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◆将来人口の中間目標（平成２７年）◆

○長期総合計画の中間目標人口：５５，８００人

○国立社会保障・人口問題研究所の人口推計：５３，４７４人

平成２７年の国勢調査における人口 ：５４，１８７人

平成２８年１２月末の住民基本台帳人口：５５，２３３人

減少幅が抑制傾向！

社会減が抑制傾向！

定
住
等
を
重
点
化
し
た
総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て

H28年

12月末

現在

※住民基本台帳より



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 H27 H28

年少人口比率 11.6% 21 社人研の平成32年推計値9．3％→9.8％ 11.4% 11.2% 11.0% 10.9% 10.8% 10.6%

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 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

男性77.25歳
女性82.52歳

男性78.05歳
女性83.92歳

-

塩釜地区内での夜間救急受診充足率 1次診療42.7%
2次診療69.2% 21 基準年の数値より伸ばしていく

43.0%
－

36.1%
63.8%

33.8%
62.1%

40.2%
65.2%

64.1%
68.4%

-

元気高齢者の割合 85.10% 21 基準年の数値を維持 84.1% 84.0% 83.7% 83.4% 83.2% 83.2%

障がい者の就労率 6.90% 21 基準年の数値より伸ばしていく 4.3% 3.0% 6.5% 0.0% 0.0% 2.9%

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 661人 677人 1,010人 1,200人 1,450人 1,695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% 89% 90% 91%

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% 68.1% 67.4% 67.0%

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% 43.8% 45.7% 48.0%

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 86.6ha 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 30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 101.8億円 103.9億円

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 3.2億円 4.6億円 4.0億円

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 460.9億円 537.0億円 531.0億円 553.1億円 - －

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 20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 251万トン 252万トン －

事業所数 3,196事業所 21 基準年の数値からの減少を抑える - 2,553事業所 - 2,730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 221万人 217万人

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 - - - 6,912人 - －

「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 9.1万人 11.4万人

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 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 676ｇ 679ｇ 731ｇ

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% 19.28% 19.08% 18.82%

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 15.2万人 17.1万人 18.5万人 14.0万人

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 5回 5回 5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 2.3億円 2.9億円 3.2億円

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ポイント
小・県：△4.2ポイント
中・全：△2.5ポイント
中・県：△3.3ポイント

小・全：△5.9ポイント
小・県：△4.3ポイント
中・全：△3.2ポイント
中・県：△2.9ポイント

小・全：△1.5ポイント
小・県：△1.0ポイント
中・全：△6.4ポイント
中・県：△6.3ポイント

小・全：△4.5ポイント
小・県：△3.2ポイント
中・全：△6.2ポイント
中・県：△5.8ポイント

小・全：△1.9ポイント
小・県：△0.6ポイント
中・全：△5.0ポイント
中・県：△5.2ポイント

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：55.1％
中：61.6％

小：51.2％
中：61.6％

小：65.3％
中：61.5％

小：63.1％
中：62.0％

小：63.6％
中：57.6％

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：-種目
中：2種目

小：1種目
中：2種目

小：3種目
中：1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% 5.54% 5.73% 5.30% 3.51%

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％

小 76.4％
中 44.3％

小 77.8％
中 47.9％

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 66団体 76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 27.4% 28.4% 28.4% 30.3% 34.4% 34.6%

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人 6,217人 6,842人 6,827人 6,466人

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 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 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 12.4% 12.9% 12.8% 11.5% 11.0% －

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 69.3% 47.9% 32.3% 42.9% 18.4% －

3 協働で創るまちづくり

※　「－」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。

4 うるおいと魅力ある島づくり

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

2 海・港と歴史を活かすまち

1

観光と交流のまちづくり

3 環境にやさしいまちづくり

ともに支えあう福祉のまちづくり

3 安全に暮らせるまちづくり

活力ある産業のまちづくり

2

編 章

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

4 快適で便利なまちづくり

　長期総合計画「代表的な指標」の推移（平成23年度～平成28年度）

指　　標 実　績　値

－ ２ －



担当
部・課

事業費 千円

平成26年度 平成27年度 平成28年度

年度当初（４月）　  ０人
年  度  末（３月）    ２人

年度当初（４月）　 ０人
年  度  末（３月）   １人

年度当初（４月）　 ０人
H29年1月末現在 ２人

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年々、困難さを増している。

【参考】

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

事業名

 放課後児童クラブ
 運営事業

 延長保育事業

 一時預かり事業

課題に対する
今後の取組

方針等

保育士確保のため、次の取組を進める。
① 市広報誌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
② 近隣市町との情報交換（雇用期間満了職員の紹介等）
③ 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、スキルアップのための環境整備と啓発

　保護者が病気や育児疲れ等により、家庭での保育が一時的に困難な
乳幼児を保育所で預かる事業。また本市は一時預かりを、未就学の間
に最大４回まで利用できる子育てリフレッシュ事業を実施している。

