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１ ． 総 括 の 目 的 に つ い て 
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（１） 総括の趣旨 

 第５次塩竈市長期総合計画の計画期間は平成 23～32年度となっています。 

平成 27年度に前期 5か年が終了し、折り返し点を迎えましたが、前期 5か年における各施策の取組

を総括し、後期 5か年に向けた課題を把握することにより、基本計画で定めた施策を具体的な事業とし

て実施していくための「実施計画」に反映させ、長期総合計画に定めた基本目標の実現性を高めようと

するものです。 

 

 

（２） 総括の視点  

長期総合計画では、３つの「まちづくりの目標」ごとに、基本計画として施策を取り巻く現状と課題

を踏まえて、施策の目標と具体的な取組み方針を明らかにしています。 

前期５か年において、実施計画に基づいて取り組まれた事業により、策定当初の課題の解決や目標の

達成に進展が図られている一方で、東日本大震災の発生や地方創生の取組など、本市を取り巻く社会情

勢にも変化が生じています。 

各施策を取り巻く現状を把握するため、目標の達成度を示す代表的な指標の推移や、決算付属資料で

ある「主要な施策の成果」における事業の成果評価を集約した施策評価を踏まえながら、施策を展開す

るうえでの課題とこれからの方向性について明確化を図りました。 

総括により課題と方向性を明確にすることで、平成29年度以降に実施する事業の実施計画に反映し、

より効果的な目標達成と効率的な事業執行に取り組んでまいります。 
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２ ．長 期 総 合 計 画 の概 要 
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（１）計画の期間 

平成 23年度（2011年度）を初年度として、平成 32年度（2020年度）を目標年度とします。 

 

（２）まちづくりの基本理念 

目指す都市像を実現するため、私たちは次に定める基本理念に基づき、まちづくりに取り組みます。 

私たちは、○夢と誇りをもって、いきいきとまちづくりを進めます。 

     ○｢塩竈｣の歴史や文化、風土などを、まちづくりに活かします。 

     ○ともに知恵を出し合い、まちづくりに取り組みます。 

 

（３）目指す都市像 

おいしさと笑顔がつどう みなとまち 塩竈 

本市が目指す 10年後の姿は、“長い歴史と風光明媚な景観を誇り、多彩な食文化とウォーターフロン

トの魅力にあふれ、コンパクトで利便性に富み、いつまでも住みたい、住んでみたい、訪れたいみなと

まち”です。 

そこで、本市が目指す都市像を『おいしさと笑顔がつどう みなとまち 塩竈』と掲げ、その実現に向

けて取り組んでいきます。 

 

（４）まちづくりの全体像 

『おいしさと笑顔がつどう みなとまち 塩竈』の実現に向けて、下記枠組みでまちづくりを進めます。 
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（５）まちづくりの目標 

「目指す都市像」を実現するため、３つの「まちづくりの目標」を定めます。 

１）だれもが安心して暮らせるまち 

子どもから高齢者まで、だれもが笑顔で健やかに支え合いながら、安全に暮らし続けることので

きるまちを創ります。 

２）海・港と歴史を活かすまち 

海・港と歴史によって培われたさまざまな産業や文化などを最大限に活かしながら、活力あるま

ちを創ります。 

３）夢と誇りを創るまち 

次代を担う子どもたちの夢や、郷土に誇りを持つ豊かな心を育みながら、多様な担い手による協

働のまちを創ります。 

 

（６）重点戦略 

『おいしさと笑顔がつどう みなとまち 塩竈』の実現に向けた、今後 10年間のまちづくりにおいて

は“定住人口の確保”“交流の強化”“市民の連携強化”が最重要課題となります。 

このため、「定住」「交流」「連携」を重点戦略と定め、3つのまちづくりの目標との横断的かつ総合的

な取り組みによって課題の解決を図ります。 

１）定 住 

“いつまでも住みたい、住んでみたい”まちを目指し、福祉、教育、住宅環境などを充実します。 

２）交 流 

人・情報・文化・産業など、あらゆるものが交流するまちを目指し、｢塩竈｣の魅力ある地域資源

を生かしながら、交流の強化につなげます。 

３）連 携 

市民が主体となるまちを目指し、市民が互いに尊重し合い、情報を共有するとともに、共通の目

標に向かって、それぞれの力を発揮できる環境を形成します。 

 

（７）将来人口 

本市の将来人口を平成 32年（2020年）において 55,000人と設定します。 
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（８）第５次長期総合計画の全体構成 
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３ ． 人 口 の現 況 に つ い て 
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（２）目標数値の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）目標数値と前期５か年の実績値との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）県内市部における人口の推移（国勢調査） 
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（６）平成２２年国勢調査を基にした平成２７年の推計値と実績値（国勢調査）との比較について 
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（７）自然・社会増減の推移（住民基本台帳人口：各年度３月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）塩竈市まち・ひと・しごと創生総合戦略における「人口の将来展望」 
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（９）現況のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1)平成 27年国勢調査では、本市の総人口が 54,187人と、長期総合計画（長総）策定当時に国立社会保

障・人口問題研究所（社人研）が推計した 54,275人に近い数値となったものの、長総で平成 32年の

目標値として設定している 55,000人を下回っている〈10ページ（３）のグラフ〉。 

2)平成 22年と 27年の国勢調査人口の増減率については、本市が △4.1、県内市部の平均値が △4.0と

ほぼ同程度の減少率となっている〈10ページ（４）のグラフ〉。 

3)平成 27 年における長総の目標値と国勢調査の実績値を、年齢３区分別の人口で比較すると、年少人

口(0-14)が目標値を約 300 人上回ったが、生産年齢人口(15-64)においては、目標値を約 1,700 人下

回る結果となっており、この生産年齢人口の減少が、総人口の実績値が目標値を大きく下回る要因と

なっている〈11ページ（５）のグラフ〉。 

4)平成 22年と 27年における国勢調査人口の比較によると、20代から 30代前半の年齢層が大きく減少

していることから、この世代において、進学や就職等に伴う転出超過（＝社会減）が想定より大きか

ったことが、生産年齢人口が伸びなかった要因の１つとして考えられる〈11ページ（６）のグラフ〉。 

5)平成 22年と 27年における自然増減・社会増減の推移を住民基本台帳人口（各年度３月末現在）でみ

ると、自然増減については、ここ数年、減少幅が大きい傾向にある一方で、社会増減については、平

成 25年度に転入が転出を上回る社会増となったが、翌年度以降、社会減に転じているものの、減少幅

が抑制傾向となっている〈12ページ（７）のグラフ〉。 

6)本市の将来人口のあり方については、平成 28年３月に策定した「塩竈市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」において、『計画期間の５年間については、長期総合計画に掲げる目標人口 55,000人を目指し』

ていくことで整理がなされている〈12ページ（８）のグラフ〉。 
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４．施策の実施状況について 
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第１編 だれもが安心して暮らせるまち 

 子どもから高齢者まで、だれもが笑顔で健やかに支え合いながら、安全に暮らし

続けることのできるまちを創ります。 

 

 

 

   第１章 安心して産み育てられるまちづくり                 

  ○ 母子保健事業や多様化する保育サービスなどの充実に取り組み、安心して子どもを産み、

育児を楽しみ、働きながらでも子育てができる環境をつくります。 

  ○ 地域で子育てを支え合う社会をつくります。 

 

 

   第２章 ともに支え合う福祉のまちづくり                  

  ○ 市民のだれもが、お互いを認め合いながら、みんなで支え合う地域社会をつくります。 

  ○ 市民自ら健康づくりに取り組み、笑顔で健やかに暮らし続けられる環境をつくります。 

  ○ 各医療機関の連携強化や救急医療体制の充実を図り、安心できる地域医療体制をつくりま

す。 

  ○ 高齢者が生きがいと誇りを持ち、笑顔で安心して暮らしていける環境をつくります。 

  ○ 障がい者が自立し、安心して暮らしていける地域環境をつくります。 

 

 

   第３章 安全に暮らせるまちづくり                     

  ○ 地震や、津波、火災などのさまざまな災害による被害を最小限に防ぎ、迅速に対処できる

災害に強いまちをつくります。 

  ○ 犯罪や事故などを未然に防止し、安全・安心に暮らしていける社会をつくります。 

 

 

   第４章 快適で便利なまちづくり                      

  ○ 本市の誇るすぐれた景観などを活用し、快適で質の高い住まいづくりや住環境整備に努め、

いつまでも住み続けることができる、魅力あるまちをつくります。 

  ○ うるおいと緑にあふれ、子どもたちが安全に過ごすことのできる、良好な生活環境をつく

ります。 

  ○ 市域が狭く、都市機能が中心部に蓄積しているというまちの特性を生かし、安全で利便性

が高く、環境にも配慮した交通環境をつくります。 
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第１編 だれもが安心して暮らせるまち 

第１章 安心して産み育てられるまちづくり 

（１）施策体系 

第１節 子育て支援の充実         （１）出産・育児環境の整備 

                     （２）働きながら子育てできる環境の整備 

                     （３）子育て家庭への支援 

第２節 地域社会による支え合いの充実   （１）子育てしやすい生活環境の整備 

                     （２）地域による子育て体制の構築 

（２）代表的な指標 

指標名 基準値 今後の方向性 

年少人口比率 

0 歳から 14 歳までの人口の割合。 

11.6％ 

(H21) 

社人研の平成 32年の推計は 9.3％。安心して子供を

産み、育児を楽しみ、働きながら子育てできる環境を

つくることによって、9.8％を目指していきます。 

保育所の待機児童数 

年度当初の待機児童数。 

0人 

(H21) 

保育士、保育面積を確保し、年間を通して待機児童ゼ

ロを目指していきます。 

 

（３）主な実施事業（平成 27年度の「主要な施策の成果」から） 

【第１節 子育て支援の充実】 

①予防接種事業 ②母子保健事業 ③認可外保育施設補助事業 ④私立保育園助成事業 ⑤施設型給

付費等支給事業 ⑥公立保育所運営事業 ⑦待機児童ゼロ推進事業 ⑧放課後児童クラブ事業 ⑨家

庭児童相談事業 ⑩要保護児童対策事業 ⑪児童扶養手当支給事業 ⑫児童虐待・ＤＶ防止スーパー

ビジョン事業 ⑬地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（子育て支援） ⑭子育て世帯臨

時特例給付事業 ⑮子ども医療費助成事業 ⑯児童手当事業 ⑰母子・父子家庭医療費助成事業 

【第２節 地域社会による支え合いの充実】 

⑱子育て支援に関する事業 ⑲児童館管理運営事業 ⑳地域子育て支援センター運営事業 

 

