
9 

 

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 件 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27年度

実施

単位 目標

活動指標 部 64,000

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

実施

単位 目標

活動指標 回 12

成果指標 ％ 80.0

001-001-002-00675 復興政策部地域協働課 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28年度 平成29年度

補助件数 2 2

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

申請件数 2 2

市報の発行部数 64,000 64,000

001-002-001-00004 総務部秘書広報課 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28年度 平成29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

指　標　名 目標 目標

001-002-001-00005 総務部秘書広報課 リ・継続

広聴事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

市民が市政に参加しやすい環境づくりを行うため、市政教
室、まちづくり懇談会等を実施し、市民と一体となったま
ちづくりを進める。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

市政教室の実施回数 12 12

募集人員に対する参加率 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26年度～

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 20.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成17年度～

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 回 25

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 回 13

成果指標 ％ 40.0

市が保有する行政情報を、二次利用しやすい機械判読可能
なデータ形式で公開し、また、継続的な運用のため専門的
なスキルに依存せずオープンデータ化が可能な基盤を構築
する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

オープンデータ公開数／個人情報を除く行政情報 60.0 100.0

001-002-001-00947 復興政策部ICT総合推進室 掲載新規

オープンデータ構築推進事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

平成29年度

男女共同参画関連の各種セミ
ナー・イベント等の開催回数

13 13

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

001-002-003-00017

001-002-002-00016 復興政策部地域協働課 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28年度 平成29年度

復興政策部地域協働課 継続

指　標　名 目標 目標

開催回数 25 25

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、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。

指　標　名 目標 目標

審議会等の女性委員の割合 40.0 40.0

実施 実施

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 時間 112

成果指標 件 1,344

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27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27年度

計画策定

単位 目標

活動指標 1

成果指標

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

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28年度 平成29年度

指　標　名 目標 目標

休日開庁時間 112 112

休日の証明書等取扱件数 1,344 1,344

001-003-002-00853 河北総合支所地域振興課 建設・継続

河北総合支所庁舎改修事業 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28年度 平成29年度

建設後35年が経過した庁舎の外壁タイル改修工事を実施
し、庁舎の機能回復を図る。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

001-004-001-00013 復興政策部復興政策課 継続

新市建設計画等策定事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

新市建設計画を改訂する。
また、国が進める、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
に基づき、地域の特性に即した施策の基本的方向性、将来
展望を示す、地方版の総合戦略を策定する。

指　標　名 目標 目標

計画策定
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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27年度

計画策定

単位 目標

活動指標 1

成果指標

001-004-001-00962 財務部行政経営課 掲載新規

公共施設等総合管理計画策定事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

道路、橋梁等のインフラを含めた全ての公共施設等の更
新・統廃合・長寿命化等の取組については、施設の現状、
今後の財政状況及び人口の推計等を踏まえ、長期的な視点
で実施していく必要があることから、取組を計画的に進め
るための方針として「公共施設等総合管理計画」を策定す
る。

指　標　名 目標 目標

計画策定

14
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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27年度

実施

単位 目標

活動指標 校（園） 61

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 校 35

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 人（延） 313

成果指標 校（園） 61

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28年度 平成29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

事業実施校(園)数 61 59

実施率 100.0 100.0

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28年度 平成29年度

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

健診実施校数 35 34

実施率 100.0 100.0

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

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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

学校医・学校薬剤師の配置延べ人数 313 303

学校医・学校薬剤師の配置校(園)数 61 59
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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

実施

単位 目標

活動指標 人 900

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

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 件 100

成果指標 ％ 80.0

002-001-002-00223 教育委員会教育総務課 継続

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28年度 平成29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

指　標　名 目標 目標

助成人数 901 896

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28年度 平成29年度

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

002-001-002-00227 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28年度 平成29年度

通所児童・生徒の再登校率（部分
登校を含む）

80.0 80.0

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

不登校児童・生徒の保護者、担任
等との相談件数

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27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27年度

