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震災復興基本計画実施計画　事業索引

下水道施設災害復旧事業 ‥‥‥‥ 130

農業集落排水事業災害復旧事業 ‥‥‥‥ 131

‥‥‥‥ 131

災害用備蓄配備事業 ‥‥‥‥ 117

災害時要援護者避難支援事業 ‥‥‥‥ 117 下水道施設災害復興事業 ‥‥‥‥ 131

避難ビル整備事業 ‥‥‥‥ 117 ‥‥‥‥ 132

都市防災総合推進事業 ‥‥‥‥ 118

避難タワー整備事業 ‥‥‥‥ 118 都市公園等整備事業 ‥‥‥‥ 132

‥‥‥‥ 118 ‥‥‥‥ 132

地域防災計画改訂事業 ‥‥‥‥ 119 ‥‥‥‥ 133

ハザードマップ作成事業 ‥‥‥‥ 119

自主防災組織機能強化事業 ‥‥‥‥ 119 太陽光発電普及促進事業 ‥‥‥‥ 133

避難路整備事業 ‥‥‥‥ 120 ‥‥‥‥ 133

誘導表示板設置事業 ‥‥‥‥ 120

放射線情報公開事業 ‥‥‥‥ 120 ‥‥‥‥ 134

震災記録収集整理事業 ‥‥‥‥ 121

慰霊碑（モニュメント）建立事業 ‥‥‥‥ 121

東日本大震災犠牲者追悼式 ‥‥‥‥ 121 1　迅速な生活・健康支援と福祉・医療の確保

コミュニティ形成支援補助事業 ‥‥‥‥ 122 ‥‥‥‥ 137

‥‥‥‥ 122

災害援護資金貸付事業 ‥‥‥‥ 137

外国人相談窓口開設事業 ‥‥‥‥ 122 ‥‥‥‥ 137

日本語教室等開設事業 ‥‥‥‥ 123

地域自治システム構築支援事業 ‥‥‥‥ 123 震災奨学金給付事業 ‥‥‥‥ 138

ボランティア地域活性化事業 ‥‥‥‥ 123 ‥‥‥‥ 138

市報臨時号発行委託業務 ‥‥‥‥ 138

土地区画整理事業 ‥‥‥‥ 124 消費者行政対策事業 ‥‥‥‥ 139

優良建築物等整備事業 ‥‥‥‥ 124 全国避難者市報等郵送事業 ‥‥‥‥ 139

市街地再開発事業 ‥‥‥‥ 124 被災者生活支援事業 ‥‥‥‥ 139

‥‥‥‥ 125 応急仮設住宅運営管理補助事業 ‥‥‥‥ 140

応急仮設住宅バス運行事業 ‥‥‥‥ 140

防災集団移転促進事業 ‥‥‥‥ 125 心のケア事業 ‥‥‥‥ 140

埋蔵文化財発掘調査事業 ‥‥‥‥ 125 ‥‥‥‥ 141

道路橋りょう等応急復旧事業 ‥‥‥‥ 126

道路橋りょう災害復旧事業 ‥‥‥‥ 126 まちの保健室事業 ‥‥‥‥ 141

橋りょう改良事業 ‥‥‥‥ 126 ‥‥‥‥ 141

山崎馬鞍線道路改良事業 ‥‥‥‥ 127

流留垂水避難路整備事業 ‥‥‥‥ 127 栄養・食生活支援事業 ‥‥‥‥ 142

屋敷浜・猪落線道路改良事業 ‥‥‥‥ 127 口腔ケア対策事業 ‥‥‥‥ 142

道路橋りょう整備事業 ‥‥‥‥ 128 民生委員・児童委員確保対策事業 ‥‥‥‥ 142

街路整備事業 ‥‥‥‥ 128 健康増進計画改訂事業 ‥‥‥‥ 143

七窪蛇田線街路整備事業 ‥‥‥‥ 128 ‥‥‥‥ 143

‥‥‥‥ 129

石巻市立病院整備事業 ‥‥‥‥ 143

井内大瓜線歩道設置事業 ‥‥‥‥ 129 寄磯診療所整備事業 ‥‥‥‥ 144

排水ポンプ設置事業（高潮対策） ‥‥‥‥ 129 雄勝診療所施設整備事業 ‥‥‥‥ 144

‥‥‥‥ 130 石巻市夜間急患センター整備事業 ‥‥‥‥ 144

下水道基本計画改訂事業 ‥‥‥‥ 130

水道企業団災害復旧費負担金支出
事業

公共施設再生可能エネルギー導入
事業

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

復興協働プロジェクト協議会関連
事業

災害弔慰金・災害障害見舞金給付
事業

災害義援金の適切配分及び早期支
給事業

2　地域の力でみんなで守る

集会所等コミュニティ施設復旧整
備事業

3　減災まちづくりの推進

津波復興拠点整備事業（石巻駅周
辺）

大瓜水沼真野線（石崎橋）道路改
良事業

（仮称）総合福祉会館みなと荘建
設事業

災害ボランティアセンター運営支
援事業

2次避難者健診・予防接種費用助
成事業

生活不活発病・エコノミー症候群
予防事業

排水ポンプ設置事業（高潮対策特
会分）

1　新たな防災体制の構築 浄化槽集中導入事業（個人設置
型）

浄化槽集中導入事業（市町村設置
型）

石巻港津波避難ビル（防災備蓄倉
庫）整備事業

石巻市総合運動公園（防災公園）
整備事業（第三工区）

施策大綱1　みんなで築く災害に強いまちづくり
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震災復興基本計画実施計画　事業索引

