
№ 大分類 小分類 基本計画　記載箇所 内容

ＰＣＲ検査体制の充実

ワクチン接種体制の強化

生活困窮者への支援

P60～Ｐ62
基本目標３「共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮
らせるまち」
第５節「みんなが共に支え合う地域共生社会の実現」
細節１「地域の孤立防止を推進する」

Ｐ62
“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、その自立を支援します。また、生活困窮者からの相談に早期
かつ包括的に応じる相談窓口を設置し、抱えている課題を踏まえた支援を推進しま
す。”

既存

事業者への支援強化（飲食店等への
追加支援とその他関連企業への支
援）

P65～Ｐ68
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第１節「賑わいと活気にあふれる商工業の振興」
細節１「事業者への経営支援を行う」

P68
“既存企業の新たな事業展開やICT、IoT及びAIなどの利活用に対する相談窓口の設置や
指導、資金補助など、各種の支援体制の充実を図ります。”

既存

ＩＣＴを活用した、安心して子育て
できる体制作り

P46～P48
基本目標３「共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮
らせるまち」
第１節「安心して妊娠・出産・子育てができる環境の充実」
細節２「子どもを産み育てやすい環境づくりを推進する」

P48
“妊娠から出産、子育て期までを包括的に支援する子育て世代包括支援センターや産後
ケアなどの各種支援事業を充実させるほか、子育て応援アプリなどを活用し、積極的な
情報発信に努めます。”

既存

P65～Ｐ68
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第１節「賑わいと活気にあふれる商工業の振興」
細節１「事業者への経営支援を行う」

P68
“既存企業の新たな事業展開やICT、IoT及びAIなどの利活用に対する相談窓口の設置や
指導、資金補助など、各種の支援体制の充実を図ります。”

既存

P127～Ｐ128
重点取組項目「人口戦略の推進」
対応方針１「安定した雇用を創出し稼ぐまちをつくる」
施策１「地域産業の競争力を強化する」

Ｐ128
“さらに、石巻専修大学などとの産学官連携による地域資源を活かした新産業創出や、
AI・IoTを活用したDXの推進など、新たなイノベーションの継続的な創出を図るととも
に、それらに関連した新たな起業・創業支援を行うことで地域経済の活性化を図りま
す。”

既存

自治会・町内会コミュニティの充実
（市民参画により内容を再検討する
とともに、中間支援組織の活用によ
る地域自治システムの拡大（市内全
域））

P12～Ｐ14
基本目標１「住民同士の絆・支え合いで安全安心に暮らせるまち」
第１節「共生型社会に向けた地域コミュニティ活動活性化の充実」
細節１「コミュニティ活動の活性化を図る」

P14修正
“住民自治組織の立ち上げや、住民主体で開催するコミュニティ活動、住民交流事業の
開催、また、中立的立場で支援を行う中間支援組織の活用など市民ニーズに対応した地
域コミュニティの形成を促進します。”

修正

５G環境の整備
リモートワーク、ワーケーションへ
の対応

P57追加
“感染症は身近な問題であり、近年においても、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）、
高病原性鳥インフルエンザウイルスなどが発生しています。特に令和元年に発生した新
型コロナウイルス感染症は世界中で猛威を振るっており、最近では世界各地で変異株が
発生し、国内でも感染の中心になるなど依然として対策が必要です。”

P59追加
“感染症対策について、関係機関への働きかけを行い、迅速な体制の構築に努めま
す。”

P57～P59
基本目標3「共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮
らせるまち」
第４節「誰もが元気に暮らせる心と体の健康づくりの推進」
細節２「地域医療体制を充実させる」

追加

追加
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№ 大分類 小分類 基本計画　記載箇所 内容

男性の育児参加促進
（育児休暇の取得など）

Ｐ21～P23
基本目標１「住民同士の絆・支え合いで安全安心に暮らせるまち」
第４節「誰もが平等に生きるための男女共同参画社会の推進」
第１節「社会のあらゆる分野における意識啓発を図る」

P23
“ 男女共同参画への理解を深めるため、講座、研修、専門性の高い学習機会を提供する
とともに、講演会や広報紙の活用、各関係機関などとの連携によるあらゆる世代への意
識啓発活動を実施します。”