実施

単位 目標

活動指標 校 55

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 校 55

成果指標 件 2.1

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28年度 平成29年度

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

特別支援教育支援員を必要とする小学
校の充足率

100.0 100.0

特別支援教育支援員配置に対する小学
校の満足度

100.0 100.0

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

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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

学力向上推進地区での授業公開実施校 55 55

家庭で、学校の授業の予習・復習を継続（平
日５日間程度の継続）して学習している児童
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

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28年度 平成29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

指　標　名 目標 目標

いじめや生徒指導の対策会議を定期的
に行う学校（小・中・高校） 55 55

市立小・中・高校1,000人当たりのいじ
め件数 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27年度

実施

単位 目標

活動指標 件 10

成果指標 校 15

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 人 9.0

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 55.0

成果指標

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28年度 平成29年度

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

体育・文化活動補助件数 10 10

補助対象となる県大会へ出場した学校
数（小・中学校） 15 15

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

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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 9.0 9.0

支援員配置率 100.0 100.0

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28年度 平成29年度

身体の発育期にある児童生徒及び園児に栄養バランスのと
れた給食を提供することで健康増進と体位の向上を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

平均栄養摂取率 60.0 65.0
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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

実施

単位 目標

活動指標 日 60

成果指標 人 1,100

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 校 14

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

実施

単位 目標

活動指標 人 1,458

成果指標

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

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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 目標 目標

スクールバス等実施校数 14 14

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

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28年度 平成29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、保護者への
啓発を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

乳児健診における読み聞かせ開催日数 60 60

乳児健診におけるブックスタート配付者数 1,100 1,100

援助者数 1,426 1,406

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

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
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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

実施

単位 目標

活動指標 人 100

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 冊 26,000

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 台 43

成果指標

002-001-003-00230 教育委員会学校教育課 継続

奨学金貸与事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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

奨学金貸与者数 100 100

貸与希望に対する貸与率 100.0 100.0

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28年度 平成29年度

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

図書購入冊数 26,000 26,000

学校図書館図書標準に対する補充率 97.0 100.0

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

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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

電子黒板整備数 34 34
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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

実施

単位 目標

活動指標 個 1,000

成果指標 ％ 44.0

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27年度

用地造成
地質調査
実施設計

単位 目標

活動指標 ％ 5.0

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27年度

単位 目標

活動指標 ％

成果指標

002-001-003-00244 教育委員会学校管理課 継続

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28年度 平成29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

教材購入数 1,000 1,000

学校教材整備目標に対する充足率 47.0 50.0

002-001-003-00246 教育委員会学校管理課 建設・継続

鹿又小学校屋内運動場改築事業 平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

本屋内運動場は、建築後40年を経過しており、老朽化が著
しく、かつ、施設が狭隘であるため、学習活動に支障を来
す状況であることから、平成28年度に改築工事を実施す
る。また、学校開放、避難場所としての施設整備を改築と
合わせ実施する。

工事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

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29年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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（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28年度に改修設
計、平成29年度に暖房機の機能復旧工事を実施する。

実施設計 工事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 6.0 100.0
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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27年度

機能調査

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28年度～

平成27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29年度～

平成27年度

単位 目標

活動指標 ％

成果指標

002-001-003-00249 教育委員会学校管理課 建設・継続

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

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

本校の空気調和設備機器は、平成元年度に暖房機を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。

実施設計

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 6.0

002-001-003-00250 教育委員会学校管理課 建設・継続

住吉小学校空気調和設備機器等機能復旧事業 平成31年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

本校の空気調和設備機器は、平成7年度に暖房機を2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28
年度に機能調査、平成30年度に改修設計、平成31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

事業進捗率 3.0

002-001-003-00251 教育委員会学校管理課 建設・継続

貞山小学校空気調和設備機器等機能復旧事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

本校の空気調和設備機器は、平成7年度に暖房機を2基（校
舎2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29年度に機能調査、平成31年度に改修設計、平
成32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

事業進捗率 3.0
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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27年度

