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第４章 第１節 多様な自然との共生 

 

《資料３ 石巻市の主な希少群落（資料：宮城県レッドリスト２０１６） 

 

群　落　名 場　　所

タブノキ群落 弁天島（小竹浜） 3 壊滅危惧

タブノキ群落 田代島（田代） 2 破壊危惧

タブノキ群落 網地島（牡鹿） 2 破壊危惧

タブノキ群落 岸山王島（牡鹿） 2 破壊危惧

タブノキ群落 桂島 1 要注意

タブノキ群落 小出島 1 要注意

タブノキ群落 貢尻島 3 壊滅危惧

モチノキ群落 沖山王島 1 要注意

アカマツ群落 清崎（牡鹿） 4 壊滅状態

クロマツ群落 神割崎（北上） 2 破壊危惧

クロマツ群落 石巻湾沿岸 4 壊滅状態

ヨシ群落 追浪川（北上・河北） 3 壊滅危惧

アカマツ群落 翁倉山 3 壊滅危惧

モミ・イヌブナ群落 牧山（湊） 1 要注意

モミ・スギ群落 牧の崎 2 破壊危惧

モミ群落 駒ヶ峰 3 壊滅危惧

ケヤキ・シロダモ 石巻湊 1 要注意

イヌシデ群落 尾崎神社（渡波） 3 壊滅危惧

シバ群落 旭山（河南） 3 壊滅危惧

シバ群落 籠峰山（大瓜） 4 壊滅状態

ススキ群落 上品山 1 要注意

群　落　名 場　　所

自然林 牡鹿半島駒ヶ峰 3 壊滅危惧

池沼植物群落 富士沼 3 壊滅危惧

砂浜植物群落 長面浜 Ｄ 壊滅

植物群落 金華山島 3 壊滅危惧

植物群落 八景島 1 要注意

ラ　ン　ク

ラ　ン　ク

単一群落

群落複合

 

D 壊滅

4

3

2

1

壊滅状態

（群落は全体的に壊滅状態にあり、緊急に対策を講
じなければ壊滅する。）

壊滅危惧

（群落は対策を講じなければ徐々に悪化して壊滅す
る。）

破壊危惧

（群落は、当面保護されているが、将来破壊される
おそれがある。）

要注意
（群落は、現在保護・管理状態が良く、当面破壊さ
れるおそれが少ない。しかし、監視は必要であ

る。）

※植物群落カテゴリー区分
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《資料４ 石巻市に生息する主な絶滅危惧類等の動物》 

 

種類 No 科 名 種 名 

選定基準 

文化財 国 RL 
水産庁 

RDB 
県 RL 

哺乳類 

1 
ヒナコウモリ科 

ヤマコウモリ   ★★☆☆   ★★☆ 

2 ヒナコウモリ   
 

  ★★☆ 

3 オナガザル科 ニホンザル   地域孤立   地域孤立 

4 ウシ科 ニホンカモシカ 特天然     要注目種 

鳥類 

5 コウノトリ科 コウノトリ 特天然 ★★★★     

6 

カモ科 

コクガン 天然 ★★☆☆   ★★☆ 

7 マガン 天然 ★☆☆☆   
 

8 ヒシクイ 天然 ★★☆☆   ★☆☆ 

9 ウミスズメ科 カンムリウミスズメ 天然 ★★☆☆   ★☆☆ 

10 

タカ科 

オジロワシ 天然 ★★☆☆   ★★☆ 

11 オオワシ 天然 ★★☆☆   ★★☆ 

12 イヌワシ 天然 ★★★☆   ★★★ 

両生類 

 

13 

サンショウウオ科 

トウホクサンショウウオ   ★☆☆☆   ★☆☆ 

14 クロサンショウウオ   ★☆☆☆   地域孤立 

15 ハコネサンショウウオ       ★☆☆ 

16 イモリ科 イモリ       地域孤立 

17 
アカガエル科 

トウキョウダルマガエル   ★☆☆☆   ★☆☆ 

18 ツチガエル       ★☆☆ 

昆虫類  

（ﾁｮｳ目） 

19 タテハチョウ科 オオウラギンヒョウモン   ★★★★   絶滅 

20 シロチョウ科 ヒメシロチョウ   ★★★☆   ★★★ 

 

昆虫類  

（ｺｳﾁｭｳ目） 

21 オサムシ科 オオハンミョウモドキ       ★☆☆ 

22 

ゲンゴロウ科 

マルコガタノゲンゴロウ   ★★★★   
 

23 
ホンシュウオオイチモン

ジシマゲンゴロウ 
  ★★★☆   ★★☆ 

魚類 

24 ギス科 ギス（海水魚）     希少   

25 コイ科 タナゴ（淡水魚）   ★★★☆ 希少 ★★★ 

26 ギギ科 ギバチ（淡水魚）   ★★☆☆   ★☆☆ 

27 メダカ科 メダカ（淡水魚）   ★★☆☆   ★☆☆ 

28 ホウボウ科 カナガシラ（海水魚）     
絶滅 

危惧 
  

29 

ハゼ科 

シロウオ（淡・海水魚）   ★★☆☆   ★★☆ 

30 エドハゼ（淡・海水魚）   ★★☆☆   ★★☆ 

31 
チクゼンハゼ（淡・海水

魚） 
  ★★☆☆   ★★☆ 

32 カレイ科 マツカワ（海水魚）     希少   

※「環境省レッドリスト２０１５」、「宮城県レッドリスト２０１６」、「日本の希少な野生生物に

関するデータブック『水産庁編』、文化財ホームページを参照してとりまとめた。 

選定基準に関しては、次ページ《資料５ 絶滅危惧類等の選定基準》に記載しています。 
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《資料５ 絶滅危惧類等の選定基準》 

