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平成30年度待機児童数 （単位：人） 要因別待機児童数（年度当初） （単位：人）

５歳 1 1
合計 18 37

３歳 2 4 育休中（入所できた場合切り上げて復職を希望） 2

４歳 0 2 産前産後の期間、上の子の保育のみを希望 1

１歳 3 5 就労中（市外の認可外保育施設を利用、祖母が保育中） 2

２歳 8 10 就労内定 2

年度当初 年度末 要因 人数

０歳 4 15 求職活動中 11

待機児童ゼロ推進事業

第１節 子育て支援の充実

保育所の利用状況 低年齢児の利用が増加していましたが、３歳以上児も平成３０年度以降増加傾向にあります

キョクヨーハピネス保育園
（新浜町３丁目

平成３１年４月開園）

定員 １２人

入所年齢 ２ヶ月～５歳

小規模保育施設

わだつみ保育園
（北浜一丁目・平成３０年４月開園）

定員 １９人

入所年齢 ２ヶ月～２歳

多様な保育環境の整備

31

50
52 51

63

53

31

43
46 45

55

48

H26 H27 H28 H29 H30 H31

0歳児申込数

利用者数

（単位：人）

238 241

256

281

271

294

238 241 241

255
250

286

H26 H27 H28 H29 H30 H31

1，2歳児

待機児童の状況

413
407 408

391

422

456

412
405 405

382

413

450

H26 H27 H28 H29 H30 H31

3歳以上児

新たな保育施設の整備により、多様な保育サービスの提供と利用定員の拡充を推進します

幼保連携型認定こども園

塩釜聖光幼稚園
（泉ヶ岡・平成３１年４月開園）

定員 １０５人（保育所８４人）

入所年齢 保育所１～５歳

幼稚園３～５歳

小規模保育施設

てでぃべあ～ちいさなひまわり～

（伊保石・平成３１年４月開園）

定員 １９人

入所年齢 １０ヶ月～２歳

715人
734人

837人

平成29年度 平成30年度 平成31年度

保育事業利用定員数

103人増

※企業主導型保育施設の利用定員を含まず

2年間の増加数

１２２人

育児休業から復帰する保護者の申し込みにより、年度末の待機児童は２倍に増加しました

本市１箇所目

塩竈市に初めての企業主導型保育施設が誕生しました

本市２箇所目 本市初

19人増

―　１　―



【事業目的】
　本事業は、市内へ転入する子育て世帯や三世代同居・近居世帯の住宅取得を支援し、定住の促進と地域活性化
を図るため、平成30年7月に創設しました。若い子育て世帯の移住とともに、三世代の同居や近居を促進することで
、子育てや介護支援などを通じ世代間交流が生まれ、地域活力が向上することを目的とするものです。

