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１．学力の状況について 

○平成 26 年度全国学力・学習状況調査結果から、小学校においては、国語 A と算数 A は

全国平均とほぼ同程度で、それ以外は全国平均を下回っている。  

○中学校においては、全科目が全国平均を下回っている。  

 

〔平成 26 年度  平均正答率〕  

区分  国語 A 国語 B 算数（数学）A 算数（数学）B 

小学校（小 6） 72.3（△ 0.6）  52.3（△ 3.2）  77.8（△ 0.3）  56.2（△ 2.0）  

中学校（中 3） 76.3（△ 3.1）  46.6（△ 4.4）  58.2（△ 9.2）  51.0（△ 8.8）  

  （  ）内は、全国平均との差  

 

〔全国学力・学習状況調査の 4 科目の平均正答率の推移〕    

 

 

 

２．家庭学習の状況について 

○１時間以上家庭学習をしている生徒（中学生）の割合では、全国・県を下回る傾向にある。  

 

〔 1 時間以上家庭学習をしている児童生徒（小 6・中 3）の割合の推移〕    
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３．不登校児童生徒の状況について 

○小、中学校における不登校児童生徒数は、平成 24 年度をピークに減少傾向にある。  

  ○不登校割合は全国・県を大幅に上回っている。  

 

〔不登校児童生徒数等の推移〕          （単位：人）  

年度  H22 H23 H24 H25 H26 

小学校  10 18 31 31 20 

中学校  82 73 98 80 80 

     

〔不登校（児童生徒）の割合の推移〕  

 

 （出典）児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査（文部科学省）  

 

 

４．基本的な生活習慣について 

○朝食を食べない児童生徒の割合は H26 で全国・県平均を下回った。  

 

〔朝食を食べない児童生徒（小 6・中 3）の割合の推移〕  

 

（出典）全国学力・学習状況調査（文部科学省）  
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５．児童生徒の体力・運動能力について  

  ○運動能力調査において、塩竈市の子どもの体力・運動能力の現状は、県平均より低い  

傾向にある。  

 

〔児童生徒の体力・運動能力調査結果の概要（平成 26 年度）〕  

 

※宮城県平均を 50 としたときの塩竈市の偏差値  

 

６．特別支援学級の児童生徒数の状況について  

・塩竈市内の特別支援学級の児童生徒数は横ばいで推移している。  

・県内の小中学校に在籍する自閉症・情緒障害のある児童生徒は増加傾向にある。  

 

 

 

 

塩竈市における特別支援学級の

児童生徒の推移  
宮城県内の小中学校に在籍する自閉

症・情緒障害の児童生徒の推移  
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７．学校施設の環境維持について 

○小中学校の児童生徒は、10 年後に現在の７割程度まで減少し、児童生徒の減少に  

伴い学級数が減少するなど、学校の小規模化の進行が懸念される。  

  学校施設は老朽化が進んでいることから、計画的な整備が必要である。  

 

〔小・中学校における児童生徒数の推移（実績・推計）〕  

 

（出典）学校基本調査（文部科学省）  

 

〔小・中学校校舎の建築年数等について〕  

 

  

   

   

  

学校名 建築年度 建築年数 備考

第一小学校 昭和41年 49年 H18：耐震改修実施

第二小学校 昭和42年 48年 H18：耐震改修実施

第三小学校 昭和40年 50年 H17：耐震改修実施、H25・26:大規模改造事業実施

月見ヶ丘小学校 昭和40年 50年 H19：耐震改修実施

杉の入小学校 昭和53年 37年 H21：耐震改修実施

玉川小学校 昭和34年 56年 H17：耐震改修実施、H19:大規模改造事業実施

第一中学校 昭和53年 37年 H21：耐震改修実施

第二中学校 昭和48年 42年 H21：耐震改修実施

第三中学校 昭和43年 47年 H19：耐震改修実施

玉川小学校 昭和53年 37年 H21：耐震改修実施

浦戸小中学校 昭和63年 27年
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８．地域で支える総合的な学習について 

○総合的な学習の時間では職業体験や地域の歴史文化に触れ合う学習を展開している。  

  ○中学生においては、社会に役立つと思う割合が全国、県より高い。  

  

〔総合的な学習の時間で学習したことは、社会に出たときに役に立つと思いますか〕  

  

 （出典）全国学力・学習状況調査（H26・文部科学省）  

 

 

 

〔小中学校総合的な学習の時間推進事業（ H26 実績）〕  

 

 

 

  

そう思う・どちらか

といえばそう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない その他

塩竈市 83.9% 12.2% 3.8%

宮城県 84.2% 12.1% 3.7%

全国 85.0% 11.7% 3.1% 0.2%

塩竈市 74.7% 17.4% 7.7%

宮城県 72.5% 20.2% 7.3%

全国 71.2% 20.7% 7.8% 0.2%

小学校

中学校

学校名 内　容

第一小学校 国際交流活動、塩竈環境探検隊、ふるさとＰＲ隊　等

第二小学校 「環境問題に取り組もう」、「塩竈じまん」等

第三小学校 手作りかまぼこ、1/2成人式、防災教育等

月見ヶ丘小学校 「塩竈の産業に触れよう」、「ふるさと塩竈再発見」等

杉の入小学校 地域の産業・文化、1/2成人式等

玉川小学校 「優しい街玉川」、「伝統の継承、先人の思い」等

第一中学校 塩竈の文化・伝統、環境、産業の学習等

第二中学校 地域学習、立志発表会、職場体験等

第三中学校 地域人材による体験学習、赤ちゃんふれあい体験等

玉川小学校 「塩竈再発見」、職場体験、立志式等

浦戸小中学校 演劇活動、浦戸合宿、牡蠣むき体験等
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９．生涯学習について 

   ○生涯学習活動、歴史・文化の継承、文化・芸術活動については、 H21 年度と比較し

て全ての分野で満足度は高まっている。  

 

【長期総合計画指標】  

指標名  今後の方向性  
基準値  

（H21）  

実績  

（H26）  
達成度  

生涯学習活動

の満足度  

生涯にわたって学習できる環境

を整えながら満足度をさらに高

めていきます。  

58.8% 62.0% ○  

地域文化の継

承の満足度  

「塩竈」の歴史・文化の継承に

努め満足度をさらに高めていき

ます。  

62.2% 63.5% ○  

文化活動の振

興の満足度  

文化・芸術活動の振興に努め、

満足度をさらに高めていきま

す。  

62.4% 65.6% ○  

 

 

〔生涯学習施設利用者数の推移〕  

 

（出典）主要な施策の成果に関する説明書（塩竈市）  
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１０．生涯スポーツについて  

○スポーツ施設の利用者数は震災前（H22）の水準まで回復していますが、  

満足度調査では平成 21 年度から平成 26 年度で 3.6 ポイント下がっています。   

 

【長期総合計画指標】  

指標名  今後の方向性  
基準値  

（H21）  

実績  

（H26）  
達成度  

スポーツ振興

の満足度  

スポーツの機会の充実や環境の

整備を推進し、満足度をさらに

高めていきます。  

64.2% 60.6% ○  

 

  〔屋内スポーツ施設利用者数の推移〕  

 

（出典）主要な施策の成果に関する説明書（塩竈市）  

 

〔屋外スポーツ施設利用者数の推移〕  

 

（出典）主要な施策の成果に関する説明書（塩竈市）  