地質調査
実施設計

単位 目標

活動指標 ％ 6.0

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27年度

工事

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 校 4

成果指標 校 39

002-001-003-00870 教育委員会学校管理課 建設・継続

広渕小学校プール改築事業 平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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
り、設置後40年以上経過し、施設の老朽化や給排水設備の
腐食化が進んでいる。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、プール施設全面
の改築工事を実施する。

工事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

002-001-003-00871 教育委員会学校管理課 建設・継続

石巻小学校プール改築事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

本校の水泳プールは、昭和40年度に設置されたものであ
り、設置後40年以上経過し、施設の老朽化や給排水設備の
腐食化が進んでいる。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、プール施設全面
の改築工事を実施する。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

002-002-001-00260 教育委員会生涯学習課 継続

協働教育推進事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

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

コラボスクールによる協働教育組織の再編・設置数 3 3
協働教育組織設置後に協働教育を実施してい
る学校数 39 39
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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

実施

単位 目標

活動指標 回 160

成果指標 ポイント 87.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 地区 1

成果指標 人 8

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 回 500

成果指標 件 600

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28年度 平成29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 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

002-002-001-00617 教育委員会生涯学習課 継続

放課後子ども教室推進事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

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
流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが地域
社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進
する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

放課後子ども教室開設数 2 2

放課後子ども教室に係わった地域住民数 16 16

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28年度 平成29年度

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 500 500

補導・声がけ件数 575 550

26



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 人 30

成果指標 人 300

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

単位 目標

活動指標 回

成果指標 人

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

単位 目標

活動指標 回

成果指標 人

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28年度 平成29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 30 30

派遣ジュニア・リーダー延人数 300 300

002-003-001-00018 復興政策部地域協働課 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28年度 平成29年度

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
いて交流を行い友好協力を促進する。また、「友好交流計
画に関する議定書」が2007年から2016年までの10年間と
なっていることから、2017年から2026年の議定書を締結す
る。

議定書締結
（受入・派

遣）

指　標　名 目標 目標

交流回数 2

交流人数 10

002-003-001-00019 復興政策部地域協働課 継続

茨城県ひたちなか市との姉妹都市交流事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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。

交流団派遣

指　標　名 目標 目標

交流回数 1

交流人数 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27年度

実施

単位 目標

活動指標 回 4

成果指標 人 60

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 人 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27年度

実施

単位 目標

活動指標 日 30

成果指標 ％ 80.0

002-003-001-00020 復興政策部地域協働課 継続

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28年度 平成29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

平成28年度 平成29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。

実施 実施

交流事業開催回数 4 4

交流事業への参加人数 60 60

002-003-001-00022 総務部総務課 継続

002-003-001-00225 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28年度 平成29年度

指　標　名 目標 目標

研修参加人数 6 8

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

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 実施

指　標　名 目標 目標

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
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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

実施

単位 目標

活動指標 日 25

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 回 1

成果指標 人 10

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 件 7

成果指標

002-003-001-00234 教育委員会学校教育課 継続

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

平成28年度 平成29年度

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 25 25

外国語の授業が楽しいと答えた児童の割合 80.0 80.0

002-003-001-00585 復興政策部地域協働課 継続

イタリアチビタベッキア市との姉妹都市交流事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

西暦2015年（平成27年度）は、支倉常長率いる慶長遣欧使
節団が、イタリアに到着してから400年にあたる記念すべ
き年であることから、石巻市代表団を結成・訪伊し、両市
の交流を深める。

指　標　名 目標 目標

交流事業開催回数

参加人数

002-003-002-00007 総務部総務課 リ・継続

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28年度 平成29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
を行う社会還元事業）、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

地域に関する研究 7 7
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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

実施

単位 目標

活動指標 回 8

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 人 430

成果指標 ％ 100.0

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事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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

子どもカレッジ実施回数 8 8

子どもカレッジ参加者数 30 30

002-003-002-00264 教育委員会生涯学習課 リ・継続

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28年度 平成29年度

アンケートによる満足度 100.0 100.0

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

指　標　名 目標 目標

参加者数 430 430
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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27年度