（４）前期５か年における実績及び評価 

①代表的な指標の実績 

指標名 基準値 H23 H24 H25 H26 H27 

年少人口比率 11.6％ 11.4％ 11.2％ 11.0％ 10.9％ 10.8％ 

保育所の待機児童数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

②施策ごとの評価 

＊各年度の「主要な施策の成果」で、担当課が事業ごとに『 ③成果（意図した成果が上がっているか）』を

４段階［Ａ～Ｄ］で評価した結果を、以下のとおり数値化を行い、節ごとに集計して平均値を算出した。 

   Ａ評価「成果が上がっている」   ⇒４点   Ｂ評価「成果がやや上がっている」⇒３点 

   Ｃ評価「成果があまり上がってない」⇒２点   Ｄ評価「成果が上がってない」   ⇒１点 

第１章 安心して産み育てられるまちづくり H23 H24 H25 H26 H27 平均 

 第１節 子育て支援の充実 (17) 3.81 3.81 3.80 3.65 3.59 3.73 

第２節 地域社会による支えあいの充実 (3) 3.50 3.67 4.00 4.00 4.00 3.83 

  ↑( )内の数字は、「節」内の事業数（以下同様） 
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（５）今後の課題と方向性 

【第１節 子育て支援の充実】 

1)子どもを安心して産み育てるための母子保健体制については、乳幼児健診は充実している一方で、

子どもの発達障がい等への社会的理解が浸透していない状況を踏まえ、５歳児健康相談等の実施に

よる発達支援、母親の産後うつ、育児ノイローゼ、子育ての困り感等の解消を図る育児相談体制（臨

床心理士、発達心理士）の充実が必要である。 

2)ＡＤＨＤやＬＤ、アスペルガー症候群、広汎性発達障害等の発達障がい児が増加傾向にあるが、適

切な療育環境を提供する観点から、共生社会の実現を目指し、保育施設において発達障がい児等の

受入拡大を図る必要がある。 

3)核家族化やひとり親家庭の増加、女性の社会進出等を背景に、潜在的な待機児童を含め、多様化す

る保育ニーズに対応していくため、産休育休明けからの乳児保育や３歳未満の低年齢児保育の拡充

を図る必要がある。 

4)少子化が急速に進む一方で、ニーズが高まる保育・幼児教育の受け皿を地域の中で確保していくた

め、地域の多様な保育資源（保育所・幼稚園等）の効果的な活用を図りながら、認定こども園の整

備や保育施設の再編整備に取り組む必要がある。 

5)学童の放課後の居場所づくりと保護者の就労支援の観点から、放課後児童クラブのニーズへの対応

は今後ますます重要となることから、利用時間等の拡大によるクラブ運営の充実を図るとともに、

学校との連携強化による学習支援の充実、放課後こども教室との一体的な運営、介護ボランティア

制度も視野に入れた地域ボランティアの活用等を図る必要がある。 

6)子どもを持たない大きな理由として、子育てや教育における経済的な負担が挙げられており、その

解消に向けたニーズは高いことから、子育て世帯に対する経済的な支援（子ども医療費助成や教育

支援、奨学金制度等）の更なる充実について検討を進めていく必要がある。 

【第２節 地域社会による支え合いの充実】 

1)出産から育児まで切れ目のない支援が国の政策で求められており、母子保健から発達支援、子育て

に至る総合的な支援を行う「子育て世代包括支援センター」の設置について検討する必要がある。 

2)増加傾向にある児童虐待やＤＶ等への対応について、地域ぐるみで子どもを見守る体制の強化が必

要であり、地域の民生児童委員等への積極的な情報提供と連携強化、地域の子育て関係機関と連携

した総合的な支援対応のより一層の充実が求められている。 
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第１編 だれもが安心して暮らせるまち 

第２章 ともに支え合う福祉のまちづくり 

（１）施策体系 

第１節 地域福祉の推進    （１）地域福祉体制の整備  （２）ボランティア活動の促進 

第２節 健康づくりの推進   （１）成人保健の充実    （２）精神保健の充実 

               （３）食育活動の推進 

第３節 地域医療の充実    （１）地域医療体制の充実  （２）救急医療体制の整備 

               （３）公的医療保険事業の健全運営 

第４節 高齢者福祉の充実   （１）介護予防の充実    （２）介護サービスの充実 

               （３）日常生活の支援    （４）認知症高齢者対策の充実 

第５節 障がい者福祉の充実  （１）障がい者の自立支援  （２）障がい者福祉体制の充実 

 

（２）代表的な指標 

指標名 基準値 今後の方向性 

健康寿命 

平均寿命から、病気などによる介護を必要と

する期間を引いた、健康で自立した期間数。 

男性76.9 歳 
女性81.9 歳 

(H21) 

食生活や身体活動の生活習慣の見直し

と、健(検)診によって病気の早期発見・治

療に努め、健康寿命を伸ばしていきます。 

塩釜地区内での夜間救急受診充足率 

夜間救急を必要とした市民のうち、塩竈市内

で受診した割合。 

１次診療42.7％ 
２次診療69.2％ 

(H20) 

医療機関とのさらなる連携によって整備

可能な体制を構築し、地区内での受診充

足率を伸ばしていきます。 

元気高齢者の割合 

高齢者のうち、介護認定を受けていない元気

な高齢者の割合。 

85.1％ 

(H21) 

高齢者の割合は年々増加傾向にあること

から、今後も維持していきます。 

障がい者の就労率 

就労を希望する障がい者がどのくらい就労

できたかの比率。 

6.9％ 

(H20) 

企業における「障がい者の法定雇用率」の

確保を促進しながら就労率を高めていき

ます。 

障がい者支援のサービスを受ける利用者数 

就労までは至らない障がい者が、社会参加の

予備的な訓練となる、児童デイサービスや自

立訓練サービスなどの日中活動サービスを

受ける利用者数。 

540人 

(H21) 

障がい者の社会参加を推進するため利用

者数を増加させていきます。 

 

（３）主な実施事業（平成 27年度の「主要な施策の成果」から） 

【第１節 地域福祉の推進】 

①臨時福祉給付金給付事業 ②灯油購入費助成事業 ③生活保護事業 ④生活困窮者自立支援事業 

【第２節 健康づくりの推進】 

⑤成人保健事業(がん検診推進事業を含む) ⑥健康しおがま２１プラン推進事業 ⑦特定健康診査・

特定保健指導事業 ⑧国保健康づくり事業 ⑨精神保健事業(自殺対策緊急強化事業を含む) ⑩食を

通した健康づくり推進事業 

【第３節 地域医療の充実】 

⑪浦戸診療所業務 ⑫塩釜地区休日急患診療センター運営事業 ⑬塩釜地区休日救急歯科診療事業 

⑭国民健康保険事業 ⑮後期高齢者医療事業 

【第４節 高齢者福祉の充実】 

⑯地域支援事業(介護予防事業) ⑰介護保険低所得者利用負担額減免措置事業 ⑱介護保険事業(地

域支援事業は除く) ⑲地域支援事業（任意事業） ⑳地域支援事業(包括的支援事業) ㉑介護支援ボ
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ランティア活動事業 ㉒高齢者支援事業 

【第５節 障がい者福祉の充実】 

㉓障がい者総合支援（地域生活支援）事業 ㉔障がい者総合支援(医療費・補装具)事業 ㉕障がい者

総合支援(障がい者自立支援サービス等)事業 ㉖障がい者総合支援(地域活動支援センター(藻塩の

里))事業 ㉗障がい者総合支援(相談支援等)事業 ㉘在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 ㉙重

度障がい者移送費等助成事業 ㉚障がい児通園事業(ひまわり園) ㉛心身障がい者医療費助成事業 

 

（４）前期５か年における実績及び評価 

①代表的な指標の実績 

指標名 基準値 H23 H24 H25 H26 H27 

健康寿命 
男性76.9 歳 
女性81.9 歳 

― 
78.37 歳 
82.86 歳 

79.10 歳 
84.05 歳 

77.25 歳 
82.52 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％ 

― ― ― ― ― 

元気高齢者の割合 85.1％ 84.1％ 84.0％ 83.7％ 83.4％ 83.2％ 

障がい者の就労率 6.9％ ― ― 6.5％ ― ― 

障がい者支援のサービ

スを受ける利用者数 
540人 661人 677人 1,010人 1,200人 1,450人 

②施策ごとの評価 

＊各年度の「主要な施策の成果」で、担当課が事業ごとに『 ③成果（意図した成果が上がっているか）』を

４段階［Ａ～Ｄ］で評価した結果を、以下のとおり数値化を行い、節ごとに集計して平均値を算出した。 

   Ａ評価「成果が上がっている」   ⇒４点   Ｂ評価「成果がやや上がっている」⇒３点 

   Ｃ評価「成果があまり上がってない」⇒２点   Ｄ評価「成果が上がってない」   ⇒１点 

第２章 ともに支え合う福祉のまちづくり H23 H24 H25 H26 H27 平均 

 第１節 地域福祉の推進 (4) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

第２節 健康づくりの推進 (6) 3.00 2.83 2.83 2.83 2.67 2.83 

第３節 地域医療の充実 (5) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 

第４節 高齢者福祉の充実 (7) 3.33 3.33 3.33 3.43 3.43 3.37 

第５節 障がい者福祉の充実 (9) 4.00 4.00 4.00 3.78 3.78 3.91 

 

（５）今後の課題と方向性 

【第１節 地域福祉の推進】 

1)少子高齢化や人口減少が進み、これまで地域福祉を支えてきた町内会を母体とした民生委員・児童

委員や各種福祉団体等の構成メンバーの高齢化が急速に進んでいる一方で、生産年齢人口を中心と

した若年層の人材が不足している現状にあり、新たな担い手の確保が課題となっている。 

2)今後、高齢化や核家族化が更に進む中で、生活保護等の支援が必要な世帯が増加する見込みであり、

いわゆる８０５０問題（８０歳の親の年金をあてにして生活する５０歳の子）等、稼働年齢にある

生活困窮者の就労支援による自立の促進を強化していく必要がある。 

【第２節 健康づくりの推進】 

1)高齢化社会が進展する中で、疾病や介護予防の川上での対策として、地域ぐるみでの健康づくりが
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最も効果的であり、セルフチェック（健診等の受診）、セルフコントロール（食生活改善・特定保健

