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は じ め に 

東日本大震災から間もなく３年が経過しようとしております。「先

憂後楽」。まさに過去に類を見ない難局に直面しながらも、塩竈市民

はこれまで、怯むことなく歩みを進めてまいりました。平成２６年度

の予算案をはじめとする議案をご審議いただくにあたり、市民の皆様

が百折不撓の精神で取り組まれたご労苦が報われ、「復興実感」の思

いを持っていただける年にしてまいる所存でございます。 

 

ここに、市政運営の所信の一端と施策の主な内容について申し上げ

ます。 

 

被災地全体では、復旧復興に関連する事業が本格化し、公共投資や

企業の設備投資が増加するなど、いくつかの経済指標には好転の兆し

が現れておりますが、依然として生活の再建途上の方が多くおられる

現状から、生活実感としての景気回復にはまだ時間を必要とすること

も事実であります。 

 

一方で、被災地に対する特別な配慮がされてきた手厚い支援策が、

徐々に従来の経済性や将来性、採算性を求める視点に変化しつつあり

ます。 

 

消費税率の引き上げ、東京オリンピックの開催、警戒感が強まる東
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南海・南海地震への備えなど、国内状況が大きく変革する新年度は、

「第５次塩竈市長期総合計画」と「塩竈市震災復興計画」を柱とし、

着実に事業が進展を遂げ、市民の皆様に、ふるさと塩竈の再生を実感

いただける「復興実感の年」としてまいります。 
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市政運営の基本方針でありますが、これまでと同様にまちづくりの

基本である「第５次塩竈市長期総合計画」と、復興の基本理念を定め

た「塩竈市震災復興計画」を市政運営における両輪として取り組んで

まいります。 

 

「第５次塩竈市長期総合計画」に基づく施策については、「塩竈市

定住人口戦略プラン」の策定を踏まえ、重点戦略である「定住」の取

り組みを強く推進してまいります。 

 

本市の人口は、平成１３年以降、転入・転出者数にかかる社会増減、

出生・死亡者数にかかる自然増減のいずれも減少傾向をたどってまい

りました。しかし、平成２５年は社会増減において若干ではあります

が増加に転じております。新年度は、少子高齢化の進展に対応しなが

ら、全体的な定住促進の取り組みを進めてまいります。 

このため、子育て世代への支援の拡充や高齢者の社会参加、健康の

増進を図るとともに、震災後の状況を踏まえ、新たな都市整備の指針

を定めてまいります。また、４月からの消費税率の引き上げは、復興

途上にある本市にとりまして、日々の生活や産業への影響が大きいこ

とから、国の制度とともに、独自の商業振興策を実施し、影響の緩和

に取り組み、「いつまでも住みたい・住んでみたい」まちづくりを推

進してまいります。 
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「塩竈市震災復興計画」に基づく施策については、これまで同様に

生活の再建と産業の復興を重点的に推進してまいります。 

 

新年度は、錦町並びに浦戸地区に災害公営住宅を整備いたします。

入居にあたっては、被災により困窮している方への家賃の低減策を実

施し、安定した生活を支援してまいります。また、震災により甚大な

被害を受けた方々の生活再建を支援するため、津波被災住宅再建支援

や市税の減免などを継続するとともに、新たに、国民健康保険の加入

者に対する医療費の窓口負担分を免除するなど、医療にかかる負担の

軽減に取り組んでまいります。更に、沿岸地区の浸水冠水被害の抜本

対策として、雨水ポンプ場の機能強化とともに道路や宅地の嵩上げな

ど市街地の整備を進め、安全安心な生活環境を整えてまいります。 

産業の復興として、水産業の中核を担う高度衛生管理型の魚市場の

整備を引き続き進めるとともに、新たな水揚げ促進策の実施や販路の

回復に取り組んでまいります。併せて国の制度などを最大限に活用す

ることにより、新たな企業立地や既存企業の事業拡大を支援し、地域

経済の活性化を図ってまいります。 
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それでは、はじめに「第５次塩竈市長期総合計画」の施策体系に沿

いまして、新年度に実施いたします主な施策を申し上げます。 

 

まちづくりの目標の第１は、「だれもが安心して暮らせるまちづく

り」でございます。 

 

少子化が進む中で、核家族化や共働き世帯の増加など、子育て環境

は大きく変化しております。こうした変化に対応し、子どもを安心し

て産み育てていくための支援や環境づくりは、定住の促進につながる

重要な取り組みであります。 

 

このため、子どもの医療費助成を拡大いたします。通院にかかる医

療費助成を小学校６年生まで拡げ、子育て世代の負担を軽減し、子ど

もの健やかな成長を支援してまいります。また、乳幼児期から思春期

に至る子育てのライフステージを通して親子の愛着関係を深めるため、

地域少子化対策強化事業を実施いたします。妊婦健診費用につきまし

ても負担軽減を引き続き実施し、健やかな出産を支援してまいります。 

働きながら子育てできる環境をつくるため、引き続き保育士を増員

し、平成２１年度からの待機児童ゼロを継続してまいります。 

また、昨年、子育て支援センターを拡充してオープンした「ここる

ん」については、新年度から、更なる環境の充実を図るとともに、新

たに毎週土曜日を開所日といたします。また、ベビーカーの利用に対
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応し、入口にスロープを設置するなど、身近で安心して利用いただけ

る施設を目指してまいります。 

今後の子育て支援については、「子ども・子育て支援制度」が平成

２７年度から実施されることを踏まえ、幅広くご意見をいただきなが

ら、塩竈ならではと評価いただける子育て支援計画を策定してまいり

ます。 

 

次に、いつまでも健康に暮らせる地域づくりについてでございます。 

 

