
 

 

 

皆さまからいただいた寄附金の使途についてご報告いたします。 

 

 
 

 

■平成２７年度 

２５，０７８件  ３５５，７１５，３８２円 

 

 

《過去の実績》 

■平成２３年度（※） 

１９３件    ３２，２２１，８８９円 

 

※東日本大震災により、平成２３年４月１日から６月２３日まで受付休止期間 

 

■平成２４年度 

１６７件    １４，１８６，３６９円 

 

■平成２５年度 

２２７件    ２５，５２０，８０７円 

 

■平成２６年度 

１７，６４２件   ３１６，８１８，２４８円 



 
 
 

石巻市では、皆さまからこれまでにいただいた寄附金を 

「がんばる石巻応援基金」に積立し、活用しています。 

 

○平成２５年度にいただいた 25,520,807 円のうち 11,786,407 円 

 

○平成２６年度にいただいた 316,818,248 円のうち 118,892,067 円 

 

合計 130,678,474 円 

を平成２７年度の各種事業に活用しました。 

 

※平成２７年度中にいただいた寄附金につきましては、平成２８年度及び 

平成２９年度事業に活用させていただきます。 

 

≪平成２７年度充当内訳≫ 

 

寄附者指定分野 充当額（円） 割合 

市民活動の推進 3,210,000 2.46％ 

教育の充実 20,129,000 15.40％ 

産業振興 24,436,581 18.70％ 

保健福祉の充実 26,000,000 19.90％ 

環境保全・文化の振興 8,000,000 6.12％ 

道路・住宅・公共交通の整備 48,902,893 37.42％ 

計 130,678,474 100.00％ 



 
 

寄附金を充当した事業について紹介させていただきます。 

◆市民活動の推進 

○「市報いしのまき」発行事業 

【事業目的】 

   行政情報を広く市民の皆様へお知らせし、市政に対して関心を持っていただき、市

政への理解と協力が得られることを目指します。 

   「市報いしのまき１日号」と「市報いしのまき１５日号（主に震災復興関連情報を

掲載）」を毎月発行しています。 

【事業実績】 

平成２７年４月１５日号から平成２８年４月１日号までの市報いしのまきを毎月２

回、各６４，０００部発行しました。 

 また、市外へ避難されている市民の皆様にも市報を郵送して行政情報をお知らせし

ました。 

     事業費総額 ：２０，９９５，２００円 

     寄附金充当額： １，０００，０００円（4.76％） 

※括弧内は事業費総額に占める寄附金充当額の割合 

 

○石巻市消防団指揮広報車購入 

【事業目的】 

   消防・救急受令機及び石巻市消防団簡易無線機を搭載し、災害時等の消防団活動を

現場指揮により的確に、より円滑に進めるため、石巻市消防団指揮広報車を購入しま

す。 

【事業実績】 

平成２７年８月２７日に納品され、災害時等の消防団活動を現場指揮により的確に、

より円滑に進めております。 

     事業費総額 ： ２，２１１，１９０円 

     寄附金充当額： ２，２１０，０００円（99.95％） 

 



◆教育の充実 

○学校図書整備事業 

【事業目的】 

   全国的な傾向である小中学生の読書離れが進むなか、学校教育の中で学校図書を積

極的に活用し、児童の読書活動を一層推進することにより、豊かな人格形成、基礎的

な言語力を育む等、学習効果の向上を図ります。 

【事業実績】 

平成２７年度図書購入冊数 

１．小学校   １１，４０５冊 

２．中学校   １１，３９２冊 

学校図書館図書標準の達成率は小学校で 92.05％、中学校で 80.31％となり、学習

効果の向上が図られ、児童生徒が言葉を学び、感性・表現力・創造力等生きる力が育

成されました。 

     事業費総額 ：４１，２４０，８５８円 

     寄附金充当額：１３，２２９，０００円（32.08％） 

 

○小中学校用社会科副読本作成事業 

【事業目的】 

   社会科学習の地域教材となる副読本を作成し、自分たちの住んでいる地域社会や地

域の歴史・文化について理解を深め、地域を愛する心情を育てます。 

【事業実績】 

社会科の地域学習教材となる副読本を作成し、小学３年生、中学１年生に配付した。 

  小学校用 １，３５０部配布 

  中学校用 １，４００部配布 

社会科副読本を活用したことで、石巻市の社会的事象について学べるようになり、

地域社会の一員としての自覚や地域に対する誇りと愛情を深められるように授業を組

み立てることができた。 

     事業費総額 ： ４，２９５，７００円 

     寄附金充当額： ３，４００，０００円（79.15％） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 小学校用 中学校用 



