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施策大綱２ 
市民の不安を解消し 

これまでの暮らしを取り戻す 
 

 

 

■ 大区分１ 迅速な生活・健康支援と福祉・医療の確保 

■ 大区分２ 住まいの再建 

■ 大区分３ 職の再建 

■ 大区分４ 各種公共施設の復旧と復興 

■ 大区分５ 生活環境の整備 
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施策大綱２ 市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す  

 ◎ 基 本 目 標

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 施 策 の 体 系 

迅速な生活・健康支援と福祉・医療の確保 

被災者への生活支援 

生活に必要な資金の支援 

災害ボランティア活動の円滑な運営支援 

消費生活相談等業務の実施 

応急仮設サポートセンター等の整備と支援の実施 

交通弱者対策 

支援で生まれた「絆」の継続と地域活性化 

被災者の健康支援 

心のケア事業の実施 

予防接種や健康診断の受診しやすい体制整備 

疾病予防及び健康支援事業の実施 

生活習慣病の重症化予防事業の実施 

生活不活発病・エコノミー症候群予防事業の実施 

栄養・食生活支援事業の実施 

口腔のケア対策 

保健推進員による保健活動の推進 

健康関連施設の復旧・復興 

地域福祉の復旧・復興 

民生委員・児童委員活動の早期再開 

適切なニーズ把握に基づく各種計画の策定・見直し 

各種福祉サービスの復旧とサービス事業者への支援 

災害時における要援護者への対応策の強化 

地域医療の復旧・復興 
復旧期における診療体制の整備 

再生・発展期に向けた地域医療の復興 

住まいの再建 

恒久住宅の復旧・復興 

住生活基本計画及び長寿命化計画の見直し 

市営住宅の復旧整備 

災害公営住宅の整備 

民間住宅の復興の推進 

職の再建 

雇用の維持と創出 
雇用維持のための支援 

雇用の創出 

各種公共施設の復旧と復興 

行政庁舎の復旧整備 
本庁舎の復旧整備 

総合支所庁舎等の復旧整備 

消防施設等の復旧・再編 
消防署所施設・車両の復旧・再編整備 

消防団施設・車両等の復旧・再編整備 

生活環境の整備 

災害廃棄物の処理 
災害廃棄物の適切な処理 

災害廃棄物の有効活用 

震災に係る犠牲者の哀悼施設の整備 震災に係る納骨堂、遺留品保管施設及び新墓地整備 

公共交通の復旧 

JR 仙石線・JR 石巻線・JR 気仙沼線の早期全線復旧 

バス路線の再構築 

離島航路の整備 

 

・被災者の生活支援や健康支援を迅速に行うとともに、地域医療体制の整備を推進

します。 

・居住地からの移転を余儀なくされている市民の恒久的な居住環境の確保を支援し

ます。 

・雇用の維持対策を推進するとともに、新たな雇用の創出を目指し、経営体の支援

や新産業の集積を図ります。 

・公共施設の早急な復旧と地域の実情に配慮した施設整備を推進します。 

・災害廃棄物の再生利用や二次処理化を進め、新たなまちづくりを踏まえた公共交

通の見直しを行い、住民の移動手段を確保します。 
 



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 件 305

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 800

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 43,093

成果指標

東日本大震災の発生により、日本赤十字社等の義援金受付
団体、宮城県及び石巻市に寄せられた義援金を被災者へ配
付する。

指　標　名 目標 目標

災害義援金支給件数

宮城県の貸付金を原資に自然災害により被害を受けた世帯
の世帯主に対し災害援護資金を貸し付ける。

実施 実施

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

貸付件数 800 800

002-101-001-00354 福祉部被災市民生活支援課

災害義援金の適切配分及び早期支給事業 平成25年度

災害援護資金貸付事業 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

002-101-001-00352 福祉部被災市民生活支援課

災害弔慰金・災害障害見舞金給付事業 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

自然災害により死亡した遺族及び災害により身体に著しい
障害を受けた市民への弔慰金又は見舞金として支給する。

指　標　名 目標 目標

002-101-001-00353 福祉部被災市民生活支援課

災害弔慰金支給件数
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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 人 33

