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後期基本計画(案)および第 2期総合戦略(案)の主な見直し事項 
 
１．見直しの視点・ポイント（第 1回資料 1 の再掲） 
（1）現計画の振り返り、評価 

【例】○住民アンケート調査 

○ＫＰＩ（重要業績評価指標）の計測 

○施策の達成状況の確認（各課ヒアリング） 

 

（2）時代の潮流や社会情勢 
【例】○全国的に加速化する少子高齢化、人口減少 

○激甚化、頻発化する自然災害 

○東日本大震災からの「復興・創生期間」の完了 

○ＳＤＧｓ（「持続可能な開発目標」） 

○Society 5.0 

○新型コロナによる社会生活への影響、変化 

○働き方改革、「新しい生活様式」 

 

（3）国や県の関連計画の方向性 
【例】○国の第 2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定、基本目標の見直し 

○第 2期「宮城県地方創生総合戦略」 

 

（4）審議会、庁内調整会議等 
【例】○総合発展計画審議会でのご意見、ご提案 

○庁内調整会議による検討 

○パブリックコメント 
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２．後期基本計画（案）の主な見直し事項 
第 1章：持続可能なまちの基盤づくり 
№ 頁 項目 変更事項等 関連する住民ｱﾝｹｰﾄ結果 

№1 P1 
1（2）国土強靭

化の推進 

・国土強靭化に係る内容を追

加 

・問 4生活環境の重要度

で、「消防・防災・減災

対策」が上位 

№2 P3 
3（6）公共交通

の利便性の向上 

・乗合自動車「さざんか号」

と、デマンド型乗り合いタ

クシー「わたりん号」の運

行等による公共交通網の強

化の内容に変更 

・問 4生活環境の重要度

で、「公共交通の便利

さ」が上位 

・自由意見において、町民

バスや公共交通機関の利

便性を求める意見が最多 

・「公共交通の便利さ」は

重点改善項目に整理 

№3 P4 
4 情報・通信基

盤の整備 

・ＡＩやＩｏＴ、ＳＮＳの普

及、高度情報化社会などへ

の対応に関する取組を追記 

※第 1回審議会で意見あり 

№4 
P2 

P5 

など 

2（3）公共ゾー

ンの整備推進 

6 公園・緑地の

整備 など 

・整備が完了した施設につい

て、機能維持と活用や維持

管理促進の内容に変更 

 

 

第 2章：わたしとわたりのブランドづくり 
№ 頁 項目 修正事項等 関連する住民ｱﾝｹｰﾄ結果 

№5 P10

～ 

1 農林水産業の

振興 

・ほ場の大区画化、担い手の

発掘や育成、認定農業者を

中心とした農地活用などに

よる、さらなる振興の内容

に変更 

※第 1回審議会で意見あり 

№6 P11 

1（3）③定住促

進に資する遊休

農地の活用 

・希望者が空き家と小規模農

地を同時取得・借受できる

しくみの構築などによる定

住および遊休農地の活用方

策を追加 

・「定住の促進」は、重点

改善項目に整理 

・問 10町将来人口のあり

方で、「定住人口の増加

を図るべき」が最多 

№7 P13

～ 

3 商業の振興 

4 観光の振興 

・鳥の海ふれあい市場やわた

り温泉鳥の海を中心とし

た、地域商業および観光事

業の活性化の内容に追記・

変更 

・問 4生活環境の重要度

で、「日常の買い物の便

利さ」が上位 

・「商業の振興」「観光の

振興」は、重点改善項目

に整理 

№8 P16

～ 

5 雇用対策と勤

労者福祉の充実 

・新型コロナウイルス対応に

伴うテレワーク環境、コワ

ーキングスペースの提供な

どの項目を新規追加 

・緊急時の経済対策の項目を

新規追加 

・「雇用対策と勤労者の福

利厚生」は、重点改善項

目に整理 

・第 1回審議会で意見あり 
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第 3章：ともに育て合う人づくり 
№ 頁 項目 変更事項等 関連する住民ｱﾝｹｰﾄ結果 

№9 P17 

1（1）小･中学校

の各学校施設の

改善･整備 

・将来的な学区の見直しや学

校統廃合や再編などについ

て検討していく内容を追記 

※第 1回審議会で意見あり 

№10 P17 

1（2）創意ある

教育課程の編成･

実施･評価 

・オンライン学習機会の増加

への対応について追記 

・問 4生活環境の重要度

で、「学校などの教育環

境の充実」が高い 

 