○子どもの未来づくり事業 

【事業目的】 

   石巻市立小・中学校長会と連携し、児童生徒の学力の定着と向上をとおし、未来を

生きる力の育成を図ります。 

【事業実績】 

１ 石巻市子どもの未来づくり推進委員会の取組 

(1) 学力学習状況調査結果の分析等に基づき、学校と家庭との連携や家庭学習習慣形

成の在り方等について検討し、中学校区ごとに家庭学習の進め方について、リー

フレットを作成し働きかけました。 

(2) 子どもの未来づくりフォーラムを 2 回実施しました。 

(3) 子どもの未来づくり推進地区・実践校の取組状況や成果をまとめ、「事業報告書、

実践事例集」にまとめ、活用を図りました。 

２ 小・中学校との連携及び子どもの未来づくり推進地区の取組 

(1) 学力向上のため、学校と家庭との連携や家庭学習習慣形成等の実践研究を実施し

ました。 

(2) 地区内での情報共有や共同実践について話合い、講演会や研修会を実施しました。 

３ 学力向上を図る研修会の実施 

(1) 推進モデル校を会場に、各校代表者 1 名参加する研修会を８回実施しました。 

     事業費総額 ： ３，０１０，９０２円 

     寄附金充当額： ２，０００，０００円（66.43％） 

 

            

学習指導の改善を図る研修会 

未来づくりフォーラム 



○子ども読書活動推進事業費 

【事業目的】 

   石巻市子ども読書活動推進計画において「乳幼児健診等における読書活動の推進」

を掲げております。乳幼児期に読書の楽しさと出会うためには、乳幼児健診等の際に

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活動やブックスタート事

業を実施する等、図書館と様々な機関との連携・協力を推進していきます。 

【事業実績】 

生後３～４か月の乳幼児１，０３０名に対し、ブックスタートバック（絵本２冊、

イラスト・アドバイス集、コットンバック）を手渡ししながら、ブックスタートボラ

ンティアの方々が読み聞かせを行い、親子で読み聞かせの体験を行いました。 

ブックスタート事業を乳幼児健診時に読み聞かせを行うことにより、子どもの絵本

に対する興味や、保護者への絵本の選び方や読み聞かせの方法について啓発活動が出

来たと思われます。 

     事業費総額 ： １，９７２，０８０円 

     寄附金充当額： １，５００，０００円（76.06％） 

 

 

 

◆産業振興 

○鹿又農業研修センター修繕 

【事業目的】 

   震災により被災した「石巻市河南鹿又農業研修センター」屋根等の修繕をします。 

【事業実績】 

・２階ホール床修繕 

・２階屋根シート防水修繕 

屋根等を修繕したことにより、利用者の安全性が図られました。 

     事業費総額 ： ２，７００，０００円 

     寄附金充当額： ２，５００，０００円（92.59％） 

 

