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１．安心して暮らせるまちづくり
（１）市民生活の復興に必要な基盤づくり

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 復興事業部区画整理第１課 摘要 継続

事業名等

担当課 復興事業部区画整理第２課 摘要 継続

事業名等

担当課 復興事業部集団移転推進課 摘要 継続

事業名等

担当課 復興事業部復興住宅課 摘要 継続

事業名等

担当課 復興事業部用地管理課 摘要 継続

新市街地における未登録宅地の活用

土地区画整理事業（新市街地）

平成２９年度

の事業内容

沿岸部で被災された方々の住宅再建を促進するため、新蛇田南地区の宅
地造成を引き続き進める。

また、新蛇田、新蛇田南、新蛇田南第二地区は換地処分の手続きに着手
する。

防災集団移転促進事業

平成２９年度

の事業内容

今後想定される大津波等から住民の生命と財産を守るため、被災者の住
家を安全な高台や内陸への移転を推進し宅地供給を行う。半島部最大規模
の河北団地で全工区の宅地引渡しを行い、半島部の宅地造成完了を目指
す。

復興公営住宅整備事業

平成２９年度

の事業内容

東日本大震災で住宅が全壊、大規模半壊又は半壊で解体を余儀なくされ
た被災者の恒久的な住まいを確保するため、復興公営住宅を整備する。全
体供給計画戸数を４，５００戸から４，７００戸に改定したことから、平
成３０年度までに必要戸数を確保する。

土地区画整理事業（既成市街地・住居系）

平成２９年度

の事業内容

安心安全で秩序ある市街地の再形成を図るため、新門脇、湊東、湊北、
下釜第一地区の基盤整備を引き続き進める。
　また、下釜第一及び中央一丁目地区は換地処分の手続きに着手する。

平成２９年度

の事業内容

土地区画整理事業により整備した新市街地の未登録宅地について、市外
への人口流出に歯止めをかけ、定住の促進を図るため、災害危険区域外で
被災された方々等の移転先に提供する。
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１．安心して暮らせるまちづくり
（１）市民生活の復興に必要な基盤づくり

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 建設部石巻駅周辺整備プロジェクト推進室 摘要 継続

事業名等

担当課 総務部危機対策課 摘要 継続

事業名等

担当課 福祉部福祉総務課 摘要 継続

事業名等

担当課 建設部石巻駅周辺整備プロジェクト推進室 摘要 継続

事業名等

担当課 復興事業部市街地再開発整備課 摘要 継続

石巻駅周辺整備事業

平成２９年度

の事業内容

本市の都市拠点である石巻駅周辺地区において、「災害」に対する確実
な対応を行うため、防災の拠点施設や支援施設、歩行者デッキなどの整備
を継続して行う。

（仮称）防災センター整備事業

平成２９年度

の事業内容

災害時に的確かつ迅速に被災状況等を把握し、避難指示や支援物資の配
布等の災害活動において中心的な役割を果たす防災拠点施設として、石巻
駅周辺地区に（仮称）防災センターを整備する。

（仮称）ささえあいセンター整備事業

平成２９年度

の事業内容

都市拠点である石巻駅周辺地区に、災害時における要支援者を地域コ
ミュニティで支え合う仕組みの構築や市民交流の活性化のため、また、医
療、保健、福祉の連携強化や介護予防等地域包括ケアの拠点となる施設と
して、（仮称）ささえあいセンターを整備する。

鋳銭場・住吉町一丁目２号線ほか１路線道路改良事業

平成２９年度

の事業内容

石巻駅周辺地区における拠点施設整備に併せて、防災機能の向上と石巻
駅南北アクセス性の向上を図るため、石巻駅前広場から小川町踏切までの
南北間道路と踏切拡幅について、早期整備に向け取り組む。

優良建築物等整備事業

平成２９年度

の事業内容

甚大な被害を受けた中心市街地エリアの復興のため、賑わいや交流を促
す店舗の整備や市街地の環境改善と併せた良好な住宅等の供給を行う事業
について、地権者協議会等と連携を図り事業を推進する。
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１．安心して暮らせるまちづくり
（１）市民生活の復興に必要な基盤づくり

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 復興事業部半島拠点整備室 摘要 継続

事業名等

担当課 総務部庁舎整備推進室・教育委員会生涯学習課 摘要 継続

事業名等

担当課 総務部庁舎整備推進室・教育委員会生涯学習課 摘要 継続

事業名等

担当課 生活環境部市民課 摘要 新規

地域再生拠点エリア整備事業

平成２９年度

の事業内容

半島部３地区の拠点整備は、震災復興の重要課題であり、防災集団移転
促進事業で整備する高台等と一体的に基盤整備を進めている。

雄勝中心部地区及び鮎川浜地区の拠点エリアは、県事業等との調整を図
りながら、盛土や地区内の道路及び排水路等の基盤整備工事を進め、北上
にっこり地区拠点エリアは、応急仮設住宅の撤去に合わせ、造成工事等に
取り組む。

