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施策大綱４ 
未来のために 

伝統・文化を守り 

人・新たな産業を育てる 
 
 

 

■ 大区分１ 未来の人を育てる 

■ 大区分２ 企業誘致と新産業の創出 
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施策大綱４ 未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる 

 ◎ 基 本 目 標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 施 策 の 体 系 
 
未来の人を育てる 

学校教育・社会教育施設等の復旧・復興 

学校教育施設等の復旧・復興 

社会教育施設・社会体育施設の復旧・復興 

文化財等の復旧・復興 

生涯学習・生涯スポーツ・文化芸術の推進 

高等教育の充実による人材の育成 

子育て環境の復興 

保育所の復旧 

子育て支援センターの復旧・復興 

放課後児童クラブの復旧・充実 

子どものケアの実施 
震災孤児・遺児への支援の充実、民間活動との連携強化 

被災児童・生徒等への支援、心のケア 

企業誘致と新産業の創出 

産業の活性化と新産業の育成 

企業誘致の促進 

震災復興特区を活用した企業誘致及び新産業の育成 

６次産業化による産業の再生 

新エネルギー等関連産業の集積 新エネルギー等関連産業の集積 
 

・子どもたちが健やかな体と心を維持できるよう、教育施設を早期に復旧し、教育

環境や子育て環境の復興を図るとともに、被災児童・生徒に対する経済的、精神

的な支援を推進します。 

・文化財の計画的な復旧を進めるとともに、無形民俗文化財再興に向けた支援を行

います。 

・既存企業への復旧支援や産業用地の整備推進、企業誘致のほか、農林水産業の６

次産業化や震災復興特区の活用による新産業の育成・新規創業の環境整備に取り

組みます。 

・産学官の協働により新エネルギー等関連産業の集積を推進します。 



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

校舎耐震補
強

校舎改修
校舎増築
体育館改築

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 % 47.9

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

仮設校舎
リース

校舎建設

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

事業進捗率

指　標　名 目標 目標

須江小学校校舎増築事業 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

事業進捗率 100.0

被災した学校施設の補修、大規模改修、移転改築、仮設校
舎建設及び備品購入を行い学校教育を進める上で必要な施
設等の機能を確保する。

004-101-001-00473 教育委員会学校管理課

建設

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 59.7 71.8

震災により住居を失った住民の移転が進み、学区内児童数
の増加により教室が不足していることから、校舎を増築す
る。

実施

004-101-001-00474 教育委員会学校管理課

004-101-001-00471 教育委員会学校管理課 建設・交付金

津波により壊滅的な被害を受け、現地での復旧が困難であ
る市立女子商業高等学校と市立女子高等学校を統合し、新
統合校として開校するために、校舎耐震補強、大規模改
修、増改築工事及び体育館改築工事を実施する。

施設整備工事

仮設校舎撤去
統合校開校

指　標　名 目標 目標

市立高等学校統合事業 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

建設

小学校災害復旧事業 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

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 % 51.3

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 平成24年度～

平成25年度

施設設備工
事

単位 目標

活動指標 校 6

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

耐震補強工
事

単位 目標

活動指標 % 97.8

成果指標

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

児童生徒の安全確保を最優先とし、耐震診断の結果を踏ま
え、学校施設の耐震化を図る。

耐震補強工事

004-101-001-00479 教育委員会学校管理課 建設

学校施設耐震補強事業 平成26年度

整備校数 1 4

震災において、多くの学校が避難所として活用されたこと
から更なる防災機能の強化を図るため、市立小・中学校に
災害用備蓄倉庫、避難階段等を整備する。

施設設備工事 施設設備工事

指　標　名 目標 目標

学校防災施設・設備等整備事業 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

004-101-001-00478 教育委員会学校管理課 建設・交付金

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 57.4 75.8

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

被災した学校施設の補修、大規模改修、移転改築、仮設校
舎建設及び備品購入を行い学校教育を進める上で必要な施
設等の機能を確保する。

実施 実施

004-101-001-00475 教育委員会学校管理課 建設

中学校災害復旧事業 平成28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 台 62

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 3,876

成果指標

事業ｺｰﾄﾞ 担当課 摘要

事業名 事業期間 H23年 ～

H25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 61

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

就学援助事業 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

004-101-001-00482 教育委員会教育総務課

市立幼稚園保育料減免事業 H26年

事　業　概　要　（全体計画）

004-101-001-00480 教育委員会教育総務課

通学支援事業 平成32年度

震災により校舎が被災し、間借り校又は仮設校舎で授業を
行っている学校の児童・生徒や仮設住宅等に入居し通学が
困難な児童・生徒のためのスクールバスを運行するなど、
通学手段を確保する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