生涯を通して健やかに安心して暮らしていただくための健康づくり

の指針として、「第２期健康しおがま２１プラン」が既にスタートい

たしております。 

これを踏まえ、引き続き大腸がん検診の受診拡大のための無料クー

ポン事業を実施するとともに、新年度は、乳がんと子宮がんについて

未受診者を対象に再度無料クーポンを発行して受診勧奨を行い、がん

の早期発見・早期治療をうながしてまいります。また、健康づくりを

地域ぐるみで推進するため、ダンベル体操に代表される地域の主体的

な健康教室等の活動を支援し、更なる普及啓発活動を推進してまいり

ます。 

  

地域医療の中核を担う市立病院については、経営改革プランに基づ

き、経営の健全化に努め、平成２５年度に、累積する不良債務が解消
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できる見込みでございます。 

新年度は、機器の整備や老朽化した施設の改修を進めながら、引き

続き、良質な地域医療を提供してまいります。また、昨年、２４時間

体制での自宅における医療の提供のため「在宅療養支援病院」の認定

を受けております。今後も市民の皆様に住みなれた自宅や地域で安心

して医療の提供が行われるよう在宅医療の充実に取り組んでまいりま

す。 

 

次に、地域の中でともに支え合いながら、だれもが安心して暮らせ

る福祉の取り組みについてでございます。 

 

ご高齢者の皆様にいきいきと活躍していただくことが、地域の活力

創出につながってまいります。 

このため、新たに「介護支援ボランティア事業」を創設いたします。

介護保険施設などでボランティア活動を行ったご高齢者に対し、実績

に応じてポイントを付与するもので、ご高齢者の皆様の社会参加や健

康増進に貢献できるものと期待しております。また、地域包括支援セ

ンターについては、より身近な窓口としてサービスの充実が図られる

よう、センター増設に向け準備をしてまいります。 

なお、今後の高齢化の更なる進展を踏まえ、生活機能の維持向上、

要支援・要介護状態の予防や重症化の防止に向け「第６期塩竈市介護

保険事業計画・高齢者福祉計画」の策定を進めてまいります。 
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障がい者福祉については、一人ひとりの障がいの程度に応じ、きめ

細やかなサポートを実施し、地域社会で共生ができる環境を醸成する

とともに、関係団体と連携を図りながら、生産活動の機会を提供する

など、地域の一員として生活を送るための社会参加を促進してまいり

ます。 

 

次に、安全に安心して暮らしていくための取り組みでございます。 

  

震災による被害を教訓として、現在、地域防災計画の見直しを進め

ております。今後予想される様々な災害に対し、ハード・ソフト両面

での防災・減災に取り組んでまいります。 

 

今次の東日本大震災の発災時は、想定した収容人数を大きく上回る

避難者が発生しましたことから、指定避難所を新たに６箇所追加する

とともに、必要となる備蓄品等を整備してまいります。 

また、災害時に情報を確実に伝達するために、避難行動要支援者に

ついては、緊急時に自動で起動し、情報を受信する防災ラジオを配布

し、円滑な避難行動につなげてまいります。 

更に、地域の防災力を高めるため、引き続き、自主防災組織の設立

と運営を支援するとともに、防災意識を向上させるため講演会等を開

催してまいります。 
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住まいの安全性の向上については、木造住宅の耐震診断や改修工事

の助成を継続し、平成２７年度までに耐震化率９０％を目指してまい

ります。 

下水道や橋りょうなどの都市基盤については、施設の改修を進め安

全確保を図るとともに、長寿命化計画を策定し安心して利用いただく

ための安定した維持管理に努めてまいります。 

水道につきましては、津波浸水区域の災害復旧を最優先として取り

組んでまいります。また、老朽管の更新を再開し、耐震性、耐腐食性

を有する長寿命管を導入するなど、運用コストの低減・効率化を図り

ながら、災害に強い塩竈の水道を確立してまいります。 

 

防犯対策については、「塩竈市地域安全まちづくり基本計画」の着

実な推進に努め、市民の皆様とともに安全なまちづくりに取り組んで

まいります。また、全国的に社会問題化している空き家対策のため、

市内の空き家・空き地の現状を調査し、所有者に適正な管理を促すな

ど、安心して暮らせる環境づくりに取り組んでまいります。 

 

次に、快適で便利な魅力あるまちの整備に向けた取り組みでござい

ます。 

 

震災後の本市の状況を踏まえた新たな都市づくりのために、都市計

画の基本的な方針である「都市マスタープラン」を改訂するとともに、
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第3期の「都市再生整備計画」を策定し、本市の特性を活かした都市

基盤の整備を目指してまいります。 

 

市民生活や活力ある経済活動を支える都市基盤の整備についてでご

ざいますが、県道利府中インター線は、沿岸部にあります魚市場や水

産加工団地と都市部を結び、広域物流機能の強化が期待されるととも

に、災害時には、緊急輸送道路として、国道４５号線や周辺道路のリ

ダンダンシーが確保される重要路線となっておりますことから、一日

も早い整備に向けて県とともに取り組んでまいります。 

市民の皆様にとって身近な都市基盤であります市道については、計

画的な改修を進め、安定的で円滑な交通網を整備し、都市機能が中心

部にコンパクトに集約されている本市の利便性を更に高めてまいりま

す。また、生活衛生環境の向上を図るため、未整備地区への下水道の

整備を促進してまいります。 

 

市民の皆様の日常の足として親しまれております「しおナビ１００

円バス」、「ＮＥＷしおナビ１００円バス」については、災害公営住

宅の建設等による交通動態の変化を見据えた運行体制の見直しを行い、

更なる利便性の向上に努めてまいります。 

 

まちづくりの目標の第２は、「海・港と歴史を活かすまちづくり」

でございます。 
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本市はこれまで、豊かな海の恵みを享受しながら港湾・漁港を交流、

