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おいしさと笑顔がつどう みなとまち 塩竈

目指す 都市像

将来人口 55,000 人

目指す 都市像

おいしさと笑顔がつどう みなとまち 塩竈
将来人口 55,000 人

安心して産み育てられるまちづくり
　　子育て支援の充実
　　● 出産・育児環境の整備
　　● 働きながら子育てできる環境の整備
　　● 子育て家庭への支援

　　地域社会による支え合いの充実
　　● 子育てしやすい生活環境の整備
　　● 地域による子育て体制の構築 

ともに支え合う福祉のまちづくり
　　地域福祉の推進
　　● 地域福祉体制の整備
　　● ボランティア活動の促進

　　健康づくりの推進
　　● 成人保健の充実
　　● 精神保健の充実
　　● 食育活動の推進

　　地域医療の充実
　　● 地域医療体制の充実
　　● 救急医療体制の整備
　　● 公的医療保険事業の健全運営

　　高齢者福祉の充実
　　● 介護予防の充実
　　● 介護サービスの充実
　　● 日常生活の支援
　　● 認知症高齢者対策の充実

　　障がい者福祉の充実
　　● 障がい者の自立支援
　　● 障がい者福祉体制の充実

安全に暮らせるまちづくり
　　危機管理機能の強化
　　● 自然災害対策の推進
　　● 消防体制の充実
　　● 防災体制の充実
　　● ライフラインの整備・確保
　　● 危機管理体制の強化

　　生活安全の推進
　　● 防犯体制の充実
　　● 交通安全対策の充実
　　● 消費者保護の推進

快適で便利なまちづくり
　　良質な住空間の形成
　　● 魅力ある住まい・まちづくりの展開
　　● 良好な住宅地の形成

　　生活環境の充実
　　● 生活基盤の整備
　　● うるおい空間の充実

　　交通体系の形成
　　● 市内公共交通体系の充実
　　● 交通バリアフリー化の推進

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
　　● 水産加工業の振興
　　● 浅海養殖漁業の振興

　　港湾機能の強化
　　● 港湾機能の強化促進
　　● 利活用の推進
　　● “みなと” の魅力向上

　　商工業の振興
　　● 商店街の活性化支援
　　● 中小企業経営支援の充実
　　● 企業立地の推進
　　● 就業・雇用環境の向上

　　産業間連携の促進
　　● 異業種交流の促進
　　● 新たな産業展開の支援
　　● 広域交通体系の整備

観光と交流のまちづくり

　　都市観光の推進
　　● 観光資源の創造と情報発信の推進
　　● 笑顔でもてなす体制の充実
　　● 広域観光の推進

　　魅力ある都市空間の形成
　　● 中心市街地の再生
　　● 都市景観の整備

環境にやさしいまちづくり

　　循環型社会の形成
　　● 再・省資源化の推進
　　● 新エネルギーの普及・促進

　　自然環境の保全
　　● 自然景観の保全
　　● 湾内の水質保全

うるおいと魅力ある島づくり

　　生活環境の充実
　　● 生活基盤の整備

　　産業・交流の振興
　　● 浅海養殖漁業の振興
　　● 浦戸諸島の環境保全
　　● 交流体制の充実

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
　　● 豊かな心を育む教育の充実
　　● 健やかな体の育成の推進
　　● 一人ひとりのニーズに応じた
　　　特別支援教育の充実
　　● 食育の推進
　　● 歴史、文化の尊重と国際理解を
　　　育む教育の推進
　　● 生命の大切さを学ぶ教育の推進
　　● 特色ある学校づくり

　　学習環境の充実
　　● 学校施設の整備・充実
　　● 学習設備の充実

　　地域社会との連携強化
　　● 地域との協力体制の構築
　　● 学校情報提供の双方向性の確立

豊かな心を培うまちづくり

　　生涯学習の推進
　　● 学習機会の充実
　　● 学習活動の支援
　　● 生涯学習環境の整備

　　歴史の継承と文化の振興
　　● 歴史の継承
　　● 文化・芸術活動の機会の充実と支援

　　生涯スポーツの推進
　　● スポーツ機会の充実
　　● スポーツ環境の整備

協働で創るまちづくり

　　協働環境の充実
　　● 推進体制の整備
　　● 協働情報の充実
　　● 地域コミュニティ活動の支援
　　● 男女共同参画の推進

　　まち情報共有の推進
　　● 市政情報の充実
　　● 情報化の充実

　　行政力の強化
　　● 開かれた行政運営の推進
　　● 行財政基盤の構築
　　● 広域行政の推進

定
住

交
流

連
携

まちづくりの目標１ まちづくりの目標２ まちづくりの目標３

だれもが安心して暮らせるまち 海・港と歴史を活かすまち 夢 と 誇 り を 創 る ま ち

定
住

交
流

連
携

第５次塩竈市長期総合計画の全体構成
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（節）

1

子育て支援の充実

事業費 千円

総合計画の指標

年少人口比率

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 子宮頸がん等ワクチン接種事業 担当
部・課

健康福祉部
健康推進課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

1 1 1

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

出産・育児環境の整備

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
疾病の重篤性が高い子宮頸がんや小児の髄膜炎を予防するため、子宮頚がん（HPV)ワ
クチン、ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種を
行うもの。

52,633

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

ワクチン接種率 70% 11.6％

今年度の目標に対する
進捗状況

80％
（ワクチン接種率）

総合計画の指標
の最新値

―

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

平成２３年２月から国の「子宮頸がん等ワクチンワクチン接種緊急促進事業」に基づき、子宮頸
がんワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種を開始。
【平成２４年度実績（１２月現在）】
○子宮頸がんワクチン　　　　　接種者数：２３５人　　接種延べ件数：７０６件
○ヒブワクチン　　　　　　　　　　接種者数：４００人　　接種延べ件数：９７５件
○小児用肺炎球菌ワクチン　　接種者数：４１２人　　接種延べ件数：１，０３６件

