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はじめに 

 

１ 本書の構成について 

本市では、市民の普段の生活を支え、且つ快適で心ゆたかに過ごすことができるまち

づくりを行うための取組みを計画的に進めるために「石巻市総合計画基本計画」（以下「総

合計画」と表記）を、また、東日本大震災からの復旧・復興を成し遂げるための取組み

を計画的に進めるために「石巻市震災復興基本計画」（以下「復興計画」と表記）を策定

しています。 

そして、これら二つの計画に掲げた施策を実現するための短期の事業実施計画として、

「石巻市総合計画実施計画」と「石巻市震災復興基本計画実施計画」を策定しています。 

 

本書では、第１部に「石巻市総合計画実施計画」を掲載しています。 

この計画は、市民が快適で心ゆたかに生活できるまちづくりを計画的に進めるため、

総合計画に掲げる各種施策を具体化する平成２５年度から３か年の事業実施計画となっ

ています。 

構成は、計画の施策体系、目標、重点施策、施策別の事務事業計画及び建設事業一覧

としています。 

 

第２部には、「石巻市震災復興基本計画実施計画」を掲載しています。 

この計画は、東日本大震災により被災した市民の生活を取り戻し、また、災害に強い

新たな街づくりを計画的に進めるべく、平成２３年１２月に策定した復興計画が掲げる

各種施策を具体化する平成２５年度からの３か年の事業実施計画となっています。 

構成は、復興の基本理念、重点プロジェクト、施策別の事務事業計画及び建設事業一

覧としています。 

 

 

２ 実施計画対象事業 

(1) 掲載対象事業 

基本計画に掲げている施策に基づく各種事業のうち、市が実施する事業を施策単位

ごとに掲載しています。なお、国、県及び民間が事業主体となって行う事業であって

も、市が事業費の一部を負担・助成する事業は掲載しています。 

(2) 掲載対象外事業 

  行政内部事務、施設の運営・維持管理事業等は除きます。 
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３ 建設事業費について 

  各事業実施計画掲載した事業のうち、施策体系別の３か年の建設事業費の合計は、以

下のとおりとなります。 

【総合計画実施計画】                        （単位：千円） 

区 分 建設事業費 

第１章 ともに創る協働のまち 75,322 

第２章 個性と創造性豊かな未来の担い手をはぐくむまち 542,497 

第３章 地域資源を活かして元気産業を創造するまち 968,265 

第４章 安心して健やかに暮らせるまち 973,522 

第５章 心ゆたかな誇れるまち 4,629,280 

第６章 地域の個性が輝き融和するまち 1,699,460 

合  計 8,888,346 

※ 各種特別会計の建設事業のほか、一部非建設事業を含みます。 

 

【復興計画実施計画】                         （単位：千円） 

区 分 建設事業費 

施策大綱１ みんなで築く災害に強いまちづくり 311,047,863 

施策大綱２ 市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す 105,633,849 

施策大綱３ 自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる 78,000,030 

施策大綱４ 未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる 15,869,939 

合  計 510,551,681 

※ 各種特別会計の建設事業のほか、一部非建設事業を含みます。 

 

 

４ 個別事業概要の見方について 

実施計画においては、次の形式で、個々の事業の概要を示しています。 

 

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

④

単位 目標

活動指標

成果指標 ⑥

③

指　標　名 目標 目標

⑤

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

④ ④

① ○○課 ②
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① 事業コード 

事業には、それぞれコードを付しています。 

このコードは、総合計画の施策体系又は復興計画の施策体系に準じています。 

総合計画においては、事業コードが「００１-００２-００３-１２３」の場合、最初の

３桁の数字は第１章を、２番目の３桁は第２節を、３番目の３桁は細節３を、最後の３

桁は事業番号１２３をそれぞれ表しています。 

 

 

００１-００２-００３-１２３  

                    事業番号１２３ 

                 細節３ 

 第２節 

        第１章 

 

 

復興計画においては、事業コードが「００１-１０４-００２-１２３」の場合、最初の

３桁の数字は施策大綱１を、次の「１０４」は大区分（１００の位）と中区分（１の位）

を、次の「００２」は小区分を、次の「１２３」は事業番号を意味します。 

 

 

００１-１０４-００２-１２３  

               事業番号１２３ 

            小区分２ 

 大区分１及び中区分４ 

      施策大綱１ 

 

 

② 摘要 

  摘要欄には以下の内容に対応した表記を行っています。 

  【総合計画実施計画】 

表 記 内 容 

「継続」 実施計画への掲載が継続される事業 

「建設」 建設事業 

「新規」 新規事業 

「掲載新規」 既存事業で新たに掲載した事業 

「リ」 総合計画リーディング事業 

 

総合計画コード例 

復興計画コード例 
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【復興計画実施計画】 

表 記 内 容 

「建設」 建設事業 

「新規」 新規事業 

「掲載新規」 既存事業で新たに掲載した事業 

「交付金」 復興交付金を活用した事業 

「基金」 震災復興基金を活用した事業 

 

③ 事業期間 

事業の実施期間を示しています。 

なお、総合計画実施計画においては、毎年度継続的に実施しているソフト事業等は、

特に事業期間を明示していません。 

 

④ 年度別事業内容 

年度ごとの事業内容を記載しています。事業概要に記載の内容と同様の場合は、単に

「実施」と記載しています。 

 

⑤ 活動指標 

どれだけの活動を行うか、どのようなサービスを市民に提供するのかを表す指標です。 

 

⑥ 成果指標 

実際に行う活動や提供するサービスの結果、市民にどのような影響（効果）を与える

かを表す指標です。 

⑤及び⑥については、指標設定が困難である事業や指標による管理が適当でない事業

もあることから、指標設定を行っていない事業もあります。 
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第２部 
 

震災復興基本計画 

実施計画 
（平成 25年度～平成 27年度） 

 
 

－最大の被災都市から世界の復興モデル都市石巻を目指して－ 

絆と協働の共鳴社会づくり 
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第２部 震災復興基本計画実施計画         

1 復興の基本理念 

本計画では、復旧・再生を乗りこえる新たな産業創出や減災のまちづくりなどを推進し

ながら、快適で住みやすく、市民の夢や希望を実現する「新しい石巻市」の創造を目指し、

次の３つの基本理念を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念１：災害に強いまちづくり 

 

 

 

 

 

 

基本理念２：産業・経済の再生 

 

 

 

 

 

基本理念３：絆と協働の共鳴社会づくり 

 

 

 

 

 

 

多くの市民が被災し、電気、水道などのライフラインの寸断を引き起こした今回の

震災の教訓を踏まえ、単なる「復旧」にとどまらず、防災基準・防災体制を抜本的

に見直し、市民の命を守る災害に強いまちづくりを念頭に、新たな視点で都市デザ

インを描いたまちを構築するとともに、ライフラインの補完や快適な生活空間とし

て新エネルギーを活かしたまちづくりを目指します。 

基幹産業である紙・パルプ製造業、飼肥料製造業、合板製造業及び食を支える重要

産業である農林水産業などが壊滅的な被害を受けた中、今後の産業の連携・融合も

含めた在り方を検討し、復旧・復興を促進するとともに、地域資源を活かした産業

振興基盤づくりを図ります。 

 

人と人との結びつき・「絆」を大切にするとともに、市、地域、企業、大学、NPO

などが総力を結集し、新たなまちづくりに向かって「共鳴」しながら、豊かで支え

あう地域社会の構築を図ります。 

 

基本理念１ 

災害に強い 

まちづくり 

基本理念３ 

絆と協働の 

共鳴社会づくり 

基本理念２ 

産業・経済の

再生 
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2 重点プロジェクト 

重点プロジェクトは、最大の被災都市である本市から世界の復興モデル都市を実現する

復旧・再生・発展を戦略的に牽引する事業として、３章の施策の展開に位置づけた事業の

うち、相乗効果が高く、優先的かつ重点的に取り組む事業を７つの視点からプロジェクト

として一体的に取りまとめたものです。 

事業名の後の括弧内の数字は、掲載ページを表します。 

 

（１）安心安全再生プロジェクト  

 【主な事業】 

・災害用備蓄配備事業（117） 

・避難ビル整備事業（117） 

・避難タワー整備事業（118） 

 ・地域防災計画改訂事業（119） 

 ・自主防災組織機能強化事業（119） 

・街路整備事業（128） 

・排水ポンプ設置事業（129） 

  

（２）住宅再建復興プロジェクト  

 【主な事業】 

・土地区画整理事業（124） 

・市街地再開発事業（124） 

・防災集団移転促進事業（125） 

 ・災害公営住宅整備事業（145） 

 ・住宅再建支援事業（147） 

 

 

 

 災害時における市民の生命と安全を守るため、破壊された防波堤や防潮堤、高盛土道

路、内水排水施設等の整備のほか、迅速かつ安全に避難できる避難路や避難場所等の

整備を推進します。 

 個人と社会で安全な場所に逃げる体制を構築するため、地域防災計画の見直し、防災

教育や自主防災組織等の強化を図るとともに、災害情報伝達手段の整備や避難所の機

能強化もあわせて推進します。 

 恒久的な住まいの再建のため、各地区において住民の意向等を踏まえながら、土地区

画整理事業や防災集団移転促進事業により、安全に、かつ、安心して暮らせる住環境

を整備します。 

 自力での再建が困難な方の住まいの確保のため、多様な住居形態に配慮した安価な家

賃で入居できる災害公営住宅等の整備を推進します。さまざまなサービスが近接した

コンパクトな住まいづくりの再生のため、中心市街地への住宅整備の促進を図りま

す。 
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（３）まちなか再生プロジェクト  

 【主な事業】 

・市街地再開発事業（124） 

・仮設施設整備事業（160） 

 ・水辺の緑のプロムナード整備事業（162） 

 ・まちなか観光推進事業（168） 

 

（４）海と大地との共生プロジェクト  

 【主な事業】 

・漁港災害復旧事業（155） 

 ・水産物地方卸売市場建設事業（157） 

 ・水産業共同利用施設整備支援事業（158） 

 ・水産加工団地共同排水処理施設復旧再生事業（159） 

 ・共同利用漁船等復旧支援事業（160） 

 ・農山漁村地域復興基盤整備事業（164） 

 ・優良肉用牛生産振興対策事業（166） 

 

（５）絆づくりプロジェクト 

 【主な事業】 

・コミュニティ形成支援補助事業（122） 

 ・集会所等コミュニティ施設復旧整備事業（122） 

 にぎわいのある中心市街地を再生させるため、住民の安全を守る堤防等の整備にあわ

せ、新たな観光戦略として活用できる市街地再開発事業やまちなか居住の促進によ

り、コンパクトなまちづくりを推進します。 

 新鮮で豊富な食材等を活かしたイベントの実施により、たくさんの人が集い、楽しみ、

買い物ができる中心市街地の魅力の向上を図ります。 

 本市の経済、産業活動の拠点である石巻港の物流機能の早期回復を図るため、特に被

害の大きかった企業専用岸壁・護岸については公共事業による整備を促進します。 

 すべての漁港については、被災した防波堤、岸壁などの復旧を行うとともに、海外マ

ーケットにも通用する魚市場の整備を行います。 

 地盤沈下による日常的な冠水で復旧が遅れている水産加工団地の再生に向け、沈下し

た地盤の復旧を促進します。 

 沿岸漁業の生産環境の復旧のため、共同利用施設等の整備を支援するとともに、水産

加工業の再生を支援します。 

 被災農地の早期復旧と被災農家経営再開支援事業による所得確保対策に取り組みま

す。 

 コミュニティ活動の再生や新たな市街地へのコミュニティづくりのため、ボランティ

アの方々との新たな絆を大切にしながら、集会所等のコミュニティ施設の復旧やコミ

ュニティ形成のための基盤強化・組織づくりを支援します。 

 今後、さまざまな復旧・復興の各種事業を進めていくに当たり、単に事業のスピード

アップだけでなく、市民、NPO、地域、企業等との絆づくりや協働でのまちづくりを

重視し、共鳴しながら、事業の展開を図ります。 
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 ・地域自治システム構築支援事業（123） 

 ・ボランティア地域活性化事業（123） 

・復興協働プロジェクト協議会関連事業（134） 

 ・災害ボランティアセンター運営支援事業（138） 

 

（６）石巻さきがけプロジェクト 

 【主な事業】 

・太陽光発電普及促進事業（133） 

・公共施設再生可能エネルギー導入事業（133） 

・復興協働プロジェクト協議会関連事業（134） 

・マリンバイオマス推進事業（181） 

  

（７）未来の伝承プロジェクト 

 【主な事業】 

・震災記録収集整理事業（121） 

 ・慰霊碑（モニュメント）建立事業（121） 

 ・都市公園等整備事業（132） 

 

 

３ 膨大な事業費への財源確保   

  今回の復興基本計画実施計画の策定に当たっては、財源の多くを復興交付金や国庫補助

金、復興特別交付税を想定し、各事業の目標年次等を定めています。 

復興事業における本市単独での財源確保は困難な状況であり、各事業の熟度、精度を上

げながら、逐次、復興交付金や国庫補助金の確保を図り、事業を進めていきます。 

また、災害救助費等の補助対象外事業の財源確保や各種の復興事業の補助事業への適用

につきましても、国に対して財源確保の要望を行っていきます。 

 環境にも配慮した災害に強いまちづくりに向けて、新エネルギー等を活用したスマー

トコミュニティの推進に取り組みます。 

 既存産業の復旧に加え、植物工場やマリンバイオマス等の新たな産業の誘致に努めま

す。 

 津波の恐ろしさを市民に、そして訪れる多くの人に伝承していくため、震災記念碑や

メモリアルパーク等を整備するとともに、震災施設の伝承保存や震災体験等を語り伝

える仕組みを構築していきます。 



115 

 

 

 

施策大綱１ 
みんなで築く 

災害に強いまちづくり 
 

 

 

■ 大区分１ 新たな防災体制の構築 

■ 大区分２ 地域の力でみんなで守る 

■ 大区分３ 減災まちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

施策大綱１ みんなで築く災害に強いまちづくり 

 ◎ 基 本 目 標

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 施 策 の 体 系 

 

