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◆将来人口の中間目標（平成２７年）◆

○国立社会保障・人口問題研究所の人口推計：５４，２７６人

○長期総合計画の中間目標人口：５５，８００人

本市の平成２６年１２月末の住民基本台帳人口は、５６，００２人で、

社人研の人口推計を大幅に上回り、計画の目標に沿って推移しています。

減少幅が抑制傾向！

社会動態で増加傾向！
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指標名 基準値 基準時・期間
（年度又は年） 今後の方向性（概要） H23 H24 H25 H26

年少人口比率 11.60% 21 社人研の平成32年推計値9．3％→9.8％ 11.36% 11.02% 10.91% 10.81%

保育所の待機児童数（年度当初） 0人 21 年間通してゼロ達成 0人 0人 0人 0人

健康寿命 男性76.9歳
女性81.9歳

21 基準年の数値より伸ばしていく - 男性78.37歳
女性82.86歳

男性79.10歳
女性84.05歳

-

元気高齢者の割合 85.10% 21 基準年の数値を維持 84.1% 83.8% 83.4% 83.2%

障がい者支援のサービスを受ける利用者数 540人 21 基準年の数値より増加させていく 663人 680人 1042人 -

住宅の耐震化率 78.00% 20 H27までに90％以上、95％以上に高める 79% 80% 87% 88%

自主防災組織結成率 54.60% 21 90％以上に高める 62.1% 66.0% 67.0% 67.9%

重要水道管路の耐震化率 35.20% 21 平成28年度までに51.3％、その後は更に高める 43.0% 43.0% 43.2% 43.6%

公園緑地面積 86.4ha 21 基準年の数値を伸ばしていく 86.4ha 86.5ha 86.5ha 86.6ha

公園や樹木の管理などへの協力団体数 36団体 21 団体数を増加する 35団体 34団体 31団体 31団体

魚市場水揚金額 82.9億円 21 年間100億円を維持する 104.3億円 141.4億円 92.8億円 84.4億円

浅海養殖漁業生産金額 7.5億円 21 基準年の数値を伸ばしていく 3.6億円 2.6億円 2.2億円 -

水産加工品生産額 513億円 21 基準年の数値を伸ばしていく 461億円 537億円 - -

新商品開発事業による新商品数 17件 21 延べ数 0件 0件 0件 0件

塩釜港区取扱貨物量 210万トン 21 基準年の数値を伸ばしていく 310万トン 297万トン 247万トン(速報値） -

事業所数 3196事業所 21 基準年の数値からの減少を抑える - 2,553事業所 - -

観光客入込数 219万人 21 基準年の数値を伸ばしていく 133万人 194万人 223万人 227万人

まちなか歩行者数 7,783人 21 基準年の数値を伸ばしていく - - 6,277 6,912

「塩竈みなと祭」の入込客数 14.2万人 21 基準年の数値を伸ばしていく 2.3万人 7.6万人 8.5万人 6.9万人

観光拠点数 3ヶ所 21 年間10万人以上訪れる拠点数を増やす 3ヶ所 3ヶ所 3ヶ所 3ヶ所

1人1日あたりの家庭系ごみ量 727ｇ 21 基準年の数値を減少させていく 755.9ｇ 727ｇ 726.7ｇ -

一般廃棄物のリサイクル率 21.10% 21 基準年の数値を伸ばしていく 18.99% 19.47% 19.58% -

市営汽船乗船客数 17.8万人 21 基準年の数値を伸ばしていく 15.2万人 15.8万人 15.4万人 13.8万人

交流事業の実施回数 8回 21 基準年の数値を伸ばしていく 0回 4回 5回 4回

浅海養殖漁業生産金額（浦戸分） 6.7億円 21 基準年の数値を伸ばしていく 3.2億円 2.0億円 1.9億円 -

全国学力・学習状況調査の正答率の全国平均との差
小学生△3.8％（59.7％）
中学校△3.7％（64.1％） 21 全国・県平均を5ポイント以上上回るようにする -

小・全△4.5％
小・県△4.2％
中・全△2.5％
中・県△3.3％

小・全△5.9％
小・県△4.3％
中・全△3.2％
中・県△2.9％

小・全△1.5％
小・県△1.0％
中・全△6.4％
中・県△6.3％

1時間以上家庭学習をしている児童生徒の割合 小学生50.0％
中学生54.1％ 21 県平均を上回るようにする - 小△6.1％

中△4.2％
小△13.6％
中△ 4.8％

小＋1.2％
中△4.6％

児童生徒の体力・運動能力 小学生1種目
中学生1種目 21 ３種目すべてで県平均を上回るようにする - - 小2種目

中1種目
小2種目
中2種目

中学生の不登校の割合 5.10% 21 基準年の数値を減少させていく 4.84% 6.80% 5.50% 4.70%

地域の行事に積極的に参加している児童生徒の割合 小学生66.1％
中学生33.9％ 21 基準年の数値を伸ばしていく - 小 75.2％

中 32.5％
小 70.6％
中 36.0％

小 75.3％
中 33.8％

市民活動団体数 46団体 21 基準年の数値を伸ばしていく 57団体 57団体 57団体 63団体

審議会などの委員会の女性委員比率 30.90% 21 基準年の数値を伸ばしていく 27.40% 28.40% 28.40% 28.80%

市ホームページのアクセス数（1日あたり） 5,900件／日 21 基準年の数値を伸ばしていく - 6,472件／日 6,217件／日 6,876件／日

健全化判断比率　　　　　　　　実質赤字比率 黒字 21 国の基準（13.6％）を大幅に下回る健全な数値を目指す 黒字 黒字 黒字 -

連結実質赤字比率 黒字 21 国の基準（18.06％）を大幅に下回る健全な数値を目指す 黒字 黒字 黒字 -

実質公債費比率 8.20% 21 国の基準（25.0％）を大幅に下回る健全な数値を目指す 12.40% 12.90% 12.80% -

将来負担比率 100.40% 21 国の基準（350.0％）を大幅に下回る健全な数値を目指す 69.30% 47.90% 32.30% -
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3 安全に暮らせるまちづくり

