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施策大綱１ 
みんなで築く 

災害に強いまちづくり 
 

 

 

■ 大区分１ 新たな防災体制の構築 

■ 大区分２ 地域の力でみんなで守る 

■ 大区分３ 減災まちづくりの推進 
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施策大綱１ みんなで築く災害に強いまちづくり 

 ◎ 基 本 目 標

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 施 策 の 体 系 

 

新たな防災体制の構築 

防災施設の整備 

防災拠点・機能の整備 

避難所の配置・運営の見直し 

避難ビル等の設置・機能整備 

情報伝達手段の整備 

防災行政無線等の強化 

IT・携帯電話回線のバックアップ機能強化 

安否確認等システムの整備 

防災対策の見直し 

地域防災計画の見直し 

防災教育の強化 

地域コミュニティによる自主防災組織の機能強化 

安全かつ円滑に避難できる避難路の設定 

女川原子力発電所等の安全確保 

震災記録の継承 
災害アーカイブの公開と記録展示施設の整備 

慰霊碑の建立や震災施設の保存 

地域の力でみんなで守る 

地域コミュニティの再生支援 

行政区機能の復旧 

コミュニティ支援による絆の形成 

集会所等コミュニティ施設の復旧 

多文化共生社会の構築 

協働のまちづくりの推進 

減災まちづくりの推進 

都市基盤の復旧・復興 

市街地の整備 

沿岸部集落の整備 

道路・橋りょうの整備 

雨水排水施設の整備 

下水道施設の整備 

公園緑地の整備 

急傾斜地の整備 

上水道施設の整備 

津波減災施設の復旧・復興 

海岸保全施設の整備 

河川施設の整備 

高盛土道路の整備 

防潮林の整備 

新エネルギー等の活用 
新エネルギー等の活用による環境に配慮した災害に強いま
ちづくりの推進 

・防災施設の機能整備や災害情報の伝達手段、避難経路の整備など防災計画を見直

すとともに、市民が自らの命を守るための防災意識の醸成を推進し、新たな防災

体制を構築します。 

・仮設住宅や新市街地でのコミュニティの形成を支援し、人と人との絆を強め、共

鳴する地域コミュニティの再生を目指します。 

・災害時の被害を最小限にする減災の考え方に基づき、災害に強い都市基盤整備を

進めるとともに、新エネルギーの導入など、環境にも配慮した災害に強いまちづ

くりを推進します。 



事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 食 12,500

成果指標 % 50.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 区 419

成果指標 区 419

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 棟 5

成果指標 % 50.0

実施

指　標　名 目標 目標

非常食の購入 12,500 12,500

非常食の配備率 75.0 100.0

001-101-002-00284 総務部防災対策課 基金

001-101-003-00286 総務部防災対策課 建設・交付金

避難ビル整備事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

津波から市民の安全を確保するため、民間事業者等が設
置・建設する津波避難場所に対し、「石巻市津波避難場所
整備事業補助金」を交付し、津波避難場所の整備を促進す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

避難ビル指定数 5 10

避難が困難と思われる地区の解消 75.0 100.0

災害用備蓄配備事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

大震災の教訓を踏まえ、避難所等への食糧、飲料水、毛布
等の災害用物資の配備を計画的に行う。
・食糧50,000食、飲料水50,000本、災害用毛布50,000枚の
配備。

実施

実施

指　標　名 目標 目標

登録申請行政区数 419 419

支援体制構築行政区数 419 419

001-101-002-00285 福祉部福祉総務課

災害時要援護者避難支援事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

災害発生時における、災害時要援護者の安否確認や避難支
援を円滑に行うため、要援護者の登録、関係機関における
情報共有、地域における支援体制づくりを推進する。

実施
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 52.4

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 基 3

成果指標 % 50.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

建築工事

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

指　標　名 目標 目標

避難タワー設置数

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-101-003-00676 総務部防災対策課 建設・交付金

避難タワー整備事業 平成25年度

津波から市民の安全を確保するため、津波避難ビルの指定
が困難な場所へ避難タワーを整備する。

001-101-003-00287 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

都市防災総合推進事業 平成27年度

事業進捗率 74.9 100.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

被災各地の復興マスタープラン及び事業化検討、まちづく
りアドバイザー派遣等による復興まちづくりを支援する。
また、津波シミュレーションによる多重防御や防災上重点
的かつ緊急に整備する地域を明確化し、避難可能な高台・
施設への避難路を整備する。