新たな防災体制の構築 

防災施設の整備 

防災拠点・機能の整備 

避難所の配置・運営の見直し 

避難ビル等の設置・機能整備 

情報伝達手段の整備 

防災行政無線等の強化 

IT・携帯電話回線のバックアップ機能強化 

安否確認等システムの整備 

防災対策の見直し 

地域防災計画の見直し 

防災教育の強化 

地域コミュニティによる自主防災組織の機能強化 

安全かつ円滑に避難できる避難路の設定 

女川原子力発電所等の安全確保 

震災記録の継承 
災害アーカイブの公開と記録展示施設の整備 

慰霊碑の建立や震災施設の保存 

地域の力でみんなで守る 

地域コミュニティの再生支援 

行政区機能の復旧 

コミュニティ支援による絆の形成 

集会所等コミュニティ施設の復旧 

多文化共生社会の構築 

協働のまちづくりの推進 

減災まちづくりの推進 

都市基盤の復旧・復興 

市街地の整備 

沿岸部集落の整備 

道路・橋りょうの整備 

雨水排水施設の整備 

下水道施設の整備 

公園緑地の整備 

急傾斜地の整備 

上水道施設の整備 

津波減災施設の復旧・復興 

海岸保全施設の整備 

河川施設の整備 

高盛土道路の整備 

防潮林の整備 

新エネルギー等の活用 
新エネルギー等の活用による環境に配慮した災害に強いま
ちづくりの推進 

・防災施設の機能整備や災害情報の伝達手段、避難経路の整備など防災計画を見直

すとともに、市民が自らの命を守るための防災意識の醸成を推進し、新たな防災

体制を構築します。 

・仮設住宅や新市街地でのコミュニティの形成を支援し、人と人との絆を強め、共

鳴する地域コミュニティの再生を目指します。 

・災害時の被害を最小限にする減災の考え方に基づき、災害に強い都市基盤整備を

進めるとともに、新エネルギーの導入など、環境にも配慮した災害に強いまちづ

くりを推進します。 



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 食 12,500

成果指標 % 50.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 区 419

成果指標 区 419

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 棟 5

成果指標 % 50.0

実施

指　標　名 目標 目標

非常食の購入 12,500 12,500

非常食の配備率 75.0 100.0

001-101-002-00284 総務部防災対策課 基金

001-101-003-00286 総務部防災対策課 建設・交付金

避難ビル整備事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

津波から市民の安全を確保するため、民間事業者等が設
置・建設する津波避難場所に対し、「石巻市津波避難場所
整備事業補助金」を交付し、津波避難場所の整備を促進す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

避難ビル指定数 5 10

避難が困難と思われる地区の解消 75.0 100.0

災害用備蓄配備事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

大震災の教訓を踏まえ、避難所等への食糧、飲料水、毛布
等の災害用物資の配備を計画的に行う。
・食糧50,000食、飲料水50,000本、災害用毛布50,000枚の
配備。

実施

実施

指　標　名 目標 目標

登録申請行政区数 419 419

支援体制構築行政区数 419 419

001-101-002-00285 福祉部福祉総務課

災害時要援護者避難支援事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

災害発生時における、災害時要援護者の安否確認や避難支
援を円滑に行うため、要援護者の登録、関係機関における
情報共有、地域における支援体制づくりを推進する。

実施
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 52.4

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 基 3

成果指標 % 50.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

建築工事

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

指　標　名 目標 目標

避難タワー設置数

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-101-003-00676 総務部防災対策課 建設・交付金

避難タワー整備事業 平成25年度

津波から市民の安全を確保するため、津波避難ビルの指定
が困難な場所へ避難タワーを整備する。

001-101-003-00287 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

都市防災総合推進事業 平成27年度

事業進捗率 74.9 100.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

被災各地の復興マスタープラン及び事業化検討、まちづく
りアドバイザー派遣等による復興まちづくりを支援する。
また、津波シミュレーションによる多重防御や防災上重点
的かつ緊急に整備する地域を明確化し、避難可能な高台・
施設への避難路を整備する。

実施 実施

避難が困難と思われる地区の解消

建設・交付金

指　標　名 目標 目標

平成27年度

石巻港津波避難ビル（防災備蓄倉庫）整備事業

平成27年度

震災で被災し、取り壊した石巻港湾合同庁舎を国で新たに
整備することから、その建設に併せ、避難ビルとして津波
避難者用の防災備蓄倉庫を合同庁舎内に整備する。

指　標　名 目標

001-101-003-00681 建設部河川港湾室

事業進捗率

平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

目標
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標 % 100.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標 % 100.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 77.0

成果指標 % 77.0

完成率

完成率

今回の震災においては、市民生活における防災に対する安
全対策の考え方を根底から見直しする必要があることか
ら、抜本的に見直した地域防災計画の策定を行う。
H25：風水害編、震災編

指　標　名 目標 目標

地域防災計画改訂事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

地域防災計画の見直しや災害検証、宮城県の被害想定を加
味し、避難場所や避難路、危険区域等の情報をハザード
マップとして作成、配付し、今後の災害に備える。

001-103-001-00295 総務部防災対策課 交付金

ハザードマップ作成事業 平成25年度

自主防災組織率 80.0 82.0

自主防災組織率 80.0 82.0

自主防災組織の更なる機能強化を促進し、地域における防
災力の向上、防災意識の醸成を図るため、防災資機材購入
費、防災倉庫設置購入費、食糧備蓄購入費、防災訓練費の
補助を行う。

実施 実施

001-103-001-00294 総務部防災対策課 交付金

指　標　名 目標 目標

自主防災組織機能強化事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

完成率

001-103-003-00296 総務部防災対策課 基金

指　標　名

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

目標 目標

完成率

事　業　概　要　（全体計画）
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

調査設計

単位 目標

活動指標 % 4.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 30.0

成果指標 % 30.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 3

成果指標

平成26年度 平成27年度
事　業　概　要　（全体計画）

年度別事業内容

平成27年度

001-103-004-00298 総務部防災対策課 建設・交付金

誘導表示板設置事業

100.0設置率 70.0

実施 実施

設置率 70.0 100.0

避難経路設定に伴い、避難場所、避難所、避難ビル・タ
ワー、避難所案内板、避難誘導表示板、視覚障害者誘導標
等を設置する。

指　標　名 目標 目標

001-103-005-00300 生活環境部環境放射線対策室

放射線情報公開事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

福島第一原発事故による放射能に対する不安の解消のた
め、本市ホームページにより、放射線量の測定データの提
供や放射線量の基準値、放射線・放射能、原子力発電所の
仕組み等についての情報を提供し、正しい知識の普及啓発
を図る。
また、市民及び学校生徒に対して放射線教室を開催する。

実施 実施

事業進捗率 73.0 100.0

3

災害発生時の緊急輸送路、避難路等になりうる道路を市内
各所に整備する。
H25：調査設計、H26：用地取得・整備、H27整備

用地取得

工事
工事

指　標　名 目標 目標

避難路整備事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-103-004-00297 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

3

指　標　名 目標 目標

放射線教室の開催
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

情報収集・
整理等

単位 目標

活動指標 回 2

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

場所選定
（総合支
所）

単位 目標

活動指標

成果指標 基

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実　施

単位 目標

活動指標

成果指標 回 1

東日本大震災犠牲者追悼式 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-201-001-00303 総務部総務課 基金

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

001-104-001-00301 企画部秘書広報課 基金

平成26年度 平成27年度

情報収集・整
理等

情報収集・整
理等

平成32年度震災記録収集整理事業

展示回数 2 2

実　施

指　標　名 目標 目標

東日本大震災により未曽有の被害を受けたことから、技術
資料、歴史資料等として、その被害状況、復興への道程を
デジタルアーカイブ等で後世に伝えていくもの。

指　標　名 目標 目標

東日本大震災犠牲者追悼式 1 1

東日本大震災により犠牲となった方々を追悼するため、河
北総合センターをメイン会場に市主催の追悼式を開催す
る。
また、各総合支所にも献花台を設置し、一般の参列者の献
花を受け付ける。

実　施

慰霊碑（モニュメント）建立 6 1

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

震災により犠牲となった方々を慰霊するため慰霊碑を建立
する。本庁地区は、今後整備する「鎮魂の森公園」内に設
置する。
また、各総合支所地区内にも同様に慰霊碑を建立する。

庁内検討委員
会

建立業務コン
ペ

実　施

実　施

指　標　名 目標 目標

001-104-002-00302 総務部総務課 建設・交付金

慰霊碑（モニュメント）建立事業 平成27年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 370

成果指標 件 370

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 17

成果指標 件 17

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 3

成果指標 件 50

平成26年度 平成27年度
事　業　概　要　（全体計画）

年度別事業内容

平成32年度コミュニティ形成支援補助事業

001-201-003-00305 企画部市民協働推進課 基金

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成32年度

001-201-004-00307 企画部市民協働推進課

外国人相談窓口開設事業

交付件数 3

実績件数 3

平成26年度 平成27年度

実施

地域コミュニティの再生・形成に不可欠である集会施設を
新築、改築、増築、改修事業する場合や集会所として使用
する目的である既存建物・土地の取得事業に対して助成す
る。

実施 実施

申請件数 370 370

住民主体による地域づくりのためのコミュニケーションづ
くりを推進するため、町内会や仮設住宅団地など比較的小
さいエリアで開催する交流イベント事業等に補助金を交付
し支援する。

指　標　名

指　標　名 目標 目標

001-201-003-00306 企画部市民協働推進課 建設

集会所等コミュニティ施設復旧整備事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

目標 目標

目標 目標

相談員数

平成26年度

370実績件数 370

平成26年度 平成27年度

3 3

相談件数 50 50

外国人も安心を実感できるまちとするため、中国語、韓国
語、英語・タガログ語の4か国語対応の外国人相談窓口を
毎週、定期的に開設する。

実施 実施

指　標　名
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 1

成果指標 % 100.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 団体 2

成果指標 件 2

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 団体 8

成果指標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-201-005-00310 企画部市民協働推進課 基金

地域自治システム構築支援事業 平成32年度

001-201-004-00308 企画部市民協働推進課

日本語教室等開設事業 平成32年度

3 5

ボランティア地域活性化事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）

震災で多くの自治組織や各種活動団体等にダメージを受け
ていることから、地域の自治組織の再構築や基盤整備の支
援策を講じるとともに、地域自治システム構築が可能な地
域から段階的に実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

市内には現在、500人を超える外国人住民が住んでおり、
本市で暮らす外国人の交流機会を増やすとともに、地域の
国際化に寄与する団体の育成を図るため、外国人のための
日本語教室を開催する団体の活動を支援する。

実施

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

震災時に多くの支援をいただいた全国各地の方々へ復興情
報を発信、市民へボランティアへの関心を高める機会を設
け、ボランティア活動を通じた「絆」の継続と、地域交流
を促進する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

活動実績団体数 8 8

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

住民自治組織の設立数 3 5

事業申請件数

実施

指　標　名 目標 目標

補助件数 1 1

補助率 100.0 100.0

001-201-005-00678 企画部市民協働推進課 掲載新規
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 23.8

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 百万円 9.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 百万円 1,674.0

成果指標

001-301-001-00314 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

優良建築物等整備事業 平成27年度

事業進捗率 54.7 77.0

目標

土地区画整理事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

事業地区内の宅地が整形になり、道路網、公園が配置さ
れ、避難路、避難場所を整備する。（1釜・大街道、2南
浜、3湊、4新蛇田、5新渡波）285ha
H25換地設計・実施設計、H26：建物補償・造成工事、
H27：公共施設工事

実施 実施

指　標　名 目標

001-301-001-00312 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

まちなか居住を促進し、市街地の環境改善と併せて、津波
避難施設としても活用できる、良好な市街地住宅等の供給
を図るため、民間事業者に対して支援する。

補助対象：調査設計、土地整備、建築工事

実施 実施

市街地再開発事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-001-00315 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

指　標　名 目標 目標

補助金交付額 118.5 118.5

まちなか居住を促進するとともに、被災市街地の商業施設
や災害公営住宅などの公共施設等の一体的整備を図り、津
波避難施設としての機能も有する複合ビルを整備する。ま
た、整備をする再開発組合等への支援をする。
1:中央一丁目14.15、2:中央二丁目11、3:中央三丁目1、4:
立町二丁目5、5:立町一丁目5

実施 実施

指　標　名 目標 目標

市街地再開発に係る事業費 2,955.0 1,379.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

事業認可

測量・設計

用地取得

単位 目標

活動指標 % 14.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 百万円 33,247.0

成果指標 % 34.6

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

平成29年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

東日本大震災により、今後の土地利用計画において居住に
適当でないと認められる区域内の住居を安全な高台または
内陸部へ防災のための集団的移転を円滑に推進する。
48地区、188.6ha
H23：調査設計、H24以降：調査設計、用地取得、整備

実施 実施

指　標　名 目標 目標

整備に係る事業費

001-301-002-00316 震災復興部集団移転対策課 建設・交付金

埋蔵文化財発掘調査事業

24,915.9 35,975.6

事業進捗率 55.2 84.9

本市の都市核拠点である、石巻駅周辺地域の津波防災拠点
を整備する。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

津波復興拠点整備事業（石巻駅周辺） 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-001-00568
建設部都市計画課
企画部総合政策課

建設・掲載新規・交付金

平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

文化財保護法に基づき、震災により住宅や店舗等を失った
市民が新たに住居や商店等の建築などを行う際に、必要と
なる埋蔵文化財の発掘調査や大規模開発等における事前の
分布調査、試掘調査・確認調査及び沼津貝塚等の重要遺跡
の保存調査を実施する。

001-301-002-00317 教育委員会生涯学習課 交付金

防災集団移転促進事業

指　標　名 目標 目標

開発行為にかかる発掘届・発掘通知に対する着手率 100.0 100.0

実施 実施
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 88.1

成果指標 % 88.1

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 40.0

成果指標 % 38.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

耐震補強

単位 目標

活動指標 % 43.3

成果指標 % 64.2

平成26年度 平成27年度

事業進捗率 82.5 100.0

実施

指　標　名 目標 目標

001-301-003-00320

001-301-003-00319 建設部道路課 建設

道路橋りょう等応急復旧事業 平成27年度

東日本大震災で被災を受けた道路や橋りょう等の応急復旧
により機能の暫定回復を図り、安全で円滑な通行を確保す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 95.7 100.0

事業進捗率 95.7 100.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

建設部道路課 建設

道路橋りょう災害復旧事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

001-301-003-00325 建設部道路課 建設

橋りょう改良事業

橋梁架替

橋梁改良率 64.2 76.1

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 48.1 60.7

平成27年度

平成29年度

道路復旧率 87.0 100.0

東日本大震災により被災を受けた道路や橋りょう等公共土
木施設の復旧を図るもの。

道路延長：約300,000m

実施

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

歩行者等の安全や災害時にも安定した物資の輸送路を確保
する。
・耐震補強3橋（住吉跨線橋、中埣橋、石巻大橋）
・架替え1橋（蛇田新橋）

橋梁架替

詳細設計
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 55.3

成果指標 % 36.2

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

　調査・設
計

用地補償

工事

単位 目標

活動指標 % 16.3

成果指標 % 14.1

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

用地購入

工事

単位 目標

活動指標 % 41.0

成果指標 % 33.0

屋敷浜・猪落線道路改良事業 平成27年度

国道398号が通行止めになった場合に支援・救援の大型車
両の乗入れを容易とすることで、早期の被災者対応や、物
資の輸送が円滑に行えるよう幅員を確保する。
全体計画：延長L=1,090m、幅員W=7.0m

工事 工事

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度
事　業　概　要　（全体計画）

地区内交通の円滑化・歩行者、通行車両の安全確保と緊急
時の避難路としての機能させる。

全体計画：延長L=990m（690m+300m）、幅員W=7.5m、橋梁
N=2基

道路改良率 68.1 100.0

001-301-003-00327

流留垂水避難路整備事業 平成27年度

実施 実施

改良延長換算 54.9 100.0

001-301-003-00328 建設部道路課

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

山崎馬鞍線道路改良事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

建設部道路課 建設・交付金

平成27年度

001-301-003-00326 建設部道路課 建設

事業進捗率 77.8 100.0

沿岸部の住民が内陸へ避難できる道路として、また、併せ
て災害時の救助・救援活動を展開することができる道路と
して整備する。
全体計画：延長L=710m、幅員W=10.0m