総合支所等庁舎、公民館の復旧

平成２９年度

の事業内容

　被災地域のまちづくりの核となる施設として、総合支所及び支所を整備する。
北上総合支所は、策定した基本計画を踏まえ、公民館との複合施設として整備

を進める。
雄勝総合支所及び荻浜支所は、これまで進めてきた整備計画に基づき、予定地

の造成工事等の事業と調整を図りながら整備を進める。
牡鹿総合支所大原出張所は、施設の再建に向け、敷地の造成、建物の設計業務

を実施する。

証明書等コンビニ交付サービス導入事業

平成２９年度

の事業内容

市民サービスの向上のため、マイナンバー制度により申請交付されるマ
イナンバー（個人番号）カードを活用し、全国のコンビニで住民票や戸籍
等の証明書の交付を受けることができる証明書等コンビニ交付サービス事
業に着手する。

平成３０年度の運用開始に向け、より多くの市民にご利用いただけるよ
う、ＰＲに努めるとともに、カードの普及を推進する。

蛇田支所、公民館複合施設の整備

平成２９年度

の事業内容

蛇田地区における協働のまちづくりの中核施設として、蛇田支所及び公
民館の複合施設を整備する。本年度は、策定した基本計画を踏まえ、施設
のレイアウトや内外のデザイン等をまとめる基本設計と工事に向けた実施
設計に着手する。
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１．安心して暮らせるまちづくり
（２）市民生活に密着した社会インフラの整備

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 建設部都市計画課 摘要 継続

事業名等

担当課 復興政策部地域振興課 摘要 継続

事業名等

担当課 復興政策部地域振興課 摘要 継続

事業名等

担当課 建設部下水道建設課 摘要 継続

公共交通の充実

復興街路整備事業

平成２９年度

の事業内容

災害時における市民の迅速かつ安全な避難を可能とし、また、物流機能
の強化による産業復興を図るため、都市計画道路等の整備を引き続き進め
る。

本年度は、昨年度着手した「釜大街道線」、「七窪蛇田線」、「渡波稲
井線」、「（仮称）鎮守大橋」の整備を進めるほか、新たに、「御所入湊
線」、「石巻工業港運河線」、及び「渡波稲井線」のトンネル、橋梁の工
事に着手する。

平成２９年度

の事業内容

震災による地盤沈下の影響で雨水等の自然排水が出来ない状況であるた
め、浸水被害を防ぐ恒久的な排水施設の早急な構築が必要であり、日本下
水道事業団の協力を得て排水ポンプ場の工事に着手している。本年度は、
石巻港排水ポンプ場や流留雨水幹線等の整備条件が整った箇所から順次発
注を行う。

平成２９年度

の事業内容

交通弱者の移動手段を確保するため、石巻市総合交通戦略に基づき、誰
もが利用しやすい利便性の高いバス交通となるよう、復興事業の進展に伴
い変化する居住エリアに対応した路線再編、利用状況を勘案したダイヤの
設定について協議を進める。

離島航路維持事業

平成２９年度

の事業内容

安定した航路運営の実現と、航路利用者の安全性・利便性を維持するた
め、中央一丁目地区への新寄港地の追加や新造船に係る関係者との協議を
進める。

雨水排水施設の整備・下水道施設の整備
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１．安心して暮らせるまちづくり
（３）市民が安心して生活するための防災対策

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 総務部防災推進課 摘要 継続

事業名等

担当課 総務部危機対策課 摘要 新規

事業名等

担当課 総務部防災推進課 摘要 継続

事業名等

担当課 総務部防災推進課 摘要 継続

事業名等

担当課 建設部都市計画課 摘要 継続

消防団充実強化

自主防災組織機能強化事業

平成２９年度

の事業内容

災害による被害を少しでも減らすには、平時の活動が重要となるため、
正しい知識と適切な判断を兼ね備えた人材の育成が急務であり、引き続き
防災士養成講座を開催し、地域防災リーダーの育成を行う。

また、防災士は、災害に対する十分な知識と災害発生時の対応に備える
必要があることから、スキルアップ講習会の開催や防災士同士の情報交換
の場を設け、防災士活動の体制づくりを強化する。

避難誘導表示板設置事業

平成２９年度

の事業内容

市民及び来訪者など全ての方々を災害時に迅速かつ的確に安全な避難先
へ誘導するため、また、後世にわたり震災の記録を伝承し、震災教訓の風
化を防ぐため、防災サインの設置計画を作成する。

消防署再編整備事業

平成２９年度

の事業内容

住民の安心・安全を図るとともに、火災や各種災害に迅速に対応した防
災活動の拠点となる消防施設の整備を進める。

女川消防署雄勝出張所は、防災集団移転促進事業で造成中の雄勝中心部
地区拠点エリア内に平成３０年度からの運用開始に向けて整備する。

仮設庁舎で運用している河北消防署北上出張所は、北上にっこり地区拠
点エリア内に復旧し、平成３１年度からの運用開始に向けて整備する。

平成２９年度

の事業内容

消防団員が震災の影響により沿岸部を中心に大幅に減少しているため、
装備の充実強化と併せ、学生消防団活動認証制度を導入し、団員の加入促
進を図る。

石巻総合運動公園（防災公園）整備事業（第三工区）

平成２９年度

の事業内容

平常時は緑につつまれた市民の憩いとスポーツ活動による交流の場とし
て、災害時には、市民の避難、救援活動など防災拠点として機能する公園
の主要施設の整備を進める。

また、本年度は、多目的グラウンドの一部供用を開始するほか、こども
広場、連絡歩道橋の施設整備に着手する。
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１．安心して暮らせるまちづくり
（３）市民が安心して生活するための防災対策

