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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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６ 施策別事業実施計画 

 

 

第１章 

ともに創
つ く

る協働のまち 
 

 

■ 第１節 住民の自治力を強化する 

■ 第２節 市民のまちづくりに対する関心を高める 

■ 第３節 市民満足度の高い行政サービスを提供する 

■ 第４節 安定した行財政運営を構築する 
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第１章 ともに創る協働のまち 

◎◎  基基  本本  目目  標標 

 

 

 

 

 

◎◎  施施  策策  のの  体体  系系  

第１節 住民の自治力を強化する 

１ 住民自治の基盤づくりを推進する 

２ 公益的な市民活動を支援する 

 

第２節 市民のまちづくりに対する関心を高める 

１ 透明性の高い行政を推進する 

２ 市民参加を促進する 

３ 男女共同参画社会を構築する 

  

 

第３節 市民満足度の高い行政サービスを提供する 

１ 主体性を持ったまちづくりを推進する 

２ 行政サービスの質の向上を図る 

 

第４節 安定した行財政運営を構築する 

１ 持続可能な行財政運営を推進する 

 

  

住民自治の推進によるコミュニティ（地域社会）の再生・自立と多様な主体の

協働のまちづくりを進めるとともに、合理的で機能的な自治体への構造改革を目

指します。 



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 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

実施

単位 目標

活動指標 部 63,500

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

実施

単位 目標

活動指標 回 10

成果指標 ％ 80.0

001-002-001-00004 企画部秘書広報課 継続

「市報いしのまき」発行事業

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

市政の現状や施策などの各種情報を広く市民へ周知し、市
民の理解と関心を深め、市民参画の推進を果たすため、市
報いしのまきを発行する。

実施 実施

集会所の新築、改築・増築及び改修事業などに対し補助金
を交付し、住民活動の拠点である集会所の建設等を支援す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

支援件数 2 2

001-001-002-00675 企画部市民協働推進課 建設・継続

集会所建設費補助事業

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

市報の発行部数 63,500 63,500

市報を読んでいる人の割合 85.0

001-002-001-00005 企画部秘書広報課 リ・継続

広聴事業

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

市民が市政に参加しやすい環境づくりを行い、市民と一体
となったまちづくりを進めるため、市政教室を開催する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

市政教室の開催回数 10 10

定員に対する参加率 80.0 80.0
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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

実施

単位 目標

活動指標 回 24

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

実施

単位 目標

活動指標 回 10

成果指標 ％ 40.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 時間 112

成果指標 件 1,344

審議会等の女性委員の割合 40.0 40.0

平日に来庁できない方の利便性向上や平日の混雑解消、待
ち時間の短縮を図るため、休日開庁（各種証明書の発行、
住所異動届、戸籍に係る届出受理、印鑑登録等）を月2回
（第1、第3日曜日）午前9時から午後1時までの時間帯で実
施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

休日窓口開庁時間 112 112

年間利用件数 1,344 1,344

男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、女性人
材育成事業・啓発事業（男女共同参画基本計画進行管理、
女性人材育成事業、DV防止講演会その他啓発事業）を実施
する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

男女共同参画関連　各種セミ
ナー・イベント等の開催数

10 10

001-002-003-00017 企画部市民協働推進課 継続

男女共同参画推進事業

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

001-002-002-00016 企画部市民協働推進課 継続

地域まちづくり委員会事業

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

001-003-002-00046 生活環境部市民課 リ・継続

休日開庁事業

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

各地域まちづくり委員会において、市長の諮問等に応じた
各種施策に関する計画等の審議や、新市まちづくり計画の
進捗状況等の調査及び審議を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

開催回数 24 24

12



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

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 ％ 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26年度 ～

平成25年度

単位 目標

活動指標 ％

成果指標

東日本大震災からの復旧期（平成23年度～平成25年度）に
おける復旧状況を踏まえ、石巻市の再生・発展の方向性を
示す新たな総合計画の策定と、新市建設計画の見直しを行
う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

001-004-001-00013 企画部総合政策課 新規

総合計画及び新市建設計画改訂事業 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

庁内情報化推進事業 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

住民情報システムの安定稼働を図り、事務の効率化及び住
民サービスの向上に向けたシステムを構築する（住民情報
システムの更新）。

実施 実施

001-003-002-00558 企画部情報政策課 掲載新規

001-003-002-00560 河南総合支所地域振興課 建設・新規

河南総合支所庁舎空調設備入替事業

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

河南総合支所庁舎の老朽化した空調機の入替を行い、効果
的・効率的な施設維持を確保するとともに、来庁者の利便
性の向上を図る。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

13



15 

 

 

 

第2 章  

個性と創造性豊かな未来の 

担
に な

い手をはぐくむまち 
 

 

■ 第１節 「生きる力」を持つ子どもたちを育成する 

■ 第２節 地域全体で子どもたちを育成する 

■ 第３節 新たな時代を創造する人材を育成する 
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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 

◎◎  基基  本本  目目  標標 

 

 

 

 

◎◎  施施  策策  のの  体体  系系  

 

第１節 「生きる力」を持つ子どもたちを育成する 

１ 時代の変化に対応した教育を推進する 

２ 児童生徒の豊かな心と体、確かな学力をはぐくむ 

３ 充実した教育を行える環境をつくる 

  ４ 魅力ある高等学校教育を推進する 

       

第２節 地域全体で子どもたちを育成する 

１ 地域・家庭の教育力を強化する 

２ 青少年を健全に育成する 

 

 第３節 新たな時代を創造する人材を育成する 

  １ 広い視野を持つ人材をはぐくむ 

  ２ 創造力を育てる多様な環境をつくる 

国際的な視点を持ち、確かなものを見極める力、新たなものを創造する力を持った

未来の担い手をはぐくむまちを目指します。 



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

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25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標

002-001-002-00220 教育委員会教育総務課 継続

就学時健康診断実施事業

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

002-001-002-00219 教育委員会教育総務課 継続

健康診断・検査等実施事業

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

学校保健安全法に基づき、市立学校の児童・生徒及び市立
幼稚園の園児に対する健康診断及び各種検査を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

002-001-002-00221 教育委員会教育総務課 継続

学校医・薬剤師配置事業

学校保健安全法に基づき、次年度に小学校に就学を予定す
る児童に対して健康診断を実施し、健康状況を把握しつ
つ、学校保健上必要な助言・指導を行う。

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

学校保健安全法に基づき、市立学校及び市立幼稚園に学校
医等を配置し、児童・生徒に対して、①定期健康診断、②
健康相談、③衛生点検を実施する。

実施 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25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 1,081

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

実施

単位 目標

活動指標 園 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25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標 ％ 80.0

002-001-002-00227 教育委員会学校教育課 継続

適応指導教室運営事業

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

登校したくても登校できずに、不安な日々を送っている児
童・生徒に対し、安心できる居場所を提供するとともに、
自立を促しながら学校への復帰を図ることを目的として、
個々の状態に応じた生徒指導、生活指導、基礎学力補充の
学習指導を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

通所児童・生徒の再登校率（部分登校を含む。） 80.0 80.0

002-001-002-00223 教育委員会教育総務課 継続

指　標　名 目標 目標

助成人数 1,067 964

私立幼稚園就園奨励費助成事業

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

市内に住所を有し、私立幼稚園に就園する低所得世帯や3
子目以降の子供が就園する世帯の就園を助成するため、私
立幼稚園が行う入園料、保育料の減免措置に対して就園奨
励費の助成を行う。

実施 実施

私立幼稚園の健全な経営及び保護者の負担の軽減を図るた
め、市内で開園している私立幼稚園の設置者に対し、運営
費の一部を助成する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

助成施設数 9 9

002-001-002-00224 教育委員会教育総務課 継続

私立幼稚園運営費助成事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 校 45

成果指標 ％ 80.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 100.0

成果指標 件 2.1

障害を持つ児童・生徒が在籍する学級及び当該児童・生徒
に対する学習や生活指導の充実と学校生活における安全を
確保するため、特別支援教育支援員を配置する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

002-001-002-00228 教育委員会学校教育課 継続

特別支援教育支援員配置事業

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

児童・生徒の学力向上に資するための、児童・生徒向けの
講演会（子ども未来づくりフォーラム）の実施や家庭向け
のリーフレットの配布等の啓発活動、教職員向けの指導力
向上のための講演会を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

002-001-002-00232 教育委員会学校教育課 継続

石巻・子どもの未来づくり事業

いじめ・生徒指導問題対策事業

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

いじめに関する問題に組織的に対応するため、関係機関等
との連携を推進するほか、教員や保護者を対象とした研修
をとおして「いじめを許さない風土づくり」を進め、いじ
めの未然防止及び早期解決を図る。

実施 実施

授業公開実施校 47 50

予習・復習を継続する児童生徒の割合 80.0 80.0

002-001-002-00235 教育委員会学校教育課 継続

指　標　名 目標 目標

対策会議実施学校の割合 100.0 100.0

市立小・中・高校1,000人当たりのいじめ認知件数 2.1 2.1
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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

実施

単位 目標

活動指標 件 10

成果指標 校 6

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 9

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

実施

単位 目標

活動指標 ％

成果指標

002-001-002-00243 教育委員会学校管理課 継続

学校給食センター運営事業

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

安定した給食供給のため、経年劣化により更新時期を迎え
た厨房機器の更新や食器の購入を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

食器の入れ替え率 28.0

002-001-002-00237 教育委員会学校教育課 継続

小中学校児童生徒体育及び文化活動補助金交付事業

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

補助対象となる県大会へ出場した学校数 6 6

002-001-002-00238 教育委員会学校教育課 継続

定住外国人就学支援事業

小・中学校の体育・文化活動において、県大会以上の大会
に出場した場合に、石巻市立小中学校児童生徒体育及び文
化活動補助金交付要綱に基づき、補助金を交付する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

文化活動補助件数 10 10

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

石巻市に転入し、就学を希望する外国籍の児童・生徒を市
立学校へ円滑に受け入れるため、外国語が使える就学支援
員を配置し、外国籍の児童・生徒をサポートする。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

支援が必要な外国人の児童生徒 9 9

支援員配置率 100.0 100.0
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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

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

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25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標

目標 目標

002-001-003-00222 教育委員会教育総務課 継続

就学援助・特別支援教育就学奨励事業

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

002-001-003-00217 教育委員会教育総務課 継続

遠距離通学支援事業

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

遠距離通学となる市立学校の児童・生徒に対し、公共交通
機関利用に係る負担額の助成やスクールバス運行による通
学支援を実施する。

実施 実施

指　標　名

経済的な事情により就学が困難な児童・生徒の保護者及び
特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者への支援を行
う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

002-001-002-00259 教育委員会生涯学習課 継続

ブックスタート事業

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

乳幼児期からの家庭における読書活動の推進方策の一環と
して、乳幼児期に絵本との出会いの機会を創出し、さらに
は絵本の選び方や読み聞かせの方法についての保護者への
啓発を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

ブックスタートパック配布率 100.0 100.0

アンケートによる満足度 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

実施

単位 目標

活動指標 人 60

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

実施

単位 目標

活動指標

成果指標 ％ 77.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 校 5

成果指標 ％ 98.0

60

全国的な傾向である児童・生徒の読書離れが進む中、学校
教育の中で学校図書を積極的に活用し、児童・生徒の読書
活動を一層推進するため、学校図書を計画的に整備する。
当面の整備目標を、市内全ての小・中学校において、学校
図書館標準蔵書数に対する充足率100％達成とし、あわせ
て書架を整備する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

002-001-003-00239 教育委員会学校管理課 継続

学校図書整備事業

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

奨学金貸与事業

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

石巻市奨学金貸与条例、石巻市篤志奨学資金貸与基金条例
の理念に基づき奨学金を貸与し、もって有能な人材の育成
を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

貸与者数

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

生徒がＩＴの活用方法に慣れ親しみ、習熟して、主体的に
活用できるよう情報活用能力の育成を図るため、国際化、
高度情報化、技術革新等の社会情勢の変化に対応した情報
教育環境を計画的に整備する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

図書充足率 82.0 86.0

002-001-003-00240 教育委員会学校管理課 継続

情報教育環境整備事業

ＩＣＴ機器の更新校 16 8

校内ＬＡＮ整備状況 100.0 100.0

60

002-001-003-00230 教育委員会学校教育課 継続
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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

実施

単位 目標

活動指標 台 20

成果指標 ％ 51.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

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

単位 目標

活動指標 ％

成果指標

電子黒板整備事業

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

高度情報通信ネットワーク社会が進展していく中で、子ど
もたちが情報社会に主体的に対応できる「情報活用能力」
の育成と、「わかる授業」や「魅力ある授業」の一助とし
て市立学校への電子黒板を導入する。

実施 実施

002-001-003-00242 教育委員会学校管理課 建設・継続

002-001-003-00244 教育委員会学校管理課 掲載新規

教材備品整備事業

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

電子黒板導入台数 64 32

全市立学校に占める電子黒板導入校数割合 77.0 90.0

002-001-003-00247 教育委員会学校管理課 建設・継続

住吉中学校空気調和設備機器等機能復旧事業 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

国が示す新学習指導要領に対応した教材整備指針に基づ
き、小・中学校の教材整備を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

本校の空気調和設備機器は、昭和62年度から平成3年度に
かけて暖房機3基（校舎2基、講堂1基）を設置したもので
ある。老朽化が進みメンテナンスの範囲において維持して
いくことが困難になっているため、平成24年度に機能調
査、平成26年度に改修設計、平成27年度に暖房機の機能復
旧工事を実施する。

改修設計

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 10.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成22年度 ～

平成25年度

改修設計

単位 目標

活動指標 ％ 10.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成27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

改築工事

単位 目標

活動指標 ％ 100.0

成果指標

002-001-003-00248 教育委員会学校管理課 建設・継続

山下小学校空気調和設備機器等機能復旧事業 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

002-001-003-00249 教育委員会学校管理課 建設・新規

青葉中学校空気調和設備機器等機能復旧事業 平成30年度

本校の空気調和設備機器は、昭和62年度から平成3年度に
かけて暖房機3基を設置したものである。老朽化が進み、
メンテナンスの範囲において維持していくことが困難に
なっているため、平成22年度、23年度に機能調査、平成25
年度に改修設計、平成26年度に暖房機の機能復旧工事を実
施する。

機能復旧工事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

事業進捗率 2.0

002-001-003-00252 教育委員会学校管理課 建設・継続

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

本校の空気調和設備機器は、平成元年度に暖房機3基を設
置したものである。老朽化が進み、メンテナンスの範囲に
おいて維持していくことが困難になっているため、平成27
年度に機能調査、平成29年度に改修設計、平成30年度に暖
房機の機能復旧工事を実施する。

機能調査

指　標　名 目標 目標

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

桃生小学校水泳プール改築事業 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

本校の水泳プールは、昭和45年度に設置されたものであ
る。
設置後40年を経過し、施設の老朽化や給排水設備の腐食化
とともに、地盤沈下により施設全体が傾斜しているなど、
応急的な修繕やメンテナンスによる維持管理が困難な状況
になっているため、プール施設の設計及び改築工事を実施
する。
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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

地質調査
改築設計

単位 目標

活動指標 ％ 7.3

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 校 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

実施

単位 目標

活動指標 校 1

成果指標

本校の水泳プールは、昭和46年度に設置されたものであ
る。
設置後41年を経過し、施設の老朽化や給排水設備の腐食化
が進み、応急的な修繕やメンテナンスによる維持管理が困
難な状況になっているため、プール施設の設計及び改築工
事を実施する。

改築工事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

002-001-003-00253 教育委員会学校管理課 建設・継続

桃生中学校水泳プール改築事業 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

老朽化により雨漏りや雨の吹き込みが著しい学校施設につ
いて、その原因となる屋上、屋根、外壁、外部建具（窓）
などの防水改修工事を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

改修学校 1 1

002-001-003-00257 教育委員会学校管理課 建設・継続

小学校施設防水改修等事業

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

老朽化により雨漏りや雨の吹き込みが著しい学校施設につ
いて、その原因となる屋上、屋根、外壁、外部建具（窓）
などの防水改修工事を実施する。

実施

指　標　名 目標 目標

002-001-003-00258 教育委員会学校管理課 建設・継続

中学校施設防水改修等事業

改修学校 1

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 校 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

