
実績額

単位：円 指標値 単位

1 石巻市総合戦略策定事業 基礎交付 9,099,427 指標① ― ― ― ― ― ―

指標① 創業数 5 件 7

指標② 新規事業補助採択数 9 件 4

指標③ 創業件数 14 件 36

指標① 新商品開発数 1 件 1

指標② 販路開拓件数 2 件 3

指標③ 施設整備件数 1 件 6

4 漁船誘致及び原魚等確保助成事業 基礎交付 10,000,000 指標① 水揚げ量（旋網一艘分）増 100 トン 2,998
「水産都市石巻」においては、必要な事業であ
る。

トップセールスによる誘致活動を継続するとと
もに、ＰＲ用パンフレットの改訂を行い、誘致活
動を支援していく。

5 優良肉用牛生産振興対策事業 基礎交付 2,100,000 指標① 優良な石巻市産基幹種雄牛産子保留数 64 頭 42
子牛価格が高騰していることから、今後も何ら
かの助成をすることは必要である。

高騰している子牛価格に対応するため、助成
単価の改訂をするなどして、和牛ブランド化と
優良な和牛生産地としての地位を維持してい
く。

6
全国和牛能力共進会宮城大会出
品牛助成事業

基礎交付 1,790,000 指標①
全共宮城県出品部会が指定する種

雄牛から生産された肉用牛 24 頭 21 意見なし
畜産農家が大会に積極的に取組むよう継続し
て支援していく。

指標① 研修参加者数 20 名 86

指標② 商談件数 5 件 0

指標③ 特産品発掘数 1 件 0

8 農林水産物等輸出化販路拡大支援事業 上乗せ交付
（タイプＩ）

12,215,000 指標① 輸出額の増加 3,000 万円 70
増加目標に対して、実績不足のため、今後に
期待する。

共同輸出は、これまでにない取組であり、今年
度、協議会を立ち上げ、販路開拓や輸出ルー
トの構築を図り、本格的な輸出に向け取組む。

9 水産加工場生産性向上支援事業 基礎交付 2,500,000 指標① 水産加工場の生産性向上 20 ％ Ｈ28.12
必要な事業と認識し、今後の向上プランを用い
た活動に期待する。

本年度も継続実施することとし、作成された向
上プランが事業活動に有効に活用され、生産
性の向上が図られているかをフォーローしてい
く。

10 観光客誘致のための記念事業 基礎交付 17,563,992 指標① 来場者数 8,000 人 26,000
仙石東北ラインが開通し、観光客が増加してい
るとのことであるので、今後も誘客に努めても
らいたい。

安定的な集客を図るとともに、首都圏への情
報発信により、継続的に新規誘客を目指す。

11 自然環境を活かした観光推進事業 基礎交付 1,998,000 指標① 観光客入込数 500 人 H29.3
潮風トレイルはまだ名称が認知されていない
ので、PRしてほしい。

トレイルコースのＰＲを行うとともに、山岳会を
活用したコースガイドの育成についても検討
し、利用者を増やしていく。

12 担い手育成支援事業 基礎交付 25,809,779 指標① 農林水産業就労者数 6 人 2

震災後にボランティアしていた若者が、就農す
るために石巻を離れてしまった。移住者を取り
込むために、石巻の農業に特化した取り組み
を考えてほしい。

農林漁業ともに、新たな担い手が不足している
ことから、継続して事業実施するとともに、首都
圏においてＰＲ活動を行い、新規就農者の確
保を図る。

本事業終了後
における実績値

地域の宝研究開発事業 基礎交付 12,308,341
成果につながるような事業展開を期待する。ま
た、これまでにない、特産物等の販路拡大は
必要である。

５カ年間は事業実績報告書をもらい、経営相
談を行いながら、創業者のカルテを作り、創業
支援事業者連携会議で共有していく。

６次産業化・地産地消推進センターを通して、
助成した後も引き続き、販路や商品改良など
の適切なフォローアップを実施していく。

単年度で成果が出るものではないことから、今
年度も継続するとともに、新たな農産物を選出
して栽培実験を行うことも検討していく。

基礎交付 17,370,711
新商品を開発したけれども、販路の拡大につ
ながったとか、つながらないというようなフォ
ローアップを行ってほしい。

7

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）に係る事業実施結果報告
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本事業における重要業績評価指標（KPI）

指標

外部委員からの評価 外部委員評価を踏まえた事業の今後について

2 創業支援・育成事業 基礎交付 16,362,485
創業だけでなく、会社として、10年、20年と居続
けていてもらえるように、追跡調査のようなもの
をしてほしい。

