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伊藤市政 2 期目の検証

全力・前進

● 合併協定項目２７９項目の内、２６８項目の調整を終えました
達成率、平成22年度92.8％。平成26年度96.1％

あしあと

● 新市建設事業１１３事業⇒１１２事業の内、９９事業が完了又は着手 (完了５６，着手４３)

進捗率、平成22年度82.3％。平成26年度88.4％
※岩出山地域の防災無線整備更新事業を一体性事業の総合防災対策整備事業に統合したため，事業数を112事業
としています

● 行財政改革の取り組み…およそ４９億円、市の財布を豊かにしました

おおさき２０万都市へ向けて前進

❶大崎20万都市、産業維新を前進させます!!

●中心市街地復興まちづくり計画の策定
・広域防災・活動拠点整備エリアを設定…大崎地域広域消防本部・古川消防署の移転の合意
※市民病院本院移転にかかる千手寺地区の課題解決に方向性を示す
・災害公営住宅建設、図書館建設、新庁舎建設、市道改良、緒絶川周辺環境整備事業、ＩＣＴ活用事業、
空き店舗対策事業等、各種事業の推進
・まちの駅「醸室」として観光物産センターを開業
●市民バス等運行による地域内交通の整備
●コンビニ収納の導入
●男女共同参画相談業務の拡充
●グリーンツーリズム推進による交流人口の拡大
●分譲宅地販売等による移住者対策の促進
●定住自立圏推進のための「共生ビジョン」策定
●観光総合窓口「一般社団法人みやぎ大崎観光公社」の設立 (平成23年12月)
●本県２度目となる「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」の開催
●宮城野部屋直伝の「なる子ちゃんこ鍋」４万食の提供を記録
●横綱白鵬関をはじめとする「おおさき宝大使」50名の委嘱
●命と健康を守る「新大崎市民病院本院」の建設。平成26年３月竣工、７月１日グランドオープン
●岩出山分院の開院 (平成24年３月１日)
●鳴子温泉分院の耐震化 (平成23年１月完成)
●鹿島台分院は医師の確保対策を推進中。災害備蓄倉庫の設置 (平成26年３月末)
●田尻診療所は認知症外来に加え、一般内科診療の充実

❸子育て日本一をめざして，待機児童ゼロへの取組みと24時間保育，育児休業制度の拡充を図ります!!
●公立保育所の増改築や民間保育所の新設による定員拡大
●放課後児童クラブ (13カ所)、学童保育 (14カ所) の事業拡大
●子ども医療費助成の拡大。平成25年10月１日より入院助成対象小学 6 年生まで拡大
●鹿島台なかよし園の開園 (平成22年４月１日)
●安心子ども基金を活用した保育施設整備補助金 ●子ども・子育て会議の設置

❹日本一健康なまちづくりをめざして，母子健康診査，がん検診の充実と生き生き健康プラン
生涯スポーツを推進します!!

❻「ものづくりおおさき」
「食の宝箱おおさき」
「いで湯王国おおさき」
「観光立市おおさき」
「渡り鳥の楽園おおさき」
「環境先進市おおさき」を連携・融合し，新産業，新商品，雇用の創出とブランド確立を図ります!!
●緊急雇用創造事業スタート (平成21年〜25年、435事業1,631名雇用)
●地域雇用創造推進事業への取組み (平成22年〜24年、81事業285名就業)
●実践型地域雇用創造事業への取組み (平成24年〜25年、40事業157名就業)
●企業誘致と新規雇用の実現 (H22〜H25、16社333名雇用) 内訳は、工業団地3社と空き工場13社
●トヨタ生産方式カイゼン研修の実施 (平成22年〜24年、11社60名参加)
●NPO法人未来産業創造おおさきの設立 (平成22年３月、会員数83社)
・産業見本市「おおさき産業フェア」の開催
・農商工連携フォーラム、発酵フォーラムの開催
・食の商談会の開催、アグリフードEXPOへの出店 ほか
●環境保全型農業直接支援対策の実施 ●バイオマス地域リーダー育成講座の開催 (４年間で延159名受講)
●廃食用油の市民回収ボックスの設置 (平成22年14カ所→25年40カ所)
●木質バイオマス利活用のためのキコリ育成塾の開催
●グリーン産業誘致に向けた再生可能エネルギーロードマップ策定
●大規模太陽光発電事業の実施（地元企業主体による地域貢献型事業）
●住宅用太陽光発電システムの普及促進（大崎市エコ改善推進事業）
・住宅用太陽光発電設備設置事業 ・定置用リチウムイオン蓄電池導入促進事業
・家庭用高効率給湯器設置事業
・LED照明導入事業
・生ごみ処理機導入事業
●自然と共生したまちづくり実現
●蕪栗沼、周辺水田と化女沼のラムサール条約湿地の保全とPR事業の実施
●世界一田めになる学校 in 東京大学の開催 (平成22年〜各回約300名参加)
●おおさき生きものクラブの設立 (平成25年６月、会員219名)

７つの地域がそれぞれの個性を生かし、新しい大崎市の個性を創造
❼自治基本条例の制定。市民自治ビジョンの策定。大崎版市民参加型事業仕分け
市民提案型協働事業を創設し，大崎市流「市民自治」改革を推進します!!

