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１．令和３年度各種会計歳入歳出決算状況

（単位：千円，％）

増減率

Ａ Ｂ C/B×100

歳入 78,039,981 積 2,000,000 112,365,604 積 1,900,000 △ 34,325,623 △ 30.5

歳出 69,453,233 繰 4,680,851 89,632,960 繰 19,096,589 △ 20,179,727 △ 22.5

差引 8,586,748 翌 1,905,897 22,732,644 翌 1,736,055 △ 14,145,896 △ 62.2

歳入 864 △ 864 皆減

土 地 歳出 2 △ 2 皆減

差引 862 継 862 △ 862 皆減

歳入 7,363,873 積 75,000 7,107,287 積 55,000 256,586 3.6

国民健康保険 歳出 7,215,562 6,997,803 217,759 3.1

差引 148,311 翌 73,311 109,484 翌 54,484 38,827 35.5

歳入 930,397 940,771 △ 10,374 △ 1.1

後期高齢者医療 歳出 920,828 940,535 △ 19,707 △ 2.1

差引 9,569 翌 9,569 236 翌 236 9,333 3,954.7

歳入 7,769,940 7,379,331 390,609 5.3

介 護 保 険 歳出 7,453,461 7,199,796 253,665 3.5

差引 316,479 翌 316,479 179,535 翌 179,535 136,944 76.3

歳入 337,677 347,240 △ 9,563 △ 2.8

魚 市 場 歳出 337,330 347,071 △ 9,741 △ 2.8

差引 347 翌 347 169 翌 169 178 105.3

歳入 4,757 4,676 81 1.7

歳出 4,714 4,645 69 1.5

差引 43 翌 43 31 翌 31 12 38.7

歳入 16,406,644 積 75,000 15,780,169 積 55,000 626,475 4.0

計 歳出 15,931,895 繰 0 15,489,852 繰 0 442,043 2.9

差引 474,749 翌 399,749 290,317 翌 234,455 184,432 63.5

歳入 94,446,625 積 2,075,000 128,145,773 積 1,955,000 △ 33,699,148 △ 26.3

歳出 85,385,128 繰 4,680,851 105,122,812 繰 19,096,589 △ 19,737,684 △ 18.8

差引 9,061,497 翌 2,305,646 23,022,961 翌 1,971,372 △ 13,961,464 △ 60.6

（注）1 各会計毎に収支差引額を千円未満切捨てしたものである。

　　　2 備考欄は，収支差引額の処分状況であり，積は基金積立金，繰は繰越事業，翌は翌年度繰越額である。

　　　　令和２年度土地特別会計の継は，令和３年４月１日付で同会計を廃止したことに伴い，剰余金を一般会計に引き

　　　　継いだものである。

特

別

会

計

合　　 　計

　　　　　　　 年 　度

　会  計  別

唐 桑 半 島
ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ事業

一 般 会 計

比　　　較

決　算　額

Ａ－Ｂ＝Ｃ

令和３年度 令和２年度

決　算　額
備　考備　考

決　算　額
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２．令和３年度一般会計歳入決算状況

（単位：千円，％）

決　算　額 決　算　額 増　　減 増 減 率

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ＝Ｃ C/B×100

1. 市 税 7,003,675 9.0 6,704,570 6.0 299,105 4.5 

2. 地 方 譲 与 税 316,107 0.4 311,557 0.3 4,550 1.5 

3. 利 子 割 交 付 金 2,741 0.0 3,660 0.0 △ 919 △ 25.1 

4. 配 当 割 交 付 金 24,650 0.0 16,659 0.0 7,991 48.0 

5. 株式等譲渡所得割交付金 28,162 0.0 18,730 0.0 9,432 50.4 

6. 法 人 事 業 税 交 付 金 91,548 0.1 45,305 0.0 46,243 102.1 

7. 地 方 消 費 税 交 付 金 1,495,832 1.9 1,385,316 1.2 110,516 8.0 

8. ゴルフ場利用税交付金 1,987 0.0 1,970 0.0 17 0.9 

9. 環 境 性 能 割 交 付 金 27,827 0.0 25,454 0.0 2,373 9.3 

10. 地 方 特 例 交 付 金 228,416 0.3 56,714 0.1 171,702 302.8 

11. 地 方 交 付 税 11,826,579 15.2 22,568,774 20.1 △ 10,742,195 △ 47.6 

12. 交通安全対策特別交付金 5,016 0.0 5,418 0.0 △ 402 △ 7.4 

13. 分 担 金 及 び 負 担 金 76,494 0.1 48,508 0.0 27,986 57.7 

14. 使 用 料 及 び 手 数 料 940,059 1.2 962,825 0.9 △ 22,766 △ 2.4 

15. 国 庫 支 出 金 16,710,644 21.4 20,972,687 18.7 △ 4,262,043 △ 20.3 

16. 県 支 出 金 2,958,867 3.8 2,130,557 1.9 828,310 38.9 

17. 財 産 収 入 559,343 0.7 511,307 0.4 48,036 9.4 

18. 寄 附 金 1,474,939 1.9 464,610 0.4 1,010,329 217.5 

19. 繰 入 金 8,455,828 10.8 33,783,355 30.1 △ 25,327,527 △ 75.0 

20. 繰 越 金 20,832,645 26.7 16,953,532 15.1 3,879,113 22.9 

21. 諸 収 入 2,760,233 3.6 1,909,316 1.7 850,917 44.6 

22. 市 債 2,218,389 2.9 3,484,780 3.1 △ 1,266,391 △ 36.3 

78,039,981 100.0 112,365,604 100.0 △ 34,325,623 △ 30.5 

比　　　較

構成比構成比

合　　　　　計

　　　　　　　　　年　度

　　款

令和３年度 令和２年度
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３．令和３年度一般会計歳出決算状況

（単位：千円，％）

決　算　額 決　算　額 増　　減 増 減 率

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ＝Ｃ C/B×100

1. 議 会 費 259,906 0.4 261,142 0.3 △ 1,236 △ 0.5 

2. 総 務 費 6,921,070 10.0 20,626,510 23.0 △ 13,705,440 △ 66.4 

3. 民 生 費 9,794,528 14.1 8,970,380 10.0 824,148 9.2 

4. 衛 生 費 7,557,286 10.9 4,331,172 4.8 3,226,114 74.5 

5. 労 働 費 304,121 0.4 307,286 0.3 △ 3,165 △ 1.0 

6. 農 林 水 産 業 費 7,311,262 10.5 7,941,652 8.9 △ 630,390 △ 7.9 

7. 商 工 費 2,975,520 4.3 2,668,968 3.0 306,552 11.5 

8. 土 木 費 11,478,317 16.5 24,012,161 26.8 △ 12,533,844 △ 52.2 

9. 消 防 費 1,862,969 2.7 2,005,886 2.2 △ 142,917 △ 7.1 

10. 教 育 費 3,911,686 5.6 4,877,606 5.4 △ 965,920 △ 19.8 

11. 災 害 復 旧 費 5,184,927 7.5 10,277,479 11.5 △ 5,092,552 △ 49.6 

12. 公 債 費 11,861,662 17.1 3,308,094 3.7 8,553,568 258.6 

13. 諸 支 出 金 29,979 0.0 44,624 0.0 △ 14,645 △ 32.8 

69,453,233 100.0 89,632,960 100.0 △ 20,179,727 △ 22.5 

比　　　較

構成比 構成比

合　　　計

　　　　　　　　年　度

　　款

令和３年度 令和２年度
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４．令和３年度市税の決算状況

現年課税分 2,757,593 2,847,161 △ 89,568 △ 3.15

滞納繰越分 37,122 43,135 △ 6,013 △ 13.94

計 2,794,715 2,890,296 △ 95,581 △ 3.31

現年課税分 2,417,206 2,471,140 △ 53,934 △ 2.18

滞納繰越分 32,491 41,755 △ 9,264 △ 22.19

計 2,449,697 2,512,895 △ 63,198 △ 2.51

現年課税分 340,387 376,021 △ 35,634 △ 9.48

滞納繰越分 4,631 1,380 3,251 235.58

計 345,018 377,401 △ 32,383 △ 8.58

現年課税分 3,227,974 2,850,907 377,067 13.23

滞納繰越分 38,421 44,980 △ 6,559 △ 14.58

計 3,266,395 2,895,887 370,508 12.79

現年課税分 3,205,576 2,828,526 377,050 13.33

滞納繰越分 38,421 44,980 △ 6,559 △ 14.58

計 3,243,997 2,873,506 370,491 12.89

現年課税分 22,398 22,381 17 0.08

滞納繰越分 - - - -

計 22,398 22,381 17 0.08

現年課税分 209,267 204,503 4,764 2.33

滞納繰越分 2,273 3,714 △ 1,441 △ 38.80

計 211,540 208,217 3,323 1.60

現年課税分 9,577 7,863 1,714 21.80

滞納繰越分 - - - -

計 9,577 7,863 1,714 21.80

現年課税分 199,690 196,640 3,050 1.55

滞納繰越分 2,273 3,714 △ 1,441 △ 38.80

計 201,963 200,354 1,609 0.80

現年課税分 502,013 494,465 7,548 1.53

滞納繰越分 - - - -

計 502,013 494,465 7,548 1.53

現年課税分 6,218 5,659 559 9.88

滞納繰越分 - - - -

計 6,218 5,659 559 9.88

現年課税分 220,224 206,767 13,457 6.51

滞納繰越分 2,570 3,279 △ 709 △ 21.62

計 222,794 210,046 12,748 6.07

現年課税分 6,923,289 6,609,462 313,827 4.75

滞納繰越分 80,386 95,108 △ 14,722 △ 15.48

計 7,003,675 6,704,570 299,105 4.46

増減額

１．

令和３ 年度

4.9 5.6

令和２ 年度

市 民 税

個 人

法 人

（１）

（２）

税　目 区　分

決算額

42.9

100.0 100.0

0.3 0.3

3.0 3.1

7.2 7.4

0.1 0.1

3.2 3.1

構成比

３年度 ２年度

46.6 43.2

４．

国有資産等所在
市町村交付金

２．

39.9

35.0

46.3

市 た ば こ 税

固 定 資 産 税

固 定 資 産 税（１）

（２）

軽 自 動 車 税

 総　　　　　　計

５． 入 湯 税

６． 都 市 計 画 税

伸び率

（単位：千円，％）

2.9 3.0

0.1 0.1（1）

（2）

環 境 性 能 割

種 別 割

３．

43.1

37.5
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５．令和３年度市債（借入）現在高

増減額 増減率

総 務 債 1,225,487 1,200,842 24,645 2.1

民 生 債 2,844,181 3,044,766 △ 200,585 △ 6.6

衛 生 債 3,539,471 3,831,917 △ 292,446 △ 7.6

農 林 水 産 債 833,466 968,842 △ 135,376 △ 14.0

公 有 林 整 備 債 289,652 304,213 △ 14,561 △ 4.8

商 工 債 212,700 152,400 60,300 39.6

土 木 債 2,629,316 2,602,407 26,909 1.0

公 営 住 宅 債 0 8,414,890 △ 8,414,890 皆減

消 防 債 816,545 806,071 10,474 1.3

教 育 債 5,696,362 5,694,600 1,762 0.0

ガ ス 事 業 出 資 債 3,552 4,250 △ 698 △ 16.4

災 害 復 旧 債 814,394 714,443 99,951 14.0

減 税 補 て ん 債 63,800 94,431 △ 30,631 △ 32.4

減 収 補 て ん 債 73,200 73,200 0 0.0

臨 時 財 政 対 策 債 11,811,635 12,238,620 △ 426,985 △ 3.5

計① 30,853,761 40,145,892 △ 9,292,131 △ 23.1

魚 市 場 特 別 会 計 622,390 699,488 △ 77,098 △ 11.0

計② 622,390 699,488 △ 77,098 △ 11.0

31,476,151 40,845,380 △ 9,369,229 △ 22.9合計①＋②

区　　　　分
令和３年度末
現　 在 　高

令和２年度末
現　 在 　高

前　年　度　比

一
般
会
計
債

(単位：千円，％）

特
別
会
計
債
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事 業 名 議会運営経費
決算書ページ

73～75

所 管 課 議会事務局 予算科目 １款　１項　１目　議会費

総計基本施策分類 〈通常分〉

目的及び
事業内容

　多様化する地方行政の中で，意思決定機関としての責務と役割を担い，市政伸展のた
め，効率的な議会活動ができるよう努める。

実施状況
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成 果 と
課　　題

　本会議及び委員会において議案等の審議を十分に行い，意思決定機関としての役割を
果たした。

３ 　行政視察の状況
　(1) 特別委員会
   ア 議会改革調査特別委員会運営小委員会（オンライン開催）　11月17日
　　　埼玉県所沢市
　　　市民参加による議員定数のあり方を議論する仕組みづくりに関する調査について
　 イ 新庁舎建設調査特別委員会運営小委員会　７月26日
　　　岩手県陸前高田市　新庁舎建設について
　(2) 行政視察の受入　　　４団体　　37人

４　政務活動費の交付状況
　　交付額　2,160千円　精算額　220千円　返還額　1,940千円
　
５　会議録の調製　　　発行回数4回　発行部数　260部（１回あたり65部）
　　　　　　　　　　　決算額　3,001千円

６　議会だより
　　発行回数　４回　発行部数　102,750部（平均25,688部）
　　決算額　2,822千円
　　配布先　市内全世帯，市外避難者，県内関係各市，特定第三種漁港都市，各課等

７　議会報告会　新型コロナウイルス感染拡大防止のため未開催
　　※代替として各常任委員会で団体との意見交換を実施
　(1) 総務教育常任委員会
　　　開催日６月２日　参加者17名
　　　　移住・定住支援事業について（移住・定住支援センターMINATO）
　(2) 民生常任委員会
　　　開催日５月31日　参加者18名
　　　　生活援助員（LSA）事業の現状について
　　　（有限会社村伝，社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会，NPO法人なごみ）
　　　　生活支援体制整備事業について（社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会）
　(3) 産業建設常任委員会
　　　開催日５月21日　参加者17名
　　　　モーランドもとよしの運営状況について（モーランドもとよし）
　　　　道の駅「大谷海岸」の運営状況について（道の駅「大谷海岸」）
　　　開催日10月29日　参加者８名
　　　　気仙沼ビジネスサポートセンターの運営状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（気仙沼ビジネスサポートセンター）

８　一般会議
　(1) 総務教育常任委員会
　　　開催日５月19日　参加者13名
　　　　地域全体での防災対策の取り組み，防災力向上を図るための対策について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（気仙沼市自主防災組織連絡協議会）
　(2) 産業建設常任委員会
　　　開催日８月19日　参加者８名
　　　　今後の建設業界の展望と課題，気仙沼市の入札制度について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮城県建設業協会気仙沼支部）

９　新型コロナウイルス感染症への対応に係る経済対策等の財源確保に伴う予算減額
　　・旅費　　　　　　8,466千円（行政視察費）
　　・使用料及び賃借料　176千円（行政視察費）
　　・負担金及び交付金　540千円（政務活動費）

実施状況

市債 その他 一般財源

決算額 20,671,277 0 0 0 20,671,277

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 27,836,000 国(県)支出金
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成 果 と
課　　題

　市制施行15周年を迎えるに当たり表彰式を開催したものであり，長年にわたり産業の
振興，教育及び文化の発展並びに市民福祉の向上等，市政発展にご尽力された方への敬
意と感謝の意を表するとともに，その功績を次世代へ継承していく機会とすることがで
きた。
　

一般財源

決算額 2,446,411 0 0 0 2,446,411

実施状況

○　気仙沼市市制施行15周年表彰式
　(1) 日　  時　令和３年11月23日（火）午前10時30分
　(2) 会　  場　気仙沼市民会館　大ホール
　(3) 招 待 者　268名（表彰対象者243名，来賓25名）　※来場者　134名
　(4) 表彰対象 (功労分野別）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,609,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 市制施行15周年に伴う功績者表彰に関する経費
決算書ページ

75

目的及び
事業内容

【目的】
　市制施行15周年に当たり，市政の振興発展に寄与されている市民等の功績及び栄誉を
称え，表彰する。

【事業内容】
　気仙沼市表彰条例に基づき，本市の地方自治功労，産業功労，教育文化功労，民生福
祉功労，保健衛生功労，統計功労，消防防災功労，交通安全・防犯功労の各分野におい
て，多年にわたり市政発展にご尽力された方を表彰し，表彰状及び記念品を贈呈する。

所 管 課 秘書広報課 予算科目 ２款　１項　１目　一般管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉

 
功労区分（主な功績内容） 表彰対象者数 

地方自治功労 （行政委員・自治会長等） 46 名 

産業功労 （農業委員・産業関係団体役員等） 18 名 

教育文化功労（元教育長・元学校長・教育関連委員等） 16 名 

民生福祉功労（民生委員・児童委員等） 40 名 

保健衛生功労（保健推進委員・衛生組合長等） 43 名 

統計功労（統計調査員） 3 名 

消防防災功労（消防団関係役員等） 67 名 

交通安全・防犯功労（交通指導員・防犯協会役員等） 10 名 

合計 243 名 

-23-



成 果 と
課　　題

　復旧・復興に支援をいただいた団体等に対し感謝の意が伝えられたとともに，本市の
災害対応の実態及び得られた教訓，課題について幅広い周知が図られた。

一般財源

決算額 1,879,222 0 0 0 1,879,222

実施状況

１　実績件数
　(1) 職員派遣等支援団体：138件
　(2) その他支援関係者・関係機関：448件

２　送付内容
　(1) 職員派遣等支援団体
　　　感謝状（盾），地場産品，東日本大震災対応検証報告書
　(2) その他支援関係者・関係機関
　　　東日本大震災対応検証報告書

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,127,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 一般行政経費（東日本大震災復興支援への御礼等に係る経費）
決算書ページ

77

目的及び
事業内容

【目的】
　東日本大震災から10年の節目を迎え，本市の復旧・復興に支援をいただいた団体等に
対し，感謝の意を伝えるため，感謝状及び本市の災害対応の実態と得られた教訓や課題
をまとめた東日本大震災対応検証報告書等を贈る。

【事業内容】
　職員派遣等の支援をいただいた団体等に感謝状（盾），地場産品，東日本大震災対応
検証報告書を贈る。
　その他支援等をいただいた関係者・関係機関に東日本大震災対応検証報告書を贈る。

所 管 課 総務部総務課 予算科目 ２款　１項　１目　一般管理費

総計基本施策分類 〈復興分〉
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１　令和３年度　時間外・休日勤務時間数の状況
　(1) 職員全体の状況
　　　ア　一般会計については，一般職で約38,100時間減少するも，会計年度任用職員
　　　　は約4,700時間増加し，合計では約33,300時間減少した。
　　　イ　特別会計・その他事業会計については，一般職で約7,000時間，会計年度任
　　　　用職員で約3,100時間それぞれ増加し，合計では約10,100時間増加した。

　(2) 月別の時間数の推移

２　縮減に向けた取組
　(1) 定時退庁日（毎週水曜・給料日）及び土日の原則時間外勤務禁止を継続して実施
　　した。令和３年度からは，管理職が庁内放送で退庁を促す取組を開始した。
　(2) 令和３年７月より，各部長等に対して，所属職員の前月までの時間外時間数をフ
　　ィードバックする取組を開始した。管理職員には，それを基に，必要に応じて係を
　　超えた部署内のほか，課を超えた部内での協力体制を構築するように依頼した。
　(3) 令和３年７月より，早出遅出出勤制度を施行し，恒常的な時間外勤務（就業時間
　　前後のシステム処理や，夜間の定期的会合など）が生じる部署に，当該制度を早期
　　に活用するよう通知した。

成 果 と
課　　題

　時間数で，前年比約１割の削減が図られ，金額においては一般会計（選挙費等その他
事業費を含む）ベースで約85,000千円の削減が図られた。
　時間外勤務全体の約８割を全体の約３割の職員が実施している偏在化傾向があること
から，平準化への引き続きの取組が必要である。

一般財源

決算額 282,250,278 6,928,076 0 3,298,000 272,024,202

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 320,000,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 職員人件費（時間外勤務等の縮減に向けた取組）
決算書ページ

77～79

目的及び
事業内容

　業務の平準化・効率化等を推進し，時間外勤務の一層の縮減を図ることで，職員の心
身の健康の保持・増進及びワーク・ライフ・バランス，労働基準法の時間外勤務時間数
の上限規制の遵守並びに人件費の抑制による財政の健全化を実現する。

所 管 課 総務部人事課 予算科目 ２款　１項　１目　一般管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（１）①効率的な行政運営と人材育成
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成 果 と
課　　題

