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市民の皆様が 

「楽しみながらこれからも塩竈で 

暮らしていきたい」と感じていただけるよう、 

個性豊かで調和の取れた 

持続可能な「新しい塩竈」の創造に取り組みます 

 

（１）第６次長期総合計画のスタート 

今後１０年間の市政運営の指針として、目指す都市像と、それを実現するための基

本的施策を総合的かつ体系的に示した第６次長期総合計画の初年度であります。 

『海と社に育まれる楽しい塩竈』を、目指す都市像として掲げ、８つの塩竈物語と

して紡いだまちづくりの目標と方向性について、具体的な施策を紐づけながら効果

的に推進していきます。 

 

（２）重点課題の解決と未来への投資 

これまで検討してきた７つの重点課題の解決に向けた方向性と手法について整理

を行い、令和４年度では、特に、庁舎や市立病院、ごみ処理施設のハード整備におい

て、優先順位を決定し、構想の具現化に取り組みます。 

市制施行８０周年を契機に蒔いた種を育てながら、これまで築いてきた様々な方

との関りを深め、市民一人ひとりのシビックプライドの醸成と人材の育成に全力を

挙げて取り組みます。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症への対応 

引き続き、国の交付金などを活用し、生活・事業を維持するための施策と併せ、消

費喚起や観光誘致などのコロナ収束後の経済回復に向けた各種支援施策を状況に応

じ、効果的に実施します。 

  

１．市政運営の基本方針 
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第 6 次 長 期 総 合 計 画 

① 目指す都市像 海と社に育まれる楽しい塩竈 

② まちづくりの基本理念 
今ある個性を大切にし、みんなでつなぎ合わせて、新しい

魅力を創り上げていく、未来に続くまちづくり 

③ 計画期間 
令和 4年度～令和 13年度（基本構想）   

 ※基本計画は前期後期それぞれ 5か年 

④ 将来人口 50,000人（令和 13年度時点） 

⑤ まちづくりの目標と方向性 
『海と社に育まれる楽しい塩竈』の実現に向けて、まちづく

りの目標と方向性を「８つの塩竈物語」として設定。 

２．令和４年度の位置づけ 

○令和４年度は第６次長期総合計画の初年度であり、１０年後の目指すべ

き都市像の実現に向けた第一歩となります。 

○また、前年度から実施している「７つの重点課題」の解決に向けた事業

の推進や、令和３年度の市制施行８０周年を契機に蒔いた種を２０年後

の１００周年に向かって育て上げていくための重要な年度となります。 
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（１）予算の規模 

 ○ 一般会計の規模は 21,620,000 千円（対前年度比+3.4％） 

  ○ 一般会計と特別会計の規模は 34,308,401 千円（対前年度比+1.9％） 

・一般会計の歳出規模は、21,620,000千円で前年度と比較して 720,000千円（3.4%）の増。 

・新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種のための事業費などを継続して計上する

一方で、福祉サービス費などの扶助費の増加や特定漁港漁場整備事業をはじめとする普通建設

事業の増などによりまして、増額となりました。 

・特別会計の歳出規模は、12,688,401千円で前年度と比較して 65,700千円（0.5%）の減となりま

した。主に国民健康保険事業特別会計が、被保険者数の減少に伴い保険給付費が減となる見込み

となっていることが影響しています。 

 

 

区  分 令和４年度 令和３年度 増減額 増減率 

1. 一般会計 21,620,000 20,900,000 720,000 3.4% 

2. 特別会計 12,688,401 12,754,101 △65,700 △0.5% 

合   計 34,308,401 33,654,101 654,300 1.9% 

 

（２）一般会計当初予算額の推移 

  

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

35,180,000

36,240,000

46,610,000

39,290,000

28,360,000

25,060,000

25,750,000

23,120,000

20,900,000
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３．令和４年度当初予算のポイント 

（単位：千円） 
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第 6 次長期総合計画に掲げる施策のうち、「子育て支援・教育」と、「移住・

定住」に係る施策を ライフステージに合わせ 横断的に取り組みます。 

（1）産み育てやすい環境を整える事業 - 子育て支援・教育 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子育て世帯の移住・定住を促進する事業 

 

 

 

 

 

 