工事 工事

指　標　名 目標 目標

事業費換算 56.3 100.0

建設・交付金

指　標　名 目標 目標

事業費換算 72.0 100.0

改良延長換算 66.5 100.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 百万円 544.7

成果指標 % 13.9

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 27.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 2.4

成果指標

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 51.0 69.0

街路事業により、道路交通ネットワークの充実を図る。
（半島地区の地区間相互の接続道路整備）

H24：調査設計、H25：用地取得、整備、H26：用地取得、
整備、H27：整備

実施 実施

001-301-003-00333 震災復興部集団移転対策課 建設・交付金

道路橋りょう整備事業 平成28年度

事業進捗率 50.1 86.3

指　標　名 目標 目標

整備に係る事業費 1,661.2 1,661.2

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

七窪蛇田線街路整備事業 平成30年度

事　業　概　要　（全体計画）

実施

001-301-003-00586

001-301-003-00334 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

街路整備事業 平成29年度

平成27年度

建設部都市計画課

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

建設・交付金

目標

事業進捗率 16.4 37.1

実施 実施

指　標　名 目標

鉄道で南北に分断された中心市街地へのアクセス性の向上
による円滑な交通の確保を図る。
計画延長L=570m、計画幅員W=18m

街路事業により、道路交通ネットワークの充実を図る。
（9路線、13km）
1:南光門脇線、2:（仮称）湊中央線、3:門脇稲井線、4:渡
波稲井線、5:石巻工業港運河線、6:釜大街道線、7:河南川
尻線（石巻大橋住吉跨線橋）、8:矢本蛇田線、9:新大埣菰
継線

実施
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 2.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 31.8

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 箇所 25

成果指標

平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

県道石巻雄勝線と国道398号石巻バイパス大瓜工区までを
結ぶ市道に歩道を設置し、歩行者等の安全確保を図る。

全体計画　延長L=1,600m、歩道幅員W=2.5m

事業費換算 68.8 90.5

001-301-004-00336 建設部下水道管理課

排水ポンプ設置事業（高潮対策） 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

実施

平成26年度 平成27年度

指　標　名 目標

実施 実施

平成27年度

県の災害復旧・河川改修事業を合併し、老朽化した石崎橋
を架け替えるため、前後の道路整備と石崎橋の拡幅分の工
事費を負担し、歩行者等の安全確保、地区内交通の円滑化
を図る。

全体計画　延長L=1,250m、幅員W=16m、橋1基

実施 実施

001-301-003-00635 建設部道路課 建設・新規

001-301-003-00634

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

建設部道路課 建設・新規

大瓜水沼真野線（石崎橋）道路改良事業 平成29年度

指　標　名 目標 目標

震災によって生じた地盤沈下による道路冠水等へ対応する
ため、仮設ポンプ等による強制排水等を行う。

実施

井内大瓜線歩道設置事業

目標

事業費換算 18.7 43.2

指　標　名 目標 目標

仮設ポンプ設置箇所数 25 25
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 箇所 19

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 37.0

成果指標

復旧事業進捗率 75.0

指　標　名 目標

仮設ポンプ設置箇所数 19 19

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-004-00567 建設部下水道管理課

震災によって生じた地盤沈下による道路冠水等へ対応する
ため、仮設ポンプ等による強制排水等を行う。

実施 実施

排水ポンプ設置事業（高潮対策特会分） 平成27年度

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-005-00337 建設部下水道管理課 交付金

下水道基本計画改訂事業 平成25年度

震災によって計画の大規模な見直しを必要としている下水
道施設に関して、全体計画及び認可変更を行う。

震災により被災した公共下水道施設について復旧事業を行
う。
・雨水排水処理施設：ポンプ場8施設ほか
・下水道管路査定延長：267,090m

実施 実施

指　標　名 目標 目標

下水道施設災害復旧事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-005-00339 建設部下水道建設課 建設

100.0

目標

策定率
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 基 100

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 4.2

成果指標

震災により被災し、防災集団移転促進事業により高台等へ
の移転を余儀なくされ、移転先に家屋を新築する市民に対
して、浄化槽整備費用の一部を補助する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

建設・交付金

浄化槽設置基数 300 280

浄化槽集中導入事業（個人設置型） 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-005-00343 建設部下水道管理課

平成25年度

建設部下水道建設課 建設

農業集落排水事業災害復旧事業

下水道施設災害復興事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

指　標　名 目標 目標

001-301-005-00557
建設部下水道建設課
震災復興部基盤整備課

建設・交付金

復旧事業進捗率

被災した農業集落排水処理施設について復旧関連工事等を
行う。

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-005-00340

復旧事業着手率

区画整理や再開発と併せた下水道整備を行う。
・雨水：18排水区
・汚水：16地区

実施 実施

指　標　名 目標 目標

48.4 100.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 基 50

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 3.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 62.0

成果指標

都市公園等整備事業 平成32年度

001-301-006-00346 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 23.0 40.0

事業の進捗率 81.0 100.0

001-301-006-00347 建設部都市計画課 建設・掲載新規

実施

全体計画約39.2ha　うち約14.2haは整備供用開始済み。
残る25haの未整備部分のうち、第三工区について防災機能
を兼ね備えた都市公園（運動公園）として整備し、体育・
スポーツの振興と災害時における市民の安全確保を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

石巻市総合運動公園（防災公園）整備事業（第三工区） 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

東日本大震災により甚大な被害を生じた石巻において「慰
霊、復興、防災」を目的とした公園を整備する。
1:鎮魂の杜（シンボル公園）、2:中瀬、3:長浜海岸・渡波
緑地、4:防災緑地1号
H25：調査設計、用地取得、H26以降：用地取得、整備

実施

浄化槽設置基数 100 100

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

北上総合支所管内において、震災により防災集団移転事業
の適用を受け、高台等への移転を余儀なくされる住民に対
し、浄化槽集中導入事業により市が浄化槽を整備・維持管
理し、地域住民の生活環境及び公衆衛生の確保を図る。

実施 実施

001-301-005-00616 建設部下水道建設課 建設・交付金

浄化槽集中導入事業（市町村設置型） 平成27年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 78.7

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 228

成果指標 件 228

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 施設 8

成果指標 施設 8

001-301-008-00348 生活環境部環境課 建設

水道企業団災害復旧費負担金支出事業 平成27年度

平成26年度 平成27年度

001-303-001-00349 生活環境部環境課

指　標　名 目標 目標

支出進捗率 89.5 100.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

石巻地方広域水道企業団が浄水場、水道管など多くの施設
の復旧を行う際の復旧の一部について、同企業団の構成2
市で負担する。

実施 実施

太陽光発電普及促進事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

導入施設数 11 14

本市が所有する公共施設であって、地域の防災拠点や災害
時等に地域住民の生活等に不可欠な都市機能を維持するこ
とが必要な施設等へ太陽光発電設備、蓄電池等を導入す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

公共施設再生可能エネルギー導入事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）

導入施設数 11 14

生活環境部環境課 建設

補助金交付件数 228 228

補助金交付件数 228 228

自然エネルギーの利用を促進することにより、二酸化炭素
の排出を抑制し、地球温暖化の防止に資するとともに、市
民の環境に対する意識の高揚を図るため、太陽光発電シス
テムを設置した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-303-001-00350
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 50.0

成果指標 % 40.0

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-303-001-00351 震災復興部協働プロジェクト推進課

協議会10事業の進捗率 60.0 80.0

協議会10事業の目標達成率 60.0 80.0

産学官の協働組織である「石巻復興協働プロジェクト」に
おいて、本市の復興に必要な事業の特定と事業内容の立
案、検討等を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

復興協働プロジェクト協議会関連事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）

134



135 

 

 

 

施策大綱２ 
市民の不安を解消し 

これまでの暮らしを取り戻す 
 

 

 

■ 大区分１ 迅速な生活・健康支援と福祉・医療の確保 

■ 大区分２ 住まいの再建 

■ 大区分３ 職の再建 

■ 大区分４ 各種公共施設の復旧と復興 

■ 大区分５ 生活環境の整備 

 

 

 

 
 

 

 

 



136 

施策大綱２ 市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す  

 ◎ 基 本 目 標

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 施 策 の 体 系 

迅速な生活・健康支援と福祉・医療の確保 

被災者への生活支援 

生活に必要な資金の支援 

災害ボランティア活動の円滑な運営支援 

消費生活相談等業務の実施 

応急仮設サポートセンター等の整備と支援の実施 

交通弱者対策 

支援で生まれた「絆」の継続と地域活性化 

被災者の健康支援 

心のケア事業の実施 

予防接種や健康診断の受診しやすい体制整備 

疾病予防及び健康支援事業の実施 

生活習慣病の重症化予防事業の実施 

生活不活発病・エコノミー症候群予防事業の実施 

栄養・食生活支援事業の実施 

口腔のケア対策 

保健推進員による保健活動の推進 

健康関連施設の復旧・復興 

地域福祉の復旧・復興 

民生委員・児童委員活動の早期再開 

適切なニーズ把握に基づく各種計画の策定・見直し 

各種福祉サービスの復旧とサービス事業者への支援 

災害時における要援護者への対応策の強化 

地域医療の復旧・復興 
復旧期における診療体制の整備 

再生・発展期に向けた地域医療の復興 

住まいの再建 

恒久住宅の復旧・復興 

住生活基本計画及び長寿命化計画の見直し 

市営住宅の復旧整備 

災害公営住宅の整備 

民間住宅の復興の推進 

職の再建 

雇用の維持と創出 
雇用維持のための支援 

雇用の創出 

各種公共施設の復旧と復興 

行政庁舎の復旧整備 
本庁舎の復旧整備 

総合支所庁舎等の復旧整備 

消防施設等の復旧・再編 
消防署所施設・車両の復旧・再編整備 

消防団施設・車両等の復旧・再編整備 

生活環境の整備 

災害廃棄物の処理 
災害廃棄物の適切な処理 

災害廃棄物の有効活用 

震災に係る犠牲者の哀悼施設の整備 震災に係る納骨堂、遺留品保管施設及び新墓地整備 

公共交通の復旧 

JR 仙石線・JR 石巻線・JR 気仙沼線の早期全線復旧 

バス路線の再構築 

離島航路の整備 

 

・被災者の生活支援や健康支援を迅速に行うとともに、地域医療体制の整備を推進

します。 

・居住地からの移転を余儀なくされている市民の恒久的な居住環境の確保を支援し

ます。 

・雇用の維持対策を推進するとともに、新たな雇用の創出を目指し、経営体の支援

や新産業の集積を図ります。 

・公共施設の早急な復旧と地域の実情に配慮した施設整備を推進します。 

・災害廃棄物の再生利用や二次処理化を進め、新たなまちづくりを踏まえた公共交

通の見直しを行い、住民の移動手段を確保します。 
 



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 305

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 800

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 43,093

成果指標

東日本大震災の発生により、日本赤十字社等の義援金受付
団体、宮城県及び石巻市に寄せられた義援金を被災者へ配
付する。

指　標　名 目標 目標

災害義援金支給件数

宮城県の貸付金を原資に自然災害により被害を受けた世帯
の世帯主に対し災害援護資金を貸し付ける。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

貸付件数 800 800

002-101-001-00354 福祉部被災市民生活支援課

災害義援金の適切配分及び早期支給事業 平成25年度

災害援護資金貸付事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

002-101-001-00352 福祉部被災市民生活支援課

災害弔慰金・災害障害見舞金給付事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

自然災害により死亡した遺族及び災害により身体に著しい
障害を受けた市民への弔慰金又は見舞金として支給する。

指　標　名 目標 目標

002-101-001-00353 福祉部被災市民生活支援課

災害弔慰金支給件数
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 33

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 800

成果指標 人 1,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 12

成果指標

002-101-003-00357 企画部秘書広報課 基金

市報臨時号発行委託業務 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

発行回数 12 12

通常の市報（毎月1日発行）に加え、市報臨時号を毎月1回
15日に発行し、主に復旧・復興関連情報及び被災者支援情
報を中心に掲載することでタイムリーに情報を提供する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

002-101-002-00356 福祉部福祉総務課

指　標　名 目標 目標

災害ボランティアセンター運営支援事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

ボランティア登録受付 8,500 8,300

ボランテイア派遣人員 11,000 11,000

東日本大震災により被災した市民への支援として全国から
参集するボランティアの登録を行い、支援を必要としてい
る方々と可能な支援活動を把握するためニーズ調査と支援
活動のマッチング作業を行うボランティア派遣に対し補助
金を交付する。

実施 実施

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

震災により親が死亡または行方不明となり、両親を失った
児童生徒に対する修学の支援として奨学金を給付する。
　・小学生　月額1万円
　・中学生　月額2万円
　・高校生　月額3万円

実施 実施

002-101-001-00355 教育委員会学校教育課

震災奨学金給付事業 平成32年度

指　標　名 目標 目標

対象者数 29 24
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 時間 40

成果指標 件 1,100

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 2,800

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 6,000

成果指標 人 90,000

全国避難者市報等郵送事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

消費者被害の未然防止と救済に取り組むほか、自立した消
費者の育成を図るため、消費者教育と消費生活に関する啓
発を推進する。

実施 実施

002-101-003-00358 産業部商工観光課 基金

消費者行政対策事業 平成32年度

相談件数 1,100 1,100

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

002-101-003-00535 企画部秘書広報課 掲載新規・基金

郵送件数 2,800 2,800

東日本大震災により被災し、市外に避難している市民へ市
報等を郵送する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

90,000

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

002-101-004-00359 福祉部被災市民生活支援課

被災者生活支援事業 平成27年度

指　標　名 目標 目標

相談受付可能時間数 40 40

仮設住宅等における相談・生活支援を推進するため、「県
地域支え合い体制づくり事業実施要綱」に基づき、「専門
職による相談・生活支援、仮設住宅等におけるサポート拠
点づくり」を展開し、被災者の生活を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

ささえあいセンター利用件数 6,000 6,000

ささえあいセンター利用者数 90,000
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 戸 7,297

成果指標 件 7,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 便 3,396

成果指標 人 23,760

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 2,000

成果指標 人 35

002-101-005-00361 企画部総合政策課 交付金

応急仮設住宅バス運行事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

被災者が通院、買い物など基本的な生活が維持できるよう
バス路線を確保維持するため、バス運行事業者及び住民バ
ス運行協議会に運行費を補助し、被災者を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

運行便数 3,396 3,396

利用者数 23,760 23,760

002-102-001-00363 健康部健康推進課

心のケア事業 平成27年度

震災こころのケアネットワークみやぎ（からころステー
ション拠点）による心の相談、震災後の心のケア講演会、
戸別訪問等、支援者支援研修会、ハローワークでの心の相
談会、子育て中の保護者のための心の相談会他、コミュニ
ティーづくりを意識したイベント等を開催する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