【平成30年度交付状況】

【平成30年度アンケート調査（抜粋）】
：平成31年4月23日
　～令和元年5月23日
：32件
：29件（90.6％）

【年齢階層別人口の推移／社会動態／転入…塩竈市のすがた】

・調査対象者数

仙台市16件、多賀城市13件、名取
市1件、七ヶ浜町1件、利府町1件

・実施期間

・回答数（率）

転入人口
103人

従前居住地の状況

三世代同居近居世帯
合　計

1件 4人
107人

世帯種別
子育て世帯

交付決定
31件

32件

夫の勤務先

①仙台市が21件（72.4%）と大半を占める

ように、職住分離が仙塩地区の住宅市

場の動向と思われる。

①

②

③
④

お住まいの地域の住みやすさ

①住みやすい（6件）

②どちらかといえば住みやすい（17件）

③どちらかといえば住みにくい（3件）

④住みにくい（2件）

子育て・三世代同居近居

住宅取得支援事業

第１節 良質な住空間の形成

1,814 

2,012 
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1,870 

2,160 

1,918 1,950 

2,015 2,042 2,046 

1,500
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2,500
社会動態転入

58,097 

57,837 
57,266 

56,642 56,407 
56,207 

55,752 
55,247 

54,959 
54,619 

54,192 54,000

55,000

56,000

57,000

58,000

59,000
総数

人口総数、社会動態の転入人口推移（平成20～30年度）

（住民基本台帳・各年度末）〔単位：人〕

通勤先の仙

台へのアクセ

スも電車で１５

分程と便利

で、土地もリー

ズナブル。子

どもが４人いる

ので小学校の

近さや自然豊

かな環境も決

め手になりまし

た。
お住まいの地域の住みやすさ

①や②の比較的住みやすいとの回

答をいただいた主な理由として、

「静かで自然豊かである」、「スー

パー・コンビニが近くて買い物に便

利」、「公共施設や交通機関が近く

にある」などの意見が寄せられた。

人口総数、社会動態の転入人口

推移（平成20～30年度）

総数は平成20年度の58,097人から

平成30年度の54,192人へ10年間

で3,905人減少した。

社会動態の転入人口は、平成22年

度から平成25年度にかけての震災

後の上下動を経て、平成26年度以

降、約2,000人の水準を推移してい

る。平成30年度本事業による顕著

な反応は示されていないが、水準

維持に資したものと考える。

①

②

③ ④

夫の勤務先
①仙台市（21件）

②塩竈市（3件）

③多賀城市（1件）

④その他（3件）
本事業をご活用いただいた畠山さんご一家
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【市内循環バス補助事業】

【NEWしおナビ100円バス運行事業】

【バス満足度調査】 【乗車人数の各年度実績】

　公共施設の利用促進、高齢者の外出支援、商店街の活性化、環境負荷の軽減などを目的として、市内循環線「し
おナビ100円バス」の運行に対して補助を行っています。運賃100円で市内の公共施設などを1時間でまわる循環線と
して平成16年12月から運行開始しました。

　路線バスの空白地区の解消を目的として「NEWしおナビ100円バス」（白バス）の運行を実施しています。運賃100円
で市内の住宅地や中心市街地の循環線として平成20年10月に試験運行を開始し、平成22年2月から本格運行を開
始しました。平成28年7月からは新ルート便（青バス）の試験運行を開始し、平成29年4月からは新規停留所を設置し
本格的な運行に移行しました。

　平成29年度に塩竈市公共交通（100円バス）調査
業務委託を実施し、バスに対しての満足度を調査
した結果、「満足」、「やや満足」と回答した方が全
体の65％となりました。
※塩竈市民から年齢別に2,000人を無作為抽出し、
郵送により回答していただいたアンケート調査結果

　平成30年度の乗車実績はしおナビ100円バスが317,168
人、NEWしおナビ100円バス既存便（白バス便）が46,586
人、新ルート便（青バス便）が46,897人です。平成30年度
はバス全体の乗客数が前年度比0.6％増となりました。

しおナビ100円バス

（平成16年12月から）
NEWしおナビ100円バス白バス便

（平成22年2月から）

NEWしおナビ100円バス青バス便

（平成29年4月から）

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

乗車実績の推移

しおナビ 白バス便 青バス便

（人）

（年度）

100円バス運行事業

第３節 交通体系の形成

北・南回り

各15便/日（シャトル便含む）

東南部・北部・西部

各4便/日

北西部・南西部・北東部

各4便/日

17%

10%

48%

45%

25%

29%

10%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度

平成21年度

100円バス満足度

満足 やや満足 やや不満 不満

410,651403,142

―　３　―



14142823.38

9286594.472

8442122.81

10176222.69 10394290.4
10735655.07

9,717,182
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平成24年次 平成25年次 平成26年次 平成27年次 平成28年次 平成29年次 平成30年次

水揚金額の推移（漁業種別）

底曳網 鮪延縄 鰹・鮪旋網 鰯・鯖旋網 鰹・鮪一本釣 その他漁業 搬入冷凍漁

金額[千円]