４．第６次長期総合計画 

◆妊娠期～乳幼児 

○子育ての準備期間への支援（パパ＆ママクラス等）（継続） 

○お子さんが誕生した世帯への祝金の贈呈（こんにちは赤ちゃん誕生祝金贈呈事業）（新規） 

○各種健診や育児相談会による子どもの健康づくりの推進（継続） 

○子育て家庭の居場所づくりや外出の支援（はじめましてにこサポ、産前・産後のサポート事業

等）（拡充） 

○妊娠期から子育て期にかかる費用負担の軽減（妊産婦健診・不妊治療・子ども医療費助成等）

（継続） 

○家庭全般に関する相談や児童虐待防止のための「子ども家庭総合支援拠点」の設

置（新規） 

○待機児童解消に向けた取組（保育所の民設民営・保育所再編の検討及び情報発信）（拡充） 他 

 

◆小中学校 

○「学びの共同体」による授業づくりの推進（継続） 

○AI 型ドリルの導入による児童生徒の確かな学力の育成（新規） 

○高校や大学との連携（学生ボランティア等）による学習支援（新規） 

○安全安心で快適な学校環境の整備（第二中学校長寿命化改良事業）（新規） 

○シビックプライドを醸成する取組（体験型生涯学習事業・アートプロジェクト・塩竈学問所講

座・地域のおしごと体験事業 等）（拡充） 

○生活困窮世帯への学習支援（拡充） 他 

○放課後の子どもの居場所づくり支援（継続） 他 

◆移住・定住 

○本市に婚姻届を提出した世帯への結婚祝金の支給（新婚さんいらっしゃい事業）（新規） 

○子育て世帯や三世代同居世帯などの住宅取得への支援（多子世帯への助成）(拡充) 

○公園の遊具等の計画的な補修・更新を行うための計画策定（新規） 

○安心安全なまちづくりに向けた防犯カメラの設置（継続） 

○防犯灯 LED 化の推進（継続） 

○伊保石公園の再生に向けて基本計画の策定（継続） 他 
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第 6 次長期総合計画では、『海と社に育まれる楽しい塩竈』を、目指す都市像として掲げ、

８つの塩竈物語として紡いだまちづくりの目標と方向性について、具体的な施策を紐づけな

がら効果的に推進します。 

 
 

子どもたちが健やかに育つ、育てる環境づくりに取り組みます。 

◇主な事業◇   ※    は新規・拡充事業                          （単位：千円） 

No 事業名称 事業費 事業の内容 

1 産前・産後サポート事業 1,128 

パパ＆ママクラスや育児相談会など、妊娠期から産後

の事業の充実を図り、安心して妊娠期を過ごし、育児に

臨めるようサポートするもの｡ 

2 
“こんにちは赤ちゃん”誕生祝金

贈呈事業 
7,500 

健やかな成長を願って、お子さんが誕生した世帯に祝

金として３万円を贈呈するもの。 

3 新生児聴覚検査費用助成事業 2,306 
新生児の聴覚に関する異常を早期に発見・療育支援を

行うため、新生児の聴覚検査費の助成を行うもの。 

４．第 6次長期総合計画 - ８つの塩竈物語 -  

分野１ 子ども 

 

子どもたちの笑い声があふれるまち 
～健やかに育つ・育てる環境づくり～ 

  

 

みんなが生き生きしているまち 

～健康で安心して暮らせる地域づくり～ 
  

 

快適に住み続けられるまち 

～安全で安心なコンパクトさを生かした住環境づくり～ 
  

 

活気があり、誇りをもって働いている人がたくさんいるまち 

～活力に満ちた産業づくり～ 
  

 

何度でも訪れたいまち 
～観光交流による賑わいづくり～ 

  

 

日常に彩りがあるまち 

～生涯にわたって学びあえる風土づくり～ 
  

 

みんなが主役になれるまち 

～さまざまな個性がつながり、役割を発揮できる環境づくり～ 
  

 

自然と調和した和やかな暮らしと癒しがあるしま 

～人々が住まい・集える持続可能な島づくり～ 

 

 
分野１ 

子ども 

 
分野２ 

福 祉 

 
分野３ 

生 活 

 
分野４ 

産 業 

 
分野５ 

交 流 

 
分野６ 

文 化 

 
分野７ 

協 働 

 
分野８ 

浦戸諸島 

 

目指す都市像 
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4 子ども医療費助成事業 99,162 
子どもの適切な医療機会を確保するため、子ども医療

