
東日本大震災に係る石巻市再建復興に関する要望書提出先一覧

番号 期　　日 要　望　先（敬称略） 要望内容 要　望　者 備考

76 平成24年3月17日 財務大臣（安住　淳） 東日本大震災に対処するための継続的な予算措置等を求める要望書 石巻市長（亀山　紘） 於：市長室

【各府省に共通するもの】 石巻議会議長（阿部　政昭）

１　平成２５年度以降における財政支援の継続等

２　合併に伴う普通交付税合併算定替の延長

３　市税の減収対策

４　地方自治法による長期派遣職員取扱い

５　震災復興特別交付税の措置期間の明確化

６　公立学校施設・社会教育施設災害復旧事業の対象期間の延長について

７　埋葬費用に対する国庫補助額の拡大

８　災害援護資金貸付金の償還遅延に伴う地方負担の軽減措置

９　遺体捜索経費への財源措置

10　事業復興型雇用創出助成金の遡及適用

11　雇用創出基金事業の見直しと実施期間の延長

12　病院復旧事業の補助率嵩上げ及び補助対象経費の拡大

13　北上川河口部の河川・海岸堤防の早期復旧

14　国による放射能汚染稲・麦わら及び家畜排せつ物の回収・処分等

15　土地改良負担金償還助成事業の助成期間拡大

16　復興交付金の柔軟な運用

17　放射能被害の影響を受ける水産業者への迅速な救済

18　原子力災害の早期収束について

19　中小企業等支援策への財政支援

20　津波に対する多重防御として、高盛土道路整備に対する国の支援

21　河川堤防の早期整備

22　冠水対策における内水排除経費に係る補助制度の創設

23　ＪＲ線の早期復旧と、石巻駅の高架化

24　石巻新庄道路の計画路線への早期指定、並びに早期事業化

25　国営復興祈念公園の石巻市南浜町への整備

26　災害廃棄物処理費の財源構成

【復興対策本部及び総務省関係】

１　第三次補正予算執行に係る被災自治体の執行支援体制について

【復興対策本部及び経済産業省関係】

１　復興産業集積区域における新規立地促進税制について

【内閣府関係】

１　学習等供用施設の大規模修繕に係る補助について

【総務省関係】

１　消防車両整備費の長期的支援と補助対象経費の拡大

２　消防団詰所整備費の長期的支援と補助対象経費の拡大

３　常備消防施設の復旧整備に係る長期的財政支援と補助対象経費の拡大

４　震災に伴う高台や内陸部への移転により地上デジタル放送が難視であると
　　判明した場合の助成について

５　情報伝達手段の高度多様化及び普及に向けた支援

企画部　H24.3.17現在
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東日本大震災に係る石巻市再建復興に関する要望書提出先一覧

番号 期　　日 要　望　先（敬称略） 要望内容 要　望　者 備考

企画部　H24.3.17現在

６　ICTを活用した次世代水産業（６次産業化）の確立

７　行政庁舎の本復旧に係る国庫補助制度の創設

８　情報通信基盤災害復旧事業費補助金事業の補助対象範囲の拡大及び
　　事業事務の簡素化

９　情報通信基盤災害復旧事業の補助事業期間の長期化

10　情報通信基盤災害復旧事業の申請・承認が不要な交付金制度での実施

11　コミュニティ施設への補助制度の創設

【文部科学省関係】

１　児童生徒の通学手段確保のためのスクールバス等運行委託経費の
　　補助対象期間の延長について

２　地方公共団体指定文化財災害復旧事業補助金の創設等について

【厚生労働省関係】

１　遺骨・遺留品保管施設に係る整備費及び維持管理費の国庫補助化

２　仮設住宅撤去後の公共施設の現状復旧費用の災害救助法の適用
　　について

３　雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金）の拡充

４　医療施設等施設・設備整備費補助金及び
　　医療提供体制施設整備交付金・推進事業費補助金の拡充

５　社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の補助率の嵩上げ及び
　　補助対象要件の拡大

６　新たな仮設住宅・残存集落等と医療、買い物、公的機関の移動確保を
　　目的とする地域内輸送等補助制度の創設

７　国民健康保険事業への財政支援

８　介護保険事業への財政支援等

【農林水産省関係】

１　土地改良区施設の維持管理に要する経費の国庫負担及び
　　土地改良事業受益者負担等の免除

２　国による被災農地の買収整備

３　土地改良区の債務を全額国が肩代わりすること

４　漁港災害復旧事業の補助対象経費の拡大

５　農地・農業用施設等の災害復旧事業の補助率嵩上げ及び補助対象の拡
大

【経済産業省関係】

１　原子力災害の早期収束について

２　原子力発電所の安全確保

３　測定体制の整備について

４　放射性物質汚染に関する広報の充実について

５　特色ある地域商店街の再生支援

【国土交通省関係】

１　防災集団移転促進事業に伴う土地買収価格に係る支援

２　下水道災害復旧事業における国庫補助率の嵩上げ

３　重要港湾石巻港の防災機能強化

４　北上川河口部の河川・海岸堤防の早期復旧

５　都市公園の植栽等の災害復旧費に対する国庫支出金交付制度の創設

６　港湾合同庁舎の防災機能強化

７　「仙台塩釜港」「石巻港」「松島港」の一体化

８　金華山をはじめとする本市基幹的観光施設の復興

９　道路災害復旧事業の補助対象経費の拡大
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東日本大震災に係る石巻市再建復興に関する要望書提出先一覧
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企画部　H24.3.17現在