相談件数の増加 2,000 2,000

自殺者数が横ばいあるいは減少 35 35

管理対象応急仮設住宅戸数

指　標　名 目標 目標

7,297 7,297

応急仮設住宅コールセンター対応件数 7,000 7,000

応急仮設住宅運営管理補助事業 平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

宮城県応急仮設住宅共同施設維持管理等補助金交付要綱に
基づき、石巻市応急仮設住宅管理推進協議会を設置し、応
急仮設住宅を適正に維持管理する。

実施 実施

002-101-004-00360 福祉部被災市民生活支援課
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 1,200

成果指標 件 1,200

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 48

成果指標 人 2,400

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 70

成果指標 人 700

目標

002-102-002-00364 健康部健康推進課 基金

指　標　名 目標 目標

開催回数

助成件数 1,000 800

2次避難者健診・予防接種費用助成事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

被災した市民が、避難先の市町村の医療機関等で自己負担
により各種健（検）診及び予防接種した際に本市が医師会
等と契約している金額を上限として助成する。

実施 実施

指　標　名 目標

平成32年度

助成件数 1,000 800

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

被災した市民が気軽に相談し、健康チェックができるよう
市内大型店などにおいて看護師による血圧や体脂肪等の測
定、測定結果をもとに個別相談を実施する。

実施 実施

80 80

運動教室参加者延人数 800 800

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

運動教室等の開催回数

災害時の運動指導方法及びコミュニティづくりの方法を研
修し、仮設住宅や地域での運動普及推進のために、運動普
及リーダー育成研修会を実施する。
また、健康運動指導士等の指導とリーダー等の協力のも
と、仮設住宅集会所等で運動教室を開催し継続支援を行
う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

平成27年度

48 48

来場者数

生活不活発病・エコノミー症候群予防事業 平成27年度

002-102-004-00366 健康部健康推進課

2,880 3,456

002-102-003-00691 健康部健康推進課 基金

まちの保健室事業
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 70

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 40

成果指標 回 40

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 3

成果指標 人 369

実施回数

平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

栄養教室実施回数 70 70

口腔ケア対策事業

002-102-007-00368 健康部健康推進課

指　標　名

40 40

宮城県歯科医師会に委託し、歯科医師等による相談会等を
行い口腔機能の低下を予防し、被災者の健康支援を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

002-103-001-00371

実施回数 40 40

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

民生委員推薦会において、欠員の生じた委員について、後
任候補者について審査し県へ進達する。

実施 実施

福祉部福祉総務課

民生委員・児童委員確保対策事業

目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

002-102-006-00367 健康部健康推進課

栄養・食生活支援事業 平成27年度

仮設住宅集会所で栄養教室や栄養相談会を開催・栄養士に
よる電話や訪問による栄養・食生活支援の実施する。

実施 実施

平成32年度

目標 目標

推薦会の開催 3 3

定数の確保 369 369

指　標　名
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

地質調査
設計

敷地造成
建設工事

単位 目標

活動指標 % 30.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

測量

基本・実施
設計等

単位 H25年度目標

活動指標 % 2.8

成果指標 % 2.8

002-103-002-00375 健康部健康推進課

健康増進計画改訂事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

震災後の市民の健康状態や意識の変化を把握し、実状に
合った計画とするために市民健康調査を実施し、計画を見
直す。

総合福祉施設である石巻市総合福祉会館「みなと荘」につ
いて、湊こども園の移転先に併せて合築を行う。

建設工事

指　標　名 目標 目標

指　標　名 目標 目標

策定率

平成27年度

事業進捗率 100.0

（仮称）総合福祉会館みなと荘建設事業 平成26年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

002-103-003-00644 福祉部福祉総務課 建設・掲載新規・交付金

70.9

指　標　名 H26年度目標 H27年度目標

事業進捗率 20.6 70.9

002-104-001-00376 病院局事務部病院管理課 建設

石巻市立病院整備事業 平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

震災により、壊滅的な被害を受けた石巻市立病院の再建整
備を行う。

実施設計

建設工事
建設工事

事業進捗率 20.6
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成26年度～

平成25年度

単位 目標

活動指標 %

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成26年度～

平成25年度

単位 目標

活動指標 %

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

設計

用地取得

単位 目標

活動指標 % 42.0

成果指標

雄勝診療所施設整備事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

28.9 100.0

石巻市夜間急患センター整備事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）

健康部夜間急患センター 建設

東日本大震災の津波により石巻市立雄勝病院や民間診療所
のすべてが全壊したため、雄勝診療所を建設することで無
医地区を解消し、地域住民が安心して生活できるよう、へ
き地医療体制を確立する。

用地取得

敷地造成
建設

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

震災により機能を喪失した一次救急医療施設の夜間急患セ
ンターを整備し、地域住民が安心して生活できるよう医療
体制を確立する。

建設
建設

仮設解体

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 67.0 100.0

東日本大震災の津波により全壊し機能を喪失した寄磯診療
所を再建することで無医地区を解消し、地域住民が安心し
て生活できるよう、へき地医療体制を確立する。

用地取得

敷地造成
建設

指　標　名 目標 目標

002-104-001-00379 健康部健康推進課 建設

事業進捗率 24.5 100.0

002-104-001-00378 健康部健康推進課 建設

寄磯診療所整備事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

002-104-002-00380
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 50.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 百万円 13,328.1

成果指標 戸 70

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 百万円 815.2

成果指標 戸 400

002-201-003-00384 震災復興部復興住宅課 建設・交付金

指　標　名 目標 目標

目標戸数整備に必要な事業費 54,899.0 28,331.5

災害公営住宅整備事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）

平成26年度 平成27年度

整備戸数 1,470 3,400

002-201-003-00385 震災復興部復興住宅課 建設・交付金

借上公営型地域優良賃貸住宅事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

指　標　名 目標 目標

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

東日本大震災により住居を失った市民に対し、災害公営住
宅整備事業により住居を供給する。（本庁、河北、雄勝、
河南、北上、牡鹿地区、直接供給3,400戸）

H25：調査設計、整備、H26～H27：整備

実施 実施

早期に多くの住宅供給を行うために民間事業者の力を借
り、民間事業者が建設した住宅について、市が災害公営住
宅として借上げし、低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸
を行う。（400戸）

整備に要する事業費

整備戸数

震災前に住生活基本法に規定する住民の住生活の安定の確
保及び向上の推進に関する住生活基本計画を策定した。さ
らに、当該基本計画をもとに公営住宅の長寿命化計画を策
定したが、震災による甚大な住宅被害が発生したため、こ
れらの計画を見直しし、復興に向けたよりよい住環境生活
の政策を推進するため、両計画の改定を行う。

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

002-201-001-00382 建設部建築課

住生活基本計画及び長寿命化計画改定事業 平成26年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 百万円 630.0

成果指標 % 100.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 戸 149

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 戸 30

成果指標

002-201-003-00389 震災復興部集団移転対策課 交付金

災害危険区域内から居住者自身の自助努力により住宅を移
転する際の費用を助成する。

指　標　名 目標 目標

がけ地近接等危険住宅移転事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

被災者向けに整備した災害公営住宅について、入居者の安
定確保を図るため家賃を低廉化（軽減）する。

新規

災害公営住宅家賃低廉化事業 平成32年度

実施

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

002-201-003-00538 建設部建築課

がけ地近接等移転に係る事業費

事業進捗率

対象戸数

東日本大震災特別家賃低廉事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

実施

指　標　名 目標 目標

1,877

応急仮設住宅等に居住する低所得の被災者（収入8万円以
下の被災者）が、円滑に恒久住宅に移行し、速やかに生活
再建ができるよう、災害公営住宅等の家賃を、一定期間、
入居者が無理なく負担しうる水準まで低廉化（軽減）す
る。

実施

指　標　名 目標 目標

実施

370 490

002-201-003-00539 建設部建築課 新規

対象戸数 2,459
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 90

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 50

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 2,400

成果指標

木造住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、市が耐震診
断士を派遣して耐震一般診断及び耐震改修計画の作成を実
施し、耐震対策を支援することで、住宅の地震に対する安
全性の確保及び向上を図る。

実施 実施

耐震診断件数 90 90

木造住宅耐震診断助成事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

指　標　名 目標 目標

平成27年度

大規模な地震による住宅被害を減ずるため、市内に存する
木造住宅の所有者が当該住宅の耐震改修工事又は建替え工
事を実施する場合に補助金を交付し、住宅の耐震化を促進
する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

耐震改修工事件数 50 50

平成26年度

002-201-004-00391 建設部建築指導課 建設

木造住宅耐震改修工事助成事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

002-201-004-00390 建設部建築指導課

002-201-004-00683 建設部建築指導課 掲載新規・基金

住宅再建支援事業（市独自制度） 平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

住宅に半壊以上の被害を受けた者が、市内に被災住宅に代
わる住宅を建設若しくは購入した場合、被災者が住宅資金
として金融機関から借り入れた利息の一部を補助する。
（防災集団移転促進事業又はがけ地近接等移転事業の対象
者を除く）

実施 実施

指　標　名 目標 目標

補助金交付件数 1,200 600
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 300

成果指標 百万円 1,800

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 1,046

成果指標 人 984

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 30

成果指標 人 20

本市にゆかりのある方々の人脈を活用しながら、企業訪問
等により企業の誘致に取り組む。

実施 実施

002-301-002-00394 産業部産業推進課

指　標　名 目標 目標

企業誘致促進事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

企業訪問件数 30 30

助成金交付企業の新規雇用者数 20 20

002-301-001-00392 産業部商工観光課 基金

東日本大震災の影響により被害を受けた事業者を支援する
ため、災害関連枠を創設し、保証料補給及び利子補給す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

融資あっせん制度拡充事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

新規雇用者数 31 25

震災の影響により離職を余儀なくされた方の雇用の場を確
保するため、国の雇用創出基金事業を活用し、雇用就業機
会の創出を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

雇用者数 36 29

緊急雇用創出事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

002-301-002-00393 産業部商工観光課

融資件数 200 200

融資金額 1,600 1,600
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

庁舎借上げ

単位 目標

活動指標 % 85.0

成果指標 % 85.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

設計

改修・増築
工事

単位 目標

活動指標 % 70.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

調査・設計

単位 目標

活動指標 棟 2

成果指標 棟

002-401-002-00397 総務部管財課 建設

仮設庁舎リース契約期間が平成25年8月末で満了すること
に伴い、稲井公民館を増築し複合施設とする。

増築・復旧工
事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

平成27年度平成26年度

年度別事業内容
事　業　概　要　（全体計画）

平成26年度稲井支所整備事業

建設・新規総務部総務課002-401-002-00638

総合支所等庁舎復旧整備事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

事業進捗率 95.0 100.0

地震・津波により全壊した総合支所及び支所の行政機能を
応急復旧させるための仮設対応や施設設備の整備を行う。
・仮設庁舎借上げ等4か所（雄勝・北上総合支所、稲井・
荻浜支所）

庁舎借上げ

目標

被災した消防署所等の整備事業開始棟数 2

被災した消防署所等の整備完了棟数

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

2

指　標　名 目標

庁舎借上げ

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 95.0 100.0

002-402-001-00402 総務部防災対策課 建設・交付金

消防署所再編整備事業 平成26年度

東日本大震災で全壊した消防署所（河北消防署北上出張
所・女川消防署雄勝出張所・女川消防署牡鹿出張所）の再
構築及び本庁地区における4署構想（石巻消防署、南分
署、西分署、東分署）を検討・整備する。

本体工事
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 棟 2

成果指標 棟 2

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 台 3

成果指標 台 3

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 トン 4,321

成果指標 トン 4,321

消防車両整備台数 6 6

東日本大震災で被災した消防団車両等を整備する。 実施

消防車両整備予定台数 6 6

実施

指　標　名 目標 目標

002-402-002-00403 総務部防災対策課 建設

消防ポンプ置場復旧整備事業 平成27年度

東日本大震災で流失・倒壊・破損した消防団ポンプ置場等
の復旧を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

生活環境部災害廃棄物対策課002-501-001-00408

被災した消防ポンプ置場等の復旧予定棟数 4 4

被災した消防ポンプ置場等の復旧棟数 4 4

平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

災害廃棄物の処理量

東日本大震災により発生した災害廃棄物の処理を行う。

各種がれき類の撤去・運搬、家屋・事業所等の解体撤去
一次仮置場の運営、二次処理の施行

指　標　名 目標 目標

災害廃棄物の処理量

災害廃棄物処理事業

平成27年度平成26年度

年度別事業内容
事　業　概　要　（全体計画）

平成27年度非常備消防車両整備事業

建設総務部防災対策課002-402-002-00405
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 42.4

成果指標 基

81.9

事　業　概　要　（全体計画）
平成26年度 平成27年度

震災によって多くの犠牲者が出ており、また、津波で多く
の墓地が流出したため、震災犠牲者の遺骨を埋蔵する墓地
と納骨堂を整備する。

実施

一般墓所造成数 500 500

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 66.1

実施

新墓地建設事業

年度別事業内容

002-502-001-00410 生活環境部環境課 建設・交付金
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施策大綱３ 
自然への畏敬の念を持ち 

自然とともに生きる 
 

 

 

■ 大区分１ 海とともに生きる 

■ 大区分２ 川とともに生きる 

■ 大区分３ 大地とともに生きる 

■ 大区分４ 地域資源を活かす 
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施策大綱３ 自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる 

 ◎ 基 本 目 標

 

 

 

 

 

 

 

◎ 施 策 の 体 系 
 
海とともに生きる 

港湾の復旧・復興 

石巻港の復旧整備 
石巻港の活用とポートセールス 

地方港湾の復旧整備 

漁港及び魚市場の復旧・復興 

漁港の復旧・復興、機能の集約化 

石巻市水産物地方卸売市場の整備 

放射能問題への対応 

被災水産業への再建支援 
沿岸漁業の復旧・復興支援 

水産加工業の復旧・復興支援 

商業の再建復興 
商業の再建に向けた支援 

地域商店街等の復旧・復興（雄勝、牡鹿地区） 

工業の再生復興 

石巻港の復旧整備［再掲］ 

工場等の応急修理、再建の支援 

経営の安定化、販路拡大等に向けた支援 

川とともに生きる 

中心市街地商店街の復旧・復興 中心市街地商店街の復旧・復興 

大地とともに生きる 

被災農林業への再建支援 

農業の復旧・復興支援 

畜産業の復旧・復興支援 

林業・木材産業の復旧・復興支援 

放射能問題への対応 

地域資源を活かす 

観光業・施設の再生復興 

観光施設の復旧・復興 

復興促進イベントの開催 

新規観光戦略施設の整備 

伝統産業の再生復興 伝統産業の再生復興 

 

・祖先から引き継いできた海を活かした産業を活性化させるため、港湾や漁港を早

急に復旧し、水産業、商業及び工業の再建に向けた支援を行います。 

・中心市街地の再開発事業等の促進を図り、安心して暮らすことのできるコンパク

トなまちづくりを推進します。 

・魅力ある農業の再構築と林業の早期復旧、畜産業の再生を支援するとともに、放

射能風評被害対策に取り組みます。 

・新鮮で豊富な食に代表される地域資源を活かした観光振興や、歴史ある伝統産業

の再建を支援します。 



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 5

成果指標 万トン 300

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 4

成果指標 万トン 300

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 72.6

成果指標 % 72.6

国際拠点港湾「石巻港」復興活性化プロジェクト事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

003-101-002-00413 建設部河川港湾室 基金

岸壁でのイベント回数 5 5

石巻港の取扱貨物量 400 450

港湾感謝祭や客船寄港歓迎イベントを開催し、港を活用し
た地域の活性化を図るとともに賑わいの場を創出すること
により、石巻港の復興を目指す。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