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 人 800

成果指標 人 1,000

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 12

成果指標

002-101-003-00357 企画部秘書広報課 基金

市報臨時号発行委託業務 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

発行回数 12 12

通常の市報（毎月1日発行）に加え、市報臨時号を毎月1回
15日に発行し、主に復旧・復興関連情報及び被災者支援情
報を中心に掲載することでタイムリーに情報を提供する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

002-101-002-00356 福祉部福祉総務課

指　標　名 目標 目標

災害ボランティアセンター運営支援事業 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

ボランティア登録受付 8,500 8,300

ボランテイア派遣人員 11,000 11,000

東日本大震災により被災した市民への支援として全国から
参集するボランティアの登録を行い、支援を必要としてい
る方々と可能な支援活動を把握するためニーズ調査と支援
活動のマッチング作業を行うボランティア派遣に対し補助
金を交付する。

実施 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

震災により親が死亡または行方不明となり、両親を失った
児童生徒に対する修学の支援として奨学金を給付する。
　・小学生　月額1万円
　・中学生　月額2万円
　・高校生　月額3万円

実施 実施

002-101-001-00355 教育委員会学校教育課

震災奨学金給付事業 平成32年度

指　標　名 目標 目標

対象者数 29 24
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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 時間 40

成果指標 件 1,100

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 2,800

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 6,000

成果指標 人 90,000

全国避難者市報等郵送事業 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

消費者被害の未然防止と救済に取り組むほか、自立した消
費者の育成を図るため、消費者教育と消費生活に関する啓
発を推進する。

実施 実施

002-101-003-00358 産業部商工観光課 基金

消費者行政対策事業 平成32年度

相談件数 1,100 1,100

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

002-101-003-00535 企画部秘書広報課 掲載新規・基金

郵送件数 2,800 2,800

東日本大震災により被災し、市外に避難している市民へ市
報等を郵送する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

90,000

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

002-101-004-00359 福祉部被災市民生活支援課

被災者生活支援事業 平成27年度

指　標　名 目標 目標

相談受付可能時間数 40 40

仮設住宅等における相談・生活支援を推進するため、「県
地域支え合い体制づくり事業実施要綱」に基づき、「専門
職による相談・生活支援、仮設住宅等におけるサポート拠
点づくり」を展開し、被災者の生活を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

ささえあいセンター利用件数 6,000 6,000

ささえあいセンター利用者数 90,000
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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 戸 7,297

成果指標 件 7,000

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 便 3,396

成果指標 人 23,760

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 2,000

成果指標 人 35

002-101-005-00361 企画部総合政策課 交付金

応急仮設住宅バス運行事業 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

被災者が通院、買い物など基本的な生活が維持できるよう
バス路線を確保維持するため、バス運行事業者及び住民バ
ス運行協議会に運行費を補助し、被災者を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

運行便数 3,396 3,396

利用者数 23,760 23,760

002-102-001-00363 健康部健康推進課

心のケア事業 平成27年度

震災こころのケアネットワークみやぎ（からころステー
ション拠点）による心の相談、震災後の心のケア講演会、
戸別訪問等、支援者支援研修会、ハローワークでの心の相
談会、子育て中の保護者のための心の相談会他、コミュニ
ティーづくりを意識したイベント等を開催する。

実施 実施

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

相談件数の増加 2,000 2,000

自殺者数が横ばいあるいは減少 35 35

管理対象応急仮設住宅戸数

指　標　名 目標 目標

7,297 7,297

応急仮設住宅コールセンター対応件数 7,000 7,000

応急仮設住宅運営管理補助事業 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

宮城県応急仮設住宅共同施設維持管理等補助金交付要綱に
基づき、石巻市応急仮設住宅管理推進協議会を設置し、応
急仮設住宅を適正に維持管理する。

実施 実施

002-101-004-00360 福祉部被災市民生活支援課
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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 1,200