実施 実施

避難が困難と思われる地区の解消

建設・交付金

指　標　名 目標 目標

平成27年度

石巻港津波避難ビル（防災備蓄倉庫）整備事業

平成27年度

震災で被災し、取り壊した石巻港湾合同庁舎を国で新たに
整備することから、その建設に併せ、避難ビルとして津波
避難者用の防災備蓄倉庫を合同庁舎内に整備する。

指　標　名 目標

001-101-003-00681 建設部河川港湾室

事業進捗率

平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

目標
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標 % 100.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標 % 100.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 77.0

成果指標 % 77.0

完成率

完成率

今回の震災においては、市民生活における防災に対する安
全対策の考え方を根底から見直しする必要があることか
ら、抜本的に見直した地域防災計画の策定を行う。
H25：風水害編、震災編

指　標　名 目標 目標

地域防災計画改訂事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

地域防災計画の見直しや災害検証、宮城県の被害想定を加
味し、避難場所や避難路、危険区域等の情報をハザード
マップとして作成、配付し、今後の災害に備える。

001-103-001-00295 総務部防災対策課 交付金

ハザードマップ作成事業 平成25年度

自主防災組織率 80.0 82.0

自主防災組織率 80.0 82.0

自主防災組織の更なる機能強化を促進し、地域における防
災力の向上、防災意識の醸成を図るため、防災資機材購入
費、防災倉庫設置購入費、食糧備蓄購入費、防災訓練費の
補助を行う。

実施 実施

001-103-001-00294 総務部防災対策課 交付金

指　標　名 目標 目標

自主防災組織機能強化事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

完成率

001-103-003-00296 総務部防災対策課 基金

指　標　名

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

目標 目標

完成率

事　業　概　要　（全体計画）
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

調査設計

単位 目標

活動指標 % 4.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 30.0

成果指標 % 30.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 回 3

成果指標

平成26年度 平成27年度
事　業　概　要　（全体計画）

年度別事業内容

平成27年度

001-103-004-00298 総務部防災対策課 建設・交付金

誘導表示板設置事業

100.0設置率 70.0

実施 実施

設置率 70.0 100.0

避難経路設定に伴い、避難場所、避難所、避難ビル・タ
ワー、避難所案内板、避難誘導表示板、視覚障害者誘導標
等を設置する。

指　標　名 目標 目標

001-103-005-00300 生活環境部環境放射線対策室

放射線情報公開事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

福島第一原発事故による放射能に対する不安の解消のた
め、本市ホームページにより、放射線量の測定データの提
供や放射線量の基準値、放射線・放射能、原子力発電所の
仕組み等についての情報を提供し、正しい知識の普及啓発
を図る。
また、市民及び学校生徒に対して放射線教室を開催する。

実施 実施

事業進捗率 73.0 100.0

3

災害発生時の緊急輸送路、避難路等になりうる道路を市内
各所に整備する。
H25：調査設計、H26：用地取得・整備、H27整備

用地取得

工事
工事

指　標　名 目標 目標

避難路整備事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-103-004-00297 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

3

指　標　名 目標 目標

放射線教室の開催
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

情報収集・
整理等

単位 目標

活動指標 回 2

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

場所選定
（総合支
所）

単位 目標

活動指標

成果指標 基

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実　施

単位 目標

活動指標

成果指標 回 1

東日本大震災犠牲者追悼式 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-201-001-00303 総務部総務課 基金

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

001-104-001-00301 企画部秘書広報課 基金

平成26年度 平成27年度

情報収集・整
理等

情報収集・整
理等

平成32年度震災記録収集整理事業

展示回数 2 2

実　施

指　標　名 目標 目標

東日本大震災により未曽有の被害を受けたことから、技術
資料、歴史資料等として、その被害状況、復興への道程を
デジタルアーカイブ等で後世に伝えていくもの。

指　標　名 目標 目標

東日本大震災犠牲者追悼式 1 1

東日本大震災により犠牲となった方々を追悼するため、河
北総合センターをメイン会場に市主催の追悼式を開催す
る。
また、各総合支所にも献花台を設置し、一般の参列者の献
花を受け付ける。