実施

単位 目標

活動指標 回 12

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 人 545

成果指標 人 41,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 人 3,100

成果指標 人 5,800共済給付・行事参加延人数 6,200 6,600

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（一財）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

指　標　名 目標 目標

シルバー人材センター会員数 560 575

事　業　概　要　（全体計画）

センター会員数 3,300 3,500

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28年度 平成29年度

シルバー人材センター就業延人数 41,500 42,000

003-002-002-00153 産業部商工課 継続

年度別事業内容

平成28年度 平成29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、
（公社）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

　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
企業の技術力向上等を図るため、ＩＭ（石巻マシン）プロ
ジェクトの活動を支援する。

実施 実施

ＩＭプロジェクト会員の延参加人数 100 100

指　標　名 目標 目標

ＩＭプロジェクト活動回数 12 12

003-002-001-00152 産業部商工課 継続

高年齢者就業支援事業

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28年度 平成29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年度

実施

単位 目標

活動指標 件 10

成果指標 千円 10,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 船・日 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27年度

実施

単位 目標

活動指標 回 3

成果指標 人 100ＩＷＣ結果報告会の出席者数 100 100

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

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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（31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

003-003-005-00164 産業部水産課 継続

捕鯨復活活動事業

年間延べ監視日数 1,500 1,500

密漁船発見隻数 100 100

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

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28年度 平成29年度

融資金額 10,000 10,000

003-003-001-00167 産業部水産課 継続

指　標　名 目標 目標

融資件数 10 10

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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

003-002-002-00154 産業部商工課 継続

勤労者生活安定資金融資あっせん事業
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 回 6

成果指標 kg 3,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 人 9

成果指標 a 30

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 組織 7

成果指標 ha 140

事業導入営農集団数 7 7

事業導入による麦・大豆・飼料作
物の栽培面積

140 140

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

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28年度 平成29年度

事業導入面積 30 30

003-004-001-00169 産業部農林課 建設・継続

指　標　名 目標 目標

事業導入戸数 9 9

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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

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

イベント頒布・学校給食用提供回数 6 6

鯨肉頒布数量 3,000 3,000

鯨食文化の普及や維持・継承及び商業捕鯨再開の促進活動
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

鯨食普及事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

003-003-005-00165 産業部水産課 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～

平成27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27年度～

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 17.2

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成22年度～

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 2.0

成果指標

指　標　名 目標 目標

施行進捗率 4.0 20.1

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

東日本大震災により排水機能が低下しているため、湛水被
害を最小限とすることを目的とし、石巻中部地区において
排水施設の改修を実施する。

実施 実施

003-004-001-00175 産業部農業復興推進室 建設・継続

農村地域復興再生基盤総合整備事業（ため池
整備事業）

平成32年度

施行進捗率 34.4 72.1

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
した井内排水機場施設の改修を実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

井内排水機場ストックマネジメント事業 平成30年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

003-004-001-00174 産業部農業復興推進室 建設・継続

指　標　名 目標 目標

施行進捗率 26.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

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

実施

003-004-001-00173 産業部農業復興推進室 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
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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27年度

実施
(調査計画)

単位 目標

活動指標 ％ 1.5

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成20年度～

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 54.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成28年度～

平成27年度

単位 目標

活動指標 ％

成果指標

施行進捗率 1.0 3.0

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 実施

指　標　名 目標 目標

河南二期地区国営土地改良整備事業 平成36年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

003-004-001-00180 産業部農業復興推進室 建設・継続

指　標　名 目標 目標

施行進捗率 72.0 84.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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

003-004-001-00179 産業部農業復興推進室 建設・継続

中津山地区国営土地改良整備事業 平成31年度

施行進捗率 3.0 5.0

ほ場整備事業完了に伴い不必要になった施設等(樋管・揚
排水機場)を撤去する。
※平成25-29年度：神取揚水機場
　平成31-34年度：樫崎揚水機場

実施 実施

指　標　名 目標 目標

県河川応急対策事業（神取・樫崎） 平成34年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

003-004-001-00176 産業部農業復興推進室 建設・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4年度 ～