指導等の受診）、セルフケア（早期受診、早期発見）の意識啓発を強化する必要がある。 

2)国保健康づくり事業については、年々上昇する医療費の伸びを抑制するため、レセプト等ビッグデ

ータを基にした分析を基にさらなる有効的な健康づくり事業の推進を進める必要がある。 

【第３節 地域医療の充実】 

1)地域医療の中で、一次診療を担い、乳児から診ることができる小児専門医が絶対的に不足しており、

乳児健診等への影響も懸念されることから、その確保対策が急務である。 

2)高齢化の進行が著しい浦戸地区における定期的かつ継続的な医療サービスを提供するため、引き続

き医師をしっかりと確保し、診療体制の維持に努めなければならない。 

3)地域包括ケアシステムの構築に向けて、国による医療機能の分化・連携が推進されている中、一つ

の病院で全ての医療を提供するという、これまでの「病院完結型」から、病院間でそれぞれの専門

医療や療養環境を互いに提供し合うことにより、地域全体で治し、支える「地域完結型」の医療へ

の転換が進められている。 

4)二市三町で唯一の公立病院である市立病院には、地域住民が安心して必要とする医療を受けられる

よう、市立病院がリーダーシップを発揮し、病院間の連携調整を行う役割や、救急患者の受け入れ

などの急性期医療、急性期終了後の回復期医療をしっかりと実施しながら、民間病院では不採算部

門として実施が難しい在宅医療や慢性期医療などの分野を担うという役割を果たすことが求めら

れている。 

5)市立病院は、これらの役割を果たすとともに、地域住民から信頼される病院を目指して、新改革

プランに掲げた「収益の目標」と「費用削減の目標」に基づき、今後とも経営の安定化に積極的

に取り組んでいく必要がある。 

6)国保事業については、平成３０年度から財政運営主体が県に一本化される予定であり、それに向け

て円滑な運営を図るため、データヘルス計画に基づく各種事業を実施し、市民の疾病予防に努めな

がら適切な医療の確保を進めていく必要がある。 

【第４節 高齢者福祉の充実】 

1)団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年問題を見据え、高齢者が介護や支援が必要な状態になっ

ても、地域で安心して暮らし続けることができる地域包括ケアシステムの構築が急務である。 

2)拡充を行った地域包括支援センターの果たすべき中心的な役割として、今後さらに地域に根差した

生活支援体制の整備拡充と、医療と介護の連携、認知症予防施策の推進を図る必要がある。 

3)介護保険については、効率的かつ安定的な運営を目指し、介護保険事業計画の策定を通して、今後

必要となる事業量と適正な負担の均衡を図りながら、計画的な事業運営に努める必要がある。 

【第５節 障がい者福祉の充実】 

1)障がい者の福祉については、地域の中で自立して生活することができる共生社会の実現が求められ

ており、障がい者の自立を図る就労支援施策の充実が必要である。 

2)いわゆる親亡き後の問題の解決を図るため、地域での受け皿となるショートステイやグループホー

ム等の施設整備が必要不可欠となっている。 

3)障がい児については、今後増加する発達障がいの療育指導を適切に行いながら、成人後も切れ目の

ない支援を行う機関として、発達障がい（児）者支援センターの設置が全国的に拡大しており、そ

の整備に向けた検討を進めていく必要がある。 

4)障がい児の地域での生活の受け皿となる放課後等デイサービスのニーズが拡大しており、サービス

利便性の向上を図るため、事業所を確保することによる利用定員の拡大が急務である。 
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第１編 だれもが安心して暮らせるまち 

第３章 安全に暮らせるまちづくり 

（１）施策体系 

第１節 危機管理機能の強化   （１）自然災害対策の推進  （２）消防体制の充実 

                （３）防災体制の充実    （４）ライフラインの整備・確保 

                （５）危機管理体制の強化 

第２節 生活安全の推進     （１）防犯体制の充実    （２）交通安全対策の充実 

                （３）消費者保護の推進 

（２）代表的な指標 

指標名 基準値 今後の方向性 

住宅の耐震化率 

塩竈市耐震改修促進計画における耐

震性を有する住宅の割合。 

78.0％ 

(H20) 

同計画の目標である平成 27 年度までに 90.0％以

上を達成し、95％以上に高めていきます。 

自主防災組織結成率 

自主防災組織への加入世帯の割合。 

54.6％ 

(H21) 

自助、共助の担い手として、結成を町内会に働きか

け、90％以上に高めていきます。 

重要水道管路の耐震化率 

浄水場から配水池、避難所までの送・

配水管の耐震化の割合。 

35.2％ 

(H21) 

平成28年度を完了年度とする配水管整備事業など

において 51.3％を達成し、その後もさらなる耐震

化率の向上を目指していきます。 

 

（３）主な実施事業（平成 27年度の「主要な施策の成果」から） 

【第１節 危機管理機能の強化】 

①木造住宅耐震診断等助成事業 ②防災体制整備事業 ③自主防災組織育成事業 ④建築確認事務事業 

【第２節 生活安全の推進】 

⑤防犯対策事業 ⑥交通安全対策事業 ⑦交通安全対策事業（道路） ⑧消費者対策事業 

 

（４）前期５か年における実績及び評価 

①代表的な指標の実績 

指標名 基準値 H23 H24 H25 H26 H27 

住宅の耐震化率 78.0％ 79％ 80％ 87％ 89％ 90％ 

自主防災組織結成率 54.6％ 62.1％ 66.0％ 67.0％ 68.1％ 67.4％ 

重要水道管路の耐震化率 35.2％ 43.0％ 43.0％ 43.2％ 43.8％ 45.7％ 

②施策ごとの評価 

＊各年度の「主要な施策の成果」で、担当課が事業ごとに『 ③成果（意図した成果が上がっているか）』を

４段階［Ａ～Ｄ］で評価した結果を、以下のとおり数値化を行い、節ごとに集計して平均値を算出した。 

   Ａ評価「成果が上がっている」   ⇒４点   Ｂ評価「成果がやや上がっている」⇒３点 

   Ｃ評価「成果があまり上がってない」⇒２点   Ｄ評価「成果が上がってない」   ⇒１点 

第３章 安全に暮らせるまちづくり H23 H24 H25 H26 H27 平均 

 第１節 危機管理機能の強化 (4) 3.00 3.17 3.38 3.29 3.25 3.22 

第２節 生活安全の推進 (4) 3.25 3.50 3.20 3.60 3.50 3.41 
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（５）今後の課題と方向性 

【第１節 危機管理機能の強化】 

1)地震などの自然災害への対応として、住宅の耐震化を進めるために木造住宅耐震診断等助成事業に

取り組み、耐震化率 95％の達成目標に対して、平成 27 年度には 91％までの水準に到達している

が、今後も住環境整備事業を活用し、建築士などとの連携を図りながら戸別訪問などを実施し、耐

震診断や耐震改修の推進に努めていく必要がある。 

2)東日本大震災を踏まえ、大規模災害時の避難生活における環境整備としてのマンホールトイレの整

備や、避難行動要支援者に対する情報伝達手段の充実策の一環として、防災ラジオの配布を行って

きたが、今後も設置や配布の拡充と、活用に向けた周知を図る必要がある。 

3)大規模災害に備え、地域住民の防災知識の向上と、災害時における迅速かつ的確な防災行動を実践

するため、地域住民による自発的な自主防災組織の設立と育成を図ってきたが、平成 27年度以降、

新たな組織の結成がないことから、今後とも組織化を推進し、活動支援を行いながら共助による地

域防災力の強化を図ることが課題となっている。 

4)震災の影響もあり、重要管路の耐震化率は目標に達しておらず、老朽管路の割合も高いことから、

今後の災害の発生に備え、平成３０年度までの「第６次配水管整備事業」と「老朽管更新事業」の

確実な実施による耐震化率の向上が課題であり、それ以降については、「（仮称）第７次配水管整

備事業」と「生活基盤耐震化等交付金」に該当する新規補助事業の活用を検討していく必要がある。 

5)給水人口と水使用量の減少から、今後の水道料金収入の減少が見込まれる一方、水道施設の老朽化

の進行による維持管理経費等の増加も懸念されることから、将来的な収支見通しも踏まえた健全経

営に努めていく必要がある。 

【第２節 生活安全の推進】 

1)警察署や防犯協会と連携しての防犯パトロールや自転車盗難抑止活動などの防犯活動により、市内

の刑法犯認知件数は、平成 23年の 413件から平成 27年には 345件と 68件減少しているが、今後

については、社会情勢の変化を踏まえて、防犯カメラの設置や防犯灯の LED化の促進を図る必要が

ある。 

2)交通安全確保のための、狭隘な道路にかかる歩車分離や交通安全施設設置等については、物理的な

制約下においても、通学路歩道のカラー化など視覚に訴求するなどの工夫により対応を図ってきた

が、全国的に高齢ドライバーなどの事故が多発している状況を受けて、新規の要望箇所が増加傾向

にあり、すみやかかつ工夫した整備が求められている。 

3)高齢者などを狙った特殊詐欺などの消費者トラブルは、増加傾向にあるとともに巧妙化しており、

その防止を図るには民生委員や町内会など地域が連携した防止体制づくりが必要である。 

4)消費者保護の新たな視点として、近年、建築物の安全性について、構造計算書偽装問題やアスベス

トによる健康被害等の発生により、市民の不安が高まっていることを踏まえ、住まい・建築物の安

全・安心の確保に向け、違反是正などの本来行政にしか行えない業務に重点を置くこと等により、

建築規制の実効性の確保に向けた取組みが重要となっている。 

5)建設リサイクル法や省エネ法、長期優良住宅促進法、耐震改修促進法など業務が多岐に及び、構造

計算適合判定や中間検査業務・完了検査、特殊建築物定期報告（昇降機等）、都市の低炭素化の促

進に関する法律による建築物の認定制度への的確な対応が求められている。 
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第１編 だれもが安心して暮らせるまち 

第４章 快適で便利なまちづくり 

（１）施策体系 

第１節 良質な住空間の形成  （１）魅力ある住まい・まちづくりの展開 

               （２）良好な住宅地の形成 

第２節 生活環境の充実    （１）生活基盤の整備 

               （２）うるおい空間の充実 

第３節 交通体系の形成    （１）市内公共交通体系の充実 

               （２）交通バリアフリー化の推進 

（２）代表的な指標 

指標名 基準値 今後の方向性 

住宅地の満足度 

市民意向調査による住宅地に対する満足度。 

53.4％ 

(H21) 