実　施

慰霊碑（モニュメント）建立 6 1

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

震災により犠牲となった方々を慰霊するため慰霊碑を建立
する。本庁地区は、今後整備する「鎮魂の森公園」内に設
置する。
また、各総合支所地区内にも同様に慰霊碑を建立する。

庁内検討委員
会

建立業務コン
ペ

実　施

実　施

指　標　名 目標 目標

001-104-002-00302 総務部総務課 建設・交付金

慰霊碑（モニュメント）建立事業 平成27年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 370

成果指標 件 370

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 17

成果指標 件 17

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 3

成果指標 件 50

平成26年度 平成27年度
事　業　概　要　（全体計画）

年度別事業内容

平成32年度コミュニティ形成支援補助事業

001-201-003-00305 企画部市民協働推進課 基金

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成32年度

001-201-004-00307 企画部市民協働推進課

外国人相談窓口開設事業

交付件数 3

実績件数 3

平成26年度 平成27年度

実施

地域コミュニティの再生・形成に不可欠である集会施設を
新築、改築、増築、改修事業する場合や集会所として使用
する目的である既存建物・土地の取得事業に対して助成す
る。

実施 実施

申請件数 370 370

住民主体による地域づくりのためのコミュニケーションづ
くりを推進するため、町内会や仮設住宅団地など比較的小
さいエリアで開催する交流イベント事業等に補助金を交付
し支援する。

指　標　名

指　標　名 目標 目標

001-201-003-00306 企画部市民協働推進課 建設

集会所等コミュニティ施設復旧整備事業

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

目標 目標

目標 目標

相談員数

平成26年度

370実績件数 370

平成26年度 平成27年度

3 3

相談件数 50 50

外国人も安心を実感できるまちとするため、中国語、韓国
語、英語・タガログ語の4か国語対応の外国人相談窓口を
毎週、定期的に開設する。

実施 実施

指　標　名
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 1

成果指標 % 100.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 団体 2

成果指標 件 2

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 団体 8

成果指標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-201-005-00310 企画部市民協働推進課 基金

地域自治システム構築支援事業 平成32年度

001-201-004-00308 企画部市民協働推進課

日本語教室等開設事業 平成32年度

3 5

ボランティア地域活性化事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）

震災で多くの自治組織や各種活動団体等にダメージを受け
ていることから、地域の自治組織の再構築や基盤整備の支
援策を講じるとともに、地域自治システム構築が可能な地
域から段階的に実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

市内には現在、500人を超える外国人住民が住んでおり、
本市で暮らす外国人の交流機会を増やすとともに、地域の
国際化に寄与する団体の育成を図るため、外国人のための
日本語教室を開催する団体の活動を支援する。

実施

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

震災時に多くの支援をいただいた全国各地の方々へ復興情
報を発信、市民へボランティアへの関心を高める機会を設
け、ボランティア活動を通じた「絆」の継続と、地域交流
を促進する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

活動実績団体数 8 8

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

住民自治組織の設立数 3 5

事業申請件数

実施

指　標　名 目標 目標

補助件数 1 1

補助率 100.0 100.0

001-201-005-00678 企画部市民協働推進課 掲載新規
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 23.8

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 百万円 9.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 百万円 1,674.0

成果指標

001-301-001-00314 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

優良建築物等整備事業 平成27年度

事業進捗率 54.7 77.0

目標

土地区画整理事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

事業地区内の宅地が整形になり、道路網、公園が配置さ
れ、避難路、避難場所を整備する。（1釜・大街道、2南
浜、3湊、4新蛇田、5新渡波）285ha
H25換地設計・実施設計、H26：建物補償・造成工事、
H27：公共施設工事

実施 実施

指　標　名 目標

001-301-001-00312 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

まちなか居住を促進し、市街地の環境改善と併せて、津波
避難施設としても活用できる、良好な市街地住宅等の供給
を図るため、民間事業者に対して支援する。

補助対象：調査設計、土地整備、建築工事

実施 実施

市街地再開発事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-001-00315 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