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題

○平成２３年度からの取り組みにより、対象年齢層の接種は浸透し、比較的高い接種率を確保
できているが、任意の予防接種であるため、定期の予防接種に位置づけて接種を促進する必
要がある。
○現在、国において、予防接種法の改正を含めてこの３ワクチンを定期の予防接種に位置付け
ようという動きにある。定期化により接種促進が期待できるが、それに伴い地方の財政負担が増
大していくため、定期の予防接種に対する国の財政支援を求めていくことが必要である。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

○国の予防接種法の改正等の動向を見極めながら、適切に対応していく必要がある。
○定期の予防接種になった場合には、適切に市民の方への情報提供を行う。

―　１　―



（節）

1

子育て支援の充実

事業費 千円

総合計画の指標

保育所の待機児童
数

基準値

０人

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題
・兄弟と同じ保育所へ入所を希望しているが、入れずに待機している０歳児が5名ほどいる。
※保育士確保の困難さは県内全体の傾向であり、大手企業の進出による保育園の増加や保育
士養成校の２年制から４年制大学に移行されたことなどによる。

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名

働きながら子育てできる
環境の整備

待機児童ゼロ推進事業

2

（施策）

担当
部・課

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

総合計画の指標
の最新値

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

・４年連続で年度当初の待機児童をゼロでスタートした。
・年度当初の入所児童数は７０４名（昨年度６９２名）であり、ここ数年で一番多い状況である。
・年度途中の入所児童数の増加に対し、必要な保育士の確保が困難な状況である。なお、民
間保育園でも同様の状況であり、途中入所を行ってもらうため、市が管理する登録保育士を民
間保育園へ斡旋した。
・１歳児から５歳児については、待機児童ゼロで対応している。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

・市広報誌・ホームページ掲載・ハローワークを活用し保育士の確保を引き続き行う。さらに保育
士養成校への直接働きかけや近隣市町との情報交換・交流を通じて保育士の確保に努める。
・事前登録制を徹底し、賃金見直しを実施していく。

5人
（現在の待機児童数）

近年保護者の就労の増加により、年度途中の保育所申込が多いため、年度が進むうち
に待機児童が出るのが現状である。そこで待機児童の解消を図るため臨時保育士を雇
用する。

事業概要

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

主な指標

今年度の目標

保育所の待機児童数 0人

目標値

4,070

今年度の目標に対する
進捗状況

5人
（現在の待機児童数）

（編）

1

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

（章）

1

―　２　―



（節）

3

地域医療の充実

事業費 千円

総合計画の指標

―

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 市立病院における医療の提供 担当
部・課

市立病院
経営改革室

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

1 2 1

誰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

地域医療体制の充実

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
消化器系疾患の診療をさらに充実させるとともに、地域の民間病院・診療所との医療連携
を強化し、急性期から慢性期、在宅医療など総合的で良質な医療の提供に努める。

2,805,868

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

救急搬送受入件数
（改革プラン目標値）

1,000人 ―

今年度の目標に対する進
捗状況

878人
（H24.12末現在）

総合計画の指標の
最新値

―

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

[[[[救急搬送受入救急搬送受入救急搬送受入救急搬送受入のののの拡大拡大拡大拡大]]]]
○塩釜管内の唯一の公立病院として、時間内救急患者の原則受け入れを徹底し、救急搬送受入れ
件数で年間１，０００件を目指す。
　◆　19年度577件,　20年度689件,　21年度883件,　22年度1,160件,　23年度1,354件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒８７８件（４月～１２月）
○地区救急隊との情報交換、連携強化のため、救急症例検討会等を定期開催。
　◆症例検討会・開催実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒１月に実施
[[[[在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療のののの充実充実充実充実]]]]
○在宅医療の患者数８０名を目指し、訪問診療・看護・リハビリに積極的に取り組む。
　◆患者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒７８名（１２月現在）
　◆専任の訪問診療医師の配置　　　　　　　　　　　　　　 ⇒１名（非常勤医師の配置）
[[[[地域医療連携地域医療連携地域医療連携地域医療連携のののの強化強化強化強化]]]]
○消化器系の診療を中心とした専門性の高い医療を提供するために、地域の診療所、病院との連
携を強化し、紹介患者の拡大を目指す。
○登録医制度を導入し、情報交換会を行う。
　◆紹介患者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒１，２６８件（４月～１２月）
[[[[病院病院病院病院のアピールのアピールのアピールのアピール]]]]
○診療の紹介、身近な病院であることを皆さんによく知っていただくため、公開セミナーの実施
　◆公開セミナー開催実績　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒年６回程度の実施

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題 ・市立病院改革プラン実施による経営健全化の推進。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

・病院職員一丸となって経営に取り組み、平成２３年度に経常収支の黒字化を達成。平成２４年度以
降も黒字基調の継続を目指す。

―　３　―



（節）

1

危機管理機能の強
化

事業費 千円

総合計画の指標

完成

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 塩竈市地域防災計画の策定 担当
部・課

市民総務部
市民安全課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

1 3 1

だれもが安心して暮らせるま
ち

安全に暮らせるまちづくり 自然災害対策の推進

防災会議で「基本理
念」策定。これを踏ま
え原案策定中

総合計画の指標
の最新値

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要

東日本大震災での課題を検証し地域防災計画の見直しを行う。
・塩竈市地域防災計画（地震編、津波編、風水害編）の改訂・職員初動マニュアル（業務継続
計画、職員初動マニュアル等）の策定・防災基礎アセスメント調査を行い、地域における災害
の課題を再度検証。・より実効性の高い地域防災計画を策定（改訂）するため町内会等への説
明会やパブリックコメントを実施し、広く市民からの意見を求める。・業務継続計画（ＢＣ
Ｐ）や職員初動マニュアル等の災害時における具体的な行動マニュアルの策定。・原子力対策
を追加

