
■令和元年度

２５，９３２件 ３５４，７１８，２８３円

《過去の実績》

■平成２３年度 ※東日本大震災により、平成２３年４月１日から６月２３日まで受付休止期間

１９３件 ３２，２２１，８８９円

■平成２４年度
１６７件 １４，１８６，３６９円

■平成２５年度
２２７件 ２５，５２０，８０７円

■平成２６年度
１７，６４２件 ３１６，８１８，２４８円

■平成２７年度
２５，０７８件 ３５５，７１５，３８２円

■平成２８年度
１１，８３０件 １８６，３５２，２０２円

■平成２９年度
１７，７３１件 ２４１，4８３，２２５円

■平成３０年度
１５，５８９件 ２５３，９３１，２４５円



寄附者指定分野 充当額（円） 割合

市民活動の推進 45,472,000 17.77％

教育の充実 60,000,000 23.44％

産業振興 52,446,862 20.49％

保健福祉の充実 55,600,000 21.72％

環境保全・文化の振興 9,089,043 3.55％

道路・住宅・公共交通の整備 33,343,095 13.03％

計 255,951,000 100.00％

石巻市では、皆さまからこれまでにいただいた寄附金を
「がんばる石巻応援基金」に積立し、活用しています。

○平成２９年度にいただいた241,483,225円のうち 200,634,659円

○平成３０年度にいただいた253,931,245円のうち 55,315,378円

合計 ２５５，９５０，０３７円

を令和元年度の各種事業に活用しました。

※令和元年度中にいただいた寄附金につきましては、
令和２年度及び令和３年度事業に活用させていただきます。

≪令和元年度充当内訳≫

次ページから、寄附金を充当した事業について
紹介させていただきます。



1 【広報活動】 市報・ホームページの作成、発行事業

2 【消防団】 被服等購入費

3 【スポーツ交流関係事業】 スポーツ交流関係事業

4 【東京オリパラ機運醸成事業費】 東京オリパラ機運醸成事業

5 【観光振興対策】 まつりイベント事業

6 【小学校図書整備事業】 小学校用図書購入

7 【中学校図書整備事業】 中学校用図書購入

8 【社会科副読本関係】 小中学校用社会科副読本作成

9 【子どもの未来づくり事業】 講演会等の開催

10 【子ども読書活動推進】 子ども読書活動推進事業

11 【図書館活動】 備品購入費（読書環境整備事業）

12 【ﾆﾎﾝｼﾞｶ農作物被害防止事業】 ニホンジカ生息数・動態調査事業

13 【農業関連施設関係】 河南農村環境改善センタートイレ改修

14 【畜産振興対策】 いしのまき和牛ブランド化対策助成金

15 【水産振興対策】 大漁まつり補助金

16 【水産振興対策】 密漁対策補助金

17 【水産振興対策】 水産加工場生産性向上支援事業

18 【水産振興対策】 輸出化販路拡大支援事業費助成金

19 【水産振興対策】 食品輸出振興協議会負担金

20 【産業振興対策】 創業機運醸成事業

21 【商工業振興対策】 石巻フード見本市開催事業費補助金

22 【商工業振興対策】 マンガモニュメント整備事業

23 【商工業振興対策】 マンガロード周遊促進事業

24 【物産振興対策】 伝統工芸品振興事業費補助金

25 【観光振興対策】 マンガバスラッピング事業

26 【観光振興対策】 大須崎灯台看板設置等事業

27 【家族旅行村管理】 オートキャンプ場施設の修繕（外壁塗装）

28 【ICT関連事業推進】 インバウンド向け無料無線通信環境整備事業

29 【母子保健事業】 乳児・妊婦一般健康診査事業

30 【医療対策】 献血推進協議会補助金

31 【妊娠・出産祝い品贈呈事業】 ベビーグッズｾｯﾄ進呈、出産祝ﾒｯｾｰｼﾞ作成

32 【環境美化促進】 花いっぱい運動

33 【環境政策推進】 自然環境確認調査

34 【北上川改修関連推進事業】 北上川フェア実行委員会補助金

35 【環境政策推進】 生物多様性地域戦略策定支援業務委託料

36 【芸術文化振興】 青少年文化芸術鑑賞事業

37 【齋藤氏庭園整備事業】 齋藤氏庭園保存活用計画業務委託料

38 【地域交通対策関係】 路線バス運行費補助事業

≪令和元年度充当事業一覧≫



1【広報活動】 市報・ホームページの作成、発行事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

２６，０８７，５５８円 １３，０００，０００円 ４９．８％

行政情報等を広く市民へ周知し、
市政に対して関心を持っていただ
くとともに、市政への理解と協力
が得られることを目指す。

市報いしのまきの発行、ホーム
ページの管理、ＦＭラジオ放送に
よる行政情報の発信等

◆令和元年5月1日号から令和2年4月1日号まで
「市報いしのまき」を毎月各63,000部発行
◆ホームページ掲載情報の更新
◆ＦＭラジオ放送にて、1日3回毎日10分間行政情報の発信

市民の皆様に対し、行政情報を広くお知らせすることができ、市政に対
して関心を持っていただけた。



2【消防団】 石巻市消防団員用活動服等の購入

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

２，４２２，９１１円 ２，４２２，０００円 ９９．９％

防団員が消防・防災分野で着用
する機能的制服、活動服及び甲種
制服を整備し、消防団活動の更な
る充実強化を図る。

消防団員がより安全に活動を行
うために、機能的制服、活動服等
を購入するもの

◆消防団員用活動服
上衣：65着 下衣 ：65着 アポロキャップ：52個 ベルト：56本
靴：65足 階級章：254個

◆消防団員用甲種制服
冬服：3着 夏服 ：25着 ネクタイ：2本
帽子：27個 ベルト：24本

消防団員の士気向上が図られ
たと共に、消防団活動をより安
全に、円滑に進めることができ
た。



3【スポーツ交流関係事業】 スポーツ交流関係事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

７，２７４，９５８円 ７，０００，０００円 ９６．２％

オリンピック新競技への理解と機
運の醸成を図る。
また、スポーツ交流人口の増加を

図るとともに、スポーツによる一体
感の醸成及び健康増進を図る。

各種スポーツ交流やイベント実施。
市民を中心に幅広く参加者を募り、
スポーツを通じた交流の場を創出し、
スポーツ交流人口の増加やスポーツ
の楽しさや魅力を体感いただく。

