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■地目別土地利用面積                  
                           平成 25 年 4 月 1 日現在 

区分 面積（ha） 割合(%) 

農用地 
田 8,090 14.6 

畑 1,270 2.3 

農用地 計   9,360 16.8 

森林 
国有林 8,111 14.6 

民有林 23,096 41.6 

森林 計   31,207 56.2 

原野   16 0.0 

河川・水面・水路 3,909 7.0 

道路   2,532 4.6 

  住宅地 1,708 3.1 

宅地 工業用地 286 0.5 

  その他の宅地 545 1.0 

宅地 計   2,539 4.6 

その他   6,015 10.8 

総面積   55,578 100.0 
 

※平成２６年度の土地利用面積は本資料編作成時には未集計のため、掲載できない。  
（資料：宮城県地域復興支援課） 

 

■都市計画区域別面積  
                           

  
平成 27 年 3 月 31 日現在 

区分 面積（ｈａ） 割合（％） 割合（％） 

石
巻
広
域
都
市
計
画 

市
街
化
区
域 

第一種低層住居専用地域 290 2.00 

住居系 12.02 

第二種低層住居専用地域 10 0.07 

第一種中高層住居専用地域 133 0.92 

第二種中高層住居専用地域 224 1.55 

第一種住居地域 416 2.87 

第二種住居地域 628 4.32 

準住居地域 44 0.31 

近隣商業地域 98 0.67 
商業系 1.15 

商業地域 69 0.48 

準工業地域 608 4.19 

工業系 8.66 工業地域 264 1.82 

工業専用地域 384 2.65 

市街化調整区域 9,837 67.78   67.78 

河北都市計画（非線引き都市計画） 1,508 10.39 

用途指定なし 10.39 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   100.0 

 

石巻広域都市計画には、１２の用途地域を設定しています。 

用途地域内においてはそれぞれ建物の用途制限が定められており、例えば第一種低層住居専用地域であれば、

小規模なお店や事務所を兼ねた宅地、小中学校などの公共施設、病院などは建てることが可能ですが、事務所

や宿泊施設、工場などは建てることができません。   

このように地域区分を細分化することで、市街地環境の悪化を防いでいます。 

 

■街路樹整備 
  市道への街路樹整備状況  16,153ｍ 
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■歴史的・文化的環境                
 

（1）国指定文化財  

         

          (平成27年3月31日現在） 

名称 指定年月日 所在地 備考 

重要文化財 岩版 昭和 36.2.17 南浜町一丁目 7-30 
東北歴史博

物館に寄託 

史跡 沼津貝塚 昭和 47.10.21 沼津字出外   

重要文化財 石井閘門 平成 14.5.23 水押三丁目 6地先 
 

天然記念物 イヌワシの繁殖地 昭和 51.12.22 北上町   

天然記念物 八景島暖地性植物群落 昭和 39.6.27 雄勝町   

重要無形民俗文化財 雄勝法印神楽 平成 9.12.20 雄勝町大浜字大浜 17番地   

重要文化財 木造十一面観音立像 大正 4.8.10 給分浜後山（旧牡鹿町）   

名勝 齋藤氏庭園 平成 17.7.14 
前谷地字黒沢 

北村字前山 
 

選定保存技術 石盤葺 平成 17.8.30 水押   

    
(2)国登録文化財 

   
名称 登録年月日 所在地 備考 

旧相川診療所 平成 24.8.13 
北上町十三浜字崎山

152-3 
  

    
（3）宮城県指定文化財 

   
名称 指定年月日 所在地 備考 

無形民俗文化財 牡鹿法印神楽 昭和 46.3.2 湊字牧山 1-1   

史跡 仁斗田貝塚 昭和 50.4.30 田代浜字仁斗田   

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

有形文化財 木造男神像 昭和 31.3.9 福地字加茂崎 72   

無形民俗文化財 皿貝法印神楽 平成 2.1.26 皿貝字小沢 2   

史跡 和泉沢古墳群 昭和 62.4.24 中島字和泉沢畑   

天然記念物 大指海域及び双子島、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 

昭和 43.12.13 北上町十三浜字大指ほか   

無形民俗文化財 おめつき 平成 6.11.29 雄勝町名振   

無形民俗文化財 寺崎の法印神楽 昭和 48.11.6 桃生町寺崎   

無形民俗文化財 樫崎法印神楽 平成 2.1.26 桃生町樫崎   

有形文化財 木造聖観音立像 昭和 37.6.28 網地浜網地 5   

有形文化財 持福院観音堂 平成 10.7.31 給分浜後山   

無形民俗文化財 はねこ踊り 平成 21.4.28 桃生町寺崎   
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（4）石巻市指定文化財 
   