15,525

―

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

・東日本大震災規模を暫定計画として、非常食、飲料水等の防災備蓄品や発電機等の防災資
機材の暫定的な整備を図ってきたが、今後、市が計画的に防災施策を実行して行く上で、震災
での課題等を踏まえ抜本的な防災計画の見直しが必要となっていた。
・平成24年9月26日、より実効性の高い地域防災計画を策定するために、防災会議条例を改
正。
・平成25年1月21日防災会議を開催し、陸上自衛隊や町内会、自主防災会、女性、災害弱者の
代表を新たに防災会議委員として委嘱。
・防災会議で、本市地域防災計画見直しの「基本理念」及び「スケジュール」を提案、承諾。

【基本理念】
　自らの命、安全・財産を自ら守る「自助」、地域の安全等を自分たちで守る「共助」、そして行
政等が行う「公助」を基本とし、それぞれの責務・役割そして連携を明確にしながら、誰もが安
心して安全な生活がいつまでも送れる地域社会の構築を基本理念とする。

　大規模災害においては、公助だけでは限界があることから、自助（市民）と共助（自主防災会、
町内会、企業等）、公助（市及び防災関係機関）を基本とし、相互の連携と活動の明確化を図
り、災害を未然に防止する「防災対策」と被害を最小化する「減災対策」に努め、誰もが安心安
全な生活が送れる地域社会の構築を目指そうとするものです。

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題

・改定中の宮城県地域防災計画との整合性を図る必要。
・市民の目線にたった実効性の高い計画を策定するための手法。
・今回新たに、津波、地震の併発時の過酷事故を想定した原子力対策編や津波対策編、風水
害対策編を策定し、想定を超えた災害にも対応できる実行性の高い計画づくりを目指す。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

・宮城県と情報の連携を密接に図り、県地域防災計画（平成25年3月末予定）が公表後に本市
地域防災計画を策定。
・地域防災計画の進捗状況に応じ、市民の意見聴取や説明会をきめ細やかに実施。
・パブリックコメントを実施し、広く、意見を募集する。
・防災会議を市民へ公開し開催。
・会議資料、会議録の公開。

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

「基本理念」の策定 100% ―

今年度の目標に対する
進捗状況

―　４　―



（節）

1

危機管理機能の強
化

事業費 千円

総合計画の指標

住宅の耐震化率

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 木造住宅耐震工事助成事業 担当
部・課

建設部
定住促進課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

1 3 1

だれもが安心して暮らせるま
ち

安全に暮らせるまちづくり 自然災害対策の推進

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要

昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断及び改修計画を作成し、改修計画に基
づき、改修工事を行うものに費用の一部を助成する。また、耐震改修に併せて、住環
境整備（耐震改修以外の工事）を行うものに、補助することにより、総合的な震災化
の促進を図る。

36,390

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

住宅の耐震化 80% 78.0%

今年度の目標に対する
進捗状況

総合計画の指標
の最新値

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

・耐震診断及び耐震改修工事助成事業
　平成15年8月から簡易耐震診断〈自己負担額3,000円）を実施。平成16年8月からは耐震診断
助成に併せて、耐震改修工事についても工事費用の１/3（上限額30万円）を実施。平成23年か
らは、耐震化の促進を図るため、耐震改修工事費用のみのときは１/6の額(上限額15万円）を、
耐震改修工事に併せて他のリフォーム工事（10万円以上）を行うときは5/18の額（上限25万円）
を補助している。なお、町内会からの要請に基づき、出前講座の実施や、平成20年4月からは、
建築諸団体の協力を得ながら個別訪問による住宅の耐震化の啓発を行う耐震化ローラー作戦
や、平成24年9月には、耐震診断実施者で未改修の市民に対して助成に係るパンフレットの送
付とアンケート調査を実施した。
・住環境整備事業
　平成24年2月から耐震改修に併せて、住環境整備を行う者に対して、その工事費の1/2 (上限
額20万円）を補助している。

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題

　今後も、建設諸団体などとの連携を図りながら、戸別訪問などを実施し、耐震診断及び耐震改
修の推進に努める必要がある。また、耐震診断を行っても耐震改修をまだ行っていないケース
について、これからも要請を継続する必要がある。なお、東日本大震災の影響により、人手や資
材が不足しており、工事の年度内完了が見込めないとの相談があり、翌年の実施が増加してい
る。また、工事費が高額となっており、特に高齢者世帯では負担が大きく、実施が難しいとの声
もある。なお、震災のために市内で、2,000件が解体されており、昭和56年以前の建物がどの程
度残されているのかを把握中である。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

　地震防災マップにおける建物の危険度ランクの高い地域を重点的にローラー作戦などを行っ
て、耐震化を推進していく。また、昭和56年以前の建物がどの程度あるのかについて、24年度
内に把握し、耐震化見直しにつなげていく。また、耐震改修が簡単で安価にできる工法の開発
について、宮城県建築物等地震対策推進協議会などを通じて県や国などに働きかけていく。

―　５　―



（節）

1

危機管理機能の強
化

事業費 千円

総合計画の指標

―

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 公共下水道雨水施設整備事業 担当
部・課

建設部
下水道課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

1 3 1

だれもが安心して暮らせるま
ち

安全に暮らせるまちづくり 自然災害対策の推進

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
雨水幹線、ポンプ場の根幹施設の整備を行うとともに、市民との連携による宅内貯留
施設の整備を推進し、浸水被害を解消する。