指　標　名 目標 目標

補助金交付額 118.5 118.5

まちなか居住を促進するとともに、被災市街地の商業施設
や災害公営住宅などの公共施設等の一体的整備を図り、津
波避難施設としての機能も有する複合ビルを整備する。ま
た、整備をする再開発組合等への支援をする。
1:中央一丁目14.15、2:中央二丁目11、3:中央三丁目1、4:
立町二丁目5、5:立町一丁目5

実施 実施

指　標　名 目標 目標

市街地再開発に係る事業費 2,955.0 1,379.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

事業認可

測量・設計

用地取得

単位 目標

活動指標 % 14.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 百万円 33,247.0

成果指標 % 34.6

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

平成29年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

東日本大震災により、今後の土地利用計画において居住に
適当でないと認められる区域内の住居を安全な高台または
内陸部へ防災のための集団的移転を円滑に推進する。
48地区、188.6ha
H23：調査設計、H24以降：調査設計、用地取得、整備

実施 実施

指　標　名 目標 目標

整備に係る事業費

001-301-002-00316 震災復興部集団移転対策課 建設・交付金

埋蔵文化財発掘調査事業

24,915.9 35,975.6

事業進捗率 55.2 84.9

本市の都市核拠点である、石巻駅周辺地域の津波防災拠点
を整備する。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

津波復興拠点整備事業（石巻駅周辺） 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-001-00568
建設部都市計画課
企画部総合政策課

建設・掲載新規・交付金

平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

文化財保護法に基づき、震災により住宅や店舗等を失った
市民が新たに住居や商店等の建築などを行う際に、必要と
なる埋蔵文化財の発掘調査や大規模開発等における事前の
分布調査、試掘調査・確認調査及び沼津貝塚等の重要遺跡
の保存調査を実施する。

001-301-002-00317 教育委員会生涯学習課 交付金

防災集団移転促進事業

指　標　名 目標 目標

開発行為にかかる発掘届・発掘通知に対する着手率 100.0 100.0

実施 実施
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 88.1

成果指標 % 88.1

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 40.0

成果指標 % 38.0

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

耐震補強

単位 目標

活動指標 % 43.3

成果指標 % 64.2

平成26年度 平成27年度

事業進捗率 82.5 100.0

実施

指　標　名 目標 目標

001-301-003-00320

001-301-003-00319 建設部道路課 建設

道路橋りょう等応急復旧事業 平成27年度

東日本大震災で被災を受けた道路や橋りょう等の応急復旧
により機能の暫定回復を図り、安全で円滑な通行を確保す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 95.7 100.0

事業進捗率 95.7 100.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

建設部道路課 建設

道路橋りょう災害復旧事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

001-301-003-00325 建設部道路課 建設

橋りょう改良事業

橋梁架替

橋梁改良率 64.2 76.1

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 48.1 60.7

平成27年度

平成29年度

道路復旧率 87.0 100.0

東日本大震災により被災を受けた道路や橋りょう等公共土
木施設の復旧を図るもの。

道路延長：約300,000m

実施

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

歩行者等の安全や災害時にも安定した物資の輸送路を確保
する。
・耐震補強3橋（住吉跨線橋、中埣橋、石巻大橋）
・架替え1橋（蛇田新橋）

橋梁架替

詳細設計
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 55.3

成果指標 % 36.2

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

　調査・設
計

用地補償

工事

単位 目標

活動指標 % 16.3

成果指標 % 14.1

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

用地購入

工事

単位 目標

活動指標 % 41.0

成果指標 % 33.0

屋敷浜・猪落線道路改良事業 平成27年度

国道398号が通行止めになった場合に支援・救援の大型車
両の乗入れを容易とすることで、早期の被災者対応や、物
資の輸送が円滑に行えるよう幅員を確保する。
全体計画：延長L=1,090m、幅員W=7.0m

