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第1章 政 策目標と政策の柱

❶ 政策目標
後期基本計画では、
４つの基本目標及び６つのまちづくりの基本指針を掲げる基本構想を
実現するために、
時代の潮流・人口推計・前期基本計画の課題・市民意識調査等を踏まえ、
５
つの政策の柱を掲げます。
また、
５つの政策の柱の政策目標を定め、
施策を展開する上で目指すべき姿を掲げます。

政 策目標

100 年のまちづくり
～家族や友人とともに暮らし続けるために～
震災と原発事故により、多くの被害を受けた本市は、
これまで復興に向けて直面する課
題に取り組んできました。壊れたインフラや失った住環境を整備するとともに、再生可能
エネルギー基地の建設や工業団地の造成等、産業と雇用にも力を入れてきました。
2016年７月に帰還困難区域を除く避難指示が解除となり、徐々に市民が帰還を始めま
した。
しかし、当初想定していたより帰還は進んでいない状況です。
さらに、進行する人口減
少も相まって、経済力の低下や地域活動の縮小など新たな多くの課題も生じています。
これらの課題に取り組むためには、今を生きる私たちだけを考えるのではなく、子ども
や孫の世代まで想いを馳せたまちづくりが必要です。その上で、今、私たちは何ができる
のか、何をすべきなのかを考え、礎を築かなければなりません。
後期基本計画では、
この考え方を
「100年のまちづくり」
と表するとともに、政策目標と
して掲げます。
先人たちが天明の大飢饉を乗り越え、報徳仕法12でこの地を拓いたように、私たちが未
曾有の困難な状況を乗り越え、未来の子どもたちも家族や友人とともに暮らし続けられ
ることを目指します。
報徳仕法は、二宮尊徳の教えに基づく農村の立て直しのことをいいます。
この取組により、荒れた農村を立て直すため、倹約や貯
蓄だけでなく、農民の働く意欲を高める仕組みを作るなど、様々な取組が行われました。
奥州中村藩では、天明の飢饉以降、冷害や洪水によってたびたび凶作となり、田畑は荒れ、餓死者や領内から逃げ出す者が続出し、
人口が3分の１までに減少してしまいました。藩士の富田高慶は、荒れ果てた領内を立て直すため、二宮尊徳のもとに入門し、報徳仕
法を学び、尊徳の代理として中村藩の報徳仕法を指導し、領民たち多くの人々と協力しながら、荒廃した村々を立て直しました。

12
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❷ 政策の柱
子どもたちが複雑で予測困難な時代を前向きに受け
止め、社会や人生をより豊かなものにすることができる
政策の柱

1

教育・子育て

よう、学校・家庭・地域が連携して時代に求められる資
質や能力を育みます。
若い世代が安心して結婚、妊娠、出産、子育てができ
るよう、総合的な子育てサポート体制を整備します。ま
た、子育てを地域全体で応援し、特に支援が必要な子ど
もが健やかに育つよう取り組みます。
生涯にわたる人格形成の基礎を培う大切な幼児期に
おいて、幼児期の発達の特性を踏まえて質の高い幼児
教育を推進するとともに、初等教育との更なる連携を目
指します。
市民の生涯を通じた学びの場を提供するとともに、
スポーツを通じた健康増進や芸術文化に親しむ機会を
通した生きがいづくりを推進します。

あらゆる世代が家庭・職場・地域において健やかな暮
らしを支える環境づくりを推進するとともに、市民一人
政策の柱

2

健康・医療・福祉

ひとりが主体的な健康増進のための行動を起こし、健
康寿命の延伸を実現します。
また、市民の放射線への健
康不安については、継続して被ばく線量の測定や専門
家と連携した情報の提供を実施します。
医療従事者の不足が顕在化している中で、地域にお
ける医療・救急医療体制の維持・確保に向けて、地域内
の役割分担と連携を強化します。
障がいを持つ人や高齢者が、住み慣れた地域で生き
がいを持って安心して暮らすことができる環境を整備
するとともに、安定的な介護サービスや在宅で介護する
家族等を応援する体制の充実を図ります。
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政策の柱