平成28年4月～平成28年12月
利用者延べ人数　７２０人

（一時預かり 606人・リフレッシュ 114人）

事業概要 今年度の実績

これまでの
取組経過

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  末（３月） １０人

目標値 総合計画の指標

年度当初（４月）　 ０人
年  度  末（３月）   ５人

年度当初（４月）　  ０人
年  度  末（３月）    ２人

・　近年、保護者の就労の増加により、年度途中にも多くの保育所入所申込があるため、待機児童が生じている。
　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２８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し込み）
　が多く、認可外保育施設や２歳児保育の幼稚園との連携、また、公私立保育所(園）が必要な保育士の確保に努め
　た結果、平成２９年１月末現在の待機児童は２名となっている。

今年度の目標に
対する進捗状況

 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

まち・ひと・しごと
総合戦略との関連

基本目標 施策の方向性

３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望を
かなえる（結婚・子育ての希望の実現）

①子育て世代の仕事と生活の調和の実現

　小学１～６年生を対象に、小学校６か所に１２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、支援が必要な児童等の受入態勢の
整備、学校との連携を深めるための学校長アドバイザー発令、また、ク
ラブを巡回する専門員の配置等、事業の充実に努めている。

６校１２クラブ開設
  利用児童数 ３０８人／定員 ３６５人
   （平成28年4月～12月の月平均）

　保護者の勤務形態の多様化に対応するため、すべての保育所（園）
で、朝7時30分から夜７時までの延長保育を実施している。

平成28年4月～平成28年12月
利用者延べ人数　５１８人

（月利用 194人・一時利用 324人）

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。

5,156

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

4/1～1/1待機児童数
新規14人・解消12人

総合計画指標の最新値 １月現在 待機児童数　２人

主な指標

事業における
今年度の目標

H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年

年少人口 6,481人 6,241人 6,146人 6,060人 5,968人 5,828人

年少人口比率 11.36% 11.02% 10.91% 10.81% 10.73% 10.55%

延べ人数 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

私立保育園 4,575人 4,418人 4,463人 4,468人 4,455人 3,232人

公立保育所 4,089人 4,163人 4,121人 3,948人 3,947人 3,004人

合計 8,664人 8,581人 8,584人 8,416人 8,402人 6,236人

入 所 児 童 数 （ 月 平 均 ） 722人 715人 715人 701人 700人 692人

※H28年度は4月～12月までの数値。

6,481人 6,241人 6,146人 6,060人 5,968人 5,828人

11.36% 11.02% 10.91% 10.81%
10.73% 10.55%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

5,000人

6,000人

7,000人

H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年

【 年少人口数・年少人口比率 】

年少人口数 年少人口比率

722人 715人 715人 701人 700人 692人

人

100人

200人

300人

400人

500人

600人

700人

800人

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

【 私立保育園・公立保育所の入所児童数（月平均） 】

　　第１節　　子育て支援の充実

　　　待機児童ゼロ推進事業

　　　放課後児童クラブ運営事業

　　　延長保育事業

　　　一時預かり・特定保育事業

　　　子ども医療費助成事業（拡大分）

　　第２節　　地域社会による支え合いの充実

　　　ファミリーサポート運営事業

【　　概　　要　　】【　事　業　名　】

【　事　業　名　】 【　　概　　要　　】

（ 右の表の下部参考に掲載 ）

（ 右の表の下部参考に掲載 ）

（ 右の表の下部参考に掲載 ）

病院や調剤薬局等の医療機関を受診した際に、医療費の自己負担額（保険適
用分）を助成する。（対象年齢を現行の小学６年生から中学３年生まで引上げ）

（ 右の表に掲載 ）

小さいお子さんのいる家庭に対し、親子連れで気軽に遊ぶことのできる場を提
供するために、子育て支援センター「ここるん」を毎週土・日に開所する。

地域での支え合いによる子育て支援を充実するために、ファミリーサポートセ
ンターを開設し、登録した会員間での子どもの預かり等を促進する。

　　　子育て支援センター運営事業
　　　　（土・日曜日開所）

－　３　－



担当
部・課

事業費 千円

平成26年度 平成27年度 平成28年度

（４事業） （４事業） ７事業

まち・ひと・しごと
総合戦略との関連

基本目標 施策の方向性

４．安心なくらしを守る ①地域経済を支える基幹産業の振興

【参考】

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

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か所に増設（浦戸地区1か所、本
土地区4か所）しており、高齢者等に対
し、よりきめ細やかな支援を実施する。

相談人数（実人数／平成28年4月～12月）
　・西部地区センター　　　　　281人
　・南部・東部地区センター　336人
　・北部１地区センター　　　　159人
　・北部２地区センター　　　　179人
　・浦戸地区センター　　　　　149人

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、認知症家族の交流、
地域資源情報の収集・普及等を実施
する。