費助成について継続するもの。 

5 保育所受入児童数増加事業 2,352 

保育士不足の対象として、事務補助を雇用することで

保育士が本来の保育業務に専念できる環境を構築し、

児童受入数の増加を図るもの。 

6 
藤倉児童館及び放課後児童クラ

ブ指定管理運営事業 
137,492 

児童館及び放課後児童クラブにおいて、指定管理者

制度により、専門的なノウハウを持つ事業者に管理運

営を行わせるもの。 

7 児童虐待・ＤＶ防止事業 5,656  

「子ども家庭総合支援拠点」を立ち上げ、ソーシャルワ

ーク業務も担いながら、相談業務の強化や関係機関と

の連携強化を図るもの。 

8 地域のおしごと体験事業 1,427 

市内の小学生を対象に普段接することが少ない塩竈の

様々な職業や仕事を体験する機会を提供し、子どもた

ちの郷土に対する誇りや愛着を醸成するもの。 

9 
しおがま子育てサポート協力店

事業 
1,000 

子どものいる家族が外出しやすい環境を整備する店舗

等を「しおがま子育てサポート協力店」として登録し、必

要な備品購入を支援するもの。 

10 学校規模の適正化の検討事業 420 

今後の児童生徒数の推移を見据え、本市における適

正な学校規模・教員配置の考え方を整理するため、外

部有識者を含めた検討組織を立ち上げ議論するもの。 

11 
情報教育推進事業（ＡＩ型ドリル

導入） 
5,544 

タブレット端末を活用したＡＩドリルを導入し、児童生徒

一人ひとりに適した個別最適な学びを提供するもの。 

12 
教育支援センター「コラソン」運営

事業 
19,513 

不登校児童生徒等の社会的自立への支援のため、教

育支援センター「コラソン」を運営するもの。 

13 学習支援推進事業 17,605 

小中学校９年間の学びの連続性を確保しながら「学び

の共同体」による授業改善の推進と幼保小連携等の促

進に取り組むもの。 

14 塩竈アフタースクール事業 8,598 
子どもたちが放課後や休日に安心して過ごすことがで

きる居場所を提供するもの。 

 
 

市民が健康で安心して暮らせる地域づくりに取り組みます。 

◇主な事業◇   ※    は新規・拡充事業                          （単位：千円） 

No 事業名称 事業費 事業の内容 

1 高齢者あんしん見守り支援事業 1,559 

ひとり暮らしの高齢者等の日常の安否確認や、緊急事

態に備えて、IoT 機器を活用した見守りサービスの導入

経費の一部を助成するもの。 

2 
障がい者差別解消推進強化事

業 
394 

障がいへの理解を図るために、障がい者キャラバン隊

による講習の実施や手話通訳費用等に係る経費を支

援するもの。 

3 地域生活支援事業 13,591 

障がい者（児）の地域生活を支援するため、市町村独

自事業として実施するもの。①障害者スポーツ教室開

催事業、②日中一時支援費、③訪問入浴サービス 等 

4 
生活困窮者就労準備支援事業

費 
4,620 

生活困窮者に対して、就労に必要な知識・技能習得の

機会提供や生活改善等を支援し、社会への参画を促

すもの。 

5 子どもの学習支援事業 7,486 
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援を行うもの。Ｒ

４は中３を対象としたオンライン学習を開始する。 

6 地域福祉計画策定事業費 3,000 
福祉分野の各種個別計画の上位計画となる「地域福祉

計画」を策定するもの。 

7 がん検診推進事業 3,314 

検診時に、一定年齢の未受診者へ無料クーポン券を

送付することでがん検診の受診率の向上を図るととも

に、がんの早期発見、早期治療につなげるもの。 

分野２ 福祉 
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安全で安心なコンパクトさを生かした住環境づくりに取り組みます。 