実施

単位 目標

活動指標 回 150

成果指標 ポイント 85.0

002-001-003-00559 教育委員会教育総務課 新規

就学援助システム導入事業

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

就学児童・生徒の学齢簿の管理事務及び就学援助事務をシ
ステム化し、効率化を図る。

システム導入

指　標　名 目標 目標

実施

地域社会と学校教育が協働の仕組みを支える協議会を設置
し、地域の特性を生かした教育活動を実践し、子どもたち
の「生きる力」を醸成する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

協働教育組織の再編・設置校数 4 3

002-002-001-00260 教育委員会生涯学習課 継続

コラボスクール推進委託事業

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

002-002-001-00278 教育委員会石巻中央公民館 継続

家庭教育学級開設事業

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

幼稚園・小学校を単位に家庭教育学級を開設し、子育てに
ついての理解を深め、望ましい家庭教育ができる学習機会
の場を提供し、家庭教育の支援を行う。

実施

指　標　名 目標 目標

学習会の実施回数 160 160

受講生評価ポイント 87.0 87.0
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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 地区 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

実施

単位 目標

活動指標 回 500

成果指標 件 650

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 50

成果指標 人 300

補導・声がけ件数 625 600

青少年の非行防止及び健全育成を図るため、街頭補導活動
や少年相談を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

街頭補導等実施回数

小学校区において、放課後や週末、長期休業日等に小学校
の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動
拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、子ども
たちとともに学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交
流活動等の取組みを実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

放課後子ども教室開設数 1 1

002-002-001-00617 教育委員会生涯学習課 新規

放課後子ども教室推進事業 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

子ども会活動等地域における望ましい体験活動の指導・支
援を行う青年ボランティアとしてのジュニア・リーダー及
びインリーダーの育成をとおして、青少年の健全育成を図
る。宮城県教育委員会が定める「ジュニア・リーダー初級
研修内容」に準拠した研修会を開催し、受講修了者には宮
城県教育委員会が発行するジュニア・リーダー手帳及び初
級研修修了証を授与する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

初級研修会修了資格取得者数 50 50

002-002-002-00261 教育委員会生涯学習課 継続

少年指導者育成事業

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

500 500

002-002-002-00144 福祉部市民相談センター 継続

青少年健全育成事業

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

派遣したジュニア・リーダー延べ人数 300 300
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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

30周年記念
事業事前事
務協議（派
遣）

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 4

成果指標 人 60

山形県河北町との友好都市交流事業

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

石巻市民と山形県河北町民の友好協力関係を促進するとと
もに、両市町の特性を生かした交流と活性化を推進するた
めに、相互を訪問して友好都市交流を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

交流事業開催回数 4 4

交流事業参加人数 60 60

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

石巻市民と茨城県ひたちなか市民の友好協力関係を促進す
るとともに、両市の特性を生かした交流と地域の活性化を
推進するために隔年ごとに相互を訪問して姉妹都市交流を
行う。

交流団受入

指　標　名 目標 目標

002-003-001-00020 企画部市民協働推進課 継続

日中共同声明の原則と日中平和友好条約の精神に基づき、
石巻市民と温州市民間の友好往来の増進と相互協力を図る
とともに、両市間の経済、文化、教育など幅広い分野にお
ける交流を行い、両市の繁栄と友好協力を促進する。

30周年記念事
業（受入・派
遣）

指　標　名 目標 目標

002-003-001-00019 企画部市民協働推進課 継続

茨城県ひたちなか市との姉妹都市交流事業

002-003-001-00018 企画部市民協働推進課 継続

温州市との友好都市交流事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 21

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

実施

単位 目標

活動指標 人 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25年度

実施

単位 目標

活動指標 日 30

成果指標 ％ 80.0

研修参加人数 21 21

ＡＬＴ１校当たりの年間平均訪問日数 30 30

ＡＬＴとの授業が楽しい児童・生徒の割合 80.0 80.0

中学校及び高等学校での外国語教育及び国際理解教育を推
進する。小学校では「外国語活動」の時間をとおし、外国
語や外国人の文化に慣れ親しむ態度の育成及び国際理解教
育を推進する。

実施

002-003-001-00225

002-003-001-00022 企画部市民協働推進課 継続

非核平和推進人材育成事業

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

核兵器が人類に及ぼした悲惨な現実と真の平和の尊さを学
び、恒久平和に貢献できる人材を育成する。平成25年度は
被爆体験者を石巻市へ招へいし、市内中学生に講話を実施
する。平成26年度からは震災前に実施していた広島への派
遣を再開する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

002-003-001-00021 企画部市民協働推進課 継続

中学生海外研修事業

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

石巻市の将来を担う中学生を海外へ派遣し、海外の人々と
の対話をとおして異国の文化に直接触れ、また自国の文化
を披露することでお互いの文化の違いを認め合い、国際性
豊かな人材を育成する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

参加人数 21 21

教育委員会学校教育課 継続

国際理解教育推進事業

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
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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

実施

単位 目標

活動指標 日 35

成果指標 ％ 80.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

姉妹都市締
結（派遣）

記念事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 事業 9

成果指標

石巻専修大学地域連携助成事業

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

石巻専修大学が取り組む地域連携活動（市民向け開放講座
を行うサテライトキャンパス事業）、教育研究活動事業
（地域に関する研究を行う研究プロジェクト事業）を支援
する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

地域連携活動・教育研究活動 9 9

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

平成25年は、支倉常長がイタリアに向けて、石巻を出航し
てから400周年に当たることから、平成25年に合併後の新
石巻市として姉妹都市の再締結を行い、交流事業を実施す
る。

指　標　名 目標 目標

002-003-002-00007 企画部総合政策課 継続

002-003-001-00585 企画部市民協働推進課 継続

イタリアチビタベッキアとの姉妹都市交流事業

平成26年度 平成27年度

002-003-001-00234 教育委員会学校教育課 継続

外国語の授業が楽しいと答えた児童の割合 80.0 80.0

小学校の外国語活動を通して、児童のコミュニケーション
能力の素地を養い、日本と外国の言語と文化についての理
解を深めるため、外国語指導補助員を配置する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

配置校1校当たりの訪問日数 35 35

小学校外国語活動指導補助員活用事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容
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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

実施

単位 目標

活動指標 回 9

成果指標 人 38

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 420

成果指標 ％ 100.0

38

002-003-002-00264 教育委員会生涯学習課 リ・継続

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

市内小学校の5・6年生を対象に、地域の教育力を活用し、
豊かな心を育むための郷土の自然、文化を体験させる子ど
もカレッジを実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

002-003-002-00262 教育委員会生涯学習課 継続

ふるさと子どもカレッジ

指　標　名 目標 目標

参加者数 430 430

アンケートによる満足度 100.0 100.0

まちなか実験室事業

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

科学実験、自然実験、模擬発明等「遊びや体験の場」とし
ての教室活動を展開する。身近な「なぜ？」から、解き明
かす自主性と創造する心を育み、また、自然の大切さや思
いやりを知り、「学ぶ楽しさ・知る喜び」を実感すること
により、子どもたちの科学技術に対する興味・関心を高
め、創造性と思いやりのある豊かな心をもつ子どもたちを
育成する。

実施 実施

子どもカレッジ実施回数 9 9

子どもカレッジ参加者数 38
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第3 章  

地域資源を活かして 

元気産業を創造するまち 
 

 

■ 第１節 石巻独自の技術開発や新産業を創出する 

■ 第２節 いきいきと働ける就業環境を創出する 

■ 第３節 持続的な水産業の発展を図る 

■ 第４節 魅力的な農林業を確立する 

■ 第５節 消費者に信頼される”石巻ブランド”を形成する 

■ 第６節 人々が集い、住み、楽しく過ごせる中心市街地を再生する 

■ 第７節 年間を通して観光客が訪れることによりにぎわいを創出する 
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第３章 地域資源を活かして元気産業を創造するまち 

◎◎  基基  本本  目目  標標 

 

 

 

 

◎◎  施施  策策  のの  体体  系系  

第１節 石巻独自の技術開発や新産業を創出する 

１ 地域資源を活用する 

２ 起業化支援を充実する 

３ 多様な連携機会を創出する 

４ 地域を支える商工業の振興を図る 

５ 石巻港の整備・利用促進を図る      

第２節 いきいきと働ける就業環境を創出する 

１ 多様なニーズに対応した就業支援を推進する 

２ 就業環境の改善を図る 

第３節 持続的な水産業の発展を図る 

１ 水産資源や水環境の保全・管理に努める 

２  水産業の基盤整備を図る 

    ３  水産業者の経営体質の強化を図る  

    ４  里海（さとうみ）の多面的機能の活用を促進する 

５ 捕鯨の再開と鯨食文化の維持継承を図る 

第４節 魅力的な農林業を確立する 

 １ 効率的な高生産性農業を確立する 

２ 安定的な農業経営対策を推進する 

３ 環境にやさしい農業を推進する 

 ４ 林業経営の効率化を図る 

第５節 消費者に信頼される”石巻ブランド”を形成する 

１ 製品の品質向上や総合的な流通体制の整備を図る 

２ 食の安全管理を徹底する 

第６節 人々が集い、住み、楽しく過ごせる中心市街地を再生する 

１ にぎわいのある中心市街地を再生する 

 ２ 魅力的な中心市街地を形成する 

   第７節 年間を通して観光客が訪れることによりにぎわいを創出する 

 １ 魅力ある観光地づくりと効果的なＰＲの推進を図る 

    

新しい産業技術の導入や起業化を支援する社会的な基盤を整えるとともに、多様な

交流が地域産業の活力を生む、にぎわいのあるまちづくりを目指します。 



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 12

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

実施

単位 目標

活動指標 人 515

成果指標 人 40,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 2,150

成果指標 人 5,100

003-001-004-00151 産業部産業推進課 リ・継続

自動車関連産業振興推進事業

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

石巻地域における産学官が連携し、自動車関連企業等の有
機的なネットワークの形成や関連情報の共有化等と地域企
業の技術力の向上等を図るため、ＩＭプロジェクトの活動
を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

ＩＭプロジェクト活動回数 12 12

003-002-001-00152 産業部商工観光課 継続

高年齢者就業支援事業

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

高年齢者の就業機会の確保と生きがいの充実を図るため、
(社)石巻市シルバー人材センターの運営を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

シルバー人材センター会員数 530 545

シルバー人材センター就業延べ人数 40,500 41,000

003-002-002-00153 産業部商工観光課 継続

中小企業勤労者総合福祉事業

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

中小企業が単独では実施できない労働福祉事業の共同化を
図り、勤労者の総合的な福祉事業を行っている（財）石巻
地区勤労者福祉サービスセンターの運営を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

センター会員数 2,150 2,150

共済給付・行事参加延べ人数 5,100 5,100
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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

実施

単位 目標

活動指標 件 10

成果指標 円 10,000,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 延日数 1,500

成果指標 隻 100

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 3

成果指標 人 100

003-002-002-00154 産業部商工観光課 継続

勤労者生活安定資金融資あっせん事業

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

生活安定のための資金を必要とする中小企業勤労者に対
し、低金利で融資を行い、大企業との福利厚生面での格差
是正を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

融資件数 10 10

融資金額 10,000,000 10,000,000

003-003-001-00167 産業部水産課 継続

密漁対策助成事業

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

中部東海区（雄勝・牡鹿地区、女川町）に位置する宮城県
漁業協同組合各支所で組織された「中部東海区密漁対策委
員会」に対し、活動経費を補助する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

年間監視日数 1,500 1,500

密漁船発見隻数 100 100

003-003-005-00164 産業部水産課 継続

捕鯨復活活動事業

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

我が国における主要な沿岸小型捕鯨基地港を有する自治体
として、商業捕鯨の復活に向けた事業を実施する。
【活動内容】
・捕鯨を守る全国自治体連絡協議会（30自治体加盟）行事
参加
・捕鯨に関連した行事への参加又は開催
・政府、政党の開催する捕鯨関連会議等への参加、陳情等
・ＩＷＣ報告会の開催

実施 実施

指　標　名 目標 目標

捕鯨を守る全国自治体連絡協議会
関連行事等への参加

3 3

ＩＷＣ結果報告会の出席者数 100 100
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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

実施

単位 目標

活動指標 回 18

成果指標 kg 16,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 戸 9

成果指標 ａ 30.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 組織 7

成果指標 ha 140.0

003-003-005-00165 産業部水産課 継続

鯨食普及事業

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

鯨食文化の普及や維持・継承及び商業捕鯨の再開の促進活
動を行う。また、海洋生物資源の持続的利用推進などの啓
発活動を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

イベント頒布・学校給食用鯨肉提供 27 33

鯨肉頒布数量 24,000 32,000

建設・継続

みやぎの水田農業改革支援事業

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

土地利用型作物の効率的な生産を図るため、転作用機械
（乗用管理機、汎用コンバイン等）を導入する営農集団等
を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業導入営農集団数 7

003-004-001-00168 産業部農林課 建設・継続

園芸特産重点強化整備事業

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

高品質で収益性の高い園芸振興を図るため、施設（パイプ
ハウス、暖房機設備、自動皮むき機等）の設置等を支援す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業導入戸数 9 9

事業導入面積 30.0 30.0

003-004-001-00169 産業部農林課

7

事業導入による麦・大豆・資料作物の栽培面積 140.0 140.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成21年度 ～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 73.0

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
（計画策定）

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

003-004-001-00171 産業部農林課 建設・継続

県営鳥谷坂排水機場改修事業 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

排水機能の回復と維持管理経費の削減を目的とし、老朽化
した鳥谷坂排水機場施設の改修を実施する。

実施

指　標　名 目標 目標

事業費進捗率 100.0

003-004-001-00173 産業部農林課 建設・継続

牛田揚水機場ストックマネジメント事業 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

老朽化した施設を機能診断し、整備計画と更新計画の策定
を行い計画的な補修工事を行うことにより施設の長寿命化
と財政負担の平準化を図る。

実施
（計画策定）

指　標　名 目標 目標

施工進捗率 50.0

003-004-001-00174 産業部農林課 建設・新規

井内排水機場ストックマネジメント事業 平成31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

老朽化した施設を機能診断し、整備計画と更新計画の策定
を行い計画的な補修工事を行うことにより、施設の長寿命
化と財政負担の平準化を図る。

実施
（補修工事）

実施
（補修工事）

指　標　名 目標 目標

施工進捗率 35.0 43.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成22年度～

平成25年度

実施
（調査計画）

単位 目標

活動指標 ％ 0.3

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成19年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 29.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成27年度～

平成25年度

単位 目標

活動指標 ％

成果指標

003-004-001-00175 産業部農林課 建設・継続

農村災害対策事業（調査計画・機場更新） 平成34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

老朽化した施設及び広域的な流域・水質等を調査し、整備
計画と更新計画の策定を行い、計画的な補修・更新を行
う。

実施
（機場更新）

実施
（機場更新）

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 1.3 3.7

003-004-001-00179 産業部農林課 建設・継続

中津山地区国営土地改良整備事業 平成31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

本地区は土地利用の変化により流失形態が変化してきてお
り、更にブロックローテーションにより、県内有数の水田
畑利用のモデル地区となっていることから、これに対応し
た抜本的な排水改良を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

工事進捗率 41.0 54.0

003-004-001-00180 産業部農林課 建設・継続

河南2期地区国営土地改良整備事業 平成34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

本地区は昭和45年完成の「定川地区」及び昭和56年完成の
「河南地区」国営かんがい排水事業からかなりの年数が経
過し、施設も古くなり、更に、平成15年に発生した宮城県
北部地震により被害を受け、維持管理に多大な労力と費用
を要していることから、施設の更新を実施する。

実施

指　標　名 目標 目標

工事進捗率 3.6
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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 4年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 53.0

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

実施

単位 目標

活動指標

成果指標

003-004-001-00608 産業部農林課 建設・新規

穀類乾燥調製施設及び農業用機械導入支援事業 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

適期作業体系をはじめとした体制を整えることを目的に、
ライスセンター及び大型コンバイン等の導入することによ
り担い手への集積と団地化を推進する。

実施
（飯野川地区）

実施
（三輪田地区）

指　標　名 目標 目標

003-004-001-00631 産業部農林課 建設・継続

県営経営体育成基盤整備事業 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

ほ場区画を拡大するとともに、用排水路の分離・農道・暗
渠排水等を一体的に整備し、ほ場の汎用化を図り、農業の
複合化・近代化による生産性の向上及び農業経営の安定を
図る。
【地区名】河南4期、蛇沼向、青木川、青木川2期、鹿又、
広渕沼、二俣南