既存

新婚生活支援事業
（60万円／組×220組を補助）
※2/3は補助金を活用

P15～P17
基本目標１「住民同士の絆・支え合いで安全安心に暮らせるまち」
第２節「少子高齢化社会に対応する移住・定住の促進」
細節１「移住したくなるライフスタイルの形成を図る」

Ｐ17修正
“出会いの場や結婚につなげる機会を創出する活動を支援するとともに、新婚生活に係
る助成を推進します。”

修正

高齢者の交通手段確保
地域デマンドバス、カーシェアリン
グなど

P24～Ｐ26
基本目標１「住民同士の絆・支え合いで安全安心に暮らせるまち」
第５節「持続可能な公共交通ネットワーク整備の推進」
細節２「市民生活を支える公共交通等を安定的に維持する」

P26修正
“路線バスや住民バス、市民バス、乗合タクシーなど、地域の多様な輸送資源を維持す
るために、関係団体やバス運行事業者に対する支援を継続します。”

P26追加
“高齢者をはじめとする住民の移動手段確保のため、デマンド型交通の導入や地域ささ
えあいによるカーシェアリングを推進します。”

修正

追加

移住の促進、農地付空き家の活用、
田舎暮らし（スローライフ）への支
援、ワンストップ窓口の設置

P15～P17
基本目標１「住民同士の絆・支え合いで安全安心に暮らせるまち」
第２節「少子高齢化社会に対応する移住・定住の促進」
細節１「移住したくなるライフスタイルの形成を図る」

Ｐ17
“移住希望者のニーズを把握し、本市の魅力を積極的に発信することにより、移住に係
るきっかけづくりを推進します。”
“移住希望者が、生活環境や仕事、町内会などの役割について気軽に相談できるような
環境づくりを推進します。”
“移住希望者が定住できるよう、住居の確保に係る支援、起業支援や就労支援、医療費
補助や出産・子育て支援などに取り組みます。”
“出会いの場や結婚につなげる機会を創出する活動を支援するとともに、新婚生活に係
る助成を推進します。”

既存

小児科医院の誘致

P57～P59
基本目標3「共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮
らせるまち」
第４節「誰もが元気に暮らせる心と体の健康づくりの推進」
細節２「地域医療体制を充実させる」

Ｐ59
“各医療機関と連携を図りながら、プライマリ・ケアなど、石巻圏域での安心できる医
療提供体制の構築に努めます。”

既存

医療費助成対象の拡大
（高校生まで）

P46～P48
基本目標3「共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮
らせるまち」
第１節「安心して妊娠・出産・子育てができる環境の充実」
細節２「子どもを産み育てやすい環境づくりを推進する」

P48修正
“児童手当や児童扶養手当、子ども医療費助成の対象年齢拡充など子育て世代への経済
的支援の充実に努めます。”

修正

保育所の機能強化
（延長・夜間・一時預かり保育）

P46～P49
基本目標3「共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮
らせるまち」
第１節「安心して妊娠・出産・子育てができる環境の充実」
細節３「子どもが安心して過ごせる環境を整備する」

P49修正
“一時保育、延長保育、夜間保育、休日保育、病後児保育、障害児保育、幼保一体化な
ど保育ニーズの多様化に対応した環境を整備します。”

修正
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№ 大分類 小分類 基本計画　記載箇所 内容

学力・体力向上対策
明確な数値目標を掲げたプランの策
定及び実践

P92～Ｐ94
基本目標5「豊かな心を育みいのちを未来につなぐまち」
第２節「社会を生き抜く力を育てる学校教育の充実」
細節１「学校教育の充実を図る」

P105～Ｐ107
基本目標5「豊かな心を育みいのちを未来につなぐまち」
第６節「生涯にわたるスポーツ活動の推進」
細節１「スポーツ活動を推進する」

Ｐ94
“自ら考えて判断・行動する生きる力を育成するため、その基礎となるひとりひとりの
学力の定着と向上（確かな学力）を図ります。”

Ｐ107
“スポーツを通じて子どもたちの健やかな成長を支援するため、学校教育の充実や地域
での指導者養成に取り組みます。また、関係団体や各種競技団体と連携し、優れた資質
を持つ選手の発掘に努めるとともに、選手や指導者の育成・確保を進め、競技力の向上
を図ります。”

既存

災害に強いまちづくりの
確立

P37～Ｐ42
基本目標２「都市と自然が調和し快適とやすらぎが生まれるまち」
第３節「安全安心な住環境と都市機能の整備の推進」
細節２「災害に対する備えを充実させる」