　長期総合計画指標の推移（平成23年度～平成26年度）

指　　標 実　績　値

編 章

4 快適で便利なまちづくり

2 海・港と歴史を活かすまち

1 活力ある産業のまちづくり

2

1 だれもが安心して暮らせるまち

1 安心して産み育てられるまちづくり

2 ともに支えあう福祉のまちづくり

3 協働で創るまちづくり

観光と交流のまちづくり

3 環境にやさしいまちづくり

4 うるおいと魅力ある島づくり

※　「－」は、数値が未公表のものまたは、震災等により把握できないものです。
※　アンケート調査が未実施なため、確認ができない指標などは掲載しておりません。

3 夢と誇りを創るまちづくり

1 子どもの夢を育むまちづくり



担当
部・課

事業費 千円

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

事業名 事業概要 今年度の実績

　放課後児童クラブ
　運営事業

　小学校１～３年生までの児童を対象に市内６ヵ所の小学校に11クラブの放
課後児童クラブ（仲よしクラブ）を開設。増加する学童保育ニーズに対応でき
るよう、待機児童を解消し、発達障がい児等の配慮が必要な児童等の受け
入れ態勢の整備を行い、事業内容の充実を図る。

　6校11クラブ開設
　利用者延べ人数　289人／定員335人
　　（平成26年4月～12月の月平均）

　延長保育事業
　近年保護者の就労の増加及び、勤務時間が長時間化など多様
化している就労形態へ対応するために、延長保育士を雇用し延長
保育を実施する。

　利用者延べ人数　506人
　　（平成26年4月～12月）

　一時預かり・特定保育
　事業

　急病、入院、育児疲れの解消に伴う一時的な保育を希望としてい
る通常保育を受けられない児童と親のための保育を行う。

　利用者延べ人数　497人
　　（平成26年4月～12月）

年度当初（４月）　０人
年度途中（１０月） ３人

年度当初（４月）　０人
年度途中（１０月）１０人

・　近年、保護者の就労の増加により年度途中にも多くの入所申込みがあるため、待機が生じている。待機児童
　の解消は、本市の重要な施策の一つであることから、臨時保育士２名を雇用し解消に努めている。
・　平成２６年度の入所児童の傾向としては、育児休業後の入所希望者（年度途中からの低年齢児の入所申込
　み）が多く、１０月１日時点で11名の待機が生じたものの、認可外保育施設や２歳児保育の幼稚園との連携、
　必要な保育士の確保等により、平成２７年１月現在の待機児童は２名となっている。

現在の課題 ・　待機児童は、保育士の配置により解消できるものの、臨時保育士等の確保が困難。

課題に対する
今後の取り組

み方針等

・　保育士確保のため、次の取組を進める。
　・　市広報紙やホームページへの募集記事掲載、「保育士人材バンク」、「福祉人材バンク」、「ハローワーク」へ
　　の登録、保育士養成校等への働きかけ
　・　近隣市町との情報交換（雇用期間満了職員の紹介等）
　・　臨時保育士に対する所内研修の充実や外部研修会への参加等、スキルアップの環境整備と啓発

― 総合計画指標の最新値 １月現在待機児童数２人

これまでの
取り組み経過

事業の各年度実績　【 待機児童数 】

平成23年度 平成24年度 平成25年度

年度当初（４月）　０人
年度途中（１０月） ７人

主な指標

事業における
今年度の目標

目標値 総合計画の指標

今年度の目標に
対する進捗状況

事

業

の

概

要

事業概要
 女性の就労や核家族化の進展、ひとり親世帯の増加等によって保育需要が増加する中、子育
て中の親が安心して働くことができるように、保育を希望する児童を待機させずに入所させ
る。

4,183

基準値

保育所の待機児童数 0人
年間を通しての保育所

の待機児童数
０人

 事 業 名 待機児童ゼロ推進事業 健康福祉部
子育て支援課

第５次長期総合
計画における

位置づけ

（編） （章） （節） （施策）

1 1 1 2

だれもが安心して
暮らせるまち

安心して産み育てられる
まちづくり

子育て支援の充実 働きながら子育てできる環境の整備

－　３　－



担当
部・課

事業費 千円

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

現在の課題 ・市立病院改革プラン実施による経営健全化の推進。

課題に対する
今後の取り組

み方針等

・病院職員一丸となって経営に取り組み、平成２３年度に経常収支の黒字化を達成。平成２５年度は、平成１７年
　度末に最大で24億3100万あった不良債務のすべてを解消するにいたった。今年度は、内科医師4名の退職
　により経営的にも厳しい状況になっているが、平成２７年１月より、新たに緩和医療内科を新設し、１名の医師
　が赴任。また、平成２７年４月からは新たに消化器内科の医師１名が赴任する予定となっており、医師の招聘
　については、別ルートでも交渉を進めている。今後も安定経営及び改革プランの目標達成に努める。