10　下水道災害復旧事業における国庫補助の嵩上げ

11　甚大な被害を受けた仙石線、石巻線、気仙沼線早期復旧に向けた
　　 地元負担軽減のための法改正の実施

12　甚大な被害を受けた仙石線、石巻線、気仙沼線早期復旧に向けた
　　 特例措置の新設

13　地域公共交通確保維持改善事業費補助金の上限額の撤廃

14　離島航路発着所背後地復旧事業の補助対象事業の拡大

15　砂防・急傾斜地の早期整備

75 平成24年3月12日 国民新党幹事長（下地　幹郎） 東日本大震災に対処するための継続的な予算措置等を求める要望書 石巻市長（亀山　紘） 於：市長室

【各府省に共通するもの】

１　平成２５年度以降における財政支援の継続等

【復興対策本部及び総務省関係】

１　第三次補正予算執行に係る被災自治体の執行支援体制について

【復興対策本部及び経済産業省関係】

１　復興産業集積区域における新規立地促進税制について

【内閣府関係】

１　学習等供用施設の大規模修繕に係る補助について

【総務省関係】

１　合併に伴う普通交付税合併算定替の延長

２　市税の減収対策

３　地方自治法による長期派遣職員取扱い

４　震災復興特別交付税の措置期間の明確化

５　消防車両整備費の長期的支援と補助対象経費の拡大

６　消防団詰所整備費の長期的支援と補助対象経費の拡大

７　常備消防施設の復旧整備に係る長期的財政支援と補助対象経費の拡大

８　震災に伴う高台や内陸部への移転により地上デジタル放送が難視であると
　　判明した場合の助成について

９　情報伝達手段の高度多様化及び普及に向けた支援

10　ICTを活用した次世代水産業（６次産業化）の確立

11　行政庁舎の本復旧に係る国庫補助制度の創設

12　情報通信基盤災害復旧事業費補助金事業の補助対象範囲の拡大及び
　　 事業事務の簡素化

13　情報通信基盤災害復旧事業の補助事業期間の長期化

14　情報通信基盤災害復旧事業の申請・承認が不要な交付金制度での実施

15　コミュニティ施設への補助制度の創設

【文部科学省関係】

１　公立学校施設・社会教育施設災害復旧事業の対象期間の延長について

２　児童生徒の通学手段確保のためのスクールバス等運行委託経費の
　　補助対象期間の延長について

３　地方公共団体指定文化財災害復旧事業補助金の創設等について

【厚生労働省関係】

１　埋葬費用に対する国庫補助額の拡大

２　遺骨・遺留品保管施設に係る整備費及び維持管理費の国庫補助化

３　災害援護資金貸付金の償還遅延に伴う地方負担の軽減措置

４　遺体捜索経費への財源措置

3 / 22 ページ



東日本大震災に係る石巻市再建復興に関する要望書提出先一覧

番号 期　　日 要　望　先（敬称略） 要望内容 要　望　者 備考

企画部　H24.3.17現在

５　仮設住宅撤去後の公共施設の現状復旧費用の災害救助法の適用につい
て

６　事業復興型雇用創出助成金の遡及適用

７　雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金）の拡充

８　雇用創出基金事業の見直しと実施期間の延長

９　医療施設等施設・設備整備費補助金及び
　　医療提供体制施設整備交付金・推進事業費補助金の拡充

10　社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の補助率の嵩上げ及び
　　 補助対象要件の拡大

11　病院復旧事業の補助率嵩上げ及び補助対象経費の拡大

12　新たな仮設住宅・残存集落等と医療、買い物、公的機関の移動確保を
　　 目的とする地域内輸送等補助制度の創設

13　国民健康保険事業への財政支援

14　介護保険事業への財政支援等

【農林水産省関係】

１　土地改良負担金償還助成事業の助成期間拡大

２　土地改良区施設の維持管理に要する経費の国庫負担及び
　　土地改良事業受益者負担等の免除

３　国による被災農地の買収整備

４　国による家畜排せつ物処理体制の整備

５　復興交付金の柔軟な運用

６　土地改良区の債務を全額国が肩代わりすること

７　北上川河口部の河川・海岸堤防の早期復旧

８　国による放射能汚染稲・麦わらの回収・処分等

９　放射能被害の影響を受ける水産業者への迅速な救済

10　漁港災害復旧事業の補助対象経費の拡大

11　農地・農業用施設等の災害復旧事業の補助率嵩上げ及び補助対象の拡
大

【経済産業省関係】

１　避難道路の整備

２　原子力災害の早期収束について

３　原子力発電所の安全確保

４　測定体制の整備について

５　放射性物質汚染に関する広報の充実について

６　中小企業等支援策への財政支援

７　特色ある地域商店街の再生支援

【国土交通省関係】

１　津波に対する多重防御として、高盛土道路整備に対する国の支援

２　河川堤防の早期整備

３　防災集団移転促進事業に伴う土地買収価格に係る支援

４　冠水対策における内水排除経費に係る補助制度の創設

５　下水道災害復旧事業における国庫補助率の嵩上げ

６　重要港湾石巻港の防災機能強化

７　北上川河口部の河川・海岸堤防の早期復旧

８　ＪＲ線の早期復旧と、石巻駅の高架化

９　都市公園の植栽等の災害復旧費に対する国庫支出金交付制度の創設
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東日本大震災に係る石巻市再建復興に関する要望書提出先一覧

番号 期　　日 要　望　先（敬称略） 要望内容 要　望　者 備考

企画部　H24.3.17現在

10　港湾合同庁舎の防災機能強化

11　「仙台塩釜港」「石巻港」「松島港」の一体化

12　金華山をはじめとする本市基幹的観光施設の復興

13　石巻新庄道路の計画路線への早期指定、並びに早期事業化

14　道路災害復旧事業の補助対象経費の拡大

15　下水道災害復旧事業における国庫補助の嵩上げ

16　甚大な被害を受けた仙石線、石巻線、気仙沼線早期復旧に向けた
　　 地元負担軽減のための法改正の実施

17　甚大な被害を受けた仙石線、石巻線、気仙沼線早期復旧に向けた
　　 特例措置の新設

18　地域公共交通確保維持改善事業費補助金の上限額の撤廃

19　離島航路発着所背後地復旧事業の補助対象事業の拡大

20　砂防・急傾斜地の早期整備

21　国営復興祈念公園の石巻市南浜町への整備

【環境省関係】

１　災害廃棄物処理費の財源構成

74 平成24年3月4日 自由民主党総裁（谷垣　禎一） 東日本大震災に対処するための継続的な予算措置等を求める要望書 石巻市長(亀山　紘） 於：市役所庁議室

【各府省に共通するもの】 石巻議会議長(阿部　政昭）

１　平成２５年度以降における財政支援の継続等

【復興対策本部及び総務省関係】

１　第三次補正予算執行に係る被災自治体の執行支援体制について

【復興対策本部及び経済産業省関係】

１　復興産業集積区域における新規立地促進税制について

【内閣府関係】

１　学習等供用施設の大規模修繕に係る補助について

【総務省関係】

１　合併に伴う普通交付税合併算定替の延長

２　市税の減収対策

３　地方自治法による長期派遣職員取扱い

４　震災復興特別交付税の措置期間の明確化

５　消防車両整備費の長期的支援と補助対象経費の拡大

６　消防団詰所整備費の長期的支援と補助対象経費の拡大

７　常備消防施設の復旧整備に係る長期的財政支援と補助対象経費の拡大

８　震災に伴う高台や内陸部への移転により地上デジタル放送が難視であると
　　判明した場合の助成について

９　情報伝達手段の高度多様化及び普及に向けた支援

10　ICTを活用した次世代水産業（６次産業化）の確立

11　行政庁舎の本復旧に係る国庫補助制度の創設

12　情報通信基盤災害復旧事業費補助金事業の補助対象範囲の拡大及び
　　 事業事務の簡素化

13　情報通信基盤災害復旧事業の補助事業期間の長期化

14　情報通信基盤災害復旧事業の申請・承認が不要な交付金制度での実施

15　コミュニティ施設への補助制度の創設

【文部科学省関係】
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東日本大震災に係る石巻市再建復興に関する要望書提出先一覧