 

【文化財】 文化財保護法 (昭和 25年 法律第 214号)  

[特天然]…特別天然記念物  

[天然]…天然記念物 

  

【国 RL】…環境省レッドリスト２０１５ 

[★★★★（絶滅危惧 IA類）]…ごく近い将来における野生での絶滅の可能性が極めて

高いもの。 

[★★★☆（絶滅危惧 IB類）]…ⅠＡほどではないが、近い将来における野生での絶滅

の可能性が極めて高いもの。 

[★★☆☆（絶滅危惧 II類）]…現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する

場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの。 

[★☆☆☆（準絶滅危惧）]…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっ

ては、「絶滅危惧」として上位に移行する要素を有するもの。            

[地域孤立（絶滅のおそれのある地域個体群）]…地域的に孤立している個体群で、絶滅

のおそれが高いもの。 

  

【水産庁 RDB】 日本の希少な野生水生生物に関するデータブック （水産庁編） (1998

年 社団法人日本水産資源保護協会) 

[希少（希少種）]…存続基盤が脆弱な種･亜種 

[絶滅危惧（絶滅危惧種）]…絶滅の危機に瀕している種･亜種 

  

【県 RL】 宮城県レッドリスト (２０１６年 宮城県) 

[絶滅(絶滅)]…本県では既に絶滅したと考えられる種 

[★★★（絶滅危惧Ⅰ類）]…現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、

野生での存続が困難なもの。 

[★★☆（絶滅危惧Ⅱ類）]…現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、

近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの。 

[★☆☆（準絶滅危惧）]…本県において、現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件

の変化によっては、「絶滅危惧」として上位に移行する要素を有するもの。 

[地域孤立（絶滅のおそれのある地域個体群）]…地域的に孤立している個体群で、絶滅

のおそれが高いもの。 
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《資料６ 富士沼の植物目録（資料：石巻市）》 

 

