実施計画事業名一覧
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実 施 計 画 事 業 名 一 覧

第１章 ともに創
ともに創る協働のまち
協働のまち
第１節 住民の
住民の自治力を
自治力を強化する
強化する
・合併３周年記念事業------------------------------- 7
・石巻市ＮＰＯ支援オフィス支援推進事業 -- 7
・集会所建設費補助事業 --------------------------- 7
第２節 市民
市民のまちづくりに
のまちづくりに対
のまちづくりに対する関心
する関心を
関心を
高める
・「市報いしのまき」発行事業-------------------- 7
・地域まちづくり委員会 --------------------------- 8
・男女共同参画推進事業
（社会づくりの推進） --------------------------- 8
第３節 市民満足度の
市民満足度の高い行政サービス
行政サービスを
サービスを
提供する
提供する
・新庁舎建設事業 ------------------------------------- 8
・庁内情報化推進事業------------------------------- 8
・電算室空調機設備工事 --------------------------- 9
第４節 安定した
安定した行財政運営
構築する
した行財政運営を
行財政運営を構築する
・土地評価に係る基礎資料整備業務 ------------ 9

第２章 個性
個性と
と創造性豊かな
創造性豊かな未来
かな未来の
未来の担い手
を
はぐくむまち
第１節 「生きる力
きる力」を持つ子どもたちを
育成する
育成する
・私立幼稚園支援事業------------------------------12
・学校医・薬剤師配置事業 -----------------------12
・健康診断・検査等実施事業 --------------------13
・特別支援教育共同実習事業 --------------------13
・適応指導教室運営事業 --------------------------13
・就学援助・特殊教育就学奨励事業 -----------13
・遠距離通学支援事業------------------------------14
・教職員健康診断実施事業 -----------------------14
・ハイスクールカウンセラー配置事業 --------14
・スクールカウンセラー配置事業 --------------14
・教育研究団体等支援事業 -----------------------15
・奨学金貸与事業 ------------------------------------15
・学校図書整備事業 ---------------------------------15
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・情報教育推進事業---------------------------------16
・雄勝小学校校舎地震補強事業 -----------------16
・荻浜中学校校舎地震補強事業 -----------------16
・門脇中学校体育館改築事業 --------------------17
・石巻小学校校舎地震補強事業 -----------------17
・鮎川中学校校舎大規模改修事業 --------------17
・釜小学校校舎地震補強事業 --------------------17
・山下中学校空気調和設備機器等
機能復旧事業 ---------------------------------------18
・中里小学校校舎地震補強事業 -----------------18
・門脇中学校校舎地震補強事業 -----------------18
・石巻専修大学創立２０年記念事業費
補助金 ------------------------------------------------18

第２節 地域全体で
地域全体で子どもたちを育成
どもたちを育成する
育成する
・青少年健全育成事業------------------------------19
第３節 新たな時代
たな時代を
時代を創造する
創造する人材
する人材を
人材を育成する
育成する
・山形県河北町との友好都市交流事業--------19
・茨城県ひたちなか市との姉妹都市
交流事業 ---------------------------------------------19
・温州市との友好都市交流事業 -----------------19
・中学生海外研修事業------------------------------20
・友好都市交流事業エバレットコミュニ
ティーカレッジ短期語学研修 -----------------20
・国際理解教育推進事業 --------------------------20
・石巻地域高等教育事業団事業 -----------------20
・自然体験学習推進事業 --------------------------21
・産業文化体験学習推進事業 --------------------21

第３章 地域資源
地域資源を
を活かして元気産業
かして元気産業を
元気産業を
創造するまち
創造するまち
第１節 石巻独自
石巻独自の
の技術開発や
技術開発や新産業を
新産業を
創出する
創出する
・産業業務機能支援中核施設整備事業--------24
・石巻市企業誘致条例助成金 --------------------24
・商工会事業費補助金------------------------------24
・中小企業融資・小企業小口融資
あっせん事業 ---------------------------------------25
・港湾振興事業 ---------------------------------------25
第２節 いきいきと働
いきいきと働ける就業環境
ける就業環境を
就業環境を創出する
創出する

・高年齢者就業支援事業 --------------------------25
・中小企業勤労者総合福祉事業 -----------------25
・勤労者生活安定資金融資あっせん事業-----26

