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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
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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
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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

保育所の待機児童数

 事 業 名 待機児童ゼロ推進事業 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

（編） （章） （施策）

1 1 2

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
働きながら子育てできる

環境の整備

0人（100%）
（平成26年1月）

総合計画の指標
の最新値

事

業

の

概

要

事業概要
　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く待機児童が出るの
が現状である。待機児童の解消は本市の重要な施策の一つであることから臨時保育
士２名を雇用する。

4,168

０人
（平成26年1月）

これまでの取り組み
の経過

○臨時保育士の賃金アップ（時給870円から900円へ）等の処遇改善を図り、必要な保育士
の確保に努めた。
・5年連続で年度当初の待機児童0でスタートした。
　　　　　　　 年度当初入所児童数　707名（昨年度704名）
・平成26年1月現在、待機児童0である。
・年度途中入所児童数の増加に対し、必要な保育士の確保を行いながら受入体制を整備
した。

現在の課題
・待機児童０ではあるが、必要な保育士の確保には苦慮している状況にあり、依然保育士
不足状態にある。

課題に対する今後の
取り組み方針等

・県が実施する潜在的な保育士資格者の掘り起こし事業「保育士人材バンク」とも連携を図
りながら保育士の確保を行っていく。
・市広報誌、ホームページ掲載、ハローワーク更には福祉人材センター、雇用サポートセン
ター等を活用し保育士の確保を行う。
・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（雇用期間満了職員の紹介）を
通じて保育士確保に努める。

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

保育所の待機児童数 0人
０人

（平成21年度）

今年度の目標に対する
進捗状況

―　1　―



（節）

1

地域福祉の推進

事業費 千円

総合計画の指標

(生活保護受給者数)

 事 業 名 生活保護受給者就労支援の充実 担当
部・課

健康福祉部
生活福祉課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

1 2 1

だれ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
地域福祉体制の整備

39人（97.5%）
（平成25年12月）

総合計画の指標
の最新値

事

業

の

概

要

事業概要

　生活保護制度は、生活に困窮する国民に対し、最低限度の生活を保障するととも
に、自立を助長する制度である。全国的に、厳しい経済情勢の影響を受け、生活保
護受給者が増加傾向にある中、本市では、専門の就労支援員を配置（平成21年度か
ら1名、平成23年度から2名体制）し、就労支援を行い、自立と社会復帰の促進を
図っている。

4,191

674人
(保護率 11.97‰）
 (平成25年11月)

これまでの取り組み
の経過

　専門の就労支援員を配置することにより、就労に向けた相談、就労先の情報提供をきめ
細かに実施している。就職活動が不得手な受給者には、求人の紹介を中心に、履歴書の
記載や面談の仕方、その他就労に向けた様々な助言と支援を行い、また、就労意欲の低
い受給者に対しては、就労意欲を向上させるための指導と指示を強く行う等、生活保護受
給者の就労による自立を促進する支援を行っている。
平成25年12月現在、39名が就労開始した。また、生活保護を受給していない失業者で、市
に生活相談のあった方にも就労支援を行い、4名を就労に結びつけている。

現在の課題

　本市の生活保護の動向は、平成25年11月末現在、保護人員が674人、保護率は11.97‰
となり、平成22年から3年連続で減少している。要因としては、東日本大震災義援等の支給
の他、転出、死亡等の要因をはじめ、就労支援の強化による自立の促進、年金制度等他制
度の活用に向けた助言指導、身内の援助開始など、きめ細かなケースワークによる成果が
現われている。就労支援による自立支援、特に就労意欲の低い受給者に粘り強い継続的
な就労支援が今後も必要である。

課題に対する今後の
取り組み方針等

　生活保護受給者それぞれの稼働能力を把握したうえで、就労支援員と地区担当職員によ
る就労支援を粘り強く実施するとともに、塩釜職業安定所の福祉連携担当者（就労支援
コーディネーター）とのチーム連携による支援を行い、生活保護受給者の就労による自立を
促していく。

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

就労開始人数 40人
908人

(保護率 15.86‰）
 (平成23年4月)

今年度の目標に対する
進捗状況

―　2　―



（節）

4

高齢者福祉の充実

事業費 千円

総合計画の指標

元気高齢者の割合

今年度の目標に対する
進捗状況

今年度の目標 目標値 基準値

認知症サポーター養成
講座受講者

100名
85.1%

（平成21年度）

362

―

これまでの取り組み
の経過

　認知症高齢者見守り事業として、認知症サポーター養成講座、認知症を抱える家族の
つどいを定期的に開催し、認知症に対する理解や協力者を地域に増やすことにより、認
知症への正しい理解と虐待などを予防するための取り組みを行っている。なお、養成講
座は平成17年度から開始している。
　また、この他にも認知症はいかい高齢者の早期発見のため、放送局、タクシー会社、
警察などの関係機関とSOSネットワークを構築、行方不明高齢者が発生した場合に迅速
に情報発信を行っている。