事業名 事業概要 今年度の実績

事

業

の

概

要

事業概要
消化器系疾患の診療をさらに充実させるとともに、地域の民間病院・診療所との医療連携を
強化し、急性期から慢性期、在宅医療など総合的で良質な医療の提供に努める。

2,759,589 2,793,918 2,780,159

これまでの
取り組み経過

事業の各年度実績　【病院事業費用　単位：千円】

平成23年度 平成24年度 平成25年度

[救急搬送受入の拡大]
○塩釜管内の唯一の公立病院として、時間内救急患者の原則受け入れを徹底し、救急搬送受入れ件数で
　 年間１，０００件以上の受入継続を目指す。
　◆20年度689件,　21年度883件,　22年度1,160件,　23年度1,354件,　24年度1,192件,　25年度1,109件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒837件（H26．4月～12月）
○地区救急隊との情報交換、連携強化のため、救急症例検討会等を定期開催。
　◆症例検討会・開催実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒12月に実施

[在宅医療の充実]
○在宅医療の患者数１００名を目指し、訪問診療・看護・リハビリに積極的に取り組む。なお、平成25年11月から
　 在宅療養支援病院の届出を行い、原則的に24時間体制の往診や急変時の入院先の確保を行うことや希望
　 する患者家族のために自宅での看取りの医療も行える体制作りを行った。

　◆患者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒８４名（12月現在）
　◆専任の訪問診療医師の配置　　　　　　　　　　　　　　 ⇒１名（非常勤医師の配置）

[地域医療連携の強化]
○消化器系の診療を中心とした専門性の高い医療を提供するために、地域の診療所、福祉施設、病院との
　 連携を強化し、紹介患者の拡大を目指す。
○登録医制度を導入し、情報発信を行う。
○地域連携サロンを開催し、研修を通じて、地域介護事業所等との連携を深める。
　◆紹介患者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒１，０６６件（H26．4月～12月）

[病院のアピール]
○診療の紹介、身近な病院であることを皆さんによく知っていただくため、公開セミナーの実施
　◆公開セミナー開催実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒第１回　４月２６日（土）開催　　７０名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２回　７月１９日（土）開催　　８０名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３回　１０月２５日（土）開催　８０名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４回　２月２８日（土）開催
　

主な指標

事業における
今年度の目標

基準値

救急搬送受入件数
（改革プラン目標値）

1,000件 ― ―

地域医療の充実

2,902,876 (H26当初病院事業費用）

今年度の目標に
対する進捗状況

837人
（H26.12末現在）

総合計画指標の最新値

目標値 総合計画の指標

地域医療体制の充実

―

 事 業 名 市立病院における医療の提供 市立病院
経営改革室

第５次長期総合
計画における

位置づけ

（編） （章） （節） （施策）

1 2 3 1

だれもが安心して
暮らせるまち

ともに支え合う福祉の
まちづくり

―　４　―



担当
部・課

事業費 千円

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

認知症高齢者見守り
事業

　認知症の理解を広め、地域での支援体制づく
りを行うため、認知症サポーター養成講座、医師
等による認知症ケア相談会、地域資源情報の収
集、普及・認知症家族交流会等を実施する。

・認知症サポーター養成講座
　　開催12回・受講者数　326名
　　平成17～26年度の受講者総数
　　　　　　　　　　　　　　　　2,063名
・家族交流会　9回　延べ91名参加

事業名 事業概要 今年度の実績

地域包括支援センター
運営事業

　高齢者や家族の相談窓口である地域包括支援
センターを、平成27年４月から5か所（現在3か
所）に増設する。（浦戸地区1か所、本土地区４か
所）

相談件数（４月～１２月）
　・北部地区ｾﾝﾀｰ　2,785件
　・西部地区ｾﾝﾀｰ　2,564件
　・塩竈市ｾﾝﾀｰ　　 3,023件

― ―

【制度概要等】
　①制度概要　　ボランティア希望者が本市に参加登録を行い、介護保険施設で支援活動等（１日２時間以内）
　　　　　　　　　　を行うとポイントが貯まり、年度末に換金することができるもの。
　②対象者　　　健康に自信があり、自力での移動が可能な市内在住の６５歳以上の方
　③活動内容　 施設内での軽微な補助活動（お茶出し、話し相手、配膳・下膳の補助、散歩・移動補助等）
　④ポイント　　 活動１時間＝１ポイント（１日２時間まで、　年間１００ポイントまで）
　②換金　　　　１ポイント＝１００円（年間１００ポイント＝10,000円まで）
【経過】
　平成２６年５月　ボランティア募集（市広報紙、民生・児童委員、老人クラブ、シルバー人材センター等）
　　　　　　　 ７月　ボランティア活動事業開始
【活動状況】（７月～１２月）
　①活動受入施設　　　　　　１６事業所
　②ボランティア登録者　　　５７名
　③活動者数　　　　　　　　　月平均　３９人
　④１人あたりの活動時間　月平均　１７時間＝８．５日、１週間に約２回