【成果】
・昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響があったものの，業務遂行に必要
　な知識や技能の習得の場が必要であることから，感染対策を講じた上で開催した。
・多人数を対象とする研修では動画研修を活用した。動画研修にすることで多くの受講
　者を確保できた研修もあった。
　
【課題】
・感染症への不安をぬぐえない職員が多く，研修の都度，受講控えへの対策を講じる必
　要が生じている。
・動画研修は，受講者自身のタイミングで取り組めるなどのメリットがある一方で，全
　職員に同様の受講環境が整わないことや，集合研修に比べ理解度が高まりにくいなど
　のデメリットもあるので，動画研修での実施が難しい場合がある。

一般財源

決算額 5,242,929 0 0 765,040 4,477,889

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 8,843,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 職員等の研修に関する経費
決算書ページ

79

目的及び
事業内容

　職員個々の資質の向上を図るとともに，業務遂行に必要な知識や技能の習得による事
務の効率化と市民福祉の向上に寄与することを目的とし各種職員研修を実施する。

所 管 課 総務部人事課 予算科目 ２款　１項　１目　一般管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（１）①効率的な行政運営と人材育成
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所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　１目　一般管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（１）①効率的な行政運営と人材育成

事 業 名 行政改革に関する経費
決算書ページ

83

目的及び
事業内容

【目的】
　社会経済情勢や財政事情が変化する中で，限られた行政経営資源の最適配分を実行す
るとともに，市役所組織及び職員一人一人の意識改革を図り，全ての事務・事業を効果
的・効率的に進める。

【事業内容】
　令和元年10月に策定した「気仙沼市行財政改革大綱2019」及び「行財政改革アクショ
ンプラン」の進行管理を行い，現状や課題等を共有し，改善につなげる。
　また，政策討議等を通じて，組織改編を含む定員管理及び効果的・効率的な業務の遂
行と歳出削減を目的とした事務事業の見直しを図る。

実施状況

１　行財政改革アクションプランの進行管理
　アクションプランのローリングを実施するとともに，各部署における取組を推進し
た。

２　行財政改革の取組の推進（主な取組）
　(1) 申請書等への押印の省略の推進
　(2) 民間委託等推進ガイドラインの策定
　(3) 組織機構改革ガイドラインの策定
　(4) 各課が進める全庁的な取組について，連携・調整を図りながら推進
　　ア 定員管理計画の策定
　　イ デジタル化推進計画の策定
　　ウ 市税や水道料金などの口座振替の促進
　　エ 時間外勤務の縮減
　　オ 内部情報システム群（文書管理，財務会計，庶務等）の再構築

３　政策討議の実施
　定員，組織，財政に関する改革を一体的に進めるため，政策討議の在り方を改め，全
庁的に意識共有を図りながら実施した。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 269,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 158,954 0 0 0 158,954

成 果 と
課　　題

【成果】
　行財政改革アクションプラン（令和３年度実績）の進捗状況は，「検討」が13事業か
ら４事業の増，「実施」が11事業から２事業の減，「推進」が60事業から２事業の減と
なっており，一部遅れが見られるものの，全般的には計画通り実施できている。

【課題】
　行政課題が増加かつ複雑化する一方，職員定数の削減が求められており，職員一人一
人が日々の業務改善に努めるとともに，組織として限られた行政経営資源（人材，財
源，財産，情報，時間等）の最適配分を実行していく必要がある。
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事 業 名 情報発信事業，一般行政経費
決算書ページ

83～85

目的及び
事業内容

　市民の市政参加への意識の高揚を図るため，「広報けせんぬま」を発行するほか，コ
ミュニティＦＭ及びケーブルテレビにおいて市政情報番組を制作・放送し，市政全般に
わたる情報提供を行う。また，インターネットを利用し，市内外に情報発信を行う。

所 管 課 秘書広報課 予算科目 ２款　１項　２目　広報広聴費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（１）④市政の「見える化」の推進

一般財源

決算額 46,366,938 26,000 0 0 46,340,938

実施状況

　
１　「広報けせんぬま」の発行（9,540千円）
　・毎月１回（1日）発行し，行政情報や各種くらしの情報等を掲載した。
　・写真やイラストを使用し，見やすく分かりやすい紙面づくりに努めた。
　・A4判全頁フルカラー，1回当たり24～32頁，平均25,800部
 
２　市政情報番組の制作・放送（19,378千円）
　・コミュニティＦＭ：市政情報や各種お知らせ等の番組を放送した。1日80分放送。
　・ケーブルテレビ：録画による５分の番組を午前と午後の時間帯に放送した。
　　市の職員等が出演し，各種事業の説明やイベント情報等を紹介した。毎週更新。
 
３　インターネットを利用した情報発信（924千円）
　・公式ウェブサイトの改修を実施し，検索性の向上を図ったほか，音声読み上げ機能
　　等を追加した。
　・公式LINEを運用し各種情報を配信した。３月末現在登録者数10,214人。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 48,039,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　
１　「広報けせんぬま」の発行
　  市の施策や行政情報を伝え，市民への情報提供が図られた。
 
２　市政情報番組の制作・放送
　・音声，映像による，より分かりやすい情報提供が図られた。
　・職員自らが出演することにより職員の情報伝達能力の向上を図る機会となった。
 
３　インターネットを利用した情報発信
　　「気仙沼」に関心のある全ての方に各種最新情報を適時に伝えることができた。
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成 果 と
課　　題

・ワン・テン庁舎にユニバーサルシート等を設置し，障がい者等の利便性が向上した。
・ワン・テン庁舎の防水改修を行い，雨漏り対策を実施した。

一般財源

決算額 12,313,400 0 10,600,000 0 1,713,400

実施状況

１　ワン・テン庁舎トイレ修繕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　495千円
　・２階多目的トイレ　ユニバーサルシート　１基
　・１階子どもトイレ　多目的シート　　　　１台

２　ワン・テン庁舎防水改修工事　　　　　　　　　　　　　　　 　　11,818千円
　　スロープ路面の防水層の張替え及び窓枠のコーキング打ち替え等を実施

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 13,053,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 庁舎の管理に関する経費（庁舎の補修に関する経費）
決算書ページ

87

目的及び
事業内容

【目的】
　庁舎の補修等を行い，適切に管理する。

【事業内容】
１　ワン・テン庁舎ユニバーサルシート設置
２　ワン・テン庁舎防水改修

所 管 課 総務部財産管理課 予算科目 ２款　１項　６目　財産管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉
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事 業 名 総合計画策定事業
決算書ページ

89

目的及び
事業内容

【目的】
　第２次気仙沼市総合計画前期基本計画の計画期間が令和２年度で満了することに加
え，人口減少社会の進行やICT（情報通信技術）の急速な進展，自然災害の頻発化な
ど，社会環境の変化に的確に対応するため，令和３年度以降の６年間で取り組むべき方
向性を示す後期基本計画を策定する。

【事業内容】
　本計画は，公共計画としての位置付けの下，総合計画審議会をはじめ，「世界とつな
がる　豊かなローカル」気仙沼まちづくりワークショップ等における意見や提言等を踏
まえながら，計画策定を進める。

所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　７目　企画調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉

一般財源

決算額 5,111,200 0 0 0 5,111,200

実施状況

１　総合計画審議会の開催
　(1) 期　間　令和元年12月～令和３年５月
　(2) 対　象　委員（市内団体の代表者）29人，アドバイザー（市外有識者）３人
　(3) 内　容　第２次総合計画後期基本計画について，市長からの諮問を受け，策定方
              針や計画案を審議。
　(4) 全体会　３回開催（令和元年12月２日，令和３年３月29日，令和３年５月14日）
　(5) 各部会　生活基盤部会，健康・福祉部会，産業部会，教育部会　各３回開催
              （令和２年12月25日，令和３年１月18日，令和３年３月29日）
　　　　　　　総務部会　１回開催（令和３年１月18日）
　(6) 答　申　令和３年５月25日

２　第２次総合計画（改定）・後期基本計画の周知
　・市広報及び市公式ウェブサイトで内容を周知
　・総合計画（改定）・後期基本計画の冊子を市内関係団体等に配付
　・市政懇談会で第２次総合計画の将来像「世界とつながる 豊かなローカル」の実現
　　を目指し，市民や地域，事業者，行政が同じ目標に向かって様々な取組を行うこと
　　で，本市の最重要課題である「人口減少の緩和と改善」が図られることについて
　　説明，周知。

３　総合計画策定支援業務委託　　　5,000千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,453,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　市の将来像である「世界とつながる 豊かなローカル」の実現に向けて，前期基本計
画に引き続き，「地域社会全体の計画（公共計画）」として「市民が主役のまちづく
り」の考え方のもと，総合計画審議会をはじめ，市民とのワークショップを開催し，意
見や提言等を踏まえながら，後期基本計画を策定した。

【課題】
　令和３年６月に第２次総合計画（改定）・後期基本計画を策定したが，計画・取組内
容の周知が課題である。
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所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　７目　企画調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（２）③移住・定住の促進

事 業 名 移住・定住促進事業
決算書ページ

89

目的及び
事業内容

【目的】
　本市への移住を促すプロモーションや移住希望者への個別支援を行うとともに，空き
家を活用した住まいの情報提供等を行い，移住・定住の促進を図る。
【事業内容】
１　移住・定住支援センター運営業務
　・総合相談窓口の開設　　　　　　　・プロモーション活動の実施
　・空き家バンクの運営　　　　　　　・お試し移住の実施等
２　ふるさとワーキングホリデー運営事務局業務
　・相談窓口の開設　　　　　　　　　・参加者の募集，申込みの受付
　・受入れ企業等の募集，登録　　　　・地域との関わりを深める取組の提供等
３　空き家改修支援事業補助金
　・空き家バンク登録物件の改修及び家財等撤去に係る費用を補助（補助率１/２）

実施状況

１　移住・定住支援センター運営業務（委託先：(一社)まるオフィス）
　・相談件数　416件
　・移住者数（センター経由）　31人（累計151人）
　・空き家バンク　物件登録 23件 (累計107件) 　利用登録 67人 (累計356人)
　　　　　　　　　成約件数 16件 (累計 62件)
　・お試し移住事業　31人利用
　　【内訳】災害公営住宅利用者　９人利用　　宿泊施設等利用者　22人利用
　・交流会等のイベント開催・参加（オンライン移住フェア等） 19回 のべ178人参加
　
２　ふるさとワーキングホリデー運営事務局業務
   （委託先：特定非営利活動法人 Cloud JAPAN）
　・ワーキングホリデー参加者　88人参加

３　空き家改修支援事業補助金　2,799千円
　・交付件数　４件（所有者３人，利用者１人)

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 56,511,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 44,238,520 8,952,319 0 657,000 34,629,201

成 果 と
課　　題

【成果】
１　移住・定住支援センター運営業務
　　令和３年度から実施したお試し移住事業は，全国的な新型コロナウイルス感染拡大
　の影響でやむを得ず一定期間事業を休止した中でも，31人の利用があったことは移住
　希望者の第一ステップとして，本市移住に対し検討する機会を設けられた。
２　ふるさとワーキングホリデー運営事務局業務
　　若年層を中心に88人もの参加があり，本市への滞在や就労体験を通じ，気仙沼に再
　度訪問したいという声が多くあった。
　　また，総務省が作成したプロモーション動画の撮影地として本市が選定され，同省
　ホームページ等で広く全国に紹介されたことで，移住を検討している者に映像等を通
　して本市移住の魅力を発信することができた。
３　空き家改修支援事業補助金
　　空き家バンク登録物件の改修が行われ，生活に係る利便性が向上し，物件再利用の
　価値が高まった。
【課題】
１　移住・定住支援センター運営業務
　　本市移住の裾野を広げるため，住まいや就職などに対するニーズを把握した上で必
　要な環境整備が課題。
２　ふるさとワーキングホリデー
　　参加者の多くが学生等の若者であり，子育て層などをはじめとする幅広い年代層へ
　の事業周知が必要。
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所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　７目　企画調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（１）①結婚活動への支援

事 業 名 結婚支援事業
決算書ページ

89

目的及び
事業内容

【目的】
　独身男女に対して，出会いの機会の提供や結婚啓発等を行うとともに，結婚新生活に
おける経済的負担を軽減することで，若い世代の結婚・出産・子育ての希望の実現を図
る。

【事業内容】
１　婚活支援事業補助金
　　男女の交流イベントや結婚啓発セミナー等を開催する団体等に補助金を交付する。
２　結婚新生活支援補助金
　　新婚世帯に対して，住居費及び引越費用を補助する。

実施状況

１　婚活支援事業補助金
　　交付実績　２件　400千円
　
２　結婚新生活事業補助金
　　交付実績　28世帯　　8,913千円
　　（内訳)
　　　住宅取得費用のみ　　　　　　　１件　  　300千円
　　　住宅賃借費用のみ　　　　　　  20件　  5,947千円
　　　　　引越費用のみ　　　　　　　１件　    166千円
　　　住宅賃借費用・引越費用併用　　５件　  1,500千円
 　　 住宅改修費用のみ　　　　　　　１件　  1,000千円
　　　　　　　              合計　  28件　　8,913千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 16,659,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 9,395,420 1,800,000 0 0 7,595,420

成 果 と
課　　題

【成果】
　民間団体が実施する婚活イベントを支援することにより，男女の出会いの場の創出に
繋がった。

【課題】
　出会いの場の不足と婚活イベントの参加を敬遠する人が多いことが課題となってい
る。
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事 業 名 地域おこし協力隊事業
決算書ページ

89，95

目的及び
事業内容

【目的】
　人口減少及び高齢化の進行が著しい本市において，都市住民など地域外の人材を地域
社会の新たな担い手（地域おこし協力隊）として受け入れ，地域力の維持・強化ととも
に，地域おこし協力隊員の定住化を促進し，社会増を図る。

【事業内容】
１　地域おこし協力隊募集
２　地域おこし協力隊受入れ

所 管 課

震災復興・企画部震災復興・企画課
産業部水産課
産業部観光課
産業部農林課

予算科目 ２款　１項　７目　企画調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－１対話・共創・協働（１）① 産業人材・まちづくり人材の育成，対話・共創の場の活用

一般財源

決算額 56,764,687 0 0 0 56,764,687

実施状況

１　地域おこし協力隊 新規募集人数（うち年度内の任用人数）
  (1) 気仙沼まち大学運営協議会　　　　　 　　１人（０人）
  (2) 一般社団法人まるオフィス　　　　　 　　１人（０人）
  (3) 気仙沼地域エネルギー開発株式会社　 　　２人（０人）
  (4) 農事組合法人モーランド　　　　　　　　 １人（０人）
  (5) 特定非営利活動法人Cloud JAPAN　　 　　 １人（１人）
  (6) 気仙沼水産資源活用研究会　　　 　　　　１人（１人）

２　地域おこし協力隊受入れ

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 69,625,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　これまで開催できていなかった地域おこし協力隊員の情報交換会を年度内に２回開催
した。それぞれの活動分野の取組み内容等の情報共有を図れたことに加え，各隊員が抱
えていた不安等を解消するきっかけとなり,隊員の今後の活動において有意義な場と
なった。

【課題】
　隊員の任期満了等に併せ，団体毎に１～２人の募集を行うが，応募がない状態が続く
ことがあり，隊員の募集，周知方法について検討をしていく。
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所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　７目　企画調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－１対話・共創・協働（１）① 産業人材・まちづくり人材の育成，対話・共創の場の活用

事 業 名 ローカルベンチャー推進事業
決算書ページ

89～91

目的及び
事業内容

【目的】
　域内の起業家人材の育成と，域外の起業型・経営型人材の受け入れにより，地域資源
を活用した新たな市場や経済を創出することを促し，気仙沼地域の産業活性化を図る。
　起業型人材誘致に先進的な取組を行っている他の自治体と連携することにより，単一
自治体では獲得が困難な首都圏の優秀な起業志望者を呼び込む。

【実施内容】
　事業運営の母体として，全国の11市町村が拠出金を出し合い，「ローカルベンチャー
推進協議会（LV推進協）」を設立。中央の事務局として特定非営利活動法人エティック
が首都圏の企業や起業型人材と地方をつなぐ各事業を行う。本市においては官民連携に
よる「地域事務局（気仙沼まち大学運営協議会に委託）」を設立し，域内での基盤整備
や人材誘致等の事業を行う。
１　起業型・経営型人材の「母集団形成・マッチング事業」
２　ローカルベンチャー創出に向けた「支援チーム育成事業」
３　ローカルベンチャー創出に向けた「プログラム・仕組みの協働開発事業」

実施状況

１　起業型・経営型人材の「母集団形成・マッチング事業」
　(1) ローカルベンチャーラボ第５期開講式　６月５日開催
　(2) ローカルベンチャーラボ第５期中間セッション　８月21日開催
　(3) ぬま大学ラボ第3期報告会　10月31日開催
　(4) ローカルベンチャーラボ第５期デモデイ（発表会）　12月11～12日開催
　(5) 気仙沼チャレンジャーズピッチvol.13　３月24日開催

２　ローカルベンチャー創出に向けた「支援チーム育成事業」
　(1) コーチング講座　４月15日開催
　(2) コーディネーター育成講座vol.１ファシリテーション編　８月５日開催
　(3) コーディネーター育成講座vol.２コーチング編　９月15日開催

３　ローカルベンチャー創出に向けた「プログラム・仕組みの協働開発事業」
　(1) ローカルベンチャーラボ参加者共有回　５月〜12月 全７回開催
　(2) 都市部、市内企業との協働開発　16件

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 12,937,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 12,272,640 6,136,320 0 0 6,136,320

成 果 と
課　　題

【成果】
　都市部や市内の企業等と協働することで，新たな事業所の開設や地域の特産を使った
新商品の開発など，新たなビジネスが生まれた。
　
【課題】
　令和３年度中に進めた都市部企業とのプロジェクトを継続しつつ,市内に事業所を開
設するなど，雇用創出や地域課題の解決につなげていくことが課題となっている。
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所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　７目　企画調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－１対話・共創・協働（１）① 産業人材・まちづくり人材の育成，対話・共創の場の活用

事 業 名 「気仙沼まち大学」構想推進事業
決算書ページ

91

目的及び
事業内容

【目的】
　地域リーダー育成を基礎とし，住民と行政，営利（産業）と非営利が世代や立場を超
え，対話を通じ進むべきベクトルを合わせながら，共創，協働を行う住民参加によるま
ちづくりをまちまるごと大学「まち大学構想」として展開する。
　地方創生戦略推進のための基本的方策として，多くのリーダー人材を育成する必要が
あり，人材育成プラットフォーム体制の構築と，まちづくりの核としての役割を果たす
「場」を運営することで，地域活性化につなげる。

【事業内容】
１　まちづくりを担う人材の学びを進めるための企画立案
２　連携・協働を促すプログラムの運営
３　ミーティングスペース等の場の管理・運営

実施状況

１　まちづくりを担う人材の学びを進めるための企画立案
　(1) 「まちづくりカフェ」の開催
　(2) 各種テーマに関する学びの場の企画
　
２　連携・協働を促すプログラムの運営
　(1) テーマに基づく活動の実施
　(2) その他の交流・連携促進イベント
　(3) 市内の活動の発信事業

３　会員制コワーキングスペース□ship（スクエアシップ）の運営
　（令和４年３月末時点）
　・会員数　個人 397人，団体 12団体
　・コワーキングスペース利用者数　2,909人
　・イベント利用数　31回 （うち，気仙沼まち大学主催　25回）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 13,353,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 8,590,852 3,366,860 0 0 5,223,992

成 果 と
課　　題

【成果】
　昨年度に引き続きオンラインでの開催となったイベントもあったが，対面でのイベン
トと使い分けながら参加者を集めることができた。
　これまでに生まれたコミュニティをテーマとして伴走支援を行い，各テーマに沿った
チームがイベントを主催する機会が生まれるようになった。
　
【課題】
　コミュニティやチームについては，今後のビジネス化やコミュニティ自体の自走を目
指し，具体的なサポートを行っていく必要がある。
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所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　７目　企画調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）②地域間交流・国際交流の推進

事 業 名 気仙沼ファンクラブ事業
決算書ページ

91

目的及び
事業内容

【目的】
　震災後，本市にボランティアに来た方や復興に携わった方などとの縁（絆）を大切に
する。（平成25年３月11日に会員制度である気仙沼ファンクラブを設立した。）

【事業内容】
　会員に対して会員証（木札）を交付し，復興状況や観光等の地域情報をメールマガジ
ンで配信するとともに，市内登録店舗を利用した際の割引サービスの特典を付与する。