◇主な事業◇   ※    は新規・拡充事業                          （単位：千円） 

No 事業名称 事業費 事業の内容 

1 塩竈市個別避難計画事業 700 

高齢者や要介護者など災害時に支援を必要とする

方々が、取るべき避難行動について、一人ひとりの状

況に合わせた「個別避難計画」を策定するもの。 

2 消防施設整備事業 9,000 
石浜及び朴島の消防団器具置場の移転予定地の地盤

調査を実施するもの。 

3 地域防災計画等改訂事業 21,375 

宮城県が新たに公開する「津波浸水想定区域」を基

に、「塩竈市地域防災計画」や「津波避難計画」等の改

訂を行うもの。 

4 木造住宅震災対策事業 26,594 
耐震診断の委託及び改修計画に基づいて改修工事を

行う者に対し、耐震改修費用等を助成するもの。 

5 危険ブロック塀等除却事業 3,000 
通学路沿い等にある危険なブロック堀の除去に要する

費用の一部を助成するもの。 

6 宅地耐震化推進事業 10,000 

地震等による被害の防止や造成地の安全性確保のた

め、大規模盛土造成を行った地域の地盤調査等を行う

もの。 

7 防犯灯整備事業 8,360 
町内会等が実施する防犯灯のＬＥＤ化に対して助成す

るもの。 

8 安全・安心まちづくり推進事業 4,337 

市による防犯カメラの設置に加え、「防犯カメラ設置モ

デル事業」の対象として選定した町内会に対し、防犯カ

メラの設置に要する費用の一部を助成するもの。 

9 市営住宅エレベーター改修事業 41,200 
市営大日向住宅のエレベーターの改修工事を行うも

の。 

10 
子育て・三世代同居近居住宅取

得支援事業 
26,750 

市内に住宅を取得した子育て世帯や三世代同居世帯

などに対し、助成を行うもの。Ｒ4 は多子世帯への助成

を拡充する。 

11 空き家利活用促進事業 2,750 

空き家の状況調査や改修工事に対して補助を行い、空

き家の利活用を促進し、定住促進と地域の活性化を図

るもの。 

12 緑と憩い再生事業 13,102 

伊保石公園の現状を踏まえ、今後を見据えた基本計画

を策定し、「誰もが・いつでも・自由に憩える公園」の実

現に向けた再整備につなげるもの。 

13 
公園施設長寿命化計画策定事

業 
24,000 

公園の遊具等の長寿命化対策や計画的な更新等を行

うために、「公園施設長寿命化計画」を策定するもの。 

14 私道等整備補助金交付事業費 1,000 
私道の道路舗装や側溝整備を行う町内会等に対して、

整備費用の一部を助成するもの。 

15 
市道整備事業(緊急自然災害防

止対策事業) 
37,000 

老朽化が進む道路の修繕。Ｒ4 は藤倉庚塚線と宮町吉

津線の舗装修繕を行うもの。 

16 環境基本計画推進事業 2,803 

塩竈市の特性を活かした「ゼロカーボンシティ・塩竈」の

実現に向けた方針を検討するため、市民意識調査や

町内会等との懇談会を実施するもの。 

17 ごみ減量化普及促進事業 400 

市内から排出されるごみの減量化のため、家庭で使用

する生ごみ処理機の購入に係る経費の一部を助成す

るもの。 

18 中倉埋立処分場管理事業費 14,636 
中倉埋立処分場の埋立残容量を確保するための取組

を行うもの。 

分野３ 生活 
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活力に満ちた産業づくりに取り組みます。 

◇主な事業◇   ※    は新規・拡充事業                          （単位：千円） 

No 事業名称 事業費 事業の内容 

1 
「みやぎの台所・しおがま」推進

事業 
16,602 

塩竈市が持つ食材の供給基地としての特性を発展させ

るため、水産業・水産加工業及び関連業種への各種支

援を展開するもの。仲卸市場へは、空き盤台を活用し

た出店トライアル事業や地域おこし協力隊を活用した

情報発信等に対して支援するもの。 

2 浅海漁業振興支援事業 2,187 
浅海養殖漁業生産を活性化させるため、生産物の品質

向上のための試験事業等について助成するもの。 

3 塩竈産品販路拡大支援事業 3,370 
水産加工品等のデータベースの活用や国内外の商談

会等に参加し、塩竈産品の販路拡大に取り組むもの。 

4 中心市街地商業活性化事業 5,802 
商店の魅力向上を図る講座の開催や空き店舗の活用

を促進し、中心市街地の活性化に繋げるもの。 

5 門前町活性化事業 701 

地域横断組織を立ち上げ、自らが門前町の現状分析

や将来像を模索するとともに、実現に向けた推進体制

の整備やプランニングに取り組むもの。 

6 旅客ターミナル施設改修事業 30,000 
マリンゲート塩釜の空調設備の改修などを行い、施設

の長寿命化を図るもの。 

7 水産物供給基盤機能保全事業 9,000 
宮城県が策定する特定第３種漁港「塩釜漁港」機能保

全計画の経費の一部を負担するもの。 

8 特定漁港漁場整備事業 78,000 
宮城県が実施する塩釜漁港東防波堤の耐震化工事の

事業費の一部（10%）を負担するもの。 

 
 