003-101-002-00619 建設部河川港湾室

ポートセールスの展開 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

ポートセールス回数 4 4

石巻港の取扱貨物量 400 450

港湾利用者や客船会社へ直接、PRをするポートセールスを
実施することにより、港湾の利用促進を図り、石巻港の復
興を目指す。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

003-102-001-00414 産業部水産課 建設

漁港災害復旧事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

被災した漁港施設（市管理34港）を復旧する。 実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 89.6 100.0

施設復旧率 89.6 100.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 56.6

成果指標 % 53.4

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 58.5

成果指標 % 58.5

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 4.0

成果指標 %施設整備率 19.0 50.0

海岸保全施設のなかった漁港海岸において、東日本大震災
により新たな設定された津波防護高さによる防潮堤等を整
備する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 22.0 50.0

施設復旧率 85.9 100.0

003-102-001-00533 産業部水産課 建設・新規

海岸保全施設整備事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

被災した海岸保全施設を復旧する。 実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 85.9 100.0

003-102-001-00417 産業部水産課 建設

海岸保全施設災害復旧事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 79.9 100.0

施設復旧率 78.4 100.0

003-102-001-00415 産業部水産課 建設・交付金

漁港災害復旧関連事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

災害に伴う被災調査、災害復旧事業に係る実施設計・積
算・施工監理を行うほか、災害復旧事業と併せて、漁港用
地の嵩上げや施設の機能を強化する。
また、北上及び長渡漁港の中断している漁港整備事業を災
害復旧事業と併せて実施する。

実施
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

建設工事

単位 目標

活動指標 % 64.4

成果指標 % 64.4

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 4,800

成果指標 魚種 125

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 個 100,000

成果指標 千円 232,500

工事進捗率 100.0

国際水産都市を視野に入れた高度衛生管理、観光機能、津
波避難機能を有する多機能な市場を整備する。

建設工事

指　標　名 目標 目標

水揚金額 465,000 465,000

種苗放流施設で、他海域からの稚魚・稚貝導入に必要な経
費等を、事業主体である県漁協等へ補助し、水揚量の維持
安定を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

種苗放流数 200,000 200,000

市場流通数 150 150

003-103-001-00422 産業部水産課

種苗放流事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

簡易検査器購入や情報共有システム等を構築し、漁獲物の
測定結果を迅速に公表する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

年間検査検体数 6,000 6,000

003-102-003-00421 産業部水産課

放射能風評被害対策事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

工事進捗率

003-102-002-00419 産業部水産物地方卸売市場建設準備室 建設

水産物地方卸売市場建設事業 平成26年度

事　業　概　要　（全体計画）
平成26年度 平成27年度

年度別事業内容

100.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 100

成果指標 人 100

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 4.0

成果指標 % 4.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 H25年度目標

活動指標 % 100.0

成果指標 % 100.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

　漁業協同組合等が、国補助事業「水産業共同利用施設復
旧整備事業」（補助率2/3）を活用した整備費用を対象と
し、国県補助額を差し引いた残額に対して補助率1/3以内
を限度に補助金を交付する。

水産業共同利用施設（かき処理場等）　復旧進捗率

指　標　名 H26年度目標 H27年度目標

水産業共同利用施設（かき処理場等）　復旧進捗率

施設整備率 24.0 50.0

003-103-001-00690 産業部水産課 建設・掲載新規・基金

水産業共同利用施設整備支援事業 平成25年度

被災した漁業集落について、土地利用を含め集落の復興並
びに防災機能の強化を図るため、用地の嵩上再編、集落
道、集落排水施設などの整備を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 24.0 50.0

利子補給対象者数 100 100

003-103-001-00544 産業部水産課 建設・新規・交付金

漁業集落防災機能強化事業 平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

被災した漁業者へ災害対策資金を貸し付けた金融機関に対
し、国県と連動して利子補給を行い、漁業者の負担を軽減
する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

利子補給対象者数 100 100

003-103-001-00423 産業部水産課 基金

水産業災害対策資金利子補給事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 千㎥ 360

成果指標 人 80

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 71.1

成果指標 % 71.1

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標 % 100.0漁協等に対する補助交付

水産業共同利用施設の復旧について、漁業協同組合等が仮
設、代替施設の設置などを行う際に、国県補助金、その他
の助成金等を差し引いた額を補助する。

指　標　名 目標 目標

漁協等に対する補助交付

事業進捗率 100.0

003-103-002-00427 産業部水産課 建設・基金

水産業共同利用施設復旧事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

市が管理している水産業共同利用施設の復旧整備事業や、
被災した沿岸漁業者や水産加工業者へ操業再開のための支
援を行う。

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

魚町水産加工団地内事業再開者数 100 120

003-103-002-00426 産業部水産課 建設・交付金

水産業共同利用施設復旧・復興整備事業（水産業共同利用施設） 平成26年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

被災した汚水処理施設の復旧並びに汚水管の復旧を行う。 実施 実施

指　標　名 目標 目標

年間汚水処理量 480 600

003-103-002-00424 産業部水産課 建設

水産加工団地共同排水処理施設復旧再生事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標 % 100.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

建設工事

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標 % 100.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 2

成果指標 店舗 26

工事進捗率

工事進捗率

水産物地方卸売市場牡鹿売場及び製氷冷蔵施設を整備し、
品質の高い水産物を供給する。

指　標　名 目標 目標

水産業共同利用施設復旧・復興整備事業（市場整備分） 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

003-103-002-00604 産業部水産物地方卸売市場建設準備室 建設・交付金

共同利用漁船・漁具導入進捗率

共同利用漁船・漁具導入進捗率

被災した漁協等が事業主体となり、組合員の共同利用を目
的として導入する船舶の購入費用について国県補助金、そ
の他の助成金等を差し引いた額を補助する。

指　標　名 目標 目標

共同利用漁船復旧支援事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

003-103-002-00428 産業部水産課 建設

003-104-001-00425 産業部商工観光課 基金

仮設施設整備事業 平成25年度

中心商店街や商工会議所等で組織する仮設店舗運営協議会
が実施する中心市街地災害復興事業に対し助成金を交付
し、中心市街地の災害復興を支援する。

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

仮設施設数

テナント数
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 社 1,400

成果指標 件 5,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 400

成果指標 千円 400,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 月 12

成果指標 件 5

003-105-003-00431 産業部商工観光課

相談窓口設置事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

指　標　名 目標 目標

補助金交付件数

補助金交付金額

債権買取決定案件 5 5

市内事業者の再生の手段等を総合的に相談できる体制を整
えるため、関係機関等と連携し、巡回相談等を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

相談窓口開設状況 12 12

会員数 1,400 1,400

003-104-001-00429 産業部商工観光課

商業団体支援事業 平成32年度

商工会議所や商工会の健全な運営を支援するため補助金を
交付する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

5,000

中小企業者支援事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

震災により直接被害を受けた市内中小企業者を支援するた
め、被災した施設及び設備の復旧に要する経費の一部を補
助する。

003-104-001-00430 産業部商工観光課 建設・基金

指導件数 5,000
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施設計

単位 目標

活動指標 % 2.3

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

水辺の緑のプロムナード整備事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

003-201-001-00433 建設部河川港湾室 建設・交付金

事業の進捗率 33.1 100.0

高潮や洪水等防御施設として取り組む旧北上川堤防整備
（国）と連携し、水辺に沿った散策路や休憩所、そして船
着場や多くの人が水辺のイベントを観覧できるベンチなど
を整備する。

用地取得

工事

用地取得

工事

指　標　名 目標 目標

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

003-301-001-00434 産業部農林課

被災農家経営再開支援事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

被災した農業者が、経営の再開を行うため、清掃作業等の
事業を共同で実施する場合、復興組合等を通じて経費の一
部を助成し、早期経営再開に向けた取組みを支援する。

003-201-001-00432 企画部総合政策課 交付金

中心市街地活性化基本計画改定事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

東日本大震災により中心市街地では多くの商店が壊滅的な
被害を受けたことから、被害状況や店舗再開の意向等を確
認した上で、復興基本計画との整合性を図りながら中心市
街地活性化基本計画を見直し、安全を第一に考えた特色あ
る中心市街地の復興を推進する。

指　標　名 目標 目標

策定率

平成26年度 平成27年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 68.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 56.0

成果指標 % 56.0事業進捗率 100.0

大川地区周辺の通行止となっている林道を整備し、県石巻
雄勝線等へ接続することにより水害等が発生した際の避難
路として活用し、周辺住民の生命安全を確保する。

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

003-301-001-00438 産業部農林課 建設・掲載新規・交付金

農山漁村地域復興基盤整備事業（林道利活用） 平成26年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

農業経営再開に向けた農業用施設等の復旧、生産資材の導
入等、農業者が経営再開に要する経費の一部を助成し、本
市農業の復旧・復興を推進する。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

003-301-001-00437 産業部農林課 建設・基金

生産基盤整備支援事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

農業者、土地所有者の農用地利用の方針や農地周辺の土地
利用状況を勘案した農用地利用計画を策定し、農業地域の
振興施策を計画的に推進する。

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

003-301-001-00436 産業部農林課

農業振興地域整備計画策定事業 平成26年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 86.0

成果指標 % 86.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 32.0

成果指標 % 32.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 57.0

成果指標 % 57.0

農地、農業用施設のうち軽度な被災施設について補修を行
うとともに、老朽施設の更新・補強を行う。
（釜幹線用水路改修　L=1800m）

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

事業進捗率 100.0

事業進捗率 68.0 96.0

003-301-001-00548 産業部農林課 建設・交付金

震災対応・戦略作物生産基盤整備事業 平成26年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

東日本大震災により被災した堆肥をはじめとする、農林業
関連施設の整備、機能強化を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 68.0 96.0

事業進捗率 94.0 100.0

003-301-001-00547 産業部農林課 建設・掲載新規・交付金

農山漁村活性化プロジェクト支援事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

東日本大震災により、整備途中の用排水路の分離・農道整
備・暗渠排水工事等に影響が及んでいるため、迅速なほ場
整備を行う。（大川・北上・飯野川・三輪田・真野大谷地
の5地区）

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 94.0 100.0

003-301-001-00546 産業部農林課 建設・掲載新規・交付金

農山漁村地域復興基盤整備事業（ほ場整備） 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 94.0

成果指標 % 94.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 地区 5

成果指標 地区 5

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

単位 目標

活動指標 地区

成果指標 地区対象地区数 5

対象地区数 5 5

003-301-001-00637 産業部農林課 建設・掲載新規・交付金

農業経営高度化支援事業（集積促進事業補助金） 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

基盤整備事業を通じて確保された生産性の高い農地を、高
度経営体へ一定以上集積することを促進するための支援を
行う。
【対象地区：大川・北上・飯野川・三輪田・真野大谷地】

実施

指　標　名 目標 目標

対象地区数 5

土地改良区等が行う関係農家への意向調査活動や調整活
動、農地の集団化に関する調整等の事業を支援する。
【対象地区：大川・北上・飯野川・三輪田・真野大谷地】

実施 実施

指　標　名 目標 目標

対象地区数 5 5

003-301-001-00636 産業部農林課 掲載新規・交付金

農業経営高度化支援事業（調査・調整事業） 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

事業進捗率 100.0

被災地域農業復興総合支援事業 平成26年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

復興に必要な農業用施設等の生産基盤等の総合的な整備等
を行う。
乾燥調整貯蔵施設整備（H24～）
施設園芸団地化事業（H24～H25）
農業用機械等整備（H24～H25）

実施

003-301-001-00549 産業部農林課 建設・掲載新規・交付金
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 40.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標 % 100.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標 % 100.0事業進捗率

指　標　名 目標 目標

震災によって甚大な被害を受けた山林施設の復旧を行う。
（林道23路線、約2,000m及び雄勝・船戸水門の復旧）

事業進捗率

事業進捗率

003-301-003-00444 産業部農林課 建設

山林施設災害復旧事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

被災した畜産経営者が畜舎等施設を整備する際に経費の一
部を補助し、早期の畜産経営の復旧を行う。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

003-301-002-00441 産業部農林課

畜産経営支援対策事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

宮城県基幹種雄牛「茂洋」産子の保留対策を講ずるため、
保留対象牛導入者に経費の一部を助成する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 60.0 80.0

003-301-002-00440 産業部農林課 基金

優良肉用牛生産振興対策事業 平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 20

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 20

成果指標 事業所 60

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 団体 10

成果指標 人 20,000

003-401-002-00464 産業部商工観光課 掲載新規・基金

指　標　名 目標 目標

イベント参加団体数 10 10

イベント入込客数 20,000 20,000

石巻焼きそばフェスティバル実施事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

最終年に北海道・東北B-1グランプリを開催することを予
定し、その間石巻焼きそばフェスティバル等のイベントを
実施する。

実施 実施

参加事業所数 70 80

物産市等民間が開催・参加するイベントに対し、補助金を
交付する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

補助金交付件数 20 20

003-401-002-00463 産業部商工観光課 掲載新規・基金

物産市等開催・参加支援事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

宮城県からの検査機器無償貸与（放射能県民安心事業）に
より、住民持込みによる自家消費用食品等の測定検査を実
施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

1日当り検査件数 20 20

平成27年度平成26年度

年度別事業内容
事　業　概　要　（全体計画）

平成32年度住民持込み食品等の放射性物質簡易検査事業

掲載新規生活環境部環境放射線対策室003-301-004-00620
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 3

成果指標 人 100

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 体 10

成果指標

歩いて楽しい街づくりを念頭に、マンガを活用したまちな
か観光整備事業として、マンガロードの再生に向け仮面ラ
イダーのモニュメントを配置する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

新設モニュメント数 10 10

003-401-003-00468 産業部商工観光課 建設・交付金

まちなか観光推進事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

指　標　名 目標 目標

補助事業開催数 3 3

事業参加人数 100 100

石巻観光ボランティア協会復興支援事業 平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

被災地見学目的のツアーが増加していることから、その対
応をしている観光ボランティア協会に研修費等の活動費を
助成する。

実施 実施

003-401-002-00465 産業部商工観光課 掲載新規・基金
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施策大綱４ 
未来のために 

伝統・文化を守り 

人・新たな産業を育てる 
 
 

 

■ 大区分１ 未来の人を育てる 

■ 大区分２ 企業誘致と新産業の創出 
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施策大綱４ 未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる 