394,800

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

流出抑制量 ３０t ―

今年度の目標に対する
進捗状況

42%
総合計画の指標

の最新値
―

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

・牛生雨水ポンプ場築造工事（全体計画：平成22年度～25年度)
　建築工事：平成24年7月13日契約、電気・機械設備工事：平成24年9月13日契約
・宅内貯留施設：2月契約

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題

・被災した下水道施設の災害復旧事業を優先しており、継続事業については通年スケジュール
より遅れぎみとなっている。
・雨水幹線及び宅内貯留施設等の整備を進めているが、施設機能を十分に発揮するために
は、地域住民の方々の理解と協力を得ながら、排水機能を維持(側溝の清掃等)していくことが
重要である。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

・全体事業のスケジュール調整を行いながら、流出対策の推進を図る。

―　６　―



（節）

1

良質な住空間の形
成

事業費 千円

総合計画の指標

住宅地の満足度

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 市営住宅改修事業 担当
部・課

建設部
定住促進課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

1 4 1

だれもが安心して暮らせるま
ち

快適で便利なまちづくり
魅力ある住まい・まちづくり

の展開

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
市営住宅の各種改修（給水方式変更、電気容量の変更、外壁等改修、ガス管更新工事）
を行い、住宅環境の向上を図る。

51,703

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

給水方式変更 ２４戸 53.4%

今年度の目標に対する
進捗状況

100%
総合計画の指標

の最新値
―

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

市営住宅改修事業
・給水方式変更
　昭和40年代に建設された市営住宅の給水設備の老朽化の解消を図り安全安心な水の供給す
るため、平成20年度より給水方式変更工事を年度ごとに５団地実施。平成24年度は新浜町住宅
３号棟の工事を実施。
・電気容量の変更
 昭和40～50年代に建設された市営住宅の住戸内電気容量は15Aで、その後の家電製品の目
覚ましい普及状況により電気容量のアップが必要となり、平成23年度清水沢住宅２号棟、平成
24年度には清水沢住宅１・３号棟及び東玉川住宅の変更工事を実施。
・外壁等改修工事
　外壁の耐久性が低下し劣化している市営住宅の安全性を確保するため、外壁落下防止の改
修を平成20年度に清水沢住宅２号棟、平成21年度に清水沢住宅１・３号棟、平成23年度に貞山
通住宅3号棟、平成24年度には貞山通住宅1号棟の工事を実施。
・ガス管更新工事
　桜ヶ丘住宅は昭和48・49年度に建設され、ガス管の老朽化が著しいため早急に更新を図る必
要があったため、平成24年度に１号棟の更新工事を実施。

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題
　老朽化が進行する市営住宅の安全対策が求められているとともに、老朽設備改善の対応が急
務となっている。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

　社会資本整備総合交付金を活用し、市営住宅の老朽箇所の改善や時代に対応した施設の整
備などにより、安全で快適な住環境の実現を図る。

―　７　―



（節）

1

危機管理機能の強化

事業費 千円

総合計画の指標

住宅地の満足度

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 第6次配水管整備事業 担当
部・課

水道部工務課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

1 3 4

だれもが安心して暮らせるまち 安全に暮らせるまちづくり ライフラインの整備・確保

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
ライフラインの強化（災害時においても円滑な市民生活、企業活動を支える）と漏水
の抑制による有収率の向上を目的に、給水区域内の中小口径管の統合、赤水発生路線
や漏水多発路線の布設替え、幹線の整備等を行う。

34,000

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

重要路線の耐震化率 43.0% 53.4%

今年度の目標に対する
進捗状況

―
総合計画の指標

の最新値
―

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

送・配水管の布設替えにより、赤水・漏水多発路線の解消と有収率の維持・向上、水道施設の
耐震性の向上を図るもの。
○全体計画
・計画期間：平成20年度～28年度（9ヵ年計画）
・総事業費：654,842千円
・整備予定延長：8,568ｍ

○平成24年度計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○平成24年度実績
・事業費　34,000千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　・事業費:27,000千円
・整備延長　325.0ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・整備延長:510.6ｍ
・整備延長累計（H20～H24）：4,069.1ｍ　　　　 　　・整備延長累計（H20～H24）：4,256.7ｍ

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題

　本年度は震災復旧・復興事業を集中して実施するため、第6次配水管整備事業は縮小して実
施、老朽管更新事業については休止することとした。
　当初計画していた、牛生町・芦畔町地区・県道八幡築港線の布設替えは、県が行う震災復興
事業が延期となったため、北浜地区の漏水多発路線の布設替えに振り替えて実施した。この地
区の漏水多発路線の解消は平成25年度までを目途に解消の予定である。
　老朽管更新事業の再開にあたっては、再評価を行うことが義務付けられているため、内容を検
討中である。
　目標指標である重要路線の耐震化率については、管路の震災復興事業を集中的に実施した
ため、向上させることが出来なかった。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

重要路線の耐震化率については、今後の第6次配水管整備事業、老朽管更新事業の見直しを
行い、目標年度の達成に向けて事業計画を検討していく。

―　８　―



（節）

1

水産業の活性化

事業費 千円

総合計画の指標

魚市場水揚高

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 魚市場運営事業 担当
部・課

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） （施策）

2 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 魚市場の活性化

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
市民生活に欠かすことのできない生鮮食料品等の流通の基幹システムとして、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。