科名 種名 科名 種名 科名 種名

科名 種名 ヤマブキ アカジソ イヌムギ

トクサ科 スギナ クマイチゴ イヌゴマ キツネガヤ

イワデンタ科 コウヤワラビ ナワシロイチゴ クコ ヤマアワ

クサネム イヌホオズキ メヒシバ

科名 種名 ネムノキ アメリカアゼナ アキメヒシバ

マツ科 アカマツ イタチハギ アゼナ イヌビエ

スギ科 スギ ヤブマメ キリ ケイヌビエ

ヒノキ科 ヒノキ ツルマメ タチイヌノフグリ タイヌビエ

イチイ科 カヤ ヤハズソウ オオイヌノフグリ ヒエ

ヤマハギ オオバコ オヒシバ

マルバハギ ヘラオオバコ ヌマカゼクサ

ツクシハギ トウオオバコ シナダレスズメガヤ

科名 種名 メドハギ スイカズラ科 スイカズラ カゼクサ

クルミ科 オニグルミ クズ ブタクサ オニウシノケグサ

カワヤナギ コメツブツメクサ オオヨモギ ヒロハウシノケグサ

タチヤナギ ムラサキツメクサ ヨモギ ナギナタガヤ

クリ シロツメクサ ノコンギク オオウシノケグサ

コナラ ヤハズエンドウ ホウキギク ネズミムギ

ニレ科 ケヤキ ヤブツルアズキ アメリカセンダングサ アシボソ

ヒメコウゾ フジ コセンダングサ オギ

クワクサ カタバミ タウコギ ススキ

カナムグラ エゾタチカタバミ トキンソウ ケチヂミザサ

ヤマグワ ゲンノショウコ コスモス ヒロハウシノケグサ

ヤブマオ ミツバフウロ キクタニギク ナギナタガヤ

ヤマミズ トウダイグサ科 ハイニシキソウ タカサブロウ オオウシノケグサ

サクラタデ ミカン科 イヌサンショウ ダンドボロギク ネズミムギ

ヤナギヌカボ ウルシ科 ヌルデ ヒヨドリバナ アシボソ

ヤナギタデ アワブキ科 アワブキ サケバヒヨドリ オギ

オオイヌタデ ツリフネソウ科 ツリフネソウ ハキダメギク ススキ

イヌタデ クロウメモドキ科 ケンポナシ チチコグサ ケチヂミザサ

オオネバリタデ ツタ セイタカハハコグサ オオクサキビ

ヤノネグサ ノブドウ チチコグサモドキ スズメノヒエ

サナエタデ スミレ科 スミレ ブタナ クサヨシ

アキノウナギツカミ ゴキヅル イワニガナ ヨシ

ミゾソバ アレチウリ ユウガギク スズメノカタビラ

ハイミチナヤギ キカラスウリ アキノノゲシ ヌマイチゴツナギ

ミチヤナギ ミソハギ ホソバアキノノゲシ ナガハグサ

ケイタドリ エゾミソハギ フキ ヒエガエリ

スイバ ヒシ科 ヒシ コウゾリナ アキノエノコログサ

ナガバギシギシ アカバナ ノボロギク キンエノコロ

エゾノギシギシ チョウジタデ セイタカアワダチソウ コツブキンエノコロ

ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ メマツヨイグサ オニノゲシ エノコログサ

オランダミミナグサ ミズキ科 アオキ ヒメジョオン マコモ

ミミナグサ ウコギ科 タラノキ エゾタンポポ シバ

ウシハコベ ドクゼリ セイヨウタンポポ ジョウロウスゲ

ノミノフスマ セリ オオオナモミ アゼナルコ

コハコベ オヤブジラミ オニタビラコ ミコシガヤ

ミドリハコベ タガネソウ

アリタソウ 科名 種名 科名 種名 アゼスゲ

アカザ サクラソウ科 オカトラノオ ヘラオモダカ タマガヤツリ

ウラジロアカザ エゴノキ科 エゴノキ オモダカ カヤツリグサ

コアカザ モクセイ科 マルバアオダモ ヒルムシロ科 エビモ カワラスガナ

イノコズチ キョウチクトウ科 テイカカズラ ユリ科 ヤブカンゾウ スジヌマハリイ

ヒナタイノコズチ ガガイモ科 シロバナノカモメヅル ヒガンバナ科 スイセン マメクグ

イヌビユ ヤエムグラ ヤマノイモ科 ヤマノイモ ウキヤガラ

アオゲイトウ ホソバノヨツバムグラ ミズアオイ科 ミズアオイ ホタルイ

スベリヒユ科 スベリヒユ ヤイトバナ アヤメ科 キショウブ コウキヤガラ

ボタンヅル アカネ イグサ マツカサススキ

コボタンヅル ヒルガオ科 ヒルガオ コウガイセキショウ フトイ

ケキツネノボタン ハナイバナ ホソイ サンカクイ

タガラシ ヒレハリソウ クサイ アオウキクサ

マツモ科 マツモ キュウリグサ ツユクサ ウキクサ

クサノオウ クマツヅラ科 ムラサキシキブ イボクサ ミクリ科 ミクリ

タケニグサ クルマバナ タケ科 マダケ ヒメガマ

ハルザキヤマガラシ ナギナタコウジュ シバムギ コガマ

タネツケバナ ヒメオドリコソウ カモジグサ ラン科 ネジバナ

ヒメグンバイナズナ シロネ スズメノテッポウ

スカシタゴボウ ヒメサルダヒコ ハルガヤ

コモチマンネングサ ハッカ コブナグサ

ツルマンネングサ ヒメジソ ミノゴメ

ユキノシタ科 タコノアシ イヌコウジュ ヤマカモジグサ

    １.シダ植物　　

   ①離弁花類

フウロソウ科

ブドウ科

ウリ科

バラ科

マメ科

カタバミ科

２.裸子植物

３.被子植物
（１）双子葉類

（２）単子葉類

ヤナギ科

ブナ科

クワ科

イラクサ科

タデ科

ナデシコ科

ミソハギ科

アカバナ科

キンポウゲ科

ケシ科

アブラナ科

ベンケイソウ科

セリ科

アカザ科

ヒユ科

   ②合弁花類

イネ科

カヤツリグサ科

ウキクサ科

ガマ科

アカネ科

ムラサキ科

シソ科

ナス科

ゴマノハグサ科

オオバコ科

キク科

オモダカ科

イグサ科

ツユクサ科

イネ科

シソ科
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《資料７ 富士沼に生息する特記すべき植物（資料：石巻市）》 

 

1. ヌマカゼクサ  

   (イネ科) 

 関東以西に分布し、四国にまれという日本特産の種で、沼や池の

ほとりに水に浸かりなから生える多年草。宮城県では初検出。富士

沼の南部で、出水の時にしばしば浸水するおよそ５０m の堤に、複

数株の生育が確認された。  

2. スジヌマハリイ  

    (カヤツリグサ科) 

 砂まじりの湿地に生え、茎に明らかな縦の筋がある多年草。環境

省レッドリストでは絶滅危惧Ⅱ類、宮城県でも絶滅危惧Ⅱ類にラン

クされている。 

 富士沼には南岸と東岸に複数の産地があり、植生調査の時にも確

認されている。 

3. ジョウロウスゲ  

 (カヤツリグサ科)  

 ５０㎝前後の茎が株をつくって水辺に生える多年草。名前のいわ

れは、穂をつけた草の姿が高尚なので「上臈(身分高い女官)菅」と

いう。国内では、関東以北、北海道に分布する。環境省のレッドリ

ストでは絶滅危惧Ⅱ類に、宮城県でも絶滅危惧 1 類にランクされて

いる。 

 沼の南部の水際に、複数の株が生育をしているのが確認された。

そのほかにも、西岸の１か所、道路挟んで山際の湿地に１か所を確

認できた。 

4. マメクグ 

 (カヤツリグサ科)    

 北方系の植物で、宮城県以外の産地は不明である。宮城県のレッ

ドリストには絶滅危惧Ⅱ類にランクされている。沼の南部の水湿地

に生えている。個体数は多くはない。 

5. ミクリ 

 （ミクリ科） 

 沼の南部の水際と東部の沼地の２か所で、複数株、生育している

のを確認した。環境省レッドリストでは準絶滅危惧、宮城県でも準

絶滅危惧にランクされている。 

6. ヤナギヌカボ 

   (タデ科)  