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 63.0 73.0

003-004-003-00170 産業部農林課 建設・継続

有機センター施設整備事業

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

有機センターにおける畜産廃棄物の適正処理及び良質堆肥
の生産に関わる設備、機械の整備を実施する。

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 組織 18

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

実施

単位 目標

活動指標 ha 61.0

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

実施

単位 目標

活動指標 ha 64.0

成果指標

003-004-003-00181 産業部農林課 継続

農地・水・環境保全向上活動支援事業

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

農地、農業用排水路の環境保全と質的向上を行う地域組織
に対して交付金を交付し、支援を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

活動組織数（組織） 18 18

003-004-004-00183 産業部農林課 建設・継続

造林事業

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

適正な林業施業を行うことにより、市有財産の有効活用と
林業経営の指針となる市有林を育成する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業面積 61.0 61.0

003-004-004-00184 産業部農林課 建設・継続

森林環境保全整備（間伐）事業

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

民有林の間伐施業者に対し、間伐費用の負担軽減を図るた
め費用の一部（事業費の5％）を補助する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業面積 64.0 64.0
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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

実施

単位 目標

活動指標 ha 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25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標 人 350,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標

003-007-001-00159 産業部商工観光課 継続

まつりイベント事業

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

地域に根差した祭り文化等の観光資源を広くＰＲし、誘客
を図る。観光客誘致イベントの企画・立案や実施・協力、
実行団体へのサポート等を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

イベント入込数 400,000 450,000

003-007-001-00161 産業部商工観光課 リ・継続

映画等誘致・製作支援事業

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

石巻を舞台とした映画やテレビドラマ、ＣＭ等のロケー
ション撮影を誘致し、観光振興を図るため、誘致活動を行
う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

003-004-004-00185 産業部農林課 建設・継続

みやぎの豊かな森林づくり支援事業

施業面積 8.0 8.0

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

民有林高齢級人工林の間伐に対し補助を行うことにより、
森林整備を促進し、良質木材の生産・森林環境の保全を図
る。

実施 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

成果指標 人 220,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 千人 6

成果指標 万円 400

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

003-007-001-00162 産業部商工観光課 継続

サン・ファン出航400年記念事業 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

慶長遣欧使節船が石巻市月浦を出航して400年を迎えるに
当たり記念事業を実施する。

実施

指　標　名 目標 目標

観光客入込数 200,000

003-007-001-00673 産業部商工観光課 新規

宮城県慶長使節船ミュージアム屋上駐車場他防水改修事業

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

宮城県内でも有数の生産量を誇る雄勝ホタテのブランド
化・消費拡大を図るとともに、雄勝地区の基幹産業である
水産業の再生・復興を図るため、本事業を実施する漁協に
対し助成を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

おがつホタテまつり来場者数 10 10

売上金額 600

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

宮城県慶長使節船ミュージアムの屋上駐車場他防水改修を
実施し、施設の適正に維持管理し、施設利用者の利便性を
確保する。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

003-007-001-00166 産業部水産課 継続

おがつホタテまつり補助事業

600
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第4 章  

安心して健やかに 

暮らせるまち 

 

■ 第１節 お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する 

■ 第２節 生涯を通じて元気で健康な暮らしが実現できるようにする 

■ 第３節 安心して子どもを産み育てられる支援体制を確立する 

■ 第４節 安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する 

■ 第５節 自立し、いきいき暮らせる障がい者福祉の充実を図る 

■ 第６節 日常の身近な安全性を高める 

■ 第７節 災害に対する備えを充実する 
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第４章 安心して健やかに暮らせるまち 

◎◎  基基  本本  目目  標標 

 

 

 

 

◎◎  施施  策策  のの  体体  系系  

第１節 お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する 

  １ みんなで支えあう地域づくりを推進する 

２ 生活保護制度等を適正に運用する 

３ 国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度の円滑な実施を図る 

 第２節 生涯を通じて元気で健康な暮らしが実現できるようにする 

  １ 一人ひとりの健康づくりを推進する 

  ２ 医療体制を充実する 

第３節 安心して子どもを産み育てられる支援体制を確立する 

  １ 子育てを支援する環境を整備する 

２ 児童虐待を防止する 

 第４節 安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する 

  １ 生きがいづくりと社会参加を支援する 

２ 生活支援を充実する  

３ 介護保険制度・介護予防を充実する 

４ 認知症高齢者と家族を支援する 

 第５節 自立し、いきいき暮らせる障がい者福祉の充実を図る 

 １ 「支えあう」市民意識を醸成する 

 ２ 暮らしやすい生活環境を構築する 

  ３ 自立生活を描ける社会活動・教育環境を整備する 

  ４ 「だれもが暮らしやすい」まちづくりを推進する 

 第６節 日常の身近な安全性を高める 

  １ 交通事故の発生を防止する 

２ 消防・救急救助を充実する 

  ３ 安全・安心な暮らしを確保する 

第７節 災害に対する備えを充実する 

１ 自然災害による被害を軽減する 

２ 原子力発電所への監視体制を強化する 

３ 防災意識の向上と円滑な避難体制をつくる 

  

子どもから高齢者まで、だれもが笑顔で健康に暮らせる環境や支援の仕組みを構築

し、暮らしやすいまちづくりを目指します。 



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

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25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標

004-001-002-00123 福祉部保護課 継続

生活保護事業

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

生活に困窮する市民に対し、その困窮の程度に応じて必要
な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その
自立を助長する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

災害により被害を受けた罹災者の援護を図るため、災害罹
災者に対して弔慰金又は見舞金を支給することにより自立
を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-001-001-00090 福祉部福祉総務課 継続

災害援護事業

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

004-001-001-00089 福祉部福祉総務課 継続

社会福祉協議会運営費補助事業

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

社会福祉の増進を図るため、社会福祉法人石巻市社会福祉
協議会が行う事務事業等の運営費の一部を補助する。

実施 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25年度

実施

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

実施

単位 目標

活動指標 枚 7,000

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

実施

単位 目標

活動指標 人 1,800

成果指標 ％ 43.0

004-001-003-00073 健康部保険年金課 継続

国民健康保険人間ドック等事業

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

生活習慣病をはじめとする疾病等の早期予防、発見及び治
療の促進と生活習慣の改善や健康に対する意識向上を目的
として、国民健康保険加入者で満45歳、50歳、55歳及び60
歳の者を対象として人間ドックを、45歳及び50歳の者を対
象として脳ドックを実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

人間ドック受診率 30.0 30.0

特定健診受診率（国民健康保険加入者） 45.0 45.0

保健推進員が行政と住民のパイプ役として健康増進事業に
取り組み、地域住民の健康保持増進を図るために、健康づ
くりに関して必要な研修を実施する。また、市で行う各種
健(検)診の内容や受診までのフローを説明し、一括申し込
み回収がスムーズに行えるよう支援する。さらに、市民の
健(検)診受診率が向上し、市民の健康の保持増進のための
タイムリーな情報を伝達し保健推進員自ら健康問題に関心
を向け、必要とされる活動が行えるよう支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

研修会参加者延べ人数 2,000 2,000

004-002-001-00050 健康部健康推進課 継続

保健推進員育成事業

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

004-002-001-00049 健康部健康推進課 継続

こころの健康づくり事業

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

市民が、生き生きと生活を送ることができるように心の健
康づくりに関する次の事業を実施する。
【事業内容】心の電話相談、面接相談、家庭訪問、メンタ
ルヘルス講演会、心のストレス自己チェック票・お酒の飲
み方チェック票の配付等、自殺対策緊急強化事業

実施 実施

指　標　名 目標 目標

心の相談機関が記載された心のス
トレス自己チェック票等の配布数

7,000 7,000

専門家による心の相談延べ数 100 100
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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

実施

単位 目標

活動指標 人 1,000

成果指標 ％ 92.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 98.0

成果指標 ％ 90.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 950

成果指標 ％ 95.0実施率 95.0 95.0

出生から生後4か月までの乳児宅を保健師、助産師が家庭
訪問し、乳児及び産婦の健康面や養育環境の確認、育児に
関する不安や悩みの聴取、相談、子育て支援に関する情報
提供を実施する。震災による生活環境の変化による不安や
悩みへの相談支援も行う。また、産婦に対しては、産後う
つ病の早期発見と対応に努める。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

訪問件数 950 950

妊娠11週以内に妊娠届者の割合 90.0 90.0

004-002-001-00057 健康部健康推進課 継続

新生児訪問事業（乳児全戸訪問事業）

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

妊娠中の妊婦健診費用（14回分）を助成する。
妊婦健診の費用を助成することで、積極的な受診を推進
し、妊娠時の異常の早期発見、早期治療等を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

妊婦健診受診率（1回目） 98.0 98.0

乳児一般健康診査受診率 92.0 92.0

004-002-001-00056 健康部健康推進課 リ・継続

妊婦健康診査事業

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

乳児の疾病の早期発見、早期治療を促進するとともに、乳
児の保健管理の向上を図るため、母子健康手帳交付と同時
に交付した受診票（母子手帳別冊）により、委託医療機関
（小児科）で無料健診（2か月児、8か月児）を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

乳児一般健康診査受診者数 1,000 1,000

004-002-001-00055 健康部健康推進課 継続

乳児一般健康診査事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 20,600

成果指標 ％ 60.4

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 60,700

成果指標 ％ 48.7

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 6,000

成果指標 回 300ダンベルリーダーが自主的に普及活動した回数 300 350

生活習慣病や要介護状態を予防するために、運動普及ボラ
ンティアの育成を行い、玄米ダンベル体操の普及を図る。
また、健康教室で食事の適量・バランスについての具体的
な情報の提供や、がん・脳卒中・糖尿病予防の普及啓発を
行い、生活習慣改善を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

ダンベル体操参加延べ人数 6,000 7,000

接種率 49.2 49.6

004-002-001-00060 健康部健康推進課 継続

生活習慣改善事業

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

予防接種法に基づき、次の各種定期予防接種を実施するこ
とにより、感染症の蔓延を未然に防止する。
【実施予防接種】三種混合、四種混合、不活化ポリオ、二
種混合、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、ＢＣＧ、日
本脳炎、インフルエンザ、肺炎球菌、子宮頸がん、ヒブ、
小児用肺炎球菌

実施 実施

指　標　名 目標 目標

接種者数 64,500 64,900

受診率 61.6 62.8

004-002-001-00059 健康部健康推進課 継続

各種予防接種事業

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

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に基づき、結核検診（65歳以上の市民に対し、胸部Ⅹ線撮
影（読影を含む。））を実施し、結核の蔓延を未然に防止
する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

受診者数 21,012 21,432

004-002-001-00058 健康部健康推進課 継続

結核検診事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 273

成果指標 ％ 21.2

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 76,508

成果指標 ％ 26.2

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 1,803

成果指標 ％ 30.3受診率 30.6 30.9

骨量減少者を早期に発見し、骨粗しょう症の予防を図るべ
く、健康増進法に基づき、40歳、54歳、50歳、55歳、60
歳、65歳及び70歳の女性を対象に、骨粗しょう症検診（集
団検診）を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

受診者数 1,821 1,839

受診率 26.5 26.8

004-002-001-00063 健康部健康推進課 継続

骨粗しょう症検診事業

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

健康増進法に基づき、次の各種がん検診を実施し、早期発
見、早期治療につなげる。なお、括弧内は対象年齢であ
る。
【実施がん検診】胃がん（30歳以上）、子宮がん（20歳以
上）、乳がん（30歳以上）、大腸がん（40歳以上）、肺が
ん（40歳以上）、前立腺がん（50歳以上）

実施 実施

指　標　名 目標 目標

受診者数 77,273 78,046

受診率 21.4 21.6

004-002-001-00062 健康部健康推進課 継続

各種がん検診事業

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

健康増進法の規定により40歳以上の生活保護受給者につい
て、メタボリックシンドロームに着目した健康診査を実施
する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

受診者数 276 279

004-002-001-00061 健康部健康推進課 継続

健康診査事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 2,300

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

実施

単位 目標

活動指標 ％ 7.0

成果指標 ％ 89.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 8,080

成果指標 ％ 40.4

受診者数 8,161 8,243

受診率 40.8 41.2

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

がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正
しい健康意識の普及啓発を図るべく、特定の年齢に達した
市民に対して、子宮頸がん、乳がん、大腸がんに関する健
診手帳及び無料クーポン券を送付する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

歯科健診後、治療等で歯科を受診した率 90.0 90.0

004-002-001-00072 健康部健康推進課 継続

がん検診推進事業

40歳以降の歯周疾患を防ぐため、健康増進法に基づく健康
診査事業として、40歳、50歳、60歳及び70歳を対象に、歯
科健診を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

受診率 7.0 7.0

004-002-001-00070 健康部健康推進課 継続

成人歯科健康診査事業

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

肝炎による健康障害の軽減、回避を図るべく、肝炎ウイル
ス検診を実施する。40歳を節目検診、41歳以上で過去に肝
炎ウイルス検診を受診したことがない者を節目外検診とし
て実施する。また、特定健診等で肝機能に異常があった者
を対象として二次検診を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

受診者数 2,323 2,346

004-002-001-00064 健康部健康推進課 継続

肝炎ウイルス検診事業

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25年度

小学4年生ま
での入院・
外来及び中
学3年生まで
の入院を対
象

単位 目標

活動指標 人 18,961

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 件 115

成果指標 ％ 95.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 60.0

成果指標 ％ 60.0

特定健康診査の実施率 60.0 60.0

特定保健指導の実施率 60.0 60.0

004-002-001-00074 健康部保険年金課 リ・継続

子ども医療費助成事業

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

004-002-001-00621 健康部保険年金課 継続

生活習慣病予防事業

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

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、糖尿病等生活
習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、国民
健康保険被保険者を対象にメタボリックシンドロームに着
目した健診を実施し、該当者に対し生活習慣病を改善する
ための保健指導を行う。
【事業内容】特定健康診査、特定保健指導及び生活習慣病
重症化予防のための医療機関と連携した保健指導の実施

実施 実施

指　標　名 目標

指　標　名 目標 目標

訪問数 115 115

実施率 95.0 95.0

未熟児訪問及び養育医療費給付事業

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

未熟児宅を保健師又は助産師が家庭訪問し、母子の健康面
や養育環境の確認、育児不安に対する支援、養育医療費の
給付、子育て支援に関する情報提供を実施する。

実施 実施

目標

004-002-001-00614 健康部健康推進課 新規

子どもに対し適正な医療の機会を確保し、子育てに伴う家
庭の経済的負担の軽減を図ることを目的として、医療費の
一部負担金を助成する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

助成対象者数 18,667 18,324

53



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 日 1,308

成果指標 人 30

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 日 75

成果指標 人 50

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成18年度 ～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 400,000

成果指標

年間入院外来延患者数 400,000 400,000

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

石巻市赤十字病院の移転新築事業に当たり、平成18年度か
ら平成27年度までの10年間で補助金を分割交付する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

小児科の患者数 50 50

004-002-002-00054 健康部健康推進課 建設・継続

石巻赤十字病院新築移転に係る補助金交付事業 平成27年度

医療機関が休診である休日（年末年始、石巻川開き祭、お
盆の各期間を含む。）における救急患者に対応できる診療
体制を確立し、市民の急病に対する不安を解消するため、
石巻市医師会、石巻歯科医師会、桃生郡医師会へ委託し、
休日診療を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

小児科の当番日数 75 75

1日当たりの患者数 30 30

004-002-002-00052 健康部健康推進課 継続

休日等急患診療対策事業

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

石巻医療圏（2市1町）内の公的病院である石巻赤十字病
院、女川町立病院、石巻市立病院、雄勝病院、牡鹿病院の
5病院及び齋藤病院、仙石病院、真壁病院の3民間病院に対
し、二次救急医療施設として、休日夜間における救急患者
の医療を確保する目的で、運営費を補助する。なお、東日
本大震災により石巻市立病院、雄勝病院が機能停止したこ
とから、現在は、6病院を対象として実施している。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