番号 期　　日 要　望　先（敬称略） 要望内容 要　望　者 備考

企画部　H24.3.17現在

１　公立学校施設・社会教育施設災害復旧事業の対象期間の延長について

２　児童生徒の通学手段確保のためのスクールバス等運行委託経費の
　　補助対象期間の延長について

３　地方公共団体指定文化財災害復旧事業補助金の創設等について

【厚生労働省関係】

１　埋葬費用に対する国庫補助額の拡大

２　遺骨・遺留品保管施設に係る整備費及び維持管理費の国庫補助化

３　災害援護資金貸付金の償還遅延に伴う地方負担の軽減措置

４　遺体捜索経費への財源措置

５　仮設住宅撤去後の公共施設の現状復旧費用の災害救助法の適用につい
て

６　事業復興型雇用創出助成金の遡及適用

７　雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金）の拡充

８　雇用創出基金事業の見直しと実施期間の延長

９　医療施設等施設・設備整備費補助金及び
　　医療提供体制施設整備交付金・推進事業費補助金の拡充

10　社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の補助率の嵩上げ及び
　　 補助対象要件の拡大

11　病院復旧事業の補助率嵩上げ及び補助対象経費の拡大

12　新たな仮設住宅・残存集落等と医療、買い物、公的機関の移動確保を
　　 目的とする地域内輸送等補助制度の創設

13　国民健康保険事業への財政支援

14　介護保険事業への財政支援等

【農林水産省関係】

１　土地改良負担金償還助成事業の助成期間拡大

２　土地改良区施設の維持管理に要する経費の国庫負担及び
　　土地改良事業受益者負担等の免除

３　国による被災農地の買収整備

４　国による家畜排せつ物処理体制の整備

５　復興交付金の柔軟な運用

６　土地改良区の債務を全額国が肩代わりすること

７　北上川河口部の河川・海岸堤防の早期復旧

８　国による放射能汚染稲・麦わらの回収・処分等

９　放射能被害の影響を受ける水産業者への迅速な救済

10　漁港災害復旧事業の補助対象経費の拡大

11　農地・農業用施設等の災害復旧事業の補助率嵩上げ及び補助対象の拡
大

【経済産業省関係】

１　避難道路の整備

２　原子力災害の早期収束について

３　原子力発電所の安全確保

４　測定体制の整備について

５　放射性物質汚染に関する広報の充実について

６　中小企業等支援策への財政支援

７　特色ある地域商店街の再生支援

【国土交通省関係】

１　津波に対する多重防御として、高盛土道路整備に対する国の支援
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東日本大震災に係る石巻市再建復興に関する要望書提出先一覧

番号 期　　日 要　望　先（敬称略） 要望内容 要　望　者 備考

企画部　H24.3.17現在

２　河川堤防の早期整備

３　防災集団移転促進事業に伴う土地買収価格に係る支援

４　冠水対策における内水排除経費に係る補助制度の創設

５　下水道災害復旧事業における国庫補助率の嵩上げ

６　重要港湾石巻港の防災機能強化

７　北上川河口部の河川・海岸堤防の早期復旧

８　ＪＲ線の早期復旧と、石巻駅の高架化

９　都市公園の植栽等の災害復旧費に対する国庫支出金交付制度の創設

10　港湾合同庁舎の防災機能強化

11　「仙台塩釜港」「石巻港」「松島港」の一体化

12　金華山をはじめとする本市基幹的観光施設の復興

13　石巻新庄道路の計画路線への早期指定、並びに早期事業化

14　道路災害復旧事業の補助対象経費の拡大

15　下水道災害復旧事業における国庫補助の嵩上げ

16　甚大な被害を受けた仙石線、石巻線、気仙沼線早期復旧に向けた
　　 地元負担軽減のための法改正の実施

17　甚大な被害を受けた仙石線、石巻線、気仙沼線早期復旧に向けた
　　 特例措置の新設

18　地域公共交通確保維持改善事業費補助金の上限額の撤廃

19　離島航路発着所背後地復旧事業の補助対象事業の拡大

20　砂防・急傾斜地の早期整備

21　国営復興祈念公園の石巻市南浜町への整備

【環境省関係】

１　災害廃棄物処理費の財源構成

73 平成24年2月14日
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役（清野　智）

JR仙石線の早期運転再開を求める要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：JR東日本本社

１　JR仙石線の早期復旧及び全線運転再開の実現 石巻市議会議長（阿部　政昭）

2　JR仙石復旧に当たり災害に強い鉄道として整備する 東松島市長（阿部　秀保）

３　全線運転再開まで振替輸送の強化を図る
東松島市議会議長
（五野井 敏夫）

72 平成24年1月10日 内閣総理大臣（野田　佳彦） 東日本大震災に対処するための継続的な予算措置等を求める要望書 石巻市長（亀山 紘）
於：道の駅
　　「上品の郷」

【各府省に共通するもの】 石巻市議会議長（阿部　政昭）

１　平成２４年度以降における財政支援の継続等

【復興対策本部及び総務省関係】

１　第三次補正予算執行に係る被災自治体の執行支援体制について

【復興対策本部及び経済産業省関係】

１　復興産業集積区域（仮称）における新規立地促進税制について

【内閣府関係】

１　学習等供用施設の大規模修繕に係る補助について

２　復興事業に係る用地取得について

【総務省関係】

１　災害復旧事業債の発行期間延長

２　現年及び過年補助災害に係る災害復旧事業債の充当率見直し

３　一般単独災害復旧事業債に対する交付税措置の拡充
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東日本大震災に係る石巻市再建復興に関する要望書提出先一覧