中央棟

平成２８年８月 供用開始

東棟

平成２７年４月 供用開始

グランドオープン

平成２９年１０月 竣工

新魚市場整備事業
◆総事業費：120億円

南棟１期工事

平成２８年１１月 供用開始

南棟 初水揚げ

平成２８年１１月４日

底曳網

搬入冷凍魚

鮪延縄

鰹・鮪旋網

鰯・鯖旋網

鰹・鮪一本

その他漁業

≪平成３０年次の水揚げの特徴について≫

主力のマグロはえ縄漁業は、東沖漁場における漁場形成の影響により数量は減となりまし

たが、相場が高値で推移したこともあり増加しました。また、イワシ・サバまき網漁業では、数

量こそ減とはなりましたが、水揚げ金額は、前年次より増加となりました。

キンメダイなどの遠洋トロール船による搬入冷凍漁については、入港船の減少により前年

次から大きく減少しました。

第１節 水産業の活性化

魚市場運営事業

冷凍カツオ魚体選別機

平成３１年１月 供用開始

―　４　―



①秋編　テーマ：寿司・紅葉　ターゲット：中高年層 ②春編　テーマ：桜・食　ターゲット：女子旅

PR媒体 表示回数 視聴回数 視聴率 PR媒体 表示回数 視聴回数 視聴率

Facebook 121,809 48,713 39.99% Facebook 303,447 224,244 73.90%

youtube 185,107 65,708 35.50% youtube 325,563 100,358 30.83%
※facebook視聴率…スクロール中に10秒（秋編は3秒）以上留まった人の割合。一般的には26％前後
※youtube視聴率…最後まで視聴した人の割合。一般的には15％前後

PR動画のSNS広告実施状況

第１節 都市観光の推進

観光プロモーション事業

観光プロモーション事業

受入態勢整備事業

塩竈の秋の味覚を楽しむツアー

（9月22日）

ボランティアガイドと連携したツアー

（6月29日）

インバウンド

観光振興ビジョン推進事業

観光案内所の本設移転オープン

（11月27日）

東京・日本橋での合同シティーセールス

（11月21・22日）

壱番館・鹽竈神社入口・旧亀井邸・御

釜神社向かい・杉村惇美術館・マリン

ゲート塩釜（１・２階）・津波防災セン

ター

取組状況をお知らせする「かわら版」 まちなか案内を行う商店「i-shop」のフラッグ・

マニュアル等。18店が参加。

i-shop参加店向け研修会

DMOが制作したプロモーション動画

時期 ツアー名称 内容 

通年 
“Japanese Sake in 
Shiogama” 

鹽竈神社参拝と日本酒と寿司を楽しむツアー 

通年 
“ Foodie tour in 
Shiogama”  

仲卸市場や門前町商店街の食べ歩きツアー 

 

◆DMOが造成した旅行商品

◆旅行商品を販売しているサイト ”TOHOKU LOCAL SECRET TOURS"
https://www.tohoku-local-secret-tours.jp/

◆仙台・松島エリアを紹介する多言語サイト ”SENDAI MATSUSHIMA RTAVEL GUIDE”

https://www.sendai-matsushima.com/

平成28・29年度に制作した観光PR動画を、SNS広告で配信した。

配信エリア：南東北３県（宮城、山形、福島）、１都３県（東京、千葉、埼玉、神奈川）

地域間交流

仙台松島DMO協議会の取組状況

"Japanese Sake in Shiogama"