3 ６次産業化・地産地消推進事業
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13 オープンデータ構築推進事業 基礎交付 5,616,000 指標① オープンデータの民間活用事例 3 件 6
データベースの構築するだけでなく、利用者が
使いやすい環境にしてほしい。

市ＨＰからアクセスできるように目次を作成し、
市ＨＰからアクセスできるよう検討していくととも
に、地元大学や民間団体とも連携した利用者
ニーズの高い「課題解決型のオープンデータ」
を推進していく。

指標① 受け入れ基盤整備数 3 件 3

指標② 入居者数 15 名 16

15 特定不妊治療費助成事業 基礎交付 5,650,143 指標① ４０歳以上の治療者割合 32 ％ 35
助成回数を増やすなどの検討していただきた
い。

希望される方が相談できるよう情報提供に努
めるとともに、助成回数の拡大等で経済的負
担の軽減を図るなど助成のあり方についても
検討していく。

指標① 講演会参加者数 100 人 141

指標② 疑似体験生徒数 300 人 1,166

指標① 相談者数 50 人 119

指標② 相談者アンケートによる満足度 75 ％以上 98

18 離半島部等での買物支援事業 基礎交付 126,000 指標① 買物支援利用者数世帯数 172 世帯 169
受託した婦人会も高齢化が顕著とのことだが、
具体的な対策を検討してほしい。

本年度は、実施するが、実施団体会員の高齢
化と後継者育成が困難であることから、ＮＰＯ
等による事業支援や移動販売業者の誘致等
について検討していく。

19
地域包括ケアシステムのサービ
ス拠点設置事業

基礎交付 3,888,000 指標① サービス利用者数 10 人／回 8
自主的な実施を目指すとあるが、高齢化の問
題を解決する手法を検討してほしい。

住民主体による運営につなげていくことを目指
すが、事業内容の見直し、新たな手法を検討し
ていく。

指標① 市内公共施設への配布数 1,000 部 878

指標② 動画サイトダウンロード（閲覧）数 1,000 件以上 1,172

指標③ 「マンガ」イメージ向上割合 50 ％以上 92

指標④ 観光資源としての魅力度肯定割合 50 ％以上 81

指標⑤ 児童の郷土愛向上割合 50 ％以上 H29.3

21 外国語観光パンフレット作成事業
基礎交付
（タイプⅠ
代替）

9,222,889 指標① パンフレット配布数 30,000 部 40,000
インバウンド誘致に向け、民間の知恵を取り入
れてもよいのではないか。

関係施設等へのパンフレット配置やＰＲと合わ
せ、官民連携でのインバウンド誘致に努める。

22 牡鹿地区市民バス運行事業
基礎交付
（タイプⅠ
代替）

2,750,000 指標① バス利用者数 29,000 人 26,550
民間事業者がやらないということは赤字部分
があるということだと思うが、このまま継続して
いく手法について検討すべき。

高齢者を中心とした交通弱者の通院及び買物
移動手段として、また、小学生のスクールバス
的利用があることから必要な事業として、利用
促進を図る。

合計 181,922,767

今後も、助産師の活用を図り、妊娠・出産への
不安を取り除いていく。

今後、関連コンテンツの追加更新を行い、閲覧
者にとって興味が薄れることのないように配慮
していく。

移住を促進するためには、その地で生活する
ための就労に関する情報も取れるようにするこ
とで、より移住しやすくなるのではないか。

移住希望者の相談窓口、定住に繋がるための
人材育成や居住地確保の空き家の活用等を
一体的に推進していく。

20
ＩＴ技術と漫画を活用した地域文
化情報発信事業

基礎交付 14,904,000
配布だけにとどまらず、興味関心を持ってもら
うような利活用方法について検討が必要であ
る。

17 妊産婦相談事業 基礎交付 1,000,000

相談できる人がいないと思っている方が多く、
育児書やインターネットで調べる人が多い。相
談できる場所が増えたことはとても良いことで
ある。

男性の子育てへの参加の必要性や意識の醸
成を更に推進していく。親になるための教育事
業では、より質の高い体験学習の内容に努め
る。

16 子育て参加促進事業 基礎交付 1,000,000
父親の子育て参加は、数年前より多くなってい
る。また、父親、母親になる前の体験は大切で
ある。

14 空き家等活用・移住促進事業 基礎交付 8,648,000
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