 ◎ 基 本 目 標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 施 策 の 体 系 
 
未来の人を育てる 

学校教育・社会教育施設等の復旧・復興 

学校教育施設等の復旧・復興 

社会教育施設・社会体育施設の復旧・復興 

文化財等の復旧・復興 

生涯学習・生涯スポーツ・文化芸術の推進 

高等教育の充実による人材の育成 

子育て環境の復興 

保育所の復旧 

子育て支援センターの復旧・復興 

放課後児童クラブの復旧・充実 

子どものケアの実施 
震災孤児・遺児への支援の充実、民間活動との連携強化 

被災児童・生徒等への支援、心のケア 

企業誘致と新産業の創出 

産業の活性化と新産業の育成 

企業誘致の促進 

震災復興特区を活用した企業誘致及び新産業の育成 

６次産業化による産業の再生 

新エネルギー等関連産業の集積 新エネルギー等関連産業の集積 
 

・子どもたちが健やかな体と心を維持できるよう、教育施設を早期に復旧し、教育

環境や子育て環境の復興を図るとともに、被災児童・生徒に対する経済的、精神

的な支援を推進します。 

・文化財の計画的な復旧を進めるとともに、無形民俗文化財再興に向けた支援を行

います。 

・既存企業への復旧支援や産業用地の整備推進、企業誘致のほか、農林水産業の６

次産業化や震災復興特区の活用による新産業の育成・新規創業の環境整備に取り

組みます。 

・産学官の協働により新エネルギー等関連産業の集積を推進します。 



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

校舎耐震補
強

校舎改修
校舎増築
体育館改築

単位 目標

活動指標 % 50.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 47.9

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

仮設校舎
リース

校舎建設

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

事業進捗率

指　標　名 目標 目標

須江小学校校舎増築事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

事業進捗率 100.0

被災した学校施設の補修、大規模改修、移転改築、仮設校
舎建設及び備品購入を行い学校教育を進める上で必要な施
設等の機能を確保する。

004-101-001-00473 教育委員会学校管理課

建設

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 59.7 71.8

震災により住居を失った住民の移転が進み、学区内児童数
の増加により教室が不足していることから、校舎を増築す
る。

実施

004-101-001-00474 教育委員会学校管理課

004-101-001-00471 教育委員会学校管理課 建設・交付金

津波により壊滅的な被害を受け、現地での復旧が困難であ
る市立女子商業高等学校と市立女子高等学校を統合し、新
統合校として開校するために、校舎耐震補強、大規模改
修、増改築工事及び体育館改築工事を実施する。

施設整備工事

仮設校舎撤去
統合校開校

指　標　名 目標 目標

市立高等学校統合事業 平成26年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

建設

小学校災害復旧事業 平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

実施
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 51.3

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

施設設備工
事

単位 目標

活動指標 校 6

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

耐震補強工
事

単位 目標

活動指標 % 97.8

成果指標

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

児童生徒の安全確保を最優先とし、耐震診断の結果を踏ま
え、学校施設の耐震化を図る。

耐震補強工事

004-101-001-00479 教育委員会学校管理課 建設

学校施設耐震補強事業 平成26年度

整備校数 1 4

震災において、多くの学校が避難所として活用されたこと
から更なる防災機能の強化を図るため、市立小・中学校に
災害用備蓄倉庫、避難階段等を整備する。

施設設備工事 施設設備工事

指　標　名 目標 目標

学校防災施設・設備等整備事業 平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

004-101-001-00478 教育委員会学校管理課 建設・交付金

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 57.4 75.8

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

被災した学校施設の補修、大規模改修、移転改築、仮設校
舎建設及び備品購入を行い学校教育を進める上で必要な施
設等の機能を確保する。

実施 実施

004-101-001-00475 教育委員会学校管理課 建設

中学校災害復旧事業 平成28年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 台 62

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 3,876

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 H23年 ～

H25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 61

成果指標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

就学援助事業 平成26年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

004-101-001-00482 教育委員会教育総務課

市立幼稚園保育料減免事業 H26年

事　業　概　要　（全体計画）

004-101-001-00480 教育委員会教育総務課

通学支援事業 平成32年度

震災により校舎が被災し、間借り校又は仮設校舎で授業を
行っている学校の児童・生徒や仮設住宅等に入居し通学が
困難な児童・生徒のためのスクールバスを運行するなど、
通学手段を確保する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

スクールバス運行台数 48 48

004-101-001-00481 教育委員会教育総務課

震災により住居の全壊又は半壊、全焼又は半焼、流失、世
帯の収入の著しい減少により、就学困難となった児童生徒
に対し就学援助費を支給する。

実施

指　標　名 目標 目標

援助者数 3,734

減免者数 61

年度別事業内容

H26年度 H27年度

震災により住居の全壊又は半壊、全焼又は半焼、流失、世
帯の収入の著しい減少により、就園困難となった市立幼稚
園の園児の保護者に対し市立幼稚園保育料の減免を行う。

実施

指　標　名 目標 目標
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 121

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

基本計画

基本・実施
設計

単位 目標

活動指標 % 3.1

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

用地取得

工事設計

建設工事

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

004-101-001-00551 教育委員会学校教育課 建設・新規・交付金

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 50.8 100.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

湊・渡波給食センターを解体、現地で施設を統合整備し、
児童生徒、園児に栄養バランスのとれた食事を提供する。

工　事 工　事

004-101-001-00486 教育委員会学校管理課 建設・交付金

学校給食センター建設事業 平成27年度

免除者数

指　標　名 目標 目標

004-101-001-00483

適応指導教室整備事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

津波等により被害を受け使用不可能となった適応指導教室
（不登校等により在籍校への通学が困難な児童生徒を対象
とした教育施設）について移転新築を行うとともに、震災
後の児童生徒の心のケアのセンター的機能を付加する。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

教育委員会教育総務課

市立高等学校入学金等免除事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

震災により住居の全壊又は半壊、全焼又は半焼、流失、世
帯の収入の著しい減少により、就学困難となった生徒の保
護者に対し、市立高等学校入学金及び入学者選抜手数料の
免除を行う。
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

土地造成

園舎新築

単位 目標

活動指標 % 30.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

基本計画策
定

単位 目標

活動指標 % 2.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 24.0

成果指標

004-101-003-00510 教育委員会生涯学習課 建設

国指定名勝齋藤氏庭園復旧事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

震災により被害を受けた国指定名勝齋藤氏庭園内の建造物
等の復旧及び庭園の整備を実施することにより、文化財を
次代に継承する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 35.0 45.0

004-101-002-00509 教育委員会生涯学習課 建設

博物館機能及び文化ホール機能施設整備事業

事業進捗率

震災による津波の直撃を受け、壊滅的な被害を受けた石巻
文化センターと石巻市民会館を、市民の復興のシンボルと
位置づけ、市民の文化活動の拠点として整備を実施し、市
民生活の真の復興を図る。

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

事業進捗率 100.0

004-101-001-00587 教育委員会教育総務課 建設・掲載新規・交付金

湊こども園移転新築事業 平成26年度

震災に伴う津波や地盤沈下等により壊滅的な被害を受け、
現地での復旧が困難である湊こども園の移転新築を行う。

土地造成

園舎新築
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

解体格納工
事

復元工事実
施設計

単位 目標

活動指標 % 40.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 団体 5

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 50

成果指標

004-101-003-00511 教育委員会生涯学習課 建設・交付金

旧石巻ハリストス正教会教会堂復元事業 平成26年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

東日本大震災の津波の直撃を受けながら、倒壊を免れたも
のの、壊滅的なダメージを受けた市指定文化財の旧石巻ハ
リストス正教会教会堂を復元するために、緊急調査及び解
体、復元を行う。

復元工事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

004-101-003-00512 教育委員会生涯学習課

文化財再興事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

震災により、用具が流出するなどの被害を受けた無形民俗
文化財再興のため、対象団体へ支援を行い、地域の絆を再
構築するとともに、伝統文化のさらなる発展につなげる。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業実施対象団体数 5 5

004-101-004-00514 教育委員会生涯学習課

文化芸術事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

市民の心の豊かさの復興のため、市民への芸術鑑賞機会の
提供など、文化芸術事業を積極的に実施する。
また、被災者の心のケアのため、仮設住宅の集会所などを
利用した事業を展開し、文化芸術の復興を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業の実施回数 50 50
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 団体 200

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成26年度～

平成25年度

単位 目標

活動指標 %

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

地質調査
設　　計
敷地造成
建設工事

単位 目標

活動指標 % 30.0

成果指標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

004-101-004-00515 教育委員会生涯学習課 基金

市民の文化芸術活動に対するサポート事業 平成32年度

文化芸術の復興については、市民の心の豊かさの復興が真
の復興となるという考えから、文化芸術活動を実施する石
巻市文化協会へ補助する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

石巻市文化協会加入団体数 200 200

004-102-001-00518 福祉部子育て支援課 建設・交付金

（仮称）湊地区保育所建設事業 平成26年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

津波被害に対する安全性の確保及び子育て支援機能を有す
るこども園として、子育て支援の環境を整備する。
併せて総合福祉会館「みなと荘」も一体的に移転新築を図
る。

建設工事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 30.0 100.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

津波に対する安全性の確保された場所に子育て支援セン
ターを併設した保育所を移転新築する。

用地購入

設計

地質調査

敷地造成

建設工事

004-102-001-00517 福祉部子育て支援課 建設・交付金

（仮称）渡波地区保育所建設事業 平成27年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

用地取得

単位 目標

活動指標 % 25.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

用地取得

単位 目標

活動指標 % 8.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

地質調査
設　　計
敷地造成
建設工事

単位 目標

活動指標 % 28.0

成果指標

004-102-003-00672 福祉部子育て支援課 建設・新規掲載・交付金

湊地区放課後児童クラブ専用教室設置事業 平成26年度

事業進捗率 16.0 100.0

津波に対する安全性の確保された場所に子育て支援セン
ターを併設した保育所を移転新築する。

指　標　名 目標 目標

004-102-001-00520 福祉部子育て支援課 建設・交付金

（仮称）雄勝地区保育所建設事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

004-102-001-00519 福祉部子育て支援課 建設・交付金

（仮称）門脇・大街道地区保育所建設事業 平成27年度

津波被害に対する安全性の確保及び子育て支援機能を有す
る保育所を整備し、子育て支援の環境整備を図る。

地質調査

設計

敷地造成

建設工事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 30.0 100.0

平成27年度

平成26年度 平成27年度

設計
敷地造成

建設工事

100.0 　事業進捗率

湊こども園、みなと荘を含む複合施設内に専用教室を確保
し、子育て支援の環境を整備する。

建設工事

指　標　名 目標 目標

　

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 3,220

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 20

成果指標 人 200参加人数 200 200

子育てサポーター及び子育てサポーターリーダーなど身近
な人たちによる「家庭教育支援チーム」を組織し、孤立し
がちな保護者や仕事で忙しい保護者など、地域とのコミュ
ニケーションや学習の機会等になかなか参加できない保護
者や家庭に対する支援を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

親子参加型活動の実施回数 20 20

004-103-002-00527 教育委員会生涯学習課 基金

家庭教育支援事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

カウンセラー年間相談件数 3,220 3,220

目標

004-103-002-00526 教育委員会学校教育課 基金

心のケア充実事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

東日本大震災により大震災により心に深い傷を受けた園
児、児童、生徒等に対し、健康実態調査や医療専門家によ
る巡回相談による心のケアを実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-103-002-00525 教育委員会学校教育課 基金

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー配置事業 平成32年度

児童・生徒、保護者、教職員の心理面における安定を図る
ため、スクールカウンセラーを配置するとともに、小中学
校における相談体制や関係機関との連携体制の充実を図る
ため、スクールソーシャルワーカーを配置し、問題行動の
早期対応や早期解決を図る。

実施 実施

指　標　名 目標
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 1

成果指標 件 1

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 20

成果指標 人 20

指　標　名 目標 目標

004-103-002-00528 教育委員会学校教育課 基金

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

本市、東部地方振興事務所、商工会議所、JAいしのまきを
構成団体とする「農商工等連携推進連絡会議」による農商
工連携セミナーや農商工連携等マッチング交流会などを開
催し、農林漁業者等による新商品の研究、開発を支援す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-201-003-00531 産業部産業推進課 建設

セミナー等の開催回数 1 1

新商品の研究・開発件数 1 1

企業誘致等支援事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

「石巻市企業立地等促進条例助成金制度」及び「石巻市産
業創造助成金制度」など、既存の支援制度の拡充を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

企業立地等助成金の交付件数 20 20

助成金交付企業の新規雇用者数 20 20

平成27年度

平成32年度

004-201-003-00530 産業部産業推進課

6次産業化推進事業

副読本を用いた授業実施校 100.0 100.0

東日本大震災を教訓とし、石巻市の実態に即した防災教育
を実践するとともに、発達段階に応じた防災対応能力の育
成を図るため、防災教育副読本を作成し、学校における防
災教育の充実を図る。

実施 実施

防災教育充実事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 1

成果指標

微細藻類の機能性物質を活用した医薬品、バイオ燃料等を
生産する企業を誘致し、産業を活性化する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

関連企業への訪問等件数 1 1

マリンバイオマス推進事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

004-202-001-00694 産業部産業推進課 掲載新規
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震 災 復 興 基 本 計 画 実 施 計 画 

建 設 事 業 一 覧 

 

（平成２５年度～平成２７年度） 

 
（注）この一覧に記載された事業の事業年度及び事業費は、今後、３か年度での事業実施を目指すに当たっての目標値であり、

平成２５年度以降における事業化・予算化を保証するものではありません。 

1
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単位：千円

117
001-101-003-
00286

避難ビル整備事業 150,000 38,257 0 0 9,564 2,179 50,000 38,257 0 0 9,564 2,179 50,000 38,257 0 0 9,564 2,179 50,000

118
001-101-003-
00287

都市防災総合推進事業 1,301,000 312,750 0 0 104,250 0 417,000 312,750 0 0 104,250 0 417,000 350,250 0 0 116,750 0 467,000

118
001-101-003-
00676

避難タワー整備事業 660,000 528,000 0 0 132,000 0 660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118
001-101-003-
00681

石巻港津波避難ビル（防
災備蓄倉庫）整備事業

40,248 32,198 0 0 8,050 0 40,248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120
001-103-004-
00297

避難路整備事業 4,933,600 144,375 0 0 48,125 0 192,500 2,569,950 0 0 856,650 0 3,426,600 985,875 0 0 328,625 0 1,314,500

120
001-103-004-
00298

誘導表示板設置事業 39,500 8,000 0 0 2,000 0 10,000 8,000 0 0 2,000 0 10,000 15,600 0 0 3,900 0 19,500

121
001-104-002-
00302

慰霊碑（モニュメント）
建立事業

600,600 0 0 0 0 0 0 240,000 0 0 60,600 0 300,600 240,000 0 0 60,000 0 300,000

122
001-201-003-
00306

集会所等コミュニティ施
設復旧整備事業

295,560 0 0 0 232,200 0 232,200 0 0 0 63,360 0 63,360 0 0 0 0 0 0

124
001-301-001-
00312

土地区画整理事業 47,687,510 8,982,770 0 0 5,139,500 0 14,122,270 12,961,950 0 0 6,535,830 0 19,497,780 10,177,640 0 0 3,889,820 0 14,067,460

124
001-301-001-
00314

優良建築物等整備事業 246,000 6,750 0 0 2,250 0 9,000 88,875 0 0 29,625 0 118,500 88,875 0 0 29,625 0 118,500