当番実施日数 1,308 1,308

004-002-002-00051 健康部健康推進課 リ・継続

病院群輪番制病院運営事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 日 218

成果指標 人 31

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 台 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

実施

単位 目標

活動指標 人 40,000

成果指標 ％ 60.0

実施

建設・継続

石巻市立牡鹿病院医療機器等購入事業

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

医療環境の維持・向上を図るため、診療・治療に欠かすこ
とのできない医療機器・設備等を計画的に整備（更新）す
る。

004-002-002-00213

市民の割合 60.0 60.0

石巻医療圏、登米医療圏及び気仙沼医療圏における高次救
急医療体制を確保するため、石巻赤十字病院に設置された
救命救急センターに対し、石巻市、登米市、東松島市、女
川町及び南三陸町が、その運営に要する経費の一部を助成
する。

実施 実施

指　標　名 目標

病院局石巻市立牡鹿病院事務部門

目標

延救急患者数 40,000 40,000

004-002-002-00615 健康部健康推進課 掲載新規

石巻赤十字病院救命救急センター運営費助成事業

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

診療日数 218 218

1日当たりの診療者数 31 31

実施

指　標　名 目標 目標

整備台数 2 3

網小医院運営費補助事業

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

網小医院における医師等医療従事者の確保対策として、2
千万円を上限に補助し、離島である網地島住民の医療体制
を保持する。

実施 実施

004-002-002-00071 健康部健康推進課 継続
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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

実施

単位 目標

活動指標 人 228,885

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

実施

単位 目標

活動指標 件 18,950

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

実施

単位 目標

活動指標 人 23,953

成果指標

支給延人数 23,953 23,953

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

母子・父子家庭等の生活の安定と自立を促進し、児童の福
祉向上を図るため、児童扶養手当を支給する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-003-001-00126 福祉部子育て支援課 継続

児童扶養手当支給事業

母子・父子家庭等の生活の安定と福祉の増進を図るため、
医療費の助成を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

助成件数 18,950 18,950

004-003-001-00125 福祉部子育て支援課 継続

母子・父子家庭医療対策事業

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

004-003-001-00124 福祉部子育て支援課 継続

児童手当支給事業

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

家庭生活の安定と次代を担う児童の健全な育成及び資質の
向上を図るため、国、県、市及び事業主が費用を負担し、
児童を養育する保護者に手当を支給する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

支給延べ人数 228,885 228,885
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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

実施

単位 目標

活動指標 施設 6

成果指標 ％ 65.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 施設 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25年度

実施

単位 目標

活動指標 箇所 3

成果指標 人 20１日当たり利用者数 20 30

子育てサービスの向上を図るため、保護者の就労等の事情
により、緊急的、一時的に保育が必要となる児童につい
て、保育所での受け入れを行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業実施施設数 3 4

004-003-001-00131 福祉部子育て支援課 継続

一時保育事業

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

私立認可保育所に対し適正な運営と一時保育等保育サービ
スの充実を図るため、国基準による運営費を補助する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

助成施設数 5 5

004-003-001-00130 福祉部子育て支援課 継続

私立認可保育所助成事業

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

助成施設数 6 6

入所率 65.0 65.0

民間保育所助成事業

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

市内の認可外保育施設に対し、適正な運営と低年齢児童の
保育促進を図るため、低年齢児保育事業への助成を行う。

実施 実施

004-003-001-00129 福祉部子育て支援課 継続
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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

実施

単位 目標

活動指標 箇所 3

成果指標 人 150

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 180

成果指標 件 170

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 箇所 5

成果指標 件 15,000

指　標　名 目標 目標

開所箇所数 5 5

利用件数 15,000 15,000

子育て支援センター事業

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

地域全体で子育てを支援する基盤を形成するため、育児不
安を抱える保護者からの相談や子育てサークル等への活動
指標、親子交流事業を開催する。

実施 実施

会員登録数 190 200

年間利用件数 180 180

004-003-001-00134 福祉部子育て支援課 リ・継続

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

仕事と家庭の両立を図るために、また、保護者の急用等に
より一時的に子供を預かってほしい場合に、石巻市ファミ
リーサポートセンターへ登録した会員同士がそれぞれの信
頼のもとに相互援助活動を行い、安心して子育てができる
環境づくりを支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

1施設当たりの利用者数（年間実人数） 150 150

004-003-001-00133 福祉部子育て支援課 継続

ファミリーサポート事業

子育てサービスの向上を図るため、保護者の就労等により
保育所への迎えが遅くなる児童に対し、午後7時までの保
育を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

実施施設数 3 4

004-003-001-00132 福祉部子育て支援課 継続

延長保育事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 箇所 28

成果指標 人 0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

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25年度

単位 目標

活動指標 箇所

成果指標

指　標　名 目標 目標

開設箇所 2 2

休日保育事業

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

就労形態の多様化により、休日等で保育に欠ける児童の保
育を行い、保護者が安心して子育てができる環境を整備す
る。

実施 実施

004-003-001-00139 福祉部子育て支援課 リ・継続

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

障害児保育を実施している市立保育所及び心身障害児通園
施設「かもめ学園」に通園する心身障害児の通園に要する
交通費の一部を助成する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

待機児童数 0 0

004-003-001-00136 福祉部子育て支援課 継続

心身障害児通園対策事業

保護者が就労等で昼間家庭にいない低学年児童に対し、健
全育成を図るため、放課後に適正な遊び、生活の場を与え
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

開設箇所 28 28

004-003-001-00135 福祉部子育て支援課 リ・継続

放課後児童クラブ事業

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25年度

単位 目標

活動指標 箇所

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

実施

単位 目標

活動指標 日 125

成果指標 人 4,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 時間 40

成果指標 件 850相談受付件数 850 850

児童養育・虐待、ＤＶ等の家庭児童相談や市民生活全般に
わたる相談などの複雑多様な相談を一つの窓口で受理し、
適切な支援につなげる。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

相談受付可能時間 40 40

年間利用児童数 8,000 8,000

004-003-001-00145 福祉部市民相談センター 継続

市民相談事業（家庭児童相談・市民相談）

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

次代を担う児童に、運動を主とする遊びを通じて児童の体
力増進を図るため、遊び・学び・集う場を提供し、併せて
子育て支援サークルや子育て中の親に交流の場や子育て支
援を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

年間開所日数 250 250

004-003-001-00142 福祉部子育て支援課 リ・継続

（仮称）石巻子どもセンター事業

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

子どもが病気回復期にあり、集団保育が困難で、かつ保護
者の就労等により家庭で保育することが困難な児童の保育
を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

開設箇所 1 1

004-003-001-00140 福祉部子育て支援課 リ・継続

病後児保育事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 5

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

実施

単位 目標

活動指標 人 150

成果指標 ％ 40.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 世帯 5

成果指標 回 225

訪問世帯数 5 5

支援延回数 225 225

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

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健
師、助産師、ホームヘルパー等がその居宅を訪問し、養育
に関する指導・助言等を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

要保護児童終結率 40.0 40.0

004-003-001-00148 福祉部市民相談センター 継続

養育支援訪問事業（ホームヘルパー支援事業）

福祉、教育、保健、医療、警察、司法などの関係機関・団
体からなる石巻市要保護児童対策地域協議会と連携・情報
共有しながら要保護児童の進行管理を行うとともに、虐待
防止研修会の開催や市民への啓発などを行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

要保護児童数 150 150

申請に対する助成率 100.0 100.0

004-003-001-00147 福祉部市民相談センター 継続

要保護児童対策事業

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

保健上、必要があるにもかかわらず、経済的理由により入
院助産を受けることができない妊産婦が、助産施設におい
て助産を行った場合に、必要な経費を助成する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

入所申請件数 5 5

004-003-001-00146 福祉部市民相談センター 継続

助産施設入所助成事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 895

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

実施

単位 目標

活動指標 ％ 100.0

成果指標 ％ 20.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 クラブ 97

成果指標

高齢者の孤独感の解消と社会交流を図り、高齢者の生きが
いを高めるため、各単位老人クラブに活動費補助金を交付
することにより、自主的な活動を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

交付クラブ数 97 97

004-004-001-00106 福祉部福祉総務課 継続

老人クラブ活動費補助事業

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

敬老会開催率 100.0 100.0

参加率 20.0 20.0

敬老会開催事業

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

77歳以上の高齢者を対象に敬老会を開催し、自らの生活の
向上に努める意欲を促すとともに、長年の功績と長寿を祝
う。

実施 実施

004-004-001-00086 福祉部福祉総務課 継続

敬老祝金支給事業

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

敬老の意を表するとともに、高齢者福祉への関心を深め、
福祉の向上を図るため、高齢者（88歳、100歳）に対し、
敬老祝金、特別敬老祝金を支給する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

支給者数 920 947

004-004-001-00087 福祉部福祉総務課 継続
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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

実施

単位 目標

活動指標 世帯 8

成果指標 ％ 80.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件数 30

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

実施

単位 目標

活動指標 件 1

成果指標

004-004-002-00077 健康部介護保険課 継続

家族介護慰労金支給事業

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

要介護被保険者からの依頼を受け、介護支援専門員等が住
宅改修に必要な理由書等を作成する支援業務について、そ
の業務に対する対価を補助金として交付する。
補助金額は、業務1件当たり2,000円とする。

実施

90.0

004-004-002-00076 健康部介護保険課 継続

住宅改修支援事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

市民税非課税世帯で、過去1年間介護保険のサービス（年
間7日以内のショートステイの利用を除く。）を受けな
かった要介護4又は5の高齢者を介護する同居の家族に対し
て、介護慰労金（高齢者1人当たり年額10万円）を支給す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

支給件数 1 1

入居率 80.0

実施

指　標　名 目標 目標

利用件数 30 30

平成27年度

流留地区の県営住宅に設置されている高齢者世話付住宅
（シルバーハウジング）に生活援助員を派遣し、居住して
いる高齢者に対し、生活指導、安否確認、一時的な家事援
助及び緊急時の対応等のサービスを実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

入居世帯数 8 9

004-004-002-00075 健康部介護保険課 継続

高齢者世話付住宅事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 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22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25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 355

成果指標 ％ 13.0

利用券交付者数 400 400

要介護3以上利用率 15.0 15.0

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

公共交通機関を利用することが困難な在宅高齢者に、外出
の機会を与え、高齢者の生活支援や介護者の負担軽減を図
るため、通院、在宅サービス等の利用目的で寝台車、リフ
ト付タクシー等を利用した場合に利用料金の一部を助成す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-004-002-00095 福祉部福祉総務課 継続

外出支援サービス事業

目標 目標

004-004-002-00093 福祉部福祉総務課 継続

養護老人ホーム万生園建設費負担事業 平成36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

004-004-002-00092 福祉部福祉総務課 継続

老人保護対策事業

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

老人福祉法に基づき、65歳以上の高齢者であって、在宅に
おいて日常生活を営むのに支障がある者に対して、心身の
状況、その置かれている環境等を総合的に勘案して、老人
ホームに入所措置する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

入所者数 100 100

養護老人ホーム万生園建設費について、石巻地域を構成す
る2市1町で高齢者の割合に応じて負担する。

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 22

成果指標 件 47

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 13

成果指標 件 32

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 14

成果指標

給付件数 14 14

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

在宅の援護が必要な高齢者に対し、日常生活の便宜と在宅
生活の質の向上を図るため、火災警報器等の日常生活用具
を給付又は貸与する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

利用件数 40 40

004-004-002-00098 福祉部福祉総務課 継続

老人日常生活用具給付事業

在宅の高齢者で心身の障害、傷病等により、自ら理容院又
は美容院を利用することが困難な者に対し、衛生的な在宅
生活の支援を図るため、理美容師が高齢者宅を訪問し、理
美容サービスを提供する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

利用券交付者数 15 15

004-004-002-00097 福祉部福祉総務課 継続

訪問理美容サービス事業

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

利用券交付者数 25 25

利用件数 50 50

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

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

在宅の高齢者で老衰、心身の障害、傷病等により衛生管理
が困難な者に対し、衛生的な在宅生活の支援を図るため、
寝具の洗濯、乾燥及び消毒のサービスを提供する。

実施 実施

004-004-002-00096 福祉部福祉総務課 継続
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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

実施

単位 目標

活動指標 人 450

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

実施

単位 目標

活動指標 件 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

実施

単位 目標

活動指標 人 2

成果指標

措置者数 2 2

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

老人福祉法に基づき、65歳以上の高齢者で身体上又は精神
上著しい障害があるため常時の介護を必要とする者が、高
齢者虐待等を理由に介護サービスを受けることが困難な場
合、介護施設への入所を措置する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-004-002-00101 福祉部福祉総務課 継続

老人特例保護措置事業

日常生活を営む上で支障がある概ね65歳以上の高齢者（市
民税非課税世帯の者で要支援又は要介護認定を受けていな
い者）が居住環境の向上のためにバリアフリー化を行う場
合、改修工事費用の一部を助成する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

交付件数 8 8

004-004-002-00100 福祉部福祉総務課 継続

バリアフリー住宅普及促進事業

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

利用者数 450 450

ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業

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

在宅のひとり暮らし高齢者に対し、日常生活の安全の確保
とともに、精神的な不安を解消するため、緊急通報システ
ム機器を貸与し、緊急事態に迅速な対応のできる体制を整
備する。

実施 実施

004-004-002-00099 福祉部福祉総務課 継続
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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

実施

単位 目標

活動指標 回 130

成果指標 人 2,500

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 200

成果指標 人 2,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 390

成果指標

目標 目標

140

参加延べ人数 2,500 2,700

004-004-003-00048 健康部健康推進課 継続

高齢者のための健康づくり事業

004-004-003-00047 健康部健康推進課 継続

遊びリテーション事業

開催回数 210 210

参加延べ人数 2,100 2,100

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

健康寿命を長く保つために、元気高齢者の増加を目指し、
生活習慣病や介護を要する状態になることの予防等につい
て、高齢者の健康意識を高め、主体的かつ継続的に健康づ
くりに取り組めるように運動や食生活等に関する健康づく
り教室及び相談会を開催する。

実施 実施

指　標　名

市内に住所を有する65歳以上の高齢者を在宅で介護する家
族に対して、一定の要件に該当した場合、「介護用品支給
券」（要介護4・要介護5の高齢者は1人当たり月額5,000
円、要支援1から要介護3までの高齢者は1人当たり月額
2,000円）を支給する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

介護用品支給 390 390

004-004-003-00078 健康部介護保険課 継続

介護用品支給事業

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

家に閉じこもりがちな高齢者などが、身近に集まることが
できる場を市民自らが設けられるよう支援することで、高
齢者の交流の場や機会を増やし、閉じこもりを予防するこ
とを目的とし、遊びリテーション活動を推進する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

開催回数 130
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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

実施

単位 目標

活動指標 人 202

成果指標 食 28,800

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 160

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成19年度 ～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 50

成果指標

入所者数 50 50

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

社会福祉法人旭壽会が特別養護老人ホームを建設した際の
借入建設資金の償還金相当分を補助する。

指　標　名 目標 目標

004-004-003-00081 健康部介護保険課 建設・継続

特別養護老人ホームおしか清心苑施設整備補助事業 平成25年度

閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある者又はこれら
の状態にある高齢者や療養上の保健指導が必要と認められ
る者及びその家族を訪問指導員が訪問し、必要な相談・指
導を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

訪問実人員 160 160

延べ食数 30,444 30,444

004-004-003-00080 健康部介護保険課 継続

訪問型介護予防事業

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

在宅の1人暮らし高齢者等で日常の食生活において支援が
必要な方に対し、生活の質の向上を図るため、配食サービ
スを提供する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

利用者数 230 230

004-004-003-00079 健康部介護保険課 継続

「食」の自立支援事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 120

成果指標 人 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

実施

単位 目標

活動指標 人 15,250

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

実施

単位 目標

活動指標 回 432

成果指標 人 4,300

一般高齢者（一次予防事業対象者）等を対象として、地域
包括支援センターが管轄する地域において介護予防の啓
蒙、普及等を図るため地域介護予防教室を実施し、身近な
地域で各自が介護予防に関する意識と方法を生活に取り入
れ、生活機能低下の防止につなげる。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