・認知症サポーター養成講座
　平成28年4月～12月　31回開催・受講者数  742人
　　　　　＊平成17～28年度の総受講者数 　3,848人
・家族交流会
　平成28年4月～12月　8回開催・延参加者数 110人
・認知症カフェ
　平成28年4月～12月　9回開催・延参加者数  88人

事業名 事業概要 今年度の実績

課題に対する
今後の取組

方針等

　①　先進事例やモデルケースに関する情報収集と住民組織等への紹介による啓発に努める。
　②　地域づくり講演会や個別の説明会実施により、地域支え合いの土壌形成、担い手の育成、多様なサービスの
　　創設等生活支援体制の整備に努める。

事

業

の

概

要

（４事業）

①【移行事業】：4事業（平成28年4月～）　　　　　　　　　　　　　4事業計　利用者:約340人　 事業費：約91,200千円
　□訪問介護（ホームヘルプ）　□軽度生活援助員派遣事業
　□通所介護（デイサービス）　□いきいきデイサービス事業

②【新規事業】：3事業
　□藤倉親交会いきいきふれあい教室（平成28年11月～）　　　　　　　　 利用者：約 10人　　事業費：約　 337千円
　　　・町内会の住民主体による集会所を活用し行うデイサービス。ダンベル体操や軽体操、レクリェーション等
　　　・毎週1回実施。対象者：約10人（他に、町内会員等約30人が参加）
　　他に、訪問による個別の介護予防支援（平成28年8月～）、教室形式の介護予防支援（平成28年10月～）を開始

③【対象者の状況】（平成28年4月～11月）
　総合事業の利用対象者は、新規対象者の他、要支援・要介護認定の更新時期を迎える方が徐々に移行
　□総合事業に移行した要支援者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　…約340人（うち、サービス利用者約180人）
　□基本チェックリスト（簡易な心身状態の確認票）による該当者数…約270人（うち、サービス利用者約180人）

④総合事業のメリット
　・手続迅速化　：上記介護予防サービス利用時の介護認定不要（基本チェックリストの確認のみで利用可能）
　・家族等の負担軽減：要支援・要介護認定有効期間の延長　など

現在の課題
　介護事業者が担う訪問介護（ホームヘルプ）、通所介護（デイサービス）以外の介護予防サービスについては、
NPOや住民組織等、多様な主体が実施できる環境の整備と担い手の発掘、育成が必要。

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

（４事業）

今年度の目標に
対する進捗状況

これまでの
取組経過

事業の各年度実績　【実施事業数 】

平成23年度 平成24年度 平成25年度

事業概要

　本市は、団塊の世代が75歳となる2,025年（平成37年）を見据えて、高齢者が介護や支援が必要な状態になって
も、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、介護事業者をはじめ、保健・医療・福祉関係機関、さらには
住民組織等が連携する「地域包括ケアシステム」の構築に取り組んでいる。
　この取組の一環として、要支援認定者が利用する訪問介護（ホームヘルプ）、通所介護（デイサービス）等の予防
サービスを、全国一律基準から市町村事業に１年早く平成28年度から移行することにより、介護事業者に加え、高齢
者に身近な住民組織を含む多様な主体が、地域実情に応じた介護予防サービスを提供できるようにするもの。

