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さくらんぼと歴史が育むさくらんぼと歴史が育むさくらんぼと歴史が育むさくらんぼと歴史が育む    スマイルシティスマイルシティスマイルシティスマイルシティ    寒河江寒河江寒河江寒河江 

この将来都市像は、今後 10 年間の本市の 

まちづくりの目標となるものです。 

「さくらんぼ」「さくらんぼ」「さくらんぼ」「さくらんぼ」･「歴史」「歴史」「歴史」「歴史」･「スマイルシティ」「スマイルシティ」「スマイルシティ」「スマイルシティ」

にはそれぞれの思いが込められています。 

 

 

 

        

概要版概要版概要版概要版    

さくらんぼと歴史が育むさくらんぼと歴史が育むさくらんぼと歴史が育むさくらんぼと歴史が育む    スマイルシティスマイルシティスマイルシティスマイルシティ    寒河江寒河江寒河江寒河江    

将来都市像将来都市像将来都市像将来都市像    

◆さくらんぼ◆さくらんぼ◆さくらんぼ◆さくらんぼ    

 市の象徴として市民に深く根付いている「さくらんぼ」を通して、国内はもとより世界に
向けて「寒河江市」をＰＲし、さらなる魅力を育むまちをめざします。 

◆歴◆歴◆歴◆歴        史史史史    

 将来を担う子どもたちにも慈恩寺をはじめ、先人の功績など地域の歴史を学び、ふるさと
「寒河江」の理解を深めてもらい、後世に伝えながら、新たな歴史を育むまちをめざしま
す。 

◆スマイルシティ◆スマイルシティ◆スマイルシティ◆スマイルシティ    

 市民の笑顔は最も大切な宝物です。活気あふれる元気な“寒河江”であり続けるために、
みんなが夢を持ち、誰もが安心・安全を実感しながら暮らせる笑顔が広がるまちをめざしま
す。 



 

将来都市像の実現に向け、10 年間の「目標」、それを達成するための 5 年間の集中的・重点的な取組「チ

ャレンジ」を設定します。 

 

目標１：地域の笑顔輝く潤いのあるまち 

⇒ 豊かな自然、美しい景観を大切にし、活力あふれる地域づくりを進め、「地域の笑顔輝く潤いのある

まち」をめざします。 

◆１－１ 「地域いきいき」チャレンジ 

地域コミュニティの強化と人材育成を図り、住

民主体の地域づくりを応援します。 

◆１－２ 「緑輝く環境」チャレンジ 

地域の豊かな自然環境と共生し、再生可能エネルギー

などを利用した地球にやさしい環境づくりを進めます。 

◎コミュニティセンターの整備 

◎地域担当職員制度の導入 

◎地域づくり活動への支援 

◎住宅団地・公園の整備 等 

◎最上川を中心とした公園・緑地の一体的な環境整備 

◎寒河江川の景観整備 

◎寒河江公園の整備 等 

 

目標２：みんな笑顔若返りのまち 

⇒ 子どもたちの声が響き渡り、高齢者など市民一人ひとりが生きがいをもって暮らせる「みんな笑顔若返

りのまち」をめざします。 

◆２－１ 「さがえっこ応援」チャレンジ 

 安心して子どもを生み育てる環境づくりを進

め、国際感覚を持った将来を担う『さがえっこ』

の育成を図ります。 

◆２－２ 「健康・笑顔」チャレンジ 

高齢者をはじめとした市民の健康づくりや生きがい

づくりを推進し、心と体の若返りを図ります。 

◎子ども医療体制の充実 

◎幼稚園・保育所等の計画的な整備 

◎子どもの遊び場の充実 

◎英語教育の充実 等 

◎元気高齢者づくりポイント制度の充実 

◎各種健康体操の普及 

◎屋内外スポーツ環境の充実 

◎高齢者等の移動手段の確保 等 

 

 

目標３：宝を磨き笑顔いっぱいのまち 

⇒ さくらんぼや慈恩寺などの本市の資源を磨き上げ、その魅力を世界に発信し、多くの人が集まる「宝を

磨き笑顔いっぱいのまち」をめざします。 

◆３－１ 「キラリ寒河江」チャレンジ 

企業誘致や中心市街地の活性化を図り、若者が

集う賑わいのあるまちづくりを進めます。 

 

◆３－２ 「寒河江ブランド向上」チャレンジ 

国史跡慈恩寺をはじめ、紅秀峰やつや姫などの「寒河

江」の宝を磨きあげ、寒河江ブランドを確立し、魅力を

発信します。 

 

◎工業団地の充実や交通網の整備 

◎企業誘致の推進 

◎中心市街地の賑わい創出 

◎創業支援や空き店舗対策の推進 等 

◎慈恩寺のガイダンス施設等の整備 

◎「紅秀峰」や「つや姫」等の農産物のブランド力の

強化 

◎チェリーランドの整備・充実 等 

  