 石巻市内の産地として根岸堤、三輪田、中島、中津山が知られて

いる。環境省レッドリストでは絶滅危惧Ⅱ類、宮城県で要注目種に

ランクされている。沼の南部の水湿地に生育し、植生調査の際にも

度々出現した。 

7. ミズアオイ 

 (ミズアオイ科) 

 環境省レッドリストでは準絶滅危惧にランクされている。産地の

記録は少ないが、石巻市の水辺の植物としては、一般的に見られる。

沼の南部や東部に生育し、個体数が多く、大小の群落をつくる。 

8. タコノアシ 

 (ユキノシタ科) 

 環境省レッドリストでは準絶滅危惧にランクされている。沼の南

部の水湿地の環境に生育し、それぞれの個体は小さいが、生育地で

は数が多くてやや目立つ。 
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《資料８ 押切沼の植物目録（資料：石巻市） 

  

イヌビエ

科名 種名 科名 種名 ケイヌビエ

トクサ科 スギナ ガガイモ科 ガガイモ タイヌビエ

アカネ科 アカネ オヒシバ

（１）双子葉類 シソ科 ヒメジソ オオニワホコリ

①離弁花類 キクモ オニウシノケグサ

科名 種名 アゼナ アシカキ

イラクサ科 ヤマミズ タヌキモ科 イヌタヌキモ エゾノサヤヌカグサ

ヤナギタデ キキョウ科 ミゾカクシ アシボソ

オオイヌタデ オオブタクサ ススキ

アキノウナギツカミ ヨモギ ヌカキビ

ミゾソバ アメリカセンダングサ クサヨシ

ハナタデ タウコギ ヨシ

ハイミチヤナギ トキンソウ アキノエノコログサ

スベリヒユ科 スベリヒユ ヒメムカシヨモギ エノコログサ

アカザ科 アカザ ハキダメギク マコモ

ヒユ科 ヒナタイノコズチ オオジシバリ ヒナガヤツリ

オトギリソウ科 コケオトギリ アキノノゲシ カヤツリグサ

ハルザキヤマガラシ ノボロギク ウシクグ

スカシタゴボウ セイタカアワダチソウ カワラスガナ

クサネム ヒメジョオン ミズガヤツリ

ツルマメ セイヨウタンポポ ハリイ

クズ オオオナモミ ヒメクグ

ムラサキツメクサ ウキヤガラ

シロツメクサ 科名 種名 ホタルイ

カタバミ科 エゾタチカタバミ サジオモダカ シズイ

エノキグサ オモダカ サンカクイ

オオニシキソウ ミズアオイ科 コナギ ガマ科 ヒメガマ

コニシキソウ イグサ科 コウガイゼキショウ

ブドウ科 ノブドウ ツユクサ

ミゾハコベ科 ミゾハコベ イボクサ

ミソハギ科 キカシグサ アズマネザサ

ヒシ科 ヒシ アズマザサ

チョウジタデ マダケ

メマツヨイグサ キツネガヤ

セリ メヒシバ

オヤブジラミ アキメヒシバ

イネ科

②合弁花類

キク科

アカバナ科

ゴマノハグサ科

セリ科

アブラナ科

トウダイグサ科

オモダカ科

ツユクサ科

イネ科

タケ科

カヤツリグサ科

タデ科

１.シダ植物

２.被子植物

（２）単子葉類
マメ科

 

 

 

《資料９ 押切沼に生息する特記すべき植物（資料：石巻市）》 

 

イヌタヌキモ(タヌキモ科) 

 環境省のレッドリストでは準絶滅危惧のランクであるが、宮城県の改訂さ

れたレッドリストでは、新たに絶滅危惧Ⅱ類に指定されている。捕虫嚢をも

つ食虫植物のイヌタヌキモは、水中を浮遊する植物であるが、押切沼では、

ヒシの間に混じって多数生育する。沼の水位が低くなって陸地化した岸辺に

は、花径を出して、開花する個体も見られる。 
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《資料１０ 大沢堤に生息する植物（資料：石巻市）》 

 

科名 種名 科名 種名

オシダ科 オクマワラビ ユウガギク

アキノノゲシ
アメリカセンダングサ
ヒメジョオン

科名 種名 アカネ科 アカネ
ヒシ科 ヒシ

サクラタデ 科名 種名

ミゾソバ ウキクサ科 ウキクサ
ハナタデ ヨシ

ツリフネソウ科 ツリフネソウ マコモ
カラハナソウ クサヨシ
ヤマグワ ススキ

ブドウ科 ノブドウ カモガヤ
ヒユ科 イノコヅチ カヤツリグサ科 ウキヤガラ
マメ科 クズ ガマ科 ガマ

アレチウリ ユリ科 ヤブカンゾウ
スズメウリ タケ科 アズマネザサ

ヤナギ科 カワヤナギ
クルミ科 オニグルミ
ニレ科 ケヤキ
クロウメモドキ科 ケンポナシ

ウリ科

１.シダ植物 　　②合弁花類

２.被子植物
（１）双子葉類
　　①離弁花類

タデ科

キク科

イネ科
クワ科

（２）単子葉類

 

 

《資料１１ 都市計画区域面積（資料：石巻市）》 

 