P37～Ｐ44
基本目標２「都市と自然が調和し快適とやすらぎが生まれるまち」
第３節「安全安心な住環境と都市機能の整備の推進」
細節７「下水道等の整備を推進する」

Ｐ42
“木造住宅の耐震診断と耐震改修への支援を推進し、地震時における被害の軽減を図り
ます。”
“災害時の避難に備え、道路に面するブロック塀の倒壊による事故を未然に防止し、通
行人の安全を確保するため、危険度の高いブロック塀などの除去を推進します。”
“急傾斜地崩壊危険区域などの災害発生危険度の高い箇所における防災対策工事を促進
します。”
“災害の未然防止を図るため、がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地から
居住者自身の自助努力による住宅の移転を支援します。”

P44
“近年多発する豪雨災害などから市民の健康と財産を守り、地域の生活環境の改善と公
衆衛生の向上を図るために、排水路の整備、雨水排水ポンプの設置などの排水対策を推
進します。”

既存

原発避難計画・避難訓練の徹底（実
施後の検証含む）、避難道路の早期
整備（誰もが計画に基づく避難を現
実的に可能とする）

Ｐ18～Ｐ20
基本目標１「住民同士の絆・支え合いで安全安心に暮らせるまち」
第3節「安心して暮らすための地域防災力などの向上」
細節１「地域防災力の向上を図る」

P18追加
“また、本市には女川原子力発電所が立地していることから、原子力災害の発生に備
え、関係機関と連携し、避難手段の確保など避難計画の継続的な改善を図ることで、原
子力防災体制を充実させていく必要があります。”

Ｐ20追加
“原子力防災体制の更なる充実に向け、国、県及び関係機関との連携を強化し、合同に
よる原子力防災訓練の実施、避難計画の継続的な改善、避難道路の早期整備に向けた取
組を推進するとともに、避難計画や防護措置などの市民への周知を図ります。”

追加

市民の健康・命を守る医療体制の充
実（日赤、市立病院、開業医の機能
分担、連携強化）

P57～P59
基本目標3「共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮
らせるまち」
第４節「誰もが元気に暮らせる心と体の健康づくりの推進」
細節２「地域医療体制を充実させる」

Ｐ59
“救急時の初期医療体制を確立し、救急患者搬送機関及び病院群輪番制病院との円滑な
連携のもと、入院治療を必要とする重症患者の医療の確保を図ります。”
“各医療機関と連携を図りながら、プライマリ・ケアなど、石巻圏域での安心できる医
療提供体制の構築に努めます。”
“離島や半島沿岸部に居住する住民の健康保持のため、医療提供体制の確保に努めま
す。”

既存

介護従事者の働く環境整備と人材育
成強化

P５0～P53
基本目標3「共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮
らせるまち」
第２節「生きがいを持ち自分らしく暮らせる高齢者福祉の充実」
細節２「介護予防の取組を推進する」

P60～P62
基本目標3「共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮
らせるまち」
第５節「みんなが共に支え合う地域共生社会の実現」
細節２「地域で支える活動と在宅医療・介護の連携を推進する」

P52追加
“介護職員の処遇改善や労働環境の整備について、関係機関への要望活動を推進しま
す。”

P62修正
“地域包括ケアの推進に必要となる医療・福祉・介護の専門職の人材育成及び確保を推
進するとともに、在宅医療と介護を一体的に提供し、切れ目のない在宅医療と介護の提
供体制の構築を推進します。”

追加

修正

安全・安心な
街づくり
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№ 大分類 小分類 基本計画　記載箇所 内容

地域包括ケアの推進
医療・介護の一体性と地域性の重視

P60～P62
基本目標3「共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮
らせるまち」
第５節「みんなが共に支え合う地域共生社会の実現」
細節２「地域で支える活動と在宅医療・介護の連携を推進する」

P62
“地域包括ケアの推進に必要となる医療・福祉・介護の専門職の人材育成及び確保を推
進するとともに、在宅医療と介護を一体的に提供し、切れ目のない在宅医療と介護の提
供体制の構築を推進します。”

既存

排水ポンプ場の整備推進

P37～Ｐ44
基本目標２「都市と自然が調和し快適とやすらぎが生まれるまち」
第３節「安全安心な住環境と都市機能の整備の推進」
細節７「下水道等の整備を推進する」