（４事業）

114,095

基準値

７事業 総合計画指標の最新値 83.2%

実施事業数 ７事業 元気高齢者の割合 85.1%

 事 業 名 介護予防・日常生活支援総合事業
（介護予防・生活支援サービス事業）

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

15,484人 15,856人 16,318人 16,812人
17,114人 17,437人

27.1% 28.0% 29.0%
30.0% 30.8%

31.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

人

2,000人

4,000人

6,000人
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10,000人

12,000人

14,000人

16,000人

18,000人

20,000人

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

【 高齢者人口数・高齢化率 】

高齢者人口数 高齢化率

84.1% 83.8%

83.4% 83.2% 83.2% 83.2%

80.0%

80.5%

81.0%

81.5%

82.0%

82.5%

83.0%

83.5%

84.0%

84.5%

85.0%

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

【 元気高齢者の割合 】

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

高齢者人口数 15,484人 15,856人 16,318人 16,812人 17,114人 17,437人

高齢化率 27.1% 28.0% 29.0% 30.0% 30.8% 31.6%

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

割合 84.1% 83.8% 83.4% 83.2% 83.2% 83.2%

　　第４節　　高齢者福祉の充実

　　　地域包括支援センター運営事業

　　　認知症高齢者見守り事業

　　　介護ボランティア支援事業

　　第５節　　障がい者福祉の充実

　　　地域生活支援事業（任意事業）

　　　介護予防・日常生活支援総合事業
　　　（介護予防事業・生活支援サービス事業）

【　事　業　名　】 【　　概　　要　　】

（ 右の表の下部参考に掲載 ）

（ 右の表に掲載 ）

高齢者の地域活動を促進するため、介護支援ボランティア登録を行い、介護
保険施設での活動や支援を行う。

（ 右の表の下部参考に掲載 ）

【　事　業　名　】 【　　概　　要　　】

障がい者に創作的活動（コーラス・書道・パソコン教室等）や生産活動（作業
訓練）の機会を提供し、社会参加を促進する。

スポーツ・レクリエーション教室の開催、自動車運転免許の取得、自動車改
造の費用助成等、個々の障がいや希望に応じた支援を行う。

　　　地域活動支援センター(藻塩の里)
　　　運営委託事業

―　４　―



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

平成26年次 平成27年次 平成28年次

84.4億円 101.8億円 103.9億円

現在の課題

1.主力であるマグロ延縄漁業、遠洋トロール漁業以外のさらなる魚種の水揚げを増やすことにより、魚市場の安定的な水揚げ高を
維持する必要がある。
2.高度衛生管理に特化した荷さばき所に対応する、魚市場利用者等のソフト面での衛生管理体制の構築が必要である。
3.新魚市場施設におけるランニングコストを最小限に抑えるとともに、将来的には指定管理等の移行を検討する。

事業名 事業概要 これまでの実績

水揚奨励補助金
事業

東日本大震災により被災した塩竈市魚市場の建て替
え工事期間中おいて水揚高を維持し、本市水産業及
び関連産業の振興を図るため、水揚漁船の所有者に
対し、塩竈市水揚奨励補助金を交付する。

数量：8,927t　補助金額：5,425千円
（4月～12月）

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基幹システムとして、全国的な水産物産地市
場である塩竈市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。

257,800

基準値（年次）

魚市場水揚げ高 100億円 魚市場水揚げ額 82.9億円

103.9億円 総合計画指標の最新値 103.9億円

主な指標

事業における
今年度の目標

目標値（年次） 総合計画の指標

まち・ひと・しごと
総合戦略との関連

基本目標

 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

施策の方向性

１．新たな雇用を創出し、安心して暮らし働
けるようにする（雇用の創出）

①地域経済を支える基幹産業の振興

【参考】

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

遠洋底びき網漁船
誘致促進事業

航路水深の影響等により仙台塩釜港にて水揚げした
冷凍魚を本市魚市場に陸送した遠洋底びき網漁業
許可船の所有者に対し、塩竈市遠洋底びき網漁船
誘致促進事業補助金を交付する。

数量：7,246t　補助金額：2,302千円
（4月～12月）

電動フォークリフト
導入支援事業

魚市場の高度衛生管理体制の構築にあたり場内運
搬車等の排気ガス汚染を防止することと、事業者の
電動フォークリフトの買い替えを促進するため、購入
費用の一部を助成する。

4事業者　10台　助成額：15,000千円

今年度の目標に
対する進捗状況

課題に対する
今後の取組

方針等

   現在、主力のマグロ延縄漁業、遠洋トロール漁業のほか、鰯鯖旋網漁業の水揚げ増の取組を実施しており、今後は魚市場背
後の加工業者への原料供給が多く実施できる体制を構築し、更なる水揚げ増に業界と協力して取り組んでいく。
  高度衛生管理に対応する魚市場施設を整備しているが、ソフト面での衛生管理体制の構築を図るため、魚市場利用者を構成
員とした衛生管理推進委員会の活動を継続的に支援していく。
  また、将来、指定管理制度の導入等により、民間ノウハウによる官民連携を実施することで、より効率的な魚市場運営について
検討していく。

これまでの
取組経過

事業の各年度実績　【魚市場水揚げ額】

平成23年次 平成24年次 平成25年次

104.3億円 141.4億円 92.9億円

1.新魚市場の整備事業について
   新魚市場整備事業は、 既設魚市場の解体工事と宮城県が行う岸壁復旧工事、そして新魚市場新築工事を水揚げ荷さばき所
を確保しながら段階的に整備を行ってきた。高度衛生管理型荷さばき所東棟、補完施設中央棟、南棟Ⅰ期工事が順次完了し、
供用を開始している。
  現在は、高度衛生管理型荷さばき所南棟Ⅱ期部分の整備を実施中であり、これと並行して、宮城県による漁港岸壁の災害復旧
工事や、魚市場前交差点改良工事、漁港岸壁災害復旧工事も進められ、平成29年10月のグランドオープンを目指している。
  新魚市場は、全国的な水産物の生産・流通拠点として、安全・安心な水産物の供給を図るとともに、食堂や売店、展示施設など
を設け、多くの来場者に利用頂ける観光拠点としても整備を進めている。また、衛生管理に特化した魚市場における排気ガス汚
染防止の観点から、荷さばき所において必要な事業者の電動フォークリフトの導入支援事業を実施している。