重点目標重点目標重点目標重点目標    



 

基本政策は、将来都市像である「さくらんぼと歴史が育む スマイルシティ 寒河江」の実現に向け、市民

のライフステージに応じた様々な行政サービスや市民生活を支える公共インフラの整備など各政策を体系立

て、5つの章で構成しています。 
 
 

 

安心して結婚・出産・子育てできる環境を整備し、教育の充実を図ることで、さがえっこが元気で

大きな夢を持ち実現できるまちをめざします。 

第１節 安心して生み育てられる環境づくり 

○婚活コーディネーターの活動支援     ○特定不妊治療への助成充実 

○短期宿泊支援等による産後ケアの充実   ○子育て世代包括支援センターの新設  等 

第２節 きめ細かな保育環境の整備 

○幼稚園や保育所等の整備充実       ○延長保育等の多様な保育サービスの充実 

○子育てガイドブックの充実        ○放課後児童クラブの整備充実  等 

第３節 子育てを支える環境づくり 

○子育て世帯への医療費支援        ○第３子以降保育料無料化の対象年齢の拡大 

○地域における子育て世代の交流の場の整備 ○身近な公園の整備及び遊具の充実  等 

第４節 豊かな心と健やかな体の育成 

○いじめ防止条例の策定及び推進      ○慈恩寺等の地域の史跡等の体験的な学習の推進 

○子どもたちの外遊びの奨励        ○ＰＴＡや見守り隊等と連携した安全教育の推進 等 

第５節 未来を切り拓く学ぶ力の育成 

○探求型学習の推進            ○不登校児童との相談や指導の充実 

○トイレ洋式化や空調設備等の充実     ○小学校入学時から英語に慣れ親しむ学習の推進 等 

 

 

 

 

農業、商業、工業の振興を図り、魅力的なしごとを生み出すことで、活力に満ちたまちをめざします。

また、数多くある観光資源を活かし、市外から多くの人が訪れる賑わいあるまちをめざします。 

第１節 魅力ある農業振興 

○新規就農者受入態勢の整備と担い手育成活動の強化  ○中山間地に適応した農産物の栽培支援 

○紅秀峰等の輸出販路拡大と出荷体制の確立 ○６次産業化の推進 等 

第２節 地域資源を活かした観光振興 

○四季を通じたイベントの充実       ○外国人観光客受入態勢の整備 

○周辺市町村との共同イベント等の開催   ○広域観光の連携強化 等 

基本政策基本政策基本政策基本政策    

第１章第１章第１章第１章    子どもがすくすく育つまち子どもがすくすく育つまち子どもがすくすく育つまち子どもがすくすく育つまち    
基本 

政策 

第第第第２２２２章章章章    活力と交流を創成するまち活力と交流を創成するまち活力と交流を創成するまち活力と交流を創成するまち    
基本 

政策 



第３節 賑わいを生む商工業振興 

○中心市街地活性化に向けた空き店舗対策  ○賑わい創出のための誘客イベントの開催 

○起業や創業に対する支援         ○企業誘致の推進 等 

第４節 雇用の安定と就労環境の充実 

○正規雇用・若年者の雇用促進に対する支援 ○技能者の技能向上等への支援 

○再就職を希望する高齢者や女性のニーズに合った企業とのマッチング支援 等 

第５節 質の高い居住環境づくり 

○移住者への住宅取得支援の充実      ○民間等による住宅団地開発の促進 

○空き家減少対策の強化          ○空き家利用者のリフォーム等への支援 等 

 

 

 

 

医療、福祉、介護サービスの充実や市民が健康づくりに取り組む環境を整備し、いつまでも元気で住み

慣れた地域で支え合いながら、安心して暮らせるまちをめざします。 

第１節 地域見守りネットワークの充実 

○地域見守りネットワークの充実      ○シルバーボランティアの養成 

○就労や就学等社会復帰支援の推進     ○ひきこもり対策の充実 等 

第２節 高齢者支援体制の強化 

○元気高齢者づくりポイント制度の充実   ○認知症カフェ開催等による本人や家族への支援充実 

○特別養護老人ホーム等の介護施設の整備   ○認知症対応型通所介護の整備 等 

第３節 共生社会の実現 

○障がい福祉サービスの充実        ○障がい児療育、特別支援教育の充実 

○職業訓練及び福祉的就労の場の確保    ○公共施設等のバリアフリー化の推進 等 

第４節 健康長寿のまちづくり 

○健康教室の開催             ○健康診査・がん検診等の体制充実 

○歯周病検診体制の充実          ○専門医によるこころの健康相談の実施 等 

第５節 いのちを守る地域医療体制の充実 

○県立河北病院等の周辺病院との連携強化  ○小児科医療体制の充実 

○病院事業管理者の配置や経営改善プロジェクトによる市立病院経営の健全化 等 

第６節 地域防災力の強化 

○自主防災組織の防災訓練の充実      ○消防水利の整備 

○災害用備蓄品や指定避難所機能の充実   ○一般住宅の耐震化の促進 等 

第７節 交通事故や犯罪のない地域づくり 

○高齢者等の交通安全教育の強化      ○防犯灯のＬＥＤ化 

○公共施設への防犯カメラ設置       ○消費者生活センターの体制強化 等 
 

  