○御番所公園内施設等修繕事業 

【事業目的】 

   景勝地であるおしか御番所公園を管理運営し、観光客誘致を図ります。 

【事業実績】 

公園内に設置されている天の川橋の老朽化に伴う塗装修繕等 

・天の川橋塗装 

・橋桁・欄干修繕等 

おしか御番所公園内施設の核のひとつである天の川橋が修繕されたことにより、施

設利用の安全性が確保され観光客誘致の促進が図られました。 

     事業費総額 ： ５，０７９，５６４円 

     寄附金充当額： ５，０５０，０００円（99.42％） 



○まつりイベント事業 

【事業目的】 

① サン・ファン祭り 

サン・ファンバウティスタの復元意義の普及・啓蒙を含め、サン・ファン館並

びにサン・ファンパークの観光拠点としての確立と海洋文化発展に寄与していけ

るよう、支援していく目的の事業です。 

② かほく夏祭り 

地区住民の融和とコミュニケーションを図るため、住民総参加のもと健全で、

明るく、住みよい地域づくりに寄与することを目的とした事業です。 

③ サン・ファン渡波市民夏祭り 

サン・ファンパークを核とした渡波地域の活性化及び同地域連帯感の回復及び

地場産業の振興に寄与することを目的とした事業です。 

④ 牡鹿鯨まつり 

牡鹿鯨まつりは、昭和 28 年から海難事故者の慰霊・鯨霊供養をこめ、また地域

の活性化と鯨の町として築き上げてきた、鯨文化の伝承を目的に行う事業です。 

⑤ かなん市民まつり 

活力ある河南のまちづくりの一環として、住民みんなが参加し、交流する「か

なんまつり」を開催し本市の振興発展に寄与することを目的とした事業です。 

⑥ かほく産業まつり 

「フェスティバル・イン・かほく」の一環として、基幹産業である農業を始め、

林業、水産業、商業、工業等全ての産業が参画し、海あり、山あり、川ありの山

紫水明の地域特性を活かしながら地区民と産業との接点を生むことを目的とした

事業です。 

【事業実績】 

まつりイベント事業については各地域の特色を発揮した地元に根付いたものと、本

市の特色でもあるサン・ファン及び鯨文化を発信するものがあり、市内外両面に対し

て観光面のにぎわいを創出し地域振興が図られました。 

① サン・ファン祭り（平成 27 年 5 月 23 日、24 日開催） 16,500 人参加 

② かほく夏祭り（平成 27 年 8 月 9 日開催） 9,000 人参加 

③ サン・ファン渡波市民夏祭り（平成 27 年 8 月 14 日開催） 

④ 牡鹿鯨まつり（平成 27 年 9 月 13 日開催） 3,700 人参加 

⑤ かなん市民まつり（平成 27 年 10 月 31 日開催） 8,500 人参加 

⑥ かほく産業まつり（平成 27 年 11 月 1 日開催） 4,500 人参加 

     事業費総額 ：１１，８８６，５８１円 

     寄附金充当額：１１，８８６，５８１円（100.00％） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○桃生道の駅可能性調査事業 

【事業目的】 

   桃生豊郷ＩＣ周辺に道の駅を設置した場合の地域にもたらす活性化の効果や施設営

業の継続性等を客観的に判断し、設置の必要性について可能性調査を実施するもので

す。 

【事業実績】 

２８年度への繰越事業 

     事業費予算額  ： ７，５００，０００円 

     寄附金充当予定額： ５，０００，０００円（66.67％） 

 

 

サン・ファン祭り 牡鹿鯨まつり 

かなん市民まつり かほく産業まつり 



◆保健福祉の充実 

○乳児・妊婦一般健康診査事業、乳児全戸訪問事業 

【事業目的】 

① 乳児・妊婦一般健康診査事業 

妊娠時の異常や乳児の疾病の早期派遣、早期治療等を図り、安心安全なお産がで

きるよう、また乳児の健康の保持増進を図ります。 

② 乳児全戸訪問事業 

乳児及び産婦の健康状態や養育環境を確認し、必要な保健指導を行い、産後うつ

病の早期発見に努めます。 

【事業実績】 

・乳児一般健康診査事業：1,795 件 

・妊婦一般健康診査事業：11,985 件 

・乳児全戸訪問事業：1,065 件（対象 1,088 件）実施率 97.9％ 

乳児や妊婦の健康診査や産婦及び乳児の家庭訪問を行うことにより、異常や疾病の

早期発見や早期治療、健康状態や養育環境の確認を行い、必要な支援やサービスにつ

なげることができた。このことにより妊産婦や乳児の健康の保持増進ができた。 

     事業費総額 ：１０８，２０８，９４２円 

     寄附金充当額： １８，０００，０００円（16.63％） 

 

○放課後児童クラブ施設整備事業費 

【事業目的】 

放課後児童クラブ利用対象児童を小学校４年生から６年生まで拡大することに伴い、

待機児童を解消するため施設整備を行い、環境整備を図ります。 

【事業実績】 

中里地区第二放課後児童クラブ、蛇田地区第三・第四放課後児童クラブ、万石浦地

区第三放課後児童クラブ、鹿又地区第二放課後児童クラブ、桃生地区第一放課後児童

クラブを整備し、整備地区の待機児童の解消が図られました。 

     事業費総額 ： ９，８８２，０３８円 

     寄附金充当額： ８，０００，０００円（80.95％） 

 