実施状況

１　気仙沼ファンクラブ会員数（令和４年３月31日現在）　13,010人
　＜会員の主な所在地＞
　①宮城県2,540人 ②東京都2,470人 ③埼玉県1,534人 ④神奈川県1,160人
  ⑤千葉県748人

２　気仙沼ファンクラブの周知
　本市でボランティア活動をした方々やふるさと納税をいただいた方々に対し，気仙沼
ファンクラブの案内を送付した。また，市内の宿泊施設等でのチラシの配付や市ホーム
ページでの周知を行った。

３　気仙沼ファンクラブ会員証の発行
　気仙沼ファンクラブに入会した方々に対し，気仙沼市観光キャラクター海の子ホヤ
ぼーや「準市民」であることを示すシリアルナンバー（H23年２月末日時点の人口の次
番から開始）が刻まれた会員証を発行した。

４　気仙沼ファンクラブ通信の発行
　気仙沼ファンクラブ会員に対し，気仙沼の復興状況や観光等の地域情報をメールマガ
ジン等で配信した。
  (1) 発行回数　　郵送４回，メール８回
　(2) 掲載内容　　市内観光情報，復興状況，イベント情報，会員特典情報等

５　会員特典
　(1) ホヤぼーやストラッププレゼント
　(2) レンタサイクル等の割引
　(3) リアス・アーク美術館及び津波体験館の入館料割引
　(4) 市内店舗（113店舗）割引，サービス

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 680,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 660,534 0 0 0 660,534

成 果 と
課　　題

【成果】
　おかえりモネ効果やふるさと納税の寄附者に会員登録申込書を送付したことにより，
寄附金の大幅な増大と合わせ，会員数は対前年度比116％となり，関係人口の拡大につ
ながった。
　
【課題】
　本市への来訪やふるさと納税のリピーター化に向けて，気仙沼ファンクラブ通信の内
容充実が課題となっている。
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事 業 名 企画調査に係る経費
決算書ページ

91

目的及び
事業内容

１　スローシティ・スローフードの推進
　スローシティ認証された生活スタイル，自然に囲まれた中での悠久のリズムを誇りに
思い，地域固有かつ多様な食文化と，それを育む人や自然，歴史，文化等を大切にし，
次世代に継承する。
　・プチシェフコンテストの開催

２　気仙沼市大島開発総合センターの管理運営
　離島振興の拠点である気仙沼市大島開発総合センターを維持管理し，その機能を保持
する。

所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　７目　企画調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（２）①スローシティ・スローフードの推進

一般財源

決算額 5,499,676 28,000 0 0 5,471,676

実施状況

１　スローシティ・スローフードの推進
　・プチシェフコンテストの開催　　　プチシェフコンテスト事業補助金　600千円
　 【開催実績】
　　 第１回（H14）　61作品　　第２回（H15）　88作品　　第３回（H16）  81作品
     第４回（H17）  64作品    第５回（H18） 134作品　　第６回（H19） 170作品
　　 第７回（H20） 154作品　　第８回（H21） 186作品    第９回（H22） 193作品
     第10回（H25）  79作品    第11回（H26）  51作品　　第12回（H27）  48作品
　　 第13回（H28）  47作品　　第14回（H29）  63作品    第15回（H30）  53作品
     第16回（R１）  79作品    第17回（R２） 287作品    第18回（R３） 317作品

２　気仙沼市大島開発総合センターの管理運営
  (1) 指定管理者　大島海友会（指定期間：令和３年４月１日～令和８年３月31日）
　(2) 指定管理料　4,600千円
　(3) 利用状況（令和３年度実績）　5,175人
　　　　　コミュニティ・スポーツ推進室　 2,659人  　　制作活動室　　  　 904人
　　　　　産業振興室　　　　　　　　　　 1,416人　　　水産加工研修室　    49人
　　　　　保養室　　　　　　　　　　　　　 111人　　　教養室　　　　　　  36人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 5,861,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

１　スローシティ・スローフードの推進
　地元食材を使用した「プチシェフコンテストin気仙沼」に加え，東日本大震災復興10
年記念事業「気仙沼スローフェスタ2021」を開催し，人と人とのつながりや人と自然と
のつながりにより育まれた地域の食文化や生活習慣，環境への関心を高めた。
　
２　気仙沼市大島開発総合センターの管理運営
　卓球やバドミントン，編物教室等，大島地区住民の交流，健康増進の場として，ま
た，教育旅行の体験学習の場として広く活用された。
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所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　７目　企画調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（１）②財政運営の健全化

事 業 名 まちづくり応援寄附金推進事業
決算書ページ

91～93

一般財源

決算額 764,067,467 0 0 0 764,067,467

目的及び
事業内容

【目的】
　ふるさと納税制度による本市への寄附を広く募集するとともに，寄附額に応じて地場
産品を返礼品として送付することにより，本市への寄附拡大と地場産業の振興を図る。
　また，同制度の仕組みを活用し，NPOや自治会などの非営利団体が課題解決を目指す
活動やプロジェクトに対する支援を行うことで寄附文化の醸成を図る。

【事業内容】
　・寄附申込受付　　　　　　　　　　　　・魅力ある返礼品の発掘
　・返礼品の手配・発送　　　          　・寄附拡大のための広告掲載
　・ポータルサイト等の開設・運営　　　　・寄附者管理システムの運営
　・受領証等の発行                      ・電子決済対応　など

実施状況

１　寄附受入額等の推移
　

２　ポータルサイトの委託・運営
　　令和３年度より新たに３つの新規ポータルサイトの開設を行った。
　(1) 既存ポータルサイト
　　　ふるさとチョイス，楽天ふるさと納税，さとふる，au Payふるさと納税，
　　　ふるなび，ふるさとプレミアム，ふるさと本舗，G-Callふるさと納税
　(2) 新規ポータルサイト（令和３年度より開設）
　　　ANA，三越伊勢丹，ふるラボ

３　ふるさと支援寄附金の受入状況
　(1) 寄附指定団体数　13団体（R４.３.31現在）
　(2) 寄附受入額　　　1,738千円（うち団体への交付額　1,390千円（12団体））

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 870,847,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　新規ポータルサイトの開設やプロモーションの強化に努めた結果，令和３年度の寄附
金額は令和２年度の３倍を超える実績となった。
　ふるさと納税の受付窓口となるポータルサイトを３サイト増やし，11サイトまで拡げ
た。市内事業者の協力の下で，返礼品の充実に取り組み，最も多く掲載しているポータ
ルサイトでは約600品を数えるまでになった。

【課題】
　寄附額の年度目標を達成できるよう，更なる寄附額の増加に向け，プロモーションの
強化や魅力ある返礼品の開拓に取り組んでいく必要がある。
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事 業 名 観光・物産・移住定住情報発信センター設置運営事業
決算書ページ

93

目的及び
事業内容

【目的】
　東日本大震災以降に連続テレビ小説の舞台地となった気仙沼市，久慈市，福島市の３
市が連携し，首都圏において朝ドラファンや被災自治体に関心を持つ層に対し，観光・
物産・移住定住プロモーションを行うため，３市共同による情報発信センターを設置・
運営する。

【事業内容】
　気仙沼市，久慈市，福島市で設立した「気仙沼・久慈・福島３市連携実行委員会」に
おいて，東京交通会館内に設置した観光誘客の推進，産品の消費拡大等の目的と併せ，
移住相談機能を有する「気仙沼，久慈，福島情報ステーション おかえり館」を運営す
る。

所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　７目　企画調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉

Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興
　　　　　（３）①観光振興に向けたＤМＯの推進
Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（２）③移住・定住の促進

一般財源

決算額 13,923,940 6,795,688 0 0 7,128,252

実施状況

１　設置場所　東京交通会館　　東京都千代田区有楽町２丁目10-１
２　設置期間　令和３年７月から令和６年３月（予定）まで
３　設置主体　気仙沼・久慈・福島３市連携実行委員会
４　名　　称　気仙沼 久慈 福島情報ステーション おかえり館
５　委 託 先　日比谷花壇・イノベーションパートナーズ共同事業体
６　実　　績　(1) 来館者数  　　　　　25,046人
              (2) 売上額　　　　　12,763,062円
              (3) 移住・定住相談　        37件（うち，気仙沼市 24件）
              (4) 本市への移住実績　　　　１人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 14,881,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　連続テレビ小説の舞台を通じた３市（気仙沼市，久慈市，福島市）が連携し，首都圏
に観光，物産，移住定住の情報発信拠点を共同開設したことで，食や観光，移住等に係
るプロモーションを３市が一体となり実施できた。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症の影響により，来館者数の伸び悩みが課題であり，施設の
PRや商品の販売方法の工夫などが必要となっている。
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事 業 名 国際リニアコライダー推進事業
決算書ページ

93

目的及び
事業内容

【目的】
　国際リニアコライダー（ILC）の東北への誘致を推進するとともに，関連産業の誘致
及び育成を図り，もって地域経済の活性化を図る。

【事業内容】
１　東北ILC推進協議会
　　ILCの意義や研究内容等についての理解を深めるために，要望活動や東北でのILC受
　入準備に向けた取組を行っている。

２　東北ILC事業推進センター（東北ILC準備室の後継組織）
　　研究者コミュニティや関係団体等と連携を図りながら，ILC受け入れに係る具体的
  な準備・検討やILCの理解促進に向けた活動を行うため，令和２年８月に設置された。

　本市を含む宮城・岩手両県の関係自治体や大学，経済団体で構成されている。
 
３　気仙沼市国際リニアコライダー推進協議会
　　ILC誘致により関連産業の創出・立地に伴う経済波及効果のほか，地域活性化や次
  世代の人材育成など，各分野の寄与が大きく期待されることから，本市域を含む北上
  山地への誘致に向けた取組を進める。

所 管 課 震災復興・企画部ILC推進室 予算科目 ２款　１項　７目　企画調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（２）④国際リニアコライダー等を契機とした産業振興

一般財源

決算額 1,660,000 0 0 0 1,660,000

実施状況

１　東北ILC推進協議会負担金　100千円
　  ILCを取り巻く国内外の動向等を説明するため，研究者や会員等対象としたILC講演
  会を開催した。
 
２　東北ILC事業推進センター負担金　1,000千円
　  国際推進チームなど研究者コミュニティに協力し,ILC建設候補地周辺の環境整備や
　研究施設建設等に関し,各地域の状況把握を行った。

３　気仙沼市国際リニアコライダー推進協議会負担金　500千円
　(1) 「気仙沼市国際リニアコライダー推進協議会令和３年度総会決議」を東北ILC推
　　進協議会に提出した。
　(2) 市国際リニアコライダー推進協議会を中心に，市民や地域のより一層の機運醸成
    のための啓発活動や講演会の開催等を行った。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,800,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　東北ILC推進協議会をはじめとする宮城県や岩手県の関係自治体，関係団体等と連携
し,ILCの確実な日本誘致実現に向けた取組を行ったものの，令和３年２月に開催された
文部科学省の国際リニアコライダーに関する第２期有識者会議において，学術的な意義
は「大きい」と評する一方，日本政府による誘致への関心表明を前提に準備研究所へ移
行するのは「時期尚早」との判断がされた。
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事 業 名
市民活動支援センターに関する経費，
NPO・市内団体との連携に関する経費

決算書ページ

93～95

目的及び
事業内容

【目的】
　市民活動のための拠点づくりと市民活動団体の支援のために「気仙沼市民活動支援セ
ンター」を設置し，「市民が主役のまちづくり」を推進する。

【事業内容】
  市民活動団体の運営相談や行政情報など，各種情報の収集と提供等を支援する。
  また，市民参加及び協働のまちづくりの意識啓発や人材育成を行う。

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　７目　企画調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（２）②市民活動の推進

一般財源

決算額 839,173 0 0 40,750 798,423

実施状況

１　登録団体数：198団体

２　サービスの利用状況：計520件
　（相談 ７件，情報収集・提供 454件， 印刷機・コピー機利用59件）

３　情報紙「まちづくり通信」の発行，助成金情報の提供：12回

４　講座等の開催：５回

５　登録団体の活動紹介：市広報（６回），活動紹介展示（８団体）

６　市民活動みつかるブックの発行（更新）

７　ウェブサイトの運営を通じた情報発信

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,351,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
１　震災から11年が経過し，その役目を終え解散する団体もみられたが，登録団体数は
　増加しており市民活動の推進に貢献している。
２　「市民活動みつかるブック」は，行政や市民団体との協働や市民への情報発信とし
　ての役割を果たしている。
３　前年度課題としたコロナ禍での支援について，オンライン講座やコロナ対策講座等
　現状に合った活動支援を行うことが出来た。さらにまち大学と連携した事業も実施し
　た。

【課題】
１　新型コロナによる活動自粛で，センターと各団体とのつながりが希薄化してしまっ
　た団体との関係を改めて築いていく必要がある。
２　市民協働を進めるためにも団体同士の繋がりを作ることが必要であり，交流会など
　を開催し連携のきっかけづくりを進めていく必要がある。
３　地域に根差した市民団体の活動が必要となる中，まち大学等との連携を強化してい
　く必要がある。
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成 果 と
課　　題

　みなと気仙沼大使を通じて観光や物産品等の情報発信（メディアやSNSの活用・自ら
の作品での紹介等）を行うことで，本市の知名度向上に加え，交流人口の拡大や物産品
の販売促進，ふるさと納税の増加等に寄与している。

一般財源

決算額 331,323 0 0 0 331,323

実施状況

　本市出身者やゆかりのある方を「みなと気仙沼大使」として委嘱し，本市に関する情
報を全国に発信しイメージの向上を図った。

１　委嘱者数（令和４年３月末現在）
　　70人（うち２名はコンビ）・１団体

２　令和３年度新規委嘱状況
　　新規委嘱者数　６人
　　＜内訳＞
　　令和３年９月10日付け委嘱者
　　　・北野 都（演歌歌手）
　　　・佐々木 莉佳子（アイドル，ファッションモデル）
　　令和４年３月15日付け委嘱者
　　　・生島 勇輝（俳優）
　　　・生島 翔（俳優，ダンサー，034productions代表，京都大学大学院研究員）
　　　・藤 竜也（俳優）
　　　・竹下 景子（俳優）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 429,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 みなと気仙沼大使に関する経費
決算書ページ

95

目的及び
事業内容

【目的】
　本市の自然や歴史，文化，食等の魅力について広く発信し，知名度の向上と地域振興
に寄与することや，地域の共通課題等を共有し，解決に向けて連携を図る。

【事業内容】
　様々な分野で活躍している本市にゆかりのある方，市の発展に関心をお持ちの方を
「みなと気仙沼大使」に委嘱し，その活動支援を行う。

所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　８目　地域間交流連携推進費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（１）⑥広域連携の推進
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事 業 名 地域間交流に関する経費
決算書ページ

95

目的及び
事業内容

【目的】
　三陸沿岸都市会議（青森県八戸市，岩手県久慈市・宮古市・釜石市・大船渡市・陸前
高田市，宮城県気仙沼市の７都市により，昭和59年に結成された東北地方三陸沿岸の広
域的な都市連携組織）において，地域の共通課題等を共有し，解決に向けて連携を図
る。

【事業内容】
　三陸沿岸地域の道路・鉄道等の高速交通体系の整備や港湾・漁港・河川等の社会基盤
の整備，地震・津波等に対する防災対策の推進，地域医療体制の整備，広域観光の推進
等，三陸沿岸地域の振興に連携して取組を進める。

所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　８目　地域間交流連携推進費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（１）⑥広域連携の推進

一般財源

決算額 86,587 0 0 0 86,587

実施状況

　三陸沿岸都市会議構成市と共通課題について協議し，連携して国等へ要望を行った。

１　国等への要望
　　令和３年６月（書面要望）
　　・要望先　復興庁・国土交通省・総務省・法務省・外務省・文部科学省・厚生労働
　　　　　　　省・農林水産省・経済産業省・内閣府・内閣官房・自由民主党本部・
　　　　　　　地元選出国会議員
　　・要望項目　14件
　　　　　　　　道路，鉄道，地域公共交通，港湾，防災・災害対策（地震，津波，台
　　　　　　　　風），観光，水産業，雇用，医療，エネルギー，復興，ILC関係
　
２　三陸沿岸都市会議の開催（令和４年２月・書面開催）
　　三陸沿岸都市会議を開催し，三陸沿岸地域における地震・津波防災対策の強化，三
　陸沿岸地域をつなぐ交通網の整備促進及び維持増進，港湾整備の充実などについて決
　議した。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 324,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　三陸沿岸都市会議の開催を通じて，各市の状況や課題を共有し，解決に向けた手法等
を議論することで，三陸沿岸地域全体の振興に寄与している。
　また，国等への要望において，宮城，岩手，青森の３県の自治体が共同で行うこと
で，より多くの国会議員からの支援を得ることができ，三陸沿岸道路の整備促進をはじ
め，一定の効果が得られているものと思われる。
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事 業 名 唐桑総合支所費
決算書ページ

97

目的及び
事業内容

【目的】
　市政の運営と均衡ある発展に資するとともに，地域におけるコミュニティ形成を促進
し，市民主体による唐桑地域の振興を推進する。

【事業内容】
　唐桑総合支所の運営管理，市民サービスの提供，唐桑町自治会連絡協議会及び唐桑町
まちづくり協議会の運営・活動の支援等

所 管 課 唐桑総合支所総務企画課 予算科目 ２款　１項　９目　総合支所費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（１）①効率的な行政運営と人材育成

一般財源

決算額 17,408,898 0 0 310 17,408,588

実施状況

１　広報の発行　　　　　　　　　　　　 425千円
　　「唐桑総合支所だより」
　　　毎月１日発行　Ａ３両面印刷（二つ折り４ページ）（１回あたり2,300部）

２　庁舎管理等委託　　　　　        10,894千円
　・警備業務委託　　　　　　　　　 　8,281千円
　・清掃業務委託　　　　　　　　　　 1,452千円
　・消防設備保守点検業務委託　　　　　　44千円
　・自家用電気工作物保安管理業務委託　 132千円
　・浄化槽維持管理業務委託　　　　　　 550千円
　・自動ドア設備保守点検業務委託　　　　99千円
　・敷地内除草作業業務委託             240千円
　・公衆トイレ清掃業務委託            　96千円
　
３　庁舎等修繕　　　　　　　　　　　　 678千円
　・浄化槽放流ポンプ等交換修繕         142千円
　・浄化槽フロートスイッチ交換修繕　 　103千円
　・漏水補修　　　　　　　　　　　　　 187千円
  ・２階天井等補修　　　　　　　　　　　57千円
　・その他　　　　　　　　　　　　　　 189千円

４　唐桑町自治会連絡協議会の運営支援

５　唐桑町まちづくり協議会の活動支援

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 17,863,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
１　地域の市政情報を唐桑総合支所だよりで発信し，市民への情報提供に努めた。
２　唐桑町自治会連絡協議会において情報を交換・共有し，協働のまちづくりの推進に
　努めた。
３　宿集会所の建設及び石浜集会所の設計にあたり，自治会の意向を反映するため，担
　当課との調整を図った。
４　唐桑町まちづくり協議会が行う新市建設計画の進捗確認や地域課題解決への取り組
　みについて連携して対応に努めた。

【課題】
　唐桑総合支所庁舎は，昭和38年に建設（平成２年に増築）され，平成28年度に耐震補
強工事が行われているが，築58年が経過しており，来庁者の安全確保の観点から適切な
維持管理を行う必要がある。
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成 果 と
課　　題

【成果】
１　地域の市政情報を発信し，市民への情報提供と共有に努めた。
２　庁舎の各種維持管理業務を委託し，市民が利用しやすい役所環境の維持を図った。
３　振興会長会議は，新型コロナウイルス感染防止対策により開催できなかったが，文
　書で意見交換と情報共有に努めた。
４　本吉夢プロジェクト委員会を支援し，まちづくりについての情報共有に努めた。

【課題】
　本吉総合支所庁舎は，昭和35年に建築（昭和63年に増築）され，平成18年度に耐震補
強工事が行われているが，築61年が経過しており，経年劣化による修繕が必要になって
おり，現在の維持管理は小破修繕で対応している。

一般財源

決算額 28,060,414 0 9,700,000 602,687 17,757,727

実施状況

１　広報の発行　　　　　　　　　　　    452千円
　　「本吉総合支所だより」
　　　毎月１日発行　Ａ３両面印刷（二つ折り４ページ）（１回あたり3,600部）

２　庁舎管理等委託　　　　　　　　　 10,193千円
　・警備等業務委託　                  7,524千円
　・清掃業務委託　                    2,072千円
　・消防設備保守点検業務委託　           44千円
　・電気保安業務委託　                  190千円
　・自動ドア設備保守点検業務委託  　     33千円
　・敷地内除草作業業務委託　            330千円