物流の基軸とするまちとして発展してまいりました。 

水産業・水産加工業は、本市に深く根ざした基幹産業であります。

震災で失われた活力を取り戻し、産業を再生するため、業界の皆様と

一体となって販路の回復や新たな付加価値の創出、ブランド力やＰＲ

の強化に取り組んでまいります。 

水産業の中核を担う魚市場につきましては、高度衛生管理機能を有

し、市民の皆様に親しまれ、利用者が使いやすい施設に改修してまい

ります。新年度からは、新たな柱として期待される遠洋底曳網漁業の

水揚げを促進するため、新規に補助制度を創設してまいります。 

更に、本市水産品の販路を回復・拡大するため、見本市の開催や新

商品開発を支援するとともに、引き続き「三陸塩竈ひがしもの」ブラ

ンドの普及促進に取り組んでまいります。 

 

塩釜港区は、国際拠点港湾仙台塩釜港において「地域産業支援港湾」

としての役割が期待されております。震災前には２０９万トンであっ

た取扱貨物量は、平成２４年度には石油製品を中心に２７６万トンと

なり、改めて港の安全性について高い評価を受けた結果であると認識

しております。 

平成２６年度には貞山一号埠頭の改築が予定され、港頭に整備され

た上屋の利活用と併せて、高次機能を有する施設に生まれ変わること

から、これまで入港実績のなかった内貿貨物輸送の主流となりつつあ
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る輸送革新船等の誘致に向け、ー９ｍの航路浚渫を関係機関に働きか

けていくとともに、塩釜港区の安全性や利便性をＰＲし、ポートセー

ルスに努めてまいります。 

 

次に、商工業の振興についてでございます。 

４月からの消費税率の引き上げは、震災から再建途上にある商業者

の方々の経営への影響が懸念されますことから、２割増商品券を発行

し、商業振興を図るとともに、市民の皆様の暮らしを支援してまいり

ます。また、引き続き、中心市街地の活性化を図るため、空き店舗を

活用した新規出店支援に取り組んでまいります。 

 

企業誘致は産業振興の大きな柱でございます。震災にかかる業務支

援をいただいている職員の派遣を契機に、関係自治体との地域間交流

を深めながら、併せて産業の双方向での交流に取り組んでまいりまし

た。こうした取り組みにより、新たな食料品製造業の工場立地が促進

されるとともに、その他の企業立地の動きも出てきております。引き

続き、本市の制度とともに国の産業復興制度を活用し、この動きを加

速し、地域経済の活性化につなげてまいります。 

また、新たな企業誘致に不可欠である建設用地の確保は喫緊の課題

であります。新年度は、新たに市内の空き地、空き事業所などを調査

し、建設可能用地情報を収集するとともに、ホームページなどを活用

しながら広く情報を発信してまいります。 
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次に、本市ならではの地域資源を活かした観光振興と魅力ある景観

づくりについてでございます。 

 

震災後大きく落ち込んだ観光客数は、仙台・宮城デスティネーショ

ンキャンペーンなどの効果により、ほぼ震災前の水準まで回復をいた

しております。４月から６月に開催されるポストＤＣ「仙台・宮城【伊

達な旅】春キャンペーン」に参加し、観光資源の魅力を高め、交流人

口の拡大に努めてまいります。 

昨年１２月に松島湾が「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟したこ

とから、県や関係市町と連携し、松尾芭蕉ゆかりの地を巡る周遊型観

光コースづくりに取り組むなど、松島湾観光の魅力向上を図ってまい

ります。また、今後予定されている仙台空港の民営化や北海道新幹線

の開業などを見据え、県内並びに東北地方の主要観光地と連携を強化

しながら、広域観光ルートづくりと新たな観光需要の開拓に取り組ん

でまいります。 

 

魅力ある景観づくりについては、門前町の風情を醸し出すまちなみ

と千賀の浦や浦戸諸島のすぐれた眺望を活かし、定住・交流人口を増

加させるため、景観計画の策定を進めてまいります。 

  

次に、循環型社会の実現に向けた取り組みについてでございます。 
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震災以降、再生可能エネルギーの取り組みが全国的に進められるな

ど環境に対する関心は高まっております。本市におきましても引き続

き産業特性を活かしたバイオディーゼル燃料の普及拡大、公民館や市

内小中学校への太陽光発電設備等の整備を進め、環境負荷の少ない循

環型社会の実現に向け取り組んでまいります。 

 

次に、浦戸諸島の魅力ある島づくりについてでございます。 

浦戸諸島の４島5地区を結ぶ離島航路は、島民の皆様の生活航路と

して、また、訪れる観光客や独自の産業基盤を支える交通輸送手段と

して極めて重要な役割を担っております。 

今後の離島航路の維持と利便性の確保、更には健全な事業運営を図

るため、経営の在り方を長期的視点から議論し、検証を行うため「交

通事業会計経営健全化計画」を策定するとともに、これからの浦戸諸

島の交通体系の在り方について、利用者の視点から検討してまいりま

す。また、浦戸地区の高齢者の方の外出支援として敬老乗船券の発行

やボランティアの割引助成を継続してまいります。 

 

浅海養殖漁業の振興策としましては、引き続き、海産物のブランド

化による高付加価値化や販路拡大に努めるとともに、浦戸産の食材を

使用した新たな商品開発やＰＲ活動に取り組んでまいります。また、

浦戸諸島の気候風土を活かした日本酒づくりや菜の花の再生など、

様々な活動をしているＮＰＯ団体などと連携し、浦戸諸島の振興を図
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ってまいります。 

 

まちづくりの目標の第３は、「夢と誇りを創るまちづくり」でござ

います。 

 

未来を担う子どもたちの「生きる力」を培い、地域で健やかに成長

できるよう、心のケアを含めて、学校、家庭、地域で連携して取り組

んでまいります。 

 