成果指標 件 1,200

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 回 48

成果指標 人 2,400

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 回 70

成果指標 人 700

目標

002-102-002-00364 健康部健康推進課 基金

指　標　名 目標 目標

開催回数

助成件数 1,000 800

2次避難者健診・予防接種費用助成事業 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

被災した市民が、避難先の市町村の医療機関等で自己負担
により各種健（検）診及び予防接種した際に本市が医師会
等と契約している金額を上限として助成する。

実施 実施

指　標　名 目標

平成32年度

助成件数 1,000 800

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

被災した市民が気軽に相談し、健康チェックができるよう
市内大型店などにおいて看護師による血圧や体脂肪等の測
定、測定結果をもとに個別相談を実施する。

実施 実施

80 80

運動教室参加者延人数 800 800

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度

運動教室等の開催回数

災害時の運動指導方法及びコミュニティづくりの方法を研
修し、仮設住宅や地域での運動普及推進のために、運動普
及リーダー育成研修会を実施する。
また、健康運動指導士等の指導とリーダー等の協力のも
と、仮設住宅集会所等で運動教室を開催し継続支援を行
う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

平成27年度

48 48

来場者数

生活不活発病・エコノミー症候群予防事業 平成27年度

002-102-004-00366 健康部健康推進課

2,880 3,456

002-102-003-00691 健康部健康推進課 基金

まちの保健室事業
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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 回 70

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 回 40

成果指標 回 40

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 回 3

成果指標 人 369

実施回数

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

栄養教室実施回数 70 70

口腔ケア対策事業

002-102-007-00368 健康部健康推進課

指　標　名

40 40

宮城県歯科医師会に委託し、歯科医師等による相談会等を
行い口腔機能の低下を予防し、被災者の健康支援を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

002-103-001-00371

実施回数 40 40

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

民生委員推薦会において、欠員の生じた委員について、後
任候補者について審査し県へ進達する。

実施 実施

福祉部福祉総務課

民生委員・児童委員確保対策事業

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

002-102-006-00367 健康部健康推進課

栄養・食生活支援事業 平成27年度

仮設住宅集会所で栄養教室や栄養相談会を開催・栄養士に
よる電話や訪問による栄養・食生活支援の実施する。

実施 実施

平成32年度

目標 目標

推薦会の開催 3 3

定数の確保 369 369

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24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

地質調査
設計

敷地造成
建設工事

単位 目標

活動指標 % 30.0

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

測量

基本・実施
設計等

単位 H25年度目標

活動指標 % 2.8

成果指標 % 2.8

002-103-002-00375 健康部健康推進課

健康増進計画改訂事業 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

震災後の市民の健康状態や意識の変化を把握し、実状に
合った計画とするために市民健康調査を実施し、計画を見
直す。

総合福祉施設である石巻市総合福祉会館「みなと荘」につ
いて、湊こども園の移転先に併せて合築を行う。

建設工事

指　標　名 目標 目標

指　標　名 目標 目標

策定率

平成27年度

事業進捗率 100.0

（仮称）総合福祉会館みなと荘建設事業 平成26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

002-103-003-00644 福祉部福祉総務課 建設・掲載新規・交付金

70.9

指　標　名 H26年度目標 H27年度目標

事業進捗率 20.6 70.9

002-104-001-00376 病院局事務部病院管理課 建設

石巻市立病院整備事業 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

震災により、壊滅的な被害を受けた石巻市立病院の再建整
備を行う。

実施設計

建設工事
建設工事

事業進捗率 20.6
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成26年度～

平成25年度

単位 目標

活動指標 %

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成26年度～

平成25年度

単位 目標

活動指標 %

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

設計

用地取得

単位 目標

活動指標 % 42.0

成果指標

雄勝診療所施設整備事業 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

年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

28.9 100.0

石巻市夜間急患センター整備事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）

健康部夜間急患センター 建設

東日本大震災の津波により石巻市立雄勝病院や民間診療所
のすべてが全壊したため、雄勝診療所を建設することで無
医地区を解消し、地域住民が安心して生活できるよう、へ
き地医療体制を確立する。

用地取得

敷地造成
建設

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

震災により機能を喪失した一次救急医療施設の夜間急患セ
ンターを整備し、地域住民が安心して生活できるよう医療
体制を確立する。

建設
建設

仮設解体

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 67.0 100.0

東日本大震災の津波により全壊し機能を喪失した寄磯診療
所を再建することで無医地区を解消し、地域住民が安心し
て生活できるよう、へき地医療体制を確立する。

用地取得

敷地造成
建設

指　標　名 目標 目標

002-104-001-00379 健康部健康推進課 建設

事業進捗率 24.5 100.0

002-104-001-00378 健康部健康推進課 建設

寄磯診療所整備事業 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

002-104-002-00380
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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 % 50.0