P44
“近年多発する豪雨災害などから市民の健康と財産を守り、地域の生活環境の改善と公
衆衛生の向上を図るために、排水路の整備、雨水排水ポンプの設置などの排水対策を推
進します。”

既存

雨水対策
止水板導入補助
予算：1千万円（一般財源）

P37～Ｐ44
基本目標２「都市と自然が調和し快適とやすらぎが生まれるまち」
第３節「安全安心な住環境と都市機能の整備の推進」
細節７「下水道等の整備を推進する」

P44
“近年多発する豪雨災害などから市民の健康と財産を守り、地域の生活環境の改善と公
衆衛生の向上を図るために、排水路の整備、雨水排水ポンプの設置などの排水対策を推
進します。”

既存

デジタルトランスフォーメーション
の普及、研修会の開催やコンサル業
務の補助

P65～Ｐ68
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第１節「賑わいと活気にあふれる商工業の振興」
細節１「事業者への経営支援を行う」

P112～P114
基本目標６「市民の声が共鳴し市民と行政が共に創るまち」
第２節「持続可能な行財政運営の推進」
細節１「限られた人材、財源等を最大限活用できる体制を構築する」

P127～Ｐ128
重点取組項目「人口戦略の推進」
対応方針１「安定した雇用を創出し稼ぐまちをつくる」
施策１「地域産業の競争力を強化する」

P68
“既存企業の新たな事業展開やICT、IoT及びAIなどの利活用に対する相談窓口の設置や
指導、資金補助など、各種の支援体制の充実を図ります。”

P114追記
“ＩＣＴ化を推進することにより行政事務の効率化を図ります。”

Ｐ128
“さらに、石巻専修大学などとの産学官連携による地域資源を活かした新産業創出や、
AI・IoTを活用したDXの推進など、新たなイノベーションの継続的な創出を図るととも
に、それらに関連した新たな起業・創業支援を行うことで地域経済の活性化を図りま
す。”

既存

追記

既存

県プロフェッショナル人材UIJターン
補助に対する独自嵩上げ補助

P15～P17
基本目標１「住民同士の絆・支え合いで安全安心に暮らせるまち」
第２節「少子高齢化社会に対応する移住・定住の促進」
細節１「移住したくなるライフスタイルの形成を図る」

P85～P87
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第６節「未来の産業を担う人材の確保と育成」
細節１「関係機関との連携により人材を確保する」

Ｐ17
“移住希望者が定住できるよう、住居の確保に係る支援、起業支援や就労支援、医療費
補助や出産・子育て支援などに取り組みます。”
“出会いの場や結婚につなげる機会を創出する活動を支援するとともに、新婚生活に係
る助成を推進します。”

Ｐ87
“国・県との連携による就業・雇用機会の拡充を図ります。”

既存

既存

桃生豊里ＩＣ周辺への産業団地形成

P82～P84
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第5節「企業誘致の推進と新たな産業の創出」
細節１「新規及び既存企業への立地などに伴う支援を推進する」

P84
“本市の魅力を発信するとともに、企業誘致アドバイザーや本市にゆかりのある人脈を
活用するなど、多様な手法を用いた企業誘致に取り組みます。”
“新規企業進出や、既存企業の事業拡大に伴う立地を支援します。”
“ 産業用地の空き区画の分譲を推進するとともに、民有地及び工場・事務所などの空き
物件情報に関する情報収集とあっせんなどに取り組みます。”

既存

4
社会経済への
対応

安全・安心な
街づくり

3

4



№ 大分類 小分類 基本計画　記載箇所 内容

地場産業の支援・高度化

P65～Ｐ68
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第１節「賑わいと活気にあふれる商工業の振興」
細節１「事業者への経営支援を行う」

P69～P72
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第２節「持続可能な水産業の振興」
細節３「新たな生産体制・原料確保を促進する」
細節４「水産物の流通体制の強化を図る」

P74～P77
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第３節「魅力的な農林畜産業の振興」
細節２「持続可能な農業生産体制を整備する」
細節４「石巻産農畜産物のブランド化を推進する」

P79～P81
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第４節「地域資源を活かした観光事業の振興」
細節１「地域資源を活用した観光誘客を推進する」
細節２「観光振興体制を構築する」