114,900

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

魚市場水揚高 100億円 ８２．９億円

今年度の目標に対する
進捗状況

141億円（H24年次）
総合計画の指標

の最新値
141億円（H24年次）

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

１．平成24年次の塩竈市魚市場の水揚げについて
平成２４年次の塩竈市魚市場の水揚げ高は25,473㌧・14,142,823千円となり、数量で2,812㌧・
金額で　3,712,526千円の増となった。魚市場水揚げの内訳は、漁船水揚げで、隻数で1,703
隻・数量で7,583㌧・金額で5,346,678千円（昨年次　隻数で1,698隻・数量で12,196㌧・金額で
6,457,012千円）となった。前年と比較し、隻数で５隻の増加ながら、数量で4,613㌧・金額で
1,110,334千円の減少となった。搬入魚水揚げは、台数で9,000台・数量で17,890㌧・金額で
8,796,145千円（昨年次　台数で8,156台数量で10,465㌧・金額で3,973,285千円）となり、前年と
比較し、台数で844台、数量で7,425㌧、金額で,822,860千円の増となった。
２．次期塩竈市魚市場の整備
東日本大震災で被災した塩竈市魚市場については、基幹産業である水産業の振興と雇用の確
保の観点から引き続き、市が開設者として、水産庁補助事業を活用し、宮城県が進める塩釜漁
港の災害復旧事業に合わせ、高度衛生管理型荷さばき所を含む新しい魚市場施設の整備を
進めてきた。現在、高度衛生管理型荷さばき所Ａ棟及びＢ棟基本設計・実施設計、荷さばき所
補完施設基本構想作成業務に係る設計業者の選定を指名型プロポーザル方式により最優秀
事業者を選定し、平成24年12月25日に契約を締結した。

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題

　新しい魚市場の整備において、指標とする水揚高、魚種等を維持すると同時に、低迷してい
る鮪延縄漁船による水揚高を増加させるため、積極的な漁船誘致活動の推進や、産地魚市場
として消費者と背後にある水産加工団地にどのような魚種を供給していくのか等、これからの魚
市場の運用について、あらためて確認、検討しなければならない段階を迎えている。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

　次期魚市場の整備にあたっては、これまでの公設市場の役割と費用対効果を総括し、魚市場
関係業者の経営基盤の強化を図りながら、業務のスリム化とアウトソーシングを推進し、民間の
発想による経営手法の導入を目指す必要がある。

―　９　―



（節）

1

水産業の活性化

事業費 千円

総合計画の指標

水産加工品生産額

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 水産加工業活性化支援事業 担当
部・課

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） （施策）

2 1 2

海・港と歴史を活かすまち 活力ある産業のまちづくり 水産加工業の振興

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
見本市の開催、新商品開発での販路拡大、消費者ニーズの把握などに取り組む団体等
に補助金交付、小中学生等に魚食普及事業を行う団体等に補助金を交付し、消費者の
底辺を広げる。また、水産加工開放実験室に補助金を交付する。

4,900

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

水産加工品生産額 500億円台 513億円

今年度の目標に対する
進捗状況

―
総合計画の指標

の最新値
―

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

・【広報求評事業】「塩釜フード見本市」の開催を支援する。見本市は、出展する水産加工業者
が、全国から集まったバイヤーに商品をPRする商談の場となっており、塩釜の水産を広くお知ら
せし、販売するための有意義な機会となっている。今年度は、水産業界の復興の先駆けとして
「2012塩釜フード復興見本市」を2月14日に開催し、出展者３３社、来場者１，１００名の実績とな
り、本市の基幹産業である水産加工業の復興、地域振興を推進した。
・【水産加工開放実験室利用促進事業】水産加工開放実験室が行う食品の成分検査事業に補
助を行うことで、各加工業者が当検査を利用する際の手数料抑制につなげている。
・【魚食普及事業】消費者や小中学生を対象とした「お魚教室」等の事業を支援している。魚の
解体、調理等を実体験できる貴重な機会となっており、お魚ファンと魚消費の拡大につながって
いる。
・【新商品開発事業】水産加工業者が行う新商品開発や商品改良事業を助成することで、魅力
ある商品づくりに取り組んでいる。

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題

水産加工業を取り巻く情勢は、東日本大震災の影響により、食品の安全・安心がより厳しく要求
されている。加えて、近年の魚食離れや採算の取りにくい流通システムなどにより、一層厳しい
ものとなっていることから、水産加工品の流通を促すために、
○水産加工開放実験室の検査による安全性の確保
○消費者ニーズに合う新商品の開発とフード見本市による積極的なＰＲ活動
○未来の消費者となる子供たちへの魚食振興事業の展開
などの事業を積極的に推進することが必要となっている。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

・食の安全性、水産加工業の復興などを、広く確実にPRするための機会･方法について関係諸
団体、事業実施者等と検討を重ね、より効率的、効果的な事業を推進する。

―　１０　―



（節）

3

商工業の振興

事業費 千円

総合計画の指標

事業所数

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 商店活性化促進事業（商人塾・シャッターオープン） 担当
部・課

産業環境部
商工港湾課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

2 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 商店街の活性化支援

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
個店の経営力向上のため、専門家による研修・訓練・コンサルテイングを支援する
「塩竈商人塾」を継続実施する。また、シャッターオープン事業については、対象範
囲の拡充を図る。

3,421

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

商人塾生 30人 3,196事業所

今年度の目標に対する
進捗状況

35人
総合計画の指標

の最新値
2,735事業所

（H24.2.1現在）

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

　商店街の活性化を目的に、各商店の経営力を高めるため、「塩竈商人塾」を開設し、専門家
によるセミナー開催やコンサルティングなどの支援を行っている。特に今年度は繭玉を使用し
「塩竈桜」をモチーフにしたお土産品の開発や、高齢の方をまちなかに呼び込むイベント「おっ
ぴさん祭り」を商店主である塾生たちが開催し、商店復興をPRした。一方で、空き店舗を活用し
て新たに起業した事業所に支援する「シャッターオープン事業」を活用した事業所は１３店舗に
上る。今年度は「しおがま・まちの駅」、生花店などがJR本塩釜駅前に開店している。