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 13,328.1

成果指標 戸 70

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 815.2

成果指標 戸 400

002-201-003-00384 震災復興部復興住宅課 建設・交付金

指　標　名 目標 目標

目標戸数整備に必要な事業費 54,899.0 28,331.5

災害公営住宅整備事業 平成27年度

事　業　概　要　（全体計画）

平成26年度 平成27年度

整備戸数 1,470 3,400

002-201-003-00385 震災復興部復興住宅課 建設・交付金

借上公営型地域優良賃貸住宅事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

指　標　名 目標 目標

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住居を失った市民に対し、災害公営住
宅整備事業により住居を供給する。（本庁、河北、雄勝、
河南、北上、牡鹿地区、直接供給3,400戸）

H25：調査設計、整備、H26～H27：整備

実施 実施

早期に多くの住宅供給を行うために民間事業者の力を借
り、民間事業者が建設した住宅について、市が災害公営住
宅として借上げし、低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸
を行う。（400戸）

整備に要する事業費

整備戸数

震災前に住生活基本法に規定する住民の住生活の安定の確
保及び向上の推進に関する住生活基本計画を策定した。さ
らに、当該基本計画をもとに公営住宅の長寿命化計画を策
定したが、震災による甚大な住宅被害が発生したため、こ
れらの計画を見直しし、復興に向けたよりよい住環境生活
の政策を推進するため、両計画の改定を行う。

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 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

002-201-001-00382 建設部建築課

住生活基本計画及び長寿命化計画改定事業 平成26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 百万円 630.0

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 戸 149

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 戸 30

成果指標

002-201-003-00389 震災復興部集団移転対策課 交付金

災害危険区域内から居住者自身の自助努力により住宅を移
転する際の費用を助成する。

指　標　名 目標 目標

がけ地近接等危険住宅移転事業 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

被災者向けに整備した災害公営住宅について、入居者の安
定確保を図るため家賃を低廉化（軽減）する。

新規

災害公営住宅家賃低廉化事業 平成32年度

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

002-201-003-00538 建設部建築課

がけ地近接等移転に係る事業費

事業進捗率

対象戸数

東日本大震災特別家賃低廉事業 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

実施

指　標　名 目標 目標

1,877

応急仮設住宅等に居住する低所得の被災者（収入8万円以
下の被災者）が、円滑に恒久住宅に移行し、速やかに生活
再建ができるよう、災害公営住宅等の家賃を、一定期間、
入居者が無理なく負担しうる水準まで低廉化（軽減）す
る。

実施

指　標　名 目標 目標

実施

370 490

002-201-003-00539 建設部建築課 新規

対象戸数 2,459
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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 90

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 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 件 2,400

成果指標

木造住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、市が耐震診
断士を派遣して耐震一般診断及び耐震改修計画の作成を実
施し、耐震対策を支援することで、住宅の地震に対する安
全性の確保及び向上を図る。

実施 実施

耐震診断件数 90 90

木造住宅耐震診断助成事業 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

指　標　名 目標 目標

平成27年度

大規模な地震による住宅被害を減ずるため、市内に存する
木造住宅の所有者が当該住宅の耐震改修工事又は建替え工
事を実施する場合に補助金を交付し、住宅の耐震化を促進
する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

耐震改修工事件数 50 50

平成26年度

002-201-004-00391 建設部建築指導課 建設

木造住宅耐震改修工事助成事業 平成32年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

002-201-004-00390 建設部建築指導課

002-201-004-00683 建設部建築指導課 掲載新規・基金

住宅再建支援事業（市独自制度） 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

住宅に半壊以上の被害を受けた者が、市内に被災住宅に代
わる住宅を建設若しくは購入した場合、被災者が住宅資金
として金融機関から借り入れた利息の一部を補助する。
（防災集団移転促進事業又はがけ地近接等移転事業の対象
者を除く）

実施 実施

指　標　名 目標 目標

補助金交付件数 1,200 600
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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 300