第 4章：未来に続く健康づくり 
№ 頁 項目 変更事項等 関連する住民ｱﾝｹｰﾄ結果 

№11 P25

～ 

2 健康づくりの

推進 

・整備した保健福祉センター

を活用した健康づくり施策

の強化について追記 

・改定した各種計画に基づき事

業を推進していく旨を追記 

・問 4生活環境の重要度

で、「保健・医療体制や

施設の整備」が上位 

・同項目は、重点改善項目

に整理 

・問 6望ましいまちの将来

像は、「健康福祉のま

ち」が最多 

・問 12 力を入れるべきＳ

ＤＧｓについては、「ゴ

ール 3 すべての人に健康

と福祉を」が 2位 

№12 P27

～ 

3 保健・医療体

制の充実 

・「亘理町新型インフルエンザ

等対策行動計画」に基づ

き、全庁的な対策を徹底す

ることを明記 

・上記項目を「重点事業」に

追加指定 

№13 P28

～ 

4 地域福祉の推

進 

・改定した各種計画に基づき事

業を推進していく旨を追記 

№14 P29

～ 

5 児童福祉･子

育て支援対策の

充実 

・児童福祉、教育、子育て関

連の事業について、具体的

な内容を追記・修正 

・問 4生活環境の重要度

で、「児童福祉・子育て

支援の充実」が上位 

・同項目は、重点改善項目

に整理 

・問 6望ましいまちの将来

像について、20代と 30

代は「子育て支援のま

ち」が最多 

№15 P35

～ 

6 高齢者福祉の

充実 

・改定した各種計画に基づき事

業を推進していく旨を追記 

・問 6望ましいまちの将来

像は、「健康福祉のま

ち」が最多 

・「高齢者福祉」「障がい

者福祉」は、ともに重点

改善項目に整理 

・問 12 力を入れるべきＳ

ＤＧｓについては、「ゴ

ール 3 すべての人に健康

と福祉を」が 2位 

№16 P36

～ 

7 障がい者福祉

の充実 

 

  



4 

第 5章：絆を深める自治づくり 
№ 頁 項目 変更事項等 関連する住民ｱﾝｹｰﾄ結果 

№17 P39

～ 

2 地域協働のま

ちづくり体制の

確立 

3 地域活動・コ

ミュニティ活動

の充実 

4 ボランティア

活動･ＮＰＯ活動

の充実 

・ＳＮＳや各種メディアを活

用した情報の受発信の強化

を追記 

・地域おこし協力隊の導入を

追加 

・大学等との連携について追

加 

※第 1回審議会で意見あり 

№18 P43

～ 

6 防災対策､消

防･救急対策の充

実 

・防災対策について、施策や

事業の追記・変更などによ

り、内容を強化 

・問 4生活環境の重要度

で、「消防・防災・減災

対策」が上位 

・問 6望ましいまちの将来

像は、「安全安心で快適

住環境のまち」が 3位 

№19 P47

～ 

9 財政運営の効

率化 

・ふるさと納税、企業版ふる

さと納税の活用について追

加 

 

 

 

３．第 2期亘理町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）の主な見直し事項 
№ 頁 項目 変更事項等 関連する住民ｱﾝｹｰﾄ結果 

№20 P4 
3 基本目標と具

体的施策 

・国の第 2期総合戦略と第 2

期亘理町人口ビジョンの分

析結果に伴い、基本目標と

横断的な目標を変更 

・観光を中心とした産業振興

という位置づけを修正 

 

№21 P9 基本目標 1の⑧ 

・産業振興に関するものとし

て、「地域雇用の拡大」を追

加 

・「雇用対策と勤労者の福

利厚生」は、重点改善項

目に整理 

・第 1回審議会で意見あり №22 P11 基本目標 1の⑬ 

・「働き方の変化に対応した労

働者への支援」事業を新規

追加 

№23 P19 基本目標 3の① 

・「需要の高い地区への幼児教

育・保育施設、放課後児童

クラブ等の整備、検討」を

追加 

・問 4生活環境の重要度

で、「児童福祉・子育て

支援の充実」が上位 

・同項目は、重点改善項目

に整理 

・問 6望ましいまちの将来

像について、20代と 30

代は「子育て支援のま

ち」が最多 

№24 P22 基本目標 3の⑦ 

・「健やかな子どもの成長を支

える子育て世代への切れ目

のない支援」の施策を新規

追加 

 




