
【施策】

5-1 農業の振興
5-2 商工業の振興

5-3 企業誘致の推進
5-4 観光の振興

集い つながり 活気
あふれるまち＜産業分野＞

政 策

５

心がかよう地域の絆を
育むまち＜地域経営分野＞

【施策】

6-1 地域コミュニティの充実

6-2 市民活動の充実
6-3 開かれた市政の推進

政 策

６

理解と信頼で進める
自律したまち
＜行政経営分野＞

【施策】

7-1 適正な事務の執行と

サービスの提供
7-2 組織・人事マネジメント

7-3 効果的・効率的な行財政
経営の推進

政 策

７
政策

３

【施策】

3-1 学校・家庭・地域の連携

による教育力の向上
3-2 学校教育の充実

3-3 生涯学習の推進
3-4 市民スポーツ社会の推進
3-5 文化財の保護と活用

歴史・文化を継承し
豊かな心を育むまち
＜教育文化分野＞

政 策

３

環境を大切にする心を
育むまち＜環境分野＞

政 策

４

【施策】

4-1 環境との共生
4-2 生活環境の保全
4-3 資源循環型社会の形成

安全で快適に暮らせる
まち＜安全・快適分野＞

【施策】

1-1 災害対策の推進

1-2 防犯対策の推進
1-3 安全な消費生活の確保

1-4 交通安全対策の推進
1-5 交通環境の充実

1-6 市域の整備
1-7 中心市街地の整備
1-8 安全で安定した水の供給

政 策

１

元気で健やかに暮らせる
まち＜健康福祉分野＞

【施策】

2-1 地域福祉の推進

2-2 健康づくりの推進
2-3 子育て支援の充実

2-4 高齢者福祉の推進
2-5 障害者（児）福祉の推進
2-6 社会保障等の充実

政 策
２
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政策 ２ 元気で健やかに暮らせるまち ＜健康福祉分野＞

▽ 政策を実現する手段 6 施策

□施策 地域福祉の推進

地域で助け合い、支えあいができる環境が整っています。

▼ 施策を実現する手段 3 基本事業

地域福祉意識の醸成と担い手支援

多様な地域福祉活動の推進

地域で見守りあう仕組みづくり

2-1-2
多様な地域福祉
活動の推進

地域において多様な主体が行って
いる福祉活動が活発化していま
す。

H26現状値 H32目標値 指標の説明

地域で手助けしたり、されたりする環境が
整っていると思う市民割合（成果）

46.5% ↑

まちづくりアンケートで、「地域において、
互いに助けあい、支えあいができていると思
う」「どちらかといえばそう思う」と回答し
た市民の割合

基本事業 2-1-1

2-1-1
地域福祉意識の
醸成と担い手支
援

地域における福祉活動に関心を持
ち、取り組んでいます。 この1年間に福祉活動に取り組んだこ

とがある市民割合
↑

▼基本事業　 目指す姿 指標名 H32目標値

2-1-3
地域で見守りあ
う仕組みづくり

身近な地域の関わりが豊かになっ
ています。
地域の声掛け、見守り活動が進ん
でいます。

良好な近所づきあいができている市民
割合

日常生活における見守り協定を締結し
ている事業者数

災害時において要援護者を見守り合う
仕組みがある地域割合

基本事業 2-1-3

基本事業 2-1-2

2-1

■施策の目指す姿

■施策の成果指標

福祉活動に取り組む意識がある市民割
合

↑

民生委員・児童委員の年間平均活動日
数

→

福祉活動を行っている団体・事業者数 220団体

↑

8件

50.0%
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政策 ２ 元気で健やかに暮らせるまち ＜健康福祉分野＞