観光交流による賑わいづくりに取り組みます。 

◇主な事業◇   ※    は新規・拡充事業                          （単位：千円） 

No 事業名称 事業費 事業の内容 

1 塩竈の魅力発信事業 1,448 

「塩竈シティプロモーションロゴマーク」を活用しながら

多くの人に選ばれる塩竈ブランドの構築を目指し、関係

部署と連携したシティプロモーションを推進するもの。 

2 塩竈みなと祭協賛会助成事業 7,956 

塩竈みなと祭の運営を補助することで塩竈の知名度や

イメージアップ、観光客の誘致による観光産業の活性

化を図るもの。 

3 観光プロモーション事業 3,337 

様々な媒体等（パンフレットや観光ＰＲ動画等）を活用し

て、本市の魅力ある観光メニューやサービスを継続的

かつ効果的に発信し、本市への誘客を図るもの。 

4 
しおがま元気ＵＰプロジェクト事

業 
5,000 

市内の事業者や団体等が感染症対策を講じた上で実

施する観光集客イベントや物産振興、観光まちづくりに

寄与する取組に対し、補助するもの。 

5 観光事業者応援事業 2,400 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受けて

いる市内の観光事業者（観光汽船・マリンゲート塩釜）

を支援するもの。 

6 観光メニューづくり事業 674 
観光客が求める観光メニュー（商品・サービス）を作り、

観光の目的地として魅力を高めるもの。 

分野４ 産業 

分野５ 交流 
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生涯にわたって学びあえる風土づくりに取り組みます。 

◇主な事業◇   ※    は新規・拡充事業                          （単位：千円） 

No 事業名称 事業費 事業の内容 

1 小中学校アートプロジェクト事業 1,000 

アート作品を制作する楽しさや経験をとおし、未来の芸

術・文化を支える人材を育成するとともに、愛校精神や

シビックプライドの醸成を図るもの。 

2 
文化財保存活用地域計画策定

事業 
1,255 

文化財の保存・活用に向けた本市の目指す目標や中

長期的に取り組む内容を取りまとめた「文化財保存活

用地域計画」を策定するもの。 

3 体験型生涯学習事業 132 

塩づくりや海釣り体験など地域への理解と愛着を深め

る「しおがま何でも体感団」を実施し、子どもたちの体験

学習の機会を提供するもの。 

4 スポーツ振興事業 3,500 

小中学生及び高校生等が生涯スポーツ分野で全国大

会に出場する際に、その功績を讃えるとともに、保護者

の負担軽減を図るため、褒賞金を交付するもの。 

5 社会体育施設大規模改修事業 54,300 
老朽化が著しい塩釜ガス体育館の大規模改修工事に

向けた実施設計業務を委託するもの。 

 
 

様々な個性がつながり、役割を発揮できる環境づくりに取り組みます。 

◇主な事業◇   ※    は新規・拡充事業                          （単位：千円） 

No 事業名称 事業費 事業の内容 

1 塩竈市協働まちづくり提案事業 3,176 

町内会や市民活動団体等が協働し、創意工夫にあふ

れた企画によるまちづくりや地域課題の解決に向けた

活動等に対して助成金を交付するもの。 

2 集会所整備等助成事業 4,382 集会所の修繕等に対し補助金等を交付するもの。 

3 新婚さんいらっしゃい事業 7,500 
本市に婚姻届を提出した世帯への結婚祝金として 5 万

円を支給するもの。 

4 デジタル推進費 8,198 

自治体ＤＸを推進するもの。Ｒ4はチャットツール及び行

政手続きのオンライン化支援ツールの導入と RPA 運用

業務の拡大を行う。 

5 職員研修事業 6,321 

各種研修への職員派遣とともに、職員の自己啓発を推

進するため、自主研修や自己研さんに係る費用を支援

するもの。 

6 国際交流事業 4,000 

子どもたちが将来に向けて大きな夢を抱き、国際感覚と

広い視野を身につけ、国際的に活躍できる人材になれ

るよう、海外研修の場を提供するもの。 

分野６ 文化 

分野７ 協働 
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人々が住まい・集える持続可能な島づくりに取り組みます。 