開催回数 432 432

参加延べ人数 4,300 4,300

004-004-003-00084 健康部介護保険課 継続

介護予防フォローアップ事業

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

日常生活で必要となる機能の確認のため、基本チェックリ
ストを実施し、介護予防二次予防事業対象者施策事業の対
象者である要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態に
あると認められる65歳以上の高齢者（二次予防事業対象
者）を決定する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

生活機能評価実施者数 16,000 16,250

004-004-003-00083 健康部介護保険課 継続

二次予防事業対象者把握事業

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

開催回数 120 120

参加延べ人数 1,200 1,200

介護予防事業

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

要介護状態等となるおそれがあると認められる65歳以上の
者を対象として、要介護状態となることの予防を目的に運
動機能の向上や栄養改善、口腔機能の向上等について、理
学療法士、運動指導員等による「地域介護予防教室」を開
催する。

実施 実施

004-004-003-00082 健康部介護保険課 継続
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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

実施

単位 目標

活動指標 回 1,392

成果指標 人 15,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 団体 10

成果指標 人 6,242

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

調査

単位 目標

活動指標

成果指標

指　標　名 目標 目標

補助金交付団体数 10 10

参加延人数 6,242 6,242

ミニデイサービス支援事業

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

地域の集会所・家屋等を利用しながら、小規模にデイサー
ビス事業等の福祉サービスを高齢者へ提供する個人又は団
体に対し、補助金を交付する。

実施 実施

福祉部福祉総務課 継続

004-004-003-00091 福祉部福祉総務課 継続

介護保険事業計画策定に必要な日常生活圏域ニーズ調査の
実施を実施し、計画を策定する。

策定

指　標　名 目標 目標

004-004-003-00562 健康部介護保険課 新規

介護保険事業計画策定事業

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

生きがいデイサービス事業

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

家に閉じこもりがちな高齢者を対象に、社会的孤立感の解
消、心身機能の維持・向上等を図るため、集会所等を会場
にして、生活に関する相談や指導、ゲームなどによる日常
動作訓練、各種教養講座、健康チェックなどのデイサービ
スを提供する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

延べ開催回数 1,392 1,392

延べ利用者数 15,000 15,000

004-004-003-00103
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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

実施

単位 目標

活動指標 件 4

成果指標 件 4

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

設置

単位 目標

活動指標 件 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25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 25

成果指標 人 35

004-004-004-00104 福祉部福祉総務課 継続

成年後見制度利用支援事業

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

判断能力が不十分で、金銭管理や契約行為が行えない高齢
者の権利を擁護するため、成年後見人の申立を市長が行
う。

実施

高齢者・児童・障害者等の虐待防止のための通報体制の一
本化と、虐待の未然防止や早期発見、適切な支援を行うた
めに、虐待防止センターを設置する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

相談受付件数 200 200

申立件数 4 4

004-004-004-00611 福祉部福祉総務課 継続

虐待防止・権利擁護事業

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

調査件数 4 4

指　標　名 目標 目標

手話奉仕員養成講座参加者数 30 25

手話通訳奉仕員登録者数 35 45

手話奉仕員養成講座事業

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

聴覚障害者の社会参加の促進を図るため、石巻地域在住の
手話奉仕員を養成し、聴覚障害者への支援体制を強化す
る。

実施 実施

004-005-001-00115 福祉部障害福祉課 継続
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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

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25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標 ％暮らしに関する障害者の満足度 50.0

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

障害児を含む身体・知的・精神障害者に対し、下記の福祉
サービスを実施する。
①介護給付（ホームヘルプ、行動援護、療養介護、生活介
護、短期入所、ケアホーム、施設入所支援等）、②訓練等
給付（自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、グループ
ホーム）、③補装具給付（身体障害者、障害児（知的障害
者）に対する補装具給付）、④自立支援医療給付（身体障
害者に対する更生医療給付）

実施 実施

指　標　名 目標 目標

暮らしに関する障害者の満足度 50.0

004-005-002-00108 福祉部障害福祉課 継続

障害者自立支援給付事業

在宅障害者の自立更生と社会参加の促進を図るため、次の
事業を行う。
①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳交
付、②身体障害者・知的障害者相談員設置、③知的障害者
グループホーム体験ステイ事業、④在宅酸素療法酸素濃縮
器利用助成

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-005-002-00107 福祉部障害福祉課 継続

障害者援護事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 箇所 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25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標 ％暮らしに関する障害者の満足度 50.0

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

日常生活上の便宜を図るため、重度の身体、知的、精神障
害者（児）等に福祉用具（介護・訓練支援用具、自立生活
支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用
具、排泄管理支援用具、住宅改修）を給付又は貸与する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

暮らしに関する障害者の満足度 50.0

004-005-002-00112 福祉部障害福祉課 継続

日常生活用具給付等事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意
思疎通に支障がある障害者に対して、意思疎通の円滑化を
図るため、手話通訳者の設置や派遣を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-005-002-00111 福祉部障害福祉課 継続

コミュニケーション支援事業

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

障害者相談窓口数 3 3

暮らしに関する障害者の満足度 50.0

相談支援事業

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

障害者支援専門の相談窓口を設置し、障害者及び障害者の
介護を行う者並びに障害児の保護者等からの相談に応じた
情報の提供や、権利擁護のために必要な以下の援助を行
う。
①障害者相談事業、②相談支援機能強化事業、
③相談支援充実強化事業、④住宅入居等支援事業、
⑤成年後見制度利用支援事業、⑥地域自立支援協議会運営
事業、⑦精神障害者コミュニティサロン運営事業

実施 実施

004-005-002-00110 福祉部障害福祉課 継続
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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

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25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標 ％暮らしに関する障害者の満足度 50.0

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

精神又は身体に著しく障害があるため、日常生活において
常時特別の介護を必要とする者に、特別障害者手当、障害
児福祉手当又は経過的福祉手当を支給する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

暮らしに関する障害者の満足度 50.0

004-005-002-00117 福祉部障害福祉課 継続

特別障害者手当等措置事業

地域の実情に沿った内容で、障害者が地域社会で自立した
日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行う。
①訪問入浴サービス事業、②身体障害者更生訓練扶助、③
日中一時支援事業扶助、④身体障害者自動車運転免許取
得・改造費助成、⑤知的障害者職親委託、⑥障害者就職支
援支度金支給、⑦社会参加促進事業補助、⑧生活サポート
事業、⑨声の市報発行、⑩地域支援給付

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-005-002-00116 福祉部障害福祉課 継続

生活支援事業

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

暮らしに関する障害者の満足度 50.0

地域活動支援センター事業

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

障害者等の地域生活支援の促進を図るため、創作的活動又
は生産活動の機会や社会との交流促進等の便宜を供与する
地域活動支援センターの利用に伴う給付を行う。

実施 実施

004-005-002-00114 福祉部障害福祉課 継続
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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

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25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標 ％暮らしに関する障害者の満足度 50.0

屋外での移動に困難がある障害者及び障害児について、外
出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自
立生活及び社会参加を促進する。
移動支援事業の内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び
余暇活動等の社会参加のための外出（原則として1日の範
囲内で用務を終えるものに限る。）に対し行う個別移動支
援及びグループ移動支援としている。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-005-004-00113 福祉部障害福祉課 継続

障害者移動支援事業

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

暮らしに関する障害者の満足度 50.0

心身障害者医療対策事業

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

重度心身障害者等の医療費を助成する。
重度心身障害者については、助成対象者に係る医療費（入
院時食事療養費を除く。）のうち社会保険各法に定める一
部負担金（各法による公費負担額、高額療養費、付加給付
額を控除した額）を対象者又はその保護者に助成する。中
度心身障害者（特別児童扶養手当2級該当者）について
は、一部負担金の95％の額を助成する。

実施 実施

004-005-002-00119 福祉部障害福祉課 継続
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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

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 回数 315

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

実施

単位 目標

活動指標 棟 2

暮らしに関する障害者の満足度 50.0

心身に重度の障害がある者の社会参加を促進するため、移
動のためのタクシー料金又は自動車燃料費の一部を助成す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-005-004-00122 福祉部障害福祉課 継続

在宅障害者等社会参加促進助成券交付事業

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

004-006-001-00002 総務部防災対策課 継続

交通安全推進事業

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

交通弱者（園児、児童、高齢者）に交通安全意識の高揚を
図るため、交通安全教室を開催する。
交通事故の抑止を図るため、定期的に街頭指導を行う。
定期的に飲食店を訪問し、飲酒運転根絶活動への啓蒙普及
に協力依頼を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

街頭指導及び各種交通安全教室の開催 315 315

004-006-002-00627 総務部防災対策課 建設・継続

消防団ポンプ置場整備事業

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

老朽化した消防ポンプの計画的な更新・新築を実施する。 実施 実施

指　標　名 目標 目標

消防ポンプ置場の整備棟数 2 2
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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

実施

単位 目標

活動指標 台 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

実施

単位 目標

活動指標 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

実施

単位 目標

活動指標

成果指標

004-007-001-00195 建設部道路課 建設・継続

県営事業急傾斜地対策事業

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

傾斜度30度以上、高さ5ｍ以上で、人家5戸以上の被害が甚
大と想定される95箇所を急傾斜地崩壊危険区域として指定
し、対策工事を順次実施する。
なお、本事業は、県営事業として実施しており、市は事業
費の10％を負担する。

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

指　標　名 目標 目標

耐震性貯水槽整備事業

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

004-006-002-00628 総務部防災対策課 建設・継続

非常備消防自動車整備事業

事　業　概　要　（全体計画）

消火栓使用不可時（大規模災害等）の水利確保、無水利地
域の水利確保を図るため、耐震性貯水槽（40㎥級）を整備
する。

実施 実施

常備消防が到着するまでの初期消火対応、後方支援、残火
警備への対応を図るため、老朽化した消防自動車（ポンプ
車、積載車、軽積載車、小型動力ポンプ）を更新する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

車両整備台数 7 7

004-006-002-00629 総務部防災対策課 建設・継続

耐震性貯水槽設置基数 4 4
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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

実施

単位 目標

活動指標 件 45

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 ％ 100.0

成果指標

地震発生時における通学路等に面したブロック塀等の倒壊
による事故を未然に防止し、通行人の安全確保を図るた
め、危険なブロック塀等を除却し、あるいは、除却後に
フェンス等の軽量材で塀を新設する者に対し、費用の一部
助成を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

除却件数 45

災害時の緊急ヘリコプター離着陸場を離島に整備する。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

平成25年度防災対応離着陸場（離島ヘリポート）整備事業

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

スクールゾーン内危険ブロック塀等除去事業

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

45

004-007-001-00204 建設部建築指導課 建設・継続

004-007-003-00003 総務部防災対策課 建設・継続
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第5 章  

心ゆたかな誇れるまち 
 

 

■ 第１節 豊かな自然を次世代に継承する 

■ 第２節 身近な自然や生活環境を守る 

■ 第３節 地域に対する愛着や誇りをはぐくむ 

■ 第４節 市民が個性を活かして輝ける機会をつくる 
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第５章 心ゆたかな誇れるまち 

◎◎  基基  本本  目目  標標 

 

 

 

 

◎◎  施施  策策  のの  体体  系系  

第１節 豊かな自然を次世代に継承する 

１ 自然環境を保全する 

  ２ 自然とのふれあいを推進する 

 

 第 2 節 身近な自然や生活環境を守る 

１ 市街地の自然を確保する 

２ 生活環境を保全する 

３ 循環型社会を形成する 

  ４ エネルギー対策を推進する 

     

 第３節 地域に対する愛着や誇りをはぐくむ 

  １ 多様な文化芸術活動の広がりと交流を推進する 

  ２ 文化財を保護し継承する 

     

第４節 市民が個性を活かして輝ける機会をつくる 

１ 市民の主体的な学習活動を支援する 

２ 市民の主体的なスポーツ活動を支援する 

地域の宝である豊かな自然環境や、それらを背景に培われてきた伝統文化を次世代

に継承し、地域に愛着と誇りを持って暮らせるまちづくりを目指します。 



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 箇所 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25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 1,000

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 ㎥ 3,120.0

成果指標 本 4,135

005-001-001-00187 産業部農林課 建設・継続

松くい虫対策事業

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

宮城県松くい虫被害対策事業推進計画及び松くい虫被害対
策自主事業計画に基づき、計画区域の松林の徹底した駆
除・予防、林況に応じた防除を行う。
【事業内容】
駆除対策：伐倒駆除
予防対策：空中散布、地上散布、樹幹注入

実施 実施

指　標　名 目標 目標

伐倒駆除量 3,120.0 3,120.0

アンケート回答者中の「満足し
た」と答えた者の比率

50.0 50.0

松くい虫被害本数 4,135 4,135

市民、事業者、行政が一体となって環境に関する各種の展
示等を実施し、市民に対し環境保全の重要性の普及啓発を
行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

入場者数 1,000 1,000

 

005-001-001-00026 生活環境部環境課 継続

環境フェア実施事業

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

石巻市の多様な自然と共生していくため、開発等により変
化していく地域の自然環境を現地調査により正確に把握・
確認する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

調査箇所 6 6

005-001-001-00025 生活環境部環境課 継続

自然環境確認調査事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 基 250

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

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25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標

005-001-001-00207 建設部下水道建設課 建設・継続

公共下水道建設事業

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

旧北上川東部（石巻、河北）地区、西部（石巻河南）地
区、飯野川地区の公共下水道の整備を進め、生活環境の改
善を図るとともに、公共用水域の水質を保全し、浸水を防
除する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

石巻市、女川町を構成市町とする県営の北上川下流東部流
域下水道の浄化センター及び幹線管渠の整備費の一部を負
担する。
〔負担割合〕
宮城県が行う建設事業の費用の1/2を石巻市及び女川町が
計画汚水量の比率（石巻市 81.10％、女川町 18.90％）で
負担する。

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

生活排水流入による公共用水域の水質汚濁を防止するた
め、下水道等の事業区域外において、浄化槽の設置を行う
者に対し、設置に要する費用の一部を補助することによ
り、浄化槽の整備促進を図り、公共用水域等の水質保全と
公衆衛生の向上に寄与する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

浄化槽設置基数 250 250

005-001-001-00208 建設部下水道管理課 建設・継続

北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金

005-001-001-00206 建設部下水道管理課 建設・継続

合併処理浄化槽設置補助事業

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

82



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 基 5

成果指標

北上総合支所管内の公共下水道区域外の地区に対し、浄化
槽市町村整備推進事業（市町村設置型）により浄化槽を整
備し、地域住民の生活環境改善を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

浄化槽設置基数 5 5

005-001-001-00612 建設部下水道建設課 建設・継続

浄化槽市町村整備推進事業

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

平成27年度

鹿又地区の農業集落排水施設について、現有施設の適正な
運用のため、調査及び更新・改築を行う。
（災害復旧を優先させるため、平成23年度から平成25年度
まで事業を休止。事業期間は平成28年度まで延伸。）

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業累積進捗率 10.0 60.0

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

石巻市、東松島市を構成市とする県営の北上川下流流域下
水道の浄化センター及び幹線管渠の整備費の一部を負担す
る。
〔負担割合〕
宮城県が行う建設事業の費用の1/2を石巻市及び東松島市
が計画汚水量の比率（石巻市 70.96％、東松島市
29.04％）で負担する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

005-001-001-00209 建設部下水道管理課 建設・継続

北上川下流流域下水道建設費県営事業負担金

005-001-001-00210 建設部下水道建設課 建設・継続

農業集落排水施設（鹿又地区）改良事業 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
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成27年 ～

平成25年度

単位 目標

活動指標 箇所

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

実施

単位 目標

活動指標 人 30

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成27年度～

平成25年度

単位 目標

活動指標 機

成果指標

身近な公園の整備充実を図り、市民に憩いと安らぎを与え
る自然空間を形成する。

南境区画3号
公園
渡波北部区画
1号公園

指　標　名 目標 目標

整備公園数 2

005-002-001-00190 建設部都市計画課 建設・継続

公園施設整備事業 平成29年

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

航空機騒音公害について、継続的、かつ、確実に測定でき
る体制を構築するため測定機材を整備する。

実施

指　標　名 目標 目標

測定機材の購入数 2

005-002-002-00028 生活環境部環境課 建設・継続

公害測定機材購入事業 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

自然環境、動物、大気環境、水環境、リサイクル、地球環
境問題、本市の環境施策等についての講座を開催し、環境
教育や環境保全活動におけるリーダーになることができる
人材を育成する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

