
平成 30年 6月 12日 

市民総務部政策課企画係 

第 5次塩竈市長期総合計画進度報告会 議事録 

１ 日時・場所 

平成 30年 6月 10日（日）14:00～16:30 於 ふれあいエスプ塩竈 エスプホール 

２ 出席者 

長期総合計画策定時の審議委員（7名）、市民懇談会委員（12名）、一般（9名）、 

市議会議員（9名）、市長、副市長、教育長、部局長他（13名）、（計 52名） 

３ 概要 

(１) 開 会 

 

(２) 市長挨拶 

 

(３) 計画及び主要事業の取組状況について（報告・評価） 

① 市民総務部長から長期総合計画の全体構成の説明 

② 政策推進管理担当から長期総合計画指標の推移の説明 

③ 建設部長から震災復興計画の進捗状況と課題について説明 

④ 各部の主要事業の取組状況等を報告し、1件ごとに委員 18名から 5点満点で採点いた

だいた。 

◯ 採点結果 

 平均点数 4.10 

 詳細は別紙 1を参照。 

主な意見交換内容は（項目 4）のとおり 

      総括は（項目 5）のとおり 

 

(４) その他 

 

(５) 閉会 

４ 委員との意見交換内容 

（１）「第 1編 だれもが安心して暮らせるまち」について 

① 報告 No.1（待機児童ゼロ推進事業）について 

（質問 1）新浜町保育所を閉所するのは保育士の確保が難しいからなのか。 

→（健康福祉部長）震災前、新浜町保育所は、当時の保育所数や保育需要を鑑

み、閉所することとなっていた。震災後、就労による需要が一時的に高まった

ことから、閉所を見合わせていた。また、新浜町保育所は津波想定区域内にあ

り、近辺に代替地もない。さらに、市内の保育所は老朽化という課題もある。 

そこで、復興交付金を活用し、壱番館にある子育て支援センターと新浜町保育

所を統合し、高度化した子育て支援施設を海岸通に新たに作るところである。

この施設が完成した際に閉所をするもの。 
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（質問 2）事業費の内訳について 

→（健康福祉部長）だいたい低年齢児が待機児童となることが多いが、その場

合に、不足する保育士を臨時的に雇用するための人件費である。時給は 1,100

円で、だいたい 2市 3町同じくらいの賃金体系である。 

（質問 3）保育士は持ち帰りの仕事をしているのか。やっている場合はどのよう

な仕事なのか。 

（意見）保育士が持ち帰り行っている仕事を、高齢者の内職にできないか。両

社にメリットがあると思う。 

→（健康福祉部長）各行事の際に、保育所の先生方が持ち帰り準備をしていた

だいているという状況はある。地道な努力により、より良くしようと各園取り

組んでいるところである。 

 

 

② 報告 No.2（脳と身体の健康づくり事業）について 

（意見）人手不足や高齢者の生きがいづくりという観点から、高齢者の就労に

対する支援(雇用契約の短期化、グループで行えるような内職など)や、雇用者

が高齢者を安心して雇用できる制度や仕組みの構築をお願いしたい。 

→（健康福祉部長）市においても、65歳を過ぎても当たり前のように就労さ

れている方が数多くおり、最近ではシルバー人材センターの会員数が減少して

いる。一方で仕事現場での安全性の確保という面で、ミスマッチの生じている

事例もある。シルバー人材センターの事業への支援か、地場産業の雇用におけ

る支援か、高齢者の生きがいづくりという視点も含めて、検討していきたい。 

 

（質問）今後も当該事業を継続していくのか。 

→（健康福祉部長）現在は「導入」という形で、地域を回っている。脳トレー

ニングの手法や習慣化の啓発のためにも、継続してまいりたい。 

 