現在の課題 　ボランティア活動登録者の居住地周辺で活動できる受入施設の開拓と活動登録者増加に向けた啓発活動

課題に対する
今後の取り組

み方針等

・　ボランティア登録促進のための高齢者等に対するＰＲの促進
・　活動受入施設の増加のためのボランティア活動の啓発

５７人 総合計画指標の最新値 ―

これまでの
取り組み経過

事業の各年度実績　【 　　　―　　　 】

平成23年度 平成24年度 平成25年度

―

主な指標

事業における
今年度の目標

目標値 総合計画の指標

今年度の目標に
対する進捗状況

事

業

の

概

要

事業概要
　高齢者の方が、介護保険施設等でのボランティア活動等を通じて、地域貢献や社会活動に
参加することにより、健康で生きがいのある暮らしができるよう、介護保険事業の一環とし
て介護支援ボランティア活動事業を実施。

1,800

基準値

ボランティア登録３０人 ３０人 ― ―

 事 業 名 介護支援ボランティア制度事業 健康福祉部
長寿社会課

第５次長期総合
計画における

位置づけ

（編） （章） （節） （施策）

1 2 4 1

だれもが安心して
暮らせるまち

ともに支え合う福祉の
まちづくり

高齢者福祉の充実 介護予防の充実

―　５　―



担当
部・課

事業費 千円

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

事業名 事業概要 今年度の実績

橋りょう整備事業
老朽化した市内の橋りょうの長寿命化計画を策
定し、順次整備を進める。

塩釜陸橋の歩道と地覆の補修実
施

公共下水道雨水施設
整備事業

雨水幹線、ポンプ場等の根幹施設の整備を行
い、市街地における浸水の解消を図る。

牛生ポンプ場の完成により周辺
地区の浸水被害の解消

38 12

①木造住宅耐震診断助成事業…耐震診断士による耐震診断と耐震改修計画を策定。平成26年度：17件

②木造住宅耐震改修工事助成事業…耐震診断と改修計画に基づき改修工事を行う場合、１/3(上限30万円)を
　 助成し、震災対策の推進を図る。さらに、耐震改修促進助成として、工事費用の1/6(上限15万円)、または
　 5/18(上限25万円)を上乗せして助成する。平成26年度：8件

③住環境整備事業…耐震改修工事に併せて2万円以上の住環境整備工事を行う場合、1/2の額（限度額20万
　 円）を助成。平成26年度：7件

現在の課題 震災から３年が経過し、市民の耐震化に対する関心が弱まり、耐震診断の件数が大幅に減少している。

課題に対する
今後の取り組

み方針等

建築士との連携を図りながら、以下の普及啓発活動を実施し、耐震化率の向上を図る。
　①防災安全パトロール
　②総合防災訓練会場で耐震診断ブースを設置
　③アンケート調査

１７件 総合計画指標の最新値
88％

(H26年度暫定値)

これまでの
取り組み経過

事業の各年度実績　【 耐震診断助成件数 】

平成23年度 平成24年度 平成25年度

86

主な指標

事業における
今年度の目標

目標値 総合計画の指標

今年度の目標に
対する進捗状況

事

業

の

概

要

事業概要
昭和56年5月以前に建築された木造住宅を対象に、耐震診断と耐震改修工事の促進を図るた
め、費用の助成を行い総合的な震災対策の推進を図る。

23,260

基準値

耐震診断実施件数 ４０件 住宅の耐震化率
78％

 （H20）

 事 業 名 木造住宅耐震対策事業 建設部
定住促進課

第５次長期総合
計画における

位置づけ

（編） （章） （節） （施策）

1 3 1 1

だれもが安心して
暮らせるまち

安全に暮らせるまちづくり 危機管理機能の強化 自然災害対策の推進

―　６　―



担当
部・課

事業費 千円

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

事業名 事業概要 今年度の実績

第6次配水管整備事業
ライフラインの強化と漏水の抑制による有収率の
向上を目的とし、中小口径管の統合、幹線の整
備等を行う。

55,085千円

46.07% 46.18%

１．事業概要
○老朽管更新事業  　整備延長　L=2,230ｍ　事業費　174,510千円　本町地区、玉川地区　等
○第6次配水管整備事業　整備延長　L=475ｍ　事業費　55,085千円　泉沢町地区、芦畔町地区、牛生町地区
○災害復旧工事 　整備延長　L=3,762ｍ　事業費　302,765千円　海岸通地区、北浜地区、藤倉地区、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浦戸地区　等

２．管路耐震化率
　管路の耐震化には多大な費用が必要であるため、被災時に避難所や病院などの重要施設への給水を可能と
する、重要路線を選定し整備を進めてきた。今年度からはさらに集中と選択を強め、最優先耐震化路線を選定
した。東日本大震災の経験による被災状況、埋設地盤、避難所・病院等の重要施設への給水等を考慮し、最優
先耐震化路線として整備を進めていく。
　・耐震化率
　　重要路線　　　　　　　　平成26年度見込み　43.6％
　　　　　　　　　　　　　　　　全国平均　　　　　　　34.8％（厚生労働省『水道事業における耐震化の状況』より）
　　最優先耐震化路線　　平成26年度見込み　46.7％（目標値47.0％）

・進捗率
　平成21年度基準値35.2％から平成26年度末見込みで43.6％と6年間で8.4％の向上を図った。
　本年度見込み46.７％は目標値51.3％に対して進捗率91.0％となっている。