【プロスケートボーダーによる演技企画展】東京大会から新たに採用された
スケートボードを市民に広く周知することを目的に、プロスケートボーダー
５名によるパフォーマンス披露、市民対象の体験会を実施（開催日：7/31※
石巻川開き祭り内で実施、観客数：150名 体験会：7名参加）

【カヌー体験教室】水辺のスポーツの楽しさや魅力を体感していただくため、
東京２０２０オリンピックカヌー競技の出場候補である永沼崚選手によるカ
ヌー体験教室を実施（開催日： 8/10、参加人数：35名）

【石巻市長杯第２回「武道の街 石巻」柔道・空手道交流大会】柔道・空手
道を通して、今後の石巻市を担う子供達の教育と、スポーツ交流の場を創出
することを目的に交流大会を実施（開催日： 10/5、参加選手：94名）

【陸上クリニックin石巻】日本のトップで活躍する選手の技術の高さを肌で
感じ、陸上競技の楽しさや魅力に触れることを目的とし、ミズノトラックク
ラブの和田麻希氏、松下祐樹氏及び中村大地氏の３名によるスポーツ教室を
実施（開催日： 11/4、参加人数：262名）

各種スポーツ交流イベントに、多くの子供達や市民に参加いただき、ス
ポーツを通じた「交流の創出」や「健康増進」、「東京オリンピック・パラ
リンピックの機運醸成」が図られた。



プロスケートボーダーによる演技企画展

カヌー体験教室

石巻市長杯第２回「武道の街 石巻」柔道・空手道交流大会

陸上競技クリニックin石巻



4【東京オリパラ機運醸成事業】 東京オリパラ機運醸成事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１２，７１５，２１４円 １０，０００，０００円 ７８．６％

復興「ありがとう」ホストタウ
ン事業の推進や、一般公開される
「復興の火」の受け入れ等を通じ
て、東京2020オリンピック・パ
ラリンピック競技大会の機運醸成
を図る。

◆ホストタウンに係る事業
相手国：チュニジア共和国

◆復興の火に係る事業

①【チュニジア共和国パラリンピック委員会受入事業】
チュニジアパラリンピック委員会関係者等４名が来石し、市内スポーツ施設

等の視察、石巻市立貞山小学校の児童らとの交流事業を実施した。（7/11～
7/13）

②【チュニジア共和国水泳選手事前キャンプ受入事業】
チュニジア共和国でオリンピック代表選手に選出されているアユブ選手をは

じめ、計３名が来石し、遊楽館、石巻トレーニングセンター等で事前キャンプ
の受入れを行った。（1/18～2/2）

③【復興の火関連事業】
復興オリンピックの趣旨を踏まえ、復興に力を尽くされている被災地の方々

に、ギリシャで採火した聖火を、リレーに先立ってご覧いただくため、一般公
開を実施した。（3/20、来場者数：約8,000人）

①チュニジア共和国パラリンピック委員会から選手の派遣について、前向き
な回答をいただいた。

②本市で初となる「事前キャンプ」の受入れが実現したほか、地元小学生等
との交流が図られた。

③東日本大震災の被災３県で初となる「復興の火」一般展示を行い、被災
地の未来を照らす希望の火として、市内外の多くの方々に御覧いただいた。



チュニジア共和国パラリンピック委員会受入れ

「復興の火」受入セレモニー

チュニジア共和国水泳選手事前キャンプ受入れ



5【観光振興対策】 まつりイベント事業

事業目的

事業内容・実績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１３，０５０，０００円 １３，０５０，０００円 １００％

市内で行われるまつりイベント実施を目的とする。
①サン・ファン祭り ②サン・ファン渡波市民夏祭り ③かほく夏祭り
④かなん市民まつり ⑤ものうふれあい祭り ⑥牡鹿鯨まつり

①サン・ファンバウティスタの復元意義の普及・啓蒙を含め、サン・ファン館
並びにサン・ファンパークの観光拠点としての確立と海洋文化発展に寄与し
ていけるよう、支援することを目的とした事業

②サン・ファンパークを核とした渡波地域の活性化及び同地域連帯感の回復並
びに地場産業の振興に寄与することを目的とした事業

③地区住民の融和とコミュニケーションを図るため、住民総参加のもと健全で、
明るく住みよい地域づくりに寄与することを目的とした事業

④活力ある河南のまちづくりの一環として、住民みんなが参加・交流し、本市
の振興発展に寄与することを目的とした事業

⑤地域の伝統芸能である「はねこ祭り」を小中高生へ伝承し、青少年の健全育
成に寄与するとともに、市民の親睦と融和を図り、はねこ踊りを市内外に広
く周知し、地域間の交流を促進し、市の活性化を図る事業

⑥鯨の街として捕鯨文化の伝承と地域の伝統芸能を披露することによる観光振
興を目的とした事業

まつりイベント事業については各地域の特色を発揮した地元に根付いたもの
と、本市の特色でもあるサン・ファン及び地域の文化を発信するものがあり、
市内外両面に対して観光面のにぎわいを創出し地域振興が図られた。

①5/26開催（12,000人来場）
復元船ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ、ｽﾃｰｼﾞ発表（郷土芸能・チア・鼓笛隊・吹奏楽）ほか

②8/14開催（3,500人来場）
地元企業により地場産品ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ、舞台催事（鼓笛隊・獅子風流）ほか

③8/11開催（9,500人来場）
灯篭流し、花火大会、郷土芸能、中学校吹奏楽演奏、ﾏﾙﾁﾋﾞﾝｺﾞ大会ほか

④11/2開催（8,000人来場）
民俗芸能、文化協会の発表、中学校吹奏楽演奏、農産物商工業製品PRほか

⑤9/14開催（16,000人来場）はねこ踊りｺﾝﾃｽﾄ、ﾊﾟﾚｰﾄﾞ、花火大会ほか
⑥8/4日開催（8,000人来場）ｿｰﾗﾝ舞踊、歌謡ｼｮｰ、金華山龍踊り、鯨食文化発信