商業団体支援事業 ‥‥‥‥ 161

‥‥‥‥ 145 中小企業者支援事業 ‥‥‥‥ 161

相談窓口設置事業 ‥‥‥‥ 161

災害公営住宅整備事業 ‥‥‥‥ 145

借上公営型地域優良賃貸住宅事業 ‥‥‥‥ 145

がけ地近接等危険住宅移転事業 ‥‥‥‥ 146 ‥‥‥‥ 162

災害公営住宅家賃低廉化事業 ‥‥‥‥ 146

東日本大震災特別家賃低廉事業 ‥‥‥‥ 146 水辺の緑のプロムナード整備事業 ‥‥‥‥ 162

木造住宅耐震診断助成事業 ‥‥‥‥ 147

木造住宅耐震改修工事助成事業 ‥‥‥‥ 147

住宅再建支援事業（市独自制度） ‥‥‥‥ 147 被災農家経営再開支援事業 ‥‥‥‥ 162

農業振興地域整備計画策定事業 ‥‥‥‥ 163

生産基盤整備支援事業 ‥‥‥‥ 163

融資あっせん制度拡充事業 ‥‥‥‥ 148 ‥‥‥‥ 163

緊急雇用創出事業 ‥‥‥‥ 148

企業誘致促進事業 ‥‥‥‥ 148 ‥‥‥‥ 164

‥‥‥‥ 164

総合支所等庁舎復旧整備事業 ‥‥‥‥ 149

稲井支所整備事業 ‥‥‥‥ 149 ‥‥‥‥ 164

消防署所再編整備事業 ‥‥‥‥ 149

消防ポンプ置場復旧整備事業 ‥‥‥‥ 150 被災地域農業復興総合支援事業 ‥‥‥‥ 165

非常備消防車両整備事業 ‥‥‥‥ 150 ‥‥‥‥ 165

‥‥‥‥ 165

災害廃棄物処理事業 ‥‥‥‥ 150

新墓地建設事業 ‥‥‥‥ 151 優良肉用牛生産振興対策事業 ‥‥‥‥ 166

畜産経営支援対策事業 ‥‥‥‥ 166

山林施設災害復旧事業 ‥‥‥‥ 166

‥‥‥‥ 167

‥‥‥‥ 155

ポートセールスの展開 ‥‥‥‥ 155 物産市等開催・参加支援事業 ‥‥‥‥ 167

漁港災害復旧事業 ‥‥‥‥ 155 ‥‥‥‥ 167

漁港災害復旧関連事業 ‥‥‥‥ 156

海岸保全施設災害復旧事業 ‥‥‥‥ 156 ‥‥‥‥ 168

海岸保全施設整備事業 ‥‥‥‥ 156

水産物地方卸売市場建設事業 ‥‥‥‥ 157 まちなか観光推進事業 ‥‥‥‥ 168

放射能風評被害対策事業 ‥‥‥‥ 157

種苗放流事業 ‥‥‥‥ 157

水産業災害対策資金利子補給事業 ‥‥‥‥ 158

漁業集落防災機能強化事業 ‥‥‥‥ 158

水産業共同利用施設整備支援事業 ‥‥‥‥ 158 市立高等学校統合事業 ‥‥‥‥ 171

‥‥‥‥ 159 小学校災害復旧事業 ‥‥‥‥ 171

須江小学校校舎増築事業 ‥‥‥‥ 171

‥‥‥‥ 159 中学校災害復旧事業 ‥‥‥‥ 172

学校防災施設・設備等整備事業 ‥‥‥‥ 172

水産業共同利用施設復旧事業 ‥‥‥‥ 159 学校施設耐震補強事業 ‥‥‥‥ 172

共同利用漁船復旧支援事業 ‥‥‥‥ 160 通学支援事業 ‥‥‥‥ 173

‥‥‥‥ 160 就学援助事業 ‥‥‥‥ 173

市立幼稚園保育料減免事業 ‥‥‥‥ 173