３　庁舎等工事・修繕               　11,542千円
　・支所駐車場舗装打換工事　　　   　10,835千円
　・東分庁舎倉庫シャッター修繕　　　     77千円
　・支所駐車場区画線復旧修繕　　　　 　　77千円
　・支所雨どい修繕　　　　　　　　　　  130千円
　・支所駐車場フェンス修繕　　           99千円
　・支所洗濯機置き場修繕　　            139千円
　・その他　　　　                      185千円
 
４　振興会との意見交換と情報共有

５　本吉夢プロジェクト委員会支援

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 30,381,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 本吉総合支所費
決算書ページ

97～99

目的及び
事業内容

【目的】
　市政の運営と均衡ある発展に資するとともに，地域コミュニティ等の活性化を促進
し，本吉地域の振興を推進する。

【事業内容】
　本吉総合支所の運営管理，市民サービスの提供，振興会（自治会）及びまちづくり
協議会の運営・活動の支援等

所 管 課 本吉総合支所総務企画課 予算科目 ２款　１項　９目　総合支所費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（１）①効率的な行政運営と人材育成
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事 業 名 安全衛生管理費
決算書ページ

99

目的及び
事業内容

　労働安全衛生法（以下「法」という。）に基づき，事業主の責務として職員を対象と
した医師による定期健康診断，雇入時健康診断及び法第66条の８及び第66条の10の規定
により，医師等による面接指導及びストレスチェック，法第70条の２の規定に基づく厚
生労働省の指導勧奨に則った独自健診及び各種がん検診等を実施し，働きやすい職場環
境の形成に努める。

所 管 課 総務部人事課 予算科目 ２款　１項　11目　職員厚生費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（１）①効率的な行政運営と人材育成

一般財源

決算額 13,993,889 0 0 791,800 13,202,089

実施状況

１　職員健康診断等実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,566千円

２　長時間勤務者の面接指導
　　１ヶ月で100時間以上または２ヶ月から６ヶ月平均で80時間を超える職員を対象に,
　面接指導を実施した。（実施者９人のうち令和２年度対象者１人，令和３年度対象者
　８人）

３　ストレスチェック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　729千円
　　受検者　1,018人／実施対象者　1,178人

４　産業医業務の委託
　・安全衛生委員会　２回（12月，３月）
　・職場巡視　　　　１回（１月）　等

５　病休・休職者の状況（引き続き30日以上勤務しなかった者）　　　　　　　　47人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 18,279,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　定期健康診断の有所見者割合が多い状態が続いていることから，生活習慣病の発症リ
スクを抑えるため，生活習慣の改善に繋げるための全庁的な取組を要する。

907

13 ４月

886 10月,１月

12月

8 ２月

16 ２月 法定

35 ６月

10月～２月

８月

67 10月

317 10月,１月

1 ５月～３月

 雇入時健康診断

特殊
健康診断

胃がん検診

大腸がん検診

Ｂ型肝炎抗体検査及びワクチン接種

独自 3,060

 婦人科がん検診
子宮がん 156

乳がん 134

肺がん検診

159

決算額
（千円）

法定 9,347定期
健康診断

定期健診（春季）

定期健診（秋季）

健康診断の事後指導

未受診者健診

健診名
受診者
（人）

実施時期
健診
区分
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１　地域交流センターの利用管理

回 人

回 人

回 人

回 人

回 人

（使用料収入　198千円）

２　管理業務委託　　　　　　　　 　　　　　　　　　          569千円

３　事務費　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　          108千円

事 業 名 施設の維持管理に関する経費（地域交流センター管理運営）
決算書ページ

99～101

目的及び
事業内容

【目的】
　市民の地域交流を促進し，生活文化の向上と市民福祉の増進を図ることができるよ
う，施設を適切に管理運営する。

【事業内容】
　１　地域交流センターの利用管理
　２　管理業務委託
　３　施設維持管理

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ２款　１項　12目　地域交流センター費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（２）①地域コミュニティ活動の推進

一般財源

決算額 677,111 0 0 197,500 479,611

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,461,000 国(県)支出金 市債 その他

和　室 260 1,215

合　計 1,391 26,861

18,401

交流室Ａ

成 果 と
課　　題

【成果】
　適切な管理運営により，市民の地域交流が促進され，生活文化の向上と市民福祉の増
進が図られている。

【課題】
　平成11年のオープンから20年以上が経過したことから，設備や備品の計画的な更新が
必要である。

区　分 回　数 利用者

大ホール 356

406 3,791

交流室Ｂ 369 3,454
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事 業 名 集会施設の維持管理に関する経費
決算書ページ

101

目的及び
事業内容

【目的】
　自治会等の活動拠点となる市所有集会施設の適切な維持管理を行い，地域住民が安
全・安心で快適に暮らせるよう，円滑な地域コミュニティを推進する。

【事業内容】
　市の公の施設（集会施設）を指定管理または直営による維持管理を行う。指定管理に
よる維持管理は，指定管理者に光熱水費の基本料金及び浄化槽管理費の保守点検に係る
費用相当額を指定管理料として支払う。それ以外の維持管理費用（火災保険料，消防設
備保守点検料など）は市が負担する。

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　13目　コミュニティ対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（２）①地域コミュニティ活動の推進

一般財源

決算額 16,619,341 0 0 1,308,601 15,310,740

実施状況

１　集会施設の管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  6,401千円
　(1) 指定管理
　　ア　（気仙沼地域）30施設のうち20施設　　　　　　指定管理料：1,832千円
　　イ　（唐桑地域）　全13施設　　　　　　　　　　　指定管理料：1,778千円
　　ウ　（本吉地域）　全29施設　　　　　　　　　　　指定管理料：2,791千円
　(2) 直営管理
　　・　（気仙沼地域）30施設のうち10施設（本課で貸館業務を実施）

２　維持管理費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,090千円
　(1) 光熱水費（直営10施設）　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,590千円
　(2) 集会施設敷地借上料（気仙沼地域：２施設，唐桑地域：７施設）4,605千円
　(3) 修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1,895千円
　　　　駅前住宅交流センター　　　　　　　エアコン室内機リモコン
　　　　杉ノ沢コミュニティセンター　　　　水道解氷
　　　　牧沢コミュニティセンター　　　　　浄化槽ブロワー
　　　　生活改善センター　　　　　　　　　雨樋
　　　　明戸集会所　　　　　　　　　　　　水道メーター
　　　　津谷松尾コミュニティセンター　　　外部修繕
        上川内コミュニティセンター　　　　玄関
　　　　表山田振興会館　　　　　　　　　　トイレ

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 16,942,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　市有集会施設を適正に維持・管理することにより，施設が自治会活動の拠点として効
果的に機能している。

【課題】
　市直営施設の指定管理移行に向け，自治会等と協議するとともに，施設の計画的な改
修等が必要である。
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事 業 名 まちづくり等の担い手人材育成事業（アクティブコミュニティ塾事業）
決算書ページ

101

目的及び
事業内容

【目的】
　地域コミュニティの活性化を図るため，40歳以上の経験豊富な世代を対象にした連続
講座を開催し，地域の様々な問題解決に向けた活動などに積極的に取り組む人材の育成
と発掘を行う。

【事業内容】
　全７回（うち公開講座１回）を９月から２月まで実施。

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　13目　コミュニティ対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（２）①地域コミュニティ活動の推進

一般財源

決算額 927,788 463,894 0 0 463,894

実施状況

「アクティブコミュニティ塾」の実施（企画・運営：東北学院大学）
　　 Ｒ３年度　公開講座１回　連続講座全６回　　修了者６人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 2,813,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
１　大学講師による専門的な講義に加え，多様な分野からの経験豊富な世代の受講生が
　参加することで，それぞれの持つ経験を活かした多角的な意見が交わされ，地域活動
　の活性化や地域課題解決に積極的に取り組む人材育成につながった。
２　地域で活動する過去の受講生や若者との交流を通し，地域における具体的な事業の
　実践例を身近に感じることができ，受講生同士の横のつながりも生まれ，多様な学び
　の機会が得られた。

【課題】
１　連続講座の形式で実施するため，欠席者が次回以降の講義を負担なく受講できるよ
　うフォローが必要である。
２　修了後，修了生が継続して地域活動を展開するためのフォローが必要である。
　　（修了生同士の交流・情報交換の支援等）

-49-



事 業 名 まちづくり等の担い手人材育成事業（担い手育成支援事業）
決算書ページ

101

目的及び
事業内容

【目的】
　若い世代が集まる場を創出し，交流・議論する機会をつくるとともに，具体的な実践
活動のサポートを通じて，若い世代のまちづくりの担い手の育成，まちづくりへの参画
機会の創出を図る。

【事業内容】
１　地域活性化プランを作成する連続講義「ぬま大学」の実施
２　地域コミュニティに関する勉強会「ぬま塾」の開催
３　地域に関係のあるテーマについて若者が議論し合う場（ぬまトーーク）の開催
４　高校生の実践型探究学習プログラム「気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード」
　の実施
５　テーマ型勉強会「ぬま大学ラボ」の実施

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　13目　コミュニティ対策費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅰ－１対話・共創・協働（１）① 産業人材・まちづくり人材の育成，対話・共創の場の活用

一般財源

決算額 13,953,479 0 0 0 13,953,479

実施状況

下記事業の実施（企画・運営：合同会社colere）
１　まちづくり実践塾（ぬま大学）【受講生（修了者）13人】　 　　参加者合計282人

２　地域コミュニティに関する勉強会（ぬま塾）　　　　　　　　　 参加者合計64人

３　まちづくり交流会（ぬまトーーク）　　　　　　　　　　　　　 参加者合計40人

４　気仙沼の高校生ﾏｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｱﾜｰﾄﾞ【参加高校生(修了者)32組40人】参加者合計233人

５　テーマ型勉強会（ぬま大学ラボ）【受講生(修了者)21人】　　　 参加者合計111人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 14,258,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　若い世代が集まる場を創出し，交流や議論する機会をつくり，具体的な実践活動のサ
ポートを通じて，若い世代の地域やまちづくり活動への関心が高まった。また，修了後
も，後輩のサポート側として事業に参加するなど若者同士の交流が生まれた。

【課題】
１　ぬま大学，ぬま大学ラボ，高校マイプロジェクトアワードの修了生（参加者）への
　サポートの継続が必要である。
２　各事業の内容や進め方，成果について検証し，若者世代を取り巻く環境を踏まえ，
　事業参加者のフェーズに応じたプログラムが提供できるよう，事業内容の整理・検討
　が必要である。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　地域コミュニティの拠点となる安全・安心で機能的な集会施設を整備することによ
り，利用者の利便性向上と，地域活動の活性化が期待される。
　なお，整備にあたり，地元住民が施設を活用した地域活動等について，活発に議論さ
れた。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症の影響により，資材調達等に日数を要したため，事業完了
が令和４年度に繰越しとなった。

一般財源

決算額 27,743,300 0 27,400,000 0 343,300

実施状況

１　宿集会所移転新築工事（前払金）　　27,450千円
　　　面積　　174.08㎡
　　　構造　　木造平屋建て
　　　機能　　集会室，調理室，トイレ，倉庫
　
２　宿集会所アスベスト含有調査業務　　　 267千円

３　建築確認申請手数料　　　　　　　　　　26千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 58,798,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 集会施設改修等事業
決算書ページ

101

目的及び
事業内容

【目的】
　老朽化した市有集会施設の安全性や活用性を向上させ，施設の利用促進によるコミュ
ニティの活性化を図るため，改修等の事業を実施する。

【事業内容】
  宿集会所（唐桑地域）の移転新築工事を実施する。

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　13目　コミュニティ対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（２）①地域コミュニティ活動の推進
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事 業 名 自治組織支援事業（集会施設整備補助事業）
決算書ページ

101～103

目的及び
事業内容

【目的】
　地域コミュニティ活動の核となる集会施設について，施設の新築，老朽化による再建
に対して補助金を交付し，コミュニティ活動の推進を図る。

【事業内容】
　立沢自治会（新月地区），長磯原自治会（階上地区）が整備する，自治会館の建築に
係る費用を補助する。

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　13目　コミュニティ対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（２）①地域コミュニティ活動の推進

一般財源

決算額 28,048,000 0 28,000,000 0 48,000

実施状況

○　集会施設等整備事業補助金（２施設）
　(1) 立沢自治会館（建築設計，建築）　    15,434千円
   　   延床面積　86,95㎡
　　　　構造　　　木造平屋建て
　　　　機能　　　ホール，調理室，倉庫等

　(2) 長磯原自治会館（建築設計，建築）　　12,614千円
　　　　延床面積　179,42㎡
　　　　構造　　　木造平屋建て
　　　　機能　　　ホール，調理室，談話スペース，倉庫等

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 49,787,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　地域コミュニティの拠点となる安全・安心で機能的な集会施設を整備することによ
り，利用者の利便性向上と，地域活動の活性化が期待される。
　なお，整備にあたり，地元住民が施設を活用した地域活動等について，活発に議論さ
れた。
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事 業 名 自治組織支援事業（地域住民組織活動補助事業）
決算書ページ

101～103

目的及び
事業内容

【目的】
　自治組織の活動や組織の設立に向けた支援を行い，地域住民が安全・安心で快適に暮
らせるよう地域コミュニティの維持・形成を図る。
　コミュニティづくりの中心的な担い手である住民自治組織の主体的な活動を支援し，
コミュニティの維持や充実を図る。

【事業内容】
　自治組織活動支援のための運営活動費，施設整備費等の補助金を交付。
　地域支援員を配置し，自治組織の設立に向けた取り組みへの支援や，既存自治会の運
営等にかかる課題解決のための支援等を実施する。

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　13目　コミュニティ対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（２）①地域コミュニティ活動の推進

一般財源

決算額 34,962,511 0 13,000,000 7,802,700 14,159,811

実施状況

１　自治組織への活動支援　　29,916千円
　(1) 生活環境整備補助金（気仙沼・唐桑地域）
　　ア　地域住民組織活動事業補助金　　 15,827千円（既存150組織）
　　イ　集会施設等借上料補助金　　 　     728千円（九条一区自治会外 20組織）
　　ウ　集会施設等整備事業補助金　    　  704千円（古町四区自治会外 １組織）
　(2) 本吉地域集落振興事業補助金（本吉地域）
　　ア　運営活動事業補助金　　　　　  　3,198千円（小泉浜区振興会外 50組織）
　　イ　地域花壇整備事業補助金　　        481千円（小泉浜区振興会外 31組織）
　(3) コミュニティ助成事業（宝くじ事業）補助金
　　ア　一般コミュニティ助成事業　　 　 7,800千円
　　　　（鹿折地区振興協議会，魚町三区自治会，浦の浜自治会，幸町住宅自治会）
　(4) 地域花壇整備事業植栽用花苗育苗業務 　1,178千円

２　新しい自治組織の設立支援　　5,047千円
　(1) 住民交流会や自治会設立準備会の開催
　　　意見交換会（３地区,５回），住民交流会（２地区,５回）
　　　自治会設立準備会（４地区,18回），打合せ会（１地区,４回）
　(2) 地域支援員の配置，訪問・助言　　  5,047千円
  　　２人配置，自治組織及び自治組織未設立地区への訪問，聞き取り，情報提供等

３　認可地縁団体関係事務
　　　認可件数  ２件，登記特例申請件数　０件，取消件数　０件
　　　（認可地縁団体数：27団体（R４年３月末））

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 38,939,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
１　自治組織に対する各種補助金の交付により，活動の継続に寄与した。
２　災害公営住宅の自治会未設立２地区のほか，鹿折・南気仙沼地区の土地区画整理地
　内で，２地区の自治会設立準備会が設立されるなど，自治会設立に向けた取り組み方
　針や，既存自治会への編入方針を決定し，方針に沿った活動支援を実施した。
３　地域支援員を配置し，組織の設立支援や活動再開支援，既存自治会への活動支援等
　を実施した。
４　運営活動費補助制度が気仙沼・唐桑地域と本吉地域とでは異なっていたが，令和４
　年度より統一することとなった。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，多人数で集まって行う活動が制限され，
十分に活動できない地区もあった。
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事 業 名 まちづくり協議会支援事業
決算書ページ

103

目的及び
事業内容

【目的】
　まちづくり協議会の活動を支援し, 被災地域におけるコミュニティの形成の促進と地
域住民等の主体的なまちづくりの推進を図る。

【事業内容】
１　復興まちづくり協議会運営費補助金
　　復興まちづくり協議会に対する財政支援を通して協議会の運営支援及び活動の促進
　を図る。
２　地域活性化支援員事業業務委託
  　地域活性化支援員を地域まちづくり組織に配置し，地域の実情及び社会情勢の変化
　に応じた地域の課題解決及び活性化を図る。

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　13目　コミュニティ対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－１対話・共創・協働（１）① 産業人材・まちづくり人材の育成，対話・共創の場の活用

一般財源

決算額 27,525,004 0 0 133,450 27,391,554

実施状況

１　復興まちづくり協議会運営費補助金
　　以下の２団体に対し，計133千円を交付した。

２　地域活性化支援員事業業務委託
　　以下の７団体に対し委託を行い，地域活性化支援員を１名ずつ配置した。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 30,800,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
１　復興まちづくり協議会運営費補助金によって，２団体のまちづくり団体へ運営費を
　補助し，各団体の運営を支援した。規模が小さい団体は本補助金が主な財源となって
　いる。
２　地域活性化支援員をまちづくり協議会に配置することで，活動の推進, 行政との橋
　渡し, 地域全体の協働のまちづくりの機運醸成につなげられた。

【課題】
　地域活性化支援員未設置地区への支援が必要である。
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１　利用状況

区分 利用者数

コミュニティセンター 14,036人

成 果 と
課　　題

【成果】
　利用者は新型コロナウイルス感染症拡大前の水準までに回復していないものの，手指
消毒やマスク着用，長時間の滞在はご遠慮いただくなどの対策により，適切な管理運営
を行い，市民の健全な交流が図られた。

【課題】
　施設の老朽化が進み，修繕が必要な設備が増えてきている。また，施設利用者が減少
傾向にあることから，新たな事業の展開等により利用者の拡大を図る必要がある。

一般財源

決算額 6,468,442 0 0 0 6,468,442

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,555,000 国(県)支出金 市債 その他

テニスコート 2,410人

２　施設整備
    ・遊具修繕　　　　　　　　　275千円
　　・浄化槽ピット蓋修繕　　　　187千円
　　・暖房用温水配管修繕　　　　165千円
　　・真空ヒーター修繕　　 　　 270千円

３　指定管理者
　　　太平ビルサービス株式会社　気仙沼営業所
　　　（指定期間：令和３年４月１日～令和８年３月31日）

４　指定管理料　　5,542千円

事 業 名 大曲コミュニティセンターの維持管理に関する経費
決算書ページ

103

目的及び
事業内容

　市民の健全な交流，研修及びレクリエーションを相乗的に展開できる場を提供する。

所 管 課 市民生活部生活環境課 予算科目 ２款　１項　13目　コミュニティ対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（２）①地域コミュニティ活動の推進
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事 業 名 市民憲章推進に関する経費
決算書ページ

103

目的及び
事業内容

【目的】
　気仙沼市民憲章を普及し，市民の郷土愛の醸成と豊かでよりよい郷土づくりを推進
し，活力ある住みよいまちづくりを目指す。

【事業内容】
　気仙沼市民憲章推進協議会に補助金を交付するとともに，協議会の活動を通じて市民
憲章の普及を推進している。

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　14目　市民憲章等普及推進費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－１対話・共創・協働（１）② 住民自治と協働の推進

一般財源

決算額 1,508,239 0 0 31,164 1,477,075

実施状況

１  補助金の交付
　(1) 補助金額：310千円
　(2) 交付先：気仙沼市民憲章推進協議会

２　会議の開催

３　花いっぱい運動の実施　　1,198千円
　  自然を愛し，ふれあいと思いやりのある「明るく住みよいまちづくり」を目的に，
　実施した。

４　気仙沼市民写真コンクールの実施

５　市民憲章カレンダーの作成・配布
　　気仙沼市民写真コンクールの入賞作品を掲載したカレンダーを作成（500部）・販
　売し，気仙沼の魅力を発信した。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,510,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　花いっぱい運動や写真コンクールの実施，市民憲章カレンダーの作成・販売により，
市民憲章の普及・推進が図られた。

【課題】
　今後，効果的な普及・推進を図るため，事業内容の見直しや他団体との連携の検討が
必要である。
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成 果 と
課　　題