サン・ファン祭り

かほく夏祭り

サン・ファン渡波市民夏祭り



かなん市民まつり

ものうふれあい祭り

牡鹿鯨まつり



6【小学校図書整備事業】 小学校用図書購入

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

２６，８７１，０６３円 ２０，０００，０００円 ７４．４％

全国的な傾向である小中学生の
読書離れが進むなか、学校教育の
中で学校図書を積極的に活用し、
児童の読書活動を一層推進するこ
とにより、豊かな人格形成、基礎
的な言語力を育む等、学習効果の
向上を図る。

小学校の図書整備

令和元年度図書購入（寄附含む）
小学校 19,722冊

学校図書館図書標準の達成率は小学校全体で121.22％となり、学習効果
の向上が図られ、児童が言葉を学び、感性・表現力・創造力等生きる力が
育成された。



7【中学校図書整備事業】 中学校用図書購入

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

３５，５４３，９２６円 ２２，０００，０００円 ６１．９％

全国的な傾向である小中学生の
読書離れが進むなか、学校教育の
中で学校図書を積極的に活用し、
生徒の読書活動を一層推進するこ
とにより、豊かな人格形成、基礎
的な言語力を育む等、学習効果の
向上を図る。

中学校の図書整備

令和元年度図書購入（寄附含む）
中学校 19,821冊

学校図書館図書標準の達成率は中学校全体で112.20％となり、学習効果
の向上が図られ、生徒が言葉を学び、感性・表現力・創造力等生きる力が
育成された。



8【社会科副読本関係】 小中学校用社会科副読本作成

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

４，２１９，７６３円 ４，０００，０００円 ９４．８％

社会科学習の地域教材となる副
読本を作成し、自分たちの住んで
いる地域社会や地域の歴史・文化
に対する関心を高め、理解を深め
るとともに、地域を愛する心情を
育てる。

小学校版「私たちの石巻」では、
自分たちの住んでいる石巻市の社
会生活を総合的に学べるように編
集した。中学校版の「石巻市の歴
史」は物や文化的遺産を取り上げ、
時代と石巻市の歴史との関連に関
して学べるように編集した。

社会科の地域学習の教材となる副読本を作成し、小学3年生、中学1年生
に配布した。
小学校用：1,250冊
中学校用：1,370冊

社会科副読本を活用したことにより、児童生徒が石巻市の地域社会的事
象について意欲的に学ぶことができるようになった。また、地域社会の一
員としての自覚や地域に対する誇りと愛情を深めるような授業づくりを進
めることにもつながった。



9【子どもの未来づくり事業】 講演会等の開催

事業目的

事業内容・実績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

４，７９６，２５２円 １，０００，０００円 ２０．８%

石巻市の小中学校の実情や課題を踏まえながら、石巻市立小・中学校長会
と連携し、児童生徒の学力の向上と定着を図るための具体的な方策を提示し、
未来を生きる力の育成を図る。

①石巻市子どもの未来づくり推進委員会の取組
・「子どもの未来づくりフォーラム」を実施した。
・「子どもの未来づくり実践報告会」を実施し、市の教科等指導員と石巻北部
地区、雄勝河北地区が実践発表をした。

・子どもの未来づくり推進地区、及び実践校の取組状況や成果等を「事業報告
書・実践事例集」にまとめ、活用を図った。
家庭学習の進め方についてリーフレットを作成し、家庭学習充実のため保護
者に働きかけた。

②子どもの未来づくり推進地区の取組
・学力向上を図るため、小・中学校が連携して、家庭への働きかけや家庭学習
習慣化への実践研究に取り組んだ。

・地区内での情報共有や共同実践について話し合い、講演会や研修会を実施。
③学力向上のための学習指導の改善を図る推進モデル校を会場に、各校代表
者１名が参加する研修会を１４回実施した。

①「フォーラム」では、児童生徒が自分の良さや、友達の良さを認めること
について話し合い、提言にまとめることで、自分たちの学校をよりよくし
ていこうという思いを深めることができた。また、本間秋彦氏を講師に招
き、「夢を語ろう！ 未来のために！」と題して講演いただいた。「実践
報告会」では、各校の参考になる取組が報告された。

②各推進地区において、小中合同で授業研究会やさまざまな行事等を実施し、
小・中連携、また地域と学校の連携が図られた。

③大学教授による研修会に、年間１４回、各校から１名参加し、その内容を
学校で伝講することで、すべての市内の小中学校で同じ方法で学習指導の
改善に向けて取り組むことができ、浸透してきた。



未来づくりフォーラム

学習指導の改善を図る研修会



10【子ども読書活動推進】 子ども読書活動推進事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

２，１２２，５４５円 １，０００，０００円 ４７．１％

乳幼児期に読書の楽しさと出会
うために、保健センター等で実施
される乳幼児健診の際にブックス
タート活動を実施し、乳幼児健診
における読書活動の推進を図る。

生後３～４か月の乳幼児に対し、
ブックスタートパック（絵本２冊、
ブックスタートの説明資料、アドバ
イス集、布製バッグ）を手渡しなが
ら、読み聞かせボランティアの方々
が読み聞かせを行い、親子での読み
聞かせ体験を行う。
また、読み聞かせボランティアに

対する研修を実施し、ボランティア
のスキルアップを図った。

◆生後３～４か月の乳幼児７２９名に対し、ブックスタートパックを手渡しし
ながら、のべ１２６名のボランティアによる読み聞かせを行った。

◆読み聞かせボランティアに対する研修を３回実施し、のべ６７名が参加した。
ボランティアのスキルアップとネットワークの構築が図られ、有意義な研修
となった。

読み聞かせを受けた乳幼児が小学生になり、弟や妹に読み聞かせをしている
という話を聞いている。また、保護者からも好評の声が聞かれている。



11【図書館活動】 備品購入・読書環境整備事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１２，０００，０００円 １２，０００，０００円 １００％

図書・記録・その他必要な資料
を収集、整理、保存して、市民の
利用に供し、その教養・調査研
究・レクリエーション等に資する。

市民の利用や要望を考慮し、図
書館資料として必要な図書・雑誌
等を購入する。（読書環境整備事
業）

購入冊数 本 館：図書5,508冊、雑誌等1,171冊
河北分館：図書 560 冊
河南分館：図書 202冊
桃生分館：図書 172冊
牡鹿分館：図書 192冊

本館・分館で合計258,645冊の貸出しを行いました。



12【ニホンジカ農作物被害防止事業】 ニホンジカ生息数・動態調査事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