区分 面積（ｈａ） 
割合

（％） 

石
巻
広
域
都
市
計
画 

市
街
化
区
域 

住居系 

第一種低層住居専用地域 290 2.0% 

第二種低層住居専用地域 10 0.1% 

第一種中高層住居専用地域 133 0.9% 

第二種中高層住居専用地域 224 1.5% 

第一種住居地域 416 2.9% 

第二種住居地域 628 4.3% 

準住居地域 44 0.3% 

商業系 
近隣商業地域 98 0.7% 

商業地域 69 0.5% 

工業系 

準工業地域 608 4.2% 

工業地域 264 1.8% 

工業専用地域 384 2.6% 

市街化調整区域 9,837 67.8% 

河北都市計画（非線引き都市計画） 1,508 10.4% 

雄勝都市計画（非線引き都市計画） 0 0.0% 

牡鹿都市計画（非線引き都市計画） 0 0.0% 

都市計画区域面積合計 14,513 100.0% 
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《資料１２ 都市公園・緑地面積等データ（資料：石巻市）》 

 

種類 種別 
都市計画公園 その他の都市公園 合計 割合 

（％） 数 面積（㎡） 数 面積（㎡） 数 面積（㎡） 

基幹 

公園 

住区 

基幹 

公園 

広場公園 0 0 0 0 0 0 0.0% 

街区公園 58 125,327 0 0 58 125,327 9.6% 

近隣公園 6 98,573 0 0 6 98,573 7.5% 

地区公園 3 100,809 0 0 3 100,809 7.7% 

小計 67 324,709 0 0 67 324,709 24.8% 

都市 

基幹 

公園 

総合公園 0 0 0 0 0 0 0.0% 

運動公園 3 327,276 0 0 3 327,276 25.1% 

小計 3 327,276 0 0 3 327,276 25.1% 

特殊公園 

風致公園 2 18,525 0 0 2 18,525 1.4% 

墓園 1 609,020 0 0 1 609,020 46.6% 

小計 3 627,545 0 0 3 627,545 48.0% 

都市緑地 10 26,335 0 0 10 26,335 2.2% 

合   計 83 1,305,865 0 0 83 1,305,865 100.0% 
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《資料１３ 都市公園現況（資料：石巻市）》 

 