　デジタル補佐官の助言等を得て，遅滞なく市デジタル化推進計画を策定することがで
きた。併せて，市民を対象とするマイナポイント支援窓口を設けたことにより，行政
サービスの向上が図られたとともに，操作補助や制度周知を効率的に実施できた。

一般財源

決算額 3,110,290 1,544,000 0 0 1,566,290

実施状況

１　デジタル補佐官業務　1,469千円
　(1) 市デジタル化推進計画策定に関する支援
　　・　全体方針作成
　　・　工程表作成
　　・　国のデジタル化政策に関する動向等の情報提供
  　・　DX推進に関する研修（情報政策担当者，県内情報政策担当者等）
　(2) その他
  　・　デジタル相談会の開催
　
２　マイナポイント申込等支援事業　1,545千円
　(1) 支援窓口設置及び支援員配置
　(2) マイナポイントの予約（マイキーID設定）手続支援
  (3) マイナポイントの申請手続支援
  (4) マイナポイント制度に係る質疑対応
  (5) マイナンバーカードやマイナポイント事業等に係る広告物の配布，制度周
　　　知及びマイナンバーカード取得勧奨
　(6) マイナポータル利用者登録及びマイナンバーカード健康保険証利用初回手
　　　続並びに公金受取口座登録支援等

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,801,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 情報化政策推進事業
決算書ページ

103～105

目的及び
事業内容

　情報化施策推進の指針となる各種計画の策定・見直しや，各種団体との連絡調整等に
より，行政事務の効率化や市民サービスの向上を図るとともに，CIOを中心とするICTガ
バナンスを確立する。

所 管 課 震災復興・企画部情報政策課 予算科目 ２款　１項　15目　情報化推進費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）⑨地域情報化の推進

-57-



成 果 と
課　　題

１　情報システムの最適化
　クラウド利用を前提とした情報システム統合基盤の再構築により，保守・運用に係る
経費の削減及び職員負担の軽減が図られたとともに，大規模災害時における事業継続性
が確保された。
　また，電子決裁機能や庶務事務システムを含む新たな内部情報システムの運用開始に
伴い，業務の効率化やペーパーレス化が図られた。

２　情報システムの維持・管理
　既存の上記各情報システム等について，適切な維持・運用を行い，各種市民サービス
の提供を維持した。

一般財源

決算額 494,170,678 58,154,000 0 0 436,016,678

実施状況

１　情報システムの最適化
　(1) 行政事務デジタル化推進に関する環境整備
　　ア　情報システム統合基盤設計業務　　　                 19,943千円
　　イ　情報システム統合基盤再構築業務　　　　　          104,100千円
　　ウ　情報システム端末等購入   　                         9,343千円
　　エ　新内部情報システム群構築業務　　　　　　　　　　　 56,259千円
　　オ　イメージスキャナ購入　　　　　　　　 　               644千円

２　情報システムの維持・管理
　(1) 情報システム統合基盤保守・運用業務（４月～９月）     60,704千円
　(2) 情報システム統合基盤機器賃借料（４月～９月）　　　　 14,890千円
　(3) 情報システム統合基盤保守運用サービス（10月～３月）   48,901千円
　(4) 情報システム運用管理業務    　                       13,530千円
　(5) 住民情報システム群保守・運用業務
　　ア　住民情報システム保守・運用業務　                   52,954千円
　　イ　滞納管理システム保守・運用業務　                      491千円
　　ウ　生活保護システム保守・運用業務　                    1,287千円
　　エ　被災者支援システム保守・運用業務　　　　　　    　　1,485千円
　　オ　住民情報システム改修業務（社会保障・税番号関連）　　3,630千円
　　カ　滞納管理システムリモート接続回線変更業務等　　　　　2,164千円
　(6) 内部情報システム群保守・運用業務
　　ア　ホームページ作成システム保守・運用業務            　2,563千円
　　イ　人事給与システム保守・運用業務　                    5,393千円
　　ウ　文書管理システム保守・運用業務　                    1,844千円
　　エ　財務会計システム保守・運用業務　                    4,501千円
　　オ　新内部情報システム保守・運用業務（10月～３月） 　　 6,646千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 502,408,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 行政情報化推進事業
決算書ページ

105

目的及び
事業内容

　各種行政事務を効率的に処理するため，情報システム統合基盤，住民情報システム
群，内部情報システム群及び総合行政ネットワークシステム等の整備・運用・維持管理
等を行う。

所 管 課 震災復興・企画部情報政策課 予算科目 ２款　１項　15目　情報化推進費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）⑨地域情報化の推進
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成 果 と
課　　題

【成果】
　子どもから高齢者，歩行者・ドライバーの交通安全意識の高揚が図られた。

【課題】
　交通事故件数は前年と比較し減少しているが，高齢人口の増加により，高齢者による
交通事故の増加が懸念されることから，高齢者の交通事故防止対策についてより一層の
推進が必要である。

一般財源

決算額 15,263,128 1,019,000 0 0 14,244,128

実施状況

１　交通安全運動等の実施
　運動期間中に啓発品を配布するなど啓発活動を実施し，交通安全と事故防止を呼び掛
けた。また，小学校に入学する子どもたちと保護者の交通安全意識の高揚を図った。
　(1) 春の交通安全市民総ぐるみ運動（令和３年４月６日～15日）
　(2) 夏の交通事故防止運動　　　　（令和３年７月21日～８月20日）
　(3) 秋の交通安全市民総ぐるみ運動（令和３年９月21日～30日）
　(4) 年末の交通事故防止運動　　　（令和３年12月１日～31日）
　(5) 交通安全新入学おめでとう訪問活動（令和４年１月25日～２月24日）
　　（各保育所・幼稚園等を訪問しながら，横断歩道シートを使用した実技指導及び，啓発品等を

　　　配付。）※おめでとう大会代替事業

２　交通指導隊出動状況

３　各種団体等への補助金
　(1) 気仙沼市交通安全推進協議会補助金　　　　　　　　　370千円
　(2) 気仙沼地区交通安全協会補助金　　　　　　　　　　　670千円
　(3) 高齢運転免許取得者教育事業補助金　　　　　　 　　  38千円

４　市内主要地点交通量調査　調査地点　市内14箇所　 　　1,320千円
　（市役所前・上田中交差点前・本町橋南側・気仙沼大橋東側・曙橋東側・八幡大橋東側・新月
　　駐在所前・面瀬橋北側・階上駐在所前・旧大島フェリー発着所前・唐桑小学校入口前・小原

　　木駐在所前・津谷バイパス交差点①（国道45号側）・津谷バイパス交差点②（国道346号側））

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 18,035,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 交通安全に関する経費
決算書ページ

107

目的及び
事業内容

【目的】
 「交通事故のないまち」，「交通死亡事故ゼロ」を目指し，安全で安心して暮らせる
まちづくりを実現するため，市内における交通道徳の高揚及び交通安全運動の推進，交
通事故防止を目的とし，以下の事業を実施する。

【事業内容】
・交通指導員委嘱により交通指導隊を組織し，交通安全教育や街頭指導等を実施する。
・市内交通安全関係団体等で構成される交通安全推進協議会を組織し，各種交通安全運
　 動を展開する。
・警察署や気仙沼地区交通安全協会等関係機関・団体等と連携して，交通安全の推進を
　 図る。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ２款　１項　16目　交通安全対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（１）③交通安全対策と防犯対策の充実
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成 果 と
課　　題

【成果】
１　日本語教室については，一定人数の参加者がおり，日本語学習だけでなく交流の機
　会にもなっている。
２　昨年の課題であったコロナ禍での開催について，一部の教室に関してはオンライン
　授業で実施し，学習機会の確保につなげた。
３　相談業務においては，悩みを抱えている在住外国人の不安解消につながっている。
４　コロナによる事業の中止があったものの，市政情報番組「市役所だより」(K-NET）
　で多文化共生等についての啓発を行うなど新しい取り組みも行い，市民の意識啓発の
　一助となった。

【課題】
１　技能実習生も含めた外国人が，市民として受け入れられるよう，互いの文化の違い
　を理解する学習の場や，交流の場の提供などの事業が今後もさらに求められている。
２　交流事業に関しては，コロナ禍でも実施可能な交流の仕方を工夫し，開催していく
　必要がある。

一般財源

決算額 1,174,535 519,220 0 85 655,230

実施状況

１　生活相談
　　在住外国人の生活上における相談（翻訳含む）　相談件数10件

２　日本語教室
　(1) ボランティア団体の協力を得て，基礎的な日本語の習得を目的とし定期的に
 　  開催。
　　　　毎週木曜日・年23回開催・受講者延べ161人（７人程度/回）
　(2)市主催でNPO法人への委託による日本語教室を開催。
　　　　月２回日曜日・年10回開催・受講者延べ158人（16人程度/回）
　(3) ボランティア団体が主催する日本語教室の支援を実施。

３　交流事業及び多文化共生事業
　　多文化共生啓発事業として，市政情報番組「市役所だより」（K-NET)で，本
　　大使館や多文化共生についての啓発を行った。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 2,286,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 小さな国際大使館に関する経費
決算書ページ

107～109

目的及び
事業内容

　市内に在住する外国人の生活の不便・不安を解消するための相談，日本語教室の開
催，行政情報の提供や交流事業などを開催し，国際理解を深めながら地域の国際化と多
文化共生社会の実現を図る。

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　17目　国際交流等推進事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）②地域間交流・国際交流の推進
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事 業 名 国際交流に関する経費
決算書ページ

109

目的及び
事業内容

  外国の市町との国際交流事業などを通じて国際理解を深めながら，地域の国際化と多
文化共生社会の実現を図る。
　友好都市　中華人民共和国浙江省舟山市
　姉妹都市　コスタリカ共和国プンタレナス

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　17目　国際交流等推進事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）②地域間交流・国際交流の推進

一般財源

決算額 307,756 0 0 0 307,756

実施状況

１　気仙沼市国際交流協会へ，補助金270千円を交付するとともに，協会の活動を通
　　じて，在住外国人との交流事業等を実施。
　
２  駐日アイスランド大使が来訪し，市内企業と懇談を実施。

３　駐日米国大使が来訪し，市内視察等を実施。

４　インドネシア共和国との交流については，復興「ありがとう」ホストタウン事業
　において実施。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,849,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　二か国の駐日大使が来訪し，本市の復興状況や市内企業等を視察するなど，現状を伝
えることができた。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症の影響により，外国の方々との交流が難しい状況である
が，コロナ禍に配慮した交流事業等を実施し，多文化共生の推進に取り組む必要があ
る。
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決算額 2,905,695 149,000 0 0 2,756,695

【成果】
　2020東京オリンピック・パラリンピックの復興「ありがとう」ホストタウンの相手国
であるインドネシア共和国はじめ，国内外の復興支援をいただいた方々に感謝の気持ち
と本市の復興の様子を発信できた。
　また，本市とインドネシアの繋がり等を周知したことで，大会終了後の末永い交流も
期待でき，本市の多文化共生の推進にも繋がった。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症の影響により，イベントの実施には様々な制限等が設けら
れ，インドネシアの方々との交流が難しい状況であった。安全・安心なイベント実施を
心掛け，インドネシア共和国とのより一層の交流に繋げたい。

目的及び
事業内容

　2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を契機にインドネシア共和国を相手国
として「復興『ありがとう』ホストタウン」に登録したことから，インドネシア共和国
との末永い交流と復興支援に対する感謝の気持ちを表すとともに，大会に関連する事業
を実施し，震災からの復興状況や感謝の気持ちを国内外の方々に広く発信する。

１　「東京2020公式アートポスター」展
　　東京オリンピック組織委員会から国内外の著名人がデザインしたアートポスターの
　提供を受け，リアスアーク美術館とイオン気仙沼店へ掲示し，東京大会への機運醸成
　を図った。

２　東京2020オリンピック聖火リレー出発式
    本市がオリンピック聖火リレーの宮城県の出発地になったことから出発式を行い，
　市営鹿折南住宅～海の市間を聖火でつなぎ，オリンピックの機運醸成を図った。

３　東京2020パラリンピック聖火リレー採火イベント
    パラリンピック聖火リレーの火種を採火し，パラリンピックに向け機運醸成を図っ
　た。

４　東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレー記念　さくら植樹式
　　オリンピック・パラリンピックの聖火リレー開催を記念し，オリンピック聖火リレ
　ー宮城県出発地の市営鹿折南住宅広場にさくらを植樹した。

５  駐日インドネシア大使館表敬訪問
    駐日大使が新たに就任されたことから，震災復興支援の御礼や今までの交流の歴
  史，今後のさらなる交流継続について意見交換を行った。

６　駐日インドネシア大使来訪
　　駐日大使，文化，経済担当官等が来訪し，市内視察や市内企業等と懇談を行い，今
　後の文化交流や経済交流について，意見交換を行った。

７　気仙沼とインドネシアの小学生交流事業
    オンラインによる交流を実施し，多文化共生の推進を行った。

８　東京2020オリンピック聖火リレー記念銘板設置
    本市が，東京2020オリンピック聖火リレーの宮城県での出発地となったことから，
　スタート地点（市営鹿折南住宅）とゴール地点（海の市）に記念銘板を設置した。

（単位：円）予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

予算額 4,442,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

実施状況

事 業 名 復興「ありがとう」ホストタウンに関する経費
決算書ページ

109

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　17目　国際交流等推進事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）②地域間交流・国際交流の推進
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1,162,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

（単位：円）

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　18目　男女共同参画推進費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－１対話・共創・協働（１）⑥ 男女共同参画，女性活躍の推進，多文化共生社会の推進

実施状況

決算額 602,502 40,000 0 0 562,502

事 業 名 男女共同参画推進に関する経費
決算書ページ

109～111

目的及び
事業内容

　職場・地域・家庭等の社会のあらゆる分野で，男女が対等なパートナーとして支え合
う男女共同参画社会の実現を目指し，意識の醸成を図る。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

成 果 と
課　　題

予算額

【成果】
１　新型コロナウイルス感染症の影響下にあったが，オンライン配信活用や人数制限を
　行い，講座を開催した。参加者の男女共同参画意識，人権尊重，ＤＶ予防意識の啓発
　が図られた。
２　ＤＶ総合相談窓口としてＤＶ相談のほか，女性の悩み相談を受け付けており，女性
　が様々な不安を話せる場所，心の拠り所として定着している。

【課題】
１　若年層，男性参加者が少ないなどの啓発講座の課題に対応するため，企画，運営に
　係る職員の知識のスキルアップが必要である。
２　ＤＶ相談対応のため，職員の専門的知識の向上や相談技術のスキルアップが必要で
　ある。

１　人権啓発活動事業
　　　「ＤＶ予防啓発講座」　※オンライン配信講座
　　　講師：仙台弁護士会所属弁護士　石杜　恵理　氏
　　  ７月12日（ワン・テン庁舎大ホール）　 　参加者：46人（一般対象）

２　男性にとっての男女共同参画地域推進事業　(宮城県との共催事業）
　　　「おかえりモネに学ぶ　これからの働き方・生き方講座」
　　　講師：Kａｚｉプロジェクト　代表　木村　秀則　氏
　　　11月21日（ワン・テン庁舎大ホール）　　参加者：25人（一般・職員対象）

３　男女共同参画・多様な視点からの防災対策実践講座　(宮城県との共催事業）
 　　 講師：特定非営利活動法人イコールネット仙台　常務理事　宗片　恵美子　氏
 　   10月12日（本庁舎３階会議室）　　 参加者：31人（一般対象）
　
４　ＤＶ等女性相談事業
　　　ＤＶ専門相談員を1名委嘱し，月例相談会を毎月３回実施したほか，専用電話を設置して，
　　対応した。
　　 　・相談件数　198件（40人）　　うちＤＶ相談件数78件（19人）

５　各種女性団体連絡協議会の運営支援
　　　 ・加入団体　15団体　延べ会員 2,669人
　　　 ・研修会　　　11月5日（ワン・テン庁舎大ホール）　参加者：25人（会員）
　　　　　　　　　　　　　「海洋プラスチック削減についての私たちの取り組み」
　　　　　　　　　　　　　講師：気仙沼市各種女性団体連絡協議会会長　鈴木 玲子 氏
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事 業 名 女性人材育成事業
決算書ページ

111

目的及び
事業内容

【目的】
　「女性活躍推進法」を推進するにあたり，様々な分野での女性の参画や活躍の拡大が
一層必要とされることから，女性人材を発掘・育成する。

【事業内容】
　女性が地域社会の様々な分野で活躍するためのスキルの習得や，コミュニケーション
能力の向上を図るための連続講座「アクティブ・ウーマンズ・カレッジ」の開催。

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　18目　男女共同参画推進費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－１対話・共創・協働（１）⑥ 男女共同参画，女性活躍の推進，多文化共生社会の推進

一般財源

決算額 1,850,159 925,079 0 0 925,080

実施状況

　「アクティブ・ウーマンズ・カレッジ」の実施
　（企画・運営：特定非営利活動法人ウィメンズアイ） 連続講座全６回　修了者21人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,869,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
１　地域で活躍する女性たちから実践方法などを学ぶことで，自分自身のスキルアップ
　に繋げるとともに，毎回ワークショップを行うことで，受講生同士のつながりが生ま
　れ，学びの機会が得られた。
２　連続講座の形式ではあったが，欠席者への補講対応等フォロー体制や，負担なく受
　講できる環境を整えたことから，参加者全員が終了することができた。

【課題】
　受講者の多くが子育て世代だったことから，新型コロナウイルス感染症の影響によ
り，講座を延期した。
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事 業 名 生活路線バス運行事業
決算書ページ

111

目的及び
事業内容

【目的】
　地域住民（特に高齢者や高校生等）の交通の利便を確保し，地域の振興と福祉の向上
を図るため，生活路線バスの運行を委託・補助し，日常生活の安定に寄与する。

【事業内容】
１　ミヤコーバス自主運行路線に対する補助金交付
２　廃止代替路線等の委託運行
３　効率的な運行に向けた路線再編や新たな交通サービスの検討

所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　19目　総合交通対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）⑧公共交通網の整備

一般財源

決算額 177,319,636 4,138,000 0 0 173,181,636

実施状況

１　自主運行路線への補助　　　　　7,800千円
　(1) バス運行対策費補助金(国・県補助嵩上げ)　　１路線１系統(御崎線)
　(2) 生活路線バス維持対策費補助金(市単独補助)　２路線３系統(御崎線・大沢線)

２　廃止代替路線等の委託運行　　　169,520千円
　(1) ミヤコーバス委託　　　８路線15系統
　(2) 乗合タクシー委託　　　４路線８系統
　(3) 市内循環バス委託　　　１路線１系統

３　地域の実情やニーズにあった交通網の検討
　効率的な交通網の整備に向け，地域や民間事業者と連携し，各種実証運行の実施に向
けた検討を行った。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 178,952,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　市民の生活を支える生活路線の維持継続を図ることで，高齢者や高校生などの通院・
通学・買い物等の利便を確保し，生活の安定を図ることができた。また，民間活力を利
用しながら，新たな交通サービスのひとつとしてデマンド交通の実証運行に向け協議が
進んでいる。

【課題】
　人口減少やマイカー利用者の増加により，路線バスの利用者が年々減少している。ま
た，新型コロナウイルス感染症拡大が利用者減少に拍車を掛ける形となった。応急仮設
住宅の利便確保のため交付されていた国の補助も終了し，市の財政負担が大きくなって
おり，路線再編に加え，地域に合った新たな交通サービスの提供など，効率的な交通体
系の整備が急務となっている。

-65-



事 業 名 復興祈念公園整備事業
決算書ページ

113

目的及び
事業内容

　東日本大震災により犠牲となられた方に対する追悼と鎮魂の場であるとともに，防災
への想いを新たにする場，地域の再興を実感しながら未来永劫の安寧を祈る場として，
復興祈念公園を整備する。

所 管 課 総務部総務課 予算科目 ２款　１項　20目　震災復興推進費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実

一般財源

決算額 31,435,800 0 0 0 31,435,800

実施状況

１　復興祈念公園アクセス道路改良工事：25,851千円
　(1) 期間　令和３年２月９日～令和３年12月28日
　(2) 内容　市道陣山１号線等の改修工

２　復興祈念公園アクセス道路改良工事監督支援業務：5,585千円
　(1) 期間　令和３年４月１日～令和３年12月28日
　(2) 内容　工事監督支援，修正設計等業務支援

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 31,500,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　復興祈念公園と内湾地区を接続する歩行者通路の安全確保及び周辺道路の路面状況等
の改善が図られた。
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事 業 名 地区別震災慰霊碑等整備事業
決算書ページ