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 建設部河川港湾室 摘要 継続

事業名等

担当課 復興事業部基盤整備課 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会学校施設整備室 摘要 継続

事業名等

担当課 生活環境部環境課 摘要 継続

事業名等

担当課 建設部道路課 摘要 新規

旧北上川防災マリーナ整備事業

平成２９年度

の事業内容

震災時の市街地の被災状況を教訓に長期係留船舶問題の解消を図るた
め、船舶の市街地への流出や環境被害を防止するマリーナを整備し、安
心・安全なまちづくりを推進する。

防災緑地の整備

平成２９年度

の事業内容

湊・渡波地区に整備する防災緑地は、安全な住宅地の形成を推進するた
めの多重防御施設としての機能を担うため、市民が安心して住宅再建でき
るよう引き続き工事を進め、湊地区は本年度内の完成、渡波地区は平成３
０年度の完成を目指す。

太陽光発電設備整備事業

平成２９年度

の事業内容

学校施設の防災機能強化を図るため、避難所に指定されている市立小中
学校に太陽光発電設備及び蓄電池を整備し、緊急時における自立的な電源
の確保を図る。

太陽光発電等普及促進事業

平成２９年度

の事業内容

震災により自然環境や生活環境が大きく変化したことを受け、環境に配
慮した災害にも強い街づくりを加速させることが肝要であり、再生可能エ
ネルギーの有効な活用とエネルギーの自立分散を強く推進するため、
「作って、貯めて、上手に使う」太陽光発電設備、蓄電システム及びエネ
ルギー管理システムの設置に対し継続して補助金を交付する。

ＬＥＤ街路灯導入促進事業

平成２９年度

の事業内容

夜間の安心・安全な交通を確保するとともに、電力量の削減による地域
の低炭素化の促進を図るため、街路灯のＬＥＤ化を図る。
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１．安心して暮らせるまちづくり
（３）市民が安心して生活するための防災対策

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 教育委員会学校安全推進課 摘要 継続

防災教育充実事業

平成２９年度

の事業内容

児童生徒の災害対応力を育成するため、地域の実情やあらゆる災害に応
じた児童生徒用の「防災教育副読本」の活用を図る。

また、市内全学校・幼稚園の学校防災の充実に向け、防災担当教諭を対
象とした研修会の実施や指導主事による避難訓練等への学校訪問を行う。
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２．産業の再生と人材育成
（１）産業の復興に向けた基盤づくり

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 産業部水産課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部水産課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部漁業集落整備課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部水産課 摘要 新規

事業名等

担当課 産業部農林課 摘要 継続

水産加工団地排水処理機能復旧事業

養殖漁業残渣物再資源化処理施設整備事業

平成２９年度

の事業内容

魚町水産加工団地は、民有地の地盤沈下による嵩上げ工事が終了し、ま
た、道路の嵩上げや雨水管、雨水排水ポンプ場等、水産加工関連施設の復
旧整備が進んでいる。汚水管の新設工事を平成２８年度で完了し、本年度
は、水産加工排水処理施設の一部や既設汚水管の閉塞工事を実施し、復旧
事業を完成させる。

漁港災害復旧・漁港災害復旧関連事業

平成２９年度

の事業内容

漁業活動の早期復旧や漁船の安全利用など震災前の機能を回復するよ
う、計画的に工事を進め、漁港施設の早期完成を目指す。併せて、関連す
る漁港施設用地の嵩上げや緊急避難用タラップの設置についても、漁港利
用者等と調整を図りながら工事を進める。

漁業集落の復旧（漁業集落防災機能強化事業、低平地整備事業）

平成２９年度

の事業内容

離半島部で被災した漁業集落について、漁業者が震災以前のような漁業
活動ができるよう、排水不良を解消するための地盤嵩上げをはじめ、道
路、排水路や水産関係用地など、漁業生産基盤の整備を引き続き進める。

平成２９年度

の事業内容

本市の沿岸部はカキをはじめとする養殖漁業生産が盛んな地域である
が、生産量は震災前の８割までしか回復していない。養殖漁業の生産量の
回復、更には沿岸部の水産業の振興を図るため、適正な処理施設のない養
殖漁業の一次処理過程から発生する有機残渣を適正に再資源化する施設の
整備を支援する。

農業振興の推進

平成２９年度

の事業内容

農業従事者の高齢化など、変化する農業構造に対応するため、農地中間管理事
業等を活用し、担い手への農地集積と集約化を進め、生産コストの削減に取り組
む。

水田農業、園芸については、生産性の向上による経営の安定化を図るため、引
き続き市町村振興総合事業を活用し、生産機材の導入等に対し助成を行う。

また、環境に配慮した有機栽培の取組みや、認定新規就農者が行う事業等に対
しての支援を行う。
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２．産業の再生と人材育成
（１）産業の復興に向けた基盤づくり