快適で質の高い住まいづくりを推進し、

満足度を高めていきます。 

まちなみや景観の満足度 

市民意向調査によるまちなみや景観に対す

る満足度。 

58.0％ 

(H21) 

景観にすぐれたまちづくりを推進し、満

足度を高めていきます。 

公園緑地面積 

都市公園とその他公園・緑地の面積。 

86.4ha 

(H21) 

ゆとりとうるおいのある生活空間創出の

ため、公園緑地面積を増やしていきます。 

公園や樹木の管理などへの協力団体数 

｢公園維持管理協定｣に基づく協力団体や｢樹

木のオーナー制度｣に基づく指定団体数。 

36 団体 

(H21) 

市民協働による緑化活動を目指して団体

数を増加させていきます。 

市内の公共交通機関(バス)の整備に対

する満足度 

市民意向調査による市内の公共交通機関(バ

ス)の整備に対する満足度。 

55.3％ 

(H21) 

市内 15分総合交通体系の充実を図り、満

足度を高めていきます。 

 

（３）主な実施事業（平成 27年度の「主要な施策の成果」から） 

【第１節 良質な住空間の形成】 

①狭あい道路整備事業 ②市営住宅管理業務 ③私道等整備補助金交付事業 

【第２節 生活環境の充実】 

④公共下水道事業(雨水・汚水事業)  ⑤緑化推進事業 

【第３節 交通体系の形成】 

⑥市内循環バス補助事業 ⑦ＮＥＷしおナビ 100円バス運行事業 ⑧道路橋りょう整備事業 

 

（４）前期５か年における実績及び評価 

①代表的な指標の実績 

指標名 基準値 H23 H24 H25 H26 H27 

住宅地の満足度 53.4％ ― ― ― ― 50.8％※ 

まちなみや景観の満足度 58.0％ ― ― ― ― 49.2％※ 

公園緑地面積 86.4ha 86.4ha 86.5ha 86.5ha 86.6ha 86.6ha 
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指標名 基準値 H23 H24 H25 H26 H27 

公園や樹木の管理など

への協力団体数 
36 団体 35団体 34団体 31団体 31団体 30団体 

市内の公共交通機関(バ

ス)の整備に対する満足度 
55.3％ ― ― ― ― 53.9％※ 

 ※１：「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定時(H27.4～5月)に実施した市民アンケート調査結果から掲載。 

    ただし、調査対象者については、18～49歳が８割、50～79歳が２割で抽出。 

②施策ごとの評価 

＊各年度の「主要な施策の成果」で、担当課が事業ごとに『 ③成果（意図した成果が上がっているか）』を

４段階［Ａ～Ｄ］で評価した結果を、以下のとおり数値化を行い、節ごとに集計して平均値を算出した。 

   Ａ評価「成果が上がっている」   ⇒４点   Ｂ評価「成果がやや上がっている」⇒３点 

   Ｃ評価「成果があまり上がってない」⇒２点   Ｄ評価「成果が上がってない」   ⇒１点 

第４章 快適で便利なまちづくり H23 H24 H25 H26 H27 平均 

 第１節 良質な住空間の形成 (3) 3.33 3.25 2.67 3.00 3.00 3.05 

第２節 生活環境の充実 (2) 2.80 2.80 2.50 2.50 3.00 2.72 

第３節 交通体系の形成 (3) 4.00 4.00 4.00 3.67 3.67 3.87 

 

（５）今後の課題と方向性 

【第１節 良質な住空間の形成】 

1)住環境の維持・向上を図るため、狭あい道路整備事業により、建て替え（建築確認）の機会を捕え

て、測量・登記費用等を助成しながら着実に４ｍの道路幅員の確保を促進してきたが、ケースによ

っては敷地面積が減少することや、対象道路と敷地の高低差が大きくなる場合には個人負担も増大

することから、住民の理解を得られない場合もあり、誘導を図るための支援策の検討も必要である。 

2)市内の住宅地域には未整備の私道が多く存在し、私道等整備補助金交付事業により改善の要望につ

いて協働して取り組んできたが、現実的に不特定多数が利用する私道の維持管理にあたり、所有者

や地域内の市民の一部だけで維持費を負担することへの抵抗感もあることから、交通量等の利用実

態を勘案し、市がより積極的に維持管理にかかわっていくことなどが求められる。 

【第２節 生活環境の充実】 

1)公共下水道の雨水事業は、４４．５ｍｍ/ｈの降雨に対応した施設整備に取り組んでおり、復興交

付金事業等で整備したポンプ場を含め、施設の増に伴い維持管理費用が増大する見込みであること

から、管理形態も含めた維持管理体制を早急に確立しなければならない。 

2)汚水事業は、未整備地区は地形的な制約があるなど限られた個所のみとなっているなど、施設整備

は終息しつつあり、今後は、人口減少等による料金収入の減少や下水道施設の老朽化に伴う更新投

資の増大などが見込まれることから、中長期的な計画を策定し経営基盤の強化などに取り組んでい

く必要がある。 

3)これまでも地域住民の参画を促進し、緑化による都市環境の保全、環境づくりに努めているが、コ

ミュニティの少子高齢化による緑化保全活動の衰退や、緑地の計画的な環境整備ができていないこ

とによる住環境への支障が懸念されており、今後は、次世代への継承、地域との連携強化のほか、

企業等への働きかけなどについても継続して取り組んでいく必要がある。 

【第３節 交通体系の形成】 

1)路線バスの空白地域や一部のバス停で発生している満員通過による乗り残しの解消、災害公営住宅

の整備に伴う新たなニーズに対応するため、平成２８年 7月からＮＥＷしおナビ１００円バス「新
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ルート便」の運行を開始し、従来からのルートに加え、新たにＪＲの４つの駅を回る市内３コース

を設定して運行ルートの拡充を図ったことにより、市内４駅のターミナル機能の向上につながっ

た。 

2)現在は、応急仮設住宅を通る路線として運行費用の全額が地域公共交通確保維持改善事業により措

置されているが、応急仮設住宅解消後の安定的な運行継続のための財源確保が課題であるととも

に、高齢化社会の進行を踏まえ、市民生活の利便性向上を図るため、しおナビ１００円バス等も含

めた市全体の総合交通ネットワークのあり方について検討する必要がある。 
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第２編 海・港と歴史を活かすまち 

 海・港と歴史によって培われたさまざまな産業や文化などを最大限に活かしなが

ら、活力あるまちを創ります。 

 

 

 

   第１章 活力ある産業のまちづくり                     

  ○ 付加価値の高い水産業を目指し、関連施設の改善を図るとともに、ブランド化やグローバ

ル化にも対応した流通環境をつくります。 

  ○ 塩釜港区の整備と利活用を促進し、国内海上流通の一翼を担うとともに、魅力ある“みな

と”をつくります。 

  ○ 商工業の活性化に向け、本市の実態を踏まえた支援を図り、にぎわいをつくります。 

  ○ 食文化などの地域資源を有効に活用しながら、企業誘致や産業間の連携を促進し、新たな

産業基盤をつくります。 

 

 

   第２章 観光と交流のまちづくり                      

  ○ 「魚のまち」「寿司のまち」「地酒のまち」「スイーツのまち」「藻塩のまち」と呼ばれる本市

の魅力ある食を積極的に発信するとともに、訪れた人々が“おいしさ”などを気軽に楽し

めるように、まち全体に笑顔でもてなす体制をつくります。 

  ○ 本市の“顔”となる中心市街地を再生し、回遊性の高いまちをつくります。また、まちの魅

力を生かしながら、歴史、文化が感じられる趣のある“まちなみ”をつくります。 

 

 

   第３章 環境にやさしいまちづくり                     

  ○ 環境問題への関心を高め、市民、企業などの自主的な取り組みにより、環境負荷の少ない

循環型社会をつくります。 

  ○ ｢塩竈｣の誇る美しい海と島々と、一森山などの豊かな自然環境を守りながら、風光明媚な

まちをつくります。 

 

 

   第４章 うるおいと魅力ある島づくり                    

  ○ 浦戸諸島のすばらしい自然環境と調和した、快適な生活環境をつくります。 

  ○ 浦戸諸島ならではの自然や特色を生かしながら、浅海漁業などの振興や交流活動を推進し、

魅力ある島をつくります。 
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第２編 海・港と歴史を活かすまち 

第１章 活力ある産業のまちづくり 

（１）施策体系 

第１節 水産業の活性化  （１）魚市場の活性化   （２）水産加工業の振興 

             （３）浅海養殖漁業の振興 

第２節 港湾機能の強化  （１）港湾機能の強化促進 （２）利活用の推進 

             （３）“みなと”の魅力向上 

第３節 商工業の振興   （１）商店街の活性化支援 （２）中小企業経営支援の充実 

             （３）企業立地の推進   （４）就業・雇用環境の向上 

第４節 産業間連携の促進 （１）異業種交流の促進  （２）新たな産業展開の支援 

             （３）広域交通体系の整備 

（２）代表的な指標 

指標名 基準値 今後の方向性 

魚市場水揚金額 

魚市場に水揚げされる水産物の取り

扱い金額。その他関連産業などへの

経済効果も示します。 

82.9 億円 

(H21)※年次 

老朽化した魚市場機能の高度化や、付加価値の

高いブランド化事業などを促進し、年間 100 億

円の水揚金額の維持を目指していきます。 

浅海養殖漁業生産金額 

市内で養殖される海苔や牡蠣などの

生産金額。 

7.5億円 

(H21)※年次 
 

浦戸産品のブランド化や販路の多角化、経営の

改善を促進することによって、年間 7.5 億円を

上回る生産高を目指していきます。 

水産加工品生産額 

市内で製造される水産練り製品や塩

蔵品などの生産額。 

513億円 

(H21)※年次 

付加価値の高い新商品の開発や販路拡大などを

促進することによって、年間 513 億円を上回る

生産高を目指していきます。 

新商品開発事業による新商品数 

関係団体などが実施する新商品開発

事業によって開発された新商品数。 

17件 

(H21)※のべ数 

産学官の連携によって、｢塩竈｣らしさを追求し

た競争力のある、付加価値の高い商品開発数の

増加を目指していきます。 

塩釜港区取扱貨物量 

塩釜港区の海上出入貨物量。 

210万トン 

(H21)※年次 

仙台港区との機能分担によって、塩釜港の条件

に適合した貨物のシフトを増加させるととも

に、塩釜港区への水産冷凍貨物誘致の優遇制度

を活用し、貨物量の増大を目指していきます。 

事業所数 

卸売・小売業、サービス業及び飲食

店・宿泊業など全民営事業所数。 

3,196事業所 

(H21)※年次 

「いきいき企業支援条例」を活用した企業の誘

致や、「産業大使制度」(H22年度創設予定)を活

用しながら市内事業所の減少抑制を目指してい

きます。 

 