○現在の実績　（平成25年12月末現在）
・認知症家族交流会　（認知症を抱える家族のつどい）を定期的に開催
　　　　登録者28名　延べ69名参加
・認知症サポーター養成講座開催
　　　　本年度受講者295名（地域住民156名、小学校82名、店舗・介護サービス事業者
等57名）
    　　これまでの受講者総数　1,725名
・塩竈市キャラバンメイト連絡会（認知症養成講座講師で組織）を年2回開催
・平成25年度宮城県認知症キャラバンメイト養成研修会に6名が受講
　　　　塩竈市登録者36名
・「認知症にやさしいサポーター店」ステッカーを配布
　　　　サポーター養成講座を受講している企業・店舗等の49店舗

現在の課題

①平成25年12月末現在で、要介護認定者（2,685名）の中で認知症の判定（日常生活自
立度Ⅱ以上）を受けた人は1,554名である。市で確認できる範囲は「介護認定」を持っ
ている者のみであり、人数は横ばいであるが、地域の中には相談に繋がっていない者や
認知症の診断を受けていない者などが多くいることが考えられる。
②地域全体に認知症の普及啓発に力を入れながらも、認知症の早期発見にも取り組む必
要がある。
③介護認定者の6割に認知症の症状があり、住みなれた地域で安心して暮らすための支
援体制の構築が必要。

課題に対する今後の
取り組み方針等

①キャラバンメイト、サポーターへの研修・交流の機会を提供し、受講した市民による
自主活動を育成する。
②本市出前講座により、市内小中高学校での養成講座を促進し、若年者へ認知症の理解
と啓蒙を行う。
③本市の第6期介護保険事業計画(平成27～29年度）に認知症ケアパス（認知症の人の状
態に応じた適切なケア体制の流れ）の取り組みを織り込み、推進していく。
④これまでサポーター養成講座を受講したサポーターに「ステップアップ講座」の開催
を本年2月に予定、サポーターのスキルアップを目指す。

295名（295％）
（平成25年12月末）

総合計画の指標
の最新値

事

業

の

概

要

事業概要
　認知症の方とその家族が住み慣れた地域で、より安心して生活ができるよう、関係者
と連携した認知症対策を推進し、認知症の早期発見・見守り、適切なケアの実施等の支
援体制を構築する。

主な指標

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

1 2 4

だれ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
認知症高齢者対策の充実

 事 業 名 認知症高齢者見守り事業 担当
部・課

健康福祉部
長寿社会課

―　3　―



（節）

3

地域医療の充実

事業費 千円 (H25当初予算)

総合計画の指標

―

 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

だれ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

859人（85.9％）
（平成25年12末現在）

総合計画の指標
の最新値

事

業

の

概

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。

2,795,043

―

これまでの取り組み
の経過

[救急搬送受入の拡大]
○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件以上の受入継続を目指す。
　◆20年度689件,　21年度883件,　22年度1,160件,　23年度1,354件,　24年度1,192件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒859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

[在宅医療の充実]
○在宅医療の患者数100名を目指し、訪問診療・看護・リハビリに積極的に取り組む。なお、
　平成25年11月から在宅療養支援病院の届出を行い、原則的に24時間体制の往診や
　急変時の入院先の確保を行うことや希望する患者家族のために自宅での看取りの医療も
　行える体制作りを行った。

　◆患者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒79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）

[地域医療連携の強化]
○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、
　福祉施設、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、情報発信を行う。
　◆紹介患者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒1,237件（4月～12月）

[病院のアピール]
○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、公開セミナーを
　実施した。
　◆公開セミナー開催実績　　　　　　　　　　　　　　　　⇒第1回　  5月25日（土）開催　70名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第2回　  8月24日（土）開催　70名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第3回　10月26日（土）開催　80名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第4回　 1月18日（土）開催　100名

現在の課題 ・市立病院改革プラン実施による経営健全化の推進。

課題に対する今後の
取り組み方針等

・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しながら平成25年度において不良債務額の解消を図
る。

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件 ―

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

（大分類）

1

住まいと暮らし
の再建

事業費 千円

総合計画の指標

―

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 業 名 宅地防災対策支援事業 担当
部・課

建設部
都市計画課

75件（50％）
（平成25年12月末）

総合計画の指標
の最新値

震災復興計画との関連
（震災復興・復旧事業）

（小分類「復興の方向性）

1

今まで暮らしてきた地域での住宅再建を原則とする復興

事

業

の

概

要

事業概要

 震災による地盤沈下や擁壁被害から、被災者の負担を軽減し、個人の居住に供する
宅地の防災を促進するため、対象経費の２分の１を補助する。

1．防災対策工事（かさ上げなど）
(1)かさ上げ工事(上限20万円) (2)かさ上げに伴う擁壁工事(上限100万円)
(3)高基礎工事(上限100万円)  (4)曳き家又は揚げ家工事(上限300万円)
2．被災宅地復旧工事（擁壁など）上限150万円
(1)のり面保護工事(2)擁壁の設置又は補強補修工事(3)擁壁の地盤の補強及び整地工
事(4)擁壁の設置又は補修若しくは補強工事(5)地盤調査及び設計調査