第３章第３章第３章第３章    元気に安心して暮らせるまち元気に安心して暮らせるまち元気に安心して暮らせるまち元気に安心して暮らせるまち    
基本 
政策 



 

歴史や文化などの特長を活かした地域づくりを推進し、様々な場面で市民が活躍できるまちをめざし

ます。また、市民の声を行政運営に取り入れ、将来を見据えた行財政運営を進めます。 

第１節 市民・地域主体のまちづくり 

○課題解決型地域づくり活動への助成    ○地区公民館へのコミュニティーセンター併設 

○公募委員等による市政への市民参画の推進 ○本市在住の外国人への支援 等 

第２節 豊かな人生の生きがいづくり 

○寒河江さくらんぼ大学への大学院設置   ○市立図書館の利用者サービスの向上 

○体育施設の整備充実           ○慈恩寺ガイダンス施設等整備の推進 等 

第３節 男女ともに活躍できる環境づくり 

○男女共同参画促進のための啓発・情報発信 ○ハラスメント等の防止対策の促進 

○女性の職場環境改善に対する支援     ○経営者の意識改革に向けた働きかけ 等 

第４節 市民ニーズを捉えた行財政運営 

○シティプロモーション戦略の推進     ○公共施設等の複合化・長寿命化の推進 

○他市町村との連携推進          ○未利用財産の活用及び処分 等 

 

 

 

 

緑豊かな自然の中で、計画的な土地利用や各種インフラの整備と維持管理により、市民が快適に生活

できるまちをめざします。 

第１節 心地よい都市空間づくり 

○寒河江公園の整備促進          ○チェリーランドの再整備 

○寒河江川等の桜回廊等の整備       ○都市計画マスタープランの見直し 等 

第２節 人と自然が共生するまちづくり 

○ごみ減量運動の推進           ○市民一斉クリーン作戦の継続実施 

○不法投棄防止啓発及び監視の強化     ○再生可能エネルギー活用の普及 等 

第３節 交通ネットワークの整備 

○都市計画道路、新平塩橋の整備促進    ○きめ細やかな除雪対応 

○ＪＲ左沢線の利用拡大          ○市内循環バスの運行 等 

第４節 生活を守る上下水道の整備 

○水道管の耐震化・長寿命化の推進     ○深井戸更新による自己水源の強化 

○公共下水道・合併浄化槽の普及対策の強化 ○雨水排水路整備の推進 等 

  

第第第第４４４４章章章章    一人ひとりが力を発揮するまち一人ひとりが力を発揮するまち一人ひとりが力を発揮するまち一人ひとりが力を発揮するまち    

第第第第５５５５章章章章    便利で快適に生活できるまち便利で快適に生活できるまち便利で快適に生活できるまち便利で快適に生活できるまち    

基本 
政策 

基本 
政策 



 

国全体の社会環境は、地方から首都圏への人口の

一極集中の加速化や、それに伴う地方における急速

な人口減少と超高齢化の進行など大きく変化してい

るほか、平成 23年 3月の東日本大震災や各地で多

発する自然災害などにより、安全・安心に対する国 

民の意識が高まっています。 

このような本市を取り巻く環境の変化に対応する

ため、本市の今後 10 年間のまちづくりの基本方針

である「第６次寒河江市振興計画」を策定し、笑顔

で暮らせるまちづくりに取り組んでいきます。 

 
 

 

本計画は、「基本計画」「行動計画」によって構成されます。 

 

 

 

 

 

 

－第６次寒河江市振興計画 概要版－ 

 

寒河江市 

〒991-8601  寒河江市中央一丁目 9 番 45 号 

TEL 0237(86)2111 FAX 0237(86)7220 

URL http://www.city.sagae.yamagata.jp/ 

 

 

計画策定の趣旨計画策定の趣旨計画策定の趣旨計画策定の趣旨    

計画の構成・期間計画の構成・期間計画の構成・期間計画の構成・期間    

基本計画(10 年間) 

平成 28年度～平成 37年度 

行動計画(前期 5 年間) 

平成 28年度～平成 32年度 

行動計画(後期 5 年間) 

平成 33年度～平成 37年度 

本市まちづくりの指針であり、長期的

な視点から本市の将来都市像、重点目

標、基本政策を明らかにするもの 

基本計画に掲げた取組の 5 年間の工程

などを示すもの 