児童生徒の学力向上を推進するため、新年度からは「新学力向上プ

ラン」に基づき、授業内容の充実に向けた工夫と学ぶ意欲や学習環境

づくりに重点を置いて取り組んでまいります。また、各小学校には、

引き続き指導教員を配置し、習熟度別少人数指導の計画的な実施によ

る基礎学力の定着に努めてまいります。長期休業期間には、「サマー

スクール」、「浦戸サマースクール」、「ウィンタースクール」を実

施し、子どもたちの自主的な学習を支援してまいります。 

 

また、浦戸地区ならではの環境を活かし、浦戸第二小学校・浦戸中

学校が、将来的に継続、発展できるよう、９年間を見通した小中一貫

校とする制度に取り組んでまいります。なお、引き続き、島外から通

う児童生徒への通学費を補助するほか、島外に通う高校生の通学費を

補助し保護者の経済的負担の軽減を図ってまいります。 
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特別な支援を要する児童生徒については、一人ひとりに配慮した適

切な指導を行うための支援員を配置し、学習活動や学校生活への適応

を図ってまいります。 

 

平成２５年9月に学習用パソコンなどを更新した小中学校の情報教

育施設については、無線ＬＡＮによるインターネット環境やタブレッ

ト端末が整備されましたので、更に情報教育を充実させてまいります。

また、老朽化した第三小学校の大規模改造については、北校舎に引き

続き東校舎の改修を進め、子どもたちが安心して学べる環境を整えて

まいります。 

 

複雑多様化している児童生徒とその保護者の悩みに対しては、専門

家のカウンセリングによる心のケアやスクール・ソーシャルワーカー

による家庭環境など様々な環境の改善に取り組んでまいります。  

また、教育環境を向上させるためには、多様な団体や地域との協働

が大切であると考えております。震災以降、ボランティアとして支援

をいただいている青山学院大学と、本年２月に連携協力に関する協定

を締結したことを契機として、サマースクール支援やスカイプを活用

した英語教育の取り組みなど、学習活動を充実させてまいります。な

お、スクールガード・リーダーによる巡回指導など地域全体で安全安

心な学校環境を整えてまいります。 
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生涯にわたって学び、交流できる機会の充実や支援そして学習環境

を整えるため、生涯学習センターと市民交流センターの活動を充実し

てまいります。なお、親子が本に出会う機会を提供する「えほんデビ

ュー」は、絵本配布後のフォローアップ事業として「赤ちゃんおいで！

おはなし会デビュー」や読み聞かせ講座を開催するなど、事業の拡充

を図りながら普及に取り組んでまいります。 

また、市民のスポーツへの意欲を高めるため、引き続き国内外のト

ップレベルのスポーツ選手と交流する機会の創出に努めてまいります。 

 

歴史の継承と文化芸術の振興についてでございますが、本市には、

旧亀井邸など歴史・文化の香り漂う建造物が保存されており、昨年は、

旧塩竈市公民館を戦後公民館活動の象徴的建造物として、市の有形文

化財に指定いたしました。こうした歴史・文化的資産を本市の財産と

して保存継承するとともに、まちの魅力として活かし、交流人口の拡

大につなげてまいります。 

また、本市ゆかりの杉村惇画伯の作品展示を中心に、文化芸術活動

の振興を図る新たな拠点として、公民館本町分室を美術館に改築して

まいります。 

 

次に、市民と協働でつくるまちづくりの取り組みとして、協働推進

室、マリンプラザを拠点に町内会や各種団体の活動を支援してまいり

ます。また、松亀園の保存活動など、ＮＰＯ団体をはじめ様々な方々
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が、活力ある地域づくりに取り組んでおられます。こうした団体など

と連携を図りながら、協働による地域社会の構築に取り組んでまいり

ます。 
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続きまして、本市復興の指針を定めた「塩竈市震災復興計画」に基

づき、新年度に実施いたします主な施策を申し上げます。 

 

第１に、「住まいと暮らしの再建」でございます。 

 

被災された方々の生活再建のために整備する災害公営住宅につきま

しては、当初３８０戸の整備計画でしたが、アンケートなどにより入

居希望を詳細に検討し、追加分を含め全体で４２０戸を整備してまい

ります。このうち、新年度には、錦町や浦戸地区で災害公営住宅が完

成し、入居が可能となりますことから、世帯の収入に応じた家賃の低

減策を講じてまいります。 

また、津波により被害を受けた方の戸建住宅の再建や改修、宅地防

災対策についても「津波被災住宅再建支援事業」「宅地防災対策支援

事業」等で継続支援し、一日も早い生活の再建に取り組んでまいりま

す。 

 

被災した方々の経済的支援として、本市では、平成２３年度から被

害状況に応じて市民税、固定資産税・都市計画税の減免に取り組んで

まいりました。３年間の継続した減免措置は県内で唯一であり、こう

した税制上の措置により総額で約２１億円を軽減しております。津波

により甚大な被害を受けた区域の課税免除や、被害程度に応じた税の

減免について新年度も継続して取り組んでまいります。 
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加えて、国民健康保険事業については、新年度から、国民健康保険

税の税率を引き下げるとともに、住家を失うなどの甚大な被害を受け

られた方の医療費窓口負担分を免除し、被災された方の健康の維持を

図ってまいります。 

 

また、仮設住宅が解消される日まで、入居されている方々の健康管

理と心のケアのため、引き続きふれあいサポートセンターや専門機関

による日常生活支援に取り組むとともに、「伊保石お～らいタクシー」

による外出支援、交通の利便性を確保してまいります。 

  

第２に、「安全な地域づくり」でございます。 

 

平成２６年度は県事業として各所の防潮堤の本格的な建設に入って

まいります。将来を見据えた安全安心な都市基盤の整備が促進される

よう取り組んでまいります。 

 