2.塩竈市魚市場の水揚げについて
　平成28年次の塩竈市魚市場の水揚げ高は21,649㌧／10,394,290千円となり、前年次と比べ数量で2,745㌧、金額で218,067千
円の増となった。
  本市の主力である鮪延縄漁業、遠洋トロール漁業の水揚げ高維持の取組のほか、鰯鯖旋網漁業の水揚げ増の取組を実施して
おり、平成28年次は魚市場関係者の漁船誘致等の努力により、昨年と比較して量・金額とも約２倍の水揚げがあった。

10,430,297千円
14,142,823千円9,286,594千円

8,442,123千円
10,176,223千円

10,394,290千円

22,661ｔ

25,473ｔ

18,249ｔ 17,965ｔ
18,904ｔ

21,649ｔ

ｔ

5,000ｔ

10,000ｔ

15,000ｔ

20,000ｔ

25,000ｔ

30,000ｔ

千円

2,000,000千円

4,000,000千円

6,000,000千円

8,000,000千円

10,000,000千円

12,000,000千円

14,000,000千円

16,000,000千円

H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年

【 魚市場水揚げ金額・水揚げ量 】

水揚げ金額 水揚げ量

H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年

水揚げ金額 10,430,297千円 14,142,823千円 9,286,594千円 8,442,123千円 10,176,223千円 10,394,290千円

水揚げ量 22 ,661ｔ 25 ,473ｔ 18 ,249ｔ 17 ,965ｔ 18 ,904ｔ 21 ,649ｔ

　　第１節　　水産業の活性化

　　　魚市場運営事業

　　　水産加工業活性化支援事業

　　第２節　　港湾機能の強化

　　　塩釜港利用促進事業

　　第３節　　商工業の振興

　　　割増商品券事業

　　　商店活性化促進事業

　　　企業誘致活動事業

（ 右の表の下部参考に掲載 ）

見本市開催、新商品開発での販路の拡大、消費者のニーズの把握などに取り組む団体
を支援するとともに、水産加工解放実験室利用者へ助成を行う。

【　事　業　名　】 【　　概　　要　　】

【　事　業　名　】 【　　概　　要　　】

　　　遠洋底曳網漁業漁船
　　　誘致促進事業補助金

（ 右の表に掲載 ）

地域産業の活性化に向けて塩釜港の利用促進を図るために、官民一体のポートセール
スを展開するとともに、塩釜港区を利用した冷凍水産品を取り扱う荷主企業への利用促
進補助金を交付する。

２割増商品券を発行することにより、市民の購買力を喚起し、市内商店の売上増を通じ
て地域経済の活性化を図る。

商店街の活性化を図るために、空き店舗を借り上げて起業する団体・個人に対し支援を
行う。また、個店の経営力向上のため、「塩竈商人塾」を実施し、専門家によるコンサル
ティング等により継続支援を行う。

新たな企業の誘致や地元企業の設備投資等を促進することにより、税収の確保や向
上、雇用機会の創出を図る。

【　事　業　名　】 【　　概　　要　　】

―　５　―



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

平成26年次 平成27年次 平成28年次

2,269,133人 2,207,048人 2,173,142人

【参考】

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業 観光物産協会
助成事業

市内でのイベント開催、他の団体が行う観光事業へ
の協力、観光情報のPR活動、写真コンクールの開催
等の事業に対し、助成金を交付する。

まちなかの回遊性を高めるためのミュージアムスタンプラリーやOJIマップの作
成、まち歩き事業やJRとの連携による着地型観光の取組、旅行雑誌等での塩
竈の紹介記事掲載などで、ホームページアクセス数：155,000件⇒173,000件
に増加　平均満足度：92.3％　助成金：３，８００千円

観光客入込数

課題に対する
今後の取組

方針等

・平成29年夏（7～9月）に実施される「仙台・宮城『夏』観光キャンペーン」等に併せて、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。又、「松島“湾”ダーランド」等での連携をさらに深め、広域観光における周
遊旅行商品の開発、情報発信に積極的に取り組む。
・ミュージアムスタンプラリー等で、まちあるきのモデルコースを設定・紹介していくことで、観光客に本市の魅力を認識していた
だく。また、「日本遺産」を活用し、歴史・文化をテーマにした観光ＰＲを行う。
・インターネットに動画を配信する等、より広く、効果的な観光PRを行っていく。又、アプリや無線LAN等、進化していく情報ツー
ルについて、情報収集を行いながら、できることから対応していく。
・浦戸の観光素材として「浦戸の母ちゃん弁当」「だんべっこ船」等を磨き上げし、浦戸への誘客・長時間滞在化をねらう。
・うみの杜水族館と協力し、海に関する展示やフィールドワーク等を行うことで、仙台港周辺施設から本市への誘客を図る。