名称 指定年月日 所在地 備考 

有形文化財 多福院板碑群 昭和 50.6.1 吉野町一丁目 1-9 
 

有形文化財 平塚ツナ家文書 

（第一次） 

昭和 51.6.1 
南浜町一丁目 7-30 

石巻文化セ

ンター被災

により仮保

管中 
（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 昭和 55.12.20 中瀬 3-18 
復元に向け

保管中 

有形文化財 潮音 昭和 55.12.20 南浜町一丁目 7-30 

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） 昭和 55.12.20 高木字寺前 48   

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

有形文化財 葛西椀 昭和 56.5.18 大瓜字棚橋 168   

有形文化財 黒潮閑日 昭和 56.5.18 南浜町一丁目 7-30 

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 昭 56.12.19 渡波   

有形文化財 漁夫像 昭和 57.12.15 南浜町一丁目 7-30 

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 昭和 61.12.1 湊字牧山 5 
 

有形文化財 相輪橖 昭和 61.12.1 湊字牧山 5   

有形文化財 零羊崎神社奉納絵馬「白馬の図」 昭和 61.12.1 湊字牧山 5   

有形文化財 零羊崎神社奉納絵馬「黒馬の図」 昭和 61.12.1 湊字牧山 5   

有形文化財 長禅寺「扁額」 昭和 61.12.1 湊字牧山 5   

有形文化財 銅造菩薩立像 平成元.7.31 渡波字仁田山 2   

有形文化財 銅造薬師如来立像 平成元.7.31 高木   

有形文化財 銅造薬師観音菩薩立像 平成元.7.31 高木   

有形文化財 銅造薬師阿弥陀如来立像 平成元.7.31 高木   

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

有形文化財 木造薬師如来坐像 平成元.7.31 真野字萱原 2   

無形文化財 渡波塩田つぼ打ち唄 平成 4.6.1 流留   

民俗文化財 木造和船「江ノ島サッパ」 平成 12.3.1 南浜町一丁目 7-30 

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」 平成 12.3.1 渡波字祝田 71 
被災し 

解体保管中 
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名称 指定年月日 所在地 備考 

民俗文化財 牡鹿半島・北上川下流域の木造和船 平成 14.10.1 南浜町一丁目 7-30 

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 平成 15.11.1 南浜町一丁目 7-30 

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 昭和 57.8.1 福地   

無形民俗文化財 釜谷長面尾の崎法印神楽 昭和 58.3.1 尾崎   

無形民俗文化財 後谷地法印神楽 昭和 62.1.20 小船越   

無形民俗文化財 飯野川法印神楽 昭和 62.1.20 飯野   

無形民俗文化財 相川南部神楽 昭和 57.8.1 北上町十三浜字相川   

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

無形民俗文化財 大室南部神楽 昭和 57.8.1 北上町十三浜字大室   

無形民俗文化財 女川法印神楽 昭和 58.3.1 北上町女川字中田   

有形文化財 天雄寺観音堂 昭和 52.10.22 雄勝町雄勝字寺 78 
 

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

天然記念物 雄勝荒魚竜化石群及び魚竜化石 昭和 58.2.24 雄勝町船越字荒無番地   

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

無形民俗文化財 河南鹿嶋ばやし 平成 11.12.16 広渕   

無形民俗文化財 大沢南部神楽 平成 11.12.16 北村   

無形民俗文化財 和渕法印神楽 平成 11.12.16 和渕   

無形民俗文化財 鹿又法印神楽 平成 11.12.16 鹿又   

無形民俗文化財 須江獅子舞 平成 11.12.16 須江   

無形民俗文化財 神取給人町法印神楽 平成 16.2.2 桃生町神取給人町   

有形文化財 遠藤曰人絵巻 平成 11.2.2 
桃生町中津山字八木

173-4 
  

有形文化財 菊田桂州の絵 平成 11.2.2 
桃生町中津山字八木

173-4 
  

有形文化財 山田の庚申塔 平成 11.2.2 桃生町樫崎山田   

天然記念物 カヤ 平成 16.12.1 桃生町倉埣山居 8-11   

天然記念物 ケヤキ 平成 16.12.1 桃生町太田字十貫壱番 80   

天然記念物 ヤマザクラ 平成 16.12.1 
桃生町太田字中下（長谷寺

境内） 
  

有形文化財 経筒 昭和 55.11 鮎川浜湊川   

有形文化財 太刀備前長船伝兼光 昭和 58.12.17 鮎川浜金華山   
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名称 指定年月日 所在地 備考 

有形文化財 太刀山城粟田口住藤四郎吉光 昭和 58.12.17 鮎川浜金華山   

有形文化財 弘安八年の碑 昭和 55.11 給分浜後山   

天然記念物 明神社のケヤキ 昭和 58.12.17 寄磯浜前浜   

記念物 仙台藩鮎川唐船番所跡 昭和 51.3.1 鮎川浜黒崎   

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