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題
　社会情勢や生活様式の変化に加え、震災で被災し、中心市街地の商店は依然厳しい状況に
ある。起業を目指す個人や事業者の新規参入などを促し、一方で既存の商店の経営力、動機
づけを高め、後継者など若手の人材育成を図るなど、将来的な商業振興策が必要である。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

新たに起業を目指す方、シャッターオープン事業を活用したい方などについては「商人塾」への
入塾を促し、動機づけや経営・マーケティングなどの実務を学んもらい、初期段階から経営者育
成を図る。また、空き店舗対策事業「シャッターオープン事業」を「シャッターオープン・プラス事
業」として制度内容を一部改善・拡充するなどして、当面、震災の復旧・復興策としても運用して
いく。

―　１１　―



（節）

3

商工業の振興

事業費 千円

総合計画の指標

事業所数

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 企業誘致活動事業 担当
部・課

産業環境部
商工港湾課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

2 1 3

海・港と歴史を活かすまち 活力ある産業のまちづくり 企業立地の推進

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要

いきいき企業支援条例、固定資産税課税免除条例等の支援策により企業誘致を図る。
また、企業訪問や、誘致可能な土地及び空き工場等の情報収集及びＨＰ等による情報
提供を行う。
産業大使との情報交換会を実施し、産業振興策への提言を受けるとともに、大使を介
して企業連携のマッチングを図る。

2,004

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

支援企業数 2 3,196事業所

今年度の目標に対する
進捗状況

8社
（企業相談件数）

総合計画の指標
の最新値

2,735事業所
（H24.2.1現在）

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

○市内食品関連企業１社に対し県知事訪問を実施し、震災後の企業状況の把握を行った。さ
らに他１社に対し宮城県との合同企業訪問を実施。その他、本市として７社との企業相談を実施
し、企業立地支援制度（奨励金）及び復興特区制度（税制の優遇）の周知と制度を活用した企
業誘致を行った。
○宮城県と合同で進出相談企業への事業用地の紹介や塩竈市いきいき企業支援制度を活用
した企業誘致の結果、関東圏から食品関連企業の本社機能移転が予定されている。
○復興特区の税制優遇制度の活用を推進するために、被災事業者に対する説明会を計5回実
施し、14事業者の指定を行った。
○仙台市内にて本市産業大使との意見交換会を行い、さらには名古屋市内において産業大使
と市長との産業振興懇談会を実施し、第5次長期総合計画に掲げる「活力ある産業のまちづく
り」の実現に向けて、情報の共有化や今後の課題、方向性についての意見交換を行った。

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題

○基幹産業である水産加工業の振興を図るため、これまでの既存企業への支援はもちろん、新
たな企業の誘致に取り組む必要がある。
○被災企業、新規立地企業への復興特区制度のＰＲ（説明会等）を行っているが、さらに申請
事業者数の増加を図るため、県内外企業への周知活動を促進する必要がある。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

○企業誘致可能な事業用遊休地や空工場などの情報を、地元企業、各事業組合、市内不動
産業者等と連携を取りながら情報収集に努め、これまでの既存企業も含め、新規進出企業に対
して立地支援制度等を活用した企業誘致を推進する。
○復興特区制度を活用した企業支援の充実を図ることにより、県内外の媒体等を利用した周知
活動を行い、新規企業の誘致や既存企業の設備投資を促進し、さらには雇用機会の創出、拡
大を推進する。

―　１２　―



（節）

1

都市観光の推進

事業費 千円

総合計画の指標

観光客入込数

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 仙台・宮城DC参画事業 担当
部・課

産業環境部
観光交流課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） A

2 2 3

海・港と歴史を活かすまち 観光と交流のまちづくり 広域観光の推進

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
平成25年春に開催される仙台・宮城DCに向けて、観光PRや旅行商品の造成を戦略的に
展開し、交流人口の増加と産業振興を図る。

2,292

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値（平成21年）

市内集客イベント入込数 21.6万人 219万人

今年度の目標に対する
進捗状況

20.6万人
総合計画の指標

の最新値
194万人

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

１１１１．．．．主主主主なななな観光復興事業観光復興事業観光復興事業観光復興事業
4/13･14　　　しおがまさま神々の花灯り（志波彦神社鹽竈神社）1,300人
4/22　　　　　第29回しおがま復興市民まつり（JR本塩釜駅前）24,000人
4/29～5/1　花絵プロジェクトIN塩竈（マリンゲート塩釜）1,500人
5/3　　　　　　鹽竈神社観桜茶会（志波彦神社鹽竈神社）1,800人
5/8～20　　　こどもが描く『絆と感謝』展～復興への思い～（ふれあいエスプ塩竈）1,335人
7/1　　　　　　S-1グランプリ藻塩スイーツ祭Vol．1（マリンゲート塩釜）1,200人
7/15･16　　　第65回塩竈みなと祭（志波彦神社鹽竈神社他）76,000人
8/4・5　　　　塩竈食の博覧会～塩竈！サマークリスマス～（マリンゲート塩釜他）8,500人
9/29　　　　　しおがまさま神々の月灯り（志波彦神社鹽竈神社）2,000人
10/21　　　　門前市（志波彦神社鹽竈神社）1,500人
11/４　　　　　第6回カレイ釣り全国大会IN塩釜（仙台湾大型漁礁周辺）358名
12/1～31　　しおがま蔵出し新酒まつり（市内寿司店）2,540名
２２２２．．．．JRJRJRJR関連事業関連事業関連事業関連事業（（（（駅長駅長駅長駅長おススメおススメおススメおススメ小小小小さなさなさなさな旅他旅他旅他旅他　　　　4444月月月月～～～～12121212月月月月））））
延べ参加人数366人
３３３３．．．．観光観光観光観光バスバスバスバス関連事業関連事業関連事業関連事業（（（（商店街買商店街買商店街買商店街買いいいい物物物物ツアーツアーツアーツアー他他他他　　　　4444月月月月～～～～12121212月月月月））））
延べ参加人数26,530人
４４４４．．．．地域間交流事業地域間交流事業地域間交流事業地域間交流事業（（（（観光観光観光観光PRPRPRPR物販事業物販事業物販事業物販事業　　　　4444月月月月～～～～12121212月月月月））））
延べ実施回数20回、延べ参加人数546,772人
５５５５．．．．まちあるきまちあるきまちあるきまちあるき散策事業散策事業散策事業散策事業（（（（4444月月月月～～～～12121212月月月月））））
延べ実施回数4回、延べ参加人数69人

