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第 6 章  

地域の個性が輝き 

融和するまち 
 

 

■ 第１節 地域の風土に根ざした魅力や資源を守り育てる 

■ 第２節 地域間連携により、大きな魅力を創出する 

■ 第３節 快適な生活環境を実現できる地域にする 

■ 第４節 だれもが利用しやすい、生活を支える公共交通を確保する 
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第６章 地域の個性が輝き融和するまち 

◎◎  基基  本本  目目  標標 
 
 
 
 

◎◎  施施  策策  のの  体体  系系  

第１節 地域の風土に根ざした魅力や資源を守り育てる 
１ 個性ある地域をつくる 

 
 第２節 地域間連携により、大きな魅力を創出する 

１ 国・県道の整備を促進する 
２ 日常生活を支える道路網を形成する 

 
      
 第３節 快適な生活環境を実現できる地域にする 

１ 良好な地域を形成する 
２ 生活を支える基盤をつくる 

              
 第４節 だれもが利用しやすい、生活を支える公共交通を確保する 

１ だれもが移動可能な手段を確保する 
２ 離島の交通手段を確保する 

 
 

山・森・川・海・島といった地勢や資源を結び付け、地域の均衡ある発展と一体化

を図り、より大きな魅力を発揮できるまちづくりを目指します。 
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◎◎  事事  業業  概概  要要  

事業コード 06010101 担当部課 摘要 新規

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 離島振興事業実施回数 回 4 4 4 4

成果指標 島への移住人口 人 2 2 2 2

事業コード 06010102 担当部課 摘要

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 申請件数 件 22 23 23 23

成果指標 活動実績件数 件 20 23 23 23

事業コード 06010104 担当部課 摘要

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 開催日数 日 2 2

成果指標 入込数 人 1,000 1,000

指　標　名

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

書斎における４つの宝「筆・硯・和紙・墨」の伝統的工芸品産
地（国指定）のうち、石巻市（雄勝硯）、広島県熊野町（筆）、鳥
取市（因洲和紙）、三重県鈴鹿市（墨）の文房四宝が一同に会
して、高度な伝統技法によって生み出される伝統工芸品を広く
県内外に紹介することにより、伝統産業の普及振興を図る。

実施

指　標　名

産業部観光課

伝統産業育成支援事業（文房四宝まつり） Ｈ１９～Ｈ２８（隔年）

　地域づくり基金助成金を活用し、市民が行政と協働のまちづ
くりにより実施する事業や、市全域のまちづくりのために地域コ
ミュニティ活性化を図る事業に対して、適切な支援を実施し地
域振興を図っていく。

実施 実施 実施

企画部市民活動推進課

地域づくり基金事業 H１７～H２８

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

H１９～H２８離島振興対策事業

企画部総合政策課

指　標　名

　県内外の離島を有する市町村と一体となって、離島振興策
への取組みを実施する。
　「石巻愛ランドプラン」に基づき、振興施策を具体化させるた
めの組織作りをはじめ実践に努める。
　定住人口、交流人口を増加させるため、希望者への対応に
取り組む。

実施 実施 実施

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容
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事業コード 06010105 担当部課 摘要

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 実施事業数 件 7 7 7 7

成果指標 活動（ＰＲ等）回数 回 70 70 70 70

事業コード 06010106 担当部課 摘要 新規

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 地域間交流事業回数 回 7 7 7 7

成果指標 交流参加人数 人 100 100 100 100

事業コード 06020201 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

測量設計 道路改良

L=850ｍ Ｌ＝150ｍ

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 1 11

成果指標 道路改良率 ％ 0 10

事業コード 06020202 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 55 64 73 81

成果指標 走行時間の短縮 分 1.9 1.9 1.9 4.2

指　標　名

本路線は石巻工業港を起点として、中浦橋で国道45号と交
差し、蛇田字東道下地内で国道45号に接続する石巻市都市
圏道路網の骨格をなす重要幹線道路で、三陸縦貫自動車道
のアクセス機能を持つ本路線の全線供用が急務となっており、
計画延長Ｌ＝951ｍ、計画幅員Ｗ＝27～42ｍの街路整備事業
を実施する。