スクールバス運行台数 48 48

004-101-001-00481 教育委員会教育総務課

震災により住居の全壊又は半壊、全焼又は半焼、流失、世
帯の収入の著しい減少により、就学困難となった児童生徒
に対し就学援助費を支給する。

実施

指　標　名 目標 目標

援助者数 3,734

減免者数 61

年度別事業内容

H26年度 H27年度

震災により住居の全壊又は半壊、全焼又は半焼、流失、世
帯の収入の著しい減少により、就園困難となった市立幼稚
園の園児の保護者に対し市立幼稚園保育料の減免を行う。

実施

指　標　名 目標 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23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 人 121

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

基本計画

基本・実施
設計

単位 目標

活動指標 % 3.1

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

用地取得

工事設計

建設工事

単位 目標

活動指標 % 100.0

成果指標

004-101-001-00551 教育委員会学校教育課 建設・新規・交付金

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 50.8 100.0

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

湊・渡波給食センターを解体、現地で施設を統合整備し、
児童生徒、園児に栄養バランスのとれた食事を提供する。

工　事 工　事

004-101-001-00486 教育委員会学校管理課 建設・交付金

学校給食センター建設事業 平成27年度

免除者数

指　標　名 目標 目標

004-101-001-00483

適応指導教室整備事業 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

津波等により被害を受け使用不可能となった適応指導教室
（不登校等により在籍校への通学が困難な児童生徒を対象
とした教育施設）について移転新築を行うとともに、震災
後の児童生徒の心のケアのセンター的機能を付加する。

指　標　名 目標 目標

事業進捗率

教育委員会教育総務課

市立高等学校入学金等免除事業 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

震災により住居の全壊又は半壊、全焼又は半焼、流失、世
帯の収入の著しい減少により、就学困難となった生徒の保
護者に対し、市立高等学校入学金及び入学者選抜手数料の
免除を行う。
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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

土地造成

園舎新築

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25年度～

平成25年度

基本計画策
定

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23年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 % 24.0

成果指標

004-101-003-00510 教育委員会生涯学習課 建設

国指定名勝齋藤氏庭園復旧事業 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

震災により被害を受けた国指定名勝齋藤氏庭園内の建造物
等の復旧及び庭園の整備を実施することにより、文化財を
次代に継承する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 35.0 45.0

004-101-002-00509 教育委員会生涯学習課 建設

博物館機能及び文化ホール機能施設整備事業

事業進捗率

震災による津波の直撃を受け、壊滅的な被害を受けた石巻
文化センターと石巻市民会館を、市民の復興のシンボルと
位置づけ、市民の文化活動の拠点として整備を実施し、市
民生活の真の復興を図る。

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

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

事業進捗率 100.0

004-101-001-00587 教育委員会教育総務課 建設・掲載新規・交付金

湊こども園移転新築事業 平成26年度

震災に伴う津波や地盤沈下等により壊滅的な被害を受け、
現地での復旧が困難である湊こども園の移転新築を行う。

土地造成

園舎新築
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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

解体格納工
事

復元工事実
施設計

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24年度～

平成25年度

実施

単位 目標

活動指標 団体 5

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 回 50

成果指標

004-101-003-00511 教育委員会生涯学習課 建設・交付金

旧石巻ハリストス正教会教会堂復元事業 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

東日本大震災の津波の直撃を受けながら、倒壊を免れたも
のの、壊滅的なダメージを受けた市指定文化財の旧石巻ハ
リストス正教会教会堂を復元するために、緊急調査及び解
体、復元を行う。

復元工事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

004-101-003-00512 教育委員会生涯学習課

文化財再興事業 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

震災により、用具が流出するなどの被害を受けた無形民俗
文化財再興のため、対象団体へ支援を行い、地域の絆を再
構築するとともに、伝統文化のさらなる発展につなげる。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業実施対象団体数 5 5

004-101-004-00514 教育委員会生涯学習課

文化芸術事業 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

市民の心の豊かさの復興のため、市民への芸術鑑賞機会の
提供など、文化芸術事業を積極的に実施する。
また、被災者の心のケアのため、仮設住宅の集会所などを
利用した事業を展開し、文化芸術の復興を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

事業の実施回数 50 50
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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 団体 200

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　概　要　（全体計画）
年度別事業内容

平成26年度 平成27年度

004-101-004-00515 教育委員会生涯学習課 基金

市民の文化芸術活動に対するサポート事業 平成32年度

文化芸術の復興については、市民の心の豊かさの復興が真
の復興となるという考えから、文化芸術活動を実施する石
巻市文化協会へ補助する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