（３）主な実施事業（平成 27年度の「主要な施策の成果」から） 

【第１節 水産業の活性化】 

①水産振興事業 ②魚市場運営事業 ③水産加工業活性化支援事業 ④みなと産直イメージアップ事

業 ⑤浅海漁業振興事業 

【第２節 港湾機能の強化】 

⑥塩釜港区利用促進事業 ⑦塩釜港港奥部再開発事業の推進 ⑧旅客ターミナル管理運営事業 

【第３節 商工業の振興】 

⑨商工振興対策事業 ⑩割増商品券事業 ⑪中小企業振興対策事業 ⑫企業誘致推進事業 ⑬重点分野雇用創造事業 
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（４）前期５か年における実績及び評価 

①代表的な指標の実績 

指標名 基準値 H23 H24 H25 H26 H27 

魚市場水揚金額 82.9 億円 104.3億円 141.4億円 92.8億円 84.4億円 105.4億円 

浅海養殖漁業生産金額 7.5億円 3.6億円 2.6億円 2.2億円 3.2億円 4.6億円 

水産加工品生産額 513億円 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 0件 0件 0件 0件 20件 

塩釜港区取扱貨物量 210万トン 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 ― 2,553事業所 ― 2,730事業所 ― 

②施策ごとの評価 

＊各年度の「主要な施策の成果」で、担当課が事業ごとに『 ③成果（意図した成果が上がっているか）』を

４段階［Ａ～Ｄ］で評価した結果を、以下のとおり数値化を行い、節ごとに集計して平均値を算出した。 

   Ａ評価「成果が上がっている」   ⇒４点   Ｂ評価「成果がやや上がっている」⇒３点 

   Ｃ評価「成果があまり上がってない」⇒２点   Ｄ評価「成果が上がってない」   ⇒１点 

第１章 活力ある産業のまちづくり H23 H24 H25 H26 H27 平均 

 第１節 水産業の活性化 (5) 3.17 3.20 3.20 3.40 3.60 3.31 

第２節 港湾機能の強化 (3) 3.00 3.33 3.33 3.00 3.00 3.13 

第３節 商工業の振興 (5) 3.00 3.25 3.25 3.40 3.40 3.26 

第４節 産業間連携の促進 ― ― ― ― ― ― 

 

（５）今後の課題と方向性 

【第１節 水産業の活性化】 

1)新魚市場の通年本格稼働となる平成３０年度には、水揚金額１２０億円が施設の管理運営にあたっ

ての収支均衡の分岐点となることから、強みである生鮮マグロの水揚げを維持しながら、鰯鯖旋網

漁業や冷凍鰹一本釣り漁業などの水揚げ増加を図って、１２０億円を上回る水揚げの確保を目指す

ともに、一方では、卸売機能の強化による加工原魚等の提供力向上も求められている。 

2)東日本大震災の影響によって失われた販路の回復を図るため、水産加工業の輸出を含む販路拡大を

図るとともに、不足する働き手の確保を行う必要がある。 

3)浅海養殖漁業の生産金額の減少は、震災を契機とした従事者の減少も原因となっていることから、

浅海養殖漁業の後継者の確保と育成を行う必要があり、代表的な指標である「浅海養殖漁業生産金

額」を補完する指標として「浅海養殖漁業従事者数」を設定し、平成 27年の 369人を上回る従事

者数を目指します。 

【第２節 港湾機能の強化】 

1)震災により減少した塩釜港区の水産品取扱貨物量は、現在でも震災前の水準まで回復しておらず、

今後は塩釜港区利用促進事業制度のさらなる利用促進に向けた取組が必要である。 

2)港湾整備については、復旧復興事業は概ね整備が進んでおり、北浜護岸の整備に伴い、市民の憩い

の場となる親水護岸や背後の緑地も整備されることから、今後はウォーターフロントの魅力をＰＲ

し、観光客の増加につなげていく必要がある。 



30 

 

【第３節 商工業の振興】 

1)企業誘致については、震災後、事業所数は増加する傾向にあるが、まだ震災前の水準には達してお

らず、今後は、水産加工業関連の工場等の整備が進む新浜地区以外においても、復興特区などの支

援制度を周知し、企業誘致を進めていく必要がある。 

【第４節 産業間連携の促進】 

1)基幹産業であり、関連産業への波及効果の高い水産加工業の再生に向け、流通の効率化、販路拡大、

ブランディングなど、市内の企業が連携した取組の展開が必要となっている。 
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第２編 海・港と歴史を活かすまち 

第２章 観光と交流のまちづくり 

（１）施策体系 

第１節 都市観光の推進        （１）観光資源の創造と情報発信の推進 

                   （２）笑顔でもてなす体制の充実 

                   （３）広域観光の推進 

第２節 魅力ある都市空間の形成    （１）中心市街地の再生 

                   （２）都市景観の整備 

（２）代表的な指標 

指標名 基準値 今後の方向性 

観光客入込数 

主要観光施設や集客交流イベントに

よる観光客数。 

219 万人 

(H21) 

仙台を訪れた観光客が本市まで足を延ばしたくな

るような多様な観光資源の開発やおもてなしを展

開し、観光客を増加させていきます。 

まちなか歩行者数 

市内 4地点における 1日の歩行者数。 

7,783 人 

(H21) 

今後、中心市街地の歴史的なまちなみや“みなと”

の魅力を生かしながら回遊性を高め、歩行者数を

増やしていきます。 

｢塩竈みなと祭｣ の入込客数 

「塩竈みなと祭」における前夜祭と本

祭の入込客合計数。 

14.2 万人 

(H21) 

「日本三大船祭り」の一つとして、県外からの観光

客誘致に努め、入込客数を増加させていきます。 

観光拠点数 

市内における観光客が年間 10 万人以

上訪れる箇所数。 

３箇所 

(H21) 

鹽竈神社、塩釜水産物仲卸市場、マリンゲート塩釜

の他にも、年間 10万人以上訪れる観光拠点を増や

していきます。 

 

（３）主な実施事業（平成 27年度の「主要な施策の成果」から） 

【第１節 都市観光の推進】 

①都市ブランドイメージアップ事業 ②まちづくり交流施設事業 ③塩竈みなと祭協賛会補助事業 

④みやぎ寿司海道推進事業 ⑤塩竈市観光物産協会事業費補助事業 ⑥観光交流推進事業(仙台宮城

観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業・地域間交流事業) 

【第２節 魅力ある都市空間の形成】 

⑦塩竈海岸通駐車場事業 ⑧第３期都市再生整備計画事業 ⑨景観推進事業 

 

（４）前期５か年における実績及び評価 

①代表的な指標の実績 

指標名 基準値 H23 H24 H25 H26 H27 

観光客入込数 219 万人 133万人 194万人 223万人 227万人 221万人 

まちなか歩行者数 7,783 人 ― ― ― 6,912人 ― 

｢塩竈みなと祭｣ の入込客数 14.2 万人 2.3万人 7.6万人 8.5万人 6.9万人 9.1万人 

観光拠点数 ３箇所 ３箇所 ３箇所 ３箇所 ３箇所 ３箇所 
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②施策ごとの評価 

＊各年度の「主要な施策の成果」で、担当課が事業ごとに『 ③成果（意図した成果が上がっているか）』を

４段階［Ａ～Ｄ］で評価した結果を、以下のとおり数値化を行い、節ごとに集計して平均値を算出した。 

   Ａ評価「成果が上がっている」   ⇒４点   Ｂ評価「成果がやや上がっている」⇒３点 

   Ｃ評価「成果があまり上がってない」⇒２点   Ｄ評価「成果が上がってない」   ⇒１点 

第２章 観光と交流のまちづくり H23 H24 H25 H26 H27 平均 

 第１節 都市観光の推進 (6) 3.33 3.33 4.00 3.50 3.50 3.53 

第２節 魅力ある都市空間の形成 (3) 3.50 4.00 4.00 3.50 3.67 3.73 

 

（５）今後の課題と方向性 

【第１節 都市観光の推進】 

1)都市観光による交流人口のさらなる拡大に向けて、観光振興ビジョンの策定やインバウンド資源発

掘・プロモーション事業の展開により、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

を図ることが求められている。 

2)旧ゑびや旅館や杉村惇美術館が、震災後に新たな観光スポットとして創出され、現在は新魚市場や

北浜緑地護岸などのベイエリアの整備も進められていることから、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が求められている。                 

3)ＮＰＯボランティアガイドや商店主によるガイドツアーの強化を進める一方で、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り組みが求められている。 

4)広域的な観光連携によって、修学旅行等の教育旅行の誘致やインバウンド向け観光ルートの開発を

推進することが求められている。 

【第２節 魅力ある都市空間の形成】 

1)回遊性の高いまちの形成を目指して、都市再生整備計画事業によって市内４駅周辺の拠点機能を強

化するための交通広場の再整備や、高質化した歩道や歴史観光誘導サイン等の整備推進に取り組ん

できたが、今後は“コンパクトなまち”を生かし、都市機能が集積する中心市街地へのまちなか居

住の促進により中心部のにぎわい再生に取り組む必要がある。 

2)みなとまち・門前町の景観を未来につなぐため、景観計画を策定し、より誘導性の高い具体的なア

クションプランの策定に取り組んでおり、今後は歴史的建造物の維持修繕を図るうえで、国の補助

制度の活用が必要である。 

3)今後は、現景観条例を景観法に基づいて改正し、歴史的建築物については、実態把握や所有者の意

向を確認しながら、景観重要建造物として相応しいものであるかの調査を推進するとともに、建物

の修理・修復を支援するため「歴史的風致維持向上計画」の策定を行い、国からの補助を得ながら、

地域資源として生かせるように取り組む必要がある。 
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第２編 海・港と歴史を活かすまち 