番号 期　　日 要　望　先（敬称略） 要望内容 要　望　者 備考

企画部　H24.3.17現在

４　合併特例債の発行期限延長

５　合併に伴う普通交付税合併算定替の延長

６　財政健全化判断比率の適用の除外

７　公営企業の経営支援

８　市税の減収対策

９　地方自治法による長期派遣職員取扱い

10　消防車両整備費の長期的支援と補助対象経費の拡大

11　消防団詰所整備費の長期的支援と補助対象経費の拡大

12　常備消防施設の復旧整備に係る長期的財政支援と補助対象経費の拡大

13　震災に伴う高台や内陸部への移転により地上デジタル放送が難視である
　　と 判明した場合の助成について

14　情報伝達手段の高度多様化及び普及に向けた支援

15　ICTを活用した次世代水産業（６次産業化）の確立

16　行政庁舎の本復旧に係る国庫補助制度の創設

17　情報通信基盤災害復旧事業費補助金事業の補助対象範囲の拡大及び
　　 事業事務の簡素化

18　情報通信基盤災害復旧事業の補助事業期間の長期化

19　情報通信基盤災害復旧事業の申請・承認が不要な交付金制度での実施

20　コミュニティ施設への補助制度の創設

【文部科学省関係】

１　公立学校施設・社会教育施設災害復旧事業の対象期間の延長について

２　児童生徒の通学手段確保のためのスクールバス等運行委託経費の
　　補助対象期間の延長について

３　自衛隊等が災害救助活動で使用した体育施設及び仮設住宅撤去後の
　　施設敷地の現状回復費用の災害復旧補助対象化について

４　地方公共団体指定文化財災害復旧事業補助金の創設等について

【厚生労働省関係】

１　体育施設、公園・広場等の原状回復について

　(1)   一時的に土葬土地として使用した公園・広場等の原状回復

　(2)   自衛隊等が災害救助活動で使用した体育施設等の原状回復

２　埋葬費用に対する国庫補助額の拡大

３　遺骨・遺留品保管施設に係る整備費及び維持管理費の国庫補助化

４　地方公務員法の特例

５　雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金）の拡充

６　雇用創出基金事業の見直しと実施期間の延長

７　医療施設等災害復旧費補助金の拡充

８　医療施設等施設・設備整備費補助金及び
　　医療提供体制施設整備交付金・推進事業費補助金の拡充

９　社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の補助率の嵩上げ及び
　　補助対象要件の拡大

10　病院復旧事業の補助率嵩上げ及び補助対象経費の拡大

11　新たな仮設住宅・残存集落等と医療、買い物、公的機関の移動確保を
　　 目的とする地域内輸送等補助制度の創設

12　国民健康保険事業への財政支援

13　介護保険事業への財政支援等

【農林水産省関係】

１　土地改良負担金償還助成事業の助成期間拡大
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東日本大震災に係る石巻市再建復興に関する要望書提出先一覧

番号 期　　日 要　望　先（敬称略） 要望内容 要　望　者 備考

企画部　H24.3.17現在

２　ほ場整備事業継続地区で壊滅的な被害を受けた地区の復旧事業を
　　直轄事業として実施すること

３　土地改良区施設の維持管理に要する経費の国庫負担及び
　　土地改良事業受益者負担等の免除

４　国による被災農地の買収整備

５　国による家畜排せつ物処理体制の整備

６　復興交付金の柔軟な運用

７　土地改良区の債務を全額国が肩代わりすること

８　北上川河口部の河川・海岸堤防の早期復旧

９　国による放射能汚染稲・麦わらの回収・処分等

10　国による放射能汚染牛の買い上げ制度の創設

11　漁港災害復旧事業の補助対象経費の拡大

12　農地・農業用施設等の災害復旧事業の補助率嵩上げ及び補助対象の拡
大

【経済産業省関係】

１　避難道路の整備

２　原子力災害の早期収束について

３　原子力発電所の安全確保

４　測定体制の整備について

５　放射性物質汚染に関する広報の充実について

６　中小企業等支援策への財政支援

７　特色ある地域商店街の再生支援

【国土交通省関係】

１　津波に対する多重防御として、高盛土道路整備に対する国の支援

２　河川堤防の早期整備

３　防災集団移転促進事業の補助率及び補助対象経費の拡大

４　冠水対策における内水排除経費に係る補助制度の創設

５　地盤沈下対策に対する国の支援制度の確立

６　石巻港の防災機能強化

７　ＪＲ線の早期復旧と、石巻駅の高架化

８　都市公園の植栽等の災害復旧費に対する国庫支出金交付制度の創設

９　土地区画整理事業と集団移転促進事業との組み合わせによる
　　新制度の創設

10　港湾合同庁舎の防災機能強化

11　「仙台塩釜港」「石巻港」「松島港」の一体化

12　金華山をはじめとする本市基幹的観光施設の復興

13　石巻新庄道路の計画路線への早期指定、並びに早期事業化

14　道路災害復旧事業の補助対象経費の拡大

15　下水道災害復旧事業における国庫補助の嵩上げ

16　甚大な被害を受けた仙石線、石巻線、気仙沼線早期復旧に向けた
　　 地元負担軽減のための法改正の実施

17　甚大な被害を受けた仙石線、石巻線、気仙沼線早期復旧に向けた
　　 特例措置の新設

18　地域公共交通確保維持改善事業費補助金の上限額の撤廃

19　離島航路発着所背後地復旧事業の補助対象事業の拡大

20　砂防・急傾斜地の早期整備
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東日本大震災に係る石巻市再建復興に関する要望書提出先一覧

番号 期　　日 要　望　先（敬称略） 要望内容 要　望　者 備考

企画部　H24.3.17現在

【環境省関係】

１　災害廃棄物処理費の財源構成

２　市所有浄化槽の撤去費用等の国庫補助対象への拡大

71 平成23年11月17日 総務大臣（川端　達夫） 東日本大震災に対処するための予算措置等を求める緊急要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：総務省

２　第三次補正予算執行に係る被災自治体の執行支援体制について 石巻市議会議長（阿部　政昭）

３　避難ビル等の整備に係る補助率の嵩上げと新制度の創設

70 平成23年11月16日 総務大臣（川端　達夫） 東日本大震災に対処するための予算措置等を求める緊急要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：総務省

１　第三次補正予算執行に係る被災自治体の執行支援体制について 石巻市議会議長（阿部　政昭）

２　避難ビル等の整備に係る補助率の嵩上げと新制度の創設

３　防災行政無線の復旧と再構築に関する補助金拡大及び
　　対象期間拡大支援について

69 平成23年11月16日 文部科学大臣（中川　正春） 東日本大震災に対処するための予算措置等を求める緊急要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：文部科学省

１　公立学校施設災害復旧事業の制度改正について 石巻市議会議長（阿部　政昭）

２　公立社会教育施設災害復旧事業の制度改正について

３　震災に伴い新たに負担することとなったスクールバス等運行経費に対する
　　国庫支出金交付制度の創設について

68 平成23年11月16日 農林水産大臣（鹿野　道彦） 東日本大震災に対処するための予算措置等を求める緊急要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：農林水産省

１　土地改良負担金償還助成事業の助成期間拡大 石巻市議会議長（阿部　政昭）

２　ほ場整備事業継続地区で壊滅的な被害を受けた地区の復旧事業を
　　直轄事業として実施すること

３　土地改良区施設の維持管理に要する経費の国庫負担及び
　　土地改良事業受益者負担等の免除

４　国による被災農地の買収整備

67 平成23年11月16日 経済産業大臣（枝野　幸男） 東日本大震災に対処するための予算措置等を求める緊急要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：経済産業省

１　避難道路の整備 石巻市議会議長（阿部　政昭）

２　復興産業集積区域（仮称）における新規立地促進税制について

66 平成23年11月16日 国土交通大臣（前田　武志） 東日本大震災に対処するための予算措置等を求める緊急要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：国土交通省

１　津波に対する多重防御として、高盛土道路整備に対する国の支援 石巻市議会議長（阿部　政昭）

２　河川堤防の早期整備

３　防災集団移転促進事業の補助率及び補助対象経費の拡大

４　冠水対策における内水排除経費に係る補助制度の創設

５　地盤沈下対策に対する国の支援制度の確立

６　石巻港の防災機能強化

７　ＪＲ線の早期復旧と石巻駅の高架化

65 平成23年11月16日 東日本大震災に対処するための予算措置等を求める緊急要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：内閣府