道路改良工事
用地取得

道路改良工事
用地取得

道路改良工事

建設部都市計画課

石巻工業港曽波神線街路整備事業 Ｈ２～Ｈ２６

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　女川町猪落地区と（主）石巻鮎川線を結ぶ市道で、国道398
号の迂回路及び災害時の避難路的な役割を担っているため、
道路改良（Ｌ＝1,550ｍ、Ｗ＝7.5ｍ）を行う。

指　標　名

指　標　名

建設部道路課

屋敷浜・猪落線道路改良事業 H２３～H２７

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　マンガ文化を生かした地域づくりに取り組む市による共同事
業を展開し、地域間交流を積極的に行う。
(みちのくマンガロード連絡協議会事業）

実施 実施 実施

指　標　名

企画部総合政策課

マンガランド構想推進事業 H１９～H２８

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

伝統工芸品に指定されている雄勝硯の継承、産地、生産者
の体質強化を図るため、年次振興計画を柱に実施される事業
活動への支援を行う。

実施 実施 実施

産業部観光課

伝統技術継承支援事業（伝統工芸品支援事業） Ｈ１９～Ｈ２８
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事業コード 06020204 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 31 53 75 100

成果指標 道路改良率 ％ 17 45 72 100

事業コード 06020205 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

道路改良 道路改良

Ｌ＝100ｍ Ｌ＝120ｍ

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 82 90 100

成果指標 道路改良率 ％ 79 84 100

事業コード 06020206 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

舗装改良 舗装改良 舗装改良

Ｌ＝50ｍ Ｌ＝100ｍ Ｌ＝100ｍ

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 54 63 72 80

成果指標 舗装改良率 ％ 43 50 60 70

事業コード 06020209 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

本工事費 本工事費 本工事費

Ｌ＝100ｍ Ｌ＝200ｍ Ｌ＝200ｍ

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 2 3 5 7

成果指標 側溝改良率 ％ 2 3 5 7

本工事
L=370ｍ

本工事
L=400ｍ

本工事
L=630ｍ

指　標　名

　向陽町地区の道路側溝は、上げ蓋式の側溝であり、また、老
朽化が著しく、生活環境の支障となっているため、早期の改修
を行う。　（L=4,000ｍ）

指　標　名

建設部道路課

市内一円側溝改良事業 H２１～H３０

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　本路線は道路幅員が狭く交互通行となっており、歩行者の
安全が確保できない。また、沿線には小中学校があり、通学路
として利用されているため、道路の改良事業（Ｌ＝1,240ｍ、Ｗ
＝8ｍ）によりその解消を図る。

指　標　名

H１５～H２６

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

建設部道路課

石井閘門水押堤防線道路改良事業 H１５～H２３

建設部道路課

南経塚鹿又線道路改良事業 H２０～H２４

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

本路線は蛇田地区と河南地区を結ぶ幹線道路であり、近年
交通量が増加し路面の損傷が著しい。また、歩道が未設置で
歩行者、自転車の道路利用者が危険にさらされているため、
全体延長Ｌ＝1,650ｍをＷ＝10ｍに拡幅改良を行う。

　交通量の増加に伴い、既設路面の損傷・わだち掘れ等が著
しく、振動騒音排水不良が発生し、利用者が通行に支障をき
たしている。このため、特に交通量が多い中埣橋石巻大橋伊
原津線ほかの幹線市道の舗装を改良するもの。（L=2,230m）

指　標　名

建設部道路課

幹線市道舗装改良事業



 - 102 - 

事業コード 06020212 担当部課 摘要

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

実施

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ － 100

成果指標 － － － －

事業コード 06020213 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

道路改良 道路改良

Ｌ＝50ｍ Ｌ＝45ｍ

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 79 79 81 82

成果指標 道路改良率 ％ 76 76 79 82

事業コード 06020215 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

　 　