第３章 環境にやさしいまちづくり 

（１）施策体系 

第１節 循環型社会の形成     （１）再・省資源化の推進 

                 （２）新エネルギーの普及・促進 

第２節 自然環境の保全      （１）自然景観の保全 

                 （２）湾内の水質保全 

（２）代表的な指標 

指標名 基準値 今後の方向性 

１人１日当たりの家庭系ごみ量 

家庭からの一般廃棄物収集・搬入され

る 1人 1日当たりのごみの量。 

727g 

(H21) 
市民と連携しながら減少させていきます。 

一般廃棄物のリサイクル率 

一般廃棄物収集・搬入量のうち、再資

源化量の割合。 

21.1％ 

(H21) 

市民や町内会などと連携しながら高めていきま

す。 

自然環境保全の満足度 

市民意向調査による自然環境の保全

に対する満足度。 

58.9％ 

(H21) 

風光明媚な浦戸諸島や一森山などの自然を保全

し、満足度を高めていきます。 

 

（３）主な実施事業（平成 27年度の「主要な施策の成果」から） 

【第１節 循環型社会の形成】 

①再資源化対策事業 ②ごみ処理事業 ③環境基本計画の推進 

【第２節 自然環境の保全】 

④松くい虫立木駆除事業 

 

（４）前期５か年における実績及び評価 

①代表的な指標の実績 

指標名 基準値 H23 H24 H25 H26 H27 

１人１日当たりの家庭系ごみ量 727g 755.9ｇ 727ｇ 726.7ｇ 676ｇ 679ｇ 

一般廃棄物のリサイクル率 21.1％ 18.99% 19.47% 19.58% 19.28% 19.08% 

自然環境保全の満足度 58.9％ ― ― ― ― 62.8％※ 

 ※：「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定時(H27.4～5 月)に実施した市民アンケート調査結果から掲載。 

   ただし、調査対象者については、18～49歳が８割、50～79歳が２割で抽出。 

②施策ごとの評価 

＊各年度の「主要な施策の成果」で、担当課が事業ごとに『 ③成果（意図した成果が上がっているか）』を

４段階［Ａ～Ｄ］で評価した結果を、以下のとおり数値化を行い、節ごとに集計して平均値を算出した。 

   Ａ評価「成果が上がっている」   ⇒４点   Ｂ評価「成果がやや上がっている」⇒３点 

   Ｃ評価「成果があまり上がってない」⇒２点   Ｄ評価「成果が上がってない」   ⇒１点 

第３章 環境にやさしいまちづくり H23 H24 H25 H26 H27 平均 

 第１節 循環型社会の形成 (3) 3.50 3.50 3.25 3.25 3.33 3.37 

第２節 自然環境の保全 (1) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
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（５）今後の課題と方向性 

【第１節 循環型社会の形成】 

1)清掃工場の老朽化に対処するため、適正な維持管理・計画的な改修を行う一方、広域的なごみの共

同処理に向けた東部衛生処理組合及び参加自治体との協議を進める必要がある。 

2)ごみ減量化を図るためのイベントや啓蒙活動をさらに進めることが求められており、平成 27 年 3

月に第二次塩竈市環境基本計画が策定されたことを踏まえ、代表的な指標の今後の方向性における

具体的な目標値として、「１人１日当たりの家庭系ごみ量」では同計画で設定した目標値である 667

ｇ以下を、また「一般廃棄物のリサイクル率」についても、同計画目標値の 30％以上の達成を目指

す。 

【第２節 自然環境の保全】 

1)松くい虫等により景観が損なわれつつある浦戸諸島を含む美しい眺望を守るため、被害木駆除を実

施し、高度公益機能森林を中心に環境保全を進める必要がある。 
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第２編 海・港と歴史を活かすまち 

第４章 うるおいと魅力ある島づくり 

（１）施策体系 

第１節 生活環境の充実    （１）生活基盤の整備 

第２節 産業・交流の振興   （１）浅海養殖漁業の振興 

               （２）浦戸諸島の環境保全 

               （３）交流体制の充実 

（２）代表的な指標 

指標名 基準値 今後の方向性 

市営汽船乗船客数 

市営汽船の乗船客数。 

17.8 万人 

(H21) 

人口流出の抑制と、浦戸の魅力の発信や交流事業

の実施によって観光客の増加を図り、乗船客数を

増加させていきます。 

交流事業の実施回数 

浦戸諸島での体験交流事業の実施回数。 

８回 

(H21) 

浦戸の魅力をＰＲする絶好の機会として、実施回

数を増加させていきます。 

浅海養殖漁業生産金額(浦戸分) 

浦戸で養殖される海苔や牡蠣などの

生産金額。 

6.7 億円 

(H21) 

浦戸産品のブランド化や販路の多角化、経営の改

善を促進することによって、年間 6.7 億円を上回

る生産高を目指していきます。 

 

（３）主な実施事業（平成 27年度の「主要な施策の成果」から） 

【第１節 生活環境の充実】 

①浦戸振興事業 ②渡船運航事業 ③離島航路事業 

【第２節 産業・交流の振興】 

④浦戸諸島開発総合センター運営事業 

 

（４）前期５か年における実績及び評価 

①代表的な指標の実績 

指標名 基準値 H23 H24 H25 H26 H27 

市営汽船乗船客数 17.8 万人 15.2万人 15.8万人 15.2万人 17.1万人 18.5万人 

交流事業の実施回数 ８回 0回 4回 5回 5回 5回 

浅海養殖漁業生産金額(浦戸分)  6.7 億円 3.2億円 2.0億円 1.9億円 2.3億円 2.9億円 

②施策ごとの評価 

＊各年度の「主要な施策の成果」で、担当課が事業ごとに『 ③成果（意図した成果が上がっているか）』を

４段階［Ａ～Ｄ］で評価した結果を、以下のとおり数値化を行い、節ごとに集計して平均値を算出した。 

   Ａ評価(成果が上がっている)    ⇒ ４点   Ｂ評価(成果がやや上がっている) ⇒ ３点 

   Ｃ評価(成果があまり上がってない) ⇒ ２点   Ｄ評価(成果が上がってない)   ⇒ １点 

第４章 うるおいと魅力ある島づくり H23 H24 H25 H26 H27 平均 

 第１節 生活環境の充実 (3) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

第２節 産業・交流の振興 (1) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
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（５）今後の課題と方向性 

【第１節 生活環境の充実】 

1)東日本大震災の津波によって居住区域のほとんどが浸水し、住家のみならず浅海漁業施設や観光資

源にも大きな被害が発生したことにより、島民の生活環境が大きく影響を受けた浦戸地区では、高

い高齢化率に加えて島外への人口流出も多く、今後はさらにコミュニティの維持が難しくなること

が懸念されることから、これからも住み続けることができる環境条件の維持・創出を図る対応が必

要である。 

2)震災後の浦戸地区は、住民の人口流出や高齢化により定住人口の減少が進んでおり、また、震災被

害により、野々島・寒風沢の海水浴場が再開できておらず、民宿等の宿泊施設が減少している等観

光資源が復旧していないことから、今後は、定住促進策や観光資源の再開等関係機関と連携し、浦

戸の魅力を発信するとともに、交流事業を実施していく必要がある。 

【第２節 産業・交流の振興】 

1)浦戸諸島の定住人口の確保や地元産業の振興を目的に、漁業後継者の研修・宿泊施設として桂島と

寒風沢両島に整備した浦戸ステイ・ステーション（平成２７年１２月から供用開始）を活用しなが

ら、漁業従事者等の新たな担い手を地域おこし協力隊として募集を開始しており、今後より一層の

募集活動の強化を図っていく必要がある。 

2)地域おこし協力隊の受入・育成にあたり、島民や漁協、復興支援員等と協力しながら、日常生活の

支援や島民との交流などを積極的に行い、島外の人がより移住しやすい環境を整えることが求めら

れている。 

3)浦戸諸島で活動する団体の活動拠点として、また各種体験イベントにおける交流の場として、浦戸

ステイ・ステーションを積極的に活用することにより、浦戸の魅力発信・ＰＲを促進するとともに、

施設の有効活用を図っていく必要がある。 

4)環境省「復興エコツーリズム推進モデル事業」の成果として、地元住民の協力により浦戸諸島内を

周遊する「うらとのウラガワ探検」を実施するまでに至っており、新たな観光資源としての期待が

高まっていることから、今後は、事業プログラムの検証を行いながら、魅力的なプログラムを構築

していくことが必要である。 

5)浦戸の特産物である「海苔」・「牡蠣」を使った交流体験事業はリピーターも多く、浦戸諸島の魅力

を伝える事業として継続実施しているが、事業を担う地元住民は高齢化していることから、生きが

いづくりとして引き続き実施してもらうと同時に、後継者を確保し、事業を継続していくことが重

要である。 
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第３編 夢と誇りを創るまち 

 次代を担う子どもたちの夢や、郷土に誇りを持つ豊かな心を育みながら、多様な

担い手による協働のまちを創ります。 

 

 

 

   第１章 子どもの夢を育むまちづくり                    

  ○ 心豊かで健やかに生きる子どもたちを育むまちをつくります。 

  ○ 子どもたちが安心して学べる教育環境をつくります。 

  ○ 学校・家庭・地域が協働して子どもたちの成長を支えるまちをつくります。 

 

 

   第２章 豊かな心を培うまちづくり                     

  ○ 笑顔にあふれ、心豊かに生活していくため、生涯にわたって学び、交流できる環境をつく

ります。 

  ○ ｢塩竈｣の歴史、文化・芸術の保存、継承、創造を大切にするまちをつくります。 

  ○ 生涯にわたってスポーツができる環境をつくります。 

 

 

   第３章 協働で創るまちづくり                       

  ○ 市民、町内会、企業、団体が、それぞれの特性を生かし、まちづくりへ参加していく意識を

高め、ともにつどい、活動しやすい環境をつくります。 

  ○ 市民と行政のパートナーシップ確立のため、市政情報の積極的な受発信をするとともに、

本市の魅力を「塩竈ブランド」として国内外に広く発信する体制をつくります。 

  ○ 行財政改革を推進し安定的な財政運営を行うとともに、周辺市町村との連携によって、効

率的で持続的な行財政基盤をつくります。 
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第３編 夢と誇りを創るまち 