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 復興事業部区画整理第２課 摘要 継続

事業名等

担当課 復興事業部用地管理課 摘要 継続

土地区画整理事業（既成市街地・産業系）

平成２９年度

の事業内容

産業集積ゾーンとして形成を図るため、石巻漁港及び石巻港背後地に位
置する湊西、上釜南部、下釜南部地区の基盤整備を推進する。

平成２９年度

の事業内容

防災集団移転事業等により取得した土地や公共施設跡地等の有効活用を
図るため、低平地の嵩上げ工事が完了した土地も含め、引き続き売払い処
分や貸付けを行う。

災害危険区域内で買取した土地の有効活用
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２．産業の再生と人材育成
（２）産業の育成支援と雇用対策

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 産業部商工課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部水産課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部水産課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部農林課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部農林課 摘要 継続

平成２９年度

の事業内容

漁業従事者の減少及び高齢化が深刻な状況にあるため、漁業協同組合等
が行う担い手を確保するための活動や就業希望者への研修等に支援を行う
とともに、シェアハウス機能を持った担い手センターの整備を行う。

６次産業化の推進

平成２９年度

の事業内容

石巻市６次産業化・地産地消推進センターにおいて、地域資源を活用し
た新商品の開発や販路拡大、ブランド力向上のため、６次産業化に取組む
人材の育成や事業化支援、経営の支援等を行う。また、本市独自の助成制
度により、１次・２次・３次産業者がネットワークを形成して取り組むプ
ロジェクトや施設整備事業に対して支援を行う。

沿岸漁業の復旧・復興支援

水産加工業の復旧・復興支援

平成２９年度

の事業内容

震災で失った販路を十分に回復することが出来ないことや、従業員の不
足もあり、水産業界においては厳しい状況が続いているため、海外市場に
おける販路の開拓により、輸出数量及び輸出品目の拡大を目指し、水産加
工業者等が実施する石巻産水産物等の輸出拡大に向けた取組や、輸出に必
要となる衛生管理基準の向上に向けた取組について、引き続き支援を行
う。

畜産振興の推進

平成２９年度

の事業内容

「勝洋」をはじめとする宮城県基幹種雄牛を活用して、引き続き石巻地
域の和牛ブランド化を図るとともに、優良和牛生産地としての地位確立を
目指し、本年秋に開催される全国和牛能力共進会宮城大会に向けて出品す
る和牛への助成を行う。

地域の宝研究開発事業

平成２９年度

の事業内容

産業の活性化を図るため、本市の気候や環境に適した「地域の宝」とな
りうる野菜や果実等の生産可能性を試験栽培を通して検証するとともに、
付加価値を付けた新商品の開発や、新たな販路開拓を行う。
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２．産業の再生と人材育成
（２）産業の育成支援と雇用対策

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 産業部産業推進課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部産業推進課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部商工課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部商工課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部商工課 摘要 継続

創業支援事業

平成２９年度

の事業内容

「石巻創業支援事業者連携会議」を定期的に開催し、関係団体等と連携
を図りながら支援事業に取り組んでいくとともに、本市独自の補助制度に
より、創業等に要する経費の一部を補助することで創業を促すほか、創業
ビジネスグランプリを継続して開催し、創業しやすい環境の醸成を図る。

企業誘致の推進

平成２９年度

の事業内容

国の補助制度や復興特区制度、本市独自の企業誘致のためのインセン
ティブである「企業立地等促進条例に基づく助成制度」等を活用し、引き
続き地域経済の活性化と雇用機会の創出に努める。

企業育成支援事業

平成２９年度

の事業内容

本市産業の活性化と雇用の拡大を図るため、国の「震災復興特区」制度
や、本市の「産業創造助成金」制度等を活用し、継続した企業支援を実施
する。

中小企業の復旧支援

平成２９年度

の事業内容

被災した中小企業者の事業再開及び経営の安定化を図るため、中小企業
復旧支援事業、中小企業融資あっせん制度の災害関連枠及び緊急経済対策
等保証料補給事業を引き続き行う。

雇用創出事業

平成２９年度

の事業内容

震災により離職をされた方等の安定的な雇用と地域の中核となる産業や
経済の活性化のため、震災以降に事業所が受けた産業政策と一体となって
雇用面からの支援を行う事業復興型雇用創出事業を継続して行う。

また、個々の働く状況に合わせた柔軟な労働環境を提供するため、オ
フィス以外の場所でパソコン、インターネットを活用し、自宅等でも仕事
ができる「テレワーク」の普及・定着を推進する。
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２．産業の再生と人材育成
（２）産業の育成支援と雇用対策

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 復興政策部ＩＣＴ総合推進室 摘要 継続

オープンデータ活用推進事業

平成２９年度

の事業内容

行政が保有する情報は、市民と企業等との共有財産であるという基本理
念に基づき、潜在化する地域課題の解消に資するため、地元大学や民間団
体とも連携しながら、可能な限りオープンデータとし、民間データと併せ
た情報分析やアプリ開発等ＩＣＴを活用した分野において、公的データの
二次利用促進を一層推進する。
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２．産業の再生と人材育成
（３）観光産業の推進