③ 定住促進と空き家対策について 

（質問）2020年に新しい法律が導入されることによって、建築コストが著し

く高騰する。これによって新築住宅は望めなくなる。国は中古住宅対策の推進

を進めてます。塩竈市は空き家など、中古住宅に対して、どのような対策をし

ているのでしょうか。 

→（建設部）木造住宅の耐震化について国の補助が拡充しているので、本市も

その補助を活用して耐震化を推進する施策に取り組んでいる。また、空き家バ

ンクとして、今年の 7月から市内の不動産業者と連携して、空き家情報を市の

ホームページに掲載することとしている。そのほかにも、関係機関と連携しな

がら、中古住宅活用策について検討していければと思っている。 
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（２）「第２編 海・港と歴史を活かすまち」について 

① 報告 No.6（観光プロモーション事業）について 

（質問）観光客入込数の目標達成に向けて、外国人をどれくらい呼ぶのかを教

えていただきたい。また、観光も重要だが、食文化を PRするために人材育成な

どに取り組まれているのかを教えていただきたい。 

→（佐藤産業環境部長）観光振興ビジョンについて後ほど委員の皆様に送付いた

したい。このビジョンの内容は、コンセプトとしまして「千年の歴史と美食にで

あう港町・塩竈」としており、まさに食文化についても出てくるものとなってい

る。本市の豊富な食を活用し、リピーターになっていただくためにどうするか、

どう磨き上げていくかを示している。2020年には 243万人を目指したり、外国

人観光客を倍にするなどの目標を掲げている。また、このような事業を行う起業

を支援する取組を商工会議所と連携して行い PRしてまいりたい。 

 

（３）「第３編 夢と誇りを創るまち」について 

① 報告 No.7（小中一貫教育推進事業）について 

（質問 1）学力の低い要因として、生活保護世帯などの負の連鎖があるとのこと

だが、この負の連鎖を断ち切るためにどのような努力をしているのか。 

→（教育部長）市内の中学校の 20～25％がひとり親世帯で、所得が低かったり、

仕事で子どもを見る時間がないなどの問題点があり、そのことが次の世代に連

鎖していく傾向にある。所得が低いことによりそのような連鎖が起きるという

ことであれば、学力をつけてよりよい就職ができるようにしていくしかない。

その中で、学力向上の手段として、「学びの共同体」づくりを、市内の教員に頑

張っていただいている。 

→（市長）震災以降、いただいたご寄付を活用して「チャレンジ教室」という事

業を実施している。勉強をしたいがなかなか機会を得られないという、特に中学

生に対して、学習機会を提供するもの。最初は 6名くらいの参加者だったが、所

得状況云々ではなく、「みんなで勉強しませんか」という形で声掛けをし、今年

の 4月には 50名の方にご参加をいただいた。チャレンジ教室はあくまで一例だ

が、そのような支援をこれからも継続してまいりたい。 

 

（質問 2）小中一貫教育推進事業の「研修」の対象は全校の教員か。 

→（教育部長）学力向上推進委員の教員が各校 2名いるので、その教員が研修・

視察で学び、各校に持ち帰り、モデル授業を実施する形をとっている。 

 

（質問 3）不登校の児童生徒について、中一ギャップがなくなり人数が減ってい

るとのことだが、中一ギャップではない悩みを持った不登校の児童生徒に対す

る支援策について教えていただきたい。 

→（教育部長）コラソンという、不登校の子どもたちをより丁寧に対応出来る拠

点を設置したほか、各校に不適応児のサポートルームを設けて多段階に心のケア

に取り組んでいる。 
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（質問 4）子どもたちのケアだけではなく、家庭事情、貧困など、ケアの範囲や

内容はどのようになっているか。 

→（教育部長）不登校になる子どもの場合、そのお母さんに問題があるケースが

多く見られる。そのような家庭の事情があるので、子どもだけではなく、家庭の

ケアも引き続き行ってまいりたい。 

 

