
総合計画実施計画　事業索引

桃生小学校水泳プール改築事業 ‥‥‥‥ 24

桃生中学校水泳プール改築事業 ‥‥‥‥ 25

小学校施設防水改修等事業 ‥‥‥‥ 25

集会所建設費補助事業 ‥‥‥‥ 11 中学校施設防水改修等事業 ‥‥‥‥ 25

就学援助システム導入事業 ‥‥‥‥ 26

「市報いしのまき」発行事業 ‥‥‥‥ 11

広聴事業 ‥‥‥‥ 11 コラボスクール推進委託事業 ‥‥‥‥ 26

地域まちづくり委員会事業 ‥‥‥‥ 12 家庭教育学級開設事業 ‥‥‥‥ 26

男女共同参画推進事業 ‥‥‥‥ 12 放課後子ども教室推進事業 ‥‥‥‥ 27

青少年健全育成事業 ‥‥‥‥ 27

少年指導者育成事業 ‥‥‥‥ 27

休日開庁事業 ‥‥‥‥ 12

庁内情報化推進事業 ‥‥‥‥ 13

河南総合支所庁舎空調設備入替事業 ‥‥‥‥ 13 温州市との友好都市交流事業 ‥‥‥‥ 28

第4節　安定した行財政運営を構築する ‥‥‥‥ 28

総合計画及び新市建設計画改訂事業 ‥‥‥‥ 13

山形県河北町との友好都市交流事業 ‥‥‥‥ 28

中学生海外研修事業 ‥‥‥‥ 29

非核平和推進人材育成事業 ‥‥‥‥ 29

国際理解教育推進事業 ‥‥‥‥ 29

小学校外国語活動指導補助員活用事業 ‥‥‥‥ 30

健康診断・検査等実施事業 ‥‥‥‥ 17 ‥‥‥‥ 30

就学時健康診断実施事業 ‥‥‥‥ 17

学校医・薬剤師配置事業 ‥‥‥‥ 17 石巻専修大学地域連携助成事業 ‥‥‥‥ 30

私立幼稚園就園奨励費助成事業 ‥‥‥‥ 18 ふるさと子どもカレッジ ‥‥‥‥ 31

私立幼稚園運営費助成事業 ‥‥‥‥ 18 まちなか実験室事業 ‥‥‥‥ 31

適応指導教室運営事業 ‥‥‥‥ 18

特別支援教育支援員配置事業 ‥‥‥‥ 19

石巻・子どもの未来づくり事業 ‥‥‥‥ 19

いじめ・生徒指導問題対策事業 ‥‥‥‥ 19

‥‥‥‥ 20

自動車関連産業振興推進事業 ‥‥‥‥ 35

定住外国人就学支援事業 ‥‥‥‥ 20

学校給食センター運営事業 ‥‥‥‥ 20

ブックスタート事業 ‥‥‥‥ 21 高年齢者就業支援事業 ‥‥‥‥ 35

遠距離通学支援事業 ‥‥‥‥ 21 中小企業勤労者総合福祉事業 ‥‥‥‥ 35

‥‥‥‥ 21 勤労者生活安定資金融資あっせん事業 ‥‥‥‥ 36

奨学金貸与事業 ‥‥‥‥ 22

学校図書整備事業 ‥‥‥‥ 22 密漁対策助成事業 ‥‥‥‥ 36

情報教育環境整備事業 ‥‥‥‥ 22 捕鯨復活活動事業 ‥‥‥‥ 36

電子黒板整備事業 ‥‥‥‥ 23 鯨食普及事業 ‥‥‥‥ 37

教材備品整備事業 ‥‥‥‥ 23

‥‥‥‥ 23

園芸特産重点強化整備事業 ‥‥‥‥ 37

‥‥‥‥ 24 みやぎの水田農業改革支援事業 ‥‥‥‥ 37

県営鳥谷坂排水機場改修事業 ‥‥‥‥ 38

‥‥‥‥ 24 ‥‥‥‥ 38

茨城県ひたちなか市との姉妹都市
交流事業

イタリアチビタベッキアとの姉妹
都市交流事業

第2章　個性と創造性豊かな未来の担い手をはぐくむ
まち

第1節　「生きる力」を持つ子どもたちを育成する

第3節　新たな時代を創造する人材を育成する

第3節　市民満足度の高い行政サービスを提供
する

住吉中学校空気調和設備機器等機
能復旧事業

第4節　魅力的な農林業を確立する

牛田揚水機場ストックマネジメン
ト事業

第1章　ともに創る協働のまち

第1節　住民の自治力を強化する

第2節　市民のまちづくりに対する関心を高める

第2節　地域全体で子どもたちを育成する

青葉中学校空気調和設備機器等機
能復旧事業

就学援助・特別支援教育就学奨励
事業

山下小学校空気調和設備機器等機
能復旧事業

第1節　石巻独自の技術開発や新産業を創出する

第2節　いきいきと働ける就業環境を創出する

第3章　地域資源を活かして元気産業を創造する
　まち

第3節　持続的な水産業の発展を図る

小中学校児童生徒体育及び文化活
動補助金交付事業
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総合計画実施計画　事業索引