第３節 持続的な
持続的な水産業の
水産業の発展を
発展を図る
・種苗放流等事業費補助金 -----------------------26
・イワガキ種苗生産研究開発事業費補助金 -26
・水産加工排水処理公社市有財産改修工事 -26
・水産物地方卸売市場流通構造改革拠点漁港
整備事業 --------------------------------------------27
・水産物地方卸売市場改修事業 -----------------27
・魚町地区汚水管補修工事 -----------------------27
・漁港改良助成事業 ---------------------------------27
・県営漁港整備事業（国庫補助事業） --------28
・県営漁港整備事業（県単独事業） -----------28
・長渡漁港地域水産物供給基盤整備事業費 -28
・北上漁港地域水産物供給基盤整備事業-----28
・外国人漁業研修生受入事業 --------------------29
第４節 魅力的な
魅力的な農林業を
農林業を確立する
確立する
・園芸特産重点強化整備事業 --------------------29
・みやぎの水田農業改革支援事業 --------------29
・県営経営体育成基盤整備事業
真野大谷地地区 ------------------------------------29
・県営経営体育成基盤整備事業
真野大谷地２期地区------------------------------30
・県営経営体育成基盤整備事業
河南３期地区 ---------------------------------------30
・県営経営体育成基盤整備事業
河南４期地区 ---------------------------------------30
・県営経営体育成基盤整備事業
北赤井地区 ------------------------------------------30
・県営経営体育成基盤整備事業
蛇沼向地区 ------------------------------------------31
・県営経営体育成基盤整備事業
青木川地区 ------------------------------------------31
・県営経営体育成基盤整備事業
青木川２期地区 ------------------------------------31
・県営経営体育成基盤整備事業 鹿又地区 -31
・県営経営体育成基盤整備事業
広渕沼地区 ------------------------------------------32
・県営経営体育成基盤整備事業
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大川地区 ---------------------------------------------32
・県営経営体育成基盤整備事業
飯野川地区 ------------------------------------------32
・県営経営体育成基盤整備事業
三輪田地区 ------------------------------------------32
・県営経営体育成基盤整備事業 北上地区 -33
・県営経営体育成基盤整備事業
大瓜東部地区 ---------------------------------------33
・県営ため池等整備事業 高木地区 -----------33
・県営かんがい排水事業 皿貝川沿岸地区 -33
・皿貝川沿岸地区かんがい排水事業
（用水分補助金）---------------------------------34
・県営基幹水利施設補修事業
鳥谷坂排水機場 ------------------------------------34
・農地・水・環境保全向上活動支援事業-----34
・里山再生エリア交付金事業 --------------------34
・森林環境保全整備事業（間伐費） -----------35
・森林基幹道整備事業 女川京ヶ森線--------35
第６節 人々が集い、住み、楽しく過
しく過ごせる
中心市街地を
中心市街地を再生する
再生する
・石巻市中心市街地活性化基本計画
策定事業 ---------------------------------------------35

第７節 年間
年間を
を通して観光客
して観光客が
観光客が訪れることに
よりにぎわいを創出
よりにぎわいを創出する
創出する
・まつりイベント事業------------------------------35
・観光ＰＲ事業 ---------------------------------------36

第４章 安心して
安心して健
して健やかに暮
やかに暮らせるまち
第１節 お互いに支
いに支えあい生活
えあい生活できる
生活できる仕組
できる仕組みを
仕組みを
構築する
構築する
・民生委員関係事業---------------------------------40
・社会福祉関係助成---------------------------------40
・生活保護事業 ---------------------------------------40
・国民健康保険人間ドック等事業 --------------41
・特定健康診査 ---------------------------------------41
・特定保健指導 ---------------------------------------41
第２節 生涯を
生涯を通じて元気
じて元気で
元気で健康な
健康な暮らしが

