
 

 

平成２６年度 第１１回庁議要旨 

 

日時：平成２６年９月１日（月） 

午前９時～ 

会場：庁議室 

 

[審議事項] 

１ 新船建造の推進及び石巻～長渡航路改善協議会への参画について（復興政策部） 

網地島及び田代島の生活に必要不可欠な離島航路においては、網地島ライン（株）が所

有している船舶の老朽化が著しく、修繕費も年々増大していることから、離島航路におけ

る安全性と利便性の向上をめざし、航路改善計画の素案を作成する「石巻～長渡航路改善

協議会」に参画し、新船建造の推進及び航路の経営改善を図るもの。 

(1) 主な内容 

ア 航路改善計画の素案作成（計画書に記載すべき項目等） 

(ｱ) 当該離島、補助航路の現況 (ｷ) 輸送需要の予測 

(ｲ) 代替建造の必要性、目的、効果 (ｸ) 建造資金調達方法 

(ｳ) 必要経費 (ｹ) 建造後３年間の航路損益見込み 

(ｴ) 建造計画のスケジュール (ｺ) 運賃改定、ダイヤ改正の有無及びその内容 

(ｵ) 新旧の要目（船舶、航路付属施設） (ｻ) 標準欠損額への影響額 

(ｶ) 港湾整備状況  

イ 石巻～長渡航路改善協議会の概要 

(ｱ) 目的（所掌事務） 航路改善計画（前記項目）の検討、素案作成 

(ｲ) 委員 国（国土交通省東北運輸局海事振興部及び石巻事務所）、県（震災復興・企画

部総合交通対策課）、事業者（網地島ライン）、財務専門家、島民代表者、市 

(ｳ) 事務局 航路事業者との共同 

(ｴ) 調査事業 協議会において調査事業実施決定（実施主体は航路事業者のため、市の予

算措置必要なし：国庫補助該当） 

(2) 今後の予定 

平成２６年 ９月中：石巻～長渡航路改善協議会開催 

協議会による「調査事業」実施決定 

１２月末：航路改善計画素案作成 

平成２７年 １月中：航路改善計画素案事前協議（国土交通省） 

２月中：航路改善計画策定（建造方式確定） 

４月 ：構造改革補助申請 

６月 ：構造改革補助交付決定 

７月 ：新造船建造事業開始 

平成２９年 ２月 ：新造船完成 

 

 

[報告事項] 

１ 南浜地区における復興祈念公園基本構想について（復興事業部） 

  本構想は、東日本大震災で甚大な被害を受けた南浜地区において、国、県及び市の連携

のもとに設置される復興祈念公園について、基本理念をはじめ踏まえるべき基本的事項並

びに今後、具体的に進められる整備及び管理運営における基本的な方針を示すものである。 



 

 

(1) 主な内容 

ア 基本理念 

東日本大震災により犠牲となったすべての生命（いのち）への追悼と鎮魂の思い

とともに、 

・まちと震災の記憶をつたえ 

・生命（いのち）のいとなみの杜をつくり 

・人の絆（きずな）をつむぐ 

イ 基本方針 

(ｱ) 犠牲者への追悼と鎮魂の場を構築 

(ｲ) 被災の実情と教訓を後世に伝承 

(ｳ) 復興の象徴の場としてメッセージを国内外に発信 

(ｴ) 多様な主体の参画・協働の場を構築 

(ｵ) 来訪者の安全を確保 

ウ 空間構成の方針 

(ｱ) 追悼と鎮魂の丘及び式典広場の設置 

(ｲ) 周辺環境と連携した実情と教訓の伝承 

エ 空間骨格 

(ｱ) 追悼と鎮魂の場 

(ｲ) 教訓と伝承の場 

(ｳ) 復興の象徴の場 

(ｴ) 来園者の安全を確保する場 

(ｵ) 多様な主体の参画・協働の場 

(2) 今後の予定 

ア 平成２６年８月 宮城県における復興祈念公園基本計画検討調査有識者委員会の設

置（有識者委員会を３回程度、２つの分科会を各４回開催予定） 

イ 平成２７年３月 基本計画の公表 

 

 

２ 石巻市公的介護施設等整備事業補助金等の見直しについて（健康部） 

国の「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付

金実施要綱」等並びに国及び県の「介護職員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領」等の

一部改正に伴い、交付基準額等が変更されたことから、これに準じて市の交付基準額を見

直しするもの。 

(1) 主な内容 

ア 石巻市公的介護施設等整備事業補助金 

地域介護・福祉空間整備補助金に係る分（面的整備計画に基づくもの）［抜粋］ 

改    正 現    行 

区  分 基準額 区  分 基準額 

地域密

着型サ

ービス

の拠点 

小 規模 多 機 能型

居宅介護事業所 

１施設当たり

30,900 千円 
地域密

着型サ

ービス

の拠点 

小規模多機能型

居宅介護拠点 

１施設当たり

26,250 千円 

小規模（定員 29

人以下）の特別養

護老人ホーム 

１整備床当たり

4,120 千円 

小規模（定員 29

人以下）の特別養

護老人ホーム 

１整備床当たり

3,500 千円 

イ 石巻市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 

改    正 現    行 

区  分 交付基礎単価 区  分 交付基礎単価 

小規模（定員 29 人以下）

特別養護老人ホーム 553 千円以内 

（単位：定員数） 

小規模（定員 29 人以下）

特別養護老人ホーム 553 千円 

（単位：定員数） 小規模（定員 29 人以下）

介護老人保健施設 
小規模（定員 29 人以下）

老人保健施設 



 