事業名 事業概要 今年度の実績

塩竈みなとまつり
協賛会助成事業

「塩竈みなと祭」の前夜際花火大会・本祭の神
輿渡御、陸上パレード等のイベントを円滑に開
催するための助成金を交付する。

例年開催している神輿海上渡御や陸上パレード、花火大会に加え、ディズ
ニーパレードや海上渡御での石浜寄港などの取組により、入込数が91,000人
から113,800人と25.1％増加した。
観客数：113,800人（本祭41,000人・前夜祭72,800人）　助成金：８，９５６千円

現在の課題

・交流人口のさらなる拡大に向けて、ターゲットのニーズに合わせた観光資源の発掘と磨き上げを行い、インターネットやSNSを
活用したPRを行う必要がある。
・杉村惇美術館や旧ゑびや旅館等を含めた、まちなか回遊観光ルートの新たな観光スポットとしての活用。
・ボランティアガイドの他にも、まち全体が一体となって笑顔で観光客をもてなす意識醸成を図るための取組が必要。
・インバウンドに向けた、情報発信や受入整備が必要。
・広域的な観光連携によって、教育旅行やインバウンド向けの誘致等観光ルートの開発を推進することが必要。また、うみの杜
水族館や商業施設等、仙台港周辺施設から本市へ誘客するための仕組みが必要。

217万人 総合計画指標の最新値 217万人

これまでの
取組経過

事業の各年度実績　【 観光客入込数 】

平成23年次 平成24年次 平成25年次

1,330,631人

主な指標

事業における
今年度の目標

目標値（年次）

1,939,585人 2,236,207人

【広域圏での観光、誘客事業】
・「松島“湾”ダーランド」「伊達な広域観光推進協議会」へ参画し、パンフレットの作成、誘客事業などを近隣自治体と連携して行った。
（6/7北海道東北キャラバン、6/26多賀城あやめ祭り、7/25うみの杜水族館キャラバン、7/27仙台駅キャラバン、7/30リボーンアートフェス、9/8
上野産直市、11/20東松島福幸祭、11/23松島かき祭　等）
【観光キャラバン事業】
・防災協定締結等自治体との交流事業として、観光イベントに参加し観光PR、特産品の紹介と販売を行った。また、動画をネットで公開し、観
光PRを行った。
（4/3横浜市南区桜まつり、7/30元気ッス！へきなん、8/21村山徳内まつり、10/2村山商工まつり、11/3須坂市銀座通り秋まつり、11/13各務
原産業・農業祭、11/15・16倉敷市・松島町合同シティプロモーション　等）
【主な市内イベント】
・観光物産協会・青年四団体等の各種イベントのバックアップ、またJR東日本商品である「駅長オススメの小さな旅」、女子旅向けの「トランスペ
シエ」等で、ボランティアガイドの協力も得ながらまち歩きや浦戸散策等の受入を行った。
（4/15・16しおがまさま神々の花灯り・酒蔵めぐり、10/1ゆめ博絆広場、10/8・9しおがまさま神々の月灯り・酒蔵めぐり、カシオペアクルーズ、駅
長オススメの小さな旅　等）

今年度の目標に
対する進捗状況

事業概要
震災以降、様々な観光客誘客事業を展開してきたが、北海道新幹線の開通や仙台空港の民営化など東北への誘因度が
高まっている。そこで、県観光事業への積極的な参画や広域連携による誘客活動を推進するとともに、県内外へ戦略
的プロモーション活動を展開することにより、交流人口の拡大を図る。