実現できるようにする
実現できるようにする
・健康診査（肝炎ウイルス検査を含む）-----41
・各種がん検診
（胃・大腸・肺・子宮・乳・前立腺）-----42
・骨粗しょう症検診 ---------------------------------42
・各種予防接種 ---------------------------------------42
・結核検診 ---------------------------------------------42
・母子保健事業
（乳幼児健診、育児相談､その他） ---------43
・生活習慣改善事業 ---------------------------------43
・こころの健康づくり事業 -----------------------43
・保健推進員育成事業------------------------------43
・病院群輪番制病院運営事業 --------------------44
・休日等急患診療対策事業 -----------------------44
・石巻赤十字病院新築移転に係る補助金
交付事業 ---------------------------------------------44
・田代浜地区急病患者輸送費補助金 -----------44
・市町村職員退職手当組合負担金
（脱退清算金） ------------------------------------45
・市債償還
（旧公立深谷病院企業団承継分） -----------45
・市立病院医療機器等購入費 --------------------45
第３節 安心
安心して
して子
して子どもを産
どもを産み育てられる支援
てられる支援
体制を
体制を確立する
確立する
・雄勝保育所・子育て支援センター
建設事業 ---------------------------------------------45
・相川保育所・子育て支援センター
建設事業 ---------------------------------------------46
・相川中学校解体工事------------------------------46
・相川中学校跡地進入路改良工事 --------------46
・市道小泊小指線待避所設置工事 --------------46
・子育て支援センター事業 -----------------------47
・放課後児童クラブ事業 --------------------------47
・民間保育所助成事業------------------------------47
・私立保育所助成事業------------------------------47
・母子・父子家庭医療対策事業 -----------------48
・ファミリーサポート事業 -----------------------48
・子育てしやすいまちづくり実施事業 --------48
第４節 安心と
安心と誇りを持
りを持って住
って住み続けられる
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高齢者福祉を
高齢者福祉を充実する
充実する
・敬老祝金支給事業---------------------------------48
・敬老会開催事業 ------------------------------------49
・老人クラブ育成事業------------------------------49
・老人保護対策事業---------------------------------49
・養護老人ホーム万生園施設費負担事業-----49
・ひとり暮らし老人等緊急通報
システム事業 ---------------------------------------50
・介護用品支給事業---------------------------------50
・ミニデイサービス支援事業 --------------------50
・「食」の自立支援事業 ----------------------------50
・訪問型介護予防事業------------------------------51
・遊びリテーション事業 --------------------------51
・高齢者のための健康づくり事業 --------------51
・特別養護老人ホームおしか清心苑施設整備
補助事業 ---------------------------------------------51
・介護予防事業 ---------------------------------------52
・特定高齢者把握事業------------------------------52
・生きがい対応デイサービス事業 --------------52
第５節 自立し
自立し、いきいき暮
いきいき暮らせる
障がい者福祉
がい者福祉の
者福祉の充実を
充実を図る
・手話奉仕員養成事業------------------------------52
・障害者援護施設関係費 --------------------------53
・心身障害者医療対策費 --------------------------53
・特別障害者手当等措置事業 --------------------53
・障害者自立支援給付費 --------------------------53
・相談支援事業 ---------------------------------------54
・日常生活用具給付等事業 -----------------------54
・地域活動支援センター事業 --------------------54
・生活支援事業 ---------------------------------------55
・障害者自立支援特別対策事業費 --------------55
・障害者地域支援体制整備推進事業 -----------55
・障害者移動支援事業------------------------------56
第６節 日常の
日常の身近な
身近な安全性を
安全性を高める
・交通安全推進事業---------------------------------56
・消防団ポンプ置場整備事業 --------------------56
・消防自動車整備事業------------------------------56
・耐震性貯水槽整備事業 --------------------------57
・（仮称）石巻消防署南分署建設事業 ---------57
・自動体外式除細動器設置事業 -----------------57

第７節 災害に
災害に対する備
する備えを充実
えを充実する
充実する
・河北総合支所耐震補強事業 --------------------58
・河南総合支所耐震補強事業 --------------------58
・牡鹿総合支所耐震補強事業 --------------------58
・水浜分浜漁港海岸保全事業 --------------------59
・長面漁港海岸保全施設整備事業 --------------59
・県営事業負担金（急傾斜地） -----------------59
・スクールゾーン内危険ブロック塀等
除却事業 ---------------------------------------------59
・木造住宅耐震診断士派遣事業 -----------------60
・木造住宅耐震改修工事助成事業 --------------60
・魚町雨水側溝整備及び雨水管撤去工事-----60
・橋梁改良事業 ---------------------------------------60
・自主防災組織防災資機材等購入補助事業 -61
・自主防災組織訓練補助事業 --------------------61

第５章 心ゆたかな誇
たかな誇れるまち

（倉埣地区） ---------------------------------------68
第２節 身近な
身近な自然や
自然や生活環境を
生活環境を守る
・環境美化促進事業---------------------------------68
・石巻市環境基本計画
リーディングプロジェクト --------------------68
・公害測定機材購入事業 --------------------------68
・一般下水路整備事業------------------------------69
・埋立地車両整備事業------------------------------69
・新エネルギービジョン事業 --------------------69