（質問 5）小中一貫教育推進事業により、教員の負担はどうなっているか。その

ケアはどうしているか。 

→（教育部長）昨年度から、中学校の部活動に関して、活動するのは週 5日だけ

と決め、土日はどちらか必ず休みとしてる。また、地域の方々等民間の方に部活

動の指導にあたっていただき、部活による負担の軽減を図っている。小中一貫教

育の推進に向けては、教員の負担をなるべく減らせるよう、教育委員会としても

取り組んでまいりたい。 

 

（意見）今、子どもを取り巻く環境は、報道などにもある通り、大変厳しい状況

にある。塩竈市の中でも、虐待などの残念な実態があり、どのように対応すべき

かと頭を悩ませ活動してきたことがある。そこで小中一貫教育推進事業が始まり、

興味を持ってみてきた。今までのように幼稚園は幼稚園、小学校は小学校という

形で単体で教育していたのでは、手におえない状況であり、すべて一つになって、

様々な情報を共有し取り組んでいくとのことであった。大変注目、期待している

ので、子どもたちの未来のために、よろしくお願いしたい。 

 

② 塩竈市の歴史等学習について 

（意見）なんでも体感団において、塩作りを子どもたちが経験し、非常に喜ん

でいた。塩竈市の歴史に触れる貴重な機会だと思う。塩竈市は歴史が深いので、

歴史を学び、ふるさとを誇りに思える大人になれよう、塩竈市の歴史を学ぶ機

会を増やしてほしい。 

→（教育部長）定住促進を図る上でも、郷土意識を持ち、自分の町に誇りを持

てれば、ずっと住んでいきたいという気持ちになると思う。今後も力を入れて

取り組んでまいりたい。 

 

（４）全般的な質問・意見について 

① 各計画および各事業の取組状況について 

（質問）数値的にはかなり達成されているとのことだが、実情がわからない。

目標達成に向けて、ぎりぎりのところでやっているのか、余裕を持ちやってい

るのか。 

→（市長）本来我々が取り組むところは、長期総合計画の推進だったが、震災の
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発災というのは想定外だった。従って、この 7年間、人的にも、資金的にも余裕

はない状況だった。資金的な問題については、国からの支援により、何とかまわ

っている状況。一方、人的にはいっぱいいっぱいを通り越し、時間外も今までの

倍、100時間を超えることもあった。ただ、ようやく復興事業について一定程度

目途が立ってきた。一日も早い復旧・復興を目指して取り組んできたが、結果的

に長期総合計画の進捗に若干、遅れ気味ではないか、という評価をさせていただ

いたところである。残された 3年間で、長期総合計画に軸足を移し、職員にもあ

る程度余裕を持って取り組めるようにしてまいりたい。 

 

５ 総括 

（１）斎藤教授からの総括 

① まちづくりの目標１「だれもが安心して暮らせるまち」について 

報告 No.1 待機児童ゼロ推進事業について  

 同規模の他市に比べて、健闘していると感じる。臨時保育士を雇用することで

対応されているが、各自治体で保育士を優遇するために強力な施策を講じてお

り、保育士の取り合いによる自治体間競争が起きている。 

 その中で、ミスマッチが発生してきているということが報告された。この状況

が一時的なのか、継続的なのか、引き続き注目していく必要がある。まずはこ

れに対する対策がとられているので、予算措置が十分か、などの検討が必要と

なる。 

 

報告 No.2 脳と身体の健康づくり事業について 

 地域包括啓発活動が中心になっている。 

 脳トレという最新流行のツールを使っての取組ということだが、コンテンツが

非常に高価であり、永続的に続けられるのかという検討が必要と思った。 

 できれば、自分たちで手づくり的なツールを作り、永続的に楽しくやれる仕組

みを検討する必要がある。 

 

報告 No.3 100円バス運行事業について 

 市民の足として定着している。満足度も高い。 

 しかし、不満、やや不満という結果に対しても、その意見をきめ細かに収集し、

できれば早めに不満解消の取組を実施してより満足度を高めていただきたい。 

 