受講者数 30 30

005-002-002-00027 生活環境部環境課 継続

環境保全リーダー育成講座実施事業

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 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25年度

実施

単位 目標

活動指標 団体 75

成果指標 本 31,500

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 団体 414

成果指標

防疫薬剤支給町内会数 414 414

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

町内会等に対し衛生害虫の駆除に必要な防疫薬剤を支給す
る。また、町内会等が購入する消毒機器の購入費の一部を
補助する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

花苗配付希望本数 63,000 63,000

005-002-002-00040 生活環境部環境課 継続

鼠族・昆虫等駆除事業

花いっぱい運動、各種花卉展示会への協賛等を実施する。 実施 実施

指　標　名 目標 目標

花いっぱい運動参加団体数 150 150

005-002-002-00039 生活環境部環境課 継続

環境美化促進事業（グリーン運動）

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

清掃奉仕活動、側溝清掃、ポイ捨て禁止キャンペーン、ま
ちや川をきれいにする運動作文ポスターコンクール等を実
施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

清掃奉仕活動実施回数 800 800

005-002-002-00038 生活環境部環境課 継続

環境美化促進事業（クリーン運動）

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 日 20

成果指標 ％ 80.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 区間 12

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

実施

単位 目標

活動指標 件 160

成果指標 ％ 7.3

補助実施件数 160 160

生ごみ減量容器普及率 7.5 7.7

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

家庭から排出される生ごみの減量又は堆肥化等による有効
利用を図るとともに、市民のごみ減量化・資源化に対する
意識の高揚を図るため、生ごみ減量容器購入に対して補助
を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

005-002-003-00031 生活環境部環境課 継続

生ごみ減量容器購入費補助事業

2車線以上の国道・県道（交通センサス対象道路）及び4車
線以上の市道を対象とし、道路端50ｍ内の住居全戸の自動
車騒音の暴露状況を評価する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

対象路線の面的評価区間数 12 12

005-002-002-00569 生活環境部環境課 掲載新規

自動車騒音常時監視事業

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

狂犬病予防接種（集合注射）の延べ日数 20 20

狂犬病予防注射における注射率 80.0 80.0

狂犬病予防事業

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

狂犬病の発生予防、まん延防止及び撲滅を図るため、次の
事業を実施する。
【事業内容】
飼犬の登録管理、狂犬病予防の啓蒙及び予防注射の啓発、
動物愛護の啓発

実施 実施

005-002-002-00044 生活環境部環境課 継続
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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

実施

単位 目標

活動指標 団体 240

成果指標 トン 2,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 トン 排出量全量

成果指標 ％ 15.0

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 台 1

成果指標

整備する重機類 2

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

最終処分場への搬入廃棄物を破砕、転圧、覆土、整地する
とともに、作業に伴う土砂の掘削、運搬、積み込みや、水
処理後の汚泥の運搬等の関連業務に対応するため、必要と
する重機類を整備する。

実施

指　標　名 目標 目標

再資源化率 15.0 15.0

005-002-003-00034 生活環境部環境課 建設・継続

最終処分場車両整備事業 平成26年度

一般家庭から排出されるごみの収集及び中間処理を行う。
また、３Ｒの推進を図る循環型社会形成推進法及び資源有
効利用促進法に基づき、収集運搬については、分別収集と
し、収集後の廃棄物については、中間処理を行い再資源化
（リサイクル）する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

収集量・中間処理量 排出量全量 排出量全量

005-002-003-00033 生活環境部環境課 継続

ごみ収集及び資源化事業

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

報奨金交付団体数 240 240

資源回収量 2,000 2,000

再生資源集団回収報奨金交付事業

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

資源の有効利用によるごみ減量及び資源化に対する意識高
揚を図り、循環型社会形成を促進するため、再生資源集団
回収を実施した団体及び回収業者に対して報奨金を交付す
る。

実施 実施

005-002-003-00032 生活環境部環境課 継続
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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

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 12

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

成果指標

005-003-001-00607 教育委員会河北総合センター 建設・新規

河北総合センター施設改修事業 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

石巻市河北総合センターに設置されている中央監視装置、
冷温水発生機、非常用蓄電池（バッテリー）の更新を行
う。

実施

市内の青少年に対し、生の音楽芸術・舞台芸術の鑑賞機会
を提供する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業の実施 12 12

005-003-001-00272 教育委員会生涯学習課 継続

青少年文化芸術鑑賞事業

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

美術をとおして、石巻市における芸術文化の向上と市民の
教養を高めるため、県内外から公募する美術展を開催す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

005-003-001-00271 教育委員会生涯学習課 継続

市美術展実施事業

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
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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

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 冊 5,955

成果指標 冊 178,790

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

指　標　名 目標 目標

年間購入冊数 5,955 5,955

年間貸出冊数 188,790 188,790

調査研究は、全ての活動の基礎である。コレクションの全
体像の内容の把握のため、学芸委員を配置し調査活動を行
う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

005-003-002-00273 教育委員会生涯学習課 継続

毛利コレクション調査整理事業

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

老朽化が進むテニスコートを改修し、スポーツ愛好者へ安
全な施設を提供する。
バリアフリー機能を持った身障者対応の便益施設及び災害
対応トイレを設置する。

ﾃﾆｽｺｰﾄ改修
（8面）

便益施設改修
（1棟）

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

005-004-002-00193 建設部都市計画課 建設・新規

追波川河川運動公園整備事業

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

005-004-001-00276 教育委員会図書館 継続

読書環境整備事業

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

図書、記録その他の資料を収集・整理・保存して、地域住
民の利用に供し、その教養や調査研究等に資するサービス
を行い、また、市民の知識や思考を助け情操を豊かにする
ための生涯学習の場として資料・情報を提供する。

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 4

成果指標 人 4,000

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25年度

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 100.0

成果指標

事業進捗率

005-004-002-00281 教育委員会遊楽館 建設・新規

かなんパークゴルフ場整備事業

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

駐車場の拡張及びゴルフ場コースの増設を行う。 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

石巻市民球場スコアボードの一部が手動掲示（紙印刷掲
示）を電光掲示（自動掲示）に改修する。

指　標　名 目標 目標

参加者数 4,000 4,000

005-004-002-00561 教育委員会体育振興課 建設・新規

石巻市民球場スコアボード改修事業

市民の健康づくりと交流促進・生涯スポーツ社会の実現、
成人のスポーツ実施率の向上、青少年の健全育成と交流促
進、スポーツ少年団加入率の向上、総合型地域スポーツク
ラブの拠点づくりを目指し、石巻ふれあいマラソン、市民
スポーツフェスタ、石巻市小学生リレーマラソン、いしの
まきキッズ交流大会の４事業を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

大会開催 4 4

005-004-002-00268 教育委員会体育振興課 継続

スポーツ振興事業

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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第6 章  

地域の個性が輝き 

融和するまち 
 

 

■ 第１節 地域の風土に根ざした魅力や資源を守り育てる 

■ 第２節 地域間連携により、大きな魅力を創出する 

■ 第３節 快適な生活環境を実現できる地域にする 

■ 第４節 だれもが利用しやすい、生活を支える公共交通を確保する 
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第６章 地域の個性が輝き融和するまち 

◎◎  基基  本本  目目  標標 

 

 

 

 

◎◎  施施  策策  のの  体体  系系  

第１節 地域の風土に根ざした魅力や資源を守り育てる 

１ 個性ある地域をつくる 

 

 第２節 地域間連携により、大きな魅力を創出する 

１ 国・県道の整備を促進する 

２ 日常生活を支える道路網を形成する 

 

      

 第３節 快適な生活環境を実現できる地域にする 

１ 良好な地域を形成する 

２ 生活を支える基盤をつくる 

              

 第４節 だれもが利用しやすい、生活を支える公共交通を確保する 

１ だれもが移動可能な手段を確保する 

２ 離島の交通手段を確保する 

 

 

山・森・川・海・島といった地勢や資源を結び付け、地域の均衡ある発展と一体化

を図り、より大きな魅力を発揮できるまちづくりを目指します。 



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 4

成果指標 人 120

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 18

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

実施

単位 目標

活動指標 事業 7

成果指標 回 70

企画部市民協働推進課 継続

地域づくり基金事業

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

市民が行政と協働のまちづくりにより実施する事業や市全
域のまちづくりのために地域コミュニティ活性化を図る事
業に対して、地域づくり基金を活用し、助成金を交付し支
援を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

活動実績件数 18 18

006-001-001-00014 企画部総合政策課 継続

離島振興対策事業

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

県内外の離島を有する市町村との連携を図り、既存資源・
施設を有効利活用しながら、離島振興及び活性化のための
各種事業を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

離島振興事業実施回数 4 4

離島振興事業実施による交流人口 140 160

006-001-001-00023

006-001-001-00155 産業部商工観光課 継続

雄勝硯・伝統技術継承支援事業

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

国の伝統工芸品に指定されている雄勝硯の継承のために、
産地・生産者団体への支援を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

実施事業数 7 7

活動（ＰＲ）回数 70 70
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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

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20年度 ～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 100.0

成果指標

006-001-001-00156 産業部商工観光課 継続

伝統産業育成支援事業（文房四宝まつり）

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

文房四宝まつりは、平成3年、雄勝町町制施行50周年記念
イベントの一環として、書斎における4つの宝である
「筆・硯・和紙・墨」の伝統的工芸品指定各産地のうち、
広島県熊野町(筆)、鳥取県鳥取市(旧佐治村(和紙))、三重
県鈴鹿市(墨)を招待し、「文房四宝まつり」と称し行った
のが始まりで、その後、毎年各市町村を持ち回りで開催を
してきた。平成14年以降は、各年開催としている。

実施

指　標　名 目標 目標

開催日数 2

006-002-002-00196 建設部道路課 建設・継続

私道舗装等助成事業

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

私道整備（舗装新設、側溝新設、式砂利、道路反射鏡新
設、補修、参道土工）に対し、補助率に応じ助成を実施す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

006-002-002-00198 建設部道路課 建設・継続

河北長尾線道路改良整備事業 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

宮城県が実施する一級河川皿貝川総合流域防災事業に併
せ、市道河北長尾線、山崎馬鞍線の改築工事を実施し、洪
水時における治水安全度の向上及び皿貝川左岸の河北・北
上地区内の交通の円滑化を図る。なお、本事業は県受託事
業として実施する。　　　L=847.7m、W=7.5m

指　標　名 目標 目標

事業進捗率
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度 ～

平成25年度

橋梁長寿命
化計画策定

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25年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 90.9

成果指標 ％ 91.2

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 14

成果指標

006-002-002-00205 建設部建築指導課 建設・継続

狭あい道路整備事業

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

災害時における避難路を確保し、安全で良好な市街地の形
成と居住環境の整備を図るため、幅員4ｍ未満の狭あい道
路の拡幅整備費用の一部を助成する。

実施 実施

006-002-002-00199 建設部道路課 建設・継続

橋梁長寿命化事業

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

当市が管理する老朽化した道路橋（橋りょう）に対応する
ため、長寿命化修繕計画を策定し、計画的な修繕により橋
りょうの長寿命化を図り、道路網の安全性や信頼性を確保
する。

修繕工事 修繕工事

指　標　名 目標 目標

006-002-002-00200 建設部道路課 建設・継続

道路台帳整備事業

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

合併前の市町ごとに管理していた台帳を統合する（統合業
務）。また、道路改良等により地形が変わった区間の台帳
補正を行う（補正業務）。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 93.2 95.5

台帳補正達成率 93.4 95.6

指　標　名 目標 目標

整備箇所数 14 14
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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20年度 ～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 84.4

成果指標 ％ 83.3

006-002-002-00578 建設部道路課 建設・新規

大須長尾線・長尾3号線道路改良事業

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

大須長尾線及び長尾3号線の道路改良工事を実施する。

大須長尾線　L=300ｍ、W=5.0ｍ
長尾3号線　 L=610ｍ、W=5.0ｍ

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

改良延長換算 100.0

006-002-002-00583 建設部道路課 建設・新規

寄磯線側溝改良事業

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

寄磯・前網地区における原発有事の際の唯一の避難路とも
なる本路線の側溝は、蓋無の状態であり、大型車両等の通
行時には車輌の交差のために待避するなど不便を来してい
ることから、蓋有側溝へ改良を実施する。
側溝改良　L=2,650ｍ

指　標　名 目標 目標

事業実施率

改良延長換算

006-002-002-00630 建設部道路課 建設・継続

南経塚鹿又線道路改良事業 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

南経塚鹿又線は、蛇田地区と河南地区を結ぶ幹線道路であ
り、近年交通量が増加し、路面の損傷が生じている。ま
た、歩道が未設置であり、歩行者、自転車の道路利用者が
危険にさらされているため、改良工事を実施している。
L=1650m、W=9.5～12.0m

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

改良延長換算 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2年度 ～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 96.0

成果指標 分 4.2

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

調査業務

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 昭和41年度 ～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 89.9

成果指標 ％ 89.7

006-002-002-00632 建設部都市計画課 建設・継続

石巻工業港曽波神線街路整備事業 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

石巻工業港曽波神線は、石巻工業港を起点として、中浦橋
で国道45号と交差し、蛇田字東道下地内で国道45号に接続
する石巻市都市圏道路網の骨格をなす重要幹線道路で、三
陸縦貫自動車道のアクセス機能を持つ本路線の全線供用が
急務となっている。
計画延長Ｌ＝951ｍ、計画幅員27～42ｍの街路整備事業を
実施する。

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

走行時間の短縮 6.5

毎筆の土地について、地番、地目、所有者の調査や境界・
地籍に関する測量を行い、正確な地籍図、地籍簿を作成す
る。
全体調査対象面積　121.95k㎡
全体調査筆数　　　98,635筆

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率（調査済面積／要調査面積） 90.0 90.7

登記率（登記済面積／要調査面積） 89.7 89.8

006-003-001-00201 建設部道路課 継続

地籍調査事業 平成42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

006-002-002-00693 建設部道路課 建設・新規

単独線道路改良事業

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

本路線は、県道神取河北線から国道45号へのバイパス機能
としての性格が強い集落間を結ぶ幹線道路である。現道は
狭あいで通学児童等地域住民が危険にさらされており、こ
れまでに沿線水路で数十件の転落死亡事故が発生してい
る。地区内交通の円滑化や歩行者の安全を確保するため、
改良整備が必要となっており、調査業務を実施する。

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25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25年 ～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 基 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25年度

実施

単位 目標

活動指標

成果指標 ％ 100.0

006-003-002-00043 生活環境部環境課 建設・継続

石巻斎場改修事業 平成26年

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

石巻斎場は供用開始（平成2年度）から20年以上が経過
し、老朽化により火葬炉等の施設修繕が増加している。火
葬時に修復不可能な故障が発生しないように、火葬炉の入
れ替え改修工事を実施する。

実施

006-003-002-00042 生活環境部環境課 建設・継続

北鰐山墓地無縁墳墓改葬事業

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

平成23年度末で未移転の墳墓は353基となっており、うち
約200基が無縁墳墓である。
これらの無縁墳墓を法律等に基づき、改葬する。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

指　標　名 目標 目標

修繕済火葬炉数 3

006-003-002-00045 生活環境部環境課 継続

上水道対策事業

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

上水道の整備及び管理を適正に行い、地域住民に安心でお
いしい水を供給し、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄
与するため、法令等に基づき負担金を支出する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

給水普及率 100.0 100.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成27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25年度

実施

単位 目標

活動指標 棟 27

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 ％ 100.0

成果指標

006-003-002-00618 建設部下水道管理課 建設・掲載新規

下水道台帳整備事業

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

管理システム構築地区ごとに作成していた台帳の整合を図
るとともに、台帳未整備地区を含めた市域全体について下
水道台帳の整備を進める。

指　標　名 目標 目標

整備事業進捗率

006-003-002-00203 建設部建築課 建設・継続

地域住宅整備事業（公的住宅整備事業）

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

市営住宅の設備改善を図り、法的基準確保や避難等の安全
を確保することにより、安心できる住まいの実現を目指
す。また、快適な住環境整備を図ることにより、住みよい
住宅でゆとりある住まいを実現し、地域づくりにつながる
住環境向上を目指す。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