１　復興産業集積区域（仮称）における新規立地促進税制について 石巻市議会議長（阿部　政昭）
（東日本大震災復興
対策本部）

２　第三次補正予算執行に係る被災自治体の執行支援体制について

東日本大震災復興担当
内閣府特命担当（防災）大臣
（平野　達男）
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東日本大震災に係る石巻市再建復興に関する要望書提出先一覧

番号 期　　日 要　望　先（敬称略） 要望内容 要　望　者 備考
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64 平成23年11月16日 厚生労働大臣（小宮山　洋子） 東日本大震災に伴う災害救助法適用拡充に関する緊急要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：厚生労働省

１　仮設住宅のテレビ難視聴対策について 石巻市議会議長（阿部　政昭）

２　体育施設、公園・広場等の原状回復について

63 平成23年10月19日 民主党代表（野田　佳彦） 東日本大震災に対処するための予算措置等を求める要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁議室

１　安全・安心な防災に強いまちづくりに向けた支援 石巻市議会議長（阿部　政昭）

　（1）防災施設の早期整備

　（2）防災集団移転促進事業の着実な実施

２　生活再建に向けた支援

　（1）被災市街地・住まいの健全な早期復興

　（2）災害廃棄物の早期処理

３　産業・経済の再建に向けた支援

　（1）石巻港の早期復興・再生

　（2）観光業の早期復興・再生

４　道路等ライフライン、公共施設等の復旧・機能強化に向けた支援

　（1）道路ネットワークの拡充整備

　（2）公共施設等の復旧・復興

　（3）公共交通の復旧・復興

５　絆の維持・充実に向けた支援

52 平成23年10月12日 法務大臣（平岡　秀夫） 東日本大震災に対処するための予算措置等を求める要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：日和山公園

１　安全・安心な防災に強いまちづくりに向けた支援

　（1）防災施設の早期整備

　（2）防災集団移転促進事業の着実な実施

２　生活再建に向けた支援

　（1）被災市街地・住まいの健全な早期復興

　（2）災害廃棄物の早期処理

３　産業・経済の再建に向けた支援

　（1）石巻港の早期復興・再生

　（2）観光業の早期復興・再生

４　道路等ライフライン、公共施設等の復旧・機能強化に向けた支援

　（1）道路ネットワークの拡充整備

　（2）公共施設等の復旧・復興

　（3）公共交通の復旧・復興

５　絆の維持・充実に向けた支援

61 平成23年10月12日
国土交通大臣政務官
（島津　恭一）

石巻の復興推進にかかる要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

１　安全・安心な防災に強いまちづくりに向けた支援 石巻市議会議長（阿部　政昭）

　（1）防災施設の早期整備

　（2）防災集団移転促進事業の着実な実施

２　生活再建に向けた支援

　（1）被災市街地・住まいの健全な早期復興

　（2）災害廃棄物の早期処理
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３　産業・経済の再建に向けた支援

　（1）石巻港の早期復興・再生

　（2）観光業の早期復興・再生

４　道路等ライフライン、公共施設等の復旧・機能強化に向けた支援

　（1）道路ネットワークの拡充整備

　（2）公共施設等の復旧・復興

　（3）公共交通の復旧・復興

５　絆の維持・充実に向けた支援

60 平成23年10月6日 宮城県知事　（村井　嘉浩） 水産加工団地（魚町）内の冠水対策に関する要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：宮城県庁

１　漁港及び水産加工団地から県道（石巻女川線）への避難路確保のための
　　道路の嵩上げの早期実施

石巻市議会議長（阿部　政昭）

２　水産加工団地内への海水流入防止対策の早期実施
石巻商工会議所会頭（浅野
亨）

３　水産加工団地が冠水しないための内水排除対策の早期に実施
石巻市水産復興会議代表
（伊妻　壮悦）

４　地盤沈下した水産加工団地の嵩上げの早期実施

59 平成23年9月20日 東日本大震災対処するための予算措置等を求める要望 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

１　復興予算総額の十分な確保及び被災自治体の実情に配慮した財政措置

２　安全・安心な防災に強いまちづくりに向けた支援

３　生活再建に向けた支援

４　産業・経済の再建に向けた支援

５　道路等ライフライン、公共施設等の復旧・機能強化に向けた支援

６　絆の維持・充実に向けた支援

58 平成23年9月9日 国土交通大臣（前田　武志） 石巻地域のJR線復旧・復興に関する要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

57 平成23年8月25日
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長（清野　智）

JR仙石線 高城町・矢本間の早期復旧と安全な輸送の確保について 仙台市長（奥山　恵美子）
於：東日本旅客鉄道
     株式会社

石巻市長（亀山　紘）

塩竃市長（佐藤　昭）

多賀城市長（菊池　健次郎）

東松島市長（阿部　秀保）

松島町長（大橋　建男）

女川町長（安住　宣孝）

56 平成23年8月25日 国土交通大臣（大畠 章宏）外 鉄道災害の復旧・復興に関する緊急要望 仙台市長（奥山　恵美子） 於：国土交通省

国土交通省鉄道局長
（久保　成人）外

１　災鉄道施設の早期復旧・復興に対する国の支援 石巻市長（亀山　紘）

２　鉄道駅を中心とした復興まちづくりに対する国の支援 塩竃市長（佐藤　昭）

３　災害に強い公共交通機関として機能強化に対する国の支援 多賀城市長（菊池　健次郎）

４　鉄道施設のより安全な設備等の改良に関する国の支援 東松島市長（阿部　秀保）

５　鉄道施設が被災した際の代行または振替輸送に関する国の支援 松島町長（大橋　建男）

女川町長（安住　宣孝）

55 平成23年8月21日 東日本大震災に対処するための予算措置等を求める要望 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

１　復興予算総額の十分な確保及び被災自治体の実情に配慮した財政措置

２　安全・安心な防災に強いまちづくりに向けた支援

３　生活再建に向けた支援

４　産業・経済の再建に向けた支援

東日本大震災復興対策本部
宮城現地対策本部長
内閣日大臣政務官（群　和子）

東日本大震災復興担当
内閣府特命担当（防災）大臣
（平野　達男）
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５　道路等ライフライン、公共施設等の復旧・機能強化に向けた支援

６　絆の維持・充実に向けた支援

54 平成23年7月30日 国土交通大臣（大畠 章宏） 石巻地域のJR線復旧・復興に関する要望書 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