安全な避難誘導のため、マリンゲート塩釜と本塩釜駅方面を接続す

る津波避難デッキの整備に着手いたします。併せてマリンゲート塩釜

の防災拠点としての機能を強化するなど、付近住民の皆様や観光客の

皆様に安心していただける地域づくりを進めてまいります。 

港町、中の島地域、及び越の浦地区については、地盤沈下した道路

の嵩上げや時間雨量４５ミリ対応のポンプ場、貯留管の整備など抜本
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的な浸水冠水対策を講じてまいります。 

また、県道八幡築港線の整備に併せ、連絡する市道の冠水対策と避

難誘導路としての整備を促進いたします。 

 

北浜地区については、土地区画整理事業により、浸水冠水対策を講

じた職住近接型の新たな居住空間の形成に取り組んでまいります。 

 

藤倉地区は、土地区画整理事業により、地区内道路や宅地を嵩上し、

安心して住み続けられる良好な居住環境を整備してまいります。また、

雨水ポンプ場の機能強化を図るなど内水排除機能を向上させてまいり

ます。 

 

第３に、「産業・経済の復興」でございます。 

 

基幹産業である、水産業や水産加工業の復興の取り組みとして、東

日本大震災復興交付金を活用し、水産加工処理施設など9社の関連施

設の整備を支援し、水産加工業の再生と雇用の拡大に取り組み、新魚

市場との連携による水産業の機能強化を促進してまいります。併せて

失った販路の回復のため、引き続き塩釜水産物仲卸市場の集客機能の

回復や水産練り製品のＰＲ強化に努めてまいります。 

 

また、中心市街地の活性化については、海岸通地区の再開発事業を
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進め、準備組合を本組合に移行し、複合機能を有する新たな商業空間

の創出を目指してまいります。 

なお、引き続き、地域経済の再生と被災された方々の生活の安定を

図るため、復興特区制度や事業復興型雇用創出助成金などを活用し、

企業誘致や設備投資の拡大を図りながら、雇用を創出してまいります。 

 

第4に、「放射能問題に対する取り組み」でございます。 

 

平成２５年度の食品放射能測定検査では、持ち込みによる一部の山

菜類などで放射性物質が検出されましたが、いずれも基準値を下回っ

ており、概ね安全安心な環境が確保されていると認識しております。 

引き続き、市内各所の放射能測定のほか、学校・保育所給食で使用

している食材や市民の皆様の持ち込みによる食材等の放射性物質の測

定検査を実施し、安全性を確保してまいります。また、魚市場に水揚

げされた水産物について事前に放射性物質検査を実施し、競り売りを

行うことで安全安心な水産物の流通に努めてまいります。 

 

第５に、「浦戸地区の復興」でございます。 

 

朴島においては４戸の災害公営住宅の整備にあわせ集会施設の整備

に取り組んでまいります。 
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寒風沢においては１２戸の災害公営住宅を整備し、併せて旧浦戸第

一小学校を改修し、第一次産業従事者の育成に取り組むとともに漁業

集落の再生に努めてまいります。 

 

野々島においては１５戸の災害公営住宅を整備するとともに、漁業

集落の排水対策や避難誘導路の整備に取り組み、既存集落との連携強

化を目指してまいります。 

 

石浜地区においては高台に集会施設を整備するとともに、集落の排

水対策と避難誘導路の整備を実施いたします。 

 

桂島においては海水浴場を新年度から再開いたします。併せて隣接

地の環境向上のために、災害危険区域の嵩上げによる排水対策に取り

組んでまいります。また、旧浦戸第二小学校の校庭の一部を活用しな

がら１４戸の災害公営住宅を整備し、避難誘導路の整備に取り組んで

まいります。併せて、旧浦戸第二小学校の改修により第一次産業従事

者の育成と漁業集落の再生に努めてまいります。 

 

また、浦戸地区全体では、生活再建の一助として、軽自動車の車検

時における運搬費用を助成し、離島における生産活動の負担軽減を図

ってまいります。 
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浦戸地区の産業復興については、引き続き物揚げ場などの漁港施設

の復旧と背後の用地嵩上げに取り組み、主たる産業であります浅海養

殖漁業の基盤を整備するとともに、共同利用施設の固定資産税の減免

を継続し、事業者の負担軽減を図ってまいります。 
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予算案の概要 

 これまで申し上げました市政運営の基本方針に基づきまして、編成

いたしました平成26年度予算案の概要を申し上げます。 

 

本市の予算は、ここ数年、震災からの早期復旧や復興、そして市民

の皆様の安定した暮らしを取り戻すための予算を計上するなど、その

規模は、震災前の2倍程度に増大しております。復旧、復興予算に関

しましては、国の財政支援や全国からの暖かいご支援に支えられてき

ましたが、関連する事業の追加支出が増加する一方で、市税等の自主

財源の減収によりまして、自主自立した財政運営が狭まりつつありま

す。 

 

国におきましては、被災自治体の復旧・復興状況を踏まえまして、

平成 26 年度の地方財政計画において、震災復興特別交付税を引き続

き計上するなど、被災自治体の早期復興のための支援を継続しており

ますが、地方交付税については、前年度から1.0％減の16兆8,855億

円と2年連続して減額されており、被災自治体の一般財源は、さらに

減少することが見込まれる状況となっております。 

 

本市におきましては、歳入の根幹をなす市税は、回復基調に向かっ

ておりますが、いまだ震災前の規模に達しておらず、また地方交付税

が減額される中、復旧・復興事業にかかる財源確保への対応など、本
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市の財政運営は、より一層厳しい状況にあります。 

これらの状況を踏まえ、新年度の予算編成におきましては、平成25

年度の国の補正予算における有利な財源を活用することで、平成 26

年度事業の前倒しによる財源の確保を図りましたほか、事業の厳選や

個々の審査による経常経費の削減、さらには、地方債や各基金を活用

して財源を確保するなど、長期総合計画と震災復興計画の実現という

２つの目標を両輪として、本市の再生が実感いただける事業予算を計

上したところであります。 

 