整備実施棟数 1

006-003-002-00191 建設部都市計画課 建設・新規

嘉右衛門堀沿い歩行者専用道路整備事業

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

蛇田北部土地区画整理施行区域に接する歩行者専用道路
（嘉右衛門堀沿い）を整備し、良好な生活環境と歩行者の
安全を確保する。
Ｌ＝785ｍ、Ｗ＝4.0ｍ、路盤工Ａ＝3,140㎡
フェンス工：1.5～1.8ｍ

実施

目標 目標

事業進捗率 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 台 1

成果指標 人 15,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 路線 6

成果指標 人 3.6

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 団体 10

成果指標 人 70,000

006-004-001-00009 企画部総合政策課 建設・継続

牡鹿地区市民バス運行車両更新事業 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

現行車両が老朽化していることから、維持管理費の低減や
低燃費等経費の削減と障害者に考慮した新車両を購入し、
経済性と利用者の利便性を高める。

指　標　名 目標 目標

購入台数

利用者数 15,000 15,000

006-004-001-00010 企画部総合政策課 継続

広域バス運行維持対策補助事業

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

総合交通計画に基づき、市内各エリアを結ぶ幹線バス交通
と地域内を運行するバス路線を維持するため、運行主体に
対し運行費を補助する。
国庫補助対象路線及び県補助対象路線については、国・県
と協調補助を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

国・県補助路線数 6 6

平均乗車密度 3.6 3.6

006-004-001-00011 企画部総合政策課 継続

住民バス運行費補助事業

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

高齢化の進行やバス路線の廃止に対応し、移動手段を持た
ない高齢者等が、住み慣れた地域で日常生活上の外出・移
動を可能な限り行えるように地域住民の代表者が運営主体
となって運行する住民バスや乗合タクシーの運行事業に対
して支援を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

運行協議会 10 10

年間利用者数 70,000 70,000
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 便 5,350

成果指標 人 15,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 便 14

成果指標 人 36,848

006-004-001-00012 企画部総合政策課 継続

牡鹿地区市民バス運行事業

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

高齢化の進行やバス路線の廃止に対応し、移動手段を持た
ない高齢者等が住み慣れた地域で日常生活上の外出・移動
を可能な限り行えるよう網地島を含め市民バスの運行を実
施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

年間運行便数 5,350 5,350

年間利用者数 15,000 15,000

006-004-002-00015 企画部総合政策課 継続

離島航路維持事業

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

離島航路法整備法に基づく航路維持のための補助並びに航
路事業者の経営安定を図るための補助及び運転資金の貸し
付けを行い、島民の生活生命線である離島航路を安定的に
確保する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

１日当たりの運行便数 14 14

年間乗客数 36,848 36,848
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総 合 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。 
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単位：千円

11
001-001-002
-00675

集会所建設費補助事業 53,322 0 0 12,600 0 722 13,322 0 0 19,000 0 1,000 20,000 0 0 19,000 0 1,000 20,000

13
001-003-002
-00560

河南総合支所庁舎空調
設備入替事業

22,000 0 0 0 0 22,000 22,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75,322 0 0 12,600 0 22,722 35,322 0 0 19,000 0 1,000 20,000 0 0 19,000 0 1,000 20,000

23
002-001-003
-00242

電子黒板整備事業 27,342 0 0 0 0 3,410 3,410 0 0 0 0 9,068 9,068 0 0 0 0 14,864 14,864

23
002-001-003
-00244

教材備品整備事業 90,000 3,750 0 0 7,900 18,350 30,000 0 0 0 0 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 30,000

23
002-001-003
-00247

住吉中学校空気調和設
備機器等機能復旧事業

2,675 0 0 0 0 0 0 1,404 0 0 0 1,271 2,675 0 0 0 0 0 0

24
002-001-003
-00248

山下小学校空気調和設
備機器等機能復旧事業

53,200 945 0 0 0 855 1,800 26,985 0 23,100 0 1,315 51,400 0 0 0 0 0 0

24
002-001-003
-00249

青葉中学校空気調和設
備機器等機能復旧事業

1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500

24
002-001-003
-00252

桃生小学校水泳プール
改築事業

156,730 39,768 0 111,100 0 5,862 156,730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25
002-001-003
-00253

桃生中学校水泳プール
改築事業

171,050 0 0 11,800 0 700 12,500 40,000 0 112,600 0 5,950 158,550 0 0 0 0 0 0

25
002-001-003
-00257

小学校施設防水改修等
事業

24,000 0 0 0 0 8,000 8,000 0 0 0 0 8,000 8,000 0 0 0 0 8,000 8,000

25
002-001-003
-00258

中学校施設防水改修等
事業

16,000 0 0 0 0 8,000 8,000 0 0 0 0 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0

542,497 44,463 0 122,900 7,900 45,177 220,440 68,389 0 135,700 0 63,604 267,693 0 0 0 0 54,364 54,364

37
003-004-001
-00168

園芸特産重点強化整備
事業

36,000 0 10,500 0 0 1,500 12,000 0 10,500 0 0 1,500 12,000 0 10,500 0 0 1,500 12,000

37
003-004-001
-00169

みやぎの水田農業改革
支援事業

60,000 0 18,000 0 0 2,000 20,000 0 18,000 0 0 2,000 20,000 0 18,000 0 0 2,000 20,000

38
003-004-001
-00171

県営鳥谷坂排水機場改
修事業

2,704 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,229 1,229 0 0 0 0 0 0

38
003-004-001
-00173

牛田揚水機場ストック
マネジメント事業

2,000 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0

38
003-004-001
-00174

井内排水機場ストック
マネジメント事業

20,200 0 0 0 0 0 0 0 0 14,700 0 1,700 16,400 0 0 3,400 0 400 3,800

39
003-004-001
-00175

農村災害対策事業（調
査計画・機場更新）

18,450 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 7,000 7,000 0 0 0 0 11,200 11,200

40
003-004-001
-00608

穀類乾燥調製施設及び
農業用機械導入支援事
業

200,766 0 0 0 0 0 0 139,200 3,000 0 0 0 142,200 57,066 1,500 0 0 0 58,566

40
003-004-001
-00631

県営経営体育成基盤整
備事業

500,592 0 0 98,800 0 11,250 110,050 0 0 167,200 0 18,965 186,165 0 0 183,800 0 20,577 204,377

40
003-004-003
-00170

有機センター施設整備
事業

31,000 0 0 7,500 0 11,500 19,000 0 0 6,000 0 6,000 12,000 0 0 0 0 0 0
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国費 県費 一般財源 合計 国費 県費

平成25年度 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 県費地方債 その他

頁
番
号

事業名事業コード
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単位：千円

104

国費 県費 一般財源 合計 国費 県費

平成25年度 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 県費地方債 その他

頁
番
号

事業名事業コード

41
003-004-004
-00183

造林事業 48,000 8,011 2,682 5,300 0 7 16,000 8,011 2,682 5,300 0 7 16,000 8,011 2,682 5,300 0 7 16,000

41
003-004-004
-00184

森林環境保全整備（間
伐）事業

5,100 0 0 0 0 1,700 1,700 0 0 0 0 1,700 1,700 0 0 0 0 1,700 1,700

42
003-004-004
-00185

みやぎの豊かな森林づ
くり支援事業

3,453 0 987 0 0 164 1,151 0 987 0 0 164 1,151 0 987 0 0 164 1,151

43
003-007-001
-00673

宮城県慶長使節船
ミュージアム屋上駐車
場他防水改修事業

40,000 0 0 0 0 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

968,265 8,011 32,169 111,600 0 70,846 222,626 147,211 35,169 193,200 0 41,265 416,845 65,077 33,669 192,500 0 37,548 328,794

54
004-002-002
-00054

石巻赤十字病院新築移
転に係る補助金交付事
業

274,584 0 0 0 0 91,528 91,528 0 0 0 0 91,528 91,528 0 0 0 0 91,528 91,528

55
004-002-002
-00213

石巻市立牡鹿病院医療
機器等購入事業

132,200 65,400 0 33,600 0 0 99,000 0 0 23,200 0 0 23,200 0 0 10,000 0 0 10,000

64
004-004-002
-00093

養護老人ホーム万生園
建設費負担事業

167,490 0 0 0 0 55,830 55,830 0 0 0 0 55,830 55,830 0 0 0 0 55,830 55,830

68
004-004-003
-00081

特別養護老人ホームお
しか清心苑施設整備補
助事業

17,128 0 0 0 0 17,128 17,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76
004-006-002
-00627

消防団ポンプ置場整備
事業

60,000 0 0 19,000 0 1,000 20,000 0 0 19,000 0 1,000 20,000 0 0 19,000 0 1,000 20,000

77
004-006-002
-00628

非常備消防自動車整備
事業

148,000 0 17,333 32,900 0 1,767 52,000 0 16,000 30,400 0 1,600 48,000 0 16,000 30,400 0 1,600 48,000

77
004-006-002
-00629

耐震性貯水槽整備事業 86,400 10,472 0 17,400 0 928 28,800 10,472 0 17,400 0 928 28,800 10,472 0 17,400 0 928 28,800

77
004-007-001
-00195

県営事業急傾斜地対策
事業

64,000 0 0 22,000 0 0 22,000 0 0 21,000 0 0 21,000 0 0 21,000 0 0 21,000

78
004-007-001
-00204

スクールゾーン内危険
ブロック塀等除去事業

20,520 3,420 0 0 0 3,420 6,840 3,420 0 0 0 3,420 6,840 3,420 0 0 0 3,420 6,840

78
004-007-003
-00003

防災対応離着陸場（離
島ヘリポート）整備事
業

3,200 0 0 0 0 3,200 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

973,522 79,292 17,333 124,900 0 174,801 396,326 13,892 16,000 111,000 0 154,306 295,198 13,892 16,000 97,800 0 154,306 281,998

81
005-001-001
-00187

松くい虫対策事業 299,934 43,678 23,004 16,000 0 17,296 99,978 43,678 23,004 16,000 0 17,296 99,978 43,678 23,004 16,000 0 17,296 99,978

82
005-001-001
-00206

合併処理浄化槽設置補
助事業

284,676 31,630 15,814 0 0 47,448 94,892 31,630 15,814 0 0 47,448 94,892 31,630 15,814 0 0 47,448 94,892

82
005-001-001
-00207

公共下水道建設事業 3,150,000 500,000 0 495,000 55,000 0 1,050,000 500,000 0 495,000 55,000 0 1,050,000 500,000 0 495,000 55,000 0 1,050,000

82
005-001-001
-00208

北上川下流東部流域下
水道建設費県営事業負
担金

114,251 0 0 29,800 25 0 29,825 0 0 42,200 13 0 42,213 0 0 42,200 13 0 42,213

83
005-001-001
-00209

北上川下流流域下水道
建設費県営事業負担金

348,116 0 0 117,300 54 0 117,354 0 0 115,300 81 0 115,381 0 0 115,300 81 0 115,381

83
005-001-001
-00210

農業集落排水施設（鹿
又地区）改良事業

109,000 0 0 0 0 0 0 7,000 0 7,000 0 0 14,000 47,500 0 47,500 0 0 95,000
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単位：千円

104

国費 県費 一般財源 合計 国費 県費

平成25年度 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 県費地方債 その他

頁
番
号

事業名事業コード

83
005-001-001
-00612

浄化槽市町村整備推進
事業

16,191 1,799 0 3,000 598 0 5,397 1,799 0 3,000 598 0 5,397 1,799 0 3,000 598 0 5,397

84
005-002-001
-00190

公園施設整備事業 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000

84
005-002-002
-00028

公害測定機材購入事業 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000

87
005-002-003
-00034

最終処分場車両整備事
業

31,100 0 0 18,700 0 6,300 25,000 0 0 4,500 0 1,600 6,100 0 0 0 0 0 0

88
005-003-001
-00607

河北総合センター施設
改修事業

32,897 0 0 0 0 4,284 4,284 0 0 0 0 28,613 28,613 0 0 0 0 0 0

89
005-004-002
-00193

追波川河川運動公園整
備事業

82,000 0 0 0 0 0 0 0 0 82,000 0 0 82,000 0 0 0 0 0 0

90
005-004-002
-00281

かなんパークゴルフ場
整備事業

23,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,115 23,115 0 0 0 0 0 0

90
005-004-002
-00561

石巻市民球場スコア
ボード改修事業

113,000 0 0 107,300 0 5,700 113,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,629,280 577,107 38,818 787,100 55,677 81,028 1,539,730 584,107 38,818 765,000 55,692 118,072 1,561,689 624,607 38,818 719,000 55,692 89,744 1,527,861

94
006-002-002
-00196

私道舗装等助成事業 12,000 0 0 0 0 4,000 4,000 0 0 0 0 4,000 4,000 0 0 0 0 4,000 4,000

94
006-002-002
-00198

河北長尾線道路改良整
備事業

28,000 0 0 28,000 0 0 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95
006-002-002
-00199

橋梁長寿命化事業 15,000 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95
006-002-002
-00200

道路台帳整備事業 41,350 20,000 0 0 0 21,350 41,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95
006-002-002
-00205

狭あい道路整備事業 10,800 1,620 0 0 0 1,980 3,600 1,620 0 0 0 1,980 3,600 1,620 0 0 0 1,980 3,600

96
006-002-002
-00578

大須長尾線・長尾３号
線道路改良事業

15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0

96
006-002-002
-00583

寄磯線側溝改良事業 74,000 0 70,000 4,000 0 0 74,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96
006-002-002
-00630

南経塚鹿又線道路改良
事業

101,000 33,000 0 25,600 0 1,400 60,000 22,550 0 17,500 0 950 41,000 0 0 0 0 0 0

97
006-002-002
-00632

石巻工業港曽波神線街
路整備事業

800,000 302,500 0 247,500 0 10,000 560,000 126,500 0 103,500 0 10,000 240,000 0 0 0 0 0 0

97
006-002-002
-00693

単独線道路改良事業 3,800 0 0 0 0 3,800 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98
006-003-002
-00042

北鰐山墓地無縁墳墓改
葬事業

62,000 0 0 0 0 62,000 62,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98
006-003-002
-00043

石巻斎場改修事業 211,500 0 0 68,600 0 22,900 91,500 0 0 90,000 0 30,000 120,000 0 0 0 0 0 0

99
006-003-002
-00191

嘉右衛門堀沿い歩行者
専用道路整備事業

21,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,600 0 2,210 21,810
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単位：千円

104

国費 県費 一般財源 合計 国費 県費

平成25年度 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 県費地方債 その他

頁
番
号

事業名事業コード

99
006-003-002
-00203

地域住宅整備事業（公
的住宅整備事業）

215,200 81,090 0 99,100 0 10 180,200 15,750 0 19,200 0 50 35,000 0 0 0 0 0 0

99
006-003-002
-00618

下水道台帳整備事業 80,000 60,000 0 0 0 20,000 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100
006-004-001
-00009

牡鹿地区市民バス運行
車両更新事業

8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,699,460 498,210 70,000 480,800 0 162,440 1,211,450 166,420 0 245,200 0 46,980 458,600 1,620 0 19,600 0 8,190 29,410

8,888,346 1,207,083 158,320 1,639,900 63,577 557,014 3,625,894 980,019 89,987 1,469,100 55,692 425,227 3,020,025 705,196 88,487 1,047,900 55,692 345,152 2,242,427
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総合計画実施計画　事業索引