石巻市の復興推進にかかる要望

53 平成23年7月30日 国土交通大臣（大畠 章宏） 石巻港の早期復興に関する要望書 石巻港企業連絡協議会 於：市長室

石巻港整備・利用促進期成
同盟会

石巻商工会議所

石巻市

東松島市

52 平成23年7月13日
民主党東日本大震災
復旧・復興検討委員会委員長
（岡田　克也）

石巻市の復興推進に関する要望 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

民主党参議院議員会長
（輿石　東）

１　水産業関係

　（1）石巻漁港及び卸売市場の早期復旧

　（2）水産加工団地の整備及び支援

　（3）沿岸漁業支援

　（4）市管理漁港支援

２　農業関係

　（1）北上川河口部の河川堤防及び海岸堤防の早期復旧

　（2）土地改良事業受益者負担金の免除

　（3）国による被災農地の買収及び整備

　（4）農地・農業用施設の災害復旧

３　商工業と観光関係

　（1）地域の特色ある産業復興

　（2）中小企業の再建

　（3）中心市街地の活性化

　（4）観光施設の復旧

４　雇用の創出

　（1）安定した雇用の創出

　（2）震災対応事業

　（3）制度の柔軟な運用

５　都市基盤の復興

６　市立病院（仮設）の早期復旧

７　鉄道の早期復旧

51 平成23年7月11日 国土交通副大臣（三井 辨雄） 石巻の復興推進にかかる要望 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

１　ライフラインの早期復旧に向けた支援

２　旧北上川堤防整備、海岸堤防嵩上、高盛土構造道路整備

３　高台移転策（防災集団移転促進事業等）の推進

４　土地区画整理事業等の制度改正及び補助率見直し

50 平成23年7月11日 農林水産副大臣（筒井信隆） 石巻市農業の再建復興に関する要望 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

１　北上川河口部の河川堤防及び海岸堤防の早期復旧

２　土地改良事業受益者負担金の免除
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３　国による被災農地の買収及び整備

４　農地・農業用施設の災害復旧

49 平成23年7月11日 農林水産副大臣（筒井　信隆） 石巻市水産業の再建復興に関する要望 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

１　石巻漁港及び卸売市場の早期復旧

２　水産加工団地の整備及び支援

３　沿岸漁業支援

４　市管理漁港支援

48 平成23年7月11日 環境副大臣（近藤　昭一） 災害廃棄物の撤去・処理に関する要望 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

47 平成23年7月4日 １　建設・土木・港湾関係 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

　（1）応急対応の早期実施と社会基盤の復旧

　（2）壊滅した漁業集落の復興整備

　（3）緊急に対応が必要な復旧事業

　（4）被災した河川・海岸施設の早期復旧及び地盤沈下に伴う高潮対策支援

２　産業・雇用関係

　（1）農林業支援

　（2）水産業・水産加工業支援

　（3）基幹産業・中小企業等支援

　（4）雇用の創出・支援

３　保健福祉関係

４　市立病院関係

５　鉄道の早期復旧

46 平成23年7月2日
内閣総理大臣補佐官
（亀井　静香）

１　建設・土木・港湾関係 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

　（1）応急対応の早期実施と社会基盤の復旧

　（2）壊滅した漁業集落の復興整備

　（3）緊急に対応が必要な復旧事業

　（4）被災した河川・海岸施設の早期復旧及び地盤沈下に伴う高潮対策支援

２　産業・雇用関係

　（1）農林業支援

　（2）水産業・水産加工業支援

　（3）基幹産業・中小企業等支援

　（4）雇用の創出・支援

３　保健福祉関係

４　市立病院関係

５　鉄道の早期復旧について

45 平成23年7月2日
民主党宮城県総支部連合会
みやぎ政策会議代表・議長
（今野　　東）

国の平成２４年度予算の概算要求に係る民主党宮城県総支部連合会・みやぎ
政策会議への要望

石巻市長（亀山 紘） 於：フォレスト仙台

要望項目：３６（別紙のとおり）

44 平成23年6月28日 国土交通大臣（大畠 章宏） 鉄道の早期復旧に関する要望 石巻市長（亀山 紘） 於：国土交通省

石巻市議会議長（阿部 政昭）

43 平成23年6月28日 農林水産大臣（鹿野道彦）外
被災した河川・海岸施設の早期復旧、及び地盤沈下に伴う高潮対策への支援
に関する要望

石巻市長（亀山 紘） 於：農林水産省

石巻市議会議長（阿部 政昭）

東日本大震災復興対策本部
宮城現地対策本部長
内閣府副大臣(末松　義規)
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42 平成23年6月28日 国土交通大臣（大畠 章宏）
被災した河川・海岸施設の早期復旧、及び地盤沈下に伴う高潮対策への支援
に関する要望

石巻市長（亀山 紘） 於：国土交通省

石巻市議会議長（阿部 政昭）

41 平成23年6月28日 農林水産大臣（鹿野道彦）外 主要産業の復興に向けた支援に関する要望 石巻市長（亀山 紘） 於：農林水産省

石巻市議会議長（阿部 政昭）

40 平成23年6月28日 環境大臣（松本　龍）外 災害廃棄物の撤去・処理に関する要望 石巻市長（亀山 紘） 於：環境省

石巻市議会議長（阿部 政昭）

39 平成23年6月28日 経済産業大臣（海江田万里）外 主要産業の復興に向けた支援に関する要望 石巻市長（亀山 紘） 於：経済産業省

石巻市議会議長（阿部 政昭）

38 平成23年6月28日 厚生労働大臣（細川　律夫）外 石巻市立病院の再建等に関する要望 石巻市長（亀山 紘） 於：厚生労働省

石巻市議会議長（阿部 政昭）

37 平成23年6月28日 厚生労働大臣（細川　律夫）外 被災者の生活再建に向けた支援を求める要望 石巻市長（亀山 紘） 於：厚生労働省

石巻市議会議長（阿部 政昭）

36 平成23年6月27日 公明党代表　（山口　那津男） １　建設・土木・港湾関係 石巻市長（亀山 紘） 於：市長室

※副代表
　 松　あきら 氏に依頼

　（1）応急対応の早期実施と社会基盤の復旧

　（2）壊滅した漁業集落の復興整備

　（3）緊急に対応が必要な復旧事業

　（4）被災した河川・海岸施設の早期復旧及び地盤沈下に伴う高潮対策支援

２　産業・雇用関係

　（1）農林業支援

　（2）水産業・水産加工業支援

　（3）基幹産業・中小企業等支援

　（4）雇用の創出・支援

３　保健福祉関係

４　市立病院関係

５　鉄道の早期復旧について

35 平成23年6月27日
衆議院財務金融委員会委員長
（石田　勝之）

１　建設・土木・港湾関係 石巻市長（亀山 紘） 於：石巻魚市場

　（1）応急対応の早期実施と社会基盤の復旧

　（2）壊滅した漁業集落の復興整備

　（3）緊急に対応が必要な復旧事業

　（4）被災した河川・海岸施設の早期復旧及び地盤沈下に伴う高潮対策支援

２　産業・雇用関係

　（1）農林業支援

　（2）水産業・水産加工業支援

　（3）基幹産業・中小企業等支援

　（4）雇用の創出・支援

３　保健福祉関係

４　市立病院関係

５　鉄道の早期復旧について

34 平成23年6月8日 国土交通大臣（大畠 章宏） 北上川・旧北上川河道内のガレキの早期撤去について 石巻市長（亀山 紘） 於：国土交通省

東日本大震災に伴う高潮対策の推進要望
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33 平成23年6月8日 厚生労働大臣（細川 律夫） 石巻市立病院の仮設病院設置等について 石巻市長（亀山 紘） 於：厚生労働省