90,000

（中分類）

1

安全に暮らせる住宅の再建

―

これまでの取り組み
の経過

平成24年2月、1．防災対策工事(かさ上げ)(1)を創出(当初事業費3億円)。
平成24年7月、市内全戸に折込チラシ配布(平成25年2月、平成26年2月　計3回実施)
平成24年10月、防災対策工事に(2)かさ上げに伴う擁壁(3)高基礎、(4)曳き家・揚げ家を対
象とし支援を拡充。また、2．被災宅地復旧工事(擁壁など)の支援を新設。(6千万円増額：
全体事業費3億6千万円)

平成25年6月、制度周知と利用者の増を図るため、個別訪問を開始。平成25年7月、新設し
た「津波被災住宅再建支援事業」との併用が可能（最大助成978万円）であることから、受付
や相談を実施。

平成25年12月、一件あたりの平均補助額の増加により、今年度予算6千万円を9千万円に
増額。また、復興事業の本格化による工事関係者の繁忙のため、平成26年3月末の被災宅
地復旧工事（擁壁など）の申請期限を1年延長、平成27年3月末とした。

【成果】平成25年12月末時点
○防災対策工事：87件(3,201万円)　○被災宅地復旧工事：135件(1億231万円)　計222件
（1億3,433万円）全体事業費の37％執行済
・23年度：11件(213万円・平均19万円)、24年度：136件(7,578万円・平均51万円)、25年度：
75件(5,642万円・平均74万円)
・制度活用により、市民負担の軽減と防災意識の向上が図られた。また、今後の起こりうる災
害に対策が図られた。

現在の課題 ・市民のさらなる防災意識の向上と制度の活用。

課題に対する今後の
取り組み方針等

制度の活用と防災意識向上を図るため、以下の活動を継続する。
・広報誌掲載（利用者の声や工事施工後の写真）
・広報誌配布に併せて、市内全戸に折込チラシ（写真・図解入り）配布
・職員の直接訪問による制度説明、相談。
・イベントや復興事業説明会開催時のチラシ配布

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

助成件数 150件 ―

今年度の目標に対する
進捗状況

―　5　―



（節）

1

危機管理機能の強化

事業費 千円

総合計画の指標

重要水道管路の
耐震化率

 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

4,778.2ｍ(93.5％)
（平成25年12月）

総合計画の指標
の 新値

事

業

の

概

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。

74,000

43.1％
（平成25年12月）

これまでの取り組み
の経過

　送・配水管の布設替えにより、赤水・漏水多発路線の解消と漏水の抑制、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25年度計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○平成25年度実績
・事業費　92,100千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　・事業費:74,000千円
・整備延長　851.0ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・整備延長:521.5ｍ
・整備延長累計（H20～H25）：5,107.7ｍ　　　　 　　・整備延長累計（H20～H25）：4,778.2ｍ

現在の課題

　本年度も災害復旧・復興事業を集中して行ってきたが、第6次配水管整備事業は北浜地
区漏水多発路線の解消及び県の八幡築港線街路事業に伴う布設替えを実施した。
　北浜地区については布設替えを完了し、漏水多発路線は解消された。工事にあたって
は、耐震長寿命管を本年度から本格的に採用し、今後のライフサイクルコストの低減を見込
んでいる。
　県事業である八幡築港線街路事業は、県の計画が変更され予定路線が一部延期された
ため、水道についても計画を変更して実施してきた。
　重要路線の耐震化率は昨年同様、災害復旧工事を集中して実施してきたため、大きく向
上させることが出来なかった。

課題に対する今後の
取り組み方針等

　来年度からは浄水場から市内各配水池へと繋がる重要路線の布設替えを予定しており、
耐震化率の向上を見込んでいる。

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

整備延長累計 5,107.7ｍ
35.2％

（平成21年度）

今年度の目標に対する
進捗状況

―　6　―



（節）

1

水産業の活性化

（大分類）

3

産業・経済の
復興

事業費 千円

総合計画の指標

魚市場水揚げ高

 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

92億円（92％）
（平成25年）

総合計画の指標
の最新値

震災復興計画との関連
（震災復興・復旧事業）

（小分類「復興の方向性）

1

マグロに特化している取り扱い魚種を拡大するため、冷蔵・冷凍
庫整備を支援するなど魚市場背後地の機能を強化。魚市場に
ついては、漁港岸壁を県が実施する漁港の災害復旧事業に合
わせて早期復旧。建屋等を国の高度化利用促進事業を活用し
て高度衛生化を図るなど、将来を見据えた施設へ建替。