石巻市文化協会加入団体数 200 200

004-102-001-00518 福祉部子育て支援課 建設・交付金

（仮称）湊地区保育所建設事業 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

津波被害に対する安全性の確保及び子育て支援機能を有す
るこども園として、子育て支援の環境を整備する。
併せて総合福祉会館「みなと荘」も一体的に移転新築を図
る。

建設工事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 100.0

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 30.0 100.0

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

津波に対する安全性の確保された場所に子育て支援セン
ターを併設した保育所を移転新築する。

用地購入

設計

地質調査

敷地造成

建設工事

004-102-001-00517 福祉部子育て支援課 建設・交付金

（仮称）渡波地区保育所建設事業 平成27年度

177



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

用地取得

単位 目標

活動指標 % 25.0

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

用地取得

単位 目標

活動指標 % 8.0

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 % 28.0

成果指標

004-102-003-00672 福祉部子育て支援課 建設・新規掲載・交付金

湊地区放課後児童クラブ専用教室設置事業 平成26年度

事業進捗率 16.0 100.0

津波に対する安全性の確保された場所に子育て支援セン
ターを併設した保育所を移転新築する。

指　標　名 目標 目標

004-102-001-00520 福祉部子育て支援課 建設・交付金

（仮称）雄勝地区保育所建設事業

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

平成26年度 平成27年度

004-102-001-00519 福祉部子育て支援課 建設・交付金

（仮称）門脇・大街道地区保育所建設事業 平成27年度

津波被害に対する安全性の確保及び子育て支援機能を有す
る保育所を整備し、子育て支援の環境整備を図る。

地質調査

設計

敷地造成

建設工事

指　標　名 目標 目標

事業進捗率 30.0 100.0

平成27年度

平成26年度 平成27年度

設計
敷地造成

建設工事

100.0 　事業進捗率

湊こども園、みなと荘を含む複合施設内に専用教室を確保
し、子育て支援の環境を整備する。

建設工事

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
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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 3,220

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

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 回 20

成果指標 人 200参加人数 200 200

子育てサポーター及び子育てサポーターリーダーなど身近
な人たちによる「家庭教育支援チーム」を組織し、孤立し
がちな保護者や仕事で忙しい保護者など、地域とのコミュ
ニケーションや学習の機会等になかなか参加できない保護
者や家庭に対する支援を行う。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

親子参加型活動の実施回数 20 20

004-103-002-00527 教育委員会生涯学習課 基金

家庭教育支援事業 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

カウンセラー年間相談件数 3,220 3,220

目標

004-103-002-00526 教育委員会学校教育課 基金

心のケア充実事業 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　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大震災により心に深い傷を受けた園
児、児童、生徒等に対し、健康実態調査や医療専門家によ
る巡回相談による心のケアを実施する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-103-002-00525 教育委員会学校教育課 基金

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー配置事業 平成32年度

児童・生徒、保護者、教職員の心理面における安定を図る
ため、スクールカウンセラーを配置するとともに、小中学
校における相談体制や関係機関との連携体制の充実を図る
ため、スクールソーシャルワーカーを配置し、問題行動の
早期対応や早期解決を図る。

実施 実施

指　標　名 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 回 1

成果指標 件 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 件 20

成果指標 人 20

指　標　名 目標 目標

004-103-002-00528 教育委員会学校教育課 基金

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

本市、東部地方振興事務所、商工会議所、JAいしのまきを
構成団体とする「農商工等連携推進連絡会議」による農商
工連携セミナーや農商工連携等マッチング交流会などを開
催し、農林漁業者等による新商品の研究、開発を支援す
る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

004-201-003-00531 産業部産業推進課 建設

セミナー等の開催回数 1 1

新商品の研究・開発件数 1 1

企業誘致等支援事業 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

「石巻市企業立地等促進条例助成金制度」及び「石巻市産
業創造助成金制度」など、既存の支援制度の拡充を図る。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

企業立地等助成金の交付件数 20 20

助成金交付企業の新規雇用者数 20 20

平成27年度

平成32年度

004-201-003-00530 産業部産業推進課

6次産業化推進事業

副読本を用いた授業実施校 100.0 100.0

東日本大震災を教訓とし、石巻市の実態に即した防災教育
を実践するとともに、発達段階に応じた防災対応能力の育
成を図るため、防災教育副読本を作成し、学校における防
災教育の充実を図る。

実施 実施

防災教育充実事業 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
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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

微細藻類の機能性物質を活用した医薬品、バイオ燃料等を
生産する企業を誘致し、産業を活性化する。

実施 実施

指　標　名 目標 目標

関連企業への訪問等件数 1 1

マリンバイオマス推進事業 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

004-202-001-00694 産業部産業推進課 掲載新規
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