現在の課題

　現在は震災被害からの復旧・復興事業に傾注しており、耐震化率の上昇は鈍化している状況である。また、国
庫補助を活用している老朽管更新事業については、補助要件に該当する路線が重要路線以外の路線もあるこ
と、事業予定の布設替え路線も重要路線該当部分を優先して実施してきたことなどから、大幅な耐震化率の向
上が難しい状況となっている。

課題に対する
今後の取り組

み方針等

　目標としている平成28年度の耐震化率51.3％に対し、現事業予定では平成28年度末で48％前後にとどまる見
込みとなっている。原因としては震災の影響により老朽管更新事業・第6次配水管整備事業の事業期間を2年間
延伸したことによるものである。事業完了予定の平成30年度末耐震化率は51.2％と目標に近い耐震化率の達
成を予定している。

46.7％（99.4％） 総合計画指標の最新値 43.6%

これまでの
取り組み経過

事業の各年度実績　【最優先耐震化路線の耐震化率】

平成23年度 平成24年度 平成25年度

46.07%

主な指標

事業における
今年度の目標

目標値 総合計画の指標

今年度の目標に
対する進捗状況

事

業

の

概

要

事業概要
管路の耐震化によるライフラインの強化（災害時においても円滑な市民生活、企業活動を支
える）と漏水の抑制による有収率の向上を目的に、国庫補助を活用した給水区域内にある老
朽管の更新を行っていく。

174,510

基準値

最優先耐震化路線の耐震化率 47.0% 重要路線の耐震化率 51.3%

 事 業 名 老朽管更新事業 水道部
工務課

第５次長期総合
計画における

位置づけ

（編） （章） （節） （施策）

1 3 1 4

だれもが安心して
暮らせるまち

安全に暮らせるまちづくり 危機管理機能の強化 ライフラインの整備・確保

―　７　―



担当
部・課

（大分類） （中分類）

3 1

21
産業・経済の
復興

水産業・水産
加工業の再
生・復興

事業費 千円

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

事業名 事業概要 今年次の実績

遠洋底曳網漁業漁船
誘致促進事業補助金

仙台港に水揚げされ、塩竈市魚市場に輸送される貨物（冷凍処理さ
れた魚類）について、その水揚高に応じ市場使用料の0.5/1000を補
助することにより、塩釜漁港では水揚げできない遠洋底曳網漁業漁
船の水揚げの維持促進を図る。

台数で335台・数量で8,293ｔ、
金額で2,386,451千円

141.4億円 92.8億円

１．平成26年次の塩竈市魚市場の水揚げ高について
　平成26年次の塩竈市魚市場の水揚げは17,966ｔ、8,442,123千円となり前年次と比べ、数量で282ｔ、金額で844,471千円
　の減少となった。このうち鮪類を主体とする漁船水揚げの特徴としては、夏季の旋網漁業による本マグロの不漁であった
　が、秋季からのメバチマグロ最盛期にあっては、本市のブランド品である三陸塩竈ひがしものの販売促進に取り組んだ。
　また、鰹・鮪一本釣り漁業による冷凍品や鰯・鯖の水揚げに対する取り組み成果が出てきており、漁船水揚げ合計で、
　隻数で1,790隻・数量で7,409ｔ、金額で4,634,722千円となった。
　また遠洋トロール漁業による搬入魚水揚げは昨年に続きクサカリツボダイやキンメダイ等が不漁だったため、台数で7,891
　台、数量で10,557ｔ、金額で3,807,401千円となった。

２．新塩竈市魚市場の整備事業について
　高度衛生管理型荷さばき所Ａ棟及び補完施設Ｃ棟に係る契約の大半が整う一方、先行しているＢ棟は４月からの
　供用に向けて進めている。新魚市場では、売店やレストラン、調理実習室等の施設やセリを見学できる吹き抜けや
　屋外の展望デッキ等を設け、広く市民の皆様や観光客にご利用いただける計画としている。

現在の課題

１．水産業界を取り巻く課題として、魚資源の減少と産地間競争の激化で水揚げが大幅に伸びる状況にない。

２．現在、昭和40年に建設された魚市場の建て替え工事を進めているが、早急に新魚市場を完成させ、高度な衛生管理
　　による消費者への安心安全な水産物の提供を行う環境を整える必要がある。

３．塩竈市魚市場は産地魚市場として水産物の安定供給を図り、塩竈の地域経済を支える公共的な役割を担っているの
　　で、広く市民の皆様から親しまれる新しい運営の在り方を検討する必要がある。

課題に対する
今後の取り組

み方針等

　新魚市場運営にあっては、中心的存在である２つの卸売機関の一元化を実現し、官民連携手法の導入による
民間ノウハウによるコスト削減と新たな収入源を確保し、市の財政負担を縮減していく運営手法を検討する必要
がある。
　これまでの主力である鮪の水揚げの充実に加え、もう一つの柱となる遠洋トロール漁業の充実、新たな漁業種
として期待される鰹鮪一本釣漁業や旋網漁業による前浜ものの鯖などの水揚拡大に取り組み、高度衛生管理型
の新魚市場による魚価向上と水揚げ増を図っていく。
　さらに、塩竈市魚市場の「宝」を磨きあげる魚食普及と新たな観光の拠点施設として、レストランや調理実習室、
水揚げとセリの見学を通して親しみやすい魚市場を整備していく。