タイ映画トップスターらによるロケ地ツアー

無料Wi-Fi設置箇所

―　５　―



第１節 生きる力を育む教育の充実

子どもの心のケアハウス運営事業

塩竈市不登校対策

学びの支援センター

コラソン

小中学校学び・適応サポートルーム

・ 基本的生活習慣の確立

・教科学習の支援

・社会適応トレーニング

・心の居場所づくり

・学校サポートルームへの助言

・家庭訪問による相談、学習支援

学び・適応サポーター

スーパーバイザー

スクール・ソーシャルワーカー

適応指導教室

けやき教室

専門指導員

・ 教科指導

・社会体験学習

・集団参加

・規範意識

・児童生徒、保護者からの相談支援

・自尊感情、集団生活適応能力の育成

・自立心や社会性の育成

・学習への興味関心、学習の定着育成

・児童生徒の居心地の良い環境整備

・保護者と面談し、社会的環境（福祉）改善を働きかける

スクールカウンセラー

・ 心理専門家として各小中学校へ配置

学び・適応サポーター

コラソンの施設・活動

▲塩竈市学びの支援センターコラソン

（海岸通10-18 小松ビル２階）
▲職員室兼面談室 ▲学習活動室 ▲パソコンコーナー

（自主学習）

▲楽器コーナー ▲創作コーナー ▲アスレチックコーナー ▲談話コーナー

▲製作作品（桜の枝の鉛筆）▲製作作品（英国衛兵人形） ▲市役所売店展示・販売▲製作作品（レターラック）

子どもの心のケアハウス運営事業

子どもの心のケアハウス運営事業

※コラソンとは、ポルトガル語で「心」という意味

未然防止の取り組み

塩竈市独自の小中一貫教育
しおがま「学びの共同体」による授業づくり
「聴き合う関係」「支え合う関係」「学び合う関係」

学校・学級復帰

―　６　―



第１節 生きる力を育む教育の充実

小中一貫教育推進事業

（１）授業満足度

（２）学級生活満足度（Q-U調査）

（３）不登校出現率

「学級満足度」 全国値を上回った学級（平成３０年度３学期）

小学校 ８０学級 ／ ８２学級中 ９８％

中学校 ３８学級 ／ ４１学級中 ９３％

国語，算数・数学の授業について，「よく分かりますか」と「楽しいですか」の

設問に対する回答

①不登校の出現率は、平成２８年度に小学校が全国・県平均以下、中学校が県平均以下となり、平

成２９年度と平成３０年度の出現率はほぼ横ばい状態である。

②平成３０年度における不登校児童生徒数は，５４名で，前年度より４名減であった。

③中学１年生に着目すると，平成３０年度の不登校生徒数は９名で，平成２８年度と比較して３０．

８％の減少した平成２９年度と同数であった。

塩竈市独自の小中一貫教育

塩竈市

幼保小連携事業 塩竈市

学力向上プラン

中学校区単位の

交流活動

（４）全国学力・学習状況調査

平成３０年４月実施 全国学力・学習状況調査

小学校（国語・算数） 全国比 －４ ～ －６ ポイント

中学校（国語・数学） 全国比 －３ ～ －８ ポイント

＊小中学校共に、平均正答率で全国平均を上回ることができなかった。

１．平成３０年度の本事業の成果検証

小学校 中学校

―　７　―



＊学力向上マネジメント支援事業
　の活用（県委託事業）

塩竈市の学力向上対策

授業改善を通した学力向上

第１節 生きる力を育む教育の充実

小中一貫教育推進事業

児童生徒の学力の現状

全国学力学習状況調査では、上位層もいるが下位層の割合が高い。

・学習をあきらめている児童生徒が、学年が上がるほど増える。

（小学校：低学年 ５％、中・高学年 １０％、中学校：２５～３０％）

・普通学級の中で、発達障害等の可能性のある児童生徒の在籍率

が高い。（約１２％）

→日常の授業内容が理解できず、学習意欲も低い。

望ましい学級集団づくり

（学習の基盤づくり）

〇学級生活満足度調査（Ｑ－Ｕ）

（小中全学年）

児童生徒の学力の現状分析

（現状分析）

〇標準学力学習状況調査

（小中全学年）

どの子も「分かる・できる」喜びを味わえる授業づくり

「聴き合う関係」・「支え合う関係」・「学び合う関係」

のある探求型の授業実践

〇授業満足度調査（授業が「分かる・できる」・授業が「楽しい」）

（小中全学年）

しおがま「学びの共同体」による授業改善

新学習指導要領（完全実施 小 Ｒ２年度 中 Ｒ３年度）

「主体的・対話的で深い学び」による授業改善

◇学力の三要素（学校教育法 第３０条２項）
生涯にわたり学習する基礎がつちかわれるよう、

①基礎的な「知識・技能」の習得

②①を活用して課題を解決するために必要な「思考力」、

「判断力」、「表現力」の育成

③主体的に学習に取り組む態度「学びに向かう力」、「人間性」の

育成

―　８　―