各会計の予算額でありますが、一般会計につきましては、前年度予

算額と比較し10億6,000万円の増、3.0%増の362億4,000万円とし

ております。 

 

 特別会計につきましては、10 会計の予算総額で、236 億 4,670 万

円、前年度に比較し、17.3％の減となっております。これは、おもに

下水道事業特別会計における災害復旧事業費が減少したことによるも

のでありますが、新たに藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計予算

を計上するなど、復興事業の促進に必要となる事業予算を計上してお

ります。市民生活に直結する国民健康保険事業、介護保険事業、後期

高齢者医療事業につきましては、給付費や拠出金の伸びが見込まれて

おり、給付費を十分確保するなど、前年度から増額した予算としてお

ります。 
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 また、水道事業と市立病院事業の企業会計の予算総額は、支出の合

計で61億7,281万3千円となり、前年度から7.1％の増となっており

ます。 

 

 水道事業会計につきましては、引き続き災害復旧事業費及び第６次

配水管整備事業費を計上しましたほか、新たに実施する老朽管更新事

業費の計上により、前年度から 4.7％の増となっております。また、

市立病院事業会計につきましては、手術室の機器整備など、建設改良

費の増額により、前年度から9.1%の増となっております。 

この2つの企業会計につきましては、新たな会計基準による予算を

計上しておりますが、平成 26 年度決算においても、安定した経営実

績に結び付くよう、経営の効率化と健全化に努めてまいります。 

 

なお、市立病院事業会計につきましては、外来患者数減少への対応

や、施設環境の改善が喫緊の課題であるなど、病院経営を取り巻く環

境が一段と厳しくなっております。 

このような中、平成２6年度市立病院事業会計予算につきましては、

経営環境の変化においても安定した経営体質を構築すべく、医事業務

改善による増収対策や地方債を活用した医療環境の向上を図りながら、

現金収支の黒字を確保した予算としております。 

今後とも黒字基調の経営維持と、さらに質の高い医療を提供し、市

民の皆様から安心と信頼を得られる病院運営に尽力してまいります。 
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 以下、新年度に行う事業につきまして、主なものを申し上げます。 

 まず、第５次長期総合計画の実現に向けた事業のうち、「だれもが

安心して暮らせるまちづくり」につきましては、 

継続事業の充実・強化を目指し、 

妊婦健診事業として 

待機児童ゼロ推進事業として 

子ども医療費助成事業及び拡大事業として 

障害者総合支援事業として 

公共下水道雨水施設整備事業として 

公共下水道汚水施設整備事業として 

第6次配水管整備事業として 

新規の事業につきましては、 

地域少子化対策強化交付金事業として 

子育て支援センター運営事業（土曜日開所）として 

介護支援ボランティア制度事業として 

塩竈市救急医療情報キット配布事業として 

防災ラジオ整備事業として 

空き家空き地対策事業として 

楓町緑地法面整備事業として 

壱番館施設改修事業（スロープ設置事業）として 

老朽管更新事業として 

3,485万１千円 

418万3千円 

1億3,444万円 

7億1,064万9千円 

1億8,755万円 

1億2,320万円 

5,508万5千円 

 

501万5千円 

85万円 

180万円 

87万5千円 

1,000万円 

47万6千円 

4,300万円 

150万円 

1億7,451万円 

 

 同じく、「海・港と歴史を活かすまちづくり」につきましては、 



 29 

宮城県漁業協同組合預託金として 

市内商店活性化促進事業（シャッターオープン・商人塾）として 

中小企業振興資金等預託・信用保証料補給事業として 

商工会議所商業活性化事業として 

企業誘致活動事業として 

観光交流推進事業として 

交通事業経営健全化計画策定事業として 

新規の事業につきましては、 

割増商品券事業として 

事業遊休地等調査業務として 

住みたい訪れたいまち・塩竈市景観計画策定事業として 

ごみ処理広域化事前調査事業として 

2億円 

374万4千円  

4億4,100万円 

500万円 

230万7千円 

1,095万円 

1,029万6千円 

 

4,500万円 

1,018万9千円 

650万円 

300万円 

 

同じく、「夢と誇りを創るまちづくり」につきましては、 

小学校指導教員配置事業として 

小中学校図書整備事業として 

心のケア及び図書整備員配置事業として 

小中学校特別支援教育支援員設置事業として 

杉村惇美術館事業として 

 新規の事業につきましては、 

市立浦戸小中学校一貫校事業として 

青山学院大学との連携事業として 

公民館再生可能エネルギー事業として 

1,336万1千円 

216万6千円 

1,030万8千円 

2,186万3千円 

569万4千円 

 

320万9千円 

38万4千円 

4,686万2千円 
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遊ホール舞台照明設備調光器盤改修事業として 4,100万円 

  

次に、塩竈市震災復興計画の早期実現に向けた事業のうち、「住ま

いと暮らしの再建」につきましては、 

宅地防災対策支援事業として 

災害公営住宅整備事業として 

塩竈市津波被災住宅再建支援事業として 

仮設住宅交通支援事業として 

被災児童生徒就学援助事業として 

東日本大震災記録誌作成事業として 

 新規の事業につきましては、 

倉敷・塩竈文化交流事業として 

8,000万円 

23億3,257万9千円 

4億4,100万円 

1,470万円 

1,559万4千円 

1,000万円 

 

55万円 

 