◇主な事業◇   ※    は新規・拡充事業                          （単位：千円） 

No 事業名称 事業費 事業の内容 

1 浦戸再生プロジェクト推進事業 12,871 

浦戸の島づくりの方向性の検討結果を踏まえ、Ｒ4 は地

域おこし協力隊の協力をいただき、島の情報発信を行

いながら、関係人口の創出に取り組むもの。 

2 
浦戸地区介護保険サービス確保

対策事業 
336 

浦戸地区への介護事業者の参入を促進するため、サ

ービス提供する事業者への助成等を行うもの。 

3 地域おこし協力隊活用事業 24,068 
浦戸諸島の基幹産業である浅海漁業の担い手の確保

に取り組むもの。 

4 浦戸農業・コミュニティ振興事業 996 

寒風沢市民農園の運営管理を行うもの。農業を通して

島民が健康的な生活をおくるとともに、近隣住民の交流

の場の提供と新たなコミュニティ形成の促進を図るも

の。 

5 浦戸諸島運搬費用助成事業 1,140 

浦戸地区の方々が所有する軽自動車等の車検更新の

際の海上運搬費用及び灯油の輸送費等について助成

するもの。 

6 浦戸諸島交流促進事業 1,400 
浦戸散策、牡蠣むき体験事業など体験型のイベントを

開催し、交流人口の拡大を目指すもの。 

7 離島地区通学費補助事業 2,924 
本土から浦戸小中学校に通学する児童生徒に対し、市

営汽船乗船料等の一部を助成するもの。 

 

  

分野８ 浦戸諸島 
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  令和４年度では、特に、庁舎や市立病院、ごみ処理施設のハード整備において、優先順位を

決定し、構想の具現化に取り組みます。 

◇主な事業◇   ※    は新規・拡充事業                          （単位：千円） 

No 事業名称 事業費 事業の内容 

1 中倉埋立処分場管理事業費 14,636 
中倉埋立処分場の埋立残容量を確保するための取組

を行うもの。 

2 学校規模の適正化の検討事業 420 

今後の児童生徒数の推移を見据え、本市における適

正な学校規模・教員配置の考え方を整理するため、外

部有識者を含めた検討組織を立ち上げ議論するもの。 

3 門前町活性化事業 701 

地域横断組織を立ち上げ、自らが門前町の現状分析

や将来像を模索するとともに、実現に向けた推進体制

の整備やプランニングに取り組むもの。 

4 
「みやぎの台所・しおがま」推進

事業 
16,602 

塩竈市が持つ食材の供給基地としての特性を発展させ

るため、水産業・水産加工業及び関連業種への各種支

援を展開するもの。仲卸市場へは、空き盤台を活用し

た出店トライアル事業や地域おこし協力隊を活用した

情報発信等に対して支援するもの。 

5 浦戸再生プロジェクト推進事業 12,871 

浦戸の島づくりの方向性の検討結果を踏まえ、Ｒ4 は地

域おこし協力隊の協力をいただき、島の情報発信を行

いながら、関係人口の創出に取り組むもの。 

 
 

市制施行 80 周年を契機に蒔いた種を育てながら、これまで築いてきた様々な方との関りを

深め、市民一人ひとりのシビックプライドの醸成と人材の育成に取り組みます。 

◇主な事業◇   ※    は新規・拡充事業                          （単位：千円） 

No 事業名称 事業費 事業の内容 

1 塩竈の魅力発信事業 1,448 

「塩竈シティプロモーションロゴマーク」を活用しながら

多くの人に選ばれる塩竈ブランドの構築を目指し、関係

部署と連携したシティプロモーションを推進するもの。 

2 地域のおしごと体験事業 1,427 

市内の小学生を対象に普段接することが少ない塩竈の

様々な職業や仕事を体験する機会を提供し、子どもた

ちの郷土に対する誇りや愛着の醸成を図るもの。 

3 緑と憩い再生事業 13,102 

伊保石公園の現状を踏まえ、今後を見据えた基本計画

を策定し、「誰もが・いつでも・自由に憩える公園」の実

現に向けた再整備につなげるもの。 

4 小中学校アートプロジェクト事業 1,000 

アート作品を制作する楽しさや経験をとおし、未来の芸

術・文化を支える人材を育成するとともに、愛校精神や

シビックプライドの醸成を図るもの。 

5 体験型生涯学習事業 132 

塩づくりや海釣り体験など地域への理解と愛着を深め

る「しおがま何でも体感団」を実施し、子どもたちの体験

学習の機会を提供するもの。 

6 国際交流事業 4,000 

子どもたちが将来に向けて大きな夢を抱き、国際感覚と

広い視野を身につけ、国際的に活躍できる人材になれ

るよう、海外研修の場を提供するもの。 

５．重点課題と未来への投資 （一部再掲） 
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市民の皆様が迅速に安心してワクチンを接種していただけるよう、十分