113

目的及び
事業内容

【目的】
　震災慰霊碑等を設置する団体に補助を交付し，慰霊の場のほか，津波の事実，教訓，
命の大切さを後世に伝える場を整備する。

【事業内容】
１　交付対象　慰霊碑等建立団体
 
２　交付金額　対象経費の１／２以内（上限：100万円）

３　交付範囲　各地区※原則２件まで
　　※気仙沼，鹿折，松岩，新月，階上，大島，面瀬，中井，唐桑，小原木，小泉，
　　　津谷，大谷

４　補助期間　平成28年度～令和３年度

所 管 課 総務部総務課 予算科目 ２款　１項　20目　震災復興推進費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実

一般財源

決算額 104,000 0 0 0 104,000

実施状況

１　実施件数　１件

２　地 区 名　階上地区

３　団体名称　東日本大震災長磯・最知地区物故者慰霊碑建立の会

４　交付金額　104千円（交付決定額804千円のうち700千円は令和２年度に概算払済）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,300,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　本補助金を活用して市内に計４基（階上地区２基，小原木地区１基，大谷地区１基）
の慰霊碑が整備された。
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事 業 名 震災伝承費
決算書ページ

113

目的及び
事業内容

【目的】
　東日本大震災の記憶と教訓を地域と世代を超えて人々に伝承するとともに，本市が目
指す「津波死ゼロのまちづくり」に寄与する。

【事業内容】
　震災伝承施設として東日本大震災遺構を保存・管理し，隣接する震災伝承館と一体的
な利活用を行い，防災・減災教育の充実を図る。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ２款　１項　20目　震災復興推進費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実

一般財源

決算額 57,625,152 0 0 20,294,990 37,330,162

実施状況

１　東日本大震災遺構・伝承館の管理運営
　(1) 指定管理料　                                        55,955千円
  (2) 指定管理者　気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館管理運営グループ
　　　　　　　　　（指定期間：平成31年１月４日～令和６年３月31日）
　(3) 入館者数　　41,378人（令和３年４月１日～ 令和４年３月31日）
　　　　　　　　　※うち，無料入館者数2,181人
　
２　東日本大震災遺構・伝承館　修繕
　　地震等により破損した遺構のエキスパンションジョイント，雨樋等の修繕を実施し
  た。
　　また，雨水が遺構エレベーターホールへ流入するため，入館者の安全確保及び
　エレベーターの故障防止のため排水溝修繕を実施した。
　(1) 東日本大震災遺構・伝承館施設修繕　　　　　　　　　　 　453千円
　(2) 東日本大震災遺構・伝承館施設排水溝修繕　　　　　　　 　447千円
　
３　東日本大震災遺構・伝承館　クリアファイル等印刷
　　イベント等において伝承館の啓発を図るため，クリアファイル，ステッカー等を
　印刷した。
　 ・ 東日本大震災遺構・伝承館クリアファイル等　　　　　　　 770千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 57,855,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　施設見学に加え，市内の中学校や高校の生徒有志による語り部活動をサポートし，若
い世代への震災伝承活動を行うなど，震災の記憶の風化防止と防災意識の向上が図られ
た。
　施設の修繕を行い，来館者の安全を図った。
　また，イベント等で配布する啓発品を作成し，伝承館の普及・啓発に務めた。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症の影響により，令和３年度の入館者目標50,000人に対して
来館者数41,378人と目標を達成できなかった。
　来館者回復に向けて，地域の観光施設等との連携やダイレクトメール等による来館者
確保の取組を積極的に展開する必要がある。
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事 業 名 震災復興会議等に関する経費
決算書ページ

113～115

目的及び
事業内容

【目的】
　市震災復興計画に位置付けた復興に向けた重点事業の進行管理や評価を行うととも
に，適宜意見・提言等をいただきながら事業を推進していくため，各種会議を開催す
る。
　また，各種復興財源等を原資とする基金は，内外から寄せられる寄付金等を積立てる
とともに，適切な管理を行う。

【事業内容】
１　震災復興会議等の開催
２　各種復興財源等を原資とする基金の適正管理

所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　20目　震災復興推進費

総計基本施策分類 〈復興分〉

一般財源

決算額 82,891,013 0 0 14,552,248 68,338,765

実施状況

１　震災復興会議等の開催
  ・震災復興推進フォーラム　　　　　　　１回

２　各種復興財源等を原資とする基金の適正管理
　(1) 東日本大震災復興基金の積立
　　ア　東日本大震災復興基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　  66,733千円
　　イ　東日本大震災復興基金積立金（利子積立）    　　　　　　　    　　17千円
　　　※３年度末残高　　　　　　　    　683,146,637円
　(2) 東日本大震災復興支援寄附基金の積立
　　ア　東日本大震災復興支援寄附基金積立金　　　　　　　　　　　  　14,533千円
  　イ　東日本大震災復興支援寄附基金積立金（利子積立）　　　　　   　　　1千円
　　　※３年度末残高　　　　　　　　     58,394,891円
　(3) 復興記念事業基金の積立
　　ア　復興記念事業基金積立金（利子積立）　　　　　　　　　　  　 　　　1千円
　　　※３年度末残高　　　　　　　　      3,222,463円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 83,754,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　震災復興推進会議については，新型コロナウイルス感染症の影響により開催すること
が出来なかった。
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所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　20目　震災復興推進費

総計基本施策分類 〈復興分〉

事 業 名 東日本大震災復興10年記念事業
決算書ページ

115

目的及び
事業内容

【目的】
　東日本大震災から10年の節目となる令和３年において，震災で犠牲になられた方々，
復興支援を行って頂いた方々，未来を生きる市民，そして，市民（自分）自身に対し
て，追悼，感謝，絆，希望，教訓等の想いを込めたイベントを市民自らが実施し，又は
参加することで，復興の第２ステージとして，本市のさらなる発展につなげる。
【事業内容】
　市民が主体となり構成される民間団体等が自ら企画・実施するイベントに対し，補助
金の交付や名義使用などの支援を行う。また，市と民間団体の協働により行う記念事業
を行う。
【実施期間】
　令和３年３月から令和４年３月まで

実施状況

１　民間団体が主催する事業（補助金）
　(1) 第１次募集（募集期間：令和２年８月３日から10月30日まで）
　　ア　応募件数　　　 　20件
　　イ　交付決定件数　　 16件
　　ウ　R３年度実施件数  10件（R２年度　３件）
　　エ　補助金額　　　　 8,386千円

　　オ　交付取消件数　 　１件（R２年度　２件）
　 　　　　　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症の影響による中止

　(2) 第２次募集（募集期間：令和３年２月１日から４月30日まで）
　　ア　応募件数　　　　15件
　　イ　交付決定件数　　15件
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実施状況

決算額 30,462,000 3,000,000 0 19,076,000 8,386,000

　
　　ウ　実施件数　　　　15件
　　エ　補助金額　　　　14,158千円
　

２　市が主体的に行う事業（負担金）
　(1) 気仙沼スローフェスタ2021実行委員会負担金及び関連事務費
　　ア　実施期間　令和３年11月６日（土）・７日（日）
　　イ　場所　　　気仙沼市内湾エリアほか
　　ウ　内容　　　シンポジウム，ステージイベント，飲食・物販ブース，各種啓発
　　　　　　　　　事業，関連事務費等
　　エ　来場者数　約25,000人（延べ人数）
　　オ　負担金額　6,418千円
　(2) オール気仙沼防災フォーラム実行委員会負担金
　　ア　内容      東日本大震災から10年の意識調査（全世帯対象）
　　イ　負担金額　1,500千円（フォーラムの開催費用等については，実行委員会会計
　　　　　　　　　　　　　　で繰り越し次年度に実施）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 34,950,000 市債 その他 一般財源国(県)支出金

成 果 と
課　　題

【成果】
　実施した事業がいずれも全国的にマスコミに取り上げられ，追悼，感謝，絆，希望，
教訓等の想いを全国へ向けて発信できた。また復興の第２ステージへ向けて本市のPRに
も繋がった。
【課題】
　新型コロナウイルス感染症の影響により，一部の事業で中止や計画変更を余儀なくさ
れた。
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事 業 名 震災復興記録誌作成事業（東日本大震災復興交付金事業）
決算書ページ

115

目的及び
事業内容

【目的】
　本市の復旧・復興の取り組み内容を網羅的に記録し，広く伝えることにより，記憶の
風化防止と住民はもとより将来世代の防災意識の醸成にやくだてるとともに，今後も起
こり得る災害、その後の復旧・復興を速やかに行うための基礎資料とする。

【事業内容】
　被災状況や復旧・復興、被災者支援などの取組内容を記録した復興記録誌を作成す
る。

所 管 課 震災復興・企画部　震災復興・企画課 予算科目 ２款　１項　20目　震災復興推進費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実

一般財源

決算額 19,552,500 0 0 0 19,552,500

実施状況

○　震災復興記録誌作成業務
　(1) 委託先　　　株式会社ユーメディア
　(2) 委託金額　　23,182,500円
　(3) 委託内容　　企画，資料収集，取材，原稿作成，デザイン，編集，校正，印刷
　　　　　　　　　　製本等，気仙沼市震災復興記録誌の作成に必要な業務一式
　　　　　　　　　　【規格】Ｂ５版縦，506頁，カラー刷り，(表紙を含む）
　　　　　　　　　　【部数】1,000部
　　　　　　　　　　　　　　(配布先：国・県の関係機関，派遣職員の派遣元自治体
　　　　　　　　　　　　　　 自治会，市内関係機関団体等）
　(4) 完　　成　　 令和４年２月

　　　（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金［令和２年度繰越事業］15,642千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 19,553,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　
【成果】
　震災復興記録誌「海と生きる」を発行することで，本市における10年間の復旧・復
興への取組を記録・総括し、改めて防災，減災について考える機会となった。
　また，今後も起こり得る災害に対して，速やかで効率的な復旧・復興の基礎資料と
なった。
　
【課題】
　震災記憶の風化を防ぎ，教訓を将来世代に引き継ぐための継続した取組が重要であ
る。
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事 業 名 コミュニティ形成支援事業
決算書ページ

115

目的及び
事業内容

【目的】
　被災者が防災集団移転や災害公営住宅等の住宅再建先で，地域住民とのコミュニティ
形成などを行う活動等を支援し，自立したコミュニティを形成する。
　このことを実現するため，コミュニティの立ち上げ，地域課題に関する取組や住民交
流の活発化等の取組に対し支援を行う。

【事業内容】
１　コミュニティ活動に対する専門家派遣
２　コミュニティ活動に対する財政補助
３　地域団体や支援団体に対する相談業務等

所 管 課 震災復興・企画部地域づくり推進課 予算科目 ２款　１項　20目　震災復興推進費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅰ－１対話・共創・協働（１）① 産業人材・まちづくり人材の育成，対話・共創の場の活用

一般財源

決算額 7,290,188 7,290,188 0 0 0

実施状況

「コミュニティ形成支援事業」として，一般社団法人気仙沼まちづくり支援センターに
業務を委託し，以下の業務を行った。

１　コミュニティ活動に対する専門家派遣
　　専門的支援を要するコミュニティ組織に対して専門家を派遣し，会合での意見調整
　やイベント運営に係る支援を行った。
　 (1) 専門家派遣人数　13人（延べ人数 45人）
　 (2) 派遣先団体数　７団体（述べ数 29団体）

２　コミュニティ活動に対する補助金交付
　  小規模なコミュニティ活動団体に対する財政支援を行い，住民団体や支援団体に
  よる活動を促進した。
　　・補助を活用し交流活動を実施した団体　２団体

３　地域団体や支援団体に対する相談業務等
　  コミュニティ形成やその活動等に関する要望や相談を受け，専門家の紹介やその派
  遣調整等を行った。
　　・延べ相談対応数　434件

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,000,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　専門家の助言や交流活動を通じて，住民同士のつながりや信頼関係の構築が図られ
た。また，専門家が入ることにより，地域住民だけでは得られない外部の視点や，専門
的な知見，第三者による仲介や調整が可能となり，被災者のコミュニティ形成や地域課
題に関する取組の活性化が図られた。

【課題】
　本支援事業終了後においても，地域による自主的かつ持続的なコミュニティ形成及び
運営が可能となるよう，各々のコミュニティの形成段階に応じ，段階的に支援していく
必要がある。
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事 業 名 新庁舎建設事業
決算書ページ

115

目的及び
事業内容

老朽化した市役所本庁舎について，令和８～９年度の完成を目指し，建て替えを行う。

所 管 課 総務部財産管理課 予算科目 ２款　１項　21目　新庁舎建設事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（１）①効率的な行政運営と人材育成

一般財源

決算額 165,113,992 0 39,000,000 10,160,692 115,953,300

実施状況

１　新庁舎建設に係る各種業務委託
　(1) 気仙沼市新庁舎建設基本計画策定支援業務 [令和２年度繰越事業]　 15,953千円
　　・委 託 先：株式会社梓設計 東北事務所
　　・履行期間：令和２年５月29日から令和３年７月30日まで
　(2) 旧気仙沼市立病院解体調査設計業務 　　　　　　　　　　　　　　 34,141千円
　　・委 託 先：株式会社梓設計 東北事務所
　　・履行期間：令和３年６月９日から令和４年１月19日まで
　(3) 旧気仙沼市立病院解体に係るテレビ受信状況調査業務　　　 　　　 　 116千円
　　・委 託 先：気仙沼ケーブルネットワーク株式会社
　　・履行期間：令和３年12月28日から令和４年３月15日まで
　(4) 新庁舎建設事業用地に係る不動産鑑定業務　　　　　 　　　　　  　　 97千円
　　・委 託 先：青葉不動産鑑定株式会社
　　・履行期間：令和３年６月２日から令和３年７月15日まで
　(5) 新庁舎建設基本・実施設計者選定支援業務　　　　　　　　　　  　 7,216千円
　　・委 託 先：パシフィックコンサルタンツ株式会社　東北支社
　　・履行期間：令和３年10月25日から令和４年３月31日まで

２　事業用地取得
　　・取得筆数：２筆　　取得面積：261.17㎡　　　　　　　　　　 　　　6,126千円
　　・用地取得に係る移転補償費：１件　　　　　　　　　　　　　 　　 　　87千円

３　先進地視察の実施
　　・実施日：令和３年11月16日～17日
　　・視察先：１日目　埼玉県越谷市役所，埼玉県吉川市役所
　　　　　　　２日目　千葉県習志野市役所，神奈川県藤沢市役所
　　・参加者：５名

４　庁舎建設基金の積立
　　・令和２年度末残高　751,481,724円
　　・今年度積立額　　　100,015,029円　【内訳】一般財源　100,000,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　基金利子　　　 15,029円
　　・今年度取崩額　　 　10,221,000円
　　・令和３年度末残高　841,275,753円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 177,910,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　新庁舎建設基本計画を策定した。（令和３年７月策定）
　事業敷地内にある民有地の用地取得を完了させた。
　新庁舎建設基本・実施設計業務を実施するにあたり，公募型プロポーザルにより受託
者を選定し，契約締結を行った。
　　・業 務 名：気仙沼市新庁舎建設基本・実施設計業務
　　・履行期間：令和４年３月31日から令和６年６月28日まで
　　・委 託 料：310,640,000円（令和３年度支出なし）
　　・受 託 者：久米設計・国際航業気仙沼市新庁舎設計共同企業体
【課題】
・市の将来の財政負担を考慮した事業費抑制
・年次計画に基づく建設の推進
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事 業 名 平和事業の推進に関する経費
決算書ページ

115～117

目的及び
事業内容

　
　非核平和都市宣言（平成18年９月27日議決）の精神に基づき，市民が平和で安全な環
境のもとに，人間としての基本的な権利と豊かな生活を維持できるよう，市民と協力し
て平和行政を推進する。

所 管 課 総務部総務課 予算科目 ２款　１項　22目　諸費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（１）①平和行政の推進

一般財源

決算額 66,656 0 0 0 66,656

実施状況

１　青少年ピースフォーラムへの中学生派遣:　0千円
　  毎年８月，長崎市で開催される標記集会に市内中学生を派遣
　　令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大を防止するためオンライン形式で開催
　(1) 日程　　令和３年８月９日(月)
　(2) 参加者　条南中学校生徒２名

２　平和に関する作文コンクール:　37千円
　　毎年，市内全中学生を対象に実施
　(1) 募集期間　令和３年６月14日(月)～９月17日(金)
　(2) 応募数　　市内中学校９校から120点

３　平和学習報告会
　　毎年，上記２件に係る市民への発表の機会として実施
　(1) 日程　　　令和３年11月20日(土)
　(2) 場所　　　気仙沼市地域交流センター　大ホール
　(3) 参加者数　40名

４　日本非核宣言自治体協議会負担金:　30千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 751,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　継続実施により，各行事については定着し，市民意識の向上が図られている。

【課題】
　作文の応募数が年々減少している。
　若い世代を中心にさらなる意識向上に繋げるため，各取組の市域全体への広がり，浸
透を図る工夫が必要である。
　その他，コロナ禍で各行事の中止が余儀なくされることを踏まえ，開催方法の工夫や
代替事業等を検討する必要がある。
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成 果 と
課　　題

【成果】
 「地域の安全は地域の手で」というスローガンのもと，警察署と連携し，地域安全運
動の展開を活性化させ，安全で安心なまちづくりと地域の防犯意識の高揚が図られた。

【課題】
　震災による活動の休止や，隊員数が減少した単位防犯協会もあり，活動再開や充実に
向けた支援が必要である。

一般財源

決算額 4,624,050 0 0 0 4,624,050

実施状況

１　各種団体への運営負担金・補助金
  (1) 宮城県防犯協会連合会負担金　　　　　　　  　 195千円
  (2) 気仙沼地区防犯協会連合会負担金　　　　　　 1,110千円
  (3) 気仙沼市暴力団追放対策協議会負担金　　  　　 450千円
  (4) 気仙沼市防犯協会補助金　　　　　　　　　   2,400千円

２　防犯カメラ設置費補助金　　　　 　　　　　　　　　464千円
      交付先：松岩地区防犯協会
　    設置数：４台

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,673,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 防犯対策に関する経費
決算書ページ

117

目的及び
事業内容

　
【目的】
　防犯意識の高揚を図り，犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進する。

【事業内容】
　防犯関係団体への支援を行うことにより，防犯協力の円滑な発展を促進する。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ２款　１項　22目　諸費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（１）③交通安全対策と防犯対策の充実
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成 果 と
課　　題

【成果】
　東日本大震災により犠牲になられた方々の御遺族や市民の方々が献花し，遺族の思い
を受け止めるとともに，震災によりもたらされた経験と教訓を思い起こし，次世代に引
継ぐことの重要性を共有することで防災意識の向上を図った。

【課題】
　令和５年以降の「追悼と防災のつどい」について，共催する東北大学災害科学国際研
究所との内容の検討が必要である。また2026年（15年），2031年（20年）の節目となる
年には追悼式を開催する。

一般財源

決算額 3,005,591 0 0 3,005,591 0

実施状況

○　令和４年気仙沼市東日本大震災追悼と防災のつどい　　　　3,006千円
　(1) 日時　令和４年３月11日（金）　午前10時から午後７時まで
　(2) 会場　気仙沼中央公民館
　(3) 内容　○献花（献花者：1,017人）10:00～19:00
 　　　　　 ○追悼と防災のつどい（来場者：192人）13:00～16:00
　　　　　　・基調講演：講師 東北大学災害科学国際研究所　今村文彦所長
　　　     　「震災伝承と防災教育 － 教訓を活かした地域づくりと人材育成
　　　　　　　のために － 未来への伝言」
　　　　　　・活動報告：地区防災の取組事例（鹿折まちづくり協議会）
　　　　　　　　　　　　市内防災教育の取組状況（東北大学災害科学国際研究所）
　　　　　  ・パネルディスカッション：「震災伝承と防災教育」
　　　　　  ○関連行事や展示等　10:00～19:00
　　　　　　・ＮＨＫ関連財団による催し等
　　　　　　・東北大学災害科学国際研究所による展示
　　　　　　・パネリスト団体の活動紹介パネル展示

　(4) 参考　来場者数（献花者）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 5,000,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 追悼と防災のつどいに関する経費
決算書ページ

117～119

目的及び
事業内容

　東日本大震災により犠牲となられた方々を追悼するとともに，震災で学んだ多くの教
訓を次世代に引き継ぎ，新たな災害に備えるため，これまでの復旧・復興への支援に対
する感謝も込め「追悼と防災のつどい」を開催する。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ２款　１項　22目　諸費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実
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１　コンビニ交付サービス事業