同じく、「安全な地域づくり」につきましては、 

港町地区復興道路整備事業として 

港町地区津波復興拠点整備事業として 

北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業として 

藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業として 

藤倉二丁目地区下水道事業として 

越の浦地区下水道事業として 

新浜町一丁目地区下水道事業として 

港町二丁目地区下水道事業として 

水道施設災害復旧事業として 

3億6,100万円 

8億7,300万円 

8億8,200万円 

3億7,400万円 

3億6,400万円 

13億3,980万円 

6億1,640万円 

16億3,320万円 

3億276万5千円 
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 新規の事業につきましては、 

都市計画道路八幡築港線関連市道整備事業として 

追加指定避難所等備蓄品整備事業として 

防災備蓄食糧拡充事業として 

指定避難所災害情報システム拡充事業として 

藤倉二丁目地区区画整理関連下水道事業として 

 

6,381万5千円 

2,463万2千円 

400万円 

340万円 

1億1,972万5千円 

 

同じく、「産業・経済の復興」につきましては、 

高度衛生管理型荷さばき所整備事業として 

塩釜水産物仲卸市場復興ＰＲ事業として 

水産加工業等復旧支援委託事業として 

塩竈市事業復興型雇用創出事業として 

商業復興加速支援事業として 

10億2,300万円 

580万円 

658万8千円 

3,457万円 

1,140万円 

 

同じく、「放射能問題に対する取り組み」につきましては、 

放射能測定事業として 

給食食材放射能測定事業として 

水産物の放射性物質検査等委託事業として 

461万6千円 

56万6千円 

550万円 

 

同じく、「浦戸地区の復興」につきましては、 

浦戸地区集落再生促進施設整備事業として 

桂島地区防災集団移転促進事業として 

寒風沢地区防災集団移転促進事業として 

1,598万1千円 

5,850万円 

2億300万円 
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朴島地区小規模住宅改良事業として 

桂島地区漁業集落防災機能強化事業として 

野々島地区漁業集落防災機能強化事業として 

寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業として 

漁港施設災害復旧事業として 

野々島地区漁港施設機能強化事業として 

寒風沢地区漁港施設機能強化事業として 

 新規の事業につきましては、 

浦戸地区土地利用計画策定促進事業として 

1億6,310万円 

3億7,200万円 

2億2,400万円 

3億7,500万円 

5億525万円 

5,200万円 

1億6,000万円 

 

768万6千円 

などを計上しております。 

 

 以上、平成 26 年度予算は、厳しい財政状況の中、長期総合計画の

実現と震災からの早期復興の実現に向け、最大限に配慮した予算とい

たしました。 

 しかしながら、本市を取り巻く厳しい環境は、長い期間に及ぶこと

が予想されます。この局面を一刻も早く打開し、今後とも市民の皆様

が安心してお暮らしいただけますよう安定的な財政運営に取り組んで

まいりますとともに、常に事業の進行管理に努めながら、本市の復興

と再生が実感いただけますよう全力を尽くしてまいります。 
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お わ り に  

 市政運営に取り組む所信の一端と施策の主な内容について申し上げ

ました。 

私は、「一燈照隅」を座右の銘として、市政を託された自らの責務

を果たし、ふるさとを照らす一つの明かりとなるべく、尽力してまい

りました。 

 

本市の復興は道半ばであり、前例のない厳しい道のりが続いてまい

ります。この難局に、我々行政がふるさと復興に向けた先達の明かり

となるべく、一丸となって挑んでまいります。 

そして、この明かりが、市民の皆様、議員の皆様、それぞれの明か

りとともに、ふるさとを照らすことで、必ずや復興が実現されると確

信しております。 

 

今、いくつかの復興の種が芽吹き、形となってきております。復興

の姿が見えると、未来への希望と活力につながります。 

新年度は、ふるさとに復興の槌音が響き、目に見える復興を進展さ

せ、市民の皆様にまちの再生が実感いただけるよう、各施策の実現に

邁進してまいります。 

 

市民の皆様並びに議員各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。 



【1】第5次塩竈市長期総合計画

１

妊婦健診事業 34,851

妊産婦・新生児訪問指導事業 1,588

待機児童ゼロ推進事業 4,183

放課後児童クラブ運営事業 45,778

延長保育促進事業(私立) 26,335

延長保育促進事業(公立) 34,364

障害児保育事業 4,704

子ども医療費助成事業 74,893

子ども医療費助成事業（拡大分） 59,547

○ 地域少子化対策強化交付金事業 5,015

ファミリーサポートセンター運営事業 4,843

○ 東日本大震災記録誌作成事業 850

児童虐待・DV防止スーパービジョン事業 2,808

中学生と赤ちゃんふれあい交流事業 599

定期予防接種事業 127,697

各種がん検診事業 85,824

がん検診推進事業 31,455

国民健康保険疾病予防事業 25,106

塩釜地区休日急患診療センター事業 38,525

二次予防事業の対象者把握事業 2,917

地域介護予防活動支援事業 12,088

○ 介護支援ボランティア制度事業 1,800

○ 第6期介護保険・高齢者福祉事業計画策定等事業 5,000

塩竈市浦戸地区介護サービス提供促進事業 208

地域包括支援センター運営事業 30,240

○ 塩竈市救急医療情報キット配布事業 875

養護老人ホーム入所措置事業 32,870

障害者総合支援費 710,649

　　　　　　　　主 要 事 業

　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○・・・新規事業

事　　　　業　　　　名 金額（千円）

だれもが安心して暮らせるまち
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事　　　　業　　　　名 金額（千円）