事

業

の

概

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。

108,800

（中分類）

1

水産業・水産加工業の
再生・復興

92億円
（平成25年）

これまでの取り組み
の経過

１．平成25年次の塩竈市魚市場の水揚げについて
　平成25年次の塩竈市魚市場の水揚げ高は18,248㌧・9,286,594千円となり、前年次と比べ、数量で
7,224㌧・金額で4,856,228千円の減少となった。このうち、鮪類を主体とする漁船水揚げの特徴として
は、夏期のホンマグロの水揚げや、秋期からのメバチマグロの 盛期にあっては本市のブランド品で
ある三陸塩竈ひがしものの販売促進に取り組み、隻数で1,527隻・数量で7,465㌧・金額で4,878,032
千円となった。
　また、遠洋トロール漁業による搬入魚水揚げは、昨年豊漁であったクサカリツボダイやキンメダイ等
が減少したため、台数で8,261台・数量で10,783㌧・金額で4,408,562千円となっている。また、 近は
鰹・鮪一本釣漁業による冷凍品の水揚げ等が成果として出てきている。

２．新塩竈市魚市場の整備事業について
　高度衛生管理型荷さばき所Ａ棟及びＢ棟に係る設計が整い、現在B棟建設に向けて手続きを行っ
ている。新魚市場では、売店やレストラン、調理スタジオ等の施設やセリを見学できる吹き抜けや屋外
の展望デッキ等を設け、広く市民の皆様や観光客にご利用いただける計画としている。

現在の課題

１．水産業界を取り巻く課題として、魚資源の減少と産地間競争の激化で水揚げが大幅に伸びる状
況にない。

２．現在の施設は昭和40年に建設され、老朽化が著しい施設のため、早急に新魚市場を建設し、高
度な衛生管理による消費者への安心安全な水産物の提供を行う環境を整える必要がある。

３．塩竈市魚市場は産地魚市場として水産物の安定供給を図り、塩竈の地域経済を支える公共的な
役割を担っているので、広く市民の皆様から親しまれる新しい運営の在り方を検討する必要がある。

課題に対する今後の
取り組み方針等

　新魚市場運営にあっては、中心的存在である２つの卸売機関の一元化を実現し、官民連携手法の
導入による民間ノウハウによるコスト削減と新たな収入源確保を行い、市の財政負担を縮減していく
運営手法を検討する必要がある。
　これまでの主力である鮪の水揚げの充実に加え、もう一つの柱となる遠洋トロール漁業の充実、新
たな漁業種として期待される鰹鮪一本釣漁業や旋網漁業による前浜ものの鯖などの水揚拡大に取り
組み、高度衛生管理型の新魚市場による魚価向上と水揚げ増を図る。
　さらにこうした塩竈市魚市場の「宝」を磨きあげる魚食普及と新たな観光の拠点施設として、レストラ
ンや調理スタジオ、水揚げとセリの見学を通して親しみやすい魚市場を整備する。

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

魚市場水揚げ高 100億円
82.9億円

（平成21年）

今年度の目標に対する
進捗状況

―　7　―



（節）

3

商工業の振興

（大分類）

3

産業・経済の
復興

事業費 千円

総合計画の指標

事業所数

2,546事業所
（H24経済センサス）

これまでの取り組み
の経過

①「塩竈商人塾」…各商店の魅力と経営力を高め、消費者に支持される店づくりを周辺商店にも波及
させ、商店街の活性化を図る目的で、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。今年度事業として、先輩店主向けの応用講座では、自分のお店のアピールポイントを再
発見し、ＳＮＳを活用した｢塩竈あきんどストリートチャンネル～魅惑の個店再発見！｣を開設して、個
店の魅力をネットで積極的に情報発信する仕組みを構築した。また、起業者や経営初心者向けの基
礎講座では、アンケートによるお客様のニーズ把握により、リピーターづくりにつなげる個店販売の草
の根マーケティング実践術に取り組むこととしている。

②「シャッターオープン・プラス事業」…空き店舗を活用して新たに起業した事業所に対し、改装費や
テナント料を支援する制度である。震災により中心部の商店街でも店舗解体が進行していることや、
起業地としての魅力度低下が懸念されることを考慮し、制度の見直しによるあらたな支援制度の創設
を検討した。しかしながら、引き続き起業を促進し、回遊性・集客力の向上と面的な拡大を図るため、
今後も継続して実施することとした。今年度は、市中心部に位置する情報提供や多世代間交流がで
きる場であり、今までにないサロン的要素を持ったカフェなどの２店舗を採択し、これまでの活用事業
所は15店舗となった。

③｢塩竈復興！新春ディスプレイコンテスト｣…緊急雇用創出基金事業を活用して11月から実施して
いる塩竈市商業復興加速支援事業の中の一つの取り組みである。ディスプレイの専門家の指導や
フォローを受けながら、店頭や店内を演出し、新春の塩竈にお越しいただくお客さまに、震災からの
復興をＰＲするとともに、集客力の向上と参加店の販売促進を図る目的で、28店舗が参加してコンテ
ストを開催した。意欲ある商業者の自主的な取り組みに対する新たな支援策と位置付けている。

現在の課題

　後継者不足や震災による廃業と建物解体が進行する一方で、空テナントも増加している状況にあ
る。
　さらに、これまでの社会情勢や生活様式の変化に加え、震災で被災したことにより、中心部の商店
街は依然厳しい経営環境にある。
　今後とも塩竈らしい魅力ある商業空間の継続と再構築を促進し、回遊性や集客力の向上による賑
わいの創出と販売促進を図るには、よりアピール性のある起業の新規参入はもちろんであるが、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などに継続して取り組みながら、時
流にあった顧客ニーズの把握と情報発信が課題であり、商業振興に資するような都市イメージの向上
も必要である。