　(1) システム関連業務委託 4,356千円

　(2) 証明書交付センター運営負担金 2,728千円

　(3) コンビニ交付事業者委託手数料   528千円

２　令和３年度各種証明書コンビニ交付利用状況

住民票 通

印鑑証明 通

戸籍（全部事項証明） 通

戸籍（個人事項証明） 通

戸籍の附票 通

課税（非課税）証明書 通

合計 通

その他 一般財源

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

発行数証明書の種類

2,075

1,567

526

239

109

383

4,899

市債

所 管 課 市民生活部市民課 予算科目 ２款　３項　１目　戸籍住民登録費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（１）①効率的な行政運営と人材育成

決算額 7,612,372 0 0 6,907,000 705,372

実施状況

事 業 名 コンビニ交付サービスに関する経費
決算書ページ

129

目的及び
事業内容

【目的】
　コンビニエンスストア等における各種証明書交付サービス（以下「コンビニ交付サー
ビス」という）を実施し，証明交付の時間帯及び交付場所を拡充することにより，住民
サービスの向上を図る。

【事業内容】
　全国のコンビニエンスストア等で，マイナンバーカードを利用した各種証明書の交付
を行う。

（単位：円）

予算額 7,613,000 国(県)支出金

成 果 と
課　　題

【成果】
　日中に窓口に来られない方や遠方にお住まいの方でも，自宅や勤務先の最寄りのコン
ビニエンスストア等で，開庁時間に限らず休日・夜間にも証明書の取得が可能となって
いる。
　マイナンバーカードの交付数の増加に伴い，コンビニエンスストア等での証明書の発
行数も，令和２年度と比較し，2,093通増加しており，利便性の向上が図られている。

【課題】
　マイナンバーカードを所持していても，機器操作の不安等からコンビニ交付を敬遠さ
れる方も多いことから，更に操作方法等の周知に努め，窓口業務における証明書発行事
務コストの削減を図る。
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事 業 名 衆議院議員総選挙に関する経費
決算書ページ

131～133

目的及び
事業内容

　解散に伴う第49回衆議院議員総選挙（解散月日：令和３年10月14日）を執行する。

所 管 課 選挙管理委員会事務局 予算科目 ２款　４項　３目　衆議院議員総選挙費

総計基本施策分類 〈通常分〉

一般財源

決算額 29,663,093 29,663,093 0 0 0

実施状況

１　第49回衆議院議員総選挙　【小選挙区選出議員選挙（宮城県第６区）】
　公示日：令和３年10月19日
　投票日：令和３年10月31日
　定　数：１人　立候補者：２人

２　第49回衆議院議員総選挙　【比例代表選出議員選挙】
　公示日：令和４年10月19日
　投票日：令和４年10月31日
　名簿届出政党等：９

３　第25回最高裁判所裁判官国民審査

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 54,563,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

１　衆議院議員総選挙の小選挙区選出議員選挙の投票率は，全国が55.93％，県が
　55.87％，市が59.49％で，前回の平成29年同選挙の投票率と比較すると全国が2.24
　ポイント，県が3.03ポイント，市が2.47ポイント上回り，前回より高い投票率であっ
　た。
　
２　衆議院議員総選挙の比例代表選出議員選挙の投票率は，全国が55.92％，県が
　55.86％，市が59.47％で，前回の平成29年同選挙の投票率と比較すると全国が2.24
　ポイント，県が3.03ポイント，市が2.47ポイント上回り，前回より高い投票率であっ
　た。

３　最高裁判所裁判官国民審査の投票率は，全国が55.69％，県が55.72％，市が59.17
　％で，前回の平成29年同選挙の投票率と比較すると全国が2.35ポイント，県が
　3.14ポイント，市が2.65ポイント上回り，前回より高い投票率であった。
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成 果 と
課　　題

　宮城県知事選挙の投票率は，県平均が56.29％，市が59.77％で，前回の平成29年同選
挙の投票率と比較すると県平均が3.00ポイント，市が2.39ポイント上回り，前回より高
い投票率であった。

一般財源

決算額 25,638,903 25,638,903 0 0 0

実施状況

○　宮城県知事選挙
　告示日：令和３年10月14日
　投票日：令和３年10月31日
　定　数：１人　立候補者：２人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 49,991,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 宮城県知事選挙に関する経費
決算書ページ

133～135

目的及び
事業内容

　任期満了に伴う宮城県知事選挙（任期満了日：令和３年11月20日）を執行する。

所 管 課 選挙管理委員会事務局 予算科目 ２款　４項　４目　宮城県知事選挙費

総計基本施策分類 〈通常分〉
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事 業 名 各種統計調査事業
決算書ページ

137

目的及び
事業内容

【目的】
　社会・経済の実態を正確に把握し，各種行政施策の基本資料を提供する。

【事業内容】
　統計法等に基づく，国の基幹統計調査の実施。

所 管 課 震災復興・企画部震災復興・企画課 予算科目 ２款　５項　２目　統計調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉

一般財源

決算額 1,872,694 1,872,694 0 0 0

実施状況

１　令和３年度統計調査実施状況
　　・令和３年経済センサス-活動調査（調査基準日：６月１日）　　1,870千円
　
２　令和３年度統計調査事務
　　・経済センサス－調査区管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　３千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,692,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　本市の実態を反映する基幹統計調査を予定どおり実施できた。
　
【課題】
　調査員の高齢化に加え，新型コロナウイルス感染症への感染が危惧される中での調査
員確保が課題。
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事 業 名 地籍調査事業
決算書ページ

137

目的及び
事業内容

　国土調査法に基づき，一筆地毎に土地の位置，形状，地目，面積等の調査を行い，地
籍の明確化を図る。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ２款　５項　３目　地籍調査費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実

一般財源

決算額 65,155,246 44,940,000 0 0 20,215,246

実施状況

１　調査区域
  (1) 外浜の一部，大初平　1.53ｋ㎡
  (2) 古町二丁目　　　　　0.21ｋ㎡

２　実施内容
  (1) 地籍図根三角測量，一筆地調査，細部図根測量，一筆地測量　　30,360千円
      地籍図原図作成，地積測定，地籍図・地籍簿作成，複図作成　　 9,350千円
  (2) 地籍図根三角測量，一筆地調査，細部図根測量，一筆地測量　　15,257千円

３　令和３年度実績
　　進捗率　96％　調査対象面積286.01k㎡　調査済面積274.60k㎡

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 69,006,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　東日本大震災に係る復旧・復興事業等において，地籍調査事業の成果が広く活用され
ている。

【課題】
　年々相続登記の未実施や休眠会社の所有地等，所在不明の土地が増加している。
　また，山間部においては，所有地の位置や筆界を把握してない土地所有者が増加して
おり，所有者特定や現地での筆界の確認に時間を要している。
　立会人が特定できた土地については，立会い時及び閲覧確認時において，相続登記の
必要性の啓発を進める。
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事 業 名 監査委員に関する経費，監査に関する経費
決算書ページ

139

目的及び
事業内容

 
  法令により定められた権限に基づき，本市の財務に関する事務の執行や経営に係る事
業の管理のほか，市の事務について監査等を実施するとともに，その結果の報告，公表
などにより民主的かつ効率的な行政運営の確保に資する。

所 管 課 監査委員事務局 予算科目 ２款　６項　１目　監査委員費

総計基本施策分類 〈通常分〉

一般財源

決算額 3,649,799 0 0 0 3,649,799

実施状況

 
　気仙沼市監査基準に基づき，定期監査（財務監査）のほか現金出納検査及決算審査等
を実施し，報告書を作成した。

１　監査の実施部署数
　

  ※財政援助団体等監査
　　・気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館管理運営グループ（当該施設の指定管理者）
　　・株式会社気仙沼産業センター 海の市（補助金交付団体）

２　検査・審査の実施回数等

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,343,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　適正な事務の執行が行われるよう指導に重点を置いた監査等を実施したことにより，
効率的な事務の執行・行政運営につながった。

市 長 部 局
教育委員会

部 局
企 業 部 局 委 員 会 等

財 政 援 助

団 体 等
合 計

30 ３ ８ ４ － 45

33 46 － － － 79

－ － － － ２ ２

区　　　　　　　　分

定 期 監 査
課 ・ 室 ・ 所 等

出 先 機 関 等

財 政 援 助 団 体 等 監 査

回　　数
(延べ回数)

決 算 審 査
１

（７）

 各種会計及び企業会計並びに基金の運用状況について，
 ８月６日から25日まで審査を実施。
 ・市長部局 … 一般会計・特別会計，基金の運用状況
 ・企業部局 … ガス事業，水道事業，簡易水道事業，
             　下水道事業，病院事業

健 全 化 判 断 比 率 及 び
資 金 不 足 比 率 審 査

１
（６）

 各種会計及び企業会計について，８月６日から25日まで
 審査を実施。
 ・市長部局 … 一般会計・特別会計
 ・企業部局 … ガス事業，水道事業，簡易水道事業，
               下水道事業，病院事業

区　　　　　　　　分 　　　　対　　  　　　　　　　　象　　　　　

例 月 現 金 出 納 検 査
12

（72）

 各種会計及び企業会計について，毎月検査を実施。
 ・市長部局 … 一般会計・特別会計
 ・企業部局 … ガス事業，水道事業，簡易水道事業，
　　　　　　   下水道事業，病院事業
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１　管理運営

　(1) 指定管理者 社会福祉法人　気仙沼市社会福祉協議会

　(2) 指定管理期間 令和３年４月１日から令和８年３月31日まで（５年間）

　(3) 指定管理料

　(4) 施設利用状況

　　ア 唐桑保健福祉センター

　　イ 福祉の里野外施設

２　維持管理

　(1) 修繕料（太陽光蓄電システム修繕）

　(2) 手数料（家電処分）

３　唐桑保健福祉センター空調設備等整備事業（R2年度繰越）

　(1) 修繕料（手洗水栓修繕） （本年度支出額）

　(2) 工事請負費（空調設備改修工事） （本年度支出額）

事 業 名 施設の維持管理に関する経費（唐桑保健福祉センター）
決算書ページ

141

目的及び
事業内容

　市民の健康水準の向上，健康づくり，また高齢者・障害者の健康づくりや生きがい対
策，デイサービス事業の円滑な活動を推進するため，施設の管理・運営を行う。

所 管 課 保健福祉部高齢介護課 予算科目 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

実施状況

11,980 千円

区　　分 回　数 利用者

保健センター室 57 回 2,984 人

研修室１ 50 回

栄養指導・実習室 32 回 2,202 人

計 239 回 12,570 人

2,378 人

研修室２ 58 回 2,431 人

研修室３（和室） 42 回 2,575 人

306 千円

7 千円

387 千円

67,362 千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

区　　分 回　数 利用者

テニスコート 107 回 1,083 人

決算額 80,042,410 61,855,968 0 2,015 18,184,427

（単位：円）

予算額 86,855,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

【成果】
  市民の健康状態の把握や健康づくり事業，高齢者・障害者の健康水準の向上や生きが
い対策，デイサービス事業の円滑な活動の推進により，健康づくりや助け合い・支え合
い活動等に対する理解や意識の向上が図られた。
　また，施設利用者の新型コロナウイルス感染症のまん延防止と感染リスクの高い密閉
空間の回避を図るため，空調及び換気設備の改修工事を行った。

【課題】
　平成８年の建築から26年が経過しており，設備や備品の計画的な更新に努める。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　民生委員活動の推進及び地域福祉の向上が図られている。
　活動費補助は研修経費等の一部として活用されているが，研修等の充実により民生委
員・児童委員の職務遂行に必要な知識及び技術の習得が進み，相談援助等の推進が図ら
れている。

【課題】
　民生委員の欠員地区解消に向けた取り組みが必要である。

一般財源

決算額 9,504,110 72,000 0 0 9,432,110

実施状況

○委員定数　　　183人（地区担当民生委員 164人，主任児童委員 19人）
○委嘱委員数　　169人　　充足率　92.3%（R４.３.31現在）
○現在の任期　　令和元年12月１日～令和４年11月30日

１　民生委員推薦会の開催　　　２回　　　　　　　　　　　　　　　　　156千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（民生委員推薦会運営費補助金　 72千円）

２　民生委員委嘱状の伝達
　　推薦会を経て委嘱された新任者に対し，厚生労働大臣及び県知事からの委嘱状を伝
　達した。
　　　令和３年度の新規委嘱者（欠員地区）６人

３　世帯票の交付
　　令和４年１月１日時点の世帯情報を交付した。

４　活動記録のまとめ
　　毎月の活動記録を取りまとめ，１年間分を県に報告した。

５　活動費補助金の交付（気仙沼市民生委員児童委員協議会）　　　　　9,200千円
　　民生委員の活動に係る経費の一部を補助した（172人分）
　　※市民生委員児童委員協議会を経由し各委員に交付

６　事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　148千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,077,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 民生委員・児童委員に関する経費
決算書ページ

141～143

目的及び
事業内容

【目的】
　民生委員・児童委員活動を推進し，地域福祉の向上を図る。

【事業内容】
１　民生委員推薦会の開催
２　民生委員委嘱状の伝達
３　世帯票の交付
４　活動記録のまとめ
５　活動費補助金の交付

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）①地域包括ケアシステムの推進
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事 業 名 生活困窮者自立支援事業
決算書ページ

143

目的及び
事業内容

【目的】
　生活困窮者自立支援法に基づき，生活困窮者に対し，自立相談支援事業・家計相談支
援事業及び就労準備支援事業，住居確保給付金の給付を実施し，生活保護に至る前の段
階の自立支援を図る。
【事業内容】
１ 自立相談支援機関「ひありんく気仙沼」を設置（委託先：特定非営利活動法人ワー
　カーズコープ）し，次の事業を実施する。
　(1) 自立相談支援事業（平成27年度～）
   　生活困窮者の抱える多様で複合的な課題に対し，相談に応じ，包括的かつ継続的
 　な支援を行う。
　(2) 家計改善支援事業（平成30年度～）
　　 負債等を抱える生活困窮者に対し，家計の見直しや債務整理等の支援を行い，家
 　計管理能力の向上を図る。
　(3) 就労準備支援事業（令和２年度～）
　　 直ちに一般就労が困難な方に対し，軽作業や就労体験等，就労の準備のための支
　 援を段階的に行う。
２ 住居確保給付金の支給
　 離職（収入減少）により住居を失った又は失うおそれが高い生活困窮者に対し，就
 職活動を要件に家賃相当額を支給する。

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）④低所得者の自立支援

実施状況

　支援の必要な相談者に対して支援プランを策定し，ハローワーク等と連携した計画的
かつ継続的な支援を実施した。プラン策定に至らない相談者に対しては，助言や関係機
関等へのつなぎを行い，必要な支援を提供した。

１ 自立相談支援機関における事業の実績件数

年度 R１ R２ R３

新規相談件数 135件 218件

増収者数 ４人 ５人 10人

２ 住居確保給付金の支給実績

　　　〇R１　実績なし　　〇R２　20世帯　2,163千円   ○R３　20世帯　1,709千円

236件

プラン作成件数 46件 54件 67件

就労者数 11人 10人 25人

決算額 32,180,777 25,774,000 0 0 6,406,777

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 34,237,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

【成果】
　自立相談支援事業における就労者数は25人，増収者数は10人で，生活保護に至る前の
段階で自立に向けた支援を行う本制度の目的は，一定程度達成された。
　令和３年度は生活困窮者自立相談支援期間にアウトリーチ支援員を配置し，相談支援
体制の強化を図った。
　離職や，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が減少した世帯に対し，家
賃相当額を支給する住居確保給付金を支給した（実績20世帯）。

【課題】
　生活困窮者の抱える課題は多様化・複合化しており，課題解決のために，関係機関と
のさらなる連携が求められている。
　就労準備支援事業の活動内容を充実させるため，就労体験等の協力企業を開拓する必
要がある。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　過ちを犯した人の立ち直りを支え，再犯を防止することの重要性や更生保護活動につ
いて周知し，当該事業について理解を促進した。
　運営費を負担することにより，福祉活動の推進及び団体活動の充実が図られている。

【課題】
　保護司，更生保護女性会会員，BBS会員，協力雇用主会等の更生保護ボランティアの
なり手を増やす必要がある。
※BBS会とは
　Big Brothers and Sisters Movement会の略で，非行などの様々な問題を抱える少年
に兄や姉のような身近な存在として接し，相談相手となって，少年の自立を支援する
「ともだち活動」などの非行防止活動を行う青年ボランティア団体のことをいう。

一般財源

決算額 412,000 0 0 0 412,000

実施状況

１　"第71回社会を明るくする運動"の展開
　　犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くため，気仙沼市地区推進委員会
（構成団体：保護司会，警察署等）として事業を実施した。

　(1) 内閣総理大臣メッセージ伝達式（７月１日　市役所第１・２会議室）
　(2) 広報活動（懸垂幕の掲出，「市役所だより」での放送，市公式LINEへの投稿等）
　(3) 市内小・中学校への作文コンテスト参加募集
　　応募学校数：　４校（小学校０校，中学校４校）
　　応募作品数：  29点（小学校０点，中学校29点）
  (4) その他
　　ア　非行防止教室，薬物乱用防止教室
　　イ　街頭補導活動，街頭巡回指導，広報啓発活動
　　ウ　関係機関・団体の研修等

２　気仙沼地区犯罪者予防更生協会負担金　　　　　　　　　　　　　　　　 412千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 418,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 更生保護に関する経費
決算書ページ

143

目的及び
事業内容

【目的】
　犯罪や非行など過ちを犯した人たちの改善更生を助け再犯を防止するとともに,犯罪
予防活動の促進をもって犯罪や非行から社会を保護し，個人及び公共の福祉を増進す
る。

【事業内容】
１　"第71回社会を明るくする運動"の展開
２　気仙沼地区犯罪者予防更生協会負担金

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）①地域包括ケアシステムの推進
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成 果 と
課　　題

【成果】
　新型コロナウイルス感染症の影響により，地区の防災講座や，役員会での説明及び個
別ワーキングの機会が減少したため，可能な限り個別訪問を行い，限られた機会の中で
制度周知に努めた。地区の状況把握と関係づくりを行い，自治会等との連携による個別
計画の策定に努めた。

【課題】
　地域や災害の状況に応じた実効性のある避難支援個別計画とするため，地域の自主的
な防災活動と連携して訓練を行い，また，当初の策定から年数が経過した計画を更新す
ることで，より具体的な個別計画の策定が必要である。さらに，福祉専門職との連携体
制の構築を見据えた取り組みが必要となっている。

一般財源

決算額 665,228 0 0 0 665,228

実施状況

１　避難行動要支援者個別計画策定に向け，専任の担当職員を配置し，庁内連携のもと
  策定未着手の自治組織に出向き，地域の実情を把握しながら，個別支援計画の策定の
  支援を進めた。
　・避難行動要支援者名簿の提供（年２回）
　・新任自治会長・新任民生委員への個別訪問説明
　・情報提供未同意者に対する提出勧奨の実施
　・難病患者や精神障害者保健福祉手帳所持者への制度の周知

２　個別計画策定状況（令和４年３月31日現在）
　(1) 策定人数
　　　450人（対象847人）
　(2) 自治組織数
　　　141組織（対象184組織）
　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 990,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 避難行動要支援者制度推進事業
決算書ページ

143

目的及び
事業内容

【目的】
　避難行動要支援者の自助，地域の共助を基本とし，避難行動要支援者への情報伝達体
制や避難支援体制の整備を図ることにより，地域防災力を強化する。

【事業内容】
　災害等の発生時に在宅で自力避難が困難な方の名簿を作成し，本人同意のうえ，自治
会等の避難支援等関係者に提供することで，個々の避難支援個別計画を策定する。

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実
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開催日

　(2) 気仙沼市戦没者追悼式
　　ア　戦没者追悼式祭壇設置業務委託　　　　　　　　　　　 133千円
　　イ　戦没者追悼式の実施

開催日

参列者

２人

参列者

１　追悼行事の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    164千円
　(1) 「戦没者を追悼し，平和を祈念する日」の慰霊行事
　　ア　戦没者慰霊碑周辺植木剪定・草刈り及び清掃業務委託　　31千円
　　イ　全市一斉放送での黙祷周知
　　ウ　慰霊行事の実施（慰霊碑への献花）

成 果 と
課　　題

【成果】
　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため，参列者数を減らし規模を縮小して
実施した。
　継続し追悼行事を実施することで，戦没者を慰霊するとともに，市民が平和への思い
を新たにし，恒久平和の実現についての意識が根付き，市平和行政の推進が図られてい
る。