3,３００，０００円 3,３００，０００円 １００％

ニホンジカ対策事業の効果を知る
ため、調査によりニホンジカの生息
数の把握を行うものである。
また、ニホンジカの捕獲業務をよ

り効率的に実施するため、ニホンジ
カの動態調査を行うものである。

暗視カメラやＧＰＳ発信機を用
いてニホンジカの生息数及び動態
を調査する。また、ＤＮＡ調査に
より生息域の確認や、切歯から年
齢を知ることで、捕獲業務の効果
が出ているか調査する。

◆牡鹿半島の針浜、谷川、牧ノ崎、黒崎の４カ所に暗視カメラ各２０台を２０
日間設置し調査を行った。

◆十八成浜で捕獲したシカ１頭にＧＰＳ発信機を装着し調査を行った。
◆牡鹿半島内で捕獲されたニホンジカのミトコンドリアＤＮＡの解析を行った。
◆牡鹿半島内で捕獲されたニホンジカの切歯を採取しシカの齢査定及び歯の摩
滅度の測定を行った。

◆暗視カメラの撮影枚数より各地域の生息密度を推定したところ、牡鹿半島
全体でのニホンジカの生息頭数は、約２７００頭と推定された。牧草地に
近い場所は生息密度が高く、逆に植生の悪い場所は生息密度が低い結果と
なった。

◆ＧＰＳ発信機を装着したシカの動態については、半径２００ｍの限られた
場所を行動範囲としていたことが分かった。

◆牡鹿半島内のシカのミトコンドリアＤＮＡを解析したところ、半島以外か
らのシカの進出は確認できなかった。

◆シカの齢査定及び歯の摩滅度を確認したところ、今年度のシカの平均年齢
は減少しており、捕獲の効果があったと推測できる。歯の摩滅度について
は、歯の摩滅度が高いシカが多いことから、牡鹿半島内の植生が悪化して
いることが分かった。



13【農業関連施設関係】 河南農村環境改善センタートイレ改修

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

３，５６４，０００円 ３,０００，０００円 ８４．２%

河南子育て支援センターを利用す
る小さなお子さんや妊婦さんに快適
に施設を利用していただき、施設利
用を推進するため。

狭い和式トイレしかなく、洋式
化の要望が多く寄せられているこ
とからトイレを洋式化するもの。

◆女子トイレ
和式３室 ⇒ 洋式２室 個室ブースの拡張

◆男子トイレ
和式１室 ⇒ 洋式１室 個室ブースの拡張

妊婦においては１階の多目的トイレまで降りることも無く、ベビーチェア
の設置により、幼児を連れたままトイレを利用することができるようになっ
た。

施工前 施工後



14【畜産振興対策】 いしのまき和牛ブランド化対策助成金

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

３，７４０，０００円 １，４４０，０００円 ３８．５%

石巻市産の宮城県基幹種雄牛を活
用した石巻地域の和牛ブランド化と、
優良な和牛生産地としての地位を維
持するため、保留対象牛導入者に対
して経費の一部を助成する。

石巻市産の宮城県基幹種雄牛、繁
殖牛、肥育牛共に、１頭当たり
80,000円以内を助成する。
その他の宮城県基幹種雄牛、繁殖

牛 、 肥 育 牛 共 に、 １ 頭 当 た り
50,000円以内を助成する。

◆石巻市産の宮城県基幹種雄牛導入数
繁殖牛（ １頭） 肥育牛（１７頭） 助成金額 ：1,440,000円

◆その他の宮城県基幹種雄牛
繁殖牛（１０頭） 肥育牛（３６頭） 助成金額 ：2,300,000円

助成金額計：3,740,000円

子牛生産現場における生産意欲の高揚を促すことに寄与した。

上期導入分（平成３１年４月～令和元年９月） 

№ 地区 
繁殖 

肥育別 

市内産（頭数） 

(80,000) 

市外（頭数） 

(50,000) 

合 計 

頭数 助成金（円） 

１ 河北 繁殖牛  2 2 100,000 

２ 河北 繁殖牛  1 1 50,000 

３ 桃生 繁殖牛 1  1 80,000 

４ 河南 肥育牛 3 2 5 340,000 

５ 河南 肥育牛  1 1 50,000 

６ 河南 肥育牛 1 4 5 280,000 

７ 河南 肥育牛 1 1 2 130,000 

８ 河南 肥育牛 1  1 80,000 

９ 桃生 肥育牛 2 4 6 360,000 

１０ 桃生 肥育牛 4 5 9 570,000 

１１ 桃生 肥育牛 2  2 160,000 

小計 15 20 35 2,200,000 

 

下期導入分（令和元年１０月～令和２年３月） 

№ 地区 
繁殖 

肥育別 

市内産（頭数） 

(80,000) 

市外（頭数） 

(50,000) 

合 計 

頭数 助成金（円） 

１ 河北 繁殖牛  1 1 50,000 

２ 河南 繁殖牛  1 1 50,000 

３ 河南 繁殖牛  1 1 50,000 

４ 河南 繁殖牛  1 1 50,000 

５ 河南 繁殖牛  1 1 50,000 

６ 河南 繁殖牛  1 1 50,000 

７ 桃生 繁殖牛  1 1 50,000 

８ 河南 肥育牛 1 8 9 480,000 

９ 河南 肥育牛  2 2 100,000 

１０ 河南 肥育牛  2 2 100,000 

１１ 桃生 肥育牛 1 1 2 130,000 

１２ 桃生 肥育牛 1 4 5 280,000 

１３ 桃生 肥育牛  2 2 100,000 

小計 3 26 29 1,540,000 

 



15【水産振興対策】 大漁まつり補助金

事業目的

事業内容

実 績

事業費総額 寄附金充当額 割合

１，０００，０００円 １，０００，０００円 １００％

全国有数の魚の水揚げ地である水産都市・石巻市の活性化を図るとともに、
日頃、水産品を愛好されている消費者の皆様に感謝を込めて、新鮮で安全・
安心な魚介類と高度な生産加工技術から作られる水産品を広く紹介し、市民
はもとより、広く県内外の人々にも石巻を強く印象づける娯楽性に富んだ行
事として、定着させることを目的とする。