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題
震災の影響により開催を中止せざる負えなかったイベント（「市民まつり」「ひかりピアIN塩竈」
「塩竈の醍醐味」等）が再開され、徐々に観光客入込数は回復しているものの、今年4月～6月
に開催される仙台宮城DC事業に向けて、観光客を迎える体制及び盛り上がりが急務。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

仙台宮城DC推進協議会事務局と連携し、事業の周知とともに市民一人一人の機運を高めても
らい街全体で観光客をもてなす啓発活動を展開する。

―　１３　―



（節）

1

生活環境の充実

事業費 千円

総合計画の指標

市営汽船乗船客数

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 離島航路事業 担当
部・課

産業環境部
浦戸振興課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

2 4 1

海・港と歴史を活かすまち
うるおいと魅力ある島づく

り
生活基盤の整備

今年度の目標に対する
進捗状況

99.5% 総合計画の指標
の最新値

12.9万人
(H24.12月末）(H24年12月末現在 129,395人)

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

平成２４年４月１日に市営汽船ダイヤを改正し、震災前と同じ便数で運航。
浦戸諸島への交流人口の拡大による市営汽船利用客の増加策として、全国の小学生を対象
に、土日祝日、長期休業期間に市営汽船乗船料が無料となるパスポートの発行やボランティア
割引きによる復興活動支援を行ってきた。また、浦戸諸島の魅力を全国に伝えるため、島歩き
マップの発行や浦戸諸島ホームページを作成し、イベントや復興状況、島おこし活動の情報を
発信してきた。

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題
東日本大震災後、航路の一部が浅くなっており、迂回して運航しているため所要時間が長く
なっている。また、震災の影響による浦戸地区の人口の流失や観光資源のダメージによる利用
客の減少が起きている。

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
市営汽船は塩釜港と浦戸諸島の桂島、野々島、寒風沢、朴島を結ぶ唯一の旅客船航路
であり、通勤・通学・通院等や観光客の足として、また、生活物資・漁業生産物の輸
送等を一日７～８往復の運航を行っている。

219,400

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

市営汽船乗船客数 13万人 17.8万人

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

関係機関の協力を得ながら航路の浚渫による運航時間の短縮を図る。浦戸諸島での定住促
進、交流人口の増加を図るため、船内での観光名所の案内や券売所での観光情報発信のため
のモニター設置等によるサービス・プロモーションの向上に努める。
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（節）

2

産業・交流の振興

事業費 千円
浦戸体験交流事業
渡船関係費
浦戸診療所運営費

総合計画の指標

市営汽船乗船客数

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 浦戸地区交流事業 担当
部・課

産業環境部
浦戸振興課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

2 4 3

海・港と歴史を活かすまち
うるおいと魅力ある島づく

り
交流体制の充実

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要

震災以降、浦戸を訪れる人は減少している状況にあるが、浦戸センターでの開催事業
を実施することにより、浦戸地区の振興とセンター利用者の推進を図る。
具体的には、
　①センター自主事業の開催による浦戸地区への訪問者の増加を図る
　②浦戸地区の復旧状況等をホームページ等で情報発信
　③浦戸地区のパンフレットやダイレクトメール等によるリピーターの増加を図る
　④震災により休止している野々島－寒風沢間の渡船運航の再開
　⑤浦戸診療所の医師の確保と島民の利用推進　　　等

14,733

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

センター開催事業 5回実施 17.8万人

今年度の目標に対する
進捗状況

80.0％
（H24年1月末現在 4回実施済）

総合計画の指標
の最新値

12.9万人
（H24年12月末現在）

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

①平成22年度までは様々な取り組みを行うことにより、ハイキングなどの観光客も増えつつあっ
　 たが、震災により平成23年度の交流事業自体も一時中断した状況。平成２４年度において
　 は、「のりすき」「カキむき」などの体験イベントを再開した。
②浦戸地区の復旧状況等については、島内でのイベント開催や渡船の運航再開、民宿の営
　 業状況など、できるだけホームページへ掲載できるよう努力している。
③センター利用者やイベント開催時に浦戸地区のパンフレットを配布し、PRに努めている。
④震災により流失した野々島（馬越）の渡船桟橋が復旧完了し、9月3日から野々島－寒風沢
　 間の渡船運航を再開した。
⑤浦戸診療所の運営のため、塩竈市立病院から医師派遣の協力を得ながら、地域医療の確
 　保に努めている。

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題

ほぼ全てのイベントは島内散策とセットになっているが、浦戸地区では今なお震災の影響が
残っており、島内散策においては被災者の家屋跡地や仮設住宅周辺を通るため、住民感情に
配慮する必要がある。また、島内散策のためのハイキングコースの復旧なども検討課題となって
いる。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

今年度、実施済みの島内散策を伴わない「のりすき」「カキむき」体験においては、参加者の多く
から、ぜひ来年度も実施してほしいとの声も聞かれた。
今後は各種のイベント内容を工夫して、四季折々の浦戸諸島の魅力を参加者に伝えられるよう
努力していきたい。
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（節）