 

※本事業は、県の基金（原資は国庫）による平成２５年度までの事業であったが、

平成２６年度は、基金残高を活用して実施しており、補助単価は、３６７千円と通

知されている。 

 (2) 今後の予定 

ア 石巻市公的介護施設等整備事業補助金交付要綱及び石巻市施設開設準備経費助成

特別対策事業費補助金交付要綱の一部改正（公布の日から施行し、平成２６年４

月１日から適用する。） 

イ 平成２６年市議会第３回定例会に補正予算を提案 

 

 

３ 平成２６年度石巻市教育委員会の活動状況に関する点検及び評価報告書について（教育

委員会） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会が実施した事業の結果

を報告するものであり、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況につい

て点検及び評価を行い、その結果を公表するもの。 

(1) 主な内容 

学識経験者２名による意見聴取会を実施し、平成２５年度に実施した事業のうち、子

どもの安全・安心のため重点的に取り組むべき事業及び将来にわたり継続して実施して

いくべき事業として、学校教育分野で１１事業、社会教育・保健体育分野で５事業の計

１６事業を選定し、その点検及び評価を実施した。 

 

 

４ 新市街地の宅地登録状況について（復興事業部） 

  防災集団移転促進事業において新市街地への移転希望者で、宅地の事前登録をしていた

者の宅地が確定した。 

(1) 主な内容 

新市街地の宅地登録状況 

団地名 
団地事前

登録数 

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ Ｅグループ 

合計 3/30 までの

確定 

4/29 までの

確定 

6/15 までの

確定 

8/10 までの

確定 
8/24 の確定 

新蛇田 534 146 196 129 36 3 510 

あけぼの北 37 10 14 9 1 0 34 

新渡波 45 13 12 12 5 1 43 

新渡波西 22 7 2 5 5 0 19 

新蛇田南 141 35 43 38 28 1 145 

合計 779 211 267 193 75 5 751 

(2) 今後の予定 

本年９月以降に、宅地登録をしていない世帯を対象に意向調査を実施し登録を促す。

また、今後の検討課題として、災害危険区域外の世帯で復興事業に協力し用地提供され

た方に代替地として優先的に分譲することを視野に検討する。 

 

 

５ 医学部及び関連施設（機能）の誘致について（復興政策部） 

  東北地方では、以前から医師不足や医師と診療科の地域偏在により、医療過疎や医療崩

壊が深刻な状況にあった。そして、東日本大震災により、被災地における医師及び医療施

設の不足は更に深刻な状況となり、被災地における医師の確保は喫緊の課題となった。 

  このことから、被災沿岸部の復興と医師不足の解消、高齢化や過疎化といった地域の事



 

 

情に応じた地域医療の提供のため、医学部及び関連施設（機能）の誘致を行ったもの。 

(1) 主な内容 

  ア 東北薬科大学構想の概要 

   (ｱ) 大学の名称  ：東北医科薬科大学 

   (ｲ) 新設学部   ：医学部医学科 

   (ｳ) 開設時期   ：平成２８年４月 

   (ｴ) 新設学部位置 ：仙台市宮城野区福室一丁目１２番１号 

   (ｵ) サテライトセンター：（仮称）石巻市地域医療教育サテライトセンター（石巻市立

病院内） 

              ※サテライトセンターは、市立病院内諸室を兼用する予定 

   (ｶ) 附属病院の名称：東北医科薬科大学病院（仮称） 

  イ サテライトセンターの機能 

   (ｱ) 地域医療・災害教育の拠点 

      ・地域滞在型の臨床実習 

   (ｲ) 地域医療への貢献 

      ・常駐する医師による医師不足が深刻な沿岸地域への後方支援 

   (ｳ) 人材養成 

      ・卒前、卒後、生涯教育を通じ、地域に根ざす総合診療医の養成 

      ・附属病院、サテライトセンターを含むネットワーク病院間の循環によるキャリ

ア・アップ 

(2) 今後の予定 

ア 平成２６年９月～ 東北薬科大学と（仮称）石巻地域医療教育サテライトセンター

設置に係る協議 

イ 平成２７年３月  国に医学部設置認可申請（東北薬科大学） 

ウ 平成２８年４月  東北医科薬科大学開学 

 

 

 [その他] 

１ 「ものうふれあい祭２０１４はねこ踊りフェスティバルｉｎ桃生」の開催について（桃

生総合支所） 

「ものうふれあい祭２０１４はねこ踊りフェスティバルｉｎ桃生」が次のとおり開催さ

れることとなった旨、桃生総合支所長から報告があった。 

(1) 開催日時 平成２６年９月１３日（土）午後１２時～午後９時 

※一部のイベントは午前１０時から開催 

(2) 開催会場 石巻市桃生植立山公園 

  (3) 開催内容 

ア 昼の部 

・子供会祭、出店、その他親子ミニイベント 

イ ステージイベント 

    ・はねこ踊りコンテスト、招待団体演舞 

ウ はねこ踊りパレード 

エ 花火大会 

 

 

以上 