② まちづくりの目標２「海・港と歴史を活かすまち」について 

報告 No.4 魚市場運営事業について 

 水揚げ 120億円の達成を期待している。 

 観光にどうつなげるかをもっと検討していただきたい。 
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報告 No.5 塩竈水産品 ICT化事業について 

 データベースを構築したことは評価できる。 

 しかし効果が見えにくい。サイトへのアクセス数などの検証が必要。 

 海外売込みには非常にお金がかかると思う。効果はこれから出てくるものと思

うが、成果が薄いとなると方向性の再検討が必要となると思う。 

 

報告 No.6 観光プロモーション事業について 

 インバウンドを獲得するという方向性については、どうなのか、と思う。 

 県はインバウンドに力を入れているが、塩竈市が力を入れると言ってきたのは、

仙台市民がターゲットということではなかったか。 

 仙台市民の観光客をもっと掘り起こすことを検討していただきたい。 

 

③ まちづくりの目標３「夢と誇りを創るまち」について 

報告 No.7 小中一貫教育推進事業について 

 大胆に踏み出したことは評価したい。結果は出るのは数年後かもしれないが、

効果について期待している。 

 

④ 全体の印象について 

 長期総合計画が着実に達成されてきているということは評価する。市長のお話

から、若干遅れ気味との話であったが、その中でよくやっていると思う。 

 震災復興計画の進捗についても評価できると思う。最終年度に向けて、気を抜

くことなく取り組んでいただきたい。その中で効果が見られないものは、取組

の方向性を変えるなど、大胆な進め方も必要である。 

 浦戸について、ウィークポイントにもなるが長所にもなり得る。そういう意味

で、浦戸の漁業、漁業と結びついた観光、釣り、レジャー、特色ある教育など、

塩竈市の特色を打ち出す魅力ある資源と思う。浦戸の復興が遅れているのであ

れば、何らかのテコ入れをしていく必要があると感じる。 

 

 

（２）大滝教授からの総括 

① 全体の印象について 

 七つの事業を見たときに平均で 4 点くらい。頑張っていて、挑戦的で良い。

特に、小中一貫は将来に期待を持たせている。最後の仕上げの期間に向けて、

しっかり効果が出るよう取り組まれたい。 

 

 脳と身体の健康づくり事業や小中一貫教育推進事業など、初めて 1 年くらい

の事業を評価してほしいと言われても戸惑う。何を評価すればよいかがわか

らない。小中一貫教育推進事業が意欲的なのは評価するが、これまでの取組

と比較すると評価の方法に困る。これからの期待値に対して、みなさん高い

評価をしているように思う。 
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 評価対象の事業としては、分けていただきたい。市の気持ちもわかるが、こ

れからこういったことを取り組んでいくということなのだろうが、何年にも

わたって取り組まれてきた事業と一緒に評価することは難しいと思う。これ

からの展開の仕方として考えていただきたい。 

 

 今日の議論を聴いていて一番感じたことは、個々の一つ一つの事業について

我々点数をつけて評価をしているが、ぜひ政策を担当する方、事業を担当す

る方は、一つの事業がどういう波及効果を持っているかをできるだけ可視化

してわかりやすい形で、政策の効果を見る努力をもっとしてほしい。 

 

 どうして塩竈市の学力は低いのか、という本質的な質問があったが、もちろ

んテストの点数を上げるようにすればいいということだが、この問題の根本

はそういうところではない。家庭の事情や両親との関係性などのそういう問

題だというお話があった。 

 

 この話は政策を担当する方は理解していると思うが、波及効果をできるだけ

可視化する。職員が共有するという努力を私はしてほしいと思う。 

 