課題に対する今後の
取り組み方針等

　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でもらい、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」として震災
後、制度内容を一部改善・拡充するなど、震災からの復旧・復興策として運用しており、今後とも制度
活用の促進に向けた検討が必要である。
　新たな支援策としての「ディスプレイコンテスト」については、平成26年度においても緊急雇用創出
基金事業を活用した塩竈市商業復興加速支援事業の継続実施を予定していることから、今年度の取
組みの成果を総括した上で、来店者と商業者の双方が満足感を実感できるような効果的な内容に再
構成したいと考えており、併せて商業振興面での都市イメージの向上策の検討にも取り組みたい。

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

新支援制度創設 10月まで
3,196事業所
（平成21年）

今年度の目標に対する
進捗状況

塩竈復興！新春ディス
プレイコンテスト開催

28店舗参加

総合計画の指標
の最新値

震災復興計画との関連
（震災復興・復旧事業）

（小分類「復興の方向性）

2

商店街の機能維持と集客力の向上を図り、事業再開支援や新規
事業者を誘致推進

事

業

の

概

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
象範囲の拡充を図り、商店だけでなく文化・芸術活動などアトリエ開業を想定に入
れる。

3,590

（中分類）

3

市民生活を支える商工業の
再生・復興

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 業 名 商店活性化促進事業
（商人塾・シャッターオープン事業・シャッターオープンプラス事業）

担当
部・課

産業環境部
商工港湾課
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（節）

1

都市観光の推進

（大分類）

3

産業・経済の
復興

事業費 千円

総合計画の指標

観光客入込数

223.6万人
（平成25年）

これまでの取り組み
の経過

１．主な市内イベント（4月～12月）
4/19･20　　　しおがまさま神々の花灯り（志波彦神社鹽竈神社）3,500人【前年入込数1,300人】
4/19･20　　　しおがまさま神々の花灯りIN酒蔵めぐり（酒蔵他）250人【新規事業】
4/26　　　　☆東北夢の桜海道“美しき桜心の物語”語りの会（神社大講堂）200人
4/28　　　　　第30回しおがま復興市民まつり（JR本塩釜駅前）28,000人【前年入込数24,000人】
4/28～30　　花絵プロジェクトIN塩竈（マリンゲート塩釜）1,500人【前年入込数1,500人】
5/24～6/２☆初夏の食べ歩き　おいしおがま（市内飲食店他）800人
6/8～23　 ☆しおがまイケ麺ラリー（市内ラーメン店他）　500人
6/29・30　 ☆SL仙台宮城DC号運転（JR塩釜駅）600人
7/15･16　　　第65回塩竈みなと祭（志波彦神社鹽竈神社他）84,800人【前年入込数76,000人】
9/20・21　　　しおがまさま神々の月灯り（志波彦神社鹽竈神社）4,750人【前年入込数2,000人】
9/20・21　 ☆しおがまさま神々の月灯りde酒蔵めぐり（酒蔵他）234人
11/3　　　　　第7回カレイ釣り全国大会IN塩釜（仙台湾大型漁礁）311人【前年入込数358人】
11/3　　　 ☆親子ハゼ釣り大会IN塩釜（松島湾内）112人】
11/30～1/3しおがまがんばっページェント（JR本塩釜駅前）2,000人【前年入込数358人】
12/1～31　　しおがま蔵出し新酒まつり（市内寿司店）2,680人【前年入込数2,540人】
２．JR関連事業（駅長おススメ小さな旅他　4月～12月）
延べ参加人数1,406人【前年参加数746人】
３．観光バス関連事業（商店街買い物ツアー他　4月～12月）
延べ参加人数29,907人【前年参加数27,449人】
４．地域間交流事業（観光PR物販事業　4月～12月）
延べ実施回数18回【前年実施回数20回】
５．まちあるき散策事業（4月～12月）
延べ実施回数20回、延べ参加人数140人【前年実施回数4回、参加人数69人】

※観光客入込数はH24比296,622人増（+15.3％）となり、観光客入込における経済効果（観光
消費額）は115.8億円（H24比+13.3％、+13.6億円）と推計され、観光入込数増加による観光消
費額は定住人口1,133人分の家計消費額相当。

現在の課題
観光客入込数は、ほぼ震災前の数値に回復した。
4月～6月はDC効果が大きく反映されたものの、7月以降は前年度並みに推移しており、今後、
7月以降の集客力の向上と観光客入込数の平準化に向けた取り組みが必要。

課題に対する今後の
取り組み方針等

平成26年実施予定のポストDCでは更なる観光入込数を目指し、新たな観光資源の掘り起こし
と既存事業の見直し、受入体制の整備とともに観光客をお迎えする市民意識の醸成が必要。
県内外の主要観光地との連携強化による新たな観光需要の開拓とインバウンド対策を視野に
入れた広域観光ルートの造成による集客力の向上。
更に、首都圏のみならず復興支援自治体を対象とした観光キャラバン事業を積極的に展開し、
新たな地域への誘客活動の実施。