な態勢を整えた上で、刻一刻と変化する状況を捉えながら、各種支援施策

を効果的に実施します。 

◇主な事業◇   ※    は新規・拡充事業                          （単位：千円） 

No 事業名称 事業費 事業の内容 

1 
新型コロナウイルス感染症対策

事業（雇用支援事業） 
14,107 

コロナ感染症の影響により、就職内定の取消し等を受

けた方を、本市の会計年度任用職員として雇用し、就

職活動や雇用の支援を行うもの。 

2 コロナ対策情報発信事業 5,226 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組や、事業

継続・住民生活の支援、新しい生活様式に関する情報

を掲載する「かわら版」を発行するもの。 

3 
町内会等コミュニティ強化支援事

業 
16,550 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により活動自粛

を余儀なくされている町内会等に対して地域コミュニテ

ィ活動の継続などを目的に助成金を交付するもの。 

4 
消防団に係るコロナウイルス対策

事業 
1,524 

消防団用に感染症対策に係る消耗品や備蓄品等を整

備するもの。 

5 
新型コロナウイルスワクチン接種

事業 
169,577 

市民の皆様が新型コロナウイルスワクチンを、迅速かつ

円滑に接種していただけるよう取り組むもの。 

6 
外国人技能実習生等受入支援・

異文化交流事業 
1,300 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている外

国人技能実習生の経済的支援並びに地元事業者から

の商品購入による事業者の支援を行うもの。 

7 
しおがま元気ＵＰプロジェクト事

業 
5,000 

市内の事業者や団体等が感染症対策を講じた上で実

施する観光集客イベントや物産振興、観光まちづくりに

寄与する取組に対し、補助するもの。 

8 観光事業者応援事業 2,400 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受けて

いる市内の観光事業者（観光汽船・マリンゲート塩釜）

を支援するもの。 

9 
スクール・サポート・スタッフ配置

事業 
12,420 

感染症対策の強化を図ることで純増する教師等の業務

をサポートし、教師が子どもの学びの保障に注力できる

よう、市内各小中学校に補助員を配置するもの。 

10 
小中学校新型コロナウイルス感

染症対策事業 
9,730 

感染症対策としての保健衛生用品等の購入と陽性者

が判明した場合の学校施設の消毒等を行うもの。 

 

 

  

６．新型コロナウイルス感染症への対応 （一部再掲） 
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（１）歳入の主な状況

 

 

 

区    分 令和４年度予算 令和３年度予算 前年度比較 増減率 

1．市税 5,741,334 5,591,730 149,604 2.7% 

2．譲与税・交付金など 1,581,149 1,335,028 246,121 18.4% 

3．地方交付税 5,402,192 5,436,419 △34,227 △0.6% 

4．分担金及び負担金 73,825 89,471 △15,646 △17.5% 

5．使用料及び手数料 394,207 401,347 △7,140 △1.8% 

6．国庫支出金 3,274,667 3,096,118 178,549 5.8% 

7．県支出金 1,401,832 1,423,641 △21,809 △1.5% 

8．繰入金 1,025,721 835,754 189,967 22.7% 

9．諸収入 922,452 943,312 △20,860 △2.2% 

10．地方債 1,441,000 1,479,300 △38,300 △2.6% 

11．その他 361,621 267,880 93,741 35.0% 

計 21,620,000 20,900,000 720,000 3.4% 

自主財源（1+4+5+8+9+11） 8,519,160 8,129,494 389,666 4.8% 

依存財源（2+3+6+7+10） 13,100,840 12,770,506 330,334 2.6% 

 

市税

27%

繰入金

5%

諸収入

4%
その他

3％地方交付税

25%

国庫支出金

15%

県支出金

6%

地方債

7%

その他

8％

自主財源

39%

依存財源

61%

７．一般会計予算について 

②繰入金 1,025,721 千円 
（+189,967 千円・+22.7％） 
 

○財政調整基金繰入金 

⇒財源不足額の増などにより 

200,850 千円増 

④地方債 1,441,000 千円 
（△38,300 千円・△2.6％） 

 

○普通建設事業債 

⇒特定漁港漁場整備事業や社会体育施設大

規模改造事業の皆増などにより 147,800 千

円増 

○臨時財政対策債 

⇒地財計画での発行減により 378,000 千円減 

○借換債⇒133,100 千円増 

歳入予算構成比 

①市税 5,741,334 千円 
（+149,604 千円・+2.7％） 

 

○個人市民税 

⇒納税義務者数の増見込などにより 85,911 千円増 

○法人市民税 

⇒新型コロナウイルス感染症の影響などにより 6,853

千円減 

○固定資産税 

⇒家屋の新増築の増などにより 62,649 千円増 

③地方交付税 5,402,192 千円 
（△34,227 千円・△0.6％） 

 