‥‥‥‥ 38 各種がん検診事業 ‥‥‥‥ 51

骨粗しょう症検診事業 ‥‥‥‥ 51

‥‥‥‥ 39 肝炎ウイルス検診事業 ‥‥‥‥ 52

成人歯科健康診査事業 ‥‥‥‥ 52

中津山地区国営土地改良整備事業 ‥‥‥‥ 39 がん検診推進事業 ‥‥‥‥ 52

河南2期地区国営土地改良整備事業 ‥‥‥‥ 39 子ども医療費助成事業 ‥‥‥‥ 53

‥‥‥‥ 40 未熟児訪問及び養育医療費給付事業 ‥‥‥‥ 53

生活習慣病予防事業 ‥‥‥‥ 53

県営経営体育成基盤整備事業 ‥‥‥‥ 40 病院群輪番制病院運営事業 ‥‥‥‥ 54

有機センター施設整備事業 ‥‥‥‥ 40 休日等急患診療対策事業 ‥‥‥‥ 54

農地・水・環境保全向上活動支援事業 ‥‥‥‥ 41 ‥‥‥‥ 54

造林事業 ‥‥‥‥ 41

森林環境保全整備（間伐）事業 ‥‥‥‥ 41 網小医院運営費補助事業 ‥‥‥‥ 55

みやぎの豊かな森林づくり支援事業 ‥‥‥‥ 42 ‥‥‥‥ 55

‥‥‥‥ 55

児童手当支給事業 ‥‥‥‥ 56

母子・父子家庭医療対策事業 ‥‥‥‥ 56

児童扶養手当支給事業 ‥‥‥‥ 56

まつりイベント事業 ‥‥‥‥ 42 民間保育所助成事業 ‥‥‥‥ 57

映画等誘致・製作支援事業 ‥‥‥‥ 42 私立認可保育所助成事業 ‥‥‥‥ 57

サン・ファン出航400年記念事業 ‥‥‥‥ 43 一時保育事業 ‥‥‥‥ 57

おがつホタテまつり補助事業 ‥‥‥‥ 43 延長保育事業 ‥‥‥‥ 58

‥‥‥‥ 43 ファミリーサポート事業 ‥‥‥‥ 58

子育て支援センター事業 ‥‥‥‥ 58

放課後児童クラブ事業 ‥‥‥‥ 59

心身障害児通園対策事業 ‥‥‥‥ 59

休日保育事業 ‥‥‥‥ 59

病後児保育事業 ‥‥‥‥ 60

（仮称）石巻子どもセンター事業 ‥‥‥‥ 60

社会福祉協議会運営費補助事業 ‥‥‥‥ 47 ‥‥‥‥ 60

災害援護事業 ‥‥‥‥ 47

生活保護事業 ‥‥‥‥ 47 助産施設入所助成事業 ‥‥‥‥ 61

国民健康保険人間ドック等事業 ‥‥‥‥ 48 要保護児童対策事業 ‥‥‥‥ 61

‥‥‥‥ 61

こころの健康づくり事業 ‥‥‥‥ 48

保健推進員育成事業 ‥‥‥‥ 48

乳児一般健康診査事業 ‥‥‥‥ 49 敬老祝金支給事業 ‥‥‥‥ 62

妊婦健康診査事業 ‥‥‥‥ 49 敬老会開催事業 ‥‥‥‥ 62

新生児訪問事業（乳児全戸訪問事業） ‥‥‥‥ 49 老人クラブ活動費補助事業 ‥‥‥‥ 62

結核検診事業 ‥‥‥‥ 50 高齢者世話付住宅事業 ‥‥‥‥ 63

各種予防接種事業 ‥‥‥‥ 50 住宅改修支援事業 ‥‥‥‥ 63

生活習慣改善事業 ‥‥‥‥ 50 家族介護慰労金支給事業 ‥‥‥‥ 63

健康診査事業 ‥‥‥‥ 51 老人保護対策事業 ‥‥‥‥ 64

穀類乾燥調製施設及び農業用機械
導入支援事業

第1節　お互いに支えあい生活できる仕組みを
構築する

宮城県慶長使節船ミュージアム屋
上駐車場他防水改修事業

第2節　生涯を通じて元気で健康な暮らしが実
現できるようにする

第4節　安心と誇りを持って住み続けられる高
齢者福祉を充実する

養育支援訪問事業（ホームヘル
パー支援事業）

第6節　人々が集い、住み、楽しく過ごせる中
心市街地を再生する

第7節　年間を通して観光客が訪れることによ
りにぎわいを創出する

市民相談事業（家庭児童相談・市
民相談）

第4章　安心して健やかに暮らせるまち

第5節　消費者に信頼される“石巻ブランド”
を形成する

第3節　安心して子どもを産み育てられる支援
体制を確立する

井内排水機場ストックマネジメン
ト事業

農村災害対策事業（調査計画・機
場更新）

石巻市立牡鹿病院医療機器等購入
事業

石巻赤十字病院救命救急センター
運営費助成事業

石巻赤十字病院新築移転に係る補
助金交付事業
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総合計画実施計画　事業索引