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

観光客入込数 232.3万人
219万人

（平成21年）

今年度の目標に対する
進捗状況

223.6万人（96.3%）
（平成25年）

総合計画の指標の最
新値

震災復興計画との関連
（震災復興・復旧事業）

（小分類「復興の方向性）

1
復興情報の発信による県内外における観光ＰＲやプロモーション活動
の積極的な推進。観光資源の掘り起こしと磨き上げに向けた大型キャ
ンペーンの活用

事

業

の

概

要

事業概要
　H25春のDCで本市を訪れたお客様へのおもてなしを実施するとともに、来春開催のア
フターDCにむけて、観光PRや旅行商品の造成を戦略的に展開する。また、地域間交流事
業を継続的に実施することで、交流人口の増加を図る。

9,300

（中分類）

4

みなとまち塩竈を体感する
観光の再生

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

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 業 名 仙台・宮城ＤＣ（デスティネーション・キャンペーン）参画事業 担当
部・課

産業環境部
観光交流課

―　9　―



（節）

2

生活環境の充実

事業費 千円

総合計画の指標

課題に対する今後の
取り組み方針等

　浦戸諸島での定住促進、交流人口の増加を図るため、全庁的な改善策の検討が必要と
なっており、また、船内での観光名所案内や券売所での観光情報発信のためのモニター設
置やホームページ等によりサービス・プロモーションの向上に努めていく。さらに経営状況
の改善を図るため、交通事業会計経営健全化計画を策定し、歳入増と歳出抑制を検討し
ていく。

12.6万人
(平成25年12月末)

これまでの取り組み
の経過

　震災後、航路が浅く航行できずにいた駒島航路の浚渫工事が終了したため、平成25年6
月1日から駒島航路の運航を再開し、塩竈～桂島間の所要時間を５分短縮して運航。
また、浦戸住民から要望の多かった塩竈発18時より遅い便を検討していく判断材料とする
ため、社会実験として週1回金曜日に「ウイークエンド特別便」を10月18日から運航。
津波により流失していた寒風沢の浮桟橋が完成、12月26日から供用を開始できたことで利
用者がより安全に乗降できるようになった。

現在の課題
　震災の影響による浦戸地区の人口減少と高齢化が加速しており、また、観光資源のダ
メージによる利用客の減少も続いている。それに伴い事業収入が減少しており、一方、船舶
燃料である重油の高騰や船舶の老朽化による修繕経費などが増加している状況にある。

事

業

の

概

要

事業概要
　浦戸地区の唯一の交通機関であることから、浦戸地区住民並びに浦戸諸島へ向か
う観光客等の足として、市営汽船の安全運航と運航便数の確保を図るとともに、よ
り一層の経営の効率化を目指していく。

215,400

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

市営汽船乗船客数 市営汽船乗船客数
17.8万人

（平成21年度）

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

16万人
（平成25年4月～12

月
利用見込120,000

人）

126,447人（79%）
(平成25年4～12月実

績)

 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）

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 生活基盤の整備
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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
状況調査の正答率

対全国平均値

 事 業 名 学力向上対策事業（しおがま学びスタンダードの活用）
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

　小学生 85%
　　　　　(達成度95.5%)
　中学生 62%
　　　　　(達成度100%)
　　　　(平成25年度調査)

総合計画の指標
の最新値

事

業

の

概

要

事業概要

「しおがま学びスタンダード」の自校化を行い、学習規律の徹底を図る。

※「しおがま学びスタンダード」とは；
　望ましい学習規律を子ども達に徹底し、授業に集中して取り組ませるために、発表の仕方
や話の聞き方、丁寧なノートづくり等の「学ぶ姿勢」について市内共通のルールとして定め
たもの。
　実施にあたっては各学校の実態に即し、自校化を図って取り組む。

0

小学生 △5.9ポイント
中学生 △3.2ポイント

（平成25年度）

これまでの取り組み
の経過

・平成23年度を始点とする「塩竈市学力向上プラン」（3カ年計画）の子どもに求め
る方策として、「望ましい学習規律の徹底」を掲げ、発表の仕方や話の聞き方、丁
寧なノートづくり等の「学ぶ姿勢づくり」を検討した。

・平成24年度、各校の研究主任を母体とする塩竈市学力向上推進会議で、子ども達
の学習規律の徹底を図るために、市内で共通するルールづくりを目指すこととし、
「小学校編」と「中学校編」をそれぞれ作成した。（平成24年12月）

・平成25年度、市内共通のルールをもとに各校の事情を勘案し、自校化を図ること
とし、少人数指導の指導主事訪問等で授業を参観する際に、指導項目に加えて徹底
を図った。