P68
“既存企業の新たな事業展開やICT、IoT及びAIなどの利活用に対する相談窓口の設置や
指導、資金補助など、各種の支援体制の充実を図ります。”
“地域資源を活かした新産業の創出などに関する取組に対して、産学官金による包括的
な支援を実施します。”

P72
“水揚量確保のための漁船誘致を推進します。”
“新たな加工原料などの開発・検討を支援するとともに、新たな流通機能や形態の検
討・充実を推進します。”
“水産物の安全性に関する証明手段を充実させ、国内外に向けて積極的に情報発信を推
進します。”
“ 石巻伝統の魚食・鯨食文化の伝承と、魚食・鯨食を普及するための取組を推進しま
す。”

P77
“農業生産活動における資材や機材の確保、技術の習得などに対する支援を推進しま
す。”
“計画的で体系的な農業地域の振興に向けて、農業振興地域整備計画を策定します。”
“ 宮城県基幹種雄牛の産子の保留対策として、繁殖牛及び肥育牛の導入を支援しま
す。”
“畜産振興に寄与するイベントの開催を支援します。”
“ 農畜産物と農畜産加工物の地域ブランド化に向けた研究開発やセミナー、相談会、推
進組織の立ち上げなどを推進します。”

P81
“ 豊かな自然や多彩な食材、文化、イベント、伝統産業など地域の多様な資源を活かし
て、観光の魅力づくりを推進し、交流人口の拡大を図ります。”
“ 石巻圏観光推進機構などとの連携によるターゲットを明確化したメニュー・コースの
提供、ルート案内システムの構築を推進します”

既存

中心市街地の再生・活性化

P65～Ｐ68
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第１節「賑わいと活気にあふれる商工業の振興」
細節４「中心市街地活性化を推進する」

P68
“本市の魅力ある地場産品を扱う商業機能をはじめとして、居住や福祉、子育てなど多
様な生活機能を充実させるとともに、各種イベントなどを推進します。”
“中心市街地の魅力を多角的に収集し、幅広い世代に向け、デジタル技術を活用した新
たな手法によるPRを推進し、賑わいの創出を図ります。”

既存

正社員化促進事業奨励金の嵩上げ支
援
予算：600万円（1/2県補助）

P65～Ｐ68
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第１節「賑わいと活気にあふれる商工業の振興」
細節１「事業者への経営支援を行う」

P68
“既存企業の新たな事業展開やICT、IoT及びAIなどの利活用に対する相談窓口の設置や
指導、資金補助など、各種の支援体制の充実を図ります。”

既存

高齢者の就労対策
（（仮称）仕事掘り起こし会議の設
置）

P65～Ｐ68
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第１節「賑わいと活気にあふれる商工業の振興」
細節２「就業環境の充実を図る」

P68
“ 働く意欲のある市民誰もが就業の機会を得られるよう、関係機関と連携した各種支援
を推進します。”

既存

4
社会経済への
対応

5



№ 大分類 小分類 基本計画　記載箇所 内容

次世代に繋げる農林・漁業の確立・
強化（関係機関との連携による担い
手育成）

P69～P7２
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第２節「持続可能な水産業の振興」
細節２「操業体制の充実を図る」

P74～P77
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第３節「魅力的な農林畜産業の振興」
細節２「持続可能な農業生産体制を整備する」

P85～P87
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第６節「未来の産業を担う人材の確保と育成」
細節１「関係機関との連携により人材を確保する」

P72
“水産業の後継者・従事者不足が深刻化するなかで、新たな担い手の育成、人材確保、
外国人人材活用、サポート体制の充実に取り組むとともに、就業者が安心して創業する
ための体制づくりを推進します。”

P77
“農業生産活動における資材や機材の確保、技術の習得などに対する支援を推進しま
す。”
“農業の後継者不足の解消に向けた、新たな担い手の育成、人材を確保するための活動
を支援します。”

Ｐ87
“国・県との連携による就業・雇用機会の拡充を図ります。”

既存

修正

既存

多彩な祭り・文化・スポーツによる
交流人口の拡大（祭りや伝統芸能を
保存、継承する取組への支援と市内
外への情報発信）

P79～P81
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第４節「地域資源を活かした観光事業の振興」
細節１「地域資源を活用した観光誘客を推進する」