▽ 政策を実現する手段 6 施策

□施策 健康づくりの推進

市民が健やかに育ち、健康に暮らしています。

▼ 施策を実現する手段 5 基本事業

生活習慣の改善

疾病予防・早期発見・早期治療の推進

母子保健の充実

食育の推進

医療体制の充実

まちづくりアンケートで、「とても健康だと
思う」「健康な方だと思う」と回答した市民
の割合

↑

2-2

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 H32目標値 指標の説明

自分が健康だと思う市民割合（成果） 76.2% ↑

基本事業 2-2-1

基本事業 2-2-2

基本事業 2-2-3

基本事業 2-2-4

基本事業 2-2-5

▼基本事業　 目指す姿 指標名 H32目標値

2-2-1 生活習慣の改善
健康に関する知識を習得し、健康
に良い生活習慣を身につけていま
す。

健康に良い生活習慣の平均実践項目数
（全12項目中）

↑

2-2-2
疾病予防・早期
発見・早期治療
の推進

疾病を予防し、早期に発見・治療
しています。

がん検診を受けている市民割合 ↑

2-2-3 母子保健の充実
1歳6か月児健診の四種混合、麻しん、
風しんワクチンの終了者割合

95.0%

出産後の支援について満足している者
の割合

子どもが健やかに成長できるよう
に、母子の健康が管理されていま
す。

ー

↑

↑

2-2-5 医療体制の充実

乳幼児健診の平均受診率 →

41.0%

病気やケガの時に、いつでも医療
が受けられます。

塩釜地区休日急患診療センター等の受
診者数

1歳6か月児健診の経過観察者割合

↑

↑

2-2-4 食育の推進
食に関する正しい知識を身につけ
ています。

朝食を食べている市民割合
主食、主菜、副菜のそろった食事を
とっている市民割合

朝食を毎日食べている中学3年生の割
合

朝食を毎日食べている小学6年生の割
合

1年に1回健康診断を受けている市民割
合

↑

3歳児健診受診者一人当たりのむし歯
本数

0.8本
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政策 ２ 元気で健やかに暮らせるまち ＜健康福祉分野＞

▽ 政策を実現する手段 6 施策

□施策 子育て支援の充実

安心して子どもを育てられる環境が整っています。

▼ 施策を実現する手段 4 基本事業

就学前の教育・保育施設等の充実

地域における子ども・子育て支援の充実

子育ての不安の解消

子育ての経済的負担の軽減

放課後児童クラブの入級可能定員数 566人

12,140人
一時預かり・病後児保育の利用可能定
員数

安心して子どもを育てられる環境が整ってい
ると思う保護者割合（成果）

66.9% ↑

まちづくりアンケートで、「子どもを安心し
て生み育てることができる環境が整っている
と思う」「どちらかといえばそう思う」と回
答した中学校以下の子どもを持つ保護者の割
合

2-3

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 H32目標値 指標の説明

基本事業 2-3-1

この地域で、今後も子育てしていきたいと思
う保護者割合（成果）

ー ↑

３歳児健康診査時アンケートで、「この地域
で、今後も子育てをしていきたいと思う」
「どちらかといえばそう思う」と回答した３
歳児の子どもを持つ保護者の割合

基本事業 2-3-2

基本事業 2-3-3

基本事業 2-3-4

▼基本事業　 目指す姿 指標名 H32目標値

2-3-1
就学前の教育・
保育施設等の充
実

安心して子どもを預けることがで
きます。

教育・保育施設等の待機児童数 0人
教育・保育施設等の定員数 1,452人
地域型保育事業の数 6箇所

2-3-2
地域における子
ども・子育て支
援の充実

地域の子ども・子育て支援事業が
利用できています。

市の子育て相談ができる場を知ってい
る保護者割合
地域子育て支援拠点箇所数

↑

4箇所

2-3-3
子育ての不安の
解消

子育ての不安が軽減され、安心し
て子育てができます。

自分の子ども（乳幼児）に対して、育
てにくさを感じている乳幼児を持つ保
護者割合

↓

家庭児童相談件数 ー
家庭児童相談人数 ー

2-3-4
子育ての経済的
負担の軽減

子育ての経済的負担が軽減されて
います。

子育て経済負担の軽減総額 ー
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