用地取得 用地取得

Ａ＝5,037㎡ Ａ＝5,038㎡

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 50 75 100

成果指標 用地取得率 ％ 50 75 100

事業コード 06020216 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 整備件数 件 13 14 14 14

成果指標 整備件数 件 13 14 14 14

指　標　名

H２１～H２２

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　新市として道路台帳を統合管理するシステムの構築を行う。

建設部道路課

道路台帳整理事業

建設部道路課

樫崎・拾貫線道路整備事業 H７～H３０

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　樫崎地区と太田地区を連絡する桃生小学校への通学路と
なっているが、軟弱地盤で路面の損傷が著しく、また、三陸自
動車道から南側については狭隘であるため、L＝1,600ｍの道
路改良を行う。

指　標　名

河北総合支所産業建設課

三輪田線道路改良事業 H２０～２３

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　三輪田地区のほ場整備事業地内で必要となる道路用地を効
率的に取得する。（Ａ＝30,255㎡）

指　標　名

建設部建築指導課

狭あい道路整備事業 Ｈ５～Ｈ２８

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

幅員4ｍ未満の狭あい道路について拡幅整備を促進すること
により、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図る。
（工作物移設、登記、道路境界確定14件）

実施 実施 実施

指　標　名
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事業コード 06020217 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

道路改良 道路改良 道路改良

L=187m L=187m L=187m

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 40 60 80 100

成果指標 道路改良率 ％ 34 56 78 100

事業コード 06020219 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

用地測量 用地・補償

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 5 17

成果指標 道路改良率 ％ － 15

事業コード 06020223 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

待避所設置

５箇所

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 100

成果指標 待避所設置率 ％ 100

事業コード 06020224 担当部課 摘要 新規･建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

実施 実施 実施

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 整備件数 件 6 4 6 6

成果指標 整備件数 件 6 4 6 6

北上総合支所産業建設課

河北長尾線･山崎馬鞍線道路整備事業 H２０～H２４

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　皿貝川の河川改修に併せ市道の改良工事を行い、一体的
な整備を実施することにより効率的な整備を行う。市道改良に
ついては、県との合併施行で実施し、その費用を協定書に基
づき支出する。（Ｌ=847.7m、W=7.5m）

指　標　名

河南総合支所産業建設課

二間堀右岸道路改良事業 H１７～H３２

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　現況は水路が並行し狭隘であり、緊急車両が通行できず、
すれ違いにも苦慮しているため、Ｌ＝1,000ｍをＷ＝4～5ｍに
拡幅改良する。

指　標　名

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

北上総合支所産業建設課

小泊小指線待避所設置事業

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　本路線は、移転整備する相川保育所への通園路にもなるこ
とから、通行車両の安全を確保するため、待避所５箇所を整備
する。

H２２

指　標　名

建設部道路課

私道等舗装整備助成事業 H１５～H２６

　生活環境の向上及び交通の安全を確保するため、私道の整
備に対し、舗装55/100、側溝70/100を補助する。

指　標　名
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事業コード 06030101 担当部課 摘要

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 89.7 89.8 89.9 90.0

成果指標 認証率 ％ 100 100 100 100

事業コード 06030102 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 99 100

成果指標 保留地処分 区画 106 80

事業コード 06030104 担当部課 摘要

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 97.4 100

成果指標 都市計画図販売枚数 枚 150 190

建設部建設総務課

地籍調査事業 S４１～H７７

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　毎筆の土地について、地番、地目、所有者の調査や境界及
び地籍に関する測量を行い、正確な「地籍図」及び「地籍簿」
を作成する。
　・対象面積 137.45K㎡
　・除外面積  15.50K㎡
　・調査面積 121.95K㎡