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 産業部商工課 摘要 継続

事業名等

担当課 雄勝総合支所地域振興課・産業部観光課 摘要 継続

事業名等

担当課 牡鹿総合支所地域振興課・産業部観光課 摘要 継続

事業名等

担当課 北上総合支所地域振興課・産業部観光課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部観光課 摘要 新規

平成２９年度

の事業内容

雄勝の魅力ある観光資源や伝統文化などの良さを知ってもらうため、雄
勝石伝統産業会館や艇庫などの災害復旧と合わせて魅力ある観光物産交流
施設を雄勝中心部地区拠点エリアに整備する。

観光交流施設（かわまち公共施設）整備事業

平成２９年度

の事業内容

中心市街地の賑わい創出や交流人口の増大のため、旧北上川沿いの中央
二丁目地区エリアに、農林水産物をはじめとする本市の地域資源を提供す
る生鮮マーケット、市民や観光客が集い交流する「かわまち公共施設」、
更には、立体駐車場及び観光バス駐車場を一体的に整備する。

雄勝地区観光交流施設整備事業

海水浴場等整備事業

平成２９年度

の事業内容

震災により休止となった海水浴場について、沿岸部への賑わい創出と誘
客の推進を図るため、再開に向けた適地調査を行い、可能な地域から周辺
の基盤整備と施設整備を行う。

牡鹿地区観光交流施設整備事業

平成２９年度

の事業内容

鮎川浜の海の賑わいを再生するため、捕鯨文化の展示施設と商業施設等
を集約した牡鹿地区の観光物産交流拠点となる施設を鮎川浜地区拠点エリ
アに整備する。

北上観光物産交流センター整備事業

平成２９年度

の事業内容

豊富な資源と地場産品のＰＲを行い、地域の交流人口の増加を図るた
め、環境省が整備する北上フィールドミュージアム内に観光物産交流施設
を整備する。
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３．子育てしやすい環境づくり
（１）結婚から子育てまでの切れ目のない支援

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 復興政策部地域振興課 摘要 継続

事業名等

担当課 健康部健康推進課 摘要 継続

事業名等

担当課 福祉部子育て支援課 摘要 継続

事業名等

担当課 健康部健康推進課 摘要 継続

結婚等支援事業

平成２９年度

の事業内容

平成２９年度

の事業内容

平成２９年度

の事業内容

平成２９年度

の事業内容

産後の不安を解消するため、保健師又は助産師が乳児家庭全戸訪問を行
い、乳児及び産婦の健康状態等を確認し、必要な保健指導を行うととも
に、安心して相談できる環境を整える。

若い世代の定住化促進、人口流出・減少に歯止めをかけるため、本市独
自の婚活イベントを実施するほか、地域の団体などが行う婚活・恋活イベ
ントに対して補助金を交付するとともに、加えて「婚活セミナー」を実施
し、少子化対策及び若い世代の定住促進を図る。

特定不妊治療費助成事業

不妊治療を受けている方々の経済的、精神的な負担の軽減を図るため、
助成回数や男性不妊治療に対しても助成対象を拡大し、治療が受けやすい
環境を整える。

子育て世代包括支援センター事業

子育てに関しての悩みや困りごとについて、より相談しやすい窓口とし
ての環境を整えるため、相談窓口に助産師等の専門職員を配置するととも
に、気軽に相談ができるよう託児サービスを実施し、子育て世代に寄り
添ったサポートを提供する。

乳児家庭全戸訪問事業
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３．子育てしやすい環境づくり
（２）子どもたちの健全な育成のための支援

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 福祉部子ども保育課 摘要 継続

事業名等

担当課 健康部包括ケア推進室 摘要 継続

事業名等

担当課 建設部都市計画課 摘要 新規

事業名等

担当課 教育委員会学校施設整備室 摘要 継続

事業名等

担当課 福祉部子ども保育課 摘要 継続

平成２９年度

の事業内容

子どもの「遊び」及び「生活」を支援することを通して、その子どもの
健全育成を図るため、児童が放課後等を安心・安全に過ごすことができる
居場所として、入級児童の状況を踏まえながら施設整備を進める。

放課後児童クラブ整備事業

平成２９年度

の事業内容

土地区画整理により本市に帰属された公園について、市民に憩いと安ら
ぎを与える自然空間の創出を図るため、遊戯施設、植栽等の修景施設及び
休憩施設の整備を行う。

雄勝地区小・中学校統合移転新築事業

平成２９年度

の事業内容

平成２４年３月に策定した「石巻市立学校施設災害復旧計画」に基づき
復旧整備を行うものであり、本年４月に統合し、２学期から新校舎で授業
が出来るよう整備を進める。

公園施設整備事業

私立保育所助成事業

平成２９年度

の事業内容

保育需要の受け皿を拡充するため、被災した公立保育所の災害復旧事業
については、釜保育所、渡波保育所、雄勝保育所の３か所が完成するとと
もに、私立認可保育所においても２施設が整備され、本年４月より開所
し、更に地域型保育事業所３施設も本年度内の開所を予定している。

奨学金返還支援事業

平成２９年度

の事業内容

医療・介護分野に係る専門職員の人材確保と定住を促進するため、「奨
学金返還支援事業」を引き続き実施する。なお、対象職種に保育士と助産
師を新たに加え、保育士の人材確保による保育環境の充実と待機児童の解
消を図るとともに、妊娠・出産・育児の一貫した子育てしやすい環境づく
りを推進する。
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３．子育てしやすい環境づくり
（２）子どもたちの健全な育成のための支援