(1)名 称 第３０回いしのまき大漁まつり
(2)開催期間 令和元年１０月１３日（日曜日） 午前９時～午後３時
(3)会 場 石巻市水産物地方卸売市場 石巻売場（魚町二丁目１４）
(4)主 催 いしのまき大漁まつり実行委員会
(5)実施内容 ・鮮魚・水産加工品等の展示即売

・消費者とのふれあいを図るイベントの開催
・その他

台風１９号の影響により中止となった。

※直前の中止決定のため、開催に向けた準備にかかる経費を勘案し
1,000,000円の補助金は支出した。



16【水産振興対策】 密漁対策補助金

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

２，７００，０００円 ２，７００，０００円 １００％

アワビ・ウニ等の密漁を防止し
沿岸水産資源の保護及び漁家経営
の安定を図る事を目的とする。

密漁防止を目的に、宮城県漁業
協同組合及び牡鹿漁業共同組合で
組織する宮城県中部東海区密漁対
策委員会に対し、監視船運航や陸
上監視等の共同監視事業にかかる
経費を一部助成するもの。

◆延べ監視日数 924日
（監視船603日、監視所321日）

◆延べ監視時間 5,386時間
（監視船2,232.5時間、監視所3,153.5時間）

監視活動を実施し不審船を追尾するなど、密漁行為を未然に防止した。



17【水産振興対策】 水産加工場生産性向上支援事業

事業目的

事業内容

実 績

事業費総額 寄附金充当額 割合

０円 ０円 ０％

被災した水産加工業及び水産流通業における工場等の生産工程等の診断を
することにより、生産の効率化を図り事業活動の早期回復を促進する。

人材不足や原料高騰で苦しむ本市水産加工業において、少ない人員でも効
率的に製品を製造できる体制を構築するため、事業者が実施する異業種や生
産性向上の専門家と連携して生産性の向上やコスト低減を行う取り組みに要
する経費を一部助成するもの。

公募を行うも応募団体がなかったため、実績なし。



18【水産振興対策】 輸出化販路拡大支援事業費助成金

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１０，３７３，０００円 １０，３７３，０００円 １００％

石巻市の農林水産物及びその加工
品の輸出振興に向けて、主要輸出対
象国等における石巻ブランドの販路
の拡大等について、海外市場におけ
る販路の開拓を通して一層の輸出数
量及び輸出品目の拡大を図る。

【輸出促進活動への支援】
農協、漁協、農業・漁業生産組合、

農林漁業者で組織する団体、水産業
協同組合等が取り組む輸出促進に向
けた計画の策定、海外輸出環境調査
（輸出品目・消費動向等の調査等）、
バイヤー招聘及び産地ＰＲ、ブラン
ドＰＲ、輸出商品の試作、海外販売
促進活動への支援
【ＨＡＣＣＰ等導入への支援】
水産加工業者等が取り組むFDA若

しくはEU基準に準拠したHACCP又
はFSSC22000取得に係る経費支援

◆輸出促進活動への支援
・公募の結果、１団体の応募があり、交付決定を行った。
・輸出先国をタイとし、現地スーパーと連携した消費動向調査及び試験販売
ブランドPR等を実施した。

◆ＨＡＣＣＰ等導入への支援
・公募の結果、１社の応募があり、交付決定を行った。
・専門家による衛生管理指導及び認証機関による審査を受けた。

◆輸出促進活動への支援
輸送コスト削減や現地生産・販売体制の構築等の課題を洗い出すことがで
きたほか、石巻の認知度向上へと繋がった。

◆ＨＡＣＣＰ等導入への支援
FDA-HACCP認証を取得し、米国向け輸出体制が構築された。





19【水産振興対策】 食品輸出振興協議会負担金

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１０，０００，０００円 １０，０００，０００円 １００％

主要輸出対象国等における石巻
ブランドの販路開拓を通して、一
層の輸出数量及び輸出品目の拡大
を図る。

広域連携を確立させ共同輸出体
制の強化を行うとともに、前年度
までの取組から構築された商流及
び現地協力企業との連携を図りな
がら、更なる販路拡大を目指した
取組を実施する。

◆広域連携の確立
輸出関連団体と連携し、講演会やバイヤー招聘試食商談会を開催した。

◆共同輸出に向けた体制強化
自立的な取組を目指し幹事会等を開催したほか、販促ツールの改訂や衛生
講習会を開催した。

◆輸出拡大に向けた取組
【タイ】現地バイヤー・メディアを招聘した試食商談会の開催
【シンガポール】現地商談会への出展、現地での訪問営業の実施
【香港】現地バイヤーを招聘した講習会・個別商談会の開催

【タイ】 石巻産食材の調理方法を提案しながら試食商談を実施したため、
食の美味しさだけでなく、安全性や食文化を伝えることができ、その結果１
社が成約に至った。また、現地メディアや地元新聞社に広く情報発信しても
らったことにより、石巻市の認知度向上に繋がった。
【シンガポール】 商談会及び訪問営業では、２社が飲食店、小売店と成約
に至ったほか、石巻フェアの開催を提案される等、現地での石巻産食品への
関心の高さが伺えた。
【香港】 緊迫化する香港情勢においても、食品の流通があり輸出が可能で
あると学んだ。また、商談会では１社が成約に至った。





20【産業振興対策】 創業機運醸成事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１，１４２，７７２円 １，１４２，７７２円 １００％

創業無関心者等に対して創業に関
する動機づけを行うため、事業を営
んでいない個人（学生を含む）を対
象に、自ら事業を興すことを選択肢
に出来るよう、起業に必要な事業計
画、資金計画、資金調達、ビジネス
モデル構築等の解説や演習による、
「創業を知り」、「起業を学び」、
「体験できる」実践講座を開催し、
創業に関する理解と関心及び機運を
高める取組を行う。

起業家教育として、石巻地域の高
等学校を訪問し、創業機運醸成事業
の紹介及び起業家教育等の取り組み
状況の聞き取りを行い、指導者（教
員）向けの勉強会の企画、授業で取
り組んでいる起業家教育へのスポッ
ト的な支援等を行った。
また、個人事業者や副業に興味を

持たれている方々を対象に在宅ワー
ク入門セミナーを開催した。

石巻北高等学校にて、起業への意識付けを主体とした創業に関する基礎知識
を学ぶ創業機運醸成セミナーを開催した。（参加人数５０人）
在宅ワークの始め方や業務、仕事をする際の注意点等に関する入門セミナー