工事 工事

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度
事　業　概　要　（全体計画）

地区内交通の円滑化・歩行者、通行車両の安全確保と緊急
時の避難路としての機能させる。

全体計画：延長L=990m（690m+300m）、幅員W=7.5m、橋梁
N=2基

道路改良率 68.1 100.0

001-301-003-00327

流留垂水避難路整備事業 平成27年度

実施 実施

改良延長換算 54.9 100.0

001-301-003-00328 建設部道路課

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

山崎馬鞍線道路改良事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

建設部道路課 建設・交付金

平成27年度

001-301-003-00326 建設部道路課 建設

事業進捗率 77.8 100.0

沿岸部の住民が内陸へ避難できる道路として、また、併せ
て災害時の救助・救援活動を展開することができる道路と
して整備する。
全体計画：延長L=710m、幅員W=10.0m

工事 工事

指　標　名 目標 目標

事業費換算 56.3 100.0

建設・交付金

指　標　名 目標 目標

事業費換算 72.0 100.0

改良延長換算 66.5 100.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 百万円 544.7

成果指標 % 13.9

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 27.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 2.4

成果指標

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 51.0 69.0

街路事業により、道路交通ネットワークの充実を図る。
（半島地区の地区間相互の接続道路整備）

H24：調査設計、H25：用地取得、整備、H26：用地取得、
整備、H27：整備

実施 実施

001-301-003-00333 震災復興部集団移転対策課 建設・交付金

道路橋りょう整備事業 平成28年度

事業進捗率 50.1 86.3

指　標　名 目標 目標

整備に係る事業費 1,661.2 1,661.2

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

七窪蛇田線街路整備事業 平成30年度

事　業　概　要　（全体計画）

実施

001-301-003-00586

001-301-003-00334 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

街路整備事業 平成29年度

平成27年度

建設部都市計画課

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

建設・交付金

目標

事業進捗率 16.4 37.1

実施 実施

指　標　名 目標

鉄道で南北に分断された中心市街地へのアクセス性の向上
による円滑な交通の確保を図る。
計画延長L=570m、計画幅員W=18m

街路事業により、道路交通ネットワークの充実を図る。
（9路線、13km）
1:南光門脇線、2:（仮称）湊中央線、3:門脇稲井線、4:渡
波稲井線、5:石巻工業港運河線、6:釜大街道線、7:河南川
尻線（石巻大橋住吉跨線橋）、8:矢本蛇田線、9:新大埣菰
継線

実施
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 2.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 31.8

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 箇所 25

成果指標

平成28年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

県道石巻雄勝線と国道398号石巻バイパス大瓜工区までを
結ぶ市道に歩道を設置し、歩行者等の安全確保を図る。

全体計画　延長L=1,600m、歩道幅員W=2.5m

事業費換算 68.8 90.5

001-301-004-00336 建設部下水道管理課

排水ポンプ設置事業（高潮対策） 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

実施

平成26年度 平成27年度

指　標　名 目標

実施 実施

平成27年度

県の災害復旧・河川改修事業を合併し、老朽化した石崎橋
を架け替えるため、前後の道路整備と石崎橋の拡幅分の工
事費を負担し、歩行者等の安全確保、地区内交通の円滑化
を図る。

全体計画　延長L=1,250m、幅員W=16m、橋1基

実施 実施

001-301-003-00635 建設部道路課 建設・新規

001-301-003-00634

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

建設部道路課 建設・新規

大瓜水沼真野線（石崎橋）道路改良事業 平成29年度

指　標　名 目標 目標

震災によって生じた地盤沈下による道路冠水等へ対応する
ため、仮設ポンプ等による強制排水等を行う。

実施

井内大瓜線歩道設置事業

目標

事業費換算 18.7 43.2

指　標　名 目標 目標

仮設ポンプ設置箇所数 25 25
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 箇所 19

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 37.0

成果指標

復旧事業進捗率 75.0

指　標　名 目標

仮設ポンプ設置箇所数 19 19

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-004-00567 建設部下水道管理課

震災によって生じた地盤沈下による道路冠水等へ対応する
ため、仮設ポンプ等による強制排水等を行う。

実施 実施

排水ポンプ設置事業（高潮対策特会分） 平成27年度

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-005-00337 建設部下水道管理課 交付金

下水道基本計画改訂事業 平成25年度

震災によって計画の大規模な見直しを必要としている下水
道施設に関して、全体計画及び認可変更を行う。

震災により被災した公共下水道施設について復旧事業を行
う。
・雨水排水処理施設：ポンプ場8施設ほか
・下水道管路査定延長：267,090m

実施 実施

指　標　名 目標 目標

下水道施設災害復旧事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-005-00339 建設部下水道建設課 建設