都市公園現況

平成２８年３月３１日現在 単位：㎡

名称 面積 所在地 供用年月日（当初） 割合 名称 面積 所在地 供用年月日（当初） 割合

（街区公園） 新栄東公園 2,550 新栄二丁目 平成10年4月1日

羽黒山公園 4,048 羽黒町一丁目 昭和27年6月2日 上中埣公園 2,900 蛇田字新埣寺 平成10年4月1日

住吉公園 2,054 住吉町一丁目 昭和27年6月2日 開成公園 6,927 開成 平成12年8月10日

明神山公園 1,501 山下町一丁目 昭和27年8月19日 新栄西公園 2,387 新栄一丁目 平成13年4月1日

汐見台公園 2,684 渡波字祝田 昭和38年6月22日 五番谷地公園 764 大街道北二丁目 平成19年4月1日

南浜町東公園 2,068 南浜町二丁目 昭和43年7月1日 恵み野中央公園 2,541 石巻市蛇田字新大埣 平成25年3月25日

蛇田団地南公園 6,288 向陽町三丁目 昭和45年9月30日 恵み野西公園 3,562 石巻市蛇田字新大埣 平成25年3月25日

蛇田団地北公園 2,680 向陽町二丁目 昭和45年9月30日 恵み野自然公園 5,297 石巻市蛇田字新金沼 平成25年3月25日

袋谷地北公園 1,793 水明北二丁目 昭和45年9月30日 小計 118,011 9.1%

蛇田新下堀公園 667 向陽町五丁目 昭和45年9月30日 （近隣公園）

蛇田新上浦公園 733 向陽町四丁目 昭和45年9月30日 日和山公園 29,285 日和が丘二丁目 昭和27年6月2日

蛇田新下浦公園 698 向陽町一丁目 昭和45年9月30日 海門寺公園 9,451 日和が丘一丁目 昭和27年6月2日

袋谷地東公園 9,013 水明北三丁目 昭和46年7月12日 蛇田中央公園 15,829 向陽町四丁目 昭和46年7月1日

袋谷地南公園 1,931 水明北一丁目 昭和47年6月26日 北上公園 10,000 中里三丁目 昭和51年2月25日

浜松公園 5,324 松原町 昭和48年3月23日 万石浦公園 10,489 流留字七勺 昭和51年10月1日

筒場公園 5,520 緑町一丁目 昭和50年3月17日 押切沼公園 23,519 広渕字砂一及び砂四 平成2年12月25日

水押公園 2,400 開北三丁目 昭和50年3月17日 小計 98,573 7.6%

松並公園 5,167 松並二丁目 昭和51年2月25日 （地区公園）

鹿妻東公園 3,505 鹿妻南二丁目12-1 昭和51年2月25日 大門崎公園 40,776 湊字大門崎山ほか１字昭和27年8月19日

宜山公園 1,222 宜山町 昭和51年10月1日 中瀬公園 17,713 中瀬 昭和48年3月23日

双葉公園 659 双葉町 昭和51年10月1日 河南中央公園 42,320 須江字横手 昭和60年4月1日

三軒屋公園 1,326 大街道東三丁目 昭和54年10月15日 小　計 100,809 7.8%

新下前沼公園 950 蛇田字新下前沼 昭和54年10月15日 （運動公園）

新境谷地南公園 1,586 中里六丁目 昭和54年10月15日 曽波神公園 52,819 鹿又字曽波神川原 昭和51年2月25日

新中里南公園 1,991 南中里二丁目 昭和55年3月31日 追波川河川運動公園 132,388 小船越字川前 平成3年4月20日

新中里西公園 1,363 南中里四丁目 昭和55年3月31日 石巻市総合運動公園 142,069 南境字外谷 平成12年4月1日

蛇田新下沼公園 393 蛇田字新下沼 昭和55年9月13日 小　計 327,276 25.2%

塩富町二丁目公園 288 塩富町二丁目 昭和55年9月13日 （風致公園）

南谷地南公園 328 大街道北二丁目 昭和55年9月13日 館山公園 16,422 湊字館山 昭和46年7月12日

新館公園 137 新館一丁目 昭和55年9月13日 稲井八幡山公園 2,103 井内字八幡山 昭和54年9月10日

西三軒屋公園 364 大街道南二丁目 昭和55年9月13日 小　計 18,525 1.4%

鹿妻西公園 1,001 鹿妻南一丁目 昭和56年3月31日 その他（墓園）

中里二丁目公園 1,491 中里二丁目 昭和56年3月31日 石巻霊園 609,020 南境字大衡山 昭和55年3月31日

新横堤公園 797 貞山五丁目 昭和56年3月31日 小　計 609,020 46.9%

中里七丁目公園 1,533 中里七丁目 昭和57年3月30日 （都市緑地）

西境谷地公園 656 蛇田字西境谷地 昭和57年3月30日 向陽町西緑地 1,900 向陽町五丁目 昭和51年2月25日

鹿妻第二公園 676 鹿妻南一丁目 昭和57年3月30日 聖人堀緑地 1,116 門脇町四丁目 昭和55年3月31日

御所入公園 692 湊字御所入 昭和57年3月30日 八沢緑地 700 泉町一丁目 昭和55年9月13日

新下前沼西公園 863 蛇田字新下前沼 昭和57年12月1日 相野谷緑地 7,461 相野谷字飯野川町 昭和57年4月1日

鹿妻第三公園 1,235 鹿妻北三丁目 昭和57年12月1日 泉町緑地 5,264 泉町三丁目 平成2年4月20日

新境町公園 1,781 新境町一丁目 昭和58年11月15日 あけぼの緑地 7,821 あけぼの２・３丁目 平成13年4月1日

鹿妻第四公園 710 鹿妻北二丁目 昭和61年10月22日 恵み野１号緑地 549 蛇田字新大埣 平成25年3月25日

垂水三丁目公園 1,500 垂水町三丁目 昭和62年4月10日 恵み野２号緑地 516 蛇田字新大埣・新金沼地内 平成25年3月25日

鹿妻第五公園 1,460 鹿妻北一丁目 昭和63年5月25日 恵み野３号緑地 515 蛇田字新大埣・新金沼地内 平成25年3月25日

新金沼公園 390 蛇田字新金沼 平成7年12月22日 恵み野４号緑地 493 蛇田字新金沼地内 平成25年3月25日

垂水二丁目公園 2,927 垂水町二丁目 平成10年4月1日 小　計 26,335 2.0%

あけぼの北公園 2,990 あけぼの三丁目 平成10年4月1日 合　計 1,298,549 100.0%
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《資料１４ 街路樹整備状況（資料：石巻市） 

1 101001 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線（元倉地区） 342

2 101002 石巻駅工業港北線(石巻駅本草園線) 462

3 101005 山下町二・門脇町一丁目線(石巻小学校前) 86

4 101007 南中里四・新境町一丁目線(七窪蛇田線) 976

5 101008 中央三・門脇町五丁目線(アイトピア通り) 275

6 101123 羽黒町一・千石町線(寿町通り) 395

7 101139 大街道東一・錦町自転車歩行者道線(錦町) 680

8 101194 中央二・羽黒町一丁目線(橋通り) 179

9 101211 鋳銭場住吉町一丁目２号線 24

10 101319 水明南・北境線(水明町) 1,159

11 101598 穀町６号線(さくらの西側) 202

12 101638 元倉二・大橋三丁目線(市役所大通り線) 258

13 101646 大橋一丁目６号線(開北小裏) 188

14 101647 大橋三丁目１号線(大橋中央通り) 637

15 101666 穀町７号線(駅前市営駐車場前) 208

16 102216 伊原津二・鹿妻二丁目線 802

17 103102 七勺鳥ノ巣線(万石浦) (万石浦中学校前の桜を除く） 257

18 103164 沖３号線(万石浦) 143

19 104036 丸井戸向陽町境線(ふれあいロード) 800

20 104037 向陽町中央１号線 939

21 104052 向陽町二・三丁目線(タイヤ館脇) 104

22 104053 向陽町二・四丁目１号線 158

23 104056 向陽町二・五丁目線 34

24 104057 向陽町二・新山崎線 138

25 104064 向陽町三・四丁目１号線(かもめ学園前) 76

26 104085 向陽町五・南久林線 190

27 104183 新大埣１号線 510

28 104188 二番谷地・東道下線 2,401

29 104208 あけぼの一・三丁目線 1,140

30 104334 蛇田西部１号線 405

31 105001 大瓜南境線(専修大前) 1,004

32 105147 新栄一丁目自転車歩行者道１号線 114

33 105148 新栄一丁目自転車歩行者道２号線 106

34 105164 新栄二丁目自転車歩行者道１号線 47

35 105180 新小堤・台線(TBT) 677

36 400003 谷地中線 65

37 400007 山崎沢田線 61

38 500009 樫崎拾貫線 882

39 701001 鮎川新山線 864

40 104322 蛇田中央２０号線 110

41 104323 恵み野五丁目自転車歩行者道１号線 52

42 105188 美園一丁目１号線 376

43 101191 中央一・二丁目境線 272

44 400855 須江工業団地線 968

45 400221 しらさぎ台道路 1,371

46 400856 山根茄子川線 1,358

22,493合計

　№ 　路線番号 路      線      名
街路樹整備
延長(ｍ）
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《資料１５ 石巻市の文化財一覧（資料：石巻市）》 