3

産業・仕事づくり

政策の柱

4

都市基盤・環境・防災

常磐道と福島ロボットテストフィールド14・工業団地・市
街地等を結ぶ道路網の整備を推進するとともに、道路・
橋梁や上下水道などの適正な維持管理を実施します。
ま
た、
交通弱者のための公共交通の構築や住みやすい住環
境を整備します。
ごみの減量と資源化及び再生可能エネルギー活用や
省エネルギーの推進により、
環境負荷を軽減する暮らし
を促進します。
放射線に係るモニタリングを継続し分かり
やすく情報を発信するとともに、
除染廃棄物の仮置場の
早期解消による環境回復を推進します。
震災と原発事故の教訓を生かし、消防・防災体制の確
保を推進するとともに、
市民の防災意識を地域で醸成す
ることを促進します。
市民の交通安全に対する意識高揚や地域の防犯対策
等を推進します。
また、市民からの消費生活等の相談体
制を確保します。

農林水産物を素材として販売するだけではなく、
自ら又は2次・3次産業の事業者と連携し、加工や流通・販売に取り組むことによ
り、商品の付加価値を高めて販売を行うこと。
14
南相馬市・復興工業団地内、
浪江町・棚塩産業団地内に設けられる、
無人航空機や災害対応ロボットを実際の使用環境で研究開発する施設。
13

18

震災や原発事故による離農や高齢化で減少した農業
の担い手の育成と休耕している農地の再生に取り組む
とともに、低コスト化や効率化による生産性の高い農業
を推進します。
また、小中規模農家の生産継続を支援す
るとともに、
６次産業化13や販路拡大など、農山漁村の環
境再生に取り組みます。
ロボット関連産業をはじめとした新産業の誘致や創
業支援をするとともに、強み産業への育成により、若者
をはじめ多様な人材が活躍できる雇用環境の創出に取
り組みます。
また、街なかの空き店舗等のリノベーション
による創業支援や街なかへの人の流れを誘導する取組
を推進します。
相馬野馬追祭や自然・文化等の地域資源を磨きつな
いで、新たな通年観光を構築し、訪問人口を増やしま
す。
また、
自治体交流や民間交流により交流人口を増や
し、移住へつながる取組を推進します。
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地域活動を通じて支え合う地域コミュニティの再構
築に取り組むことにより、人と地域がつながるまちづく
政策の柱

りを推進します。

5

地域活動・行財政

まちづくりや公共領域の担い手としての市民活動団
体やNPO15団体の公益活動を支援するとともに、団体
と市は積極的に公共課題に取り組みます。
少子高齢化の進行や人口減少、国の復興・創生期間
の終期を見据え、行政サービスの継続性に配慮しつつ、
施策等成果を意識した不断の見直しを行います。
市の財産の適正な管理と効果的な活用、特区制度の
有効活用などにより、過度な将来負担を生じさせない
行政サービスの供給体制を整え、健全な行財政運営を
目指します。

❸ 後期基本計画における人口目標
本市の人口目標として、
計画期間末の2023年３月末時点で53,000人を維持します。
人口目標の達成に向けては、第2章及び第3章に掲げる復興重点戦略及び重点戦略等
を着実に推進していきます。
後期基本計画成果指標

現状値
（2018年4月）

推計値
（2022年9月末）

目標値
（2023年3月末）

市内居住人口

54,487人

52,543人

53,000人

年少人口比率

9.6%

9.4%

9.4%

生産年齢人口比率

55.3%

52.6%

52.6%

老年人口比率

35.1%

38.0%

38.0%

人口構造

Nonprofit Organization の略。民間非営利組織。営利目的ではなく、社会的な使命を達成することを目的にした組織のこと。
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第1章 政 策目標と政策の柱
基 本 施 策・施 策〈体 系 〉
基本施策

