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自然への畏敬の念を持ち 

自然とともに生きる 
 

 

 

■ 大区分１ 海とともに生きる 

■ 大区分２ 川とともに生きる 

■ 大区分３ 大地とともに生きる 
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施策大綱３ 自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる 

 ◎ 基 本 目 標

 

 

 

 

 

 

 

◎ 施 策 の 体 系 
 
海とともに生きる 

港湾の復旧・復興 

石巻港の復旧整備 
石巻港の活用とポートセールス 

地方港湾の復旧整備 

漁港及び魚市場の復旧・復興 

漁港の復旧・復興、機能の集約化 

石巻市水産物地方卸売市場の整備 

放射能問題への対応 

被災水産業への再建支援 
沿岸漁業の復旧・復興支援 

水産加工業の復旧・復興支援 

商業の再建復興 
商業の再建に向けた支援 

地域商店街等の復旧・復興（雄勝、牡鹿地区） 

工業の再生復興 

石巻港の復旧整備［再掲］ 

工場等の応急修理、再建の支援 

経営の安定化、販路拡大等に向けた支援 

川とともに生きる 

中心市街地商店街の復旧・復興 中心市街地商店街の復旧・復興 

大地とともに生きる 

被災農林業への再建支援 

農業の復旧・復興支援 

畜産業の復旧・復興支援 

林業・木材産業の復旧・復興支援 

放射能問題への対応 

地域資源を活かす 

観光業・施設の再生復興 

観光施設の復旧・復興 

復興促進イベントの開催 

新規観光戦略施設の整備 

伝統産業の再生復興 伝統産業の再生復興 

 

・祖先から引き継いできた海を活かした産業を活性化させるため、港湾や漁港を早

急に復旧し、水産業、商業及び工業の再建に向けた支援を行います。 

・中心市街地の再開発事業等の促進を図り、安心して暮らすことのできるコンパク

トなまちづくりを推進します。 

・魅力ある農業の再構築と林業の早期復旧、畜産業の再生を支援するとともに、放

射能風評被害対策に取り組みます。 

・新鮮で豊富な食に代表される地域資源を活かした観光振興や、歴史ある伝統産業

の再建を支援します。 



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 回 5

成果指標 万トン 300

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 4

成果指標 万トン 300

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 % 72.6

成果指標 % 72.6

国際拠点港湾「石巻港」復興活性化プロジェクト事業 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

003-101-002-00413 建設部河川港湾室 基金

岸壁でのイベント回数 5 5

石巻港の取扱貨物量 400 450

港湾感謝祭や客船寄港歓迎イベントを開催し、港を活用し
た地域の活性化を図るとともに賑わいの場を創出すること
により、石巻港の復興を目指す。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

003-101-002-00619 建設部河川港湾室

ポートセールスの展開 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

ポートセールス回数 4 4

石巻港の取扱貨物量 400 450

港湾利用者や客船会社へ直接、PRをするポートセールスを
実施することにより、港湾の利用促進を図り、石巻港の復
興を目指す。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

003-102-001-00414 産業部水産課 建設

漁港災害復旧事業 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

被災した漁港施設（市管理34港）を復旧する。 実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 89.6 100.0

施設復旧率 89.6 100.0
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 56.6

成果指標 % 53.4

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 % 58.5

成果指標 % 58.5

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 % 4.0

成果指標 %施設整備率 19.0 50.0

海岸保全施設のなかった漁港海岸において、東日本大震災
により新たな設定された津波防護高さによる防潮堤等を整
備する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 22.0 50.0

施設復旧率 85.9 100.0

003-102-001-00533 産業部水産課 建設・新規

海岸保全施設整備事業 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

被災した海岸保全施設を復旧する。 実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 85.9 100.0

003-102-001-00417 産業部水産課 建設

海岸保全施設災害復旧事業 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

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 79.9 100.0

施設復旧率 78.4 100.0

003-102-001-00415 産業部水産課 建設・交付金

漁港災害復旧関連事業 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

災害に伴う被災調査、災害復旧事業に係る実施設計・積
算・施工監理を行うほか、災害復旧事業と併せて、漁港用
地の嵩上げや施設の機能を強化する。
また、北上及び長渡漁港の中断している漁港整備事業を災
害復旧事業と併せて実施する。