11,712

基準値（年次）

観光客入込数 228万人

まち・ひと・しごと
総合戦略との関連

基本目標 施策の方向性

　２．新しいひとの流れをつくる
　　　　（新しいひとの流れ）

　　　①「活気あふれる港町」づくりによる魅力の発信
　　　②「歴史と文化が薫る門前町」づくりにより魅力の発信

広域観光の推進

219万人

 事 業 名 観光プロモーション事業 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

都市観光の推進

総合計画の指標

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

133万人

194万人

223万人 227万人 221万人 217万人

万人

30万人

60万人

90万人

120万人

150万人

180万人

210万人

240万人

H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年

【 観光客入込数】

H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年

観光客入込数 133万人 194万人 223万人 227万人 221万人 217万人

　　第１節　　都市観光の推進

　　　観光プロモーション事業

　　　塩竈みなと祭協賛会助成事業

　　　観光物産協会助成事業

　　第２節　　魅力ある都市空間の形成

　　　第３期都市再生整備計画事業
第３期都市再生整備計画に基づき、中心市街地の歴史的まちなみや“みなと”
の魅力を活かした都市空間の形成、整備を行う。

景観に配慮したまちづくりを市民とともに推進するため、景観条例の策定に向
けて、市民懇談会や啓発事業を実施する。

　　　景観推進事業

【　事　業　名　】 【　　概　　要　　】

（ 右の表に掲載 ）

（ 右の表の下部参考に掲載 ）

（ 右の表の下部参考に掲載 ）

【　事　業　名　】 【　　概　　要　　】

―　６　―



担当
部・課

事業費 千円

平成26年度 平成27年度 平成28年度

小・全：△1.5ポイント
小・県：△1.0ポイント
中・全：△6.4ポイント
中・県：△6.3ポイント

小・全：△4.5ポイント
小・県：△3.2ポイント
中・全：△6.2ポイント
中・県：△5.8ポイント

小・全：△1.9ポイント
小・県：△0.6ポイント
中・全：△5.0ポイント
中・県：△5.2ポイント

事業名 事業概要 今年度の実績

小中一貫教育推進事業

義務教育9年間を見通した学校教育
目標を設定し、系統性・連続性を強化
した教育活動の中で、児童生徒に「社
会をたくましく生き抜く力」を育むことを
ねらいとする。

（１）研修視察　年間２回（埼玉県入間市）
（２）研修会　年間５回
（３）塩竈市新学力向上プラン作成委員会　年間３回
（４）塩竈市ｱﾌﾟﾛｰﾁｽﾀｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成委員会　年間３回
（５）各小中学校の交流活動

【参考】

長期総合計画の
同一の章に属す

る主な事業

課題に対する
今後の取組

方針等

　本市では、平成２９年度から小中一貫教育を本格実施する。本市が目指す小中一貫教育は、義務教育９年間を見通した学校教
育目標を設定し、系統性・連続性を強化した教育活動の中で、児童生徒に「社会をたくましく生き抜く力」を育むことをねらいとす
る。また、本市の重要教育課題である「学力向上」や「不登校問題」の解決を図るために、「中１ギャップ」や「１０歳の壁」等の発達
の段差に適切に対応する指導体制を整備していく。実施にあたっては、平成２９年度から実施される「塩竈市新学力向上プラン」と
一体となり、小中学校間や各学年段階での「学びの連続性」を確保した取組を行うとともに、授業をはじめ教育活動全体の中で、
「活躍」と「交流」をキーワードに、一人一人の児童生徒が活躍できる場を設定し、認められる体験や仲間と協働し課題を解決する
体験等、成功体験を積み重ねながら、自尊感情を高め、社会をたくましく生き抜いていくために必要な力を身に付けていく。以下
に、新学力向上プランの概要を示す。

１　学力向上プランで身に付けさせる力
（１）「社会をたくましく生き抜く力」の基盤となる「生きて働く知識・技能」
（２）他者と協働し、課題を解決するための「思考力・判断力・表現力等」
（３）学習や生活の場面で道具として活用される「見方・考え方」
（４）生涯にわたって主体的・能動的に学び続ける「学びに向かう力・人間性」

２　取組方針及び具体的な取組
（１）授業づくり
　　①どの子にも「わかる・できる」喜びを味わえる授業づくりを行う。
　　　・アクティブラーニングの視点を取り入れた授業改善　　　・ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業改善
　　②授業の中に様々な「交流」を取り入れた授業づくりを行う。
　　　・児童生徒間交流の推進（学校内の異年齢交流、中学校区内の学校間交流）
　　　・教師間交流の推進（中学校区内の相互乗り入れ授業、小中合同授業）
（２）学ぶ意欲と姿勢づくり
　　①学ぶ意義を明確にし、生涯にわたって自らの能力を引き出し、主体的・能動的に学び続ける「学びに向かう力」を身に
　　　付けさせる。
　　②話し方や聞き方など、学ぶための基礎・基本となる望ましい学習ルールを　「しおがま学びスタンダード」として統一して
　　　定着させる。
　　③学力向上の基礎となる思考力・判断力・表現力を育む読書活動を推進する。
　　④「望ましい学級集団づくり」に取り組み、学習環境の質の向上を図る。
（３）家庭における学習環境づくり
　　①学校・家庭・地域が一体となった「学びの環境づくり」を推進する。
　　②学校と家庭が協力し、基本的生活習慣づくりと学習習慣の定着に取り組む。
　　③学校と家庭が連携し、メディア・スマホ依存対策に取り組む。

事

業

の

概

要

小・全：△5.9ポイント
小・県：△4.3ポイント
中・全：△3.2ポイント
中・県：△2.9ポイント

　現行学力向上プランによる、今年度の主な取組は、以下の通りである。
１　授業づくり　「市教委学校訪問指導」「教育実践発表会」「しおがま至宝研修会」
２　学ぶ意欲と姿勢づくり「しおがまサマースクール」　「しおがま学びスタンダードの定着」「地域人材及び民間講師の活用事業」
３　家庭における学習環境づくり　「しおがまふれあい運動」　「家庭での学習・生活に関するリーフレットの活用」