　開北一丁目
等2単位地区
面積0.19K㎡
筆数827筆

　開北三丁目
等5単位地区
面積0.17K㎡
筆数886筆

　住吉一丁目
等2単位地区
面積0.18K㎡
筆数858筆

指　標　名

建設部都市計画課

土地区画整理事業 Ｈ９～Ｈ２３

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資
する。（組合施行：５組合）
・地区面積　Ａ＝145.5ｈａ
・総事業費　21.635百万円
【内訳】
・渡波北部土地区画整理事業(H9～H21)
　　　　地区面積　Ａ＝19.0ｈａ
　　　　総事業費　2.274百万円
・蛇田北部土地区画整理事業(H11～H23)
　　　　地区面積　Ａ＝17.0ｈａ
　　　　総事業費　2.612百万円
・蛇田西部土地区画整理事業(H11～H22)
         地区面積　Ａ＝30.0ｈａ
         総事業費　3.687百万円
・蛇田中央土地区画整理事業(H14～H22)
　　　　地区面積　Ａ＝56.1ｈａ
　　　　総事業費　9.764百万円
・南境土地区画整理事業(H9～H22)
　　　　地区面積　Ａ＝23.4ｈａ
　　　　総事業費　3.298百万円

(蛇田北部)
補助的経費

(蛇田西部)
補助的経費

(南境)
補助的経費

指　標　名

建設部都市計画課

都市計画図作成事業 H１７～H２２

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

都市計画図は、都市計画法に基づく土地利用計画や都市
施設及び市街地整備について、その位置・区域等を示した図
面であり、それを最新情報に修正した図面を作成する。
・都市計画図　1/2,500　　37面（H17～H21）
・      〃　　 　　1/15,000　　1面（H22）

実施

指　標　名
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事業コード 06030105 担当部課 摘要 新規

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ － － 100

成果指標 － － － － －

事業コード 06030201 担当部課 摘要

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 － － － － － －

成果指標 － － － － － －

事業コード 06030203 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 整備事業実施率 ％ ― 100 100 100

成果指標 ― ― ― ― ― ―

事業コード 06030204 担当部課 摘要 新規･建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 増設墓所数 基 48

成果指標 増設墓所数 基 48

指　標　名

本市の公営住宅については、昭和３７年から昭和６０年頃に
建設された老朽住宅が多く、屋根・外壁の防水及び住宅内の
水廻りの改修、さらには、法律の改正や時代のニーズにあった
メディアの整備が必要になってきたことから、国の「地域住宅交
付金事業」を活用し、老朽化した住宅の住戸改善等を積極的
に実施する。

公共下水道
接続工事他

給水施設改
修工事他

上水道等の整備及び管理を適正に行い、地域住民に安全
でおいしい水を供給し、公衆衛生の向上と生活環境の改善に
寄与するため、法令等に基づき負担金を支出する。

実施 実施 実施

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

企画部総合政策課

国土利用計画策定事業 Ｈ２２～Ｈ２３

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　国土利用計画法に基づき、市町村計画を策定する。 計画策定 計画策定

指　標　名

生活環境部環境対策課

上水道対策事業 Ｈ２～Ｈ５０

指　標　名

生活環境部環境対策課

石巻霊園墓所増設事業 Ｈ２２

建設部建築課

地域住宅整備事業 H22～H26

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

断熱化対応
工事他

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

石巻霊園については、平成21年3月末日現在で造成区画数
4,997基の内、残区画数が101基となっており、墓地が不足して
いる状況にあることから、既存墓域の墓所増設可能部分に48
基の墓所を増設する。

実施

指　標　名
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事業コード 06030205 担当部課 摘要 新規･建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 改葬墓所数 基 100