 

（1）国指定文化財 (平成28年3月31日現在）

名称 員数 指定年月日 所在地 所有者等 備考

重要文化財　岩版 1 昭和36.2.17 ― 石巻市 東北歴史博物館に寄託

史跡　沼津貝塚 1 昭和47.10.21 沼津字出外 石巻市

重要文化財　石井閘門 1 平成14.5.23 水押三丁目6地先 国土交通省

天然記念物　イヌワシの繁殖地 1 昭和51.12.22 北上町 農林水産省

天然記念物　八景島暖地性植物群落 1 昭和39.6.27 雄勝町 名振地区

重要無形民俗文化財　雄勝法印神楽 1 平成9.12.20 雄勝町大浜字大浜 雄勝法印神楽保存会

重要文化財　木造十一面観音立像 1 大正4.8.10 給分浜後山 石巻市

名勝　齋藤氏庭園 1 平成17.7.14
前谷地字黒沢
北村字前山

石巻市

選定保存技術　石盤葺 1 平成17.8.30 水押 佐々木　信平

(2)国登録文化財

名称 員数 登録年月日 所在地 所有者等 備考

旧相川診療所 1 平成24.8.13 北上町十三浜字崎山152-3 有限会社熊谷産業

（3）宮城県指定文化財

名称 員数 指定年月日 所在地 所有者等 備考

無形民俗文化財　牡鹿法印神楽 1 昭和46.3.2 湊字牧山1-1 牡鹿神楽古実会

史跡　仁斗田貝塚 1 昭和50.4.30 田代字内山

有形文化財　奥州石ノ巻図 1 昭和63.11.29 羽黒町一丁目7-1 鳥屋神社

有形文化財　木造男神像 5 昭和31.3.9 福地字加茂崎72 小鋭神社

無形民俗文化財　皿貝法印神楽 1 平成2.1.26 皿貝字小沢 皿貝法印神楽保存会

史跡　和泉沢古墳群 1 昭和62.4.24 中島字和泉沢畑 石巻市

天然記念物　大指海域および双子
島、鞍掛島、蹄島、黒島のウミネコ、
ゴイサギ、アマツバメ、ウトウ等の繁
殖地

1 昭和43.12.13 北上町十三浜字大指ほか 石巻市

無形民俗文化財　おめつき 1 平成6.11.29 雄勝町名振 名振秋葉神社氏子会

無形民俗文化財　寺崎の法印神楽 1 昭和48.11.6 桃生町寺崎 寺崎の法印神楽保存会

無形民俗文化財　樫崎法印神楽 1 平成2.1.26 桃生町樫崎 樫崎法印神楽保存会

有形文化財　木造聖観音立像 1 昭和37.6.28 網地浜網地5 常春寺

有形文化財　持福院観音堂 1 平成10.7.31 給分浜後山 陽山寺

無形民俗文化財　はねこ踊り 1 平成21.4.28 桃生町寺崎 寺崎はねこ踊り保存会

（4）石巻市指定文化財

名称 員数 指定年月日 所在地 所有者等 備考

有形文化財　多福院板碑群 88 昭和50.6.1 吉野町一丁目1-9 多福院

（第一次）昭和
51.6.1

（第二次）昭和
53.4.1

有形文化財　旧石巻ハリストス正教
会教会堂

1 昭和55.12.20 ― 石巻市
復元に向け調査解体、部材保管
中

有形文化財　潮音 1 昭和55.12.20 ― 石巻市
石巻文化センター被災により仮
保管中

天然記念物　イチョウ（吉祥寺） 2 昭和55.12.20 高木字寺前48 吉祥寺

天然記念物　イチョウ（龍泉院） 1 昭和55.12.20 水沼字天似113 龍泉院

有形文化財　葛西椀 3 昭和56.5.18 大瓜字棚橋168 龍洞院

有形文化財　黒潮閑日 1 昭和56.5.18 ― 石巻市
石巻文化センター被災により仮
保管中

無形文化財　石巻市渡波獅子風流 1 昭56.12.19 渡波
石巻市渡波獅子風流保存
会

有形文化財　漁夫像 1 昭和57.12.15 ― 石巻市
石巻文化センター被災により仮
保管中

有形文化財　宝筺印塔 1 昭和61.12.1 湊字牧山5 零羊崎神社

有形文化財　相輪橖 1 昭和61.12.1 湊字牧山5 零羊崎神社

有形文化財　零羊崎神社奉納絵馬
「白馬の図」

1 昭和61.12.1 湊字牧山5 零羊崎神社

有形文化財　平塚ツナ家文書 739 ― 石巻市
石巻文化センター被
災により仮保管中
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（4）石巻市指定文化財 (平成28年3月31日現在）