P105～Ｐ107
基本目標5「豊かな心を育みいのちを未来につなぐまち」
第６節「生涯にわたるスポーツ活動の推進」
細節３「スポーツを通じた交流活動を推進する」

P125～P143
重点取組項目「人口戦略の推進」
対応方針４「災害に強く安全安心に暮らせる魅力的なまちをつくる」
施策２「資源を活かした地域の魅力づくりを推進する」

P102～Ｐ104
基本目標5「豊かな心を育みいのちを未来につなぐまち」
第5節「豊かな地域社会を育む生涯学習の推進」
細節1「生涯学習環境を強化する」

P81修正
“豊かな自然や多彩な食材、文化、イベント、伝統産業など地域の多様な資源を活かし
て、観光の魅力づくりを推進し、交流人口の拡大を図ります。”

P107
“スポーツ大会や各種イベントの開催、スポーツ合宿の誘致などを通じた交流促進によ
る地域の活性化を図ります。”

P143修正
“選ばれる観光地域づくりを推進し、交流人口の拡大を図ります。”
“地域資源を活かした農山漁村・観光地域づくりを推進し、交流人口の拡大を図りま
す。”

P104
“地域の芸術文化の発展を促し、地域文化の振興と向上を実現するため、文化芸術活動
を行う団体との連携を強化し、市民の文化芸術活動を支援します。”

修正

既存

修正

既存

豊かな自然保護と魅力の発信

P31～P33
基本目標２「都市と自然が調和し快適とやすらぎが生まれるまち」
第１節「豊かな自然環境の保全・生活環境の充実」
細節１「自然環境保全の普及・啓発を行う」

P33
“地域の自然環境を調査し、希少な植物群落などの保全に努めます。”
“市民などと協働して各種イベントを開催し、環境保全に関する意識高揚のための普
及・啓発活動を行います。”
“自然の魅力を広く伝えるとともに、積極的に環境へ配慮した行動ができる環境市民の
育成を目指します。”

既存

趣味やボランティアに集えるまちづ
くり（中間支援組織の活用）

P50～P52
基本目標３「共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮
らせるまち」
第２節「生きがいを持ち自分らしく暮らせる高齢者福祉の充実」
細節１「高齢者の生きがいづくりを推進する」

P102～P104
基本目標5「豊かな心を育みいのちを未来につなぐまち」
第５節「豊かな地域社会を育む生涯学習の推進」
細節１「生涯学習環境を強化する」

P52
“高齢者の余暇を利用した創造的活動や趣味を活用した各種教養講座を実施するととも
に、地域における老人クラブ活動の支援を行い、高齢者の生きがいの創出や社会参加を
推進します。”

P104
“芸術文化の向上と市民の教養、豊かな感性を高めるため、様々な地域の文化や芸術に
触れる機会を提供します。”
“地域の芸術文化の発展を促し、地域文化の振興と向上を実現するため、文化芸術活動
を行う団体との連携を強化し、市民の文化芸術活動を支援します。”

既存

4
社会経済への
対応

5
生活幸福度の
向上

6



№ 大分類 小分類 基本計画　記載箇所 内容

ＳＤＧｓ未来都市の構築

P5
「SDGｓとの関係」
P147～P151
重点取組項目「未来都市の実現」
対応方針１「コミュニティを核とした持続可能な地域社会をつくる」
施策１「地域に雇用を生み稼ぐ仕組みを構築する」
施策２「地域コミュニティによる支え合いを推進する」
施策３「低炭素社会を実現する」

P5
総合計画全編に渡り、計画に取り組み事によって達成されるSDGｓの各ゴールを表現。

P147～P151
「未来都市の実現」ではグリーンスローモビリティを掲げ、具体的なSDGｓに対する本
市の取組を重点取組項目として表現。

既存

仙石・東北ラインの女川までの増便

P24～P26
基本目標１「住民同士の絆・支え合いで安全安心に暮らせるまち」
第5節「持続可能な公共交通ネットワーク整備の推進」
細節１「持続可能な公共交通体系を構築する」

P26
“社会の変化や市民ニーズに対応しつつ、財政収支などの経済面も考慮した持続可能な
公共交通ネットワークを構築します。”

既存

新たな観光の構築
（旧町地区の観光資源を対外的に広
くアピールし、観光ルートを旧町地
区まで拡大）

P79～P81
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第４節「地域資源を活かした観光事業の振興」
細節１「地域資源を活用した観光誘客を推進する」
細節２「観光振興体制を構築する」