※厚生労働副大臣
　 大塚　耕平 氏に依頼

32 平成23年6月8日 厚生労働副大臣（大塚　耕平） 石巻市立病院の仮設病院設置等について 石巻市長（亀山 紘） 於：厚生労働省

31 平成23年6月1日 水産庁長官（佐藤　正典） 水産業の復興支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：農林水産省

石巻市議会議長（阿部 政昭）

30 平成23年6月1日 中小企業庁長官（高原　一郎） １　企業支援と雇用確保について 石巻市長（亀山 紘） 於：中小企業庁

２　商店街再生支援について 石巻市議会議長（阿部 政昭）

29 平成23年6月1日 財務副大臣（櫻井　充） 石巻市立病院の仮設病院設置等について 石巻市長（亀山 紘） 於：参議院議員会館

28 平成23年6月1日 財務副大臣（櫻井　充） １　主要産業の復興に向けた支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：参議院議員会館

２　市立病院の再建等について 石巻市議会議長（阿部 政昭）

３　鉄道の早期復旧について

４　各分野における具体的な要望事項

　（１）建設・土木関係

　（２）産業・雇用関係

　（３）保健福祉・市立病院関係

　（４）教育関係

27 平成23年5月28日
民主党政策調査会長
（玄葉　光一郎）

１　被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　災害等廃棄物の撤去、処理について

３　主要産業の復興に向けた支援について

４　市立病院の再建等について

５　復興計画策定支援・財政支援措置について

６　鉄道の早期復旧について

７　各分野における具体的な要望事項

　（１）建設・土木関係

　（２）産業・雇用関係

　（３）生活環境関係

　（４）保健福祉・市立病院関係

　（５）教育関係

26 平成23年5月19日 内閣府総理大臣（菅　直人） １　被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市長（亀山 紘）
於：衆議院
　　代表代行室

※内閣官房副長官
　 仙石 由人 氏に依頼

２　災害等廃棄物の撤去、処理について

３　主要産業の復興に向けた支援について

４　市立病院の再建等について

５　復興計画策定支援・財政支援措置について

６　鉄道の早期復旧について

７　各分野における具体的な要望事項

　（１）建設・土木関係

　（２）産業・雇用関係

　（３）生活環境関係

　（４）保健福祉・市立病院関係

　（５）教育関係
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25 平成23年5月19日
内閣府防災担当大臣
（松本　龍）

１　被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：内閣府

２　災害等廃棄物の撤去、処理について

３　主要産業の復興に向けた支援について

４　市立病院の再建等について

５　復興計画策定支援・財政支援措置について

６　鉄道の早期復旧について

７　各分野における具体的な要望事項

　（１）建設・土木関係

　（２）産業・雇用関係

　（３）生活環境関係

　（４）保健福祉・市立病院関係

　（５）教育関係

24 平成23年5月19日 内閣官房副長官（仙石 由人） １　被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市長（亀山 紘）
於：衆議院
　　代表代行室

２　災害等廃棄物の撤去、処理について

３　主要産業の復興に向けた支援について

４　市立病院の再建等について

５　復興計画策定支援・財政支援措置について

６　鉄道の早期復旧について

７　各分野における具体的な要望事項

　（１）建設・土木関係

　（２）産業・雇用関係

　（３）生活環境関係

　（４）保健福祉・市立病院関係

　（５）教育関係

23 平成23年5月19日 農林水産大臣（鹿野 道彦） １　水産業支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：農林水産省

２　農林業支援について

22 平成23年5月19日 厚生労働大臣（細川 律夫） １　雇用対策等について 石巻市長（亀山 紘） 於：参議院別館

２　応急仮設住宅等について 　

３　被災遺体の埋葬について

４　保健福祉・市立病院関係について

21 平成23年5月17日 １　被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　災害等廃棄物の撤去、処理について

３　主要産業の復興に向けた支援について

４　市立病院の再建等について

５　復興計画策定支援・財政支援措置について

６　鉄道の早期復旧について

７　各分野における具体的な要望事項

　（１）建設・土木関係

　（２）産業・雇用関係

　（３）生活環境関係

内閣府大臣政務官
（国家戦略担当）
（阿久津　幸彦）
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企画部　H24.3.17現在

　（４）保健福祉・市立病院関係

　（５）教育関係

20 平成23年5月9日
社会民主党党首
（福島　みずほ）

１　被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　災害等廃棄物の撤去、処理について

３　主要産業の復興に向けた支援について

４　市立病院の再建等について

５　復興計画策定支援・財政支援措置について

６　鉄道の早期復旧について

７　各分野における具体的な要望事項

　（１）建設・土木関係

　（２）産業・雇用関係

　（３）生活環境関係

　（４）保健福祉・市立病院関係

　（５）教育関係

19 平成23年5月8日
日本共産党委員長
（志位　和夫）

１　被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　災害等廃棄物の撤去、処理について

３　主要産業の復興に向けた支援について

４　市立病院の再建等について

５　復興計画策定支援・財政支援措置について

６　鉄道の早期復旧について

７　各分野における具体的な要望事項

　（１）建設・土木関係

　（２）産業・雇用関係

　（３）生活環境関係

　（４）保健福祉・市立病院関係

　（５）教育関係

18 平成23年5月4日
自由民主党政務調査会長
（石破　茂）

１　被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　災害等廃棄物の撤去、処理について

３　主要産業の復興に向けた支援について

４　市立病院の再建等について

５　復興計画策定支援・財政支援措置について

６　鉄道の早期復旧について

７　各分野における具体的な要望事項

　（１）建設・土木関係

　（２）産業・雇用関係

　（３）生活環境関係

　（４）保健福祉・市立病院関係

　（５）教育関係

17 平成23年5月4日
民主党東日本大震災
復旧・復興検討委員会委員長
（岡田　克也）

１　被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

18 / 22 ページ



東日本大震災に係る石巻市再建復興に関する要望書提出先一覧

番号 期　　日 要　望　先（敬称略） 要望内容 要　望　者 備考
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※民主党参議院議員（民主党
　 災害対策本部・宮城県担当）
　 に依頼

２　災害等廃棄物の撤去、処理について

３　主要産業の復興に向けた支援について

４　市立病院の再建等について

５　復興計画策定支援・財政支援措置について

６　鉄道の早期復旧について

７　各分野における具体的な要望事項

　（１）建設・土木関係

　（２）産業・雇用関係

　（３）生活環境関係

　（４）保健福祉・市立病院関係

　（５）教育関係

16 平成23年4月24日 国土交通副大臣（三井 辨雄） １　災害に強い街づくりへの支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　被災者の生活再建に向けた支援について

３　財政支援措置について

４　復興計画策定に当たっての人的支援について

15 平成23年4月24日 農林水産副大臣（筒井 信隆） １　災害に強い街づくりへの支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　被災者の生活再建に向けた支援について