現在の課題

・共通ルールを設定し徹底を図ることにより、どの学校でも落ち着いて授業に臨む
子どもの姿が見られるようになった。

・しかし小学校では、学級担任制ということもあり、慣れた自らのルールで授業を
進める意識の教員もおり、全校定着に時間が必要な学校もある。

・学校内では授業中に教員がルールを徹底できるものの、家庭学習では進行確認が
困難なためテレビやゲームなどの時間が多く、なかなか徹底ができない。

課題に対する今後の
取り組み方針等

・平成26年度から始まる新学力向上プラン（3カ年計画）では、子どもに対する方策
として「学ぶ意欲と姿勢づくり」をあげ、「望ましい学習習慣の徹底」のために
「しおがま学びスタンダード」を徹底させることを明記する。

・生活習慣の改善や家庭学習の定着を啓発するために、家庭･地域との連携を強化
し、テレビやゲームの時間を制限することなどを盛り込んだリーフレットを作成
し、クリアファイルに印刷して配布するなど、更なる徹底を図る。

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

家庭での学習時間
小学生　30分以上
中学生　1時間以上の割合

　小学生 　89％
　中学生　 62％

小学生 △3.8ポイント
中学生 △3.7ポイント

（平成21年度）

今年度の目標に対する
進捗状況
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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
状況調査の正答率

対全国平均値

小学生 △5.9ポイント
中学生 △3.2ポイント

（平成25年度）

これまでの取り組み
の経過

・平成21年度～夏季休業期間に「しおがまサマースクール」「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てきた。

・平成23年度～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、更なる自主的
学習の支援を行ってきた。（平成23年度は、大震災のためサマースクール開催を見送り）

・指導力向上を図るため、教員を対象にした研修会を開催してきた。

現在の課題

・　「しおがまサマースクール」「しおがまウインタースクール」は、児童生徒が、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が、児童生徒一人一人に合わせた、より細やかな学習支援体
制が必要である。

・「浦戸サマースクール」においては、宿泊施設等の関係で参加人数が限られている。

課題に対する今後の
取り組み方針等

・「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
制をつくるため、引き続き、大学生の学習ボランティア等の活用に取り組む。

・学習習慣定着のためにも継続実施していく。

・「浦戸サマースクール」は、学習の楽しさ・おもしろさを味わい、勉強への取組意欲をさらに
向上させるためにも、小学校4年生を対象に今後も継続実施していく。

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

サマー･ウィンタース
クール延べ参加者数

7,200人
小学生 △3.8ポイント
中学生 △3.7ポイント

（平成21年度）

今年度の目標に対する
進捗状況

7,490人(100%)
（平成25年度）

総合計画の指標
の最新値

事

業

の

概

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」に向けた自主的な学習を支援する。また、教師の授
業力向上のために、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。

249

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 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
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（節）

2

歴史の継承と
文化の振興

事業費 千円

総合計画の指標

歴史、文化・芸術活動
振興の満足度

 事 業 名 （仮称）杉村惇美術館整備事業 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 2

夢と誇りを創るまち 豊かな心を培うまちづくり
文化・芸術活動の機会の

充実と支援

設計完了
改修工事着工

（平成25年12月）

総合計画の指標
の最新値

事

業

の

概

要

事業概要

　国（国土交通省所管）の「地方都市リノベーション事業」 を活用し、公民館本町
分室の一部を杉村惇美術館として整備する。
　郷土への愛着や誇りを育むとともに、交流や賑わいを創出し、中心市街地の活性
化を図る。

95,000

―

これまでの取り組み
の経過

平成25年　 1月　　国の地方都市リノベーション事業に申請
　　　　　　　 2月　　同上　内示
　　　　　　　 5月　　実施設計者選定プロポーザル募集開始
　　　　　　　 6月　　公開プレゼンテーション（提案者３社）
          　　  7月　　最優秀提案者の特定・実施設計の発注
        　　  10月　　実施設計終了
　　　　　　 11月　　工事起工
　　　　　　 12月　　工事発注

現在の課題

○　開館に向けて、適切な運営計画の作成を行う必要がある。
○　高齢者や障がい者等、誰もが利用しやすい施設にするために、バリアフリー化を行う
　　必要がある。
　　 また、公民館分室に美術館が併設することにより、これまでより多くの利用者が見込まれ
　  ることから、様々な方の利用に対応できる多機能トイレの設置や、老朽化している既存
　  トイレ・給湯室等水回りの改修、空調設備の更新を行う必要がある。

課題に対する今後の
取り組み方針等

○　工事の進捗に合わせ、運営計画を作成する。
○　杉村惇美術館（仮称）整備に併せ、公民館本町分室の部分も含めて、安全に利用
　　できる施設にするためのバリアフリー化と、歴史的価値ある建築物として末永く利用
　　するための改修を、国の都市再生整備計画事業を活用して行い、利便性の向上と
　　建物の適切な保全を図る。
　　・エレベーター設置
　　・多機能トイレ設置、既存トイレ・給湯室等水回りの改修
　　・空調設備の更新　　　等