P81
“ 豊かな自然や多彩な食材、文化、イベント、伝統産業など地域の多様な資源を活かし
て、観光の魅力づくりを推進し、交流人口の拡大を図ります。”
“ 石巻圏観光推進機構などとの連携によるターゲットを明確化したメニュー・コースの
提供、ルート案内システムの構築を推進します”

既存

石巻・新庄道路ほか交通体系の整備
促進

P37～P43
基本目標２「都市と自然が調和し快適とやすらぎが生まれるまち」
第3節「安全安心な住環境と都市機能の整備の推進」
細節5「道路整備を推進する」

P43
“ 本市と市外を結ぶ広域幹線道路である石巻新庄道路や市内各地域を結ぶ主要幹線道路
である国道・県道の整備促進について、国・県などの関係機関への働きかけを行い、整
備促進を図ります。”
“地区内の交通の円滑化と防災機能の向上、歩行者の安全性確保、さらには地区外との
道路交通体系を形成するための生活幹線道路網の整備を推進します。”

既存

石巻港を核とした物流拠点都市の形
成

P37～P44
基本目標２「都市と自然が調和し快適とやすらぎが生まれるまち」
第3節「安全安心な住環境と都市機能の整備の推進」
細節8「河川・港湾の整備を推進する」

P44
“北上川下流域の河川整備の促進及び石巻港の整備・利用の促進について、国・県など
の関係機関へ働きかけを行い、整備の促進を図ります。”

既存

水辺の緑のプロムナードを最大限活
用した交流人口の拡大（映画のロケ
地、川開きのメイン会場として活用
するとともに、隣接市街地との一体
的な雰囲気の醸成などによる魅力の
向上を図る）

P79～P81
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第４節「地域資源を活かした観光事業の振興」
細節１「地域資源を活用した観光誘客を推進する」
細節２「観光振興体制を構築する」

P65～P68
基本目標４「多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち」
第１節「賑わいと活気にあふれる商工業の振興」
細節４「中心市街地活性化を推進する」

P81
“ 豊かな自然や多彩な食材、文化、イベント、伝統産業など地域の多様な資源を活かし
て、観光の魅力づくりを推進し、交流人口の拡大を図ります。”
“震災遺構、RPGアプリ、水辺の賑わい空間によるプロモーションなど多様な手法を用
いた観光誘客PRを推進します。”
“ 石巻圏観光推進機構などとの連携によるターゲットを明確化したメニュー・コースの
提供、ルート案内システムの構築を推進します”

P68
“中心市街地の魅力を多角的に収集し、幅広い世代に向け、デジタル技術を活用した新
たな手法によるPRを推進し、賑わいの創出を図ります。”

既存

既存

施策の優先順位を明確化
短期（3年以内）、中期（6年以
内）、長期（6年以上）

Ｐ112～P114
基本目標６「市民の声が共鳴し市民と行政が共に創るまち」
第２節「持続可能な行財政運営の推進」
細節１「限られた人材、財源等を最大限活用できる体制を構築する」

P114
“ 各種施策の取組状況や成果を外部委員会などによる点検・評価を踏まえて行政運営に
反映させる効果的な行政評価制度を確立します。”
“政策課題に応じた的確な体制づくりによって、政策研究機能の充実強化を図るととも
に、研究成果を施策に反映できる仕組みを構築します。”
※実施計画により事業の優先順位を明確化する予定。

既存

7 その他

6
社会資本整備
と
観光戦略
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№ 大分類 小分類 基本計画　記載箇所 内容

ヒト・モノ・カネ・情報といった政
策資源の最適利用

Ｐ112～P114
基本目標６「市民の声が共鳴し市民と行政が共に創るまち」
第２節「持続可能な行財政運営の推進」
細節１「限られた人材、財源等を最大限活用できる体制を構築する」

P114
“各種施策の取組状況や成果を外部委員会などによる点検・評価を踏まえて行政運営に
反映させる効果的な行政評価制度を確立します。”
“政策課題に応じた的確な体制づくりによって、政策研究機能の充実強化を図るととも
に、研究成果を施策に反映できる仕組みを構築します。”
“地域課題の解消が期待できる有用な行政情報をオープンデータとすることで、課題解
決と地域の活性化を促します。”