‥‥‥‥ 64 ‥‥‥‥ 78

外出支援サービス事業 ‥‥‥‥ 64 ‥‥‥‥ 78

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 ‥‥‥‥ 65

訪問理美容サービス事業 ‥‥‥‥ 65

老人日常生活用具給付事業 ‥‥‥‥ 65

‥‥‥‥ 66

バリアフリー住宅普及促進事業 ‥‥‥‥ 66 自然環境確認調査事業 ‥‥‥‥ 81

老人特例保護措置事業 ‥‥‥‥ 66 環境フェア実施事業 ‥‥‥‥ 81

遊びリテーション事業 ‥‥‥‥ 67 松くい虫対策事業 ‥‥‥‥ 81

高齢者のための健康づくり事業 ‥‥‥‥ 67 合併処理浄化槽設置補助事業 ‥‥‥‥ 82

介護用品支給事業 ‥‥‥‥ 67 公共下水道建設事業 ‥‥‥‥ 82

「食」の自立支援事業 ‥‥‥‥ 68 ‥‥‥‥ 82

訪問型介護予防事業 ‥‥‥‥ 68

‥‥‥‥ 68 ‥‥‥‥ 83

介護予防事業 ‥‥‥‥ 69 ‥‥‥‥ 83

二次予防事業対象者把握事業 ‥‥‥‥ 69

介護予防フォローアップ事業 ‥‥‥‥ 69 浄化槽市町村整備推進事業 ‥‥‥‥ 83

生きがいデイサービス事業 ‥‥‥‥ 70

ミニデイサービス支援事業 ‥‥‥‥ 70

介護保険事業計画策定事業 ‥‥‥‥ 70 公園施設整備事業 ‥‥‥‥ 84

成年後見制度利用支援事業 ‥‥‥‥ 71 環境保全リーダー育成講座実施事業 ‥‥‥‥ 84

虐待防止・権利擁護事業 ‥‥‥‥ 71 公害測定機材購入事業 ‥‥‥‥ 84

環境美化促進事業（クリーン運動） ‥‥‥‥ 85

環境美化促進事業（グリーン運動） ‥‥‥‥ 85

鼠族・昆虫等駆除事業 ‥‥‥‥ 85

手話奉仕員養成講座事業 ‥‥‥‥ 71 狂犬病予防事業 ‥‥‥‥ 86

障害者援護事業 ‥‥‥‥ 72 自動車騒音常時監視事業 ‥‥‥‥ 86

障害者自立支援給付事業 ‥‥‥‥ 72 生ごみ減量容器購入費補助事業 ‥‥‥‥ 86

相談支援事業 ‥‥‥‥ 73 再生資源集団回収報奨金交付事業 ‥‥‥‥ 87

コミュニケーション支援事業 ‥‥‥‥ 73 ごみ収集及び資源化事業 ‥‥‥‥ 87

日常生活用具給付等事業 ‥‥‥‥ 73 最終処分場車両整備事業 ‥‥‥‥ 87

地域活動支援センター事業 ‥‥‥‥ 74

生活支援事業 ‥‥‥‥ 74

特別障害者手当等措置事業 ‥‥‥‥ 74 市美術展実施事業 ‥‥‥‥ 88

心身障害者医療対策事業 ‥‥‥‥ 75 青少年文化芸術鑑賞事業 ‥‥‥‥ 88

障害者移動支援事業 ‥‥‥‥ 75 河北総合センター施設改修事業 ‥‥‥‥ 88

‥‥‥‥ 76 毛利コレクション調査整理事業 ‥‥‥‥ 89

交通安全推進事業 ‥‥‥‥ 76 読書環境整備事業 ‥‥‥‥ 89

消防団ポンプ置場整備事業 ‥‥‥‥ 76 追波川河川運動公園整備事業 ‥‥‥‥ 89

非常備消防自動車整備事業 ‥‥‥‥ 77 スポーツ振興事業 ‥‥‥‥ 90