桃生小学校水泳プール改築事業 ‥‥‥‥ 24

桃生中学校水泳プール改築事業 ‥‥‥‥ 25

小学校施設防水改修等事業 ‥‥‥‥ 25

集会所建設費補助事業 ‥‥‥‥ 11 中学校施設防水改修等事業 ‥‥‥‥ 25

就学援助システム導入事業 ‥‥‥‥ 26

「市報いしのまき」発行事業 ‥‥‥‥ 11

広聴事業 ‥‥‥‥ 11 コラボスクール推進委託事業 ‥‥‥‥ 26

地域まちづくり委員会事業 ‥‥‥‥ 12 家庭教育学級開設事業 ‥‥‥‥ 26

男女共同参画推進事業 ‥‥‥‥ 12 放課後子ども教室推進事業 ‥‥‥‥ 27

青少年健全育成事業 ‥‥‥‥ 27

少年指導者育成事業 ‥‥‥‥ 27

休日開庁事業 ‥‥‥‥ 12

庁内情報化推進事業 ‥‥‥‥ 13

河南総合支所庁舎空調設備入替事業 ‥‥‥‥ 13 温州市との友好都市交流事業 ‥‥‥‥ 28

第4節　安定した行財政運営を構築する ‥‥‥‥ 28

総合計画及び新市建設計画改訂事業 ‥‥‥‥ 13

山形県河北町との友好都市交流事業 ‥‥‥‥ 28

中学生海外研修事業 ‥‥‥‥ 29

非核平和推進人材育成事業 ‥‥‥‥ 29

国際理解教育推進事業 ‥‥‥‥ 29

小学校外国語活動指導補助員活用事業 ‥‥‥‥ 30

健康診断・検査等実施事業 ‥‥‥‥ 17 ‥‥‥‥ 30

就学時健康診断実施事業 ‥‥‥‥ 17

学校医・薬剤師配置事業 ‥‥‥‥ 17 石巻専修大学地域連携助成事業 ‥‥‥‥ 30

私立幼稚園就園奨励費助成事業 ‥‥‥‥ 18 ふるさと子どもカレッジ ‥‥‥‥ 31

私立幼稚園運営費助成事業 ‥‥‥‥ 18 まちなか実験室事業 ‥‥‥‥ 31

適応指導教室運営事業 ‥‥‥‥ 18

特別支援教育支援員配置事業 ‥‥‥‥ 19

石巻・子どもの未来づくり事業 ‥‥‥‥ 19

いじめ・生徒指導問題対策事業 ‥‥‥‥ 19

‥‥‥‥ 20

自動車関連産業振興推進事業 ‥‥‥‥ 35

定住外国人就学支援事業 ‥‥‥‥ 20

学校給食センター運営事業 ‥‥‥‥ 20

ブックスタート事業 ‥‥‥‥ 21 高年齢者就業支援事業 ‥‥‥‥ 35

遠距離通学支援事業 ‥‥‥‥ 21 中小企業勤労者総合福祉事業 ‥‥‥‥ 35

‥‥‥‥ 21 勤労者生活安定資金融資あっせん事業 ‥‥‥‥ 36

奨学金貸与事業 ‥‥‥‥ 22

学校図書整備事業 ‥‥‥‥ 22 密漁対策助成事業 ‥‥‥‥ 36

情報教育環境整備事業 ‥‥‥‥ 22 捕鯨復活活動事業 ‥‥‥‥ 36

電子黒板整備事業 ‥‥‥‥ 23 鯨食普及事業 ‥‥‥‥ 37

教材備品整備事業 ‥‥‥‥ 23

‥‥‥‥ 23

園芸特産重点強化整備事業 ‥‥‥‥ 37

‥‥‥‥ 24 みやぎの水田農業改革支援事業 ‥‥‥‥ 37

県営鳥谷坂排水機場改修事業 ‥‥‥‥ 38

‥‥‥‥ 24 ‥‥‥‥ 38

茨城県ひたちなか市との姉妹都市
交流事業

イタリアチビタベッキアとの姉妹
都市交流事業

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

第1節　「生きる力」を持つ子どもたちを育成する

第3節　新たな時代を創造する人材を育成する

第3節　市民満足度の高い行政サービスを提供
する

住吉中学校空気調和設備機器等機
能復旧事業

第4節　魅力的な農林業を確立する

牛田揚水機場ストックマネジメン
ト事業

第1章　ともに創る協働のまち

第1節　住民の自治力を強化する

第2節　市民のまちづくりに対する関心を高める

第2節　地域全体で子どもたちを育成する

青葉中学校空気調和設備機器等機
能復旧事業

就学援助・特別支援教育就学奨励
事業

山下小学校空気調和設備機器等機
能復旧事業

第1節　石巻独自の技術開発や新産業を創出する

第2節　いきいきと働ける就業環境を創出する

第3章　地域資源を活かして元気産業を創造する
　まち

第3節　持続的な水産業の発展を図る

小中学校児童生徒体育及び文化活
動補助金交付事業

190



総合計画実施計画　事業索引

‥‥‥‥ 38 各種がん検診事業 ‥‥‥‥ 51

骨粗しょう症検診事業 ‥‥‥‥ 51

‥‥‥‥ 39 肝炎ウイルス検診事業 ‥‥‥‥ 52

成人歯科健康診査事業 ‥‥‥‥ 52

中津山地区国営土地改良整備事業 ‥‥‥‥ 39 がん検診推進事業 ‥‥‥‥ 52

河南2期地区国営土地改良整備事業 ‥‥‥‥ 39 子ども医療費助成事業 ‥‥‥‥ 53

‥‥‥‥ 40 未熟児訪問及び養育医療費給付事業 ‥‥‥‥ 53

生活習慣病予防事業 ‥‥‥‥ 53

県営経営体育成基盤整備事業 ‥‥‥‥ 40 病院群輪番制病院運営事業 ‥‥‥‥ 54

有機センター施設整備事業 ‥‥‥‥ 40 休日等急患診療対策事業 ‥‥‥‥ 54

農地・水・環境保全向上活動支援事業 ‥‥‥‥ 41 ‥‥‥‥ 54

造林事業 ‥‥‥‥ 41

森林環境保全整備（間伐）事業 ‥‥‥‥ 41 網小医院運営費補助事業 ‥‥‥‥ 55

みやぎの豊かな森林づくり支援事業 ‥‥‥‥ 42 ‥‥‥‥ 55

‥‥‥‥ 55

児童手当支給事業 ‥‥‥‥ 56

母子・父子家庭医療対策事業 ‥‥‥‥ 56

児童扶養手当支給事業 ‥‥‥‥ 56

まつりイベント事業 ‥‥‥‥ 42 民間保育所助成事業 ‥‥‥‥ 57

映画等誘致・製作支援事業 ‥‥‥‥ 42 私立認可保育所助成事業 ‥‥‥‥ 57

サン・ファン出航400年記念事業 ‥‥‥‥ 43 一時保育事業 ‥‥‥‥ 57

おがつホタテまつり補助事業 ‥‥‥‥ 43 延長保育事業 ‥‥‥‥ 58

‥‥‥‥ 43 ファミリーサポート事業 ‥‥‥‥ 58

子育て支援センター事業 ‥‥‥‥ 58

放課後児童クラブ事業 ‥‥‥‥ 59

心身障害児通園対策事業 ‥‥‥‥ 59

休日保育事業 ‥‥‥‥ 59

病後児保育事業 ‥‥‥‥ 60

（仮称）石巻子どもセンター事業 ‥‥‥‥ 60

社会福祉協議会運営費補助事業 ‥‥‥‥ 47 ‥‥‥‥ 60

災害援護事業 ‥‥‥‥ 47

生活保護事業 ‥‥‥‥ 47 助産施設入所助成事業 ‥‥‥‥ 61

国民健康保険人間ドック等事業 ‥‥‥‥ 48 要保護児童対策事業 ‥‥‥‥ 61

‥‥‥‥ 61

こころの健康づくり事業 ‥‥‥‥ 48

保健推進員育成事業 ‥‥‥‥ 48

乳児一般健康診査事業 ‥‥‥‥ 49 敬老祝金支給事業 ‥‥‥‥ 62

妊婦健康診査事業 ‥‥‥‥ 49 敬老会開催事業 ‥‥‥‥ 62

新生児訪問事業（乳児全戸訪問事業） ‥‥‥‥ 49 老人クラブ活動費補助事業 ‥‥‥‥ 62

結核検診事業 ‥‥‥‥ 50 高齢者世話付住宅事業 ‥‥‥‥ 63

各種予防接種事業 ‥‥‥‥ 50 住宅改修支援事業 ‥‥‥‥ 63

生活習慣改善事業 ‥‥‥‥ 50 家族介護慰労金支給事業 ‥‥‥‥ 63

健康診査事業 ‥‥‥‥ 51 老人保護対策事業 ‥‥‥‥ 64

穀類乾燥調製施設及び農業用機械
導入支援事業

第1節　お互いに支えあい生活できる仕組みを
構築する

宮城県慶長使節船ミュージアム屋
上駐車場他防水改修事業

第2節　生涯を通じて元気で健康な暮らしが実
現できるようにする

第4節　安心と誇りを持って住み続けられる高
齢者福祉を充実する

養育支援訪問事業（ホームヘル
パー支援事業）

第6節　人々が集い、住み、楽しく過ごせる中
心市街地を再生する

第7節　年間を通して観光客が訪れることによ
りにぎわいを創出する

市民相談事業（家庭児童相談・市
民相談）

第4章　安心して健やかに暮らせるまち

第5節　消費者に信頼される“石巻ブランド”
を形成する

第3節　安心して子どもを産み育てられる支援
体制を確立する

井内排水機場ストックマネジメン
ト事業

農村災害対策事業（調査計画・機
場更新）

石巻市立牡鹿病院医療機器等購入
事業

石巻赤十字病院救命救急センター
運営費助成事業

石巻赤十字病院新築移転に係る補
助金交付事業
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総合計画実施計画　事業索引

‥‥‥‥ 64 ‥‥‥‥ 78

外出支援サービス事業 ‥‥‥‥ 64 ‥‥‥‥ 78

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 ‥‥‥‥ 65

訪問理美容サービス事業 ‥‥‥‥ 65

老人日常生活用具給付事業 ‥‥‥‥ 65

‥‥‥‥ 66

バリアフリー住宅普及促進事業 ‥‥‥‥ 66 自然環境確認調査事業 ‥‥‥‥ 81

老人特例保護措置事業 ‥‥‥‥ 66 環境フェア実施事業 ‥‥‥‥ 81

遊びリテーション事業 ‥‥‥‥ 67 松くい虫対策事業 ‥‥‥‥ 81

高齢者のための健康づくり事業 ‥‥‥‥ 67 合併処理浄化槽設置補助事業 ‥‥‥‥ 82

介護用品支給事業 ‥‥‥‥ 67 公共下水道建設事業 ‥‥‥‥ 82

「食」の自立支援事業 ‥‥‥‥ 68 ‥‥‥‥ 82

訪問型介護予防事業 ‥‥‥‥ 68

‥‥‥‥ 68 ‥‥‥‥ 83

介護予防事業 ‥‥‥‥ 69 ‥‥‥‥ 83

二次予防事業対象者把握事業 ‥‥‥‥ 69

介護予防フォローアップ事業 ‥‥‥‥ 69 浄化槽市町村整備推進事業 ‥‥‥‥ 83

生きがいデイサービス事業 ‥‥‥‥ 70

ミニデイサービス支援事業 ‥‥‥‥ 70

介護保険事業計画策定事業 ‥‥‥‥ 70 公園施設整備事業 ‥‥‥‥ 84

成年後見制度利用支援事業 ‥‥‥‥ 71 環境保全リーダー育成講座実施事業 ‥‥‥‥ 84

虐待防止・権利擁護事業 ‥‥‥‥ 71 公害測定機材購入事業 ‥‥‥‥ 84

環境美化促進事業（クリーン運動） ‥‥‥‥ 85

環境美化促進事業（グリーン運動） ‥‥‥‥ 85

鼠族・昆虫等駆除事業 ‥‥‥‥ 85

手話奉仕員養成講座事業 ‥‥‥‥ 71 狂犬病予防事業 ‥‥‥‥ 86

障害者援護事業 ‥‥‥‥ 72 自動車騒音常時監視事業 ‥‥‥‥ 86

障害者自立支援給付事業 ‥‥‥‥ 72 生ごみ減量容器購入費補助事業 ‥‥‥‥ 86

相談支援事業 ‥‥‥‥ 73 再生資源集団回収報奨金交付事業 ‥‥‥‥ 87

コミュニケーション支援事業 ‥‥‥‥ 73 ごみ収集及び資源化事業 ‥‥‥‥ 87

日常生活用具給付等事業 ‥‥‥‥ 73 最終処分場車両整備事業 ‥‥‥‥ 87

地域活動支援センター事業 ‥‥‥‥ 74

生活支援事業 ‥‥‥‥ 74

特別障害者手当等措置事業 ‥‥‥‥ 74 市美術展実施事業 ‥‥‥‥ 88

心身障害者医療対策事業 ‥‥‥‥ 75 青少年文化芸術鑑賞事業 ‥‥‥‥ 88

障害者移動支援事業 ‥‥‥‥ 75 河北総合センター施設改修事業 ‥‥‥‥ 88

‥‥‥‥ 76 毛利コレクション調査整理事業 ‥‥‥‥ 89

交通安全推進事業 ‥‥‥‥ 76 読書環境整備事業 ‥‥‥‥ 89

消防団ポンプ置場整備事業 ‥‥‥‥ 76 追波川河川運動公園整備事業 ‥‥‥‥ 89

非常備消防自動車整備事業 ‥‥‥‥ 77 スポーツ振興事業 ‥‥‥‥ 90

耐震性貯水槽整備事業 ‥‥‥‥ 77 かなんパークゴルフ場整備事業 ‥‥‥‥ 90

石巻市民球場スコアボード改修事業 ‥‥‥‥ 90

県営事業急傾斜地対策事業 ‥‥‥‥ 77

ひとり暮らし老人等緊急通報シス
テム事業

第7節　災害に対する備えを充実する

第4節　市民が個性を活かして輝ける機会をつ
くる

防災対応離着陸場（離島ヘリポー
ト）整備事業

第5章　心ゆたかな誇れるまち

養護老人ホーム万生園建設費負担
事業

第3節　地域に対する愛着や誇りをはぐくむ

第6節　日常の身近な安全性を高める

在宅障害者等社会参加促進助成券
交付事業

特別養護老人ホームおしか清心苑
施設整備補助事業

スクールゾーン内危険ブロック塀
等除去事業

第1節　豊かな自然を次世代に継承する

第5節　自立し、いきいき暮らせる障がい者福
祉の充実を図る

第2節　身近な自然や生活環境を守る

農業集落排水施設（鹿又地区）改
良事業

北上川下流東部流域下水道建設費
県営事業負担金

北上川下流流域下水道建設費県営
事業負担金
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総合計画実施計画　事業索引

離島振興対策事業 ‥‥‥‥ 93

地域づくり基金事業 ‥‥‥‥ 93

雄勝硯・伝統技術継承支援事業 ‥‥‥‥ 93

‥‥‥‥ 94

私道舗装等助成事業 ‥‥‥‥ 94

河北長尾線道路改良整備事業 ‥‥‥‥ 94

橋梁長寿命化事業 ‥‥‥‥ 95

道路台帳整備事業 ‥‥‥‥ 95

狭あい道路整備事業 ‥‥‥‥ 95

‥‥‥‥ 96

寄磯線側溝改良事業 ‥‥‥‥ 96

南経塚鹿又線道路改良事業 ‥‥‥‥ 96

石巻工業港曽波神線街路整備事業 ‥‥‥‥ 97

単独線道路改良事業 ‥‥‥‥ 97

地籍調査事業 ‥‥‥‥ 97

北鰐山墓地無縁墳墓改葬事業 ‥‥‥‥ 98

石巻斎場改修事業 ‥‥‥‥ 98

上水道対策事業 ‥‥‥‥ 98

‥‥‥‥ 99

‥‥‥‥ 99

下水道台帳整備事業 ‥‥‥‥ 99

牡鹿地区市民バス運行車両更新事業 ‥‥‥‥ 100

広域バス運行維持対策補助事業 ‥‥‥‥ 100

住民バス運行費補助事業 ‥‥‥‥ 100

牡鹿地区市民バス運行事業 ‥‥‥‥ 101

離島航路維持事業 ‥‥‥‥ 101

‥‥‥‥ 103

伝統産業育成支援事業（文房四宝
まつり）

第6章　地域の個性が輝き融和するまち

第1節　地域の風土に根ざした魅力や資源を守
り育てる

総合計画実施計画建設事業一覧

第2節　地域間連携により、大きな魅力を創出
する

第4節　だれもが利用しやすい、生活を支える
公共交通を確保する

大須長尾線・長尾3号線道路改良
事業

地域住宅整備事業（公的住宅整備
事業）

第3節　快適な生活環境を実現できる地域にする

嘉右衛門堀沿い歩行者専用道路整
備事業
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