仮設施設整備事業 ‥‥‥‥ 160 市立高等学校入学金等免除事業 ‥‥‥‥ 174

住生活基本計画及び長寿命化計画
改定事業

3　職の再建

5　生活環境の整備

4　各種公共施設の復旧と復興

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）

国際拠点港湾「石巻港」復興活性
化プロジェクト事業

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

１　海とともに生きる
住民持込み食品等の放射性物質簡
易検査事業

水産業共同利用施設復旧・復興整
備事業（市場整備分）

水産加工団地共同排水処理施設復
旧再生事業

1　未来の人を育てる

石巻焼きそばフェスティバル実施
事業

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

4　地域資源を活かす

石巻観光ボランティア協会復興支
援事業

農業経営高度化支援事業（調査・
調整事業）

農山漁村活性化プロジェクト支援
事業

震災対応・戦略作物生産基盤整備
事業

農業経営高度化支援事業（集積促
進事業補助金）

農山漁村地域復興基盤整備事業
（ほ場整備）

3　大地とともに生きる

農山漁村地域復興基盤整備事業
（林道利活用）

2　住まいの再建

2　川とともに生きる

中心市街地活性化基本計画改訂事
業
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震災復興基本計画実施計画　事業索引

学校給食センター建設事業 ‥‥‥‥ 174

適応指導教室整備事業 ‥‥‥‥ 174

湊こども園移転新築事業 ‥‥‥‥ 175

‥‥‥‥ 175

国指定名勝齋藤氏庭園復旧事業 ‥‥‥‥ 175

‥‥‥‥ 176

文化財再興事業 ‥‥‥‥ 176

文化芸術事業 ‥‥‥‥ 176

‥‥‥‥ 177

（仮称）渡波地区保育所建設事業 ‥‥‥‥ 177

（仮称）湊地区保育所建設事業 ‥‥‥‥ 177

‥‥‥‥ 178

（仮称）雄勝地区保育所建設事業 ‥‥‥‥ 178

‥‥‥‥ 178

‥‥‥‥ 179

心のケア充実事業 ‥‥‥‥ 179

家庭教育支援事業 ‥‥‥‥ 179

防災教育充実事業 ‥‥‥‥ 180

2 企業誘致と新産業の創出

6次産業化推進事業 ‥‥‥‥ 180

企業誘致等支援事業 ‥‥‥‥ 180

マリンバイオマス推進事業 ‥‥‥‥ 181

湊地区放課後児童クラブ専用教室
設置事業

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

市民の文化芸術活動に対するサ
ポート事業

（仮称）門脇・大街道地区保育所
建設事業

博物館機能及び文化ホール機能施
設整備事業

旧石巻ハリストス正教会教会堂復
元事業
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