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23年度～

平成25年度

建設工事

単位 目標

活動指標 % 64.4

成果指標 % 64.4

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 4,800

成果指標 魚種 125

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 個 100,000

成果指標 千円 232,500

工事進捗率 100.0

国際水産都市を視野に入れた高度衛生管理、観光機能、津
波避難機能を有する多機能な市場を整備する。

建設工事

指　標　名 目標 目標

水揚金額 465,000 465,000

種苗放流施設で、他海域からの稚魚・稚貝導入に必要な経
費等を、事業主体である県漁協等へ補助し、水揚量の維持
安定を支援する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

種苗放流数 200,000 200,000

市場流通数 150 150

003-103-001-00422 産業部水産課

種苗放流事業 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

簡易検査器購入や情報共有システム等を構築し、漁獲物の
測定結果を迅速に公表する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

年間検査検体数 6,000 6,000

003-102-003-00421 産業部水産課

放射能風評被害対策事業 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

工事進捗率

003-102-002-00419 産業部水産物地方卸売市場建設準備室 建設

水産物地方卸売市場建設事業 平成26年度

事　業　概　要　（全体計画）
平成26年度 平成27年度

年度別事業内容

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23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 100

成果指標 人 100

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 % 4.0

成果指標 % 4.0

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 H25年度目標

活動指標 % 100.0

成果指標 % 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

　漁業協同組合等が、国補助事業「水産業共同利用施設復
旧整備事業」（補助率2/3）を活用した整備費用を対象と
し、国県補助額を差し引いた残額に対して補助率1/3以内
を限度に補助金を交付する。

水産業共同利用施設（かき処理場等）　復旧進捗率

指　標　名 H26年度目標 H27年度目標

水産業共同利用施設（かき処理場等）　復旧進捗率

施設整備率 24.0 50.0

003-103-001-00690 産業部水産課 建設・掲載新規・基金

水産業共同利用施設整備支援事業 平成25年度

被災した漁業集落について、土地利用を含め集落の復興並
びに防災機能の強化を図るため、用地の嵩上再編、集落
道、集落排水施設などの整備を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 24.0 50.0

利子補給対象者数 100 100

003-103-001-00544 産業部水産課 建設・新規・交付金

漁業集落防災機能強化事業 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

被災した漁業者へ災害対策資金を貸し付けた金融機関に対
し、国県と連動して利子補給を行い、漁業者の負担を軽減
する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

利子補給対象者数 100 100

003-103-001-00423 産業部水産課 基金

水産業災害対策資金利子補給事業 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

158



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 千㎥ 360

成果指標 人 80

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 % 71.1

成果指標 % 71.1

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 % 100.0

成果指標 % 100.0漁協等に対する補助交付

水産業共同利用施設の復旧について、漁業協同組合等が仮
設、代替施設の設置などを行う際に、国県補助金、その他
の助成金等を差し引いた額を補助する。

指　標　名 目標 目標

漁協等に対する補助交付

事業進捗率 100.0

003-103-002-00427 産業部水産課 建設・基金

水産業共同利用施設復旧事業 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

市が管理している水産業共同利用施設の復旧整備事業や、
被災した沿岸漁業者や水産加工業者へ操業再開のための支
援を行う。

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

魚町水産加工団地内事業再開者数 100 120

003-103-002-00426 産業部水産課 建設・交付金

水産業共同利用施設復旧・復興整備事業（水産業共同利用施設） 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

被災した汚水処理施設の復旧並びに汚水管の復旧を行う。 実施 実施

指　標　名 目標 目標

年間汚水処理量 480 600

003-103-002-00424 産業部水産課 建設

水産加工団地共同排水処理施設復旧再生事業 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
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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 % 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

建設工事

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23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 件 2

成果指標 店舗 26

工事進捗率

工事進捗率

水産物地方卸売市場牡鹿売場及び製氷冷蔵施設を整備し、
品質の高い水産物を供給する。

指　標　名 目標 目標

水産業共同利用施設復旧・復興整備事業（市場整備分） 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

003-103-002-00604 産業部水産物地方卸売市場建設準備室 建設・交付金

共同利用漁船・漁具導入進捗率

共同利用漁船・漁具導入進捗率

被災した漁協等が事業主体となり、組合員の共同利用を目
的として導入する船舶の購入費用について国県補助金、そ
の他の助成金等を差し引いた額を補助する。

指　標　名 目標 目標

共同利用漁船復旧支援事業 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

003-103-002-00428 産業部水産課 建設

003-104-001-00425 産業部商工観光課 基金

仮設施設整備事業 平成25年度

中心商店街や商工会議所等で組織する仮設店舗運営協議会
が実施する中心市街地災害復興事業に対し助成金を交付
し、中心市街地の災害復興を支援する。

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

仮設施設数

テナント数
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事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 社 1,400