成果指標 百万円 1,800

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 1,046

成果指標 人 984

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 30

成果指標 人 20

本市にゆかりのある方々の人脈を活用しながら、企業訪問
等により企業の誘致に取り組む。

実施 実施

002-301-002-00394 産業部産業推進課

指　標　名 目標 目標

企業誘致促進事業 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

企業訪問件数 30 30

助成金交付企業の新規雇用者数 20 20

002-301-001-00392 産業部商工観光課 基金

東日本大震災の影響により被害を受けた事業者を支援する
ため、災害関連枠を創設し、保証料補給及び利子補給す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

融資あっせん制度拡充事業 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

新規雇用者数 31 25

震災の影響により離職を余儀なくされた方の雇用の場を確
保するため、国の雇用創出基金事業を活用し、雇用就業機
会の創出を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

雇用者数 36 29

緊急雇用創出事業 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

002-301-002-00393 産業部商工観光課

融資件数 200 200

融資金額 1,600 1,600
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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

庁舎借上げ

単位 目標

活動指標 % 85.0

成果指標 % 85.0

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

設計

改修・増築
工事

単位 目標

活動指標 % 70.0

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

調査・設計

単位 目標

活動指標 棟 2

成果指標 棟

002-401-002-00397 総務部管財課 建設

仮設庁舎リース契約期間が平成25年8月末で満了すること
に伴い、稲井公民館を増築し複合施設とする。

増築・復旧工
事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

平成27年度平成26年度

年度別事業内容
事　業　概　要　（全体計画）

平成26年度稲井支所整備事業

建設・新規総務部総務課002-401-002-00638

総合支所等庁舎復旧整備事業 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

事業進捗率 95.0 100.0

地震・津波により全壊した総合支所及び支所の行政機能を
応急復旧させるための仮設対応や施設設備の整備を行う。
・仮設庁舎借上げ等4か所（雄勝・北上総合支所、稲井・
荻浜支所）

庁舎借上げ

目標

被災した消防署所等の整備事業開始棟数 2

被災した消防署所等の整備完了棟数

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

2

指　標　名 目標

庁舎借上げ

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 95.0 100.0

002-402-001-00402 総務部防災対策課 建設・交付金

消防署所再編整備事業 平成26年度

東日本大震災で全壊した消防署所（河北消防署北上出張
所・女川消防署雄勝出張所・女川消防署牡鹿出張所）の再
構築及び本庁地区における4署構想（石巻消防署、南分
署、西分署、東分署）を検討・整備する。

本体工事
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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 棟 2

成果指標 棟 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

実施

単位 目標

活動指標 台 3

成果指標 台 3

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 トン 4,321

成果指標 トン 4,321

消防車両整備台数 6 6

東日本大震災で被災した消防団車両等を整備する。 実施

消防車両整備予定台数 6 6

実施

指　標　名 目標 目標

002-402-002-00403 総務部防災対策課 建設

消防ポンプ置場復旧整備事業 平成27年度

東日本大震災で流失・倒壊・破損した消防団ポンプ置場等
の復旧を行う。

実施 実施

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

生活環境部災害廃棄物対策課002-501-001-00408

被災した消防ポンプ置場等の復旧予定棟数 4 4

被災した消防ポンプ置場等の復旧棟数 4 4

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

災害廃棄物の処理量

東日本大震災により発生した災害廃棄物の処理を行う。

各種がれき類の撤去・運搬、家屋・事業所等の解体撤去
一次仮置場の運営、二次処理の施行

指　標　名 目標 目標

災害廃棄物の処理量

災害廃棄物処理事業

平成27年度平成26年度

年度別事業内容
事　業　概　要　（全体計画）

平成27年度非常備消防車両整備事業

建設総務部防災対策課002-402-002-00405
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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 % 42.4

成果指標 基

81.9

事　業　概　要　（全体計画）
平成26年度 平成27年度

震災によって多くの犠牲者が出ており、また、津波で多く
の墓地が流出したため、震災犠牲者の遺骨を埋蔵する墓地
と納骨堂を整備する。

実施

一般墓所造成数 500 500

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 66.1

実施

新墓地建設事業

年度別事業内容

002-502-001-00410 生活環境部環境課 建設・交付金

151