を開催した。（参加人数８人）

高等学校訪問において各校の起業家教育の取組状況や課題などを把握し、
助言や改善提案することにより、各校担当教諭の創業に対する理解と本事業
を今後に繋げるための信頼関係を構築することができた。
また、セミナーのアンケート調査結果については、創業に関する理解が深

まった者の割合が創業機運醸成セミナー９３％（一部理解できたを含む）、
在宅ワーク入門セミナー１００％であった。



21【商工業振興対策】 石巻フード見本市開催事業費補助金

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１，０００，０００円 １，０００，０００円 １００％

東日本大震災により被災した企業
の商品の生産・流通の再生と石巻地
域における優れた地域食材の販路拡
大と販路開拓を図り、食材供給地で
ある石巻地域を全国に発信する。

石巻復興フード見本市への補助金
の交付】県内外の量販店・百貨店・
外食産業・ホテル関係・市場関係業
者等の食材関連バイヤーを招待し、
石巻地域で生産・加工された商品を
展示する商談会に対し、開催経費の
一部を補助する。

◆石巻復興フード見本市の実績
・当日の商談件数１００件
・出展者数３０社
・来場バイヤー４８０社 １，０００人
・各企業の出展ブースのほか、業務用・地域食材の展示コーナーや出展企業
の食材を活用した試食コーナーを設置

◆展示商談会のほか、個別商談会を行うことで商談成功率の向上を図ること
ができた。

◆バイヤーからの評価を直接得ることにより、消費者ニーズに合った新商品
の開発や技術革新の促進を図ることができた。



22【商工業振興対策】 マンガモニュメント整備事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

８，１９７，２００円 ８，０００，０００円 ９７．６％

中心市街地のマンガロードを充実
させ、交流人口の拡大と街なかの賑
わい創出を図る。

マンガモニュメント２基を新規設
置し、来街者の増加を図る。

◆中央一丁目復興住宅前に「ハカイダー」のモニュメントを設置
◆石巻市かわまち交流センター内に「サイクロン号＆仮面ライダー」のモニュ
メントを設置（かわまち周辺の整備完了までの仮置き）

お披露目イベントには多くの方にご参加いただき、撮影されたモニュメン
トの写真がＳＮＳ等で話題となった。新たなファン層の取り込みに成功し、
来街者の増加に貢献した。



23【商工業振興対策】 マンガロード周遊促進事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１，７９３，０００円 １，７９３，０００円 １００％

石巻マンガロードの周遊を促進す
ることにより、中心市街地の賑わい
の創出と活性化を図る。

石巻マンガロード周遊促進ウェブ
サイトの管理、更新を行う。

計２５回の記事の更新や、イベント情報や街なかのニュース等の発信、ＩＴ
技術を活用した周遊促進コンテンツの運用により、石巻マンガロードの認知度
の向上に寄与し、中心市街地の魅力を高め街なかの賑わいの創出を図ることが
できた。

石巻マンガロードだけでなく、
周辺の観光スポットやモデルコー
スなども併せて紹介し、中心市街
地の回遊性を高めている。今後も
コンテンツを拡充しながら運営す
ることで、より効果的な事業とし
て継続していく。



24【物産振興対策】 伝統工芸品振興事業費補助金

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１，５００，０００円 １，５００，０００円 １００％

雄勝硯生産販売協同組合が取り組
んでいる伝統的工芸品産業振興事業
に対する補助金

雄勝硯生産販売協同組合は、昭
和５６年度から雄勝硯継承、後継
者育成・需要開拓等に取り組んで
おり、産地及び生産者の体質強化
を図るための事業を展開している
ことから、その活動を支援するも
の。

文房四宝まつり、鳴子漆器展、みやぎ地場産品開発流通研究会

展示販売、東北・新潟の伝統工芸逸品展、とうほく伝統的工芸品フェア、全
国伝統的工芸品展WAZAの他、各地域において開催される、需要開拓・販路拡
大に関するイベント等への参加

さまざまなイベントを通して伝統的工芸品産業のPRを展開し、雄勝硯につ
いては、メディア関係からも問い合わせが増えつつある。
今後は、後継者育成の面でも効果が出るような事業展開を行っていく必要

がある。



25【観光振興対策】 マンガバスラッピング事業

事業目的

事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１，９４４，０００円 １，９００，０００円 ９７．７％

仙台圏域へ向け、本市の観光情報発信と観光交流人口の拡大を目的とし、石
巻～仙台間を運行する高速バス２台へ本市の観光素材とマンガを組み合わせた
ラッピングを施すもの。（シート耐用年数は約３年）

【１号車】
萬画館で企画展開催の経緯がある「わたせ せいぞう」先生にデザイン依頼
・乗降口側：元気いちばから萬画館方面を眺めた景色の描き下ろし
・車道側：田代島・マンガアイランドの景色の描き下ろし

【２号車】
石ノ森作品キャラクターと本市の観光地を組み合わせるため石森プロへデザ
イン依頼
・乗降口側：マンガロード及びモニュメントの描き下ろし
・車道側：神割崎、大須埼灯台と石ノ森作品キャラクターコラボ描き下ろし

◆ラッピング広告期間
：平成31年4月1日～令和2年3月31日

◆ラッピング台数：２台
◆運行回数：１日4往復（1台2往復）
広告請負
：ミヤコーバス 1,944,000円

平成31年４月より新デザインにより、
マンガバスの運行を行い、市内の周遊・
滞在を促進するPRを仙台-石巻間にて発
信した。



26【観光振興対策】 大須崎灯台看板設置等事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１，１９８，８００円 １，０００，０００円 ８３．４%

恋する灯台に認定された雄勝大須
埼灯台に看板・モニュメントを設置
することにより、交流人口の拡大を
図り、地域経済活性化につなげる。

大須崎灯台の現地には、灯台及び
眼下に見下ろす、ハート型の漁港を
見ることができるが、来訪者への説
明や記念撮影などをするためのモ
ニュメントが無いため、来訪意欲を
向上させる看板等を設置する。

◆案内板 1基 設置
◆モニュメント 1基 設置

案内板及びモニュメントを設置することにより、雄勝地区の観光コンテン
ツとしての認識が深まり、地区内における周遊性の向上に寄与した。



27【家族旅行村管理】 オートキャンプ場施設の修繕（外壁塗装）

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

２，４７２，８００円 ２，４７２，８００円 １００％

経年劣化、潮風等による外壁の傷
みが目立ち始めているため、補修を
行うもの。修繕を行う事により、各
施設の延命が図られ、本市の重要な
観光施設のイメージダウンを回避す
ることができる。