124
001-301-001-
00315

市街地再開発事業 6,007,292 1,242,304 0 0 431,688 0 1,673,992 2,132,475 0 0 822,225 0 2,954,700 1,006,165 0 0 372,435 0 1,378,600

125
001-301-001-
00568

津波復興拠点整備事業
（石巻駅周辺）

647,944 485,958 0 0 161,986 0 647,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125
001-301-002-
00316

防災集団移転促進事業 94,138,438 25,029,232 0 0 8,217,742 0 33,246,974 18,853,003 0 0 6,062,886 0 24,915,889 27,276,973 0 0 8,698,602 0 35,975,575

126
001-301-003-
00319

道路橋りょう等応急復旧
事業

345,000 0 0 0 165,300 0 165,300 0 0 0 115,000 0 115,000 0 0 0 64,700 0 64,700

126
001-301-003-
00320

道路橋りょう災害復旧事
業

8,750,000 3,200,000 0 0 800,000 0 4,000,000 2,400,000 0 0 600,000 0 3,000,000 1,400,000 0 0 350,000 0 1,750,000

126
001-301-003-
00325

橋りょう改良事業 415,000 123,200 0 95,700 0 5,100 224,000 22,550 0 17,500 0 950 41,000 82,500 0 64,100 0 3,400 150,000

127
001-301-003-
00326

山崎馬鞍線道路改良事業 245,000 48,400 0 37,600 0 2,000 88,000 43,450 0 35,500 0 50 79,000 42,900 0 35,100 0 0 78,000

127
001-301-003-
00327

流留垂水避難路整備事業 538,000 71,300 0 0 20,700 0 92,000 166,625 0 0 48,375 0 215,000 179,025 0 0 51,975 0 231,000

127
001-301-003-
00328

屋敷浜・猪落線道路改良
事業

560,000 147,250 0 0 42,750 0 190,000 147,250 0 0 42,750 0 190,000 139,500 0 0 40,500 0 180,000

128
001-301-003-
00333

道路橋りょう整備事業 3,867,000 429,853 0 0 114,797 0 544,650 1,287,753 0 0 373,422 0 1,661,175 1,287,753 0 0 373,422 0 1,661,175

128
001-301-003-
00334

街路整備事業 14,556,500 4,161,362 0 0 1,208,138 0 5,369,500 4,127,650 0 0 1,198,350 0 5,326,000 2,992,275 0 0 868,725 0 3,861,000

128
001-301-003-
00586

七窪蛇田線街路整備事業 1,340,000 46,500 0 0 13,500 0 60,000 399,125 0 0 115,875 0 515,000 592,875 0 0 172,125 0 765,000

129
001-301-003-
00634

大瓜水沼真野線（石崎
橋）道路改良事業

250,000 0 0 0 0 37,000 37,000 55,000 0 42,700 0 2,300 100,000 62,150 0 48,300 0 2,550 113,000

合計 国費その他 県費

頁
番
号

事業名事業コード
地方債国費

1
8
4

平成26年度 平成27年度
３か年度
事業費合計 地方債 その他 一般財源 合計地方債 その他 一般財源 合計 国費 県費県費

平成25年度

一般財源



単位：千円

合計 国費その他 県費

頁
番
号

事業名事業コード
地方債国費

平成26年度 平成27年度
３か年度
事業費合計 地方債 その他 一般財源 合計地方債 その他 一般財源 合計 国費 県費県費

平成25年度

一般財源

129
001-301-003-
00635

井内大瓜線歩道設置事業 656,000 102,300 0 79,500 0 4,200 186,000 117,150 0 91,000 0 4,850 213,000 141,350 0 109,800 0 5,850 257,000

130
001-301-005-
00339

下水道施設災害復旧事業 34,160,000 8,172,600 0 197,400 790,000 0 9,160,000 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000

131
001-301-005-
00340

農業集落排水事業災害復
旧事業

5,800 0 0 800 5,000 0 5,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131
001-301-005-
00343

浄化槽集中導入事業（個
人設置型）

263,070 28,897 0 0 9,633 0 38,530 87,000 0 0 29,000 0 116,000 81,405 0 0 27,135 0 108,540

131
001-301-005-
00557

下水道施設災害復興事業 72,007,000 2,166,000 0 288,800 433,200 0 2,888,000 23,920,500 0 3,189,400 4,784,100 0 31,894,000 27,918,750 0 3,722,500 5,583,750 0 37,225,000

132
001-301-005-
00616

浄化槽集中導入事業（市
町村設置型）

260,750 39,112 0 0 13,038 0 52,150 78,225 0 0 26,075 0 104,300 78,225 0 0 26,075 0 104,300

132
001-301-006-
00346

都市公園等整備事業 11,314,830 497,257 0 0 165,753 0 663,010 4,398,240 0 0 1,466,080 0 5,864,320 3,590,625 0 0 1,196,875 0 4,787,500

132
001-301-006-
00347

石巻市総合運動公園（防
災公園）整備事業（第三
工区）

1,796,000 300,000 0 285,000 0 17,000 602,000 300,000 0 285,000 0 17,000 602,000 295,000 0 280,200 0 16,800 592,000

133
001-301-008-
00348

水道企業団災害復旧費負
担金支出事業

1,911,196 0 0 0 1,343,919 0 1,343,919 0 0 0 286,504 0 286,504 0 0 0 280,773 0 280,773

133
001-303-001-
00350

公共施設再生可能エネル
ギー導入事業

1,059,025 0 170,459 0 0 0 170,459 0 241,769 0 0 0 241,769 0 646,797 0 0 0 646,797

311,047,863 56,344,625 170,459 984,800 19,615,083 67,479 77,182,446 89,755,778 241,769 3,661,100 23,632,521 27,329 117,318,497 89,063,968 646,797 4,260,000 22,545,376 30,779 116,546,920

143
002-103-003-
00644

（仮称）総合福祉会館み
なと荘建設事業

453,923 84,345 0 0 20,406 0 104,751 281,149 0 0 68,023 0 349,172 0 0 0 0 0 0

143
002-104-001-
00376

石巻市立病院整備事業 4,921,523 0 135,000 0 0 1,860 136,860 0 1,256,416 0 0 0 1,256,416 0 3,528,247 0 0 0 3,528,247

144
002-104-001-
00378

寄磯診療所整備事業 53,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000 13,000 0 40,000 0 0 0 40,000

144
002-104-001-
00379

雄勝診療所施設整備事業 421,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,750 121,750 0 300,000 0 0 0 300,000

144
002-104-002-
00380

石巻市夜間急患センター
整備事業

324,178 0 15,000 47,500 3,864 6,196 72,560 0 100,000 0 0 7,560 107,560 0 125,000 0 0 19,058 144,058

145
002-201-003-
00384

災害公営住宅整備事業 96,558,602 11,635,887 0 1,647,000 29,400 15,807 13,328,094 48,025,150 0 6,866,800 7,000 50 54,899,000 24,781,219 0 3,550,200 0 89 28,331,508

145
002-201-003-
00385

借上公営型地域優良賃貸
住宅事業

815,200 652,160 0 0 163,040 0 815,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147
002-201-004-
00391

木造住宅耐震改修工事助
成事業

90,000 10,000 10,000 0 0 10,000 30,000 10,000 10,000 0 0 10,000 30,000 10,000 10,000 0 0 10,000 30,000

149
002-401-002-
00397

総合支所等庁舎復旧整備
事業

104,503 0 0 0 43,572 0 43,572 0 0 0 42,677 0 42,677 0 0 0 18,254 0 18,254

149
002-401-002-
00638

稲井支所整備事業 171,870 0 0 0 124,030 2,500 126,530 0 0 0 42,840 2,500 45,340 0 0 0 0 0 0

149
002-402-001-
00402

消防署所再編整備事業 595,300 20,733 0 0 7,067 0 27,800 426,266 0 0 141,234 0 567,500 0 0 0 0 0 0

150
002-402-002-
00403

消防ポンプ置場復旧整備
事業

150,000 20,000 0 0 10,000 0 30,000 40,000 0 0 0 20,000 60,000 40,000 0 0 0 20,000 60,000

1
8
5

施策大綱1　小計



単位：千円

合計 国費その他 県費

頁
番
号

事業名事業コード
地方債国費

平成26年度 平成27年度
３か年度
事業費合計 地方債 その他 一般財源 合計地方債 その他 一般財源 合計 国費 県費県費

平成25年度

一般財源

150
002-402-002-
00405

非常備消防車両整備事業 145,000 19,333 0 0 9,667 0 29,000 38,666 0 0 19,334 0 58,000 38,666 0 0 19,334 0 58,000

151
002-502-001-
00410

新墓地建設事業 829,000 297,980 0 0 74,496 32,624 405,100 138,254 0 0 110,514 5,132 253,900 60,390 0 0 106,228 3,382 170,000

105,633,849 12,740,438 160,000 1,694,500 485,542 68,987 15,149,467 48,959,485 1,366,416 6,866,800 431,622 179,992 57,804,315 24,930,275 4,003,247 3,550,200 143,816 52,529 32,680,067

155
003-102-001-
00414

漁港災害復旧事業 10,995,786 6,000,000 0 0 90,000 0 6,090,000 3,000,000 0 0 45,000 0 3,045,000 1,833,287 0 0 27,499 0 1,860,786

156
003-102-001-
00415

漁港災害復旧関連事業 3,220,000 711,500 3,240 18,600 204,500 2,160 940,000 405,000 10,200 31,200 100,000 3,600 550,000 1,300,500 1,620 9,300 417,500 1,080 1,730,000

156
003-102-001-
00417

海岸保全施設災害復旧事
業

18,270,000 6,000,000 0 0 90,000 0 6,090,000 6,000,000 0 0 90,000 0 6,090,000 6,000,000 0 0 90,000 0 6,090,000

156
003-102-001-
00533

海岸保全施設整備事業 6,420,000 250,000 0 0 250,000 0 500,000 1,080,000 0 0 1,080,000 0 2,160,000 1,880,000 0 0 1,880,000 0 3,760,000

157
003-102-002-
00419

水産物地方卸売市場建設
事業

9,874,624 4,182,095 0 0 2,091,048 0 6,273,143 2,400,987 0 0 1,200,494 0 3,601,481 0 0 0 0 0 0

158
003-103-001-
00544

漁業集落防災機能強化事
業

15,200,000 900,000 0 0 300,000 0 1,200,000 4,500,000 0 0 1,500,000 0 6,000,000 6,000,000 0 0 2,000,000 0 8,000,000

158
003-103-001-
00690

水産業共同利用施設整備
支援事業

112,000 0 0 0 112,000 0 112,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159
003-103-002-
00424

水産加工団地共同排水処
理施設復旧再生事業

6,720,000 2,266,666 0 0 1,303,334 0 3,570,000 1,200,000 0 0 690,000 0 1,890,000 800,000 0 0 460,000 0 1,260,000

159
003-103-002-
00426

水産業共同利用施設復
旧・復興整備事業（水産
業共同利用施設）

149,000 79,500 0 0 26,500 0 106,000 32,250 0 0 10,750 0 43,000 0 0 0 0 0 0

159
003-103-002-
00427

水産業共同利用施設復旧
事業

37,000 0 0 0 37,000 0 37,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160
003-103-002-
00428

共同利用漁船復旧支援事
業

100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160
003-103-002-
00604

水産業協同利用施設復
旧・復興整備事業（市場
整備分）

835,082 626,311 0 0 208,771 0 835,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161
003-104-001-
00430

中小企業者支援事業 400,000 0 0 0 400,000 0 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162
003-201-001-
00433

水辺の緑のプロムナード
整備事業

3,900,000 60,000 0 0 30,000 0 90,000 800,000 0 0 400,000 0 1,200,000 1,740,000 0 0 870,000 0 2,610,000

163
003-301-001-
00437

生産基盤整備支援事業 101,000 0 100,834 0 166 0 101,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163
003-301-001-
00438

農山漁村地域復興基盤整
備事業（林道利活用）

110,000 41,250 0 0 13,750 0 55,000 41,250 0 0 13,750 0 55,000 0 0 0 0 0 0

164
003-301-001-
00546

農山漁村地域復興基盤整
備事業（ほ場整備）

438,100 0 0 0 178,800 0 178,800 0 0 0 156,800 0 156,800 0 0 0 102,500 0 102,500

164
003-301-001-
00547

農山漁村活性化プロジェ
クト支援事業

85,000 26,250 0 0 8,750 0 35,000 22,500 0 0 7,500 0 30,000 15,000 0 0 5,000 0 20,000

164
003-301-001-
00548

震災対応・戦略作物生産
基盤整備事業

182,000 69,000 0 0 23,000 0 92,000 67,500 0 0 22,500 0 90,000 0 0 0 0 0 0

165
003-301-001-
00549

被災地域農業復興総合支
援事業

427,300 65,625 0 0 21,875 0 87,500 254,850 0 0 84,950 0 339,800 0 0 0 0 0 0

施策大綱2　小計
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単位：千円

合計 国費その他 県費

頁
番
号

事業名事業コード
地方債国費

平成26年度 平成27年度
３か年度
事業費合計 地方債 その他 一般財源 合計地方債 その他 一般財源 合計 国費 県費県費

平成25年度

一般財源

165
003-301-001-
00637

農業経営高度化支援事業
（集積促進事業補助金）

288,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255,002 0 33,136 0 288,138

166
003-301-003-
00444

山林施設災害復旧事業 60,000 0 39,000 0 21,000 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168
003-401-003-
00468

まちなか観光推進事業 75,000 20,000 0 0 5,000 0 25,000 20,000 0 0 5,000 0 25,000 20,000 0 0 5,000 0 25,000

78,000,030 21,298,197 143,074 18,600 5,515,494 2,160 26,977,525 19,824,337 10,200 31,200 5,406,744 3,600 25,276,081 19,588,787 256,622 9,300 5,890,635 1,080 25,746,424

171
004-101-001-
00471

市立高等学校統合事業 2,760,200 1,036,820 0 0 323,980 0 1,360,800 1,067,700 0 0 331,700 0 1,399,400 0 0 0 0 0 0

171
004-101-001-
00473

小学校災害復旧事業 3,325,124 963,735 0 0 481,869 0 1,445,604 523,013 0 0 671,007 0 1,194,020 457,000 0 0 228,500 0 685,500

171
004-101-001-
00474

須江小学校校舎増築事業 225,200 112,600 0 106,900 0 5,700 225,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172
004-101-001-
00475

中学校災害復旧事業 2,778,855 940,570 0 0 470,285 0 1,410,855 0 0 0 342,000 0 342,000 684,000 0 0 342,000 0 1,026,000

172
004-101-001-
00478

学校防災施設・設備等整
備事業

237,050 129,640 0 0 32,410 0 162,050 20,000 0 0 5,000 0 25,000 40,000 0 0 10,000 0 50,000

172
004-101-001-
00479

学校施設耐震補強事業 1,133,541 205,986 0 711,600 0 38,164 955,750 80,125 0 92,782 0 4,884 177,791 0 0 0 0 0 0

174
004-101-001-
00486

学校給食センター建設事
業

2,715,783 21,021 0 0 10,510 24,962 56,493 876,808 0 0 438,404 0 1,315,212 896,052 0 0 448,026 0 1,344,078