84.4億円 総合計画指標の最新値 84.4億円

これまでの
取り組み経過

事業の各年次実績　【魚市場水揚げ高 】

平成23年次 平成24年次 平成25年次

104.3億円

主な指標

事業における
今年度の目標

目標値 総合計画の指標

今年度の目標に
対する進捗状況

震災復興計画
との関連

（震災復興・復旧事業）

復興計画体系
番号入力

（小分類「復興の方向性）

1

マグロに特化している取り扱い魚種を拡大するため、冷蔵・冷凍庫整備を支援するなど魚
市場背後地の機能を強化。魚市場については、漁港岸壁を県が実施する漁港の災害復旧
事業に合わせて早期復旧。建屋等を国の高度化利用促進事業を活用して高度衛生化を
図るなど、将来を見据えた施設へ建替

事

業

の

概

要

事業概要
市民生活に欠かすことのできない生鮮食品等の流通の機関システムとして、水産物産地市場
である塩釜魚市場を塩竈市が開設し、取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図る。

138,900

基準値

魚市場水揚げ高 100億円 魚市場水揚げ高 82.9億円

 事 業 名 魚市場運営事業 産業環境部
水産振興課

第５次長期総合
計画における

位置づけ

（編） （章） （節） （施策）

2 1 1 1

海・港と歴史を活かすまち 活力ある産業のまちづくり 水産業の活性化 魚市場の活性化

―　８　―



担当
部・課

（大分類） （中分類）

3 4

29
産業・経済の
復興

みなとまち塩
竈を体感する
観光の再生

事業費 千円

観光客入込数

課題に対する
今後の取り組

み方針等

　平成27年夏（7～9月）に実施される「仙台・宮城『夏』観光キャンペーン」に併せて、新たな観光資源の発掘と
既存事業の磨き上げ、観光客受入体制（おもてなし）の醸成を図る。
　また、『伊達な広域観光推進協議会』や『再発見！松島“湾”ダーランド構想』での連携をさらに深め、広域観
光における旅行商品の開発、情報発信に積極的に取り組む。
　県内及び近県向けには、関係各団体と連携して新たな広告媒体を整備し、マスメディアを活用しながら積極的
なＰＲ活動を実施し、市域への交流人口の増加を図る。

事業名 事業概要 今年度の実績長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

1,939,585人 2,236,207人

【広域圏での観光、誘客事業】
〇宮城県と松島湾を取り巻く3市3町からなる
『再発見！松島”湾”ダーランド構想』へ参
画、パンフレットの作成、広域連携による新
たな旅行商品の研究、開発と情報発信を実
施した。

　Ｈ26.3.29　湾ﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞｷｯｸｵﾌｲﾍﾞﾝﾄ
　Ｈ26.6.6　湾ﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ観光ﾌｫｰﾗﾑ①
　Ｈ26.6.9　東京都庁ｷｬﾗﾊﾞﾝ
　Ｈ26.7.10～12　上野駅観光ＰＲ
　Ｈ26.8.15～16　松島観光ＰＲ
　Ｈ27.2.1　松島かき祭り
　Ｈ27.2.4　湾ﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ観光ﾌｫｰﾗﾑ②

〇宮城、岩手、山形の6市4町で構成される
『伊達な広域観光推進協議会』へ参画、パン
フレットの作成、中部以西への誘客事業、特
に教育旅行に重点をおいて、現地旅行会社
等を訪問、観光資源のＰＲを実施した。

　Ｈ26.10.7～9　大阪・名古屋旅行AGT訪問
　大阪：12社、30名　　名古屋：10社、18名

　Ｈ26.12.3～5　北海道旅行AGT等訪問
　札幌市：20校9社 40名　函館市：5社 13名

【観光ｷｬﾗﾊﾞﾝ事業】
〇復興支援、災害支援協定締結自治体及
び日本三奇関連を中心に15自治体を訪問、
観光イベントに参加し本市の観光資源の
PR、特産品の紹介、販売を実施した。

【主な市内イベント】
・4/18～19
　　しおがまさま「神々の花灯り・酒蔵めぐり」
・7/19～20　第67回　塩竈みなと祭
・10/5　塩釜魚市場どっと祭in仲卸市場
・11/9　ｶﾚｲ釣り全国大会・親子ﾊｾﾞ釣り大会
・12/1～31　しおがま蔵出し新酒まつり

【外国人観光客対応（ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ）事業】
〇外国人観光客への対策として、無料無線
LANの整備を実施した。

現在の課題
　仙台・宮城DCが終了し、また、北陸、北海道新幹線の開業を控えて、宮城、塩竈への送客状況が厳しくなるも
のと考えられることから、より一層広域連携による誘客事業に取り組むほか、県内や近県向けのプロモーション活
動にも力を入れていく必要がある。

226.9万人（96.6%） 総合計画指標の最新値 226.9万人

これまでの
取り組み経過

事業の各年度実績　【観光客入込数 】

平成23年 平成24年 平成25年

1,330,631人

主な指標

事業における
今年度の目標

目標値

都市観光の推進

総合計画の指標

今年度の目標に
対する進捗状況

震災復興計画
との関連

（震災復興・復旧事業）

復興計画体系
番号入力

（小分類「復興の方向性）

1

復興情報の発信による県内外における観光ＰＲやプロモーション活動の積極的な推
進。観光資源の掘り起こしと磨き上げに向けた大型キャンペーンの活用

事

業

の

概

要

事業概要

　仙台・宮城「伊達な旅」春キャンペーン事業における各種イベントに取り組むとともに、
「松島”湾”ダーランド構想」や「伊達な広域観光圏」といった広域的な枠組みを最大限に
生かし、新たな観光需要の発掘を図りながら、交流人口の拡大を通し、経済効果と賑わいの
創出を図る。