既存

PDCAサイクルの徹底、市民への見
える化

P8
「計画の推進」

P8
ＰＤＣＡサイクルにより計画を推進。外部委員などによる事業評価。

既存

石巻まちづくり財団の設置（民間の
人材や大学の研究者等を登用し、先
端的な考え方や手法でまちづくりを
革新する）

P12～P14
基本目標１「住民同士の絆・支え合いで安全安心に暮らせるまち」
第１節「共生型社会に向けた地域コミュニティ活動活性化の充実」
細節１「コミュニティ活動の活性化を図る」

P12追加
“こうしたことから、中立的な立場で支援を行う中間支援組織など、先端的な考え方や
手法を取り入れたまちづくりを推進する必要があります。”

P14
“住民自治組織の立ち上げや、住民主体で開催するコミュニティ活動、住民交流事業の
開催、また、中立的立場で支援を行う中間支援組織の活用など市民ニーズに対応した地
域コミュニティの形成を促進します。”

追加

既存

積極的な情報公開

P109～P111
基本目標６「市民の声が共鳴し市民と行政が共に創るまち」
第１節「市民に寄り添い信頼される行政運営の推進」
細節3「情報公開等による透明性の確保を推進する」

P111
“ 情報公開制度に基づき、市政について市民の知る権利を保障し、併せて説明責任を果
たすため、個人情報の保護に配慮した適切かつ迅速な情報公開を積極的に推進しま
す。”

既存

公益通報体制による、市政の透明性
の確保

P109～P111
基本目標６「市民の声が共鳴し市民と行政が共に創るまち」
第1節「市民に寄り添い信頼される行政運営の推進」
細節3「情報公開等による透明性の確保を推進する」

P111追加
“ 公益通報体制の確立など、法令遵守や職員の倫理意識の高揚に努め、民主的で透明性
の高い市政運営を推進します。”

追加

広聴事業の充実（移動市長室や市長
への手紙など）

P109～P111
基本目標６「市民の声が共鳴し市民と行政が共に創るまち」
第１節「市民に寄り添い信頼される行政運営の推進」
細節1「多様な市民ニーズの把握に努める」

P111修正
“より良いまちづくりを目指し、市民からの意見・提案を市政に反映するため、市民意
識調査、市政教室、まちづくり懇談会、動く市長室、市長への手紙などを実施し、庁内
での情報共有を行い、市民と一体となったまちづくりを進めます。”

修正

人口減少原因の綿密な調査・分析
Ｐ125～P145
重点取組項目「人口戦略の推進」全般

P125～P145
重点取組項目「人口戦略の推進」で本市の人口戦略の取組を記載。
第２次総合計画策定の際に、アンケート調査等を実施。

既存

職員のやる気を引き出す人事評価と
配置

Ｐ112～P114
基本目標６「市民の声が共鳴し市民と行政が共に創るまち」
第２節「持続可能な行財政運営の推進」
細節１「限られた人材、財源等を最大限活用できる体制を構築する」

P114
“市民に求められる職員像の実現に向けた職員研修などにより、職員の意識改革に努め
ます。”

既存

7 その他
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№ 大分類 小分類 基本計画　記載箇所 内容

各種事業の聖域なき見直し

Ｐ112～P114
基本目標６「市民の声が共鳴し市民と行政が共に創るまち」
第２節「持続可能な行財政運営の推進」
細節１「限られた人材、財源等を最大限活用できる体制を構築する」

P114
“ 各種施策の取組状況や成果を外部委員会などによる点検・評価を踏まえて行政運営に
反映させる効果的な行政評価制度を確立します。”
“政策課題に応じた的確な体制づくりによって、政策研究機能の充実強化を図るととも
に、研究成果を施策に反映できる仕組みを構築します。”

既存

人口減少に応じた公共施設の整理と
廃止

Ｐ112～P114
基本目標６「市民の声が共鳴し市民と行政が共に創るまち」
第２節「持続可能な行財政運営の推進」
細節１「限られた人材、財源等を最大限活用できる体制を構築する」
細節2「公有財産の有効的な利活用を図る」

P114
“ 各種施策の取組状況や成果を外部委員会などによる点検・評価を踏まえて行政運営に
反映させる効果的な行政評価制度を確立します。”
“政策課題に応じた的確な体制づくりによって、政策研究機能の充実強化を図るととも
に、研究成果を施策に反映できる仕組みを構築します。”
“未利用の市有地などの公有財産を随時処分し、財源確保を図ります。”

既存

7 その他
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