来像 ................................................... 22

１

将来都市像 ..................................................... 22

２

人口の将来展望 ................................................. 23

３

土地利用の基本方針 ............................................. 24

４

基本目標 ....................................................... 26

５

施策の大綱 ..................................................... 28

第３編
第１章

前期基本計画
リーディングプランの位置づけ ................................... 37

プラン１

子育てしやすい環境づくりと移住・定住促進プラン ........... 38

プラン２

活気にあふれたにぎわい創出プラン ......................... 39

プラン３

豊かな自然を守る環境保全推進プラン ....................... 40

プラン４

いざというときの安心・安全プラン ......................... 41

プラン５

課題解決に取り組む「地域力」向上プラン ................... 42

プラン６

市民協働と持続可能な行財政運営プラン ..................... 43

第２章

施策の体系 ..................................................... 44

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

（健康・福祉・医療・介護分野） ..................................... 46
施策１－１

健康づくりの推進 ..................................... 46

施策１－２

高齢者支援の充実 ..................................... 51

施策１－３

障害者支援の充実 ..................................... 57

施策１－４

子育て支援の充実 ..................................... 63

施策１－５

医療体制の充実 ....................................... 68

施策１－６

地域福祉の推進 ....................................... 71

基本目標２

活気に満ち、はつらつとしたまちをつくる

（産業・経済分野） ................................................. 76
施策２－１

農林水産業の活性化 ................................... 76

施策２－２

商工業の活性化 ....................................... 82

施策２－３

観光の活性化 ......................................... 86

施策２－４

雇用・就労・消費者対策の充実 ......................... 90

基本目標３

自然と共生し、快適で安全なまちをつくる

（生活環境・都市建設分野） ......................................... 93
施策３－１

自然環境の保護と循環型社会の形成 ..................... 93

施策３－２

市街地の活性化と交通網の整備 ......................... 97

施策３－３

住環境の整備 ........................................ 100

施策３－４

安心・安全な地域づくりの推進 ........................ 104

基本目標４

個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくる

（教育・交流・移住・定住分野） .................................... 109
施策４－１

学校教育の充実 ...................................... 109

施策４－２

生涯学習・生涯スポーツの推進と青少年の健全育成 ...... 115

施策４－３

地域文化の振興 ...................................... 119

施策４－４

男女共同参画の促進 .................................. 122

施策４－５

移住・定住及び多様な交流の促進 ...................... 125

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
（市民協働・行財政分野） .......................................... 128

資

コミュニティの育成と市民との協働によるまちづくりの推進 . 128

施策５－２

市民にわかりやすいまちづくりの推進 .................. 132

施策５－３

持続可能な行財政運営の推進 .......................... 135

施策５－４

広域行政の推進 ...................................... 139

料

施策５－１

１

編
計画策定について .............................................. 143
（１）計画の策定経過 ............................................ 143
（２）諮問・答申 ................................................ 148
（３）総合開発審議会委員名簿 .................................... 150

２

用語の解説 .................................................... 151