100.0

目標

策定率
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 基 100

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 4.2

成果指標

震災により被災し、防災集団移転促進事業により高台等へ
の移転を余儀なくされ、移転先に家屋を新築する市民に対
して、浄化槽整備費用の一部を補助する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

建設・交付金

浄化槽設置基数 300 280

浄化槽集中導入事業（個人設置型） 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-005-00343 建設部下水道管理課

平成25年度

建設部下水道建設課 建設

農業集落排水事業災害復旧事業

下水道施設災害復興事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

指　標　名 目標 目標

001-301-005-00557
建設部下水道建設課
震災復興部基盤整備課

建設・交付金

復旧事業進捗率

被災した農業集落排水処理施設について復旧関連工事等を
行う。

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-301-005-00340

復旧事業着手率

区画整理や再開発と併せた下水道整備を行う。
・雨水：18排水区
・汚水：16地区

実施 実施

指　標　名 目標 目標

48.4 100.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 基 50

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 3.0

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 62.0

成果指標

都市公園等整備事業 平成32年度

001-301-006-00346 震災復興部基盤整備課 建設・交付金

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 23.0 40.0

事業の進捗率 81.0 100.0

001-301-006-00347 建設部都市計画課 建設・掲載新規

実施

全体計画約39.2ha　うち約14.2haは整備供用開始済み。
残る25haの未整備部分のうち、第三工区について防災機能
を兼ね備えた都市公園（運動公園）として整備し、体育・
スポーツの振興と災害時における市民の安全確保を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

石巻市総合運動公園（防災公園）整備事業（第三工区） 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

東日本大震災により甚大な被害を生じた石巻において「慰
霊、復興、防災」を目的とした公園を整備する。
1:鎮魂の杜（シンボル公園）、2:中瀬、3:長浜海岸・渡波
緑地、4:防災緑地1号
H25：調査設計、用地取得、H26以降：用地取得、整備

実施

浄化槽設置基数 100 100

指　標　名 目標 目標

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

北上総合支所管内において、震災により防災集団移転事業
の適用を受け、高台等への移転を余儀なくされる住民に対
し、浄化槽集中導入事業により市が浄化槽を整備・維持管
理し、地域住民の生活環境及び公衆衛生の確保を図る。

実施 実施

001-301-005-00616 建設部下水道建設課 建設・交付金

浄化槽集中導入事業（市町村設置型） 平成27年度
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 78.7

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 228

成果指標 件 228

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成25年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 施設 8

成果指標 施設 8

001-301-008-00348 生活環境部環境課 建設

水道企業団災害復旧費負担金支出事業 平成27年度

平成26年度 平成27年度

001-303-001-00349 生活環境部環境課

指　標　名 目標 目標

支出進捗率 89.5 100.0

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

石巻地方広域水道企業団が浄水場、水道管など多くの施設
の復旧を行う際の復旧の一部について、同企業団の構成2
市で負担する。

実施 実施

太陽光発電普及促進事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

導入施設数 11 14

本市が所有する公共施設であって、地域の防災拠点や災害
時等に地域住民の生活等に不可欠な都市機能を維持するこ
とが必要な施設等へ太陽光発電設備、蓄電池等を導入す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

公共施設再生可能エネルギー導入事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）

導入施設数 11 14

生活環境部環境課 建設

補助金交付件数 228 228

補助金交付件数 228 228

自然エネルギーの利用を促進することにより、二酸化炭素
の排出を抑制し、地球温暖化の防止に資するとともに、市
民の環境に対する意識の高揚を図るため、太陽光発電シス
テムを設置した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-303-001-00350
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 50.0

成果指標 % 40.0

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

001-303-001-00351 震災復興部協働プロジェクト推進課

協議会10事業の進捗率 60.0 80.0

協議会10事業の目標達成率 60.0 80.0

産学官の協働組織である「石巻復興協働プロジェクト」に
おいて、本市の復興に必要な事業の特定と事業内容の立
案、検討等を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

復興協働プロジェクト協議会関連事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
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