鹿又地区第二放課後児童クラブ 



◆環境保全や文化の振興 

○環境美化促進事業 

【事業目的】 

豊かな市民性を育み、快適な生活を営むため、ごみの散乱を防止し、清潔で健康な

まちづくりを推進するとともに、緑豊かな美しいまちづくりを目指します。 

【事業実績】 

・クリーン事業 

 各種清掃活動への助成・支援 

  ⇒清掃奉仕活動に対し、ごみ袋の支給等を行いました。 

・グリーン事業 

 花いっぱい運動の推進 

  ⇒花いっぱい運動参加団体に対し、花があふれる潤いのあるまちづくりを推進

するために花苗を配付しました。 

環境美化の促進については、クリーン・グリーン運動を中心に、地域全体が清潔で

緑豊かな住みよい環境づくりを目指して、市民・事業者・行政が一体となり協働によ

る各種活動を展開しております。花いっぱい運動においては、昨年度よりも参加団体・

花苗配布本数ともに増加し、環境美化意識の高揚及び石巻市環境基本計画が目指す「多

様な自然との共生 心豊かな生活 未来につなぐ美しいふるさと」という環境づくり

が図られました。 

     事業費総額 ：１１，６２９，９５８円 

     寄附金充当額： ５，０００，０００円（42.99％） 

 
河北 本町地区 

石巻 羽黒町地区 



○石巻市環境基本計画策定事業 

【事業目的】 

石巻市環境基本計画は、「環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推

進する」ための計画であり、「石巻市総合計画基本計画」や「石巻市震災復興基本計画」

を踏まえ環境面から両計画を実現するための計画として位置づけられており、震災に

よる環境の変化に対応するため策定しました。 

【事業実績】 

平成 26 年度から平成 27 年度までの石巻市環境審議会の意見を整理し、同計画を策

定し、今後、運用管理を進めていきます。 

     事業費総額 ： ４，０６０，８００円 

     寄附金充当額： ２，０００，０００円（49.25％） 

 

○青少年文化芸術鑑賞事業 

【事業目的】 

青少年の豊かな人間形成を図るとともに、地域の芸術文化の復興を図ることを目的

とし、芸術鑑賞の機会に恵まれない地域の青少年に対し、優れた生の芸術を鑑賞して

もらい、豊かな情操を涵養するため、学校の総合的学習時間等を利用した、優秀な舞

台芸術の鑑賞機会を提供し、感受性豊かな人間としての育成を図る必要な事業です。 

【事業実績】 

・巡回小劇場（姜建華とシルクロードアンサンブル） 

桃生地区内小学校・向陽小学校・門脇中学校 

・青少年劇場小公演（鵜木絵里ソプラノコンサート） 

北村小学校・大須小学校・荻浜中学校・東浜小学校 

     事業費総額 ： １，３８２，４００円 

     寄附金充当額： １，０００，０００円（72.33％） 

 

 

北村小学校 

向陽小学校 

荻浜中学校 

門脇中学校 

巡回小劇場 

青少年劇場小公演 



◆道路・住宅・公共交通の整備 

○地域交通対策関係費 

【事業目的】 

市民の通院、通学、通勤、買い物等の交通手段を確保するとともに、交通不便地区

を解消するため、路線バス 1 や住民バスなどの運行を支援します。 

【事業実績】 

・路線バス運行補助事業 

  市内各エリアを結ぶ路線のバス運行主体に対して運行費を補助することにより、

安定した運行が可能となり、高齢者等の交通手段が確保されました。 

・各地区住民バス等運行補助事業 

  市民の移動手段を確保するため、市内９地区の住民バス及び乗合タクシー事業の

運行主体である運行協議会に対し運行費を補助することにより、交通不便地区に暮

らす高齢者をはじめとした地域住民の移動手段が確保されました。 

     事業費総額 ：１３０，４８４，２９６円 

     寄附金充当額： ２８，９０２，８９３円（22.15％） 

 

○追波川河川運動公園陸上競技場クレイ舗装表層入替修繕 

【事業目的】 

現在の陸上競技場クレイ舗装について、硬度不足・雨後の泥濘化が著しいことから、

クレイ舗装表層を入れ替えることにより、陸上競技場の適正機能を確保します。 

【事業実績】 

  陸上競技場としての適性硬度を確保するとともに、雨後の排水機能が向上したこ

とにより、利便性が向上した。 

  既設クレイ舗装撤去（ｔ＝63 ㎜）  Ａ＝５，６１０㎡ 

 クレイ舗装（ｔ＝50 ㎜）      Ａ＝５，６１０㎡ 

 既設ﾗｲﾝﾏｰｶｰ・踏切板撤去・再設置  Ｎ＝１０２個 

     事業費総額 ：１２，９４１，６４０円 

     寄附金充当額：１０，０００，０００円（77.27％） 

 