政策の柱

1

教育・子育て

政策の柱

2

健康・医療・福祉

1 学校教育

1 豊かな心と体の育成
2 教育水準の向上
3 学校環境の整備

2 子育て

4 結婚・妊娠・出産への支援
5 保育・幼児教育の充実
6 子育て環境の充実

生涯学習・
3
スポーツ

7 生涯学習の充実
8 芸術文化の充実
9 スポーツの振興

4 健康

10 疾病の予防
11 心身の健康づくり
12 放射線対策の継続

5 地域医療

13 地域医療の連携強化
14 救急医療体制の維持

6 福祉・介護

15
16
17
18

7 農林水産業
政策の柱

3

産業・仕事づくり

地域福祉の向上
介護予防と高齢者福祉の向上
障がい児・者福祉の向上
被災者への支援

19 農業生産基盤と農村環境の整備
20 担い手の育成・確保
21 販路拡大と6次産業化・地産地

消の推進

22 林業・水産業の再生
23 ロボット関連産業等の新産業創

8 商工業

9 観光交流

20

施策

出・育成

24 地元企業の振興
25 多様な人材の育成と誘導
26 街なかの活性化
27 通年観光の推進
28 交流人口・関係人口の拡大
29 移住の推進
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基本施策

10 都市基盤

政策の柱

4

11 生活環境

5

地域活動・行財政

30
31
32
33

道路網の整備
上下水道の整備
住環境の整備
公共交通の確保

34 ごみの減量と資源化の推進
35 環境の保全
36 再生可能エネルギーの活用と環

境負荷の軽減
37 環境の回復

都市基盤・環境・防災

政策の柱

施策

12 地域防災

38 防災体制の強化
39 消防力の強化

交通安全・
13
防犯

40 交通安全の推進
41 防犯の推進・市民相談体制の確

14 コミュニティ

42 地域コミュニティの活性化
43 NPO・市民活動団体等との協働

15 行財政

44
45
46
47

保

市民参加の推進
効果的な行政運営
公有財産の最適化と活用
健全な財政運営
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第2章 復 興重点戦略
旧避難指示区域及び帰還困難区域の居住人口は、3,396人（2018年９月末現在）
にとど
まり、震災前の14,279人（2011年３月11日現在の住民基本台帳人口）から１万人以上減
少しています。
また、老年人口比率は、2011年の27％から2018年の50％に上昇し、区域
内の高齢化が著しく進行しています。
そのため、旧避難指示区域においては、地域活動の維持への不安や子どもの教育環境
の充実、地域医療の確保など地域住民からの声があり、更に生活再建への課題に迅速に
対応する必要があります。
一方、福島県が本市の復興工業団地内で進めている福島イノベーション・コ ースト構
想16の主要な施設である福島ロボットテストフィールドが、2019年度に完成する見込みで
あることから、福島ロボットテストフィールドを核とした新産業創出と人材誘導による復
興が期待されているところです。
これらのことから、若者が挑戦できるような環境づくりと高齢化した市民が、生涯現役
で支え合い住み続けられる地域づくりを進め、更なる復興加速に向けて取り組みます。
また、復興重点戦略に掲げた施策は、復興・創生期間である 2020年度までに優先的に
取り組み、2021 年度以降につなげる対応が必要です。

旧避難指示区域及び帰還困難区域の居住人口と老年人口比率の推移
居住人口

（人）
20,000

震災前
15,000

老年人口比率

（%）
100

震災後
80

14,279

57

10,000

51

50

40

27
5,000

0

0
2011

60

解除前

0

1,085
2016

2,579

2017

3,396

2018

20

0

（年）

※2011年は、2011年3月11日の住民基本台帳人口と2011年3月31日の老年人口比率。
解除前は、避難指示解除前のこと。2016年以降は各年 9月末の居住人口と老年人口比率。

16
震災と原発事故によって失われた浜通り地域等の産業を回復するため、当該地域の新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェ
クト。廃炉、ロボット、エネルギー、農林水産等の分野におけるプロジェクトの具体化を進めるとともに、産業集積や人材育成、交流人
口の拡大等に取り組む。
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復興重点戦略❶