ケビン棟の外壁塗装修繕

ケビン棟の外壁塗装修繕：ホームクラフトK

施設の経年劣化による利用者離れが抑えられ、新規の利用者やリピーター
の増加を図ることができ、安定した施設運営を行うことが可能となった。



28【ICT関連事業推進】インバウンド向け無料無線通信環境整備事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１，８２５，２９０円 １，８２５，２９０円 １００％

訪日外国人観光客にＷｉ－Ｆｉ環
境に代わる無料の無線通信環境と観
光に役立つ有益な情報を提供し満足
度を高めるとともに、利用者の動向
情報を収集・分析し、観光戦略に活
用する。

良好な通信環境の下で観光客目線
からの魅力発信を促進するため、無
料で利用できるＳＩＭカードを配布
し、観光に有益なサービスを提供す
るとともに利用者から得られる有益
な情報を利活用し、顧客ニーズに
沿った施策へと繋げる。

◆ＳＩＭカード配布枚数・・・３０１枚
◆ＳＩＭカード配布場所
石巻観光協会物産販売所、復興まちづくり情報交流館中央館、石ノ森萬画館、
カフェ「ＩＲＯＲＩ」、ホテルルートイン（石巻ＩＣ店・大街道店）、
仙台市内宿泊施設（ゲストハウス）、石巻港、元気いちば、
かわまち交流センター（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｾｽ号寄港時）等

インバウンド向け無料ＳＩＭカード配布については、良好な通信環境と観
光に有益な情報を提供し、滞在期間中の満足度を高めることや自身のＳＮＳ
等からの情報発信の促進が図られた。



29【母子保健事業】 乳児・妊婦一般健康診査事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

８７，９７９，５０４円 ５０，０００，０００円 ５６．８%

乳児一般健康診査事業：乳児の健
康の保持増進を図る。
妊婦一般健康診査事業：妊娠時の異
常や胎児の疾病の早期発見、早期治
療等を図り、安心安全な出産ができ
る。

【乳児一般健康診査】（公社）宮
城県医師会に委託し、指定医療機
関において２ヶ月、８ヶ月時に健
診を受ける。
【妊婦一般健康診査事業】１４回
分の妊婦助成券を発行し、（公
社）宮城県医師会に委託し、指定
医療機関において、妊婦健診を受
ける。指定医療機関以外での妊婦
健診についても償還払いで助成。

令和元年度
◆乳児一般健康診査事業：1,500件（宮城県医師会委託分）
◆妊婦一般健康診査事業：9,113件（宮城県医師会委託分）

281件（償還払い分）

乳児や妊婦の健康診査を行うことにより、異常や疾病の早期発見や早期治
療を行うことができ、妊産婦や乳児の健康の保持増進につながった。



30【医療対策】 献血推進協議会補助金

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１，５００，０００円 １，２００，０００円 ８０．０%

県から設定される献血協力者等の
数値を目標として、可能な限り、市
民各位の協力を得て献血会の開催に
努め、献血に協力された方に記念品
を配布する。

事業者、高等学校・大学、日赤学
生奉仕団、ライオンズクラブ等各団
体との連携のもと、可能な限り献血
思想の普及を図り、市民の理解と協
力を得て、年間９４回献血会を市内
で開催し献血者に記念品を配布して
いる。

令和元年度献血実績は、献血会の実施回数が９４回、合計献血者数が３，
８２１人、献血量では必要量の１４１８．０ℓに対し、達成量が１５１５．
６ℓであり、達成率が１０６．９％であった。

本市の献血事業について、献血者・献血量とも県からの目標値を達成する
ことができた。その結果、県内の目標未達成の自治体の分を補うことができ
た。



31【妊娠・出産祝い品贈呈事業費】 ベビーグッズセット進呈
出産祝メッセージ作成

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

４，７４９，０００円 ４，４００，０００円 ９２．７％

次代を担う子どもの妊娠・出産
を祝うとともに、その子どもの健
やかな成長を願い、祝い品を贈呈
することで、子育てにやさしいま
ちづくりを推進し、少子化対策の
一助とする。

◆妊娠祝品として母子健康手帳交
付時に、マタニティーマーク入り
用品を贈呈する。
◆出産祝品として、乳児家庭全戸
訪問時に、市長のお祝メッセージ
入りのオリジナルカードを添えて、
ベビー用品を贈呈する。

◆妊娠祝品
マタニティーキーホルダー ７５６個

◆ 出産祝品
ベビー用品セットとメッセージカード ７６３個

妊娠祝品を身につけることで、
周囲からの理解が得られやすく
なり安心して過ごすことができ
る。また、出産祝品は赤ちゃん
が安全かつ安心に使えるオーガ
ニックコットン製品であり大変
喜ばれている。



32【環境美化促進】 花いっぱい運動

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

２，９５９，４５４円 ２，９５９，４５４円 １００％

豊かな市民性を育み、快適な生
活を営むため、ごみの散乱を防止
し、清潔で健康なまちづくりを推
進するとともに、緑豊かな美しい
まちづくりを目指す。

グリーン運動 花いっぱい運動

◆グリーン運動 花いっぱい運動の推進
花いっぱい運動参加団体に対し、花があふれる潤いのあるまちづくりを推
進するために花苗を配付

環境美化の促進については、クリーン・グリーン運動を中心に、地域全体
が清潔で緑豊かな住みよい環境づくりを目指して、市民・事業者・行政が一
体となり協働による各種活動を展開している。
昨年度よりも参加団体が増加し、１２４団体に計４０，３０５本の花の苗