●大崎市話し合う協働のまちづくり条例の制定
●３本柱の交付金制度を確立 (基礎交付金、ステップアップ、チャレンジ)
●地区公民館18館を指定管理者制度導入により地域運営に移行
●被災した地区集会所 (活動拠点) を補助率と補助金をかさ上げして復旧
●一時避難所機能を高める防災資機材の整備
●総合計画の見直しに７地域の地域計画を策定（人材育成システムの構築）
●NPO法人の申請窓口を県からの権限移譲を受け市で完結
●大崎版市民参加型事業仕分けの実施 (H22年30事業、H24年21事業の合計51事業で約4千万円の財政効果)
●ワールドカフェの開設（市民提案型協働事業）

公約以外の実績

●小規模多機能型居宅介護事業所の開設 (平成23年４月１日、市内３カ所)
●認知症地域推進委員の配置
●地域包括ケアシステムの推進

・震災復興交付金の確実な確保。全９事業で総事業費64億2,252万円。交付金総額54億4,756万円
・被災者に対する各種支援（災害救助費，弔慰金・見舞金，住宅応急処理，損壊家屋解体処分
保育料＆税＆水道料等の減免）
・自治体間災害時相互応援協定の締結 (県内外15自治体)
・旧古川七日町ショッピングプラザ，ゴールデンパレスの解体による災害公営住宅建設
●産業振興計画後期計画の策定 〜大崎ブランドの確立と新産業の創造〜
●都市計画マスタープランの策定 〜定住と交流の拠点都市〜
●中心市街地復興まちづくり計画の策定 〜みちのくの架け橋 人とまち 持続可能な都市づくり〜
●定員適正化の実現 (職員数を30%削減、第2次集中改革プランの実施)

安心できる高齢化社会づくり!!

❺「学びのまちおおさき」をめざして，図書館建設と生涯学習を推進してまいります!!
●小中学校の耐震化・大規模改造事業の推進
●図書館等複合施設基本設計の策定
●補助教員を配置し，35人学級の実現
●英語教育のための外国語指導助手及びスクールカウンセラーを配置
●教育の情報化推進
●「音楽が聞こえる都市（まち）づくり事業」の実施
●「おおさき学校メグリンピック」を導入
●大崎市民会館の椅子改修、ゆったりと鑑賞 (1,048席→892席に)
●宮城大学及び兵庫県立大学との連携協定の締結
●大崎圏域の社会教育施設の相互利用推進 (大崎定住自立圏協定事業)

●総合計画後期計画の策定 〜宝の都(くに)・おおさき〜
●震災復興計画の策定 〜真の豊かさ 連携と協働による大崎の創生〜

●道路網等の整備

・福浦線，李埣飯川線等アクセス幹線道路の整備 ・市内生活道路，環状道路，地域連携道路の整備
・国道108号古川東バイパスの一部供用開始
・国道108号花渕山バイパスの国の直轄権限代行による工事の推進
・志田橋架け替え事業の促進 ・筒砂子ダムが国の直轄事業として再スタート決定（治水利水事業）

チャレンジ以外の実績

●母子健康診査の拡充…３回 (平成20年) 〜14回へ (平成24年)
●がん検診の受診率の向上
●生き生き健康プラン達成に向け健康増進計画推進ネットワーク会議の設置

チャレンジ③

チャレンジ①

❷日本一の自治体病院建設と分院・診療所の拡充を図り，医療先進市をめざします!!

おおさき産業維新を起こし、一万人の雇用機会の創出

チャレンジ②

・第２次集中改革プラン（平成22年度〜24年度）目標額37億円⇒実績49億円（達成率132％）
・第１次と第２次プランの実績を合わせると約106億６千万円の実績
現在、第３次集中改革プラン(平成25年度〜27年度)進行中、目標額は19億円
● 市の蓄え（財政調整基金）を，８０億円増やしました…26億円(平成22年度)⇒106億円(平成25年度末見込）