10,950

基準値

観光客入込数 235万人

広域観光の推進

219万人

 事 業 名 観光交流推進事業 産業観光部
観光交流課

第５次長期総合
計画における

位置づけ

（編） （章） （節） （施策）

2 2 1 3

海・港と歴史を活かすまち 観光と交流のまちづくり

◎平成26年観光客入込数は226.9万人、前年度より＋1.5％となり、ほぼ震災前の

水準まで回復している。観光客入込による経済効果は116億円と推計される。

―　９　―



担当
部・課

事業費 千円

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

事業名 事業概要 今年度の実績

うらとのウラガワをのぞこ
う交流体験ツアー

浦戸諸島ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ事業として、大型船や市営汽船の航路
では見ることのできない、浦戸諸島のウラガワの美しい島々
の景観を普段漁師さんが漁などに使用している”だんべっこ
船”にのって楽しんでいただき、浦戸の新たな魅力として発
信する。

・H26.10月にモニターツアーを実
施。参加者15名。

浦戸諸島フォトコンテス
ト

市営汽船就航70周年を記念し、震災から復興へと向かう浦
戸諸島の風景や市営汽船から見える風景などを題材にした
フォトコンテストを開催し、写真を通して浦戸の魅力を再発
見し、多くの方々に浦戸諸島に足を運んでいただく。

・フォトコンテスト応募者数：108名
・H26.12.13～H27.1.18うらとラウンジ”
菜の花”及びﾏﾘﾝｹﾞｰﾄ塩釜で公募写真
展開催。

挑戦!!フェレンドシップ
号で行くのりつくり・カキ
むき

浦戸の漁業従事者の皆さんから手すきによる昔ながらの「の
りすき」やカキむきを教わりながら体験し、また、焼きガキや
カキフライなどの旬の味覚を味わうことにより、自然豊かな浦
戸の冬の魅力を体感していただき、交流人口の拡大を図
る。

・今年度は市営汽船就航70周年を記念
して塩竈市及び復興支援を受けている
まちのゆるきゃらを配したラッピングした
フレンドシップ号を利用して、11月、12
月の２回実施。参加者43名。

4回 5回

・これまでに、浦戸の自然や「のり・カキ・ワカメ」などの産品を生かした交流体験事業として、塩竈市浦戸振興推進
　協議会との共催により「挑戦!!のりつくり・カキむき」、「挑戦!!カキむき・ワカメ料理」や「ラベンダースティックづくり」
　などの事業を実施、事業を通して新たな交流人口の創出と拡充を図ってきた。
・震災により平成23年度は中断したものの、平成24年度には、「挑戦!!のりつくり・カキむき」、「挑戦!!カキむき・ワカメ
　料理」の事業を再開。
・平成２５年度は環境省の復興エコツーリズム推進モデル事業の支援を受け、島の人たちや浦戸第二小学校浦戸
　中学校の協力を得ながら地域資源の掘り起こしを行い「エコツアーガイドブック」を作成している。
・平成26年度は浦戸諸島の自然と歴史・風土、そして復興の歩みを体感していただける独自プログラムの創設に向
　け、モニターツアーとして、地元の漁師が使用する通称”だんべっこ船”による「うらとのウラガワをのぞこう！交流
　体験ツアー」を実施、平成27年１月31日には「うらとのウラガワをのぞこう！ノゾキミ展&報告会」を開催予定。これに
　合わせ、1月24日からは浦戸諸島総合開発センター内の”うらとラウンジ菜の花”において、展示会を開催する計画
　としている。

現在の課題

１．浦戸諸島における平成２６年１２月末現在の人口は１９９世帯４１７名と震災前と比較して58世帯・１７２名の減
　　となっている。また、浦戸諸島の人口に占める７０歳以上の高齢者も49パーセントを超えており、少子高齢
　　化による人口減への対策が急務となっている。
２．浦戸への興味や定住への足掛かりとして交流人口の拡大を図るため、浦戸の魅力を発信する新たな事業を
　　展開していく必要がある。

課題に対する
今後の取り組

み方針等

・これまでの「のり・カキ・ワカメ」を活かした体験事業の充実に加え、浦戸諸島エコツーリズム事業をもう一つの柱
　として、島の自然と歴史・風土、そして復興の歩みを体感していただけるプログラムとして、だんべっこ船による
　「うらとのウラガワをのぞこう！交流体験ツアー」の本格実施に向け、関係諸団体と協力しながら実施体制の整
　備、また、ツアーガイド等のスキルアップを図り、魅力あるツアーを提供し、交流人口の拡大を図っていく。

4回（80％）
（平成26年12月末）

総合計画指標の最新値 －

これまでの
取り組み経過

事業の各年度実績　【 事業実施回数 】

平成23年度 平成24年度 平成25年度

0回

主な指標

事業における
今年度の目標

目標値 総合計画の指標

今年度の目標に
対する進捗状況

事

業

の

概

要

事業概要

　人口減と高齢化が大きな課題なっている浦戸の振興を図るため、今後の定住人口増への足
掛かりとして、季節ごとの浦戸の魅力を生かした各種の体験交流事業等を企画し、広く宣
伝・公募することにより、浦戸諸島の魅力を広く発信しながら、多くの参加者に実際にその
魅力を体験してもらうとともに、参加者を通して新たな交流人口の創出・拡大を図るもの。
（浦戸振興推進協議会との共催事業）