174
004-101-001-
00551

適応指導教室整備事業 175,640 140,512 0 0 35,128 0 175,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175
004-101-001-
00587

湊こども園移転新築事業 139,303 23,821 0 0 11,724 0 35,545 69,588 0 0 34,170 0 103,758 0 0 0 0 0 0

175
004-101-002-
00509

博物館機能及び文化ホー
ル機能施設整備事業

10,000 0 0 0 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175
004-101-003-
00510

国指定名勝齋藤氏庭園復
旧事業

333,300 77,770 4,444 0 28,886 0 111,100 77,770 4,444 0 28,886 0 111,100 77,770 4,444 0 28,886 0 111,100

176
004-101-003-
00511

旧石巻ハリストス正教会
教会堂復元事業

106,650 23,336 0 0 5,834 0 29,170 61,984 0 0 15,496 0 77,480 0 0 0 0 0 0

177
004-102-001-
00517

（仮称）渡波地区保育所
建設事業

411,500 0 0 0 0 0 0 99,825 0 0 26,675 0 126,500 214,500 0 0 70,500 0 285,000

177
004-102-001-
00518

（仮称）湊地区保育所建
設事業

214,877 0 34,202 0 11,401 3,984 49,587 0 114,008 0 38,004 13,278 165,290 0 0 0 0 0 0

178
004-102-001-
00519

（仮称）門脇・大街道地
区保育所建設事業

508,740 100,800 0 0 25,200 0 126,000 20,805 0 0 6,935 0 27,740 267,000 0 0 88,000 0 355,000

178
004-102-001-
00520

（仮称）雄勝地区保育所
建設事業

273,000 16,800 0 0 4,200 0 21,000 16,875 0 0 5,625 0 22,500 172,750 0 0 56,750 0 229,500

178
004-102-003-
00672

湊地区放課後児童クラブ
専用教室設置事業

50,176 0 3,421 0 1,710 6,448 11,579 0 11,402 0 5,702 21,493 38,597 0 0 0 0 0 0

180
004-201-003-
00531

企業誘致等支援事業 471,000 0 0 0 0 157,000 157,000 0 0 0 0 157,000 157,000 0 0 0 0 157,000 157,000

15,869,939 3,793,411 42,067 818,500 1,443,137 246,258 6,343,373 2,914,493 129,854 92,782 1,949,604 196,655 5,283,388 2,809,072 4,444 0 1,272,662 157,000 4,243,178

510,551,681 94,176,671 515,600 3,516,400 27,059,256 384,884 125,652,811 161,454,093 1,748,239 10,651,882 31,420,491 407,576 205,682,281 136,392,102 4,911,110 7,819,500 29,852,489 241,388 179,216,589

施策大綱3　小計

1
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※財源のうち「その他」には、震災復興特別交付税、特別交付税、震災復興基金等の財源を見込んでいます。

全体合計

施策大綱4　小計
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震災復興基本計画実施計画　事業索引

下水道施設災害復旧事業 ‥‥‥‥ 130

農業集落排水事業災害復旧事業 ‥‥‥‥ 131

‥‥‥‥ 131

災害用備蓄配備事業 ‥‥‥‥ 117

災害時要援護者避難支援事業 ‥‥‥‥ 117 下水道施設災害復興事業 ‥‥‥‥ 131

避難ビル整備事業 ‥‥‥‥ 117 ‥‥‥‥ 132

都市防災総合推進事業 ‥‥‥‥ 118

避難タワー整備事業 ‥‥‥‥ 118 都市公園等整備事業 ‥‥‥‥ 132

‥‥‥‥ 118 ‥‥‥‥ 132

地域防災計画改訂事業 ‥‥‥‥ 119 ‥‥‥‥ 133

ハザードマップ作成事業 ‥‥‥‥ 119

自主防災組織機能強化事業 ‥‥‥‥ 119 太陽光発電普及促進事業 ‥‥‥‥ 133

避難路整備事業 ‥‥‥‥ 120 ‥‥‥‥ 133

誘導表示板設置事業 ‥‥‥‥ 120

放射線情報公開事業 ‥‥‥‥ 120 ‥‥‥‥ 134

震災記録収集整理事業 ‥‥‥‥ 121

慰霊碑（モニュメント）建立事業 ‥‥‥‥ 121

東日本大震災犠牲者追悼式 ‥‥‥‥ 121 1　迅速な生活・健康支援と福祉・医療の確保

コミュニティ形成支援補助事業 ‥‥‥‥ 122 ‥‥‥‥ 137

‥‥‥‥ 122

災害援護資金貸付事業 ‥‥‥‥ 137

外国人相談窓口開設事業 ‥‥‥‥ 122 ‥‥‥‥ 137

日本語教室等開設事業 ‥‥‥‥ 123

地域自治システム構築支援事業 ‥‥‥‥ 123 震災奨学金給付事業 ‥‥‥‥ 138

ボランティア地域活性化事業 ‥‥‥‥ 123 ‥‥‥‥ 138

市報臨時号発行委託業務 ‥‥‥‥ 138

土地区画整理事業 ‥‥‥‥ 124 消費者行政対策事業 ‥‥‥‥ 139

優良建築物等整備事業 ‥‥‥‥ 124 全国避難者市報等郵送事業 ‥‥‥‥ 139

市街地再開発事業 ‥‥‥‥ 124 被災者生活支援事業 ‥‥‥‥ 139

‥‥‥‥ 125 応急仮設住宅運営管理補助事業 ‥‥‥‥ 140

応急仮設住宅バス運行事業 ‥‥‥‥ 140

防災集団移転促進事業 ‥‥‥‥ 125 心のケア事業 ‥‥‥‥ 140

埋蔵文化財発掘調査事業 ‥‥‥‥ 125 ‥‥‥‥ 141

道路橋りょう等応急復旧事業 ‥‥‥‥ 126

道路橋りょう災害復旧事業 ‥‥‥‥ 126 まちの保健室事業 ‥‥‥‥ 141

橋りょう改良事業 ‥‥‥‥ 126 ‥‥‥‥ 141

山崎馬鞍線道路改良事業 ‥‥‥‥ 127

流留垂水避難路整備事業 ‥‥‥‥ 127 栄養・食生活支援事業 ‥‥‥‥ 142

屋敷浜・猪落線道路改良事業 ‥‥‥‥ 127 口腔ケア対策事業 ‥‥‥‥ 142

道路橋りょう整備事業 ‥‥‥‥ 128 民生委員・児童委員確保対策事業 ‥‥‥‥ 142

街路整備事業 ‥‥‥‥ 128 健康増進計画改訂事業 ‥‥‥‥ 143

七窪蛇田線街路整備事業 ‥‥‥‥ 128 ‥‥‥‥ 143

‥‥‥‥ 129

石巻市立病院整備事業 ‥‥‥‥ 143

井内大瓜線歩道設置事業 ‥‥‥‥ 129 寄磯診療所整備事業 ‥‥‥‥ 144

排水ポンプ設置事業（高潮対策） ‥‥‥‥ 129 雄勝診療所施設整備事業 ‥‥‥‥ 144

‥‥‥‥ 130 石巻市夜間急患センター整備事業 ‥‥‥‥ 144

下水道基本計画改訂事業 ‥‥‥‥ 130

水道企業団災害復旧費負担金支出
事業

公共施設再生可能エネルギー導入
事業

施策大綱2　市民の不安を解消し、これまでの暮らし
を取り戻す

復興協働プロジェクト協議会関連
事業

災害弔慰金・災害障害見舞金給付
事業

災害義援金の適切配分及び早期支
給事業

2　地域の力でみんなで守る

集会所等コミュニティ施設復旧整
備事業

3　減災まちづくりの推進

津波復興拠点整備事業（石巻駅周
辺）

大瓜水沼真野線（石崎橋）道路改
良事業

（仮称）総合福祉会館みなと荘建
設事業

災害ボランティアセンター運営支
援事業

2次避難者健診・予防接種費用助
成事業

生活不活発病・エコノミー症候群
予防事業

排水ポンプ設置事業（高潮対策特
会分）

1　新たな防災体制の構築 浄化槽集中導入事業（個人設置
型）

浄化槽集中導入事業（市町村設置
型）

石巻港津波避難ビル（防災備蓄倉
庫）整備事業

石巻市総合運動公園（防災公園）
整備事業（第三工区）

施策大綱1　みんなで築く災害に強いまちづくり

194



震災復興基本計画実施計画　事業索引

商業団体支援事業 ‥‥‥‥ 161

‥‥‥‥ 145 中小企業者支援事業 ‥‥‥‥ 161

相談窓口設置事業 ‥‥‥‥ 161

災害公営住宅整備事業 ‥‥‥‥ 145

借上公営型地域優良賃貸住宅事業 ‥‥‥‥ 145

がけ地近接等危険住宅移転事業 ‥‥‥‥ 146 ‥‥‥‥ 162

災害公営住宅家賃低廉化事業 ‥‥‥‥ 146

東日本大震災特別家賃低廉事業 ‥‥‥‥ 146 水辺の緑のプロムナード整備事業 ‥‥‥‥ 162

木造住宅耐震診断助成事業 ‥‥‥‥ 147

木造住宅耐震改修工事助成事業 ‥‥‥‥ 147

住宅再建支援事業（市独自制度） ‥‥‥‥ 147 被災農家経営再開支援事業 ‥‥‥‥ 162

農業振興地域整備計画策定事業 ‥‥‥‥ 163

生産基盤整備支援事業 ‥‥‥‥ 163

融資あっせん制度拡充事業 ‥‥‥‥ 148 ‥‥‥‥ 163

緊急雇用創出事業 ‥‥‥‥ 148

企業誘致促進事業 ‥‥‥‥ 148 ‥‥‥‥ 164

‥‥‥‥ 164

総合支所等庁舎復旧整備事業 ‥‥‥‥ 149

稲井支所整備事業 ‥‥‥‥ 149 ‥‥‥‥ 164

消防署所再編整備事業 ‥‥‥‥ 149

消防ポンプ置場復旧整備事業 ‥‥‥‥ 150 被災地域農業復興総合支援事業 ‥‥‥‥ 165

非常備消防車両整備事業 ‥‥‥‥ 150 ‥‥‥‥ 165

‥‥‥‥ 165

災害廃棄物処理事業 ‥‥‥‥ 150

新墓地建設事業 ‥‥‥‥ 151 優良肉用牛生産振興対策事業 ‥‥‥‥ 166

畜産経営支援対策事業 ‥‥‥‥ 166

山林施設災害復旧事業 ‥‥‥‥ 166

‥‥‥‥ 167

‥‥‥‥ 155

ポートセールスの展開 ‥‥‥‥ 155 物産市等開催・参加支援事業 ‥‥‥‥ 167

漁港災害復旧事業 ‥‥‥‥ 155 ‥‥‥‥ 167

漁港災害復旧関連事業 ‥‥‥‥ 156

海岸保全施設災害復旧事業 ‥‥‥‥ 156 ‥‥‥‥ 168

海岸保全施設整備事業 ‥‥‥‥ 156

水産物地方卸売市場建設事業 ‥‥‥‥ 157 まちなか観光推進事業 ‥‥‥‥ 168

放射能風評被害対策事業 ‥‥‥‥ 157

種苗放流事業 ‥‥‥‥ 157

水産業災害対策資金利子補給事業 ‥‥‥‥ 158

漁業集落防災機能強化事業 ‥‥‥‥ 158

水産業共同利用施設整備支援事業 ‥‥‥‥ 158 市立高等学校統合事業 ‥‥‥‥ 171

‥‥‥‥ 159 小学校災害復旧事業 ‥‥‥‥ 171

須江小学校校舎増築事業 ‥‥‥‥ 171

‥‥‥‥ 159 中学校災害復旧事業 ‥‥‥‥ 172

学校防災施設・設備等整備事業 ‥‥‥‥ 172

水産業共同利用施設復旧事業 ‥‥‥‥ 159 学校施設耐震補強事業 ‥‥‥‥ 172

共同利用漁船復旧支援事業 ‥‥‥‥ 160 通学支援事業 ‥‥‥‥ 173

‥‥‥‥ 160 就学援助事業 ‥‥‥‥ 173

市立幼稚園保育料減免事業 ‥‥‥‥ 173

仮設施設整備事業 ‥‥‥‥ 160 市立高等学校入学金等免除事業 ‥‥‥‥ 174

住生活基本計画及び長寿命化計画
改定事業

3　職の再建

5　生活環境の整備

4　各種公共施設の復旧と復興

水産業共同利用施設復旧・復興整
備事業（水産業共同利用施設）

国際拠点港湾「石巻港」復興活性
化プロジェクト事業

施策大綱３　自然への畏敬の念を持ち、自然とともに
生きる

１　海とともに生きる
住民持込み食品等の放射性物質簡
易検査事業

水産業共同利用施設復旧・復興整
備事業（市場整備分）

水産加工団地共同排水処理施設復
旧再生事業

1　未来の人を育てる

石巻焼きそばフェスティバル実施
事業

施策大綱4　未来のために伝統・文化を守り、人・新
たな産業を育てる

4　地域資源を活かす

石巻観光ボランティア協会復興支
援事業

農業経営高度化支援事業（調査・
調整事業）

農山漁村活性化プロジェクト支援
事業

震災対応・戦略作物生産基盤整備
事業

農業経営高度化支援事業（集積促
進事業補助金）

農山漁村地域復興基盤整備事業
（ほ場整備）

3　大地とともに生きる

農山漁村地域復興基盤整備事業
（林道利活用）

2　住まいの再建

2　川とともに生きる

中心市街地活性化基本計画改訂事
業

195



震災復興基本計画実施計画　事業索引

学校給食センター建設事業 ‥‥‥‥ 174

適応指導教室整備事業 ‥‥‥‥ 174

湊こども園移転新築事業 ‥‥‥‥ 175

‥‥‥‥ 175

国指定名勝齋藤氏庭園復旧事業 ‥‥‥‥ 175

‥‥‥‥ 176

文化財再興事業 ‥‥‥‥ 176

文化芸術事業 ‥‥‥‥ 176

‥‥‥‥ 177

（仮称）渡波地区保育所建設事業 ‥‥‥‥ 177

（仮称）湊地区保育所建設事業 ‥‥‥‥ 177

‥‥‥‥ 178

（仮称）雄勝地区保育所建設事業 ‥‥‥‥ 178

‥‥‥‥ 178

‥‥‥‥ 179

心のケア充実事業 ‥‥‥‥ 179

家庭教育支援事業 ‥‥‥‥ 179

防災教育充実事業 ‥‥‥‥ 180

2 企業誘致と新産業の創出

6次産業化推進事業 ‥‥‥‥ 180

企業誘致等支援事業 ‥‥‥‥ 180

マリンバイオマス推進事業 ‥‥‥‥ 181

湊地区放課後児童クラブ専用教室
設置事業

スクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカー配置事業

市民の文化芸術活動に対するサ
ポート事業

（仮称）門脇・大街道地区保育所
建設事業

博物館機能及び文化ホール機能施
設整備事業

旧石巻ハリストス正教会教会堂復
元事業
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