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

美術館整備 年度内完了
62.2%

（平成21年度）

今年度の目標に対する
進捗状況
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（節）

3

生涯スポーツの推進

（大分類）

1

住まいと暮らし
の再建

事業費 千円

総合計画の指標

スポーツ振興の満足度

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

スポーツ機会の充実

（中分類）

（施策）

担当
部・課

（編）

教育部
生涯学習課 事 業 名 一流アスリート誘致先導事業

13 2

夢と誇りを創るまち

1,000

5

生涯学習環境の復旧と
震災被害の後世への伝承

現在の課題

・事業周知や多くの来場者の確保のため、一流アスリートの誘致候補の早期決定
・事業を実施するため継続した命名権収入等のスポーツ振興の財源確保
・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の的確
な把握

参加者数
実行委員会で設定

（2,000名）

目標値

今年度の目標に対する
進捗状況

入場者等　2,015名
（100％）

（平成25年度）

総合計画の指標
の最新値

―

主な指標

今年度の目標 基準値

64.2%
(平成21年度)

豊かな心を培うまちづくり

（章）

震災復興計画との関連
（震災復興・復旧事業）

（小分類「復興の方向性）

1

地震により被害を受けた市内の生涯学習施設、スポーツ施設及
び文化財の早期本格復旧と市民へのサービス提供水準の復旧

これまでの取り組み
の経過

・平成22年度：「有森裕子＆親子で浦戸ランらんウォーク」　　　　　　　　（参加者　　 240名）
・平成23年度：「畑中みゆきスポーツ教室」　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加児童　487名）
・平成24年度：“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」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入場者等1,650名）
・平成25年度：“東北楽天ゴールデンーグルス選手がやってくる”
　　　　　　「ふれあいスポーツ・フェスタin塩竈」（平成25年12月1日実施/入場者等2,015名）
　　　球団創立9年目で日本シリーズを制覇し、初の日本一に輝いた東北楽天の田中将大
　投手、鉄平外野手、永井投手等を招いて、野球教室、ふれあいスポーツ体験、優勝体験
　談を交えながらのトークショー等で、市民との触れあい交流を実施

課題に対する今後の
取り組み方針等

・事業の企画段階から実行委員会等による市民の事業に対するニーズの把握
・スポーツ関連情報に精通している市内スポーツ団体等との情報共有

　体育館命名権料の活用により、一流アスリートを誘致し、スポーツ振興の先導事
業を実施することにより、本市のスポーツ事業及びスポーツ人口の裾野拡大を図
る。

事業概要

事

業

の

概

要
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（節）

3

行政力の強化

事業費 千円

総合計画の指標

―

 事 業 名 収納率向上対策事業 担当
部・課

市民総務部
税務課

第５次長期総合計画に
おける位置づけ

（編） （章） （施策）

3 3 2

夢と誇りを創るまち 協働で創るまちづくり 行財政基盤の構築

市税91%（100％）
（平成25年度末見込）

総合計画の指標
の最新値

事

業

の

概

要

事業概要

　収納率の向上は、安定した市財政の運営を図り、税の公平・公正を確保していく
うえで極めて重要である。例えば、市税の収納率を 0.1 ポイント向上させることに
より、約5百万円の増収効果をもたらす。滞納整理の厳正化や効率的な収納体制の整
備などをより一層進め、収納率の向上を図る。

5,063
(※人件費除く コンビニ収納関連費 2,478千円
　　      その他滞納処分費関連費 2,585千円)

―

これまでの取り組み
の経過

【収納率】

【取り組み】
H21～　　　　宮城県滞納整理機構への徴収移管 (H24収納額　50,601千円)
H24～　　　　コンビニ収納開始 (納入額の8.5%、約4億5千万円)
　　　　　　　　住民税特別徴収事業所の一斉指定 (前年比約2,800件4.7%増)
H24.12月～ コールセンター設置による電話催告開始 (3,000件/年)

現在の課題

・滞納者への納税相談や滞納処分の強化により、今後も更に収納率の向上を図っていく必
要がある。
・滞納処分の強化を行いながら高額滞納者の減少を図り収納率の向上に努めていく必要
がある。

課題に対する今後の
取り組み方針等

【滞納者対策の強化】
・高額滞納者や悪質滞納者を専門とする特別徴収担当の設置や債権差押を中心とした財
産処分の強化に努める。

【宮城県、宮城県滞納整理機構との連携】
・宮城県や宮城県滞納整理機構との連携や協力体制を図り、悪質、高額滞納者は、効率的
かつ効果的滞納整理を進める。
・県滞納整理機構への職員派遣を実施し、機構での実践的実務等の習得を図る。
・県(塩釜県税事務所)との共同滞納整理を実施する。

【納付環境の整備】
・口座振替の加入促進を強化する。
・休日及び夜間における，納付及び納税相談の拡充を図る。

主な指標

今年度の目標 目標値 基準値

収納率(市税) 91% ―

今年度の目標に対する
進捗状況

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

収納率 ８９.０％ ９０.７％ ９１.０％(目標値)

対Ｈ２３年度比 ＋１.７％ ＋２.０％

収納率向上による増額分 ９２,９４５千円 １０９,２３４千円
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