重度障害者移送費等助成事業 20,583

○ 防災ラジオ整備事業 10,000

木造住宅耐震対策事業 19,660

住環境整備事業 3,600

公共下水道雨水施設整備事業 187,550

自主防災組織支援事業 7,390

○ 空き家空き地対策事業 476

防犯対策事業 9,581

○ 楓町緑地法面整備事業 43,000

第６次配水管整備事業(水道) 55,085

○ 老朽管更新事業 174,510

○ 都市マスタープラン策定事業 3,579

○ 第3期都市再生整備計画策定事業 8,547

市営住宅改修事業 22,600

公共下水道汚水施設整備事業 123,200

○ 本庁舎北側法面崩落対策事業 12,918

市内循環バス補助事業（しおナビ１００円バス） 7,000

ＮＥＷしおナビ１００円バス運行事業 8,716

○ 壱番館施設改修事業（スロープ設置事業） 1,500

２

宮城県漁業協同組合預託金 200,000

みなと産直イメージアップ事業 500

水産加工業活性化支援事業 2,900

○ 遠洋底曳網漁業漁船誘致促進事業補助金 1,250

塩竈市浅海漁業振興支援事業 2,430

塩釜港利用促進事業 1,750

○ 割増商品券事業 45,000

市内商店活性化促進事業（シャッターオープン、商人塾） 3,744

中小企業振興資金等預託・信用保証料補給事業 441,000

商工会議所商業活性化事業 5,000

海・港と歴史を活かすまち
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事　　　　業　　　　名 金額（千円）

○ 事業遊休地等調査業務 10,189

企業誘致活動事業 2,307

塩竈みなと祭協賛会助成事業 7,956

観光交流推進事業 10,950

観光物産協会助成事業 3,800

○ 住みたい訪れたいまち・塩竈市景観計画策定事業 6,500

再資源化対策事業 132,802

清掃工場改良事業 47,200

○ ごみ処理広域化事前調査事業 3,000

BDF推進・燃料安定化事業 7,685

資源循環促進事業 13,965

交通事業経営健全化計画策定事業 10,296

３

小学校指導教員配置事業(少人数指導) 13,361

学力向上対策事業（サマースクール・ウィンタースクール） 865

小中学校図書整備事業 2,166

心のケア及び図書整備員配置事業 10,308

小中学校特別支援教育支援員設置事業 21,863

不登校児童・生徒適応指導教室(けやき教室)事業 3,751

○ 市立浦戸小中学校一貫校事業 3,209

浦戸地区通学費補助事業 2,039

小中学校情報教育施設整備事業 23,581

○ 青山学院大学との連携事業 384

杉村惇美術館事業 5,694

佐藤鬼房顕彰全国俳句大会支援事業 285

○ 公民館再生可能エネルギー事業 46,862

○ 遊ホール舞台照明設備調光器盤改修事業 41,000

一流アスリート誘致先導事業 1,000

市民活動推進事業 5,638

男女共同参画推進事業 624

市立病院改革プラン推進事業(繰出金) 637,909

夢と誇りを創るまち
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【2】塩竈市震災復興計画

（１）

宅地防災対策支援事業 80,000

災害公営住宅整備事業 2,332,579

塩竈市津波被災住宅再建支援事業 441,000

親子の心のケア推進（被災者支援）事業 11,755

塩竈市ふれあいサポートセンター運営業務委託事業 24,745

地域支え合い体制づくり事業 2,208

健康づくりサポート（被災者支援）事業 5,529

仮設住宅交通支援事業 14,700

被災児童生徒就学援助事業 15,594

復興教育・防災教育支援事業 220

○ 倉敷・塩竈文化交流事業 550

村山市小中学校交流事業 600

埋蔵文化財発掘調査事業 10,000

東日本大震災記録誌作成事業 10,000

（２）

港町地区復興道路整備事業 361,000

港町地区津波復興拠点整備事業 873,000

新浜町杉の下線道路事業 471,000

北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 882,000

藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業 374,000

新浜町杉の下線道路事業（区画整理関連） 221,000

○ 都市計画道路八幡築港線関連市道整備事業 63,815

○ 追加指定避難所等備蓄品整備事業 24,632

○ 防災備蓄食糧拡充事業 4,000

○ 指定避難所災害情報システム拡充事業 3,400

復興まちづくり総合支援事業 12,000

公共下水道災害復旧事業 20,000

藤倉二丁目地区下水道事業 364,000

事　　　　業　　　　名 金額（千円）

住まいと暮らしの再建

安全な地域づくり
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事　　　　業　　　　名 金額（千円）

○ 藤倉二丁目地区区画整理関連下水道事業 119,725

越の浦地区下水道事業 1,339,800

新浜町一丁目地区下水道事業 616,400

港町二丁目地区下水道事業 1,633,200

中の島地区下水道事業 204,600

北浜地区区画整理関連下水道事業 327,855

水道施設災害復旧事業 302,765

臨時災害放送局（FMラジオ）運営事業 2,236

（３）

高度衛生管理型荷さばき所整備事業 1,023,000

塩釜水産物仲卸市場復興PR事業 5,800

安全安心な魚市場運営業務委託事業 4,260

水産加工業等復旧支援委託事業 6,588

仮設施設維持管理事業 54,208

塩竈市事業復興型雇用創出事業 34,570

商業復興加速支援事業 11,400

（４）

放射能測定事業 4,616

給食食材放射能測定事業 566

放射能測定事業（保育所食材） 346

水産物の放射性物質検査等委託事業 5,500

（５）

○ 浦戸地区土地利用計画策定促進事業 7,686

浦戸地区集落再生促進施設整備事業 15,981

桂島地区防災集団移転促進事業 58,500

寒風沢地区防災集団移転促進事業 203,000

朴島地区小規模住宅改良事業 163,100

浦戸地区の復興

産業・経済の復興

放射能問題に対する取り組み
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事　　　　業　　　　名 金額（千円）

桂島地区漁業集落防災機能強化事業 372,000

野々島地区漁業集落防災機能強化事業 224,000

寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業 375,000

野々島漁港海岸保全施設整備事業 100,000

漁港施設災害復旧事業 505,250

漁業集落排水施設災害復旧事業 68,036

野々島地区漁港施設機能強化事業 52,000

寒風沢地区漁港施設機能強化事業 160,000
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