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 福祉部子ども保育課 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会学校施設整備室 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会学校教育課 摘要 継続

事業名等

担当課 健康部保険年金課 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会学校教育課 摘要 継続

平成２９年度

の事業内容

児童生徒に、科学に対する興味・関心を膨らませる機会を与え、理科教
育の充実を図るため、小中学校への巡回科学教室などを行う。

（仮称）北上こども園建設事業

平成２９年度

の事業内容

北上地区の保育環境を整えるため、北上にっこり地区拠点エリアに放課
後児童クラブと「（仮称）北上こども園」を整備することとしており、本
年度は実施設計に着手する。

サイエンスラボ事業

北上小学校移転新築事業

平成２９年度

の事業内容

平成２４年３月に策定した「石巻市立学校施設災害復旧計画」に基づき
復旧整備を行うものであり、北上にっこり地区拠点エリアに移転新築し、
本年度は基本設計及び実施設計に着手する。

奨学金貸与事業

平成２９年度

の事業内容

意欲と能力のある学生等が修学を断念することのないよう、経済的理由
により修学困難な生徒及び学生への支援として、引き続き奨学金貸与事業
を実施し、有能な人材の育成を図る。

子ども医療費助成事業

平成２９年度

の事業内容

適正な医療の機会を確保し、子育てに伴う家庭における経済的負担の軽
減を図り、今後も子育てしやすい環境づくりを推進する。

16



３．子育てしやすい環境づくり
（２）子どもたちの健全な育成のための支援

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 教育委員会学校教育課 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会学校教育課 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会学校教育課 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会学校教育課 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会学校教育課 摘要 継続

平成２９年度

の事業内容

児童生徒等を亡くされた遺族に対して、精神的に安定した生活を支える
ため、平成２６年度から宮城県教育委員会と協力して「石巻市震災心の支
援室」を設置し、個別訪問や来室、電話による面談等を実施している。本
年度も、遺族の心の安定に寄与できるように、引き続きサポートする。

特別支援教育支援員配置事業

平成２９年度

の事業内容

通常の学級に在籍し、支援が必要とされる児童生徒への個別の支援と学
級全体の指導の充実を図るため、特別支援教育支援員の配置を推進する。

震災心のサポート事業

学校図書館担当配置事業

平成２９年度

の事業内容

読書等を通じて児童生徒の豊かな人間性を形成するため、学校司書の配
置校を増やし、学校図書館の運営の改善及び向上を図る。

スクールソーシャルワーカー配置事業

平成２９年度

の事業内容

不登校、いじめ、暴力行為等生徒指導上の課題は複雑化、深刻化してお
り、解決のためには、学校と福祉機関等が連携した支援が不可欠である。
専門的な知識や技術をもつスクールソーシャルワーカーの配置を引き続き
実施し、問題を抱える児童生徒に支援を行う。

スクールカウンセラー配置事業

平成２９年度

の事業内容

震災後の学校生活における心の安定を図るため、高度な専門知識を有す
るスクールカウンセラーを希望する全ての小中学校及び高等学校に配置す
る。
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３．子育てしやすい環境づくり
（２）子どもたちの健全な育成のための支援

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 教育委員会中央公民館 摘要 継続

平成２９年度

の事業内容

学校・家庭・地域の連携を図り、各学校等の保護者を対象として親の役
割や子どもの発達段階に応じた子育てなど、家庭教育に関する学習の機会
を提供するとともに、就学前の乳幼児を持つ保護者に対しても子育てに関
する支援を継続し、望ましい家庭教育環境の構築を促す。

家庭教育学級開設事業・家庭教育支援事業
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４．市民の健康づくりの推進
（１）市民が健康で暮らせるための施策

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 健康部健康推進課 摘要 継続

事業名等

担当課 健康部介護保険課 摘要 継続

事業名等

担当課 病院局事務部病院管理課 摘要 継続

事業名等

担当課 病院局石巻市立病院事務部病院総務課 摘要 継続

事業名等

担当課 健康部夜間急患センター 摘要 継続

平成２９年度

の事業内容

地域に貢献する医師を育成することを目的に、地域包括医療の実習や地
域医療支援を行う「東北医科薬科大学石巻地域医療教育サテライトセン
ター」が昨年１１月に設置され、へき地・被災地の医療体験学習や地域総
合診療などを学ぶ拠点病院として活用される予定である。

夜間急患センターの安定した運営

平成２９年度

の事業内容

夜間急患センターの安定した運営を図るため、救急医療の機能分担の中
で石巻赤十字病院と連携を強化し、石巻・登米・気仙沼医療圏で唯一の夜
間の１次救急医療施設として、隣接自治体と協力していく。

東北医科薬科大学との連携

がん検診受診率の向上

平成２９年度

の事業内容

がんを早期発見し治療することによりがんの死亡リスクを軽減させるた
め、広報等の周知のほか各地区の保健推進員や企業と連携し、受診率向上
に向けた啓発を図る。

介護予防・日常生活支援総合事業

平成２９年度

の事業内容

高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防を図
るため、サロン等の住民主体による取組が継続して実施できるよう支援す
るほか、リハビリテーション専門職等の派遣の充実を図るとともに、多様
な主体による訪問型サービス事業の実施により高齢者を地域で支え合う体
制を推進する。