90

基準値

センター開催事業数 5 センター事業数 8

 事 業 名 浦戸振興事業 産業環境部
浦戸振興課

第５次長期総合
計画における

位置づけ

（編） （章） （節） （施策）

2 4 2 3

海・と歴史を活かすまち
うるおいと魅力ある

島づくり
産業・交流の振興 交流体制の充実（浦戸）

―　１０　―



担当
部・課

事業費 千円

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

事業名 事業概要 今年度の実績

学力向上対策事業
（小学校指導教員配置事業）

小学校６校（浦戸を除く）に指導教員を１名配置して、習熟
度別少人数指導を中心に、児童の実態に応じた細やかな
指導を実践する。

６人の指導教員を配置

小学生△4.5ポイント
中学生△2.5ポイント

小学生△5.9ポイント
中学生△3.2ポイント

（１）授業づくりについて
 ①教育委員会指導主事が各学校を訪問し、授業づくりに関して指導を行っている。（各校５回予定）
 ②教員対象の授業力向上研修会を実施。授業へのＩＣＴ機器活用を図るためiPad活用に関する研修とした。
 ③小中学校教員が校種や教科等の枠をこえて授業参観と検討会を行えるよう参観日を設定し、実施した。
 ④各種学力学習調査の分析を行い、結果を市内全学校で情報共有し、活用している。
 ⑤市内全教員参加の実践発表会を実施予定。発表対象者の選考も兼ねた教育実践論文を募集中。
（２）学ぶ意欲と姿勢づくりについて
 ①各校での「しおがま学びスタンダード」実践を指導している。
 ②夏期休業中に「しおがまサマースクール」を各学校で５日間実施した。（のべ参加人数：5,507名）
 ③家庭学習の手引きをクリアファイルとして作成し、市内全児童生徒に配付した。
 ④10月から市内全中学校及び浦戸第二小において土曜授業を実施している。（各校５回予定）
 ⑤中学校での生徒指導支援員やスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーと情報を共有しながら、
　　落ち着いた授業態度の育成を図っている。
（３）家庭における学習環境づくりについて
 ①市ＰＴＡ連合会と連携し、市内児童生徒の学習状況を知らせるとともに、家庭での学習・生活に関する
　　アンケート調査を実施し、その結果を活用しての啓発を行うため家庭での学びのすすめについてリーフ
　　レットを作成中である。

現在の課題

①授業や学びの姿勢づくりに関して、「スタンダード」として共通のルールを設定し実践することにより、各小中
　 学校で落ち着いて授業に臨む児童生徒の姿が多く見られるようになったが、学校や学年、教科等によっては
　 徹底が図られていない場合もある。
②小学生については指標の目標値を上回ったが、中学生が下回った。授業へ望む意欲や関心、態度に課題が
　 あるといえる。学校により授業や学力調査に望む姿勢の徹底が図られていない実態がある。
③家庭学習におけるルールの徹底と進行確認が難しい。
④「しおがまサマースクール」においては、参加者が自分のペースで学習することができるが、児童生徒一人
　 一人に合った、より細やかな学習支援体制が必要である。

課題に対する
今後の取り組

み方針等

①「しおがま学びスタンダード」の徹底を継続していくが、小学校と中学校のスタンダードへの取組や授業実践
　 などについての情報共有や児童生徒の情報交換を徹底するなど、小中連携を推進していく。
②生徒指導支援員やカウンセラー等の人材活用を継続し、意欲的に取り組む態度の育成を推進していく。
③家庭学習のための生活習慣改善、特にテレビやゲーム、携帯電話・スマートフォン利用と学習時間について
　 調査していくとともに、市ＰＴＡ連合会との連携を継続し、啓発推進に取り組んでいく。
④「しおがまサマースクール」においては、学習ボランティア等の効果的な活用を検討していく。

小学生△1.5ポイント
中学生△6.4ポイント

総合計画指標の最新値
小学生△1.5ポイント
中学生△6.4ポイント

これまでの
取り組み経過

事業の各年度実績　【全国平均との差】

平成23年度 平成24年度 平成25年度

―

主な指標

事業における
今年度の目標

目標値 総合計画の指標

今年度の目標に
対する進捗状況

事

業

の

概

要

事業概要
①授業づくり、②学ぶ意欲と姿勢づくり、③家庭における学習環境づくりをプランの柱と
し、「教員対象の研修」、「モデル校による土曜日学習」、「生活習慣改善への啓発活動」
などを実施する。

865

基準値

全国学力・学習状況調査の
正答率（全国平均との差）

小学生△4.0ポイント
中学生△2.0ポイント

全国学力・学習状況調査の
正答率（全国平均との差）

小学生△3.8ポイント
中学生△3.7ポイント

 事 業 名 新学力向上プランの推進 教育部
学校教育課

第５次長期総合
計画における

位置づけ

（編） （章） （節） （施策）

3 1 1 1

夢と誇りを創るまち
子どもの夢を育む

まちづくり
生きる力を育む

教育の充実
学力の向上

―　１１　―