1

生きる力を育む教育
の充実

事業費 千円

総合計画の指標

全国学力･学習状況調査
正答率/全国との差

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 学力向上対策事業（小学校指導教員配置事業） 担当
部・課

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） （施策）

3 1 1

夢と誇りを創るまち
子どもの夢を育むまちづく

り
学力の向上

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
　小学校６校（浦戸を除く）に指導教員を１名配置して、習熟度別少人数指導を中心
に、児童の実態に応じた細やかな指導を実践する。

12,462

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

指導主事学校訪問回数 50回 小学生△3.8％ポイント

今年度の目標に対する
進捗状況

55回（100％）
総合計画の指標

の最新値
小学生△4.5％ポイント

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

　学力向上の一環として、少人数指導を計画的に実践するために、平成２１年度から本市独自
の事業として浦戸第二小学校を除く各小学校に１名の指導教員を配置した。各学校で計画的
に取り組みを行っており、児童の学習に対する意欲が高まるとともに、着実に学力が身について
きている。

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題
　今後、習熟度別少人数指導の更なる充実を図り、勉強が「わかる」「楽しい」という児童の割合
を高めることが課題となっている。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

　学校教育課長・指導主事による学校訪問と授業への評価・助言を実施する。また、教職員との
連携を密にし、児童一人一人の個に応じた指導の工夫が必要である。
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（節）

1

生きる力を育む教育
の充実

事業費 千円

総合計画の指標

全国学力･学習状況調査
正答率/全国との差

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名
学力向上対策事業
（サマースクール・ウインタースクール・浦戸サマースクール）

担当
部・課

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） （施策）

3 1 1

夢と誇りを創るまち
子どもの夢を育むまちづく

り
学力の向上

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
　長期休業期間に「サマースクール」「浦戸サマースクール」「ウインタースクー
ル」を実施して、「学力向上」に向けた自主学習を支援する。また、教師の指導力向
上のために、大学教授による講演会等を実施して指導方法の工夫改善を図る。

608

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

サマー・ウインタース
クール延べ参加者数

7,000人
小学生△3.8%ポイント
中学生△3.7%ポイント

今年度の目標に対する
進捗状況

7,200人（100％)
総合計画の指標

の最新値
小学生△4.5%ポイント
中学生△2.5%ポイント

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

　平成２１年度から夏季休業期間に「しおがまサマースクール」「浦戸合宿（浦戸サマースクー
ル）」を実施し、児童生徒の自主的な学習の習慣化を図った。また、指導力向上を図るための教
員を対象にした研修会・講習会を開催したり、教員の授業力向上のための授業研究会を行って
きた。平成２３年度からは冬季休業期間中にも「しおがまウインタースクール」を実施し、更なる自
主学習の支援を行った。平成24年度には支援員の他に大学生の学習ボランティアを活用して
実施した。

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題

　「しおがまサマースクール」「しおがまウインタースクール」において、教員等の支援を受けなが
ら、自分のペースで計画的に学習することができるため、「勉強がわかる喜び」を得るよい機会と
なっている。更に児童生徒一人一人に合わせた学習支援体制が必要である。
　「浦戸サマースクール」においては、浦戸の自然や歴史に触れることができるカリキュラムの工
夫が必要である。

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

　「しおがまサマースクール」「しおがまウインタースクール」では、教員の指導の他に各学校に２
名の支援員を配置して学習支援を行っているが、更に児童生徒一人一人に合わせた指導体制
を確立するために、今後とも大学生の学習ボランティア等の活用が求められている。
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（節）

3

生涯スポーツの推進

事業費 千円

総合計画の指標

スポーツ振興の満
足度

 事 業 名 事 業 名 事 業 名 事 業 名 一流アスリート誘致先導事業 担当
部・課

教育部
生涯学習課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

3 2 1

夢と誇りを創るまち 豊かな心を培うまちづくり スポーツ機会の充実

事事事事

業業業業

のののの

概概概概

要要要要

事業概要
塩釜ガス体育館命名権料の一部を活用し、一流アスリートを招へいし触れ合うこと
で、スポーツによる感動支援と市内のスポーツ人口の裾野拡大により本市のスポーツ
振興を図る。（平成２２年度～２４年度）

1,000

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

参加者数 2800名 64.2%

今年度の目標に対する
進捗状況

2/9実施
総合計画の指標

の最新値
―

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
のののの経過経過経過経過

・平成22年度　オリンピックマラソン競技の銀・銅メダリストを招き「有森裕子＆親子で浦戸ランら
んウォーク」を開催。　参加者２４０名
・平成23年度　本市で初のオリンピック日本代表選手を活用し、市内の全小学校高学年を対象
に「畑中みゆきスポーツ教室」を開催。　参加児童４８７名
・平成24年度　ロンドンオリンピックでオリンピック3連覇を達成し、国民栄誉賞を受賞した女子レ
スリングングの吉田沙保里選手を招いて、小学生とのふれあい体験等を実施する「“東日本大
震災復興祈念”吉田沙保里ふれあいスポーツ・フェスタin塩竈」を開催。（平成25年2月9日）

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題

・命名権スポンサーから平成２５年度～２７年度までのネーミングライツ更新申込みがあった。命
名権収入は、スポーツ振興の新たな財源として位置づけられているため、更なるスポーツ振興
や普及拡大を図るため、市民のスポーツ事業に対するニーズを的確に把握することが必要。
・誘致のあり方の検討。（競技種目を絞りアスリートを誘致、塩竈ならではのスポーツイベントに
様々なアスリートを誘致　など）

課題課題課題課題にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみ方針等方針等方針等方針等

・事業の企画段階から実行委員会等で市民の事業に対するニーズを把握する。
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