旧避難指示区域の再生

帰還した市民が安寧に住み続けられ、帰還して良かったと思える旧避難指示区域の再生を
推進します。
更なる復興加速に向けて、教育・子育て環境の充実、安全・安心な生活環境の整備、農業の
再興、医療体制の整備、
まちのにぎわい創出などに取り組みます。
また、旧避難指示区域の再生には、旧避難指示区域外を含む市全域の復興が必要であるこ
とから、引き続き市全域の復興の取組も進めます。

主な取組方針

◎文教ゾーン17を生かした魅力ある教育と子育て環境の整備

◎地域医療体制の充実

◎賠償全般の問題解決への支援

◎スマートインターチェンジの整備促進

◎交通弱者の移動手段の利便性向上

◎営農環境の再生と生産者の育成
◎地域コミュニティ活動の活性化

復興重点戦略❷

◎買い物環境の維持・再生

など

福島ロボットテストフィールドを核とした
新産業創出と人材誘導

世界に冠たるロボットの研究・実証拠点である福島ロボットテストフィールドを最大限活用
し、国内外の優秀な研究者や人材が集う環境整備を推進します。
また、福島ロボットテストフィールド周辺環境の整備に取り組みます。
さらに、市外から訪れる研究者、
ロボット関連企業と市内企業・団体、市民が交流する機会を
創出し、人材誘導、市内企業の技術革新や産業集積、ベンチャー輩出等を推進します。

主な取組方針

◎ロボットをはじめとする先端技術等を強み産業へ育成
◎ロボットの実証実験・導入等の促進
◎工業基盤の整備と企業立地の推進
◎ロボット関連企業や大学等との連携強化
◎小中学生のロボット教育18の推進と高等教育機関との連携
◎福島ロボットテストフィールドの認知度向上
◎研究開発・先端技能育成等基盤技術産業の高度化
◎福島ロボットテストフィールド等を組み入れた新たな観光ルートの創設
◎主要アクセスポイントと拠点をつなぐアクセス道路の早期整備の実現
◎都市間交通の整備
など

小高区内の幼・小・中など教育施設が集中するゾーンのこと。
2020年度からは、小学校でもプログラミング教育が必修となるため、必修となる前から、
ロボットやプログラミングに抵抗が少ない
子どもたちを増やし、
また、学校側でもロボットに慣れることを目指した教育分野への取組のこと。

17

18
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第3章 重 点戦略
後期基本計画においては、
５つの政策の柱・15の基本施策・47の施策を掲げて着実に取り
組んでいきますが、政策目標を達成するために複数の政策の柱にまたがるテーマに対して横
断的・複合的に取り組む４つの重点戦略を掲げます。
また、市内に
「しごと」
と
「ひと」の好循環を生み出すため、重点戦略を創生法第10条第2項
第1号及び第2号の基本目標と基本的方向としても設定し、政策の複眼的な視点をもって、
様々な行政組織や市民団体等が協力して取り組むものです。

重点戦略❶

子育て世代に選ばれるまち

子育て中の世代やこれから子育てをしようとする若い層が、安心して出産・育児ができ
る環境と、家庭と仕事が両立できる環境を充実します。
幼児教育も含めた教育の質を高め、子どもたちが伸び伸び成長できる環境を整備しま
す。
これらの環境を整備するにあたっては、子育て世代の意見がまちづくりに反映される仕
組みも構築します。

主な取組方針

◎魅力ある教育環境の推進

◎教育指導体制の充実

◎子育て家庭の経済的負担の軽減

◎子育て相談・支援体制の充実

◎進学のための支援制度の充実

◎子どもの遊び場の整備

◎読書活動の推進と図書館の充実

◎小児・産科医療の充実

◎子育て家庭が働きやすい環境整備

◎子育てしやすい住環境の整備

◎学校周辺の安全な道路整備

重点戦略❷

など

多様な人材が活躍するまち

若者、女性、高齢者、障がい者、移住者など、多様な人材が安心して働くことができる環境
の整備や支援を行うとともに、外国人の受け入れ環境を整え、多様な人材が活躍できる取
組を推進します。