○普通交付税 

⇒地財計画での臨財債発行減などにより 19,000 千円増 

○震災復興特別交付税 

⇒復興事業の進捗により 53,227 千円減 

 

歳入総額 

216億 2,000万円 

 

（単位：千円） 
歳入予算の状況 
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人件費

19%

扶助費

23%

公債費

10%

普通建設事業費

3%

繰出金

16%

その他

29%

 

（２）歳出の主な状況

区    分 令和４年度予算 令和３年度予算 前年度比較 増減率 

1. 義務的経費 11,271,002 11,070,248 200,754 1.8% 

 人件費 4,090,740 4,127,125 △ 36,385 △0.9% 

 扶助費 5,009,592 4,904,209 105,383 2.1% 

 公債費 2,170,670 2,038,914 131,756 6.5% 

2. 普通建設事業費 616,473 430,046 186,427 43.4% 

 補助事業 125,704 107,098 18,606 17.4% 

 単独事業 490,769 322,948 167,821 52.0% 

 国県事業負担金 0 0 0 － 

3. 災害復旧費 1 1 0 0.0% 

4. 繰出金 3,496,243 3,511,165 △14,922 △0.4% 

5. その他行政経費 6,236,281 5,888,540 347,741 5.9% 

計 21,620,000 20,900,000 720,000 3.4% 

（単位：千円） 

歳出予算（性質別） 
構成比 

歳出総額 

216億 2,000万円 

 

①人件費 4,090,740 千円 
（△36,385 千円・△0.9％） 
 

○退職手当組合負担金 16,188千円減 

○衆議院議員・宮城県知事選挙費 30,458 千円皆

減 

○育休・病休職員の増見込などにより人事関係費

32,287 千円増 

②扶助費 5,009,592 千円 
（+105,383 千円・+2.1％） 
 

○障がい福祉サービス費 80,300 千円増 

○医療扶助費 44,887 千円増 

○児童扶養手当費 27,074 千円減 

③公債費 2,170,670 千円 
（+131,756 千円・+6.5％） 
 

○借換に係る償還 133,100 千円増 

○借換を除いた公債費 1,344 千円減 

④普通建設事業費 616,473 千円 
（+186,427 千円・+43.4％） 
 

○補助事業 

⇒・市営住宅改修事業費 17,067 千円増 

○単独事業 

⇒・特定漁港漁場整備事業 78,000 千円増 

・中学校長寿命化改良事業 37,800 千円増 

・体育館維持管理費 54,300 千円増 

・市民交流センター管理運営費 39,589 千円減 

⑤繰出金 3,496,243 千円 
（△14,922 千円・△0.4％） 
 

○下水道事業 

⇒減価償却費の減などにより 54,145 千円減 

○魚市場事業 

⇒目標水揚げ高の減などにより 14,578 千円増 

○国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療事業 

⇒サービス利用者等の増などにより、3 会計で 

15,500 千円増 

歳出予算（性質別）の状況 
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区    分 令和４年度予算 令和３年度予算 前年度比較 増減率 

1 交通事業特別会計 208,100 210,600 △ 2,500 △ 1.2% 

2 国民健康保険事業特別会計 5,649,900 5,865,500 △ 215,600 △ 3.7% 

3 魚市場事業特別会計 176,900 174,400 2,500 1.4% 

4 介護保険事業特別会計 5,844,600 5,763,400 81,200 1.4% 

 （保険事業勘定） 5,843,700 5,762,500 81,200 1.4% 

 （介護サービス事業勘定） 900 900 0 0.0% 

5 
後期高齢者医療事業特別 
会計 

808,900 740,200 68,700 9.3% 

6 
北浜地区復興土地区画整理
事業特別会計 

1 1 0 0.0% 

特別会計 計 12,688,401 12,754,101 △ 65,700 △ 0.5% 

7 下水道事業会計 7,623,371 7,750,934 △ 127,563 △ 1.6% 

8 病院事業会計 3,183,265 3,485,171 △ 301,906 △ 8.7% 

9 水道事業会計 2,391,467 3,018,194 △ 626,727 △ 20.8% 

合  計 25,886,504 27,008,400 △ 1,121,896 △ 4.2% 

 ※下水道事業会計、病院事業会計及び水道事業会計は、収益的支出及び資本的支出の合計額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．各特別会計予算について 

（単位：千円） 