名称 員数 指定年月日 所在地 所有者等 備考

有形文化財　零羊崎神社奉納絵馬
「黒馬の図」

1 昭和61.12.1 湊字牧山5 零羊崎神社

有形文化財　長禅寺「扁額」 1 昭和61.12.1 湊字牧山5 零羊崎神社

有形文化財　銅造菩薩立像 1 平成元.7.31 渡波字仁田山2 洞源院

有形文化財　銅造薬師如来立像 1 平成元.7.31 高木 日野孝栄

有形文化財　銅造観音菩薩立像 1 平成元.7.31 高木 日野孝栄

有形文化財　銅造阿弥陀如来立像 1 平成元.7.31 高木 日野孝栄

有形文化財　木造観音菩薩坐像 1 平成元.7.31 羽黒町一丁目1-27 永巖寺

有形文化財　木造薬師如来坐像 1 平成元.7.31 真野字萱原2 長谷寺

無形文化財　渡波塩田つぼ打ち唄 1 平成4.6.1 流留 渡波塩田つぼ打唄保存会

民俗文化財　木造和船「江ノ島サッ
パ」

1 平成12.3.1 ― 石巻市
石巻文化センター被災により仮
保管中

有形文化財　金華山道標「常夜燈」 1 平成12.3.1 渡波字祝田71 阿部　宗 被災し解体保存中

民俗文化財　牡鹿半島・北上川下
流域の木造和船

21 平成14.10.1 ― 石巻市
石巻文化センター被災により仮
保管中

有形文化財　毛利コレクション 3,088 平成15.11.1 ― 石巻市
石巻文化センター被災により仮
保管中

無形民俗文化財　福地法印神楽 1 昭和57.8.1 福地 福地法印神楽保存会

無形民俗文化財　釜谷長面尾の崎
法印神楽

1 昭和58.3.1 小船越字川前
釜谷長面尾の崎法印神楽
保存会

無形民俗文化財　後谷地法印神楽 1 昭和62.1.20 小船越 後谷地法印神楽保存会

無形民俗文化財　飯野川法印神楽 1 昭和62.1.20 飯野 飯野川法印神楽保存会

無形民俗文化財　相川南部神楽 1 昭和57.8.1 北上町十三浜字相川 相川南部神楽保存会

無形民俗文化財　長塩谷南部神楽 1 昭和57.8.1 北上町十三浜字長塩谷 長塩谷南部神楽保存会

無形民俗文化財　大室南部神楽 1 昭和57.8.1 北上町十三浜 大室南部神楽保存会

無形民俗文化財　女川法印神楽 1 昭和58.3.1 北上町女川字中田 女川法印神楽保存会

有形文化財　天雄寺観音堂 1 昭和52.10.22 雄勝町雄勝字寺78 天雄寺 平成２７年復元工事完了

有形文化財　瀧泉院観音堂 1 昭和52.10.22 雄勝町船越字清水53 瀧泉院

天然記念物　雄勝荒魚竜化石郡及
び魚竜化石

1 昭和58.2.24 雄勝町船越字荒無番地 船越区

天然記念物　龍澤寺杉並木 30 平成15.1.23 雄勝町立浜字寺下2・13 龍澤寺

無形民俗文化財　河南鹿嶋ばやし 1 平成11.12.16 広渕 河南鹿嶋ばやし保存会

無形民俗文化財　大沢南部神楽 1 平成11.12.16 北村 大沢南部神楽保存会

無形民俗文化財　和渕法印神楽 1 平成11.12.16 和渕 和渕法印神楽保存会

無形民俗文化財　鹿又法印神楽 1 平成11.12.16 鹿又 鹿又法印神楽保存会

無形民俗文化財　須江獅子舞 1 平成11.12.16 須江 須江獅子舞保存会

無形民俗文化財　神取給人町法印
神楽

1 平成16.2.2 桃生町神取給人町 神取給人町神楽保存会

有形文化財　遠藤曰人絵巻 1 平成11.2.2 桃生町中津山字八木173-4 石巻市

有形文化財　菊田桂州の絵 2 平成11.2.2 桃生町中津山字八木173-4 石巻市

有形文化財　山田の庚申塔 1 平成11.2.2 桃生町樫崎山田

天然記念物　カヤ 1 平成16.12.1 桃生町倉埣山居8-11 石巻市

天然記念物　ケヤキ 1 平成16.12.1 桃生町太田字十貫壱番80 日高見神社

天然記念物　ヤマザクラ 1 平成16.12.1
桃生町太田字中下
（長谷寺境内）

鈴木　恒憲

有形文化財　経筒 1 昭和55.11 鮎川浜湊川 石巻市
石巻文化センター被災により仮
保管中

有形文化財　太刀備前長船伝兼光 1 昭和58.12.17 鮎川浜金華山5 黄金山神社

有形文化財　太刀山城粟田口住藤
四郎吉光

1 昭和58.12.17 鮎川浜金華山5 黄金山神社

有形文化財　弘安八年の碑 1 昭和55.11 給分浜後山 陽山寺

天然記念物　明神社のケヤキ 1 昭和58.12.17 寄磯浜前浜 渡邊　熊夫

名勝　仙台藩鮎川唐船番所跡 1 昭和51.3.1 鮎川浜黒崎 石巻市

有形文化財　海蔵庵板碑群 159 平成18.4.1 尾崎字宮下152-2 海蔵庵

有形文化財　旧観慶丸商店 1 平成27.10.28 中央三丁目33-5他 石巻市

 