主な取組方針

◎保育士等の人材確保·育成
◎医療·介護·福祉人材の確保
◎認定農業者や青年農業者、漁業者の育成 ◎起業家人材の育成·確保
◎多様な働き方の推進
◎女性が働きやすい環境の整備
◎高齢者や障がい者雇用の促進
◎外国人材の確保·活用促進
◎子育て家庭が働きやすい環境整備【再掲】
◎地域資源等を活用した魅力発信によるシティプロモーション19
◎交流人口·関係人口の拡大と移住の推進
◎公共交通の担い手確保
など

人や企業に
「住んでみたい」
「
、ビジネスをしたい」
と思われるよう、
都市としてのイメージや知名度を高めるための情報発信のこと。
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重点戦略❸

健康づくりが盛んなまち

子ども、働く世代、高齢者の全世代を通じ、食事、運動、健康診査の実施体制を確立し、市
民総ぐるみの健康づくりの運動を展開します。
市民が主体的に取り組む健康づくりを地域や職場で支えるための支援等に取り組み、健
康寿命を延ばし生涯現役を目標にします。

主な取組方針

◎健康な体を育む教育の推進

◎子どもの遊び場の整備【再掲】

◎スポーツ機会の拡充
◎生活習慣病予防健康診査の受診率向上と受診後のフォローアップの拡大
◎健康づくりアクションプランの推進

◎民間事業者の健康運動の促進

◎運動意欲·体力向上の推進

◎家庭·学校·職場の食育推進

◎歯科保健の推進

◎地域サロン等の活動活性化

重点戦略❹

など

一円融合20のコミュニティづくり

報徳仕法の教えを地域のコミュニティづくりに生かし、地域の良さを生かす地域活動を推
進します。
市民の地域活動への参加意欲を醸成し、地域活動の活性化への支援に取り組みます。

主な取組方針

◎地域サロン等の活動活性化【再掲】

◎多世代同居・定住の促進

◎交通弱者の移動手段の利便性向上【再掲】◎自主防災組織の活性化
◎消防団の加入促進

◎隣組加入の促進

◎行政区の適正化

◎地域コミュニティ活動の活性化【再掲】

◎民俗芸能の継承や活動の活性化

◎多世代交流機会の充実

◎生涯学習センター等を活用したコミュニティの再構築
◎市民活動団体の公益的活動の活性化

など

「報徳の教え」の一つで、何事にも一人ではなく、力を合わせて行動するということ。
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第4章 基 本構想と後期基本計画の全体像
基 本 構 想

みんなでつくる かがやきとやすらぎのまち 南相馬
～復興から発展へ～
逆境を飛躍に変え､元気で活気に
満ちたまち
人を育み､郷土を愛し､若い世代が夢と
希望を持てるまち

1

地域の特性を見つめ
なおし､産業と交流が
さかんなまちづくり

3
5

まち
づくりの
目標

市民生活を取り戻し､地域､世代をつなぎ
思いやりあふれるまち
原発事故を克服し､誰もが安全･安心に
暮らせるまち

土 地 利 用 の
基 本 方 針

基 本 指 針

2

健康で安心して暮らす
ことができるまちづくり

災害に対応できる
安全･安心なまちづくり

4

環境にやさしく､快適に
暮らせるまちづくり

自ら学び､自ら考え､
生きぬく力を育む
まちづくり

6

市民の力を生かした
持続可能なまちづくり

●復旧･復興･再生のための
土地利用
●土地需要の量的調整
●土地利用の質的向上
●地域の活力を支える
土地利用

後期基本計画
政策
目標
政策の柱

100年のまちづくり
～家族や友人とともに暮らし続けるために～
1

教育・子育て

26

政策の柱

2

健康・医療・福祉

政策の柱

3

産業・仕事づくり

政策の柱

4

都市基盤・環境・防災

復興
重点戦略

❶旧避難指示区域の再生
❷福島ロボットテストフィールドを核とした新産業創出と人材誘導

重点戦略

❶子育て世代に選ばれるまち
❷多様な人材が活躍するまち
❸健康づくりが盛んなまち
❹一円融合のコミュニティづくり

政策の柱

5

地域活動・行財政