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 62.0

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27年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 45.0

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

実施

単位 目標

活動指標 ％ 100.0

成果指標

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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。
【整備施設】
桃生堆肥化処理センター、北上堆肥センター

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

施行進捗率 82.0 100.0

農林漁業振興や都市との地域間交流の促進を目的とした、
農山漁村活性化計画に係る支援交付金を用いて、地域の活
性化を図る取組みを実施する。
※福地・広渕地区のほ場整備に係る計画調査費。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

農山漁村活性化プロジェクト支援事業 平成29年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

003-004-001-01015 産業部農業復興推進室 建設・新規

指　標　名 目標 目標

施行進捗率 80.0 88.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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

003-004-001-00631 産業部農業復興推進室 建設・継続

農村地域復興再生基盤総合整備事業（農地整
備事業）

平成32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19年度～

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 組織 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27年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 68.8

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 ha 38

成果指標

事業面積 38 38

適正な林業施業を行うことにより、林業経営の指針となる
市有林の育成・有効活用を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

造林事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

003-004-004-00183 産業部農林課 建設・継続

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28年度 平成29年度

河北上品山牧場への放牧を通して、足腰が強く優良な肉用
牛の生産につなげ、畜産業振興を図るため、老朽化設備の
整備・更新を行うものである。
　・車両設備更新
　・管理棟修繕
　・牛舎等改修

実施

003-004-003-00924 産業部農林課 建設・継続

牧場施設整備事業

活動組織数 20 20

農業農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、そ
れを支える地域活動や農業生産活動、自然環境の保全に資
する農業生産活動について支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

多面的機能支払交付金事業 平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

003-004-003-00181 産業部農業復興推進室 継続

39



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 ha 32

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

実施

単位 目標

活動指標 ha 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27年度～

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 ％ 41.4

成果指標

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 78.7 100.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

平成29年開催の全国和牛能力共進会宮城大会に向けて、出
品牛作出を推進するため、繁殖雌牛及び生産する肉用牛の
指定交配、飼養経費の一部を助成する。もって、石巻市が
県内において優良和牛生産地としての地位を確立すること
を目的とする。
【事業内容】
・指定交配経費の助成、飼養経費への助成

実施 実施

003-005-001-01021 産業部農林課 新規

第11回全国和牛能力共進会宮城大会出品牛助
成事業

平成29年度

事業面積 8 8

森林資源として成熟しつつある民有林の適正な保育のた
め、間伐を推進し、森林整備を着実かつ合理的に推進す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

みやぎの豊かな森林づくり支援事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

003-004-004-00185 産業部農林課 建設・継続

指　標　名 目標 目標

事業面積 32 32

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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、費用の一部を補助する。

実施 実施

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
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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

実施

単位 目標

活動指標 回 10

成果指標 人 300,000

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間

平成27年度

実施

単位 目標

活動指標 回 2

成果指標 回 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27年度

実施

単位 目標

活動指標 回 2

成果指標 人 100,000サンファン館への入込数

指　標　名 目標 目標

サンファン関連イベント回数

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29年度

慶長遣欧使節船が月浦を出航して400年を迎えるにあた
り、記念事業を実施する。

003-007-001-00162 産業部観光課 継続

サン・ファン出航400年記念事業 平成27年度

映画等の撮影誘致 2 2

映画等の撮影回数 2 2

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。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

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28年度 平成29年度

入込数 300,000 350,000

003-007-001-00161 産業部観光課 リ・継続

指　標　名 目標 目標

イベント回数 10 12

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成28年度 平成29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。
　
 ※平成29年度に雄勝・北上地区の一部イベントを再開予
　 定。

実施 実施

003-007-001-00159 産業部観光課 継続

まつりイベント事業
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