耐震性貯水槽整備事業 ‥‥‥‥ 77 かなんパークゴルフ場整備事業 ‥‥‥‥ 90

石巻市民球場スコアボード改修事業 ‥‥‥‥ 90

県営事業急傾斜地対策事業 ‥‥‥‥ 77

ひとり暮らし老人等緊急通報シス
テム事業

第7節　災害に対する備えを充実する

第4節　市民が個性を活かして輝ける機会をつ
くる

防災対応離着陸場（離島ヘリポー
ト）整備事業

第5章　心ゆたかな誇れるまち

養護老人ホーム万生園建設費負担
事業

第3節　地域に対する愛着や誇りをはぐくむ

第6節　日常の身近な安全性を高める

在宅障害者等社会参加促進助成券
交付事業

特別養護老人ホームおしか清心苑
施設整備補助事業

スクールゾーン内危険ブロック塀
等除去事業

第1節　豊かな自然を次世代に継承する

第5節　自立し、いきいき暮らせる障がい者福
祉の充実を図る

第2節　身近な自然や生活環境を守る

農業集落排水施設（鹿又地区）改
良事業

北上川下流東部流域下水道建設費
県営事業負担金

北上川下流流域下水道建設費県営
事業負担金
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総合計画実施計画　事業索引

離島振興対策事業 ‥‥‥‥ 93

地域づくり基金事業 ‥‥‥‥ 93

雄勝硯・伝統技術継承支援事業 ‥‥‥‥ 93

‥‥‥‥ 94

私道舗装等助成事業 ‥‥‥‥ 94

河北長尾線道路改良整備事業 ‥‥‥‥ 94

橋梁長寿命化事業 ‥‥‥‥ 95

道路台帳整備事業 ‥‥‥‥ 95

狭あい道路整備事業 ‥‥‥‥ 95

‥‥‥‥ 96

寄磯線側溝改良事業 ‥‥‥‥ 96

南経塚鹿又線道路改良事業 ‥‥‥‥ 96

石巻工業港曽波神線街路整備事業 ‥‥‥‥ 97

単独線道路改良事業 ‥‥‥‥ 97

地籍調査事業 ‥‥‥‥ 97

北鰐山墓地無縁墳墓改葬事業 ‥‥‥‥ 98

石巻斎場改修事業 ‥‥‥‥ 98

上水道対策事業 ‥‥‥‥ 98

‥‥‥‥ 99

‥‥‥‥ 99

下水道台帳整備事業 ‥‥‥‥ 99

牡鹿地区市民バス運行車両更新事業 ‥‥‥‥ 100

広域バス運行維持対策補助事業 ‥‥‥‥ 100

住民バス運行費補助事業 ‥‥‥‥ 100

牡鹿地区市民バス運行事業 ‥‥‥‥ 101

離島航路維持事業 ‥‥‥‥ 101

‥‥‥‥ 103

伝統産業育成支援事業（文房四宝
まつり）

第6章　地域の個性が輝き融和するまち

第1節　地域の風土に根ざした魅力や資源を守
り育てる

総合計画実施計画建設事業一覧

第2節　地域間連携により、大きな魅力を創出
する

第4節　だれもが利用しやすい、生活を支える
公共交通を確保する

大須長尾線・長尾3号線道路改良
事業

地域住宅整備事業（公的住宅整備
事業）

第3節　快適な生活環境を実現できる地域にする

嘉右衛門堀沿い歩行者専用道路整
備事業
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