成果指標 件 5,000

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 件 400

成果指標 千円 400,000

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 月 12

成果指標 件 5

003-105-003-00431 産業部商工観光課

相談窓口設置事業 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

補助金交付件数

補助金交付金額

債権買取決定案件 5 5

市内事業者の再生の手段等を総合的に相談できる体制を整
えるため、関係機関等と連携し、巡回相談等を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

相談窓口開設状況 12 12

会員数 1,400 1,400

003-104-001-00429 産業部商工観光課

商業団体支援事業 平成32年度

商工会議所や商工会の健全な運営を支援するため補助金を
交付する。

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

5,000

中小企業者支援事業 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

震災により直接被害を受けた市内中小企業者を支援するた
め、被災した施設及び設備の復旧に要する経費の一部を補
助する。

003-104-001-00430 産業部商工観光課 建設・基金

指導件数 5,000

161



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23年度～

平成25年度

実施設計

単位 目標

活動指標 % 2.3

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

水辺の緑のプロムナード整備事業 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

003-201-001-00433 建設部河川港湾室 建設・交付金

事業の進捗率 33.1 100.0

高潮や洪水等防御施設として取り組む旧北上川堤防整備
（国）と連携し、水辺に沿った散策路や休憩所、そして船
着場や多くの人が水辺のイベントを観覧できるベンチなど
を整備する。

用地取得

工事

用地取得

工事

指　標　名 目標 目標

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

003-301-001-00434 産業部農林課

被災農家経営再開支援事業 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

被災した農業者が、経営の再開を行うため、清掃作業等の
事業を共同で実施する場合、復興組合等を通じて経費の一
部を助成し、早期経営再開に向けた取組みを支援する。

003-201-001-00432 企画部総合政策課 交付金

中心市街地活性化基本計画改定事業 平成25年度

事　業　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

東日本大震災により中心市街地では多くの商店が壊滅的な
被害を受けたことから、被害状況や店舗再開の意向等を確
認した上で、復興基本計画との整合性を図りながら中心市
街地活性化基本計画を見直し、安全を第一に考えた特色あ
る中心市街地の復興を推進する。

指　標　名 目標 目標

策定率

平成26年度 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 % 68.0

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 % 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 % 56.0

成果指標 % 56.0事業進捗率 100.0

大川地区周辺の通行止となっている林道を整備し、県石巻
雄勝線等へ接続することにより水害等が発生した際の避難
路として活用し、周辺住民の生命安全を確保する。

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

003-301-001-00438 産業部農林課 建設・掲載新規・交付金

農山漁村地域復興基盤整備事業（林道利活用） 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

農業経営再開に向けた農業用施設等の復旧、生産資材の導
入等、農業者が経営再開に要する経費の一部を助成し、本
市農業の復旧・復興を推進する。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

003-301-001-00437 産業部農林課 建設・基金

生産基盤整備支援事業 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

農業者、土地所有者の農用地利用の方針や農地周辺の土地
利用状況を勘案した農用地利用計画を策定し、農業地域の
振興施策を計画的に推進する。

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

003-301-001-00436 産業部農林課

農業振興地域整備計画策定事業 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
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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 % 86.0

成果指標 % 86.0

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 % 32.0

成果指標 % 32.0

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 % 57.0

成果指標 % 57.0

農地、農業用施設のうち軽度な被災施設について補修を行
うとともに、老朽施設の更新・補強を行う。
（釜幹線用水路改修　L=1800m）

実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

事業進捗率 100.0

事業進捗率 68.0 96.0

003-301-001-00548 産業部農林課 建設・交付金

震災対応・戦略作物生産基盤整備事業 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

東日本大震災により被災した堆肥をはじめとする、農林業
関連施設の整備、機能強化を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 68.0 96.0