３　財政支援措置について

４　復興計画策定に当たっての人的支援について

14 平成23年4月24日 内閣府副大臣（平野 達男 ） １　災害に強い街づくりへの支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　被災者の生活再建に向けた支援について

３　財政支援措置について

４　復興計画策定に当たっての人的支援について

13 平成23年4月22日 １　JR線の早期復旧について
　　（JR仙石線、石巻線の全線の早期復旧、早期開通）

石巻市長（亀山 紘） 於：ＪＲ仙台支社

石巻市議会議長（阿部　政昭）

東松島市長（阿部　秀保）

東松島市議会議長（佐藤　富
夫）

女川町長（安住　宣孝）

女川町議会議長（木村 征郎）

12 平成23年4月22日 1　復旧対策の支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：県議会応接室

　（1）被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市議会議長（阿部 政昭）

　（2）災害等廃棄物の撤去、処理について 東松島市長（阿部 秀保）

　（3）学校施設等の早期復旧と学校現場の正常化について
東松島市議会議長（佐藤　富
夫）

２　復興対策の支援について 女川町長（安住　宣孝）

　（1）主要産業の復興に向けた支援について 女川町議会議長（木村 征郎）

　（2）公立病院の再建等について

　（3）復興計画策定支援・財政支援措置について

３　鉄道の早期復旧について

11 平成23年4月22日 宮城県議会議長（畠山 和純） 1　復旧対策の支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：県議会応接室

宮城県議会平成23年大震災
対策調査特別委員会委員長
（相沢 光哉）

東日本旅客鉄道株式会社
取締役仙台支社長
（里見 雅行）
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　（1）被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市議会議長（阿部 政昭）

　（2）災害等廃棄物の撤去、処理について 東松島市長（阿部 秀保）

　（3）学校施設等の早期復旧と学校現場の正常化について
東松島市議会議長（佐藤　富
夫）

２　復興対策の支援について 女川町長（安住　宣孝）

　（1）主要産業の復興に向けた支援について 女川町議会議長（木村 征郎）

　（2）公立病院の再建等について

　（3）復興計画策定支援・財政支援措置について

３　鉄道の早期復旧について

10 平成23年4月22日 宮城県知事（村井 嘉浩） 1　復旧対策の支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：県庁特別応接室

　（1）被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市議会議長（阿部 政昭）

　（2）災害等廃棄物の撤去、処理について 東松島市長（阿部 秀保）

　（3）学校施設等の早期復旧と学校現場の正常化について
東松島市議会議長（佐藤　富
夫）

２　復興対策の支援について 女川町長（安住　宣孝）

　（1）主要産業の復興に向けた支援について 女川町議会議長（木村 征郎）

　（2）公立病院の再建等について

　（3）復興計画策定支援・財政支援措置について

３　鉄道の早期復旧について

9 平成23年4月17日 国土交通大臣（大畠 章宏） １　災害に強い街づくりへの支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　被災者の生活再建に向けた支援について

３　財政支援措置について

４　復興計画策定に当たっての人的支援について

8 平成23年4月10日 内閣総理大臣（菅　直人） １　被災者の生活再建に向けた支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　生活環境・衛生環境の整備について 石巻市議会議長（阿部 政昭）

３　水産業及び農業の復興に向けての支援について

４　石巻市立病院の再建と地域医療の整備について

５　文教環境の復旧支援について

６　財政支援措置について

７　復興計画策定に当たっての人的支援について

7 平成23年4月6日 厚生労働大臣（細川 律夫） １　避難生活者に対する支援の強化について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　被災者の生活再建に向けた支援について

３　生活環境・衛生環境の整備について

４　石巻市立病院の再建と地域医療の整備について

５　財政支援措置について

６　復興計画策定に当たっての人的支援について

6 平成23年4月4日
内閣府防災担当大臣環境大臣
（松本　龍）

１　避難生活者に対する支援の強化について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　被災者の生活再建に向けた支援について 内閣府副大臣同席

３　生活環境・衛生環境の整備について

４　財政支援措置について

５　復興計画策定に当たっての人的支援について

5 平成23年4月2日 農林水産大臣（鹿野 道彦） １　水産業及び関連産業の復旧・復興支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：水産物卸売市場
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２　沿岸養殖業の復興に向けての支援について
石巻商工会議所会頭（浅野
亨）

６名連名で要望

３　水産加工・流通施設等の災害廃棄物の撤去及び処理について
宮城県漁業協同組合
代表理事理事長（阿部　力太
郎）

４　円滑な復旧対策のための財政支援について
石巻市水産振興協議会
会長代行（伊妻　壮悦）

５　金融・税制面の支援について
石巻魚市場㈱代表取締役
（須能　邦雄）

６　復興プラン策定に当たっての人的支援について
石巻市水産加工業協同組合
組合長代行（米本　光雄）

4 平成23年3月24日 宮城県教育長（小林 伸一） １　文教施設等の復旧支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　児童生徒及び学校現場正常化への支援について

３　埋蔵文化財調査の弾力的な運用について

3 平成23年3月24日 宮城県知事（村井 嘉浩） １　文教施設等の復旧支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　児童生徒及び学校現場正常化への支援について

３　埋蔵文化財調査の弾力的な運用について
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番号 期　　日 要　望　先（敬称略） 要望内容 要　望　者 備考

企画部　H24.3.17現在

2 平成23年3月24日 文部科学大臣（高木 義明） １　文教施設等の復旧支援について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

２　児童生徒及び学校現場正常化への支援について

３　埋蔵文化財調査の弾力的な運用について

1 平成23年3月21日 内閣総理大臣（菅　直人） １　復興庁の創設について 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

※安住防衛副大臣に依頼 ２　水産業及び紙、パルプ産業等の復興を図るための財政支援について

３　食料、水、生活用品等の供給について

４　仮設トイレの供給について

５　仮設住宅の供給について

６　情報伝達手段の確保のための通信機器及び人的派遣等について

７　医療品の供給、医療体制の充実について

8　燃料の受け入れについて

９　生活物資の継続的な供給について

10　被災者の生活再生のための配慮について

11　被災自治体に対する人的、物的、財政面での配慮について

1 平成23年3月14日 内閣総理大臣（菅　直人） １　ヘリコプター等による救助活動の増強 石巻市長（亀山 紘） 於：市役所庁舎

※安住防衛副大臣に依頼 ２　食料、飲料水の十分、かつ、継続的な提供

３　毛布、防寒衣類、暖房器具及び灯油等の燃料の提供

４　紙おむつ、粉ミルク、医療品の提供及び医療体制確保の支援

５　ラジオ、携帯通信機等情報確保のための機器の提供

６　避難所に設置する仮設トイレ及び船外機付救助用ゴムボートの提供

７　自衛隊による避難所への物資の搬送に要する人的物的な支援

８　その他、緊急な要望に対する適切かつ迅速な対応
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