現在の課題

１　平成２８年度全国学力調査の結果において、本市全体の平均正答率は、小中学校いずれも全国平均値を上回ることはできな
かった。しかし、 小学校国語Ａと算数Ａが県平均とほぼ同じ値になり、特に算数Ａは県平均を上回ることができた。また、市内小学
校７校中、４校は全国平均を上回り、小中学校いずれも、昨年度と比較して、全国平均及び県平均との差が縮まったことなどの成
果も見られた。
２　「メディアとの関わり」については、３時間以上テレビを見る小学６年生は、３４．３％、中学３年生は、３０．１％で、小学生が全国
値より１．５％高く、中学生も６％高い結果となった。昨年度と比較して、全国平均及び県平均との差が縮まったが、依然として課題
が残る。
３　家庭での学習習慣については、小学６年生が平日１時間以上学習する割合は６３．６％で、全国平均を１．１％上回っているが、
中学３年生が平日２時間以上学習する割合は、２４．８％と全国よりも９．４％下回っている。中学３年生では、昨年度と比較して、全
国平均及び県平均との差が縮まったが、まだまだ家庭学習が身に付いているとは言えない。

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

小・全：△4.5ポイント
小・県：△4.2ポイント
中・全：△2.5ポイント
中・県：△3.3ポイント

今年度の目標に
対する進捗状況

これまでの
取組経過

事業の各年度実績　【全国・県平均との差】

平成23年度 平成24年度 平成25年度

－

小学生△0.6ポイント
中学生△5.2ポイント

総合計画指標の最新値
小学生62.0％
中学生57.1％

全国学力・学習状況調査の正答
率（県平均との差）

小学生△2ポイント以内
中学生△3ポイント以内

全国学力・学習状
況調査の正答率

小学生59.7％
中学生64.1％

事業概要
 現行の学力向上プラン（平成２６～２８年度）において、「授業づくり」「学ぶ意欲と姿勢づくり」「家庭における学
習環境づくり」の３つの柱をベースに、市内児童生徒の学力向上を図る。

1,693

基準値

 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

まち・ひと・しごと
総合戦略との関連

基本目標 施策の方向性

３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望
をかなえる（結婚・子育ての希望の実現）

④特色ある質の高い学校教育の推進

△ 4.5%

△ 5.9%

△ 1.5%
△ 4.5%

△ 1.9%

△ 4.2% △ 4.3%

△ 1.0%

△ 3.2%

△ 0.6%

△ 7.5%

△ 6.0%

△ 4.5%

△ 3.0%

△ 1.5%

0.0%

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

【 全国学力・学習状況調査の正答率の

全国・県平均との差（小学校） 】

全国平均 県平均

△ 2.5%

△ 3.2%

△ 6.4%△ 6.2%

△ 5.0%
△ 3.3%

△ 2.9%

△ 6.3%
△ 5.8%

△ 5.2%

△ 7.5%

△ 6.0%

△ 4.5%

△ 3.0%

△ 1.5%

0.0%

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

【 全国学力・学習状況調査の正答率の

全国・県平均との差（中学校） 】

全国平均 県平均

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

全国平均 △ 4 .5% △ 5 .9% △ 1 .5% △ 4 .5% △ 1 .9%

県平均 △ 4 .2% △ 4 .3% △ 1 .0% △ 3 .2% △ 0 .6%

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

全国平均 △ 2 .5% △ 3 .2% △ 6 .4% △ 6 .2% △ 5 .0%

県平均 △ 3 .3% △ 2 .9% △ 6 .3% △ 5 .8% △ 5 .2%

　　第１節　　生きる力を育む教育の充実

　　　新学力向上プランの推進

　　　小中一貫教育推進事業

　　　外国語教員招致事業

　　第２節　　学習環境の充実

　　　小・中学校情報教育施設整備事業

　　第３節　　地域社会との連携強化

　　　青山学院大学連携事業

　　　スクール・ソーシャルワーカー活用事業

　　　青少年カウンセラー設置事業

【　事　業　名　】 【　　概　　要　　】

（ 右の表に掲載 ）

　　　小・中学校特別支援
　　　教育支援員配置事業

青少年カウンセラーを設置し、児童生徒、青少年及び保護者や教師にカウンセリングを行
うことにより、青少年の健全育成を図る。

【　事　業　名　】 【　　概　　要　　】

【　事　業　名　】 【　　概　　要　　】

特別な支援を要する児童生徒の指導補助等を行うため、多様な知識・経験を有する社会
人を特別支援教育支援員として公募採用し、各小中学校へ配置する。

外国語指導助手（ＡＬＴ）を２名配置し、各小中学校を訪問し、外国語授業の補助を行う。

小・中学校にＩＴ学習環境を整備し、児童生徒のＩＴ活用能力の向上を図る。

震災以降、毎年夏季休業期間に来塩する青山学院大学の学生ボランティアと連携し、塩
竈サマースクール等の学習支援や、けやき教室での個別指導、学生による進路講話等を
実施する。

福祉専門職であるスクールソーシャルワーカーを青少年相談センターに配置し、相談業
務や関係機関との調整、ネットワーク構築等を行うことにより問題の改善を図る。

（ 右の表の下部参考に掲載 ）

―　７　―