病院事業の経営健全化

平成２９年度

の事業内容

医療を通じて市民が安心して暮らせる地域社会の実現を図るため、石巻
市立病院並びに牡鹿病院が、それぞれの医療機能に応じた役割を果たすと
ともに、「石巻市新公立病院改革プラン」に基づいた経営の効率化等を進
め、安定した病院経営を目指す。
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４．市民の健康づくりの推進
（１）市民が健康で暮らせるための施策

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 健康部健康推進課 摘要 継続

平成２９年度

の事業内容

生活習慣病重症化予防と心身の健康づくりのため、被災された方々の健
康調査等による健康状態の把握を行い、関係機関と連携し、健康悪化及び
孤立予防、心身の健康増進に努めるとともに、市民が気軽に相談できるよ
う「まちの保健室」等の拡充を図る。

被災者の健康支援
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４．市民の健康づくりの推進
（２）健康寿命の延伸を目指すための施策

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 健康部保険年金課 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会体育振興課 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会体育振興課 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会体育振興課 摘要 新規

事業名等

担当課 健康部健康推進課 摘要 継続

生活習慣病予防事業

平成２９年度

の事業内容

生活習慣病予防を図るため、国民健康保険被保険者の健診受診率の低い
働き盛り世代の４０代・５０代を対象に「健康ポイント事業」をモデル的
に実施し、「自らの健康は自らがつくる」という意識啓発に努める。

スポーツ振興事業

平成２９年度

の事業内容

身近に健康づくりを楽しむことが出来る環境を整備するため、石巻健康
センターの改修を行う。

平成２９年度

の事業内容

健康や体力づくり及びスポーツ実施率の向上を図るため、関係団体や関
係機関との「協働」による各種スポーツ事業の企画・運営に取組、地域の
ニーズに応じた出前講座等を実施する。

総合体育館改修事業

平成２９年度

の事業内容

身近にスポーツを楽しむことが出来る環境を整備するため、老朽化した
石巻市総合体育館の改修工事を実施する。

石巻健康センター改修事業

植立山公園整備事業

平成２９年度

の事業内容

身近にスポーツを楽しむことが出来る環境を整備するため、子供からお
年寄りまで幅広い世代の方々が気軽に楽しむことができるパークゴルフ場
を、桃生植立山公園内に整備する。
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４．市民の健康づくりの推進
（３）地域包括ケアの推進

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 健康部包括ケア推進室 摘要 継続

事業名等

担当課 健康部包括ケア推進室 摘要 継続

地域包括ケア推進事業

平成２９年度

の事業内容

地域包括ケアの充実を図るため、地域や関係機関との連携のもと、地域
における介護予防活動の支援や、認知症施策、在宅医療・介護連携の推
進、生活支援体制の整備などの事業を庁内連携を図りながら、包括的に推
進する。

在宅医療・介護連携推進事業

平成２９年度

の事業内容

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で安心
して療養生活を続けることができるよう、医師会等と緊密に連携しなが
ら、医療機関及び介護サービス事業者との連携体制の構築を推進する。

また、高齢者がサービスの受け手としてだけでなく、地域を支えていく
担い手として生きがいを持って活躍できる環境づくりに努めるとともに、
地域における「自助」「互助」による体制づくりに向け、出前講座等を積
極的に開催し、市民意識の醸成を図る。
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５．絆と協働の共鳴社会づくり
（１）地域コミュニティの再生

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 復興政策部地域協働課 摘要 継続

事業名等

担当課 福祉部生活再建支援課 摘要 継続

地域コミュニティ基盤の再生

平成２９年度

の事業内容

自治会や町内会等による積極的な地域づくりやコミュニケーションづく
りを支援するため、引き続き「コミュニティ形成支援事業」及び「復興公
営住宅コミュニティ促進事業」を推進するとともに、ＮＰＯ団体等による
コミュニティづくり支援として「地域づくりコーディネート事業」を実施
する。

被災者の自立再建促進と仮設住宅団地の集約及び解消

平成２９年度

の事業内容

被災された方々の住まいの再建を促進するとともに、防犯対策やコミュ
ニティ維持等を目的として、入居率が低下した仮設住宅団地の集約化と自
立困難世帯等へのきめ細やかな支援を行い、仮設住宅の解消を図る。
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５．絆と協働の共鳴社会づくり
（２）地域の人材育成

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 復興政策部地域協働課 摘要 新規

事業名等

担当課 復興政策部地域協働課 摘要 継続

復興応援隊設置事業

平成２９年度

の事業内容

地域に根ざしたコミュニティ主体の復興を行うため、「復興応援隊」を
設置し、コミュニティ再構築に向けた人材面での支援を行う。

男女共同参画推進事業

平成２９年度

の事業内容

第３次基本計画がスタートすることから、計画の理念に基づいた施策を
進め、性別に関わりなく市民一人ひとりの個人としての生き方が尊重され
る男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進する。
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５．絆と協働の共鳴社会づくり
（３）定住・移住の促進