第３節 地域に
地域に対する愛着
する愛着や
愛着や誇りをはぐくむ
・市美術展実施事業---------------------------------69
・文化芸術鑑賞事業---------------------------------70
・文化芸術団体の育成事業 -----------------------70
・かほく文化祭補助事業 --------------------------70
・毛利コレクション調査整理事業 --------------70
・歴史文化資料展示施設整備事業 --------------71

第１節 豊かな自然
かな自然を
自然を次世代に
次世代に継承する
継承する
・自然環境確認調査事業 --------------------------63
・環境フェア実施事業------------------------------64
・松くい虫被害防止樹幹注入事業 --------------64
・松くい虫被害防止空中散布事業 --------------64
・松くい虫被害防止奨励伐倒駆除事業 --------64
・松くい虫被害防止伐倒駆除事業（単独） -65
・松くい虫被害防止保全松林緊急保護事業
（衛生伐） ------------------------------------------65
・合併処理浄化槽設置補助事業 -----------------65
・石巻市公共下水道（東部地区）不明水
調査業務 ---------------------------------------------65
・汚水管路施設補修工事 --------------------------66
・石巻市公共下水道事業 --------------------------66
・石巻市東部流域関連公共下水道事業 --------66
・石巻市流域関連公共下水道事業 --------------66
・石巻市特定環境保全公共下水道事業 --------67
・北上川下流流域下水道建設費県営事業
負担金 ------------------------------------------------67
・北上川下流東部流域下水道建設費県営事業
負担金 ------------------------------------------------67
・浄化槽市町村整備事業 --------------------------67

第４節 市民
市民が
が個性を
個性を活かして輝
かして輝ける機会
ける機会を
機会を
つくる
・青年文化祭支援事業------------------------------71
・生涯学習指導者登録事業 -----------------------71
・視聴覚教材センター運営（負担金）事業 -71
・読書環境整備事業---------------------------------72
・追波川河川運動公園環境整備事業 -----------72
・石巻シーサイドマラソン大会 -----------------72
・市民スポーツフェスタ --------------------------72
・石巻市立小学校リレーマラソン大会--------73
・いしのまきキッズ交流大会 --------------------73
・植立山公園管理事業------------------------------73

・農業集落排水資源循環統合補助事業

第２節 地域間連携により
地域間連携により、
により、大きな魅力
きな魅力を
魅力を
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第６章 地域の
地域の個性が
個性が輝き融和するまち
融和するまち
第１節 地域
地域の
の風土に
風土に根ざした魅力
ざした魅力や
魅力や資源を
資源を
守り育てる
・地域づくり基金事業助成金 --------------------76
・伝統産業育成支援事業
（文房四宝まつり）------------------------------76
・伝統技術継承支援事業
（伝統工芸品支援事業） -----------------------77

創出する
創出する
・屋敷浜・猪落線道路改良事業 -----------------77
・石巻工業港曽波神線街路整備事業 -----------77
・河南川尻線街路整備事業 -----------------------77
・南経塚鹿又線道路改良事業 -----------------78
・石井閘門水押堤防線道路改良事業 -----------78
・幹線市道舗装改良事業 --------------------------78
・二番谷地菰継線道路整備事業 -----------------78
・市内一円側溝改良事業 --------------------------79
・新下前沼西道下線ほか１路線道路
改良事業 ---------------------------------------------79
・鳥谷坂大沢線道路改良事業 --------------------79
・道路台帳整理 ---------------------------------------79
・樫崎・拾貫線道路整備事業 --------------------80
・飯野川地区ほ場整備用地取得事業 -----------80
・三輪田地区ほ場整備用地取得事業 -----------80
・狭あい道路対策事業------------------------------80
・河北長尾線道路整備事業 -----------------------81
第３節 快適
快適な
な生活環境を
生活環境を実現できる
実現できる
地域にする
地域にする
・地籍調査事業 ---------------------------------------81
・石巻市土地区画整理事業 -----------------------81
・石巻市都市計画マスタープラン策定業務 -81
・都市計画図作成業務------------------------------82
・上水道対策事業 ------------------------------------82
・石巻霊園ポンプ場改築事業 --------------------82
・地域住宅整備事業 ---------------------------------82
・公営住宅整備事業 ---------------------------------83
・公共賃貸住宅総合計画策定事業 --------------83
第４節 だれもが
だれもが利用
利用しやすい
利用しやすい、
しやすい、生活を
生活を支える
公共交通を
公共交通を確保する
確保する
・路線バス等運行費補助事業 --------------------83
・牡鹿地区市民バス運行事業 --------------------83
・離島航路維持事業 ---------------------------------84
・離島航路発着所整備事業 -----------------------84
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