 認知症の問題で、高齢者の就労、生きがいづくりについては、塩竈市のこれ

からを考える上でとても大切な話だと思う。今日取り上げた問題の内容につ

いては、自分の担当課内で閉じるのではなく、もっと広げて問題を解決する

ための取組をしていくべき。指標の結果が薄っぺらく感じるというのは、や

っていることや波及効果が可視化されていないので、表面的に指標だけ達成

していればクリアできていると見えてしまい、これは問題だと捉えている。 

 

 確かにここに示されている指標は大事。しかし、指標は全体の傾向を見るた

めの一つの目安であって、この指標が絶対的なものと考えてはいけない。指

標そのものというのはそれで何かが万能で解決できるものではないので、そ

このところは慎重に見ながら、長期的に見て、でも指標が下がっていくより

は上がっていく方がいいので、そういう風にしてトレンドを見ていくための

一つの目安としてみていくことが大事。ちょっと下がった、ちょっと上がっ

たと、そこで一喜一憂するのではなく、問題解決の取組につなげる一つの糸

口だと、考えていただきたい。 

 

 この総合計画を作るときに波及効果を一番意識していたのは、水産と観光と

食を結びつけるということだったと思う。これは総合計画を作るときから意

識していたこと。これらを結びつける取組はもう進んでいると思うが、まだ

半ばだと思う。その取組にチャレンジしていく必要がある。 

 

② まちづくりの目標２「海・港と歴史を活かすまち」について 

報告 No.4 魚市場運営事業について 
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 期待が大きい。取り上げられた課題を着実に前に進めていただきたい。 

 また、観光に結びつけるという点で、現在観光客入込数は頭打ちになっている

と思う。この数値が伸びていくためには、魚市場の役割は非常に大きい。取組

を前に進めていただきたい。 

 魚市場のマネジメントの問題について、非常に重要だと思う。指定管理に移行

するのであれば、それはそれでいいと思うので、できるだけ早く手を打ってい

ただきたい。最新鋭の施設ということは良いが、管理がそれだけ負担になるの

で、早めに考えていただきたい。 

 復興事業に関して、復興交付金を活用してキックオフしたのはとても良いと思

うが、そのあとの市の負担もしっかりと検討していただきたい。 

 

報告 No.5 塩竈水産品 ICT化事業について 

 すごく一生懸命努力されている。評価している。 

 しかし、海産物の輸出や貿易商社を作るという話は必ずしもハードルは低く

ない。 

 また、資料で水産業は順風満帆のように見えるが、必ずしも事は単純ではな

いと思う。これから水産業者が不足していき、事業承継がかなり難しい業者

も出てくると思う。今回の総合計画ではカバーできないと思うが、次期総合

計画は、かなりの事業者が減っていく中で、塩竈市の産業が生き残っていく

ことを考えていかないといけない状況であり、決して楽観できる状況ではな

いと思う。 

 事業者の減少は日本全体、中小企業全体に起こっていることで、塩竈市も例

外ではない。なので、今からこれらに対する支援をやっていくための準備を

していく必要がある。単に加工品の生産額が伸びている、水揚げが伸びてい

いるということだけを見ると方向性を間違える可能性が高いので、楽観しす

ぎないことが重要。 

 

報告 No.6 観光プロモーション事業について 

 取組としては地道な取組だと思う。さきほどあった課題を前に進めるという

のはもちろんだが、ちゃんとデータを積上げて、観光マーケティングを行っ

ていく。そこをしっかりやってほしい。ぜひその地味な部分をしっかりやっ

ていただきたい。 

 また、本日は出なかったが、民泊の話をもっと真剣に取り上げていいと思う。

特に塩竈市はホテルや旅館が圧倒的に不足しているということもある。 

 長期的には民泊の施設は増えていくと思う。そのための ITを使ってマッチン

グをする企業も出てきている(仙台に全国に名をはせた企業があるので相談

に行くのも良い)ので、うまく民泊を使って観光振興をする戦略を取り入れて

もいいかなと思う。 

 

６ アンケート集計結果 

 

別紙 2を参照。 