第１章 子どもの夢を育むまちづくり 

（１）施策体系 

第１節 生きる力を育む教育の充実 （１）学力の向上     （２）豊かな心を育む教育の充実 

                 （３）健やかな体の育成の推進 

                 （４）一人ひとりのニーズに応じた特別支援教育の充実 

                 （５）食育の推進 

                 （６）歴史、文化の尊重と国際理解を育む教育の推進 

                 （７）生命の大切さを学ぶ教育の推進 

                 （８）特色ある学校づくり 

第２節 学習環境の充実      （１）学校施設の整備・充実   （２）学習設備の充実 

第３節 地域社会との連携強化   （１）地域との協力体制の構築 

                 （２）学校情報提供の双方向性の確立 

 

（２）代表的な指標 

指標名 基準値 今後の方向性 

全国学力・学習状況調査の正答率 

全国学力・学習状況調査の 4 科目の平

均正答率。 

小学生59.7％ 

中学生64.1％ 

(H21) 

H21 において小学生では、4 科目における全国

平均から 3.8ポイント、県平均から 2.5ポイン

ト下回っており、中学生では全国平均から 3.7

ポイント、県平均から 4.5ポイント下回ってい

る状況を、少人数指導の充実や教師の指導力向

上、家庭学習の充実を図り、全国・県平均を 5

ポイント以上上回るようにしていきます。 

｢学校で好きな授業がある｣ と答

えた児童生徒の割合 

全国学力・学習状況調査による「学校で

好きな授業がある」と答えた小中学生

の割合。 

小学生88.3％ 

中学生67.3％ 

(H21) 

小中学生が魅力を感じる授業を行うことで、県

平均を上回るようにしていきます。 

１時間以上家庭学習をしている児

童生徒の割合 

全国学力・学習状況調査による１時間

以上家庭学習をしている小中学生の割

合。 

小学生50.0％ 

中学生54.1％ 

(H21) 

家庭との連携をさらに進めることで、県平均を

上回るようにしていきます。 

児童生徒の体力・運動能力 

小中学生の体力・運動能力調査の 50m

走、立ち幅とび、ソフトボール投げの 3

種目において県平均を上回っている種

目数。 

小学生1種目 

中学生1種目 

(H21) 

体育の授業や部活動などで体力・運動能力を高

め、全種目で県平均を上回るようにしていきま

す。 

中学生の不登校の割合 

中学校に登校していない生徒の割合。 

5.1％ 

(H21) 

積極的な相談活動や指導、関係機関との連携を

密にしながら減らしていきます。 

地域の行事に積極的に参加してい

る児童生徒の割合 

「塩竈みなと祭」など、地域の行事に積

極的に参加している小中学生の割合。 

小学生66.1％ 

中学生33.9％ 

(H21) 

学校・地域が一体となって、小中学生の参加率

を高めていきます。 
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（３）主な実施事業（平成 27年度の「主要な施策の成果」から） 

【第１節 生きる力を育む教育の充実】 

①私立幼稚園就園奨励費補助事業 ②小中学校総合的学習推進事業 ③小学校指導教員配置事業 ④

学力向上パワーアップ事業 ⑤準教科書等の公費負担(小学校) ⑥準教科書等の公費負担(中学校) 

⑦要保護・準要保護児童援助事業(小学校) ⑧要保護・準要保護生徒援助事業(中学校) ⑨塩竈市け

やき教室運営事業 ⑩青少年相談センター運営事業 ⑪学校給食運営事業(小学校) ⑫学校給食運営

事業(中学校) ⑬学校保健事業(小学校) ⑭学校保健事業(中学校) ⑮保健指導管理業務 ⑯小中学

校特別支援教育支援員配置事業 ⑰学校給食指導管理事業 ⑱外国語指導助手招致事業 ⑲浦戸「特

認校」通学費補助事業 

【第２節 学習環境の充実】 

⑳離島高校生通学費補助金交付事業 ㉑学校施設管理整備事業(小学校) ㉒学校施設管理整備事業

(中学校) ㉓教材備品等整備事業(小学校) ㉔教材備品等整備事業(中学校) ㉕小学校情報教育施設

整備事業 ㉖中学校情報教育施設整備事業 ㉗小・中学校図書館図書整備事業 

【第３節 地域社会との連携強化】 

㉘スクールガード・リーダー配置事業 ㉙スクール・ソーシャルワーカー活用事業 ㉚塩竈市教育フ

ェスティバル事業 

 

（４）前期５か年における実績及び評価 

①代表的な指標の実績 

指標名 基準値 H23 H24 H25 H26 H27 

全国学力・学習状況調査の

正答率 

小学生59.7％ 

中学生64.1％ 

58.2％ 

60.6％ 

62.9％ 

60.0％ 

56.0％ 

59.1％ 

64.7％ 

58.0％ 

59.4％ 

55.7％ 

｢学校で好きな授業がある｣

と答えた児童生徒の割合 

小学生88.3％ 

中学生67.3％ 
― ― ― ― ― 

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％ 

52.2％ 

85.1％ 

55.1％ 

61.6％ 

51.2％ 

61.6％ 

65.3％ 

61.5％ 

63.1％ 

62.0％ 

児童生徒の体力・運動能力 
小学生1種目 

中学生1種目 
― ― 

2種目 

1種目 

－種目 

2種目 

1種目 

2種目 

中学生の不登校の割合 5.1％ 4.84% 6.80% 5.54% 5.73% 5.30% 

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％ 
- 

75.2％ 

32.5％ 

70.6％ 

36.0％ 

75.3％ 

33.8％ 

76.4％ 

44.3％ 

②施策ごとの評価 

＊各年度の「主要な施策の成果」で、担当課が事業ごとに『 ③成果（意図した成果が上がっているか）』を

４段階［Ａ～Ｄ］で評価した結果を、以下のとおり数値化を行い、節ごとに集計して平均値を算出した。 

   Ａ評価「成果が上がっている」   ⇒４点   Ｂ評価「成果がやや上がっている」⇒３点 

   Ｃ評価「成果があまり上がってない」⇒２点   Ｄ評価「成果が上がってない」   ⇒１点 

第１章 子どもの夢を育むまちづくり H23 H24 H25 H26 H27 平均 

 第１節 生きる力を育む教育の充実 (19) 3.63 3.63 3.63 3.63 3.58 3.62 

第２節 学習環境の充実 (8) 3.71 3.75 4.00 4.00 4.00 3.89 

第３節 地域社会との連携強化 (3) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
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（５）今後の課題と方向性 

【第１節 生きる力を育む教育の充実】 

1)学力の向上について 

  少人数指導と校内研究を連動させ、学校全体で学力向上に取り組んだ学校では、平均正答率が向

上するなどの成果が見られたが、本市全体の平均正答率については、全教科において全国平均を下

回っている。 

この背景には、発達障がいを抱え授業に集中できない児童生徒や、学習を早期にあきらめている

児童生徒の存在があるためと考えられる。 

そのことから、平成 29～31 年度を期間とする塩竈市新学力向上プランでは、特別支援教育の視

点を生かした学習指導や児童生徒が主体的に学習に取り組める指導方法を盛り込んでいく。 

また、家庭学習の時間は、小学校では全国平均と同程度であるが、中学校では全国平均を下回っ

ている。今後「しおがましふれあい運動」をさらに普及させ、ゲームやスマホ、インターネット等

に学習時間が左右されない取組を市全体で推進していく。さらに、家庭学習で取り組んだ学習内容

を授業で取り上げるなど、授業と家庭学習を有機的に関連付け、児童生徒が意欲的に学習に取り組

めるようにしていく。 

2)不登校対策について  

  国や県の不登校出現率が上昇している中で、本市における出現率は減少傾向にあり、さらに、不

登校児童生徒の平均欠席日数も減少していることから、不登校改善に向けた施策が奏功していると

考えられる。 

しかし、小学生・中学生の出現率は共に国・県平均を大きく上回っているため、「中一ギャップ」

の解消を図るなど小中一貫教育を推進し、さらなる不登校改善に向けた施策の徹底を図っていく。 

【第２節 学習環境の充実】 

1)本市の小中学校は、築 40 年を経過している学校が多く、計画的な老朽化対策が必要であることか

ら、国の補正予算を活用して、第三小学校（平成 25～26年度）、月見ヶ丘小学校（平成 28～29年

度予定）の大規模改造事業、長寿命化改良事業に取り組んできたが、現時点（平成 28年 10月末現

在）において、築 40年を経過している学校は 11校中 6校あり、老朽化の進む校舎及び屋内運動場

を多く抱えているため、今後も、国の補助事業を積極的に活用し、計画的な補修及び改修に取り組

んでいく必要がある。 

【第３節 地域社会との連携強化】 

1)本市の小中学校では、総合的な学習の時間において、地域に根差した体験学習やボランティア活動

を行い、さらには、地域人材を活用した授業に積極的に取り組む等、「ふるさと教育」や「キャリア

教育」を推進してきた。 

  指標である「地域行事への積極的な参加」については、小学生では全国平均を上回っており、中

学生でも全国平均と同水準で、地域社会への関心が高まってきている。 

  今後は、キャリアセミナー等の地域人材の活用をさらに推進するとともに、学校に地域の皆さん

が関わってもらえるような取り組みも必要であることから、学校から保護者や地域の皆さんへの通

信など、情報発信の取組を充実していく。 
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第３編 夢と誇りを創るまち 

第２章 豊かな心を培うまちづくり 

（１）施策体系 

第１節 生涯学習の推進     （１）学習機会の充実 （２）学習活動の支援 

                （３）生涯学習環境の整備 

第２節 歴史の継承と文化の振興 （１）歴史の継承  （２）文化・芸術活動の機会の充実と支援 

第３節 生涯スポーツの推進   （１）スポーツ機会の充実  （２）スポーツ環境の整備 

 

（２）代表的な指標 

指標名 基準値 今後の方向性 

生涯学習活動の満足度 

市民意向調査による生涯学習活動に対す

る満足度。 

58.8％ 

(H21) 

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。 

歴史､文化･芸術活動振興の満足度 

市民意向調査による歴史、文化・芸術活

動の振興に対する満足度。 

62.2％ 

(H21) 

｢塩竈｣の歴史、文化・芸術の保存、継承に努め、

満足度をさらに高めていきます。 

スポーツ振興の満足度 

市民意向調査によるスポーツ振興に対す

る満足度。 

64.2％ 

(H21) 

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。 

 