を配布した。



33【環境政策推進】 自然環境確認調査

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

５１３，０００円 ５００，０００円 ９７．５%

石巻市環境基本計画における基本
目標である「多様な自然との共生」、
「環境市民の育成」に繋げ、人と自
然が健全に共生していくことを目的
としている。

石巻市の多様な自然と共生してい
くため、開発等により変化していく
地域の自然環境を現地調査により把
握・確認を行う。

令和元年度事業実績は、新北上川の河口域及び長面浦における植生調査
（夏・秋）とコクガン及び冬鳥の調査を実施した。

自然環境確認報告書及び電子媒体の作成



34【北上川改修関連推進事業】 北上川フェア実行委員会補助金

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

４５５，９８９円 ４５５，９８９円 １００％

北上川とのふれあいによって、北
上川の果たす役割の理解促進と河川
愛護、地域連携を図ることを目的に
した市民手作りのイベントに対して
補助を行うもの。

ステージイベント：各種団体演奏及
び演舞、川辺でヨガ体験
水辺イベント：かわまちリバーク
ルーズ、カヌー・ミニヨット乗船体
験、川の通信簿
陸上イベント：川辺でバーベキュー
EM団子作り、造って遊ぼう！船の
模型、水をまなぼう・水をえらぼ
う・水をそなえよう、パネル展示、
飲食ブース、フリーマーケットほか

２００１年に開始し、震災の影響で一時中断していたが、２０１５年に復
活し、震災後５回目の開催となった。

猛暑が続いていたため、熱中症が心配されたが、予定していたステージイ
ベント、その他常設ブースについては、全て予定どおり実施することができ、
約２，０００人に御来場いただいた。
北上川とふれあうことにより、河川愛護への意識高揚が図られ、東日本大

震災からの復興工事の状況や完成後の水辺の空間を広くＰＲするこができた。





35【環境政策推進】 生物多様性地域戦略策定支援業務

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

２，１７３，６００円 ２，１７３，６００円 １００％

生物多様性地域戦略は、石巻市
環境基本計画におけるリーディン
グプロジェクトとして位置づけら
れており、持続可能な人と自然と
の関係を整理し、多様な自然の恵
み（森林・河川・海岸の自然環境
等）を将来世代に引き継ぐことを
目的としている。

生物多様性地域戦略策定に必要と
なる各種資料を収集し、課題の分析
及び施策の提案など、策定準備から
成案となるまでの各種業務支援を令
和元年度から２年度までの２か年で
行う。

①関連資料・データの収集、整理
②計画策定の背景整理
③関係機関における部門別計画（関連する計画）情報の収集、整理
④本市における生物多様性の地域特性と課題の抽出、整理
⑤石巻市生物多様性地域戦略の基本理念及び基本目標等の立案
⑥環境審議会等の運営支援
⑦会議、打合せ協議記録の作成
※（仮称）石巻市生物多様性地域戦略策定支援業務【Ｒ1～2債務負担】

（仮称）石巻市生物多様性地域戦略の骨子作成



36【芸術文化振興】 青少年文化芸術鑑賞事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

１，２１６，６００円 １，０００，０００円 ８２．２%

青少年の豊かな人間形成を図ると
ともに、地域の芸術文化の振興を図
ることを目的とする。

青少年に対して優れた生の芸術文
化を身近に鑑賞する機会を提供する
もので、青少年劇場小公演は、鑑賞
者数が１公演１００名程度の小規模
校を対象とした公演、巡回小劇場は、
鑑賞者数が３００名程度のもので、
音楽公演と演劇公演が隔年で実施さ
れており、令和元年度は音楽公演の
実施となった。

◆巡回小劇場（ビバ！ムジカと「よろこびの歌」を歌おう）
貞山小学校 １０月 ９日（水）１７２人
大街道小学校 １０月 ９日（水）１９２人

◆青少年劇場小公演（落語）
東浜小学校 ５月２８日（火） ９人
牡鹿中学校 ５月２８日（火） ２５人
大原小学校 １０月 ４日（金） １６人
万石浦小学校 １０月 ４日（金）１００人

◆青少年劇場小公演（となりの国の打楽器と踊り）
北上中学校 １０月 ９日（水） ４７人

生の演奏や演技を身近なところで鑑賞することができた児童・生徒は、そ
のすばらしさに感動し、楽しむことができた。



巡回小劇場（ビバ！ムジカと「よろこびの歌」を歌おう）

青少年劇場小公演（となりの国の打楽器と踊り）

青少年劇場小公演（落語）



37【齋藤氏庭園整備事業】 齋藤氏庭園保存活用計画業務

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

２，８９３，０００円 ２，０００，０００円 ６９．１%

名勝齋藤氏庭園について、これ
までの基礎資料を整理し、改めて
庭園の本質的価値と構成要素を明
確にし、それらを適切に保存管理
するとともに、有効に活用を行う
ための基本方針及び方法等を定め
ることを目的とする。

保存活用の指標に基づいた整備方
針や、今後発生する可能性のある諸
問題への対応策、現状変更等の取扱
い、活用及び運営方針等をとりまと
めるため、基礎資料の整理、現地調
査、調査資料の検討等を実施する。

令和元年 ７月１２日 国指定名勝齋藤氏庭園保存活用計画策定業務委託契約
令和元年 ９月 ６日 現地協議
令和元年 ９月２５日 現地協議
令和元年１２月１７日 現地指導：文化庁調査官
令和２年 ３月２８日 現地指導：保存整備計画策定委員
令和２年 ３月３１日 業務完了届

基礎資料の整理及び現地調査を行い、調査のとりまとめ、名勝齋藤氏庭園
保存活用計画（案）の作成を行った。



現地調査・打ち合わせ

文化庁調査官現地指導



38【地域交通対策関係】 路線バス運行費補助事業

事業目的 事業内容

実 績

成 果

事業費総額 寄附金充当額 割合

４１，１３９，０００円 ３３，３４３，０９５円 ８１．０％

市民の通院、通学、通勤、買い物
等の交通手段を確保するとともに、
交通不便地区を解消するため、路線
バスの運行を支援するもの。

株式会社ミヤコーバスが運行す
る路線バスの運行費に対して補助
を実施することにより、持続的に
路線バスを維持できるよう支援し
ている。

地域の実情に応じた交通手段を確保・維持するため、市内各エリアを結ぶ
路線のバス運行主体に対して運行費を補助した。また、令和元年１０月から
は、交通空白地の解消と住民の利便性向上のため、石巻渡波線の運行を開始
した。

路線バスの運行主体に運行費を補助することにより、安定した運行が可能
となり、自家用車等を持たない方々や、運転が不安な市民の方々の交通手段
が確保された。
また、市では、バス利用者の利便性向上のため、市内の交通状況をまとめ

たバスマップを作成した。