事業進捗率 94.0 100.0

003-301-001-00547 産業部農林課 建設・掲載新規・交付金

農山漁村活性化プロジェクト支援事業 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

東日本大震災により、整備途中の用排水路の分離・農道整
備・暗渠排水工事等に影響が及んでいるため、迅速なほ場
整備を行う。（大川・北上・飯野川・三輪田・真野大谷地
の5地区）

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 94.0 100.0

003-301-001-00546 産業部農林課 建設・掲載新規・交付金

農山漁村地域復興基盤整備事業（ほ場整備） 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
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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 % 94.0

成果指標 % 94.0

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 地区 5

成果指標 地区 5

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

単位 目標

活動指標 地区

成果指標 地区対象地区数 5

対象地区数 5 5

003-301-001-00637 産業部農林課 建設・掲載新規・交付金

農業経営高度化支援事業（集積促進事業補助金） 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

基盤整備事業を通じて確保された生産性の高い農地を、高
度経営体へ一定以上集積することを促進するための支援を
行う。
【対象地区：大川・北上・飯野川・三輪田・真野大谷地】

実施

指　標　名 目標 目標

対象地区数 5

土地改良区等が行う関係農家への意向調査活動や調整活
動、農地の集団化に関する調整等の事業を支援する。
【対象地区：大川・北上・飯野川・三輪田・真野大谷地】

実施 実施

指　標　名 目標 目標

対象地区数 5 5

003-301-001-00636 産業部農林課 掲載新規・交付金

農業経営高度化支援事業（調査・調整事業） 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

事業進捗率 100.0

事業進捗率 100.0

被災地域農業復興総合支援事業 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

復興に必要な農業用施設等の生産基盤等の総合的な整備等
を行う。
乾燥調整貯蔵施設整備（H24～）
施設園芸団地化事業（H24～H25）
農業用機械等整備（H24～H25）

実施

003-301-001-00549 産業部農林課 建設・掲載新規・交付金
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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 % 40.0

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 % 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23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事業進捗率

指　標　名 目標 目標

震災によって甚大な被害を受けた山林施設の復旧を行う。
（林道23路線、約2,000m及び雄勝・船戸水門の復旧）

事業進捗率

事業進捗率

003-301-003-00444 産業部農林課 建設

山林施設災害復旧事業 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

被災した畜産経営者が畜舎等施設を整備する際に経費の一
部を補助し、早期の畜産経営の復旧を行う。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

003-301-002-00441 産業部農林課

畜産経営支援対策事業 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

宮城県基幹種雄牛「茂洋」産子の保留対策を講ずるため、
保留対象牛導入者に経費の一部を助成する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 60.0 80.0

003-301-002-00440 産業部農林課 基金

優良肉用牛生産振興対策事業 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
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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 20

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 20

成果指標 事業所 60

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 10

成果指標 人 20,000

003-401-002-00464 産業部商工観光課 掲載新規・基金

指　標　名 目標 目標

イベント参加団体数 10 10

イベント入込客数 20,000 20,000

石巻焼きそばフェスティバル実施事業 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

最終年に北海道・東北B-1グランプリを開催することを予
定し、その間石巻焼きそばフェスティバル等のイベントを
実施する。

実施 実施

参加事業所数 70 80

物産市等民間が開催・参加するイベントに対し、補助金を
交付する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

補助金交付件数 20 20

003-401-002-00463 産業部商工観光課 掲載新規・基金

物産市等開催・参加支援事業 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

宮城県からの検査機器無償貸与（放射能県民安心事業）に
より、住民持込みによる自家消費用食品等の測定検査を実
施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

1日当り検査件数 20 20

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32年度住民持込み食品等の放射性物質簡易検査事業

掲載新規生活環境部環境放射線対策室003-301-004-00620
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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 回 3

成果指標 人 100

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 体 10

成果指標

歩いて楽しい街づくりを念頭に、マンガを活用したまちな
か観光整備事業として、マンガロードの再生に向け仮面ラ
イダーのモニュメントを配置する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

新設モニュメント数 10 10

003-401-003-00468 産業部商工観光課 建設・交付金

まちなか観光推進事業 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

指　標　名 目標 目標

補助事業開催数 3 3

事業参加人数 100 100

石巻観光ボランティア協会復興支援事業 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

被災地見学目的のツアーが増加していることから、その対
応をしている観光ボランティア協会に研修費等の活動費を
助成する。

実施 実施

003-401-002-00465 産業部商工観光課 掲載新規・基金
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