（３）主な実施事業（平成 27年度の「主要な施策の成果」から） 

【第１節 生涯学習の推進】 

①社会教育振興・生涯学習推進事業 ②公民館運営事業 ③ふれあいエスプ塩竈運営事業 ④勤労青

少年事業 ⑤視聴覚教育振興事業 ⑥市民図書館運営事業 

【第２節 歴史の継承と文化の振興】 

⑦文化財保護事業 ⑧美術館運営事業 ⑨市民交流センター管理運営事業 

【第３節 生涯スポーツの推進】 

⑩一流アスリート誘致先導事業 ⑪屋内スポーツ施設管理運営事業 ⑫屋外スポーツ施設管理運営事業 

 

（４）前期５か年における実績及び評価 

①代表的な指標の実績 

指標名 基準値 H23 H24 H25 H26 H27 

生涯学習活動の満足度 58.8％ ― ― ― ― 62.0％※ 

歴史､文化･芸術活動振興の

満足度 
62.2％ ― ― ― ― 65.6％※ 

スポーツ振興の満足度 64.2％ ― ― ― ― 60.6％※ 

 ※：「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定時(H27.4～5 月)に実施した市民アンケート調査結果から掲載。 

   ただし、調査対象者については、18～49歳が８割、50～79歳が２割で抽出。 

②施策ごとの評価 

＊各年度の「主要な施策の成果」で、担当課が事業ごとに『 ③成果（意図した成果が上がっているか）』を

４段階［Ａ～Ｄ］で評価した結果を、以下のとおり数値化を行い、節ごとに集計して平均値を算出した。 
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   Ａ評価「成果が上がっている」   ⇒４点   Ｂ評価「成果がやや上がっている」⇒３点 

   Ｃ評価「成果があまり上がってない」⇒２点   Ｄ評価「成果が上がってない」   ⇒１点 

第２章 豊かな心を培うまちづくり H23 H24 H25 H26 H27 平均 

 第１節 生涯学習の推進 (6) 3.00 3.00 3.17 3.17 3.17 3.10 

第２節 歴史の継承と文化の振興 (3) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

第３節 生涯スポーツの推進 (3) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

 

（５）今後の課題と方向性 

【第１節 生涯学習の推進】 

1)世代やライフスタイルにより学習意欲が多様化しており、各世代やニーズに応じた学習機会の提

供に努め、働く世代や青年層の参加を高めることが課題である。 

2)多くの社会教育団体について、さらなる情報共有や活動の連携・交流が求められている。 

3)幅広い世代に学習情報が届くよう、様々な媒体による情報発信が求められている。 

【第２節 歴史の継承と文化の振興】 

1)まちの歴史に親しみ、次世代につなげていくため、ネット上で「WEB博物館」「こども博物館」を

開設しているが、認知度を高めるとともに、コンテンツの充実、活用促進が課題である。 

2)公民館やエスプ、市民図書館、遊ホール、新たに開館した杉村惇美術館など市内の文教施設は、文

化芸術活動の拠点施設としてそれぞれ利用されているが、さらなる情報発信と市民利用促進のため

に施設の連携・交流に取り組む必要がある。 

【第３節 生涯スポーツの推進】 

1)生涯スポーツの推進を図るため、スポーツ機会の充実やスポーツ環境の整備を中心に各種施策を

行ってきたが、これまで行ってきた各種事業について、市民の要望をさらに把握しながら生涯学習

プランに掲げる施策体系にあわせ再構築し、事業効果の向上及び市民満足度の向上に努める必要が

ある。 

2)スポーツ推進に関する市民満足度調査が基準値を下回ったことについては、施設の老朽化や東日

本大震災の影響により、屋外体育施設が使用できない状況にあったことも一因と思われることか

ら、今後は、施設の計画的な修繕を行い、基準値の回復に努める必要がある。 
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第３編 夢と誇りを創るまち 

第３章 協働で創るまちづくり 

（１）施策体系 

第１節 協働環境の充実    （１）推進体制の整備        （２）協働情報の充実 

               （３）地域コミュニティ活動の支援  （４）男女共同参画の推進 

第２節 まち情報共有の推進  （１）市政情報の充実        （２）情報化の充実 

第３節 行政力の強化     （１）開かれた行政運営の推進    （２）行財政基盤の構築 

               （３）広域行政の推進 

 

（２）代表的な指標 

指標名 基準値 今後の方向性 

市民活動団体数 

市内に拠点を置く NPO 団体などの市

民活動団体数。 

46団体 

(H21) 

市民協働を推進しながら社会貢献活動を行う団

体を増加させていきます。 

民間団体の連携事業実施数 

民間団体との共催、助成などを行う

事業の実施回数。 

31回 

(H21) 

民間団体の交流や活動を支援し、協働を促進する

ことによって事業実施回数を増加させていきま

す。 

審議会などの委員会の女性委員

比率 

審議会など各種委員会における女性

委員の占める割合。 

30.9％ 

(H21) 

男女共同参画を推進しながら女性が参画する機

会を増やしていきます。 

市ホームページのアクセス数 

市ホームページにアクセスする 1 日

の平均件数。 

5,900 件 

(H21) 

マスコミを積極的に活用するとともに、広報紙や

ホームページを媒体に市政情報を積極的に発信

し、市ホームページのアクセス件数をさらに増加

させていきます。 

健全化判断比率 ― 

財政健全化法に基づく下記の 4指標について、今

後とも国の基準を大幅に下回るように努め、安定

的な財政運営の実現を図っていきます。 

実質赤字比率 

一般会計などにおける実質赤字の市

税・交付税など一般財源規模に対す

る比率。 

黒字 

(H21) 
※国の基準(H21 13.06％) 

連結実質赤字比率 

全会計における実質赤字の市税・交

付税など一般財源規模に対する比

率。 

黒字 

(H21) 
※国の基準(H21 18.06％) 

実質公債費比率 

主に一般会計などが負担する元利償

還金の市税・交付税など一般財源規

模に対する比率。 

8.2％ 

(H21) 
※国の基準(H21 25.0％) 

将来負担比率 

主に一般会計などが負担すべき実質

的な負担の市税・交付税など一般財

源規模に対する比率。 

100.4％ 

(H21) 
※国の基準(H21 350.0％) 
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（３）主な実施事業（平成 27年度の「主要な施策の成果」から） 

【第１節 協働環境の充実】 

①市民活動の推進 ②集会所施設整備事業 ③男女共同参画推進事業 ④次世代育成青年交流事業 

【第２節 まち情報共有の推進】 

⑤広報広聴事業 ⑥情報公開・個人情報保護制度 ⑦市民相談事業 ⑧統計調査事務 

【第３節 行政力の強化】 

⑨職員研修 ⑩ふるさと納税事業 ⑪戸籍・住民基本台帳事務 ⑫住民基本台帳ネットワーク事務事業 

⑬証明書自動交付機運用事業 ⑭市税賦課及び収納事務 ⑮収納率向上対策事業 ⑯広域行政事務 

 

（４）前期５か年における実績及び評価 

①代表的な指標の実績 

指標名 基準値 H23 H24 H25 H26 H27 

市民活動団体数 46団体 57団体 57団体 57団体 63団体 66団体 

民間団体の連携事業実施数 31回 ― ― ― ― ― 

審議会などの委員会の女

性委員比率 
30.9％ 27.4% 28.4% 28.4% 30.3% 34.4% 

市ホームページのアクセス数 5,900 件 ― ― 474,943件 684,697件 759,051件 

健全化判断比率 ― ― ― ― ― ― 

実質赤字比率 黒字 黒字 黒字 黒字 黒字 黒字 

連結実質赤字比率 黒字 黒字 黒字 黒字 黒字 黒字 

実質公債費比率 8.2％ 12.4% 12.9% 12.8% 11.5% 11.0% 

将来負担比率 100.4％ 69.3% 47.9% 32.3% 42.9% 18.4% 

②施策ごとの評価 

＊各年度の「主要な施策の成果」で、担当課が事業ごとに『 ③成果（意図した成果が上がっているか）』を

４段階［Ａ～Ｄ］で評価した結果を、以下のとおり数値化を行い、節ごとに集計して平均値を算出した。 

   Ａ評価「成果が上がっている」   ⇒４点   Ｂ評価「成果がやや上がっている」⇒３点 

   Ｃ評価「成果があまり上がってない」⇒２点   Ｄ評価「成果が上がってない」   ⇒１点 

第３章 協働で創るまちづくり H23 H24 H25 H26 H27 平均 

 第１節 協働環境の充実 (4) 2.67 2.67 2.33 3.00 3.00 2.73 

第２節 まち情報共有の推進 (4) 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 

第３節 行政力の強化 (8) 3.00 2.78 2.89 3.11 3.14 2.98 

 

（５）今後の課題と方向性 

【第１節 協働環境の充実】 

1)多くの町内会において、加入世帯が減少するとともに、活動費用の削減、役員の担い手不足による

活動の制限が課題となっており、行政からの情報提供や団体同士の定期的な交流機会の創出を図り

ながら、組織の効率的再編についても検討していく必要がある。 

2)町内会の活動の場である集会所は、老朽化した施設が増加しており、建設や修繕費用を補助するこ

とにより、地域活動の場を確保することが求められていることから、老朽化対策として建設、修繕
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の支援について見直しの検討が必要である。 

【第２節 まち情報共有の推進】 

1)市政情報については、主に市政だよりや市のホームページなどによる情報発信を行ってきたが、Ｉ

ＣＴ化の進展に伴い、タイムリーかつ双方向による情報の発信が求められ、ＳＮＳ等さまざまな手

法を活用した効果的、戦略的な情報発信が必要となっていることを踏まえ、フェイスブックを活用

した情報発信に取り組み始めており、今後は双方向性の活用や情報発信効果の向上が課題である。 

2)本市のホームページについては、生活関連情報へのアクセス、動画や画像等の活用、スマートフォ

ン版への対応などの面で効果的な情報発信ができていないことから、来年度からの見直しに合わ

せ、アクセス性やアピール度の向上を図るとともに、市民も参加できるようなツールの導入や、利

用者の閲覧環境に合ったコンテンツの提供により、利用者が参加できるコミュニティ型ホームペー

ジで塩竈市の魅力を効果的に発信できるように取り組んでいく。 

【第３節 行政力の強化】 

1)行財政改革推進の中で、多様化する行政需要へ対応するため職員の専門的知識の習得、能力・モチ

ベーションの向上が課題となっており、今後は、職場内外で行われる自己啓発のための研修支援や

職場の環境づくりを支援していく必要がある。 

 