成果指標 改葬墓所数 基 100

事業コード 06030206 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業進捗率 ％ 　 100

成果指標 － － 　 ―

事業コード 06040101 担当部課 摘要

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 国・県補助路線数 路線 5 5 5 5

成果指標 平均乗車密度 人 3.6 3.6 3.6 3.6

事業コード 06040102 担当部課 摘要

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 運行便数 便数/日 27 27

成果指標 利用者数 人 32,000 32,000

生活環境部環境対策課

北鰐山墓地無縁墳墓改葬事業 Ｈ２４～Ｈ２５

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　平成21年3月末日現在で2,289基の墓所の内1,920基が移転
完了し、未移転の墓所は369基となっている。その内、約200基
が無縁墳墓と思われる状況にある。これらの無縁墳墓につい
て、法律及び条例に基づき無縁改葬の実施、墓石等の撤去、
処分を実施する。

実施

指　標　名

生活環境部環境対策課

石巻霊園揚水ポンプ交換事業 Ｈ２２

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

昭和47年から昭和52年に設置された石巻霊園揚水ポンプ場
は、経年による老朽化が著しく、故障が発生した場合、部品供
給不能等により修繕できなくなる恐れが出ていることから、第1
ポンプ場及び第2ポンプ場の揚水ポンプの交換を実施する。

実施

指　標　名

企画部総合政策課

路線バス運行費補助事業 H１９～H２８

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　石巻市総合交通計画に基づき、市内における各エリアを結
ぶ幹線バス交通と石巻エリア内を運行するバス路線を維持す
るため、運行主体である㈱ミヤコーバスに対し運行費を補助す
るもの。
　また、国庫補助対象路線及び県補助対象路線については、
国・県と協調補助を行うもの。

実施 実施 実施

指　標　名

企画部総合政策課

牡鹿地区市民バス運行事業 Ｈ１９～Ｈ２２

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　牡鹿地区及び網地島内の交通手段を確保することにより、高
齢者をはじめとする地域住民の生活の足の確保及び生活の
安定と福祉の向上を図り、また、小・中学生や高校生の通学手
段の確保と安全性を図るため市が運行を行う。

実施

指　標　名
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事業コード 06040103 担当部課 摘要

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 運行協議会等数 団体 8 10 11 11

成果指標 利用者数 人 54,900 66,600 98,600 98,600

事業コード 06040201 担当部課 摘要

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 運航調整会議開催数 回 1 1 1 1

成果指標 年間乗客数 人 73,144 69,830 69,860 69,900

事業コード 06040202 担当部課 摘要 建設

事業名 事業期間

H22年度 H23年度 H24年度

単位 H21見込値 H22目標値 H23目標値 H24目標値

活動指標 事業の進捗率 ％ 3 100

成果指標
安心して離島航路を利用で
きるようになったと思う島民
の割合

％ － 80

企画部総合政策課

住民バス運行費補助事業 H１９～H２８

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　高齢化の進展やバス路線の廃止に対応し、移動手段を持た
ない高齢者等が、住み慣れた地域で日常生活上の外出・移動
を可能な限り行なえるよう、地域住民の代表者が運営主体と
なって運行する住民バスや乗合タクシーの運行事業に対して
支援を行う。

実施 実施 実施

指　標　名

企画部総合政策課

離島航路維持事業 H１９～H２８

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　離島航路法整備法に基づく航路維持のための補助並びに
航路事業者の経営安定を図るための補助及び運転資金の貸
し付けを行い、島民の生活生命線である離島航路を安定的に
確保し、島民の生活・福祉の向上を図るもの。

実施 実施 実施

指　標　名

企画部総合政策課

離島航路発着所整備事業 H２１～H２２

指　標　名

事　　業　　概　　要（全体計画）
年度別事業内容

　国土交通省の「みなと振興計画」に基づき、県港湾課が整備
する石巻港内港地区の浮き桟橋整備に合わせ、周辺地等の
整備を行い、島民及び観光客が安全かつ快適に利用できる
離島航路の発着所整備を行うもの。

・観光ＰＲ板整備
・案内標識整備
・外灯整備
・駐車場整備
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