  

施工前（直送路）           施工後（直送路） 



○石巻市都市公園施設長寿命化計画策定業務 

【事業目的】 

石巻市が管理する都市公園施設を対象に、老朽化が進む公園施設に対し、公園利用

者の安全確保、ライフサイクルコスト縮減並びに改築費用及び修繕費用の平準化を図

る観点から、適切な施設点検や維持補修等の予防保全的管理を実施することで、既存

ストックの長寿命化を図るとともに、計画的な修繕、更新及び改築を行うことを目的

として、長寿命化計画の策定を行うものです。 

【事業実績】 

２８年度への繰越事業 

     事業費予算額  ：３７，２００，０００円 

     寄附金充当予定額：１０，０００，０００円（26.88％） 

 



 

 皆様からの寄附金は、「がんばる石巻応援基金」として積み立て、石巻

市が目指す将来像「笑顔と自然あふれる元気なまち」をつくるための重点

事業に使わせていただきます。あらかじめ使途をご指定いただくことも可

能で、寄附の使途指定は以下の６つからお選びいただけます。 

 

 

○ ともに創る協働のまちづくり事業 

（市民活動の推進など） 
 

○ 個性と創造性豊かな未来の担い手をはぐくむまちづくり事業 

（教育の充実など） 
 

○ 地域資源を活かして元気産業を創造するまちづくり事業 

（産業振興など） 
 

○ 安心して健やかに暮らせるまちづくり事業 

（保健福祉の充実など） 
 

○ 心ゆたかな誇れるまちづくり事業 

（環境保全や文化の振興など） 
 

○ 地域の個性が輝き融和するまちづくり事業 

（道路・住宅や公共交通の整備など） 

 

石巻市は、全国の皆様からの温かい御支援・御声援をいただきながら、

日々、復旧・復興に取り組んでおります。 

震災からの復旧・復興は、解決しなければならない困難な課題も多く、

その道のりは長く険しいものですが、皆様からの御支援・御声援を励みに、

一日でも早く街に活気を取り戻し、市民の夢や希望を実現する「新しい石

巻市」の創造を目指し、より一層頑張ってまいります。 

 
※ 災害復旧対策事業への寄附金や義援金は、別に受け付けておりますので、ご
希望の場合はご連絡ください。 



 

こちらで紹介できるのはごく一部のメッセージのみですが、皆さまから多

くのメッセージをいただいております。 

 

 

 

 

 
 

富山県・男性 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岡山県・女性 
 
 
 

 

 

 

 

 
東京都・男性 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

長野県・女性 

温かいお言葉をいただき、誠にありがとうございます！ 

これまでに石巻へ４、５回遊びに行っていますが、これからも何度も訪れた

い。 美味しいものを食べに行くのが楽しみです。 

震災前の初秋、東北の太平洋岸を旅したことがありました。風光明美な観

光地はもちろんのこと、漁港で働く方たちと言葉を交わしたり、近くの食

堂で獲れたての魚をお刺身にしていただいたり、楽しい思い出です。あの

土地、あの人たちがどうなったのかを自分の目で確認するのが恐ろしくて、

その後東北を訪れていませんが、石巻市のふるさとチョイスのページを見

て、確実に産業の復興は進んでいるのだとうれしくなりました。 

夫婦そろって石巻出身で、石巻が大好きです！ 今は仕事の都合で東京

に住んでいますが、祖父母や両親たくさんの友人がいつでも暖かく迎え

てくれる大好きなふるさとです。 これからも美しい石巻を応援してい

きます！ 

初めて訪れた東北が石巻でした。解凍していない生サンマを初めて食べて

あまりの美味しさに違う魚を食べたかと、驚きました。ニコニコ優しい笑

顔で震災の体験を話してくださる色々な人に巡り合いました。そこに住む

人が街を作り上げていることを体感しました。 大好きな街になりました。

出会うことができた皆様に感謝です。 ありがとう！石巻！ 