宝の都 (くに) おおさき

３期目の新たな公約…市民力の結集で笑顔あふれる大崎
プロモーション①

復旧から再生・発展に挑戦するまちづくり!!
〜内陸の復興モデルをめざして〜

❶震災復興計画の推進
❷中心市街地復興まちづくり計画の推進

・災害に強い「新市役所庁舎」の建設と周辺環境の整備
・大崎地域広域消防本部・古川消防署の移転（千手寺地区）
・緒絶川周辺の景観形成
・空きビル、空き地、空き店舗の活用
・まちなか回遊路（避難路）の整備
・ＩＣＴ街づくりの推進

❸災害公営住宅の整備とコミュニティ形成支援
❹老朽化した総合支所の建替えと総合支所の活用
❺デジタル防災行政無線の早期整備と補完システムの導入
❻放射能汚染物の早期処理

定住と交流！にぎわいのある東北の拠点都市づくり!!
〜暮らす人、訪れる人が元気なまち〜

プロモーション②

❶高度で先進的な医療を提供する日本一の自治体病院の実現
❷公共交通システムの充実と新病院までの循環バス運行
❸新病院へのアクセス道路の整備
❹夜間急患センターの開設
❺新図書館等複合施設の建設
❻旧有備館の復元
❼常襲冠水地区の解消と雨水排水対策の強化
❽鹿島台駅周辺整備事業の早期実現
❾社会全体で支援する子ども・子育て支援事業計画の策定と推進
❿子ども医療費の助成拡大
⓫待機児童ゼロの実現
⓬松山幼保一元施設の建設
⓭高齢者福祉と介護保険事業の推進
⓮障害者支援施設の整備と支援ネットワークづくり
⓯三本木県有地の早期活用の促進
⓰パークゴルフ場の整備
⓱長者原スマートインターチェンジの運営24時間化
⓲主要道路と生活道路の早期整備
⓳優良住宅の整備、空き家活用等による定住の促進

プロモーション③

産業維新の環境創造都市づくり!!
〜大崎ブランドの確立と新産業の創造〜

❶産業振興計画・後期計画の推進
❷地域資源利活用施設事業（カントリーエレベーター建設）の推進
❸新たな米政策への対応と攻めの農業の推進
❹アグリビジネスの推進
❺グリーンエネルギー事業の推進
❻企業誘致と北原工業団地の整備促進
❼生物の多様性を育む農業国際会議の招致
❽シティプロモーションの推進
❾ＦＡＯ世界農業遺産システムへの登録推進
❿観光振興ビジョンの策定と推進
⓫森林ビジョンの策定と推進

プロモーション④

話し合う協働のまちづくり!!
〜大崎市流地域自治組織の確立〜

❶話し合う協働のまちづくり条例制定に伴う各種施策の充実
・まちづくり団体の支援
・拠点施設の充実
❷地区集会所(一時避難所)施設の整備、改修への助成拡充
❸市民満足度の向上と一体感の醸成
❹若者の声を活かした絆でつなぐまちづくり
❺若者が集える居場所づくり
❻生涯学習施設の改修の促進
❼市花、市木、市鳥の制定

大崎市民病院

災害公営住宅「古川七日町」

新鹿島台駅

新図書館

新カントリーエレベーター

新市役所周辺

市政運営の理念
１ 安全・安心

市民のだれもが、豊かな自然と共生し、安定した生活

基盤の上に、安全で安心な暮らしができるまちづくり

を推進します。

２ 活力・交流

人・物・情報・文化の交流、地域間や国内・国際交流を
通し、活力とにぎわいのある元気なまちづくりを推進

します。

３ 自立・協働

市民や地域、各種団体と行政が自主的・自立的に活動
できる基盤の確立に向け、それぞれの個人・組織、企

業が役割を分担・補完しながら、共に考え、共に歩むま

ちづくりを推進します。

４ 改革・挑戦

市政の経営改善策を明らかにし、新たな道のりを市民

との協働により歩み、よりスリムで質の高い効率的な
行政運営を実現します。

やすしの政治信条
い つでもどこでも
と もに市民と考える
う やまう心の政治
や らせてみれば
す すんで行う
し んぎ誠実の政治
プロフィール
伊 藤 康 志 (いとうやすし)
■昭和24年９月29日生まれ(64才)
小牛田農林高校卒業 (相撲部)
大崎市古川馬放に居住
母、妻、長男、長女 5人家族

■昭和62年４月宮城県議会議員に初当選
以後５期連続トップ当選
平成17年７月 ７日第33代宮城県議会議長就任
平成18年４月30日初代大崎市長に初当選
平成22年4月17日再選
■座右の銘：
「耕不儘」耕せども尽きず
■趣味：温泉めぐり、読書、カラオケ

市民皆様と協働で創るマニフェストに、皆様のご意見・ご提言をお寄せ下さい

やすし応援団・事務所ボランティアを募集しております!!
伊藤康志後援会事務所 〒989-6153 大崎市古川七日町8-39 TEL：91-0556 FAX：２5-6178