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 復興政策部地域振興課 摘要 継続

事業名等

担当課 復興政策部地域振興課 摘要 新規

移住対策事業

平成２９年度

の事業内容

本市の地域性・現状を踏まえて、首都圏等に積極的に情報発信を行い、
中長期的滞在をする移住希望者の増加を図るため、移住希望者の相談窓口
となる「移住コンシェルジュ」を設置するとともに、起業家等の育成の場
や空き家の有効活用などを総合的に推進し、同じ目的を持った８自治体で
設立したローカルベンチャー推進協議会と連携しながら各種事業を進め
る。

地域おこし協力隊設置事業

平成２９年度

の事業内容

地域振興及び地域活性化に資する市外の人材を積極的に受け入れなが
ら、本市への定住・定着を図るため、本市に居住して、地域活動等を支援
する「地域おこし協力隊」を設置する。
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５．絆と協働の共鳴社会づくり
（４）交流人口の拡大

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 建設部河川港湾室 摘要 継続

事業名等

担当課 建設部河川港湾室 摘要 継続

事業名等

担当課 復興事業部基盤整備課 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会複合文化施設開設準備室 摘要 継続

事業名等

担当課 教育委員会生涯学習課 摘要 継続

平成２９年度

の事業内容

石巻市指定文化財に指定している旧ハリストス正教会教会堂及び旧観慶
丸商店は、本市の貴重な歴史的建造物であり、市民共有の財産として整
備・活用する。

水辺の緑のプロムナード整備事業

旧石巻ハリストス正教会教会堂復元事業、かんけい丸保存活用事業

平成２９年度

の事業内容

旧北上川沿いの区画整理事業や市街地再開発事業及び国の堤防整備事業
と連携し、市街地と堤防、そして水辺が一体的な空間として、賑わいと安
らぎの空間を創出し、川とともに生きる石巻らしい復興まちづくりを進め
る。

大型客船誘致事業

平成２９年度

の事業内容

石巻港は、開港５０周年の節目を迎えることから、地域経済を支える物
流拠点としての更なる発展に向けた施設整備を促進するとともに、港を活
用した賑わいの創出と観光振興を図るため、大型客船等の誘致活動及び寄
港歓迎イベント等を継続して実施する。

復興都市公園等整備事業

平成２９年度

の事業内容

石巻南浜津波復興祈念公園は、国・県・市の協同により、東日本大震災
で犠牲となられた方々全てに対する追悼と鎮魂の場になるとともに、被災
の実情と教訓を後世に伝承する場、更には、復興の象徴としてのメッセー
ジを国内外に発信する場となるように今年３月から工事に着手する。

また、中瀬公園については、必要な調査設計を進めるとともに関係機関
との協議を進める。

博物館機能及び文化ホール機能施設整備事業

平成２９年度

の事業内容

博物館機能と文化ホール機能を併せ持った複合文化施設として、本年度
より実施設計に着手する。
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５．絆と協働の共鳴社会づくり
（４）交流人口の拡大

施政方針における重点施策に位置づける事業一覧

事業名等

担当課 産業部観光課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部産業推進課 摘要 継続

事業名等

担当課 産業部観光課 摘要 新規

事業名等

担当課 教育委員会体育振興課 摘要 新規

事業名等

担当課 産業部観光課 摘要 継続

平成２９年度

の事業内容

ラグビーワールドカップ２０１９出場国のキャンプ地及び２０２０東京
オリンピック・パラリンピック開催に伴う事前キャンプ地並びに聖火リ
レー出発地の誘致に向けて、市民の機運醸成を図るためのイベントを実施
し、スポーツを通して元気で活気のあるまちづくりを目指す。

いしのまき版ＤＭＯ運営推進事業

平成２９年度

の事業内容

広域的な観光振興を推進するため、（仮称）「ＤＭＯいしのまき」の設
立により、的確な観光ニーズの把握と様々な地域資源を活かした着地型観
光商品の開発を進めるとともに、効果的なプロモーションにより誘客を図
り、交流人口の増加と地域連携による観光産業の推進に取り組む。

スポーツ国際大会等機運醸成事業

ツール・ド・東北　グループライド事業

平成２９年度

の事業内容

地域の活性化や交流人口の増加を図るため、全国各地、更には海外から
参加いただいた多くの方々に「最高のおもてなし」ができるよう官民連携
体制を強化するとともに、「ツール・ド・東北」開催日以外にも楽しんで
いただけるように関係機関と連携し、通年型サイクリングツーリズムの推
進を図る。

リボーンアートフェスティバル開催支援事業

平成２９年度

の事業内容

地域の活性化や交流人口の増加を図るため、牡鹿半島の豊かな自然と
食、そして美しいロケーションといった地域資源を活用し、「アート」や
「食」、「音楽」などを取り込む「リボーンアートフェスティバル２０１
７」の開催を積極的に支援する。

いしのまき観光施設ＷｉＦｉ整備事業

平成２９年度

の事業内容

外国人観光客等の受入体制の整備を図るため、本市への来訪者の利便性
確保を目的とした無料Ｗｉ－Ｆｉの整備を進める。
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