【課題】
　遺族の高齢化により式典への出席者が減少傾向にある。

一般財源

決算額 288,868 109,000 0 0 179,868

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 312,000 国(県)支出金 市債 その他

28人

２　宮城県連合遺族会気仙沼市遺族会補助　　　　　　　　　　　　　　　　 98千円
　　・補助対象運営費実績　　　　　172千円

３　恩給・援護関係事務の実施
　　・特別弔慰金の請求受付　　　　　 57件

４　事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27千円

8月15日 気仙沼市地域交流センター「大ホール」

会　場

三峰公園内「殉国慰霊碑」前

会　場

8月15日

事 業 名 戦没者慰霊に関する経費
決算書ページ

143

目的及び
事業内容

【目的】
　戦没者を慰霊し，平和を祈念する。
　恩給法，戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく，引揚者と遺族に対する援護を行う。

【事業内容】
１　追悼行事の実施
　(1) 「戦没者を追悼し，平和を祈念する日」の慰霊行事
　(2) 気仙沼市戦没者追悼式
２　宮城県連合遺族会気仙沼市遺族会補助
３　恩給・援護関係事務の実施

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）①地域包括ケアシステムの推進
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事 業 名 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業
決算書ページ

145

目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い，総合支援資金の特例貸付（初回又は再貸
付）を終了した後，さらなる貸付を利用できない世帯の自立支援に資するため，「新型
コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を給付する。

【事業内容】
１　支給対象　社会福祉協議会が実施する緊急小口資金および総合支援資金特例貸付
　　　　　　　（初回貸付又は再貸付）を終了した世帯のうち，収入要件，資産要件，
　　　　　　　受給中の求職活動要件を満たす世帯。

２　支給額（月額）　単身世帯：６万円
　　　　　　　　　　２人世帯：８万円
　　　　　　　　　　３人以上世帯：10万円

３　支給期間　３ヶ月（終了後，最大３ヶ月の再支給も可能）

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉

成 果 と
課　　題

　総合支援資金の特例貸付等が終了した後，さらなる貸付を受けられない世帯に対し支
援金を給付し，日常生活の安定と就労による経済的自立が促進された。

実施状況

１　支給実績

　(1) 申請世帯数　　46世帯

　　　　　　　　　　（単身11世帯，２人世帯20世帯，３人以上世帯15世帯）

　(2) 支給額　　　　9,440千円（35世帯）

　　　　　　　　　　　うち再支給分　2,260千円（13世帯）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

15,710,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 9,601,793 9,601,793 0 0

予算額

0

２　事務費　　　　　　162千円
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事 業 名 福祉灯油購入費助成事業
決算書ページ

145

目的及び
事業内容

【目的】
　原油価格の高騰が家計を圧迫していることから，生活保護世帯等の経済的負担を軽減
するため，灯油購入費の助成を行う。

【事業内容】
１　支給対象
　(1) 住所要件　令和３年12月１日現在，本市に住民登録され市内に居住する世帯
　(2) 所得要件　令和３年度住民税非課税世帯（世帯全員が非課税）
　(3) 世帯要件　次のいずれかに該当する世帯等
　　　　　　　　・生活保護世帯
　　　　　　　　・高齢者のみの世帯
　　　　　　　　・ひとり親世帯等
　　　　　　　　・重度障害者世帯
２　支給額　１世帯につき５千円
３　申請期間　令和４年１月から令和４年２月末まで

区　分

計

重度障害者世帯

ひとり親世帯等

高齢者のみの世帯

生活保護世帯

3,000

19,325

1,615

1,305

15,000

支給額支給件数

千円

千円

千円

千円

千円

所 管 課
保健福祉部社会福祉課，

高齢介護課，子ども家庭課 予算科目 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉

一般財源

決算額 20,442,430 2,000,000 0 0 18,442,430

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 40,328,000 国(県)支出金 市債 その他

１　支給実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,325千円

成 果 と
課　　題

　対象世帯の経済的負担を軽減することにより，福祉の増進と生活の安定が図られた。

２　事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1,117千円

件

件

件

件

件

1,405281

3,865

323

261
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成 果 と
課　　題

　給付金の給付により，対象世帯の生活支援の一助となった。
　令和４年度まで事業を継続する。

一般財源

決算額 466,481,516 466,481,516 0 0 0

実施状況

１　給付実績
　(1) 給付世帯数 　4,516世帯
　(2) 給付額 　　451,600千円

２　事務費　　　　14,882千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,040,000,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業
決算書ページ

145

目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中，様々な困難に直面した方々に対
し，速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から，住民税非課税世帯等に対して１世
帯当たり10万円を支給する。

【事業内容】
１　支給対象
　　基準日(令和３年12月10日)において市町村の住民基本台帳に記載されている者で
　あって，次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主。ただし，住民税が課税されて
　いる者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
　(1) 令和３年度住民税非課税世帯
　(2) 家計急変世帯
　　　(1)の世帯以外のうち，新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
　　し，令和３年１月以降において (1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
　
２　支給内容　１世帯当たり一律10万円

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉
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件 － 件

件 件 件

件 件 件

件 日 千円

件 日 千円

件 千円

件 日 千円

件 日 千円

件 日 千円

事 業 名
障害福祉サービス給付事業（障害者手帳交付，地域生活支援事業，在宅
酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業等）

決算書ページ

147

目的及び
事業内容

【目的】
　障害者が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を推進する。
【事業内容】
１　障害者手帳（身体・療育・精神）交付
２　地域生活支援事業（相談支援事業，移動支援事業，意志疎通支援事業，日常生活用
　具給付事業，訪問入浴サービス，日中一時支援事業，地域活動支援センター事業）
３　在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業
４　難聴児補聴器購入助成事業
５　気仙沼市障害者地域自立支援協議会設置・運営
６　ヘルプカード・ヘルプマークの配付事業

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　２目　障害者福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）③障害者福祉の充実

14 67 10

精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 55 212 15

実施状況

1　障害者手帳の交付

区分 新規 更新 再交付

身 体 障 害 者 手 帳 183 86

療 育 手 帳

２　地域生活支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66,552千円
　(1) 相談支援事業 　　　　　　　　 　　　336人　延べ7,527件　29,545千円
　　　気仙沼市障害者生活支援センター（委託先：社会福祉法人　洗心会）
　(2) 地域生活支援給付費

区分 支給延べ件数 利用日数 支給額

移 動 支 援 事 業 12 12 71

訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 135 1,131 13,767

日 中 一 時 支 援 事 業 162 1,288 4,422

意 思 疎 通 支 援 事 業 3 3 14

日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 1,988 － 18,501

一般財源

決算額 67,264,316 20,851,500 0 0 46,412,816

地域活動支援センター事業 30 129 232

３　在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業　    49人       712千円
４　難聴児補聴器購入助成事業 　　　　　　　　 実績なし
５　気仙沼市障害者地域自立支援協議会（委員18人）
６　ヘルプカード累計配布枚数 6,252枚，ヘルプマーク累計配布枚数 243枚

予算額 79,389,000 国(県)支出金 市債 その他

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

成 果 と
課　　題

【成果】
　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を通じ，障害福祉サービ
スや各種優遇制度についての情報提供を行った。また，障害のある人が，その有する能
力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域生活支援事
業を実施し，障害者の自立促進に努めた。
【課題】
　相談支援事業の相談内容が多様化し，支援に時間を要する案件が増加している。今後
も地域課題の共有や研修を行い，相談支援体制の充実，強化を進める必要がある。
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１　障害者自立支援給付費の支給 1,262,320千円

件 日 千円

件 日 千円

件 日 千円

件 日 千円

件 日 千円

２　障害児入所給付費等の支給 188,041千円

件 日 千円

件 日 千円

件 日 千円

件 日 千円

件 日 千円

件 日 千円

３　自立支援医療の支給 35,809千円

　(1) 自立支援医療(更生医療) 187人　延べ　2,854件 25,354千円

　(2) 自立支援医療(育成医療)   8人　延べ　   31件     81千円

　(3) 療養介護医療  12人　延べ　  288件 10,374千円

４　その他事務費  1,515千円

448,061

相 談 支 援 給 付 費 1,303 － 20,546

訓 練 等 給 付 費

3,133 39,337

1,300 14,127 138,367

成 果 と
課　　題

【成果】
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づ
き，身体障害者，知的障害者，精神障害者が必要とする訓練やサービスを利用すること
により，住み慣れた家庭や地域での自立生活と社会参加が促進された。
【課題】
　今後も適正なサービスの支給が行われるよう，事業所等の関係機関と連携して，サー
ビスの充実を図る必要がある。

居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 24 172 3,061

障 害 児 相 談 支 援 268 － 5,023

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

実施状況

予算額 1,553,119,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

区分 支給延べ件数 利用日数 支給額

高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 6 － 72

事 業 名 障害福祉サービス給付事業（障害者自立支援給付等）
決算書ページ

147

目的及び
事業内容

【目的】
　障害者等の福祉の増進を図るため，障害福祉サービス等を実施する。
【事業内容】
１　介護給付(居宅介護，同行援護，療養介護，生活介護，短期入所，施設入所支援等)
２　訓練等給付（共同生活援助，自立訓練，就労移行支援等）
３　補装具費給付（身体障害者，障害児に対する補装具給付）
４　障害児入所給付（児童発達支援，放課後等デイサービス等）
５　自立支援医療（更生医療，育成医療，療養介護医療）

2,181

区分 支給延べ件数 利用日数 支給額

児 童 発 達 支 援 328

介 護 給 付 費 6,722 134,755 782,189

放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス

3,792 76,920

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　２目　障害者福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）③障害者福祉の充実

決算額 1,487,685,258 1,230,258,750 0 0 257,426,508

補 装 具 費 給 付 費 137 － 11,414

高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 6 － 110

保 育 所 等 訪 問 支 援 105 105
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139,180千円

・ 対象者 2,776人 延べ  31,931件

成 果 と
課　　題

【成果】
　重度障害者の医療費の自己負担分を助成し，障害者の適正な医療機会の確保と経済的
負担の軽減が図られた。

【課題】
　市外の医療機関を受診した場合の助成金の支給方法について，県内で統一した取扱い
となるよう，県内市町村との調整が必要である。

一般財源

決算額 139,180,337 66,103,000 0 0 73,077,337

実施状況

○　障害者医療費助成事業

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 155,567,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 障害福祉サービス給付事業（障害者医療費助成事業）
決算書ページ

147

目的及び
事業内容

【目的】
　重度の障害者の医療費の自己負担の一部を助成し，障害者の適正な医療機会の確保及
び経済的負担の軽減を図る。

【事業内容】
　重度の障害者が国民健康保険等の医療保険で医療を受けた場合の自己負担額を助成す
る。

<対象者>
 次のいずれかに該当する障害者又は保護者で，世帯の所得が一定額に満たない場合
１　特別児童扶養手当（１級）の受給者
２　療育手帳「Ａ」の交付を受けている者
  （職親に委託されている場合，療育手帳Ｂを含む）
３　身体障害者手帳（１～２級と内部障害３級）の交付を受けている者
４　精神障害者保健福祉手帳（１級）の交付を受けている者

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　２目　障害者福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）③障害者福祉の充実
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○　特別障害者手当等の給付 37,788千円

件

件

件

成 果 と
課　　題

　常時特別の介護を要する在宅の障害者・障害児の所得保障により，経済的負担の軽減
が図られた。

（単位：円）

予算額 47,329,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

5,431 千円

経過的福祉手当 24 357 千円

実施状況

区分 給付件数 給付額

特別障害者手当 1,170 32,000 千円

障害児福祉手当 365

決算額 37,787,820 29,612,010 0 0 8,175,810

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

事 業 名 障害福祉サービス給付事業（特別障害者手当等給付）
決算書ページ

147

目的及び
事業内容

【目的】
　精神または身体に重度の障害があるため，日常生活において常時特別の介護を必要と
する者に対する経済的な負担の一助として，特別障害者手当等を支給することにより，
重度の障害者の福祉の向上を図る。

【事業内容】
１　特別障害者手当
　　精神または身体に重度の障害があるため，日常生活において常時特別の介護を必要
　とする程度の状態にある20歳以上の在宅の障害者に支給される手当。
　　〈支給額〉　月額27,350円（令和３年４月現在）

２　障害者福祉手当
　　精神または身体に重度の障害があるため，日常生活において常時特別の介護を必要
　とする程度の状態にある20歳未満の在宅の重度障害児に支給される手当。
　　〈支給額〉　月額14,880円（令和３年４月現在）

３　経過的福祉手当
　　昭和61年３月31日において20歳以上であり，昭和61年４月１日において，従前の福
　祉手当の受給資格を有し，なおかつ特別障害者手当の支給要件に該当せず，かつ障害
　年金も支給されない者に経過措置として支給される手当。
　　〈支給額〉　月額14,880円（令和３年４月現在）

　　※いずれも，一定以上の所得がある場合及び施設に入所等している場合は対象外と
　　なる。

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　２目　障害者福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）③障害者福祉の充実
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３　障害者社会参加促進助成事業 14,866千円

 (1)　障害者社会参加促進助成金

人 枚 千円

人 枚 千円

 (2) 障害者社会参加促進助成券印刷    131千円

成 果 と
課　　題

【成果】
　障害のある人に，タクシー料金や自動車燃料費の一部を助成することで，社会参加の
促進を図った。また，タクシー券の利用上限等を見直し，利便性の向上を図った。

【課題】
　申請・交付を自動更新とし手続きの簡素化を図ったが，内容の変更等が生じた場合の
必要な手続きについて，丁寧な制度周知が引き続き必要である。

予算額 15,475,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

10,785 5,393

自動車燃料費助成 638 37,370 9,342

実施状況

１　障害者用自動車改造費助成事業　　　　　　　　　　　　　 実績なし　　　　　

２　障害者自動車運転免許取得費助成事業　　　　　　　　　　 実績なし

区分 利用者 利用枚数 助成額

タクシー料金助成 452

決算額 14,865,625 0 0 0 14,865,625

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

事 業 名 障害福祉サービス給付事業（障害者社会参加促進等助成事業）
決算書ページ

147

目的及び
事業内容

【目的】
　在宅障害者の自立と社会参加の促進を図る。

【事業内容】
１　障害者用自動車改造費助成
２　障害者自動車運転免許取得費助成
３　障害者社会参加促進助成券の交付

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　２目　障害者福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）③障害者福祉の充実
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事 業 名 新型コロナウイルス感染症対応従事者（障害福祉）慰労金事業
決算書ページ

149

目的及び
事業内容

【目的】
　障害福祉サービス事業所・施設等の従事者は，①感染すると重症化するリスクが高い
障害者との接触を伴うこと，②継続して提供することが必要な業務であること，③全国
各地の事業所等で集団感染の発生状況を踏まえ，相当程度心身に負担がかかる中，強い
使命感を持って業務に従事することから，独自の支援策として慰労金を給付した。

【事業内容】
１　支給対象者　市内の障害福祉サービス事業所・施設等の従事者
２　基準日　　　令和３年４月１日
３　支給額　　　対象者１人につき10千円

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　２目　障害者福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉

実施状況

○　支給状況
　・給付者数　　　　　　　　　　　　　340人
　・給付額　　　　　　　　　　　　　3,400千円
　・事務費　　　　　　　　　　　　 　　 8千円

決算額 3,407,501 3,407,501 0 0 0

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,469,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

　障害福祉サービスの従事者に対し，支援が図られた。

-99-



事 業 名 重度障害者支援特別給付金事業
決算書ページ

149

目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症の影響により，在宅で生活している重度障害児者が，感染
症対策のため，介護サービスの利用を控え家族で介護を行うなど，介護の負担が長期化
していることを踏まえ，特別障害者手当等受給者に対し，独自の経済的支援として給付
金を支給し，負担軽減を図った。

【事業内容】
１　支給対象者　重度の障害があるため，日常生活において常時特別の介護を必要とす
              る状態の重度障害児者のうち，令和３年４月分の特別障害者手当，障害
              児福祉手当，経過的福祉手当の支給対象となる障害児者
２　支給額　　　対象者１人につき30千円

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　１項　２目　障害者福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉

実施状況

○　支給状況
　・給付者数　　　　　　　　　　　　　130人
　・給付額　　　　　　　　　　　　　3,900千円
　・事務費　　　　　　　　　　　　　　 34千円

決算額 3,934,317 3,934,317 0 0 0

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,943,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

　重度障害児者とその家族に対し，負担軽減が図られた。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　介護サービス，障害福祉サービス事業所における人材の確保と職員の資質の向上が図
られた。

【課題】
　求められる人材の確保が図られるよう関係機関の連携を図りながら事業内容を検討す
る必要がある。

（単位：円）

予算額 8,100,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 5,723,017 0 0 0 5,723,017

実施状況

　事業実績

事業内容 人数 金額

介護職員初任者研修奨励金 1人 44千円

実務者研修奨励金 16人 629千円

計

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

5,723千円

計 56人 4,250千円

移住費用

Ｕターン 3人 300千円

Ｉ･Ｊターン 5人 500千円

計 8人 800千円

就職助成金

有資格者 29人 2,900千円

無資格者 27人

事 業 名 介護マンパワー確保対策事業
決算書ページ

151

1,350千円

所 管 課 保健福祉部高齢介護課 予算科目 ３款　１項　５目　老人福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

目的及び
事業内容

【目的】
　介護・福祉人材不足に対応し，マンパワーを確保するため，介護サービス・障害福祉
サービス事業所を運営する法人に対し，新規職員の採用等について支援し，人材不足の
解消を図る。

【事業内容】
　介護・福祉マンパワーを確保するため，ＵＩＪターン又は市内の潜在有資格者（１年
以上離職していた介護・看護職員）・転職者の介護サービス事業所・障害福祉サービス
事業所への就職を支援するとともに，介護・福祉従業者のスキルアップを支援する。
１　就職助成金
　　・有資格者　 10万円／人　　　・無資格者　 ５万円／人
２　移住費用助成金
    ・ＵＩＪターン者　 10万円／人
３　介護職員初任者研修奨励金
　　・介護職員初任者研修修了者　 受講費用の１/２（上限５万円）
４　実務者研修奨励金
    ・介護福祉士取得のための実務者研修修了者　 受講費用の１/２（上限５万円）
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成 果 と
課　　題

　
【成果】
　敬老祝金，特別敬老祝金を支給したことで，敬老の意を表し，福祉の増進に寄与し
た。
　
【課題】
　平均寿命の延伸に伴う高齢者人口の増加により，事業費の増加が見込まれる。

目的及び
事業内容

【目的】
　本市に住所を有する高齢者に対して敬老の意を表し，福祉の増進に寄与する。

【事業内容】
１　敬老祝金
　　本市に住所を有し，１月１日から12月31日までの間において満88歳に達する方に，
　１万円を支給する。
　　基準日　毎年９月15日
２　特別敬老祝金
　　99歳の誕生日までに，本市に引き続き３年以上住所を有する方に，10万円を支給
　する。
　　支給日　99歳の誕生日

一般財源

決算額 8,730,310 0 0 0 8,730,310

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 9,230,000 国(県)支出金 市債 その他

実施状況

○　敬老祝金等支給実績

金 額 人 数 支給額

敬老祝金

事 業 名 敬老祝金支給事業
決算書ページ

151

所 管 課 保健福祉部高齢介護課 予算科目 ３款　１項　５目　老人福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

計 525人 8,691千円

10千円 488人  4,880千円
88歳

特別敬老祝金 100千円 37人 3,700千円

99歳 花束　３千円 （37人） 111千円

-102-



成 果 と
課　　題

【成果】
　コロナウイルス感染症の感染拡大により，限られた運行となったものの，社会福祉関
係団体等の活動に寄与している。

【課題】
  令和３年度の車検により，車体の傷みが大きくなっていることが確認され，安全性に
欠け，運行に支障を及ぼすことから，令和４年10月末をもって廃車することとし，令和
４年11月からは運行事業を民間バス会社に委託する予定であるが，利用条件等検討が必
要である。

目的及び
事業内容

【目的】
　市内の社会福祉関係団体等が行う福祉活動の促進と社会参加の助長を図る。

【事業内容】
１ 利用対象団体　 市長が認める社会福祉関係団体及び特に認めた団体
２ 利用制限等　　 １日走行距離は300㎞以内
　　　　　　　　  乗車人数　15～19人
３ 運行経費の負担 市内の利用は無料，市外の場合は燃料費・有料道路通行料等
　　　　　　　 　 利用者の旅行保険（傷害保険）は申請者において加入する。
４ 運行形態　　　 利用申請により許可した後は，民間事業者に運行委託
　　　　　　　　　（令和３年度は気仙沼交通(株)）

一般財源

決算額 729,876 0 0 0 729,876

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,464,000 国(県)支出金 市債 その他

実施状況

○　運行委託実績

利用団体（延べ） 21団体

内
訳

福祉関係団体 ５

事 業 名 老人福祉に関する経費（福祉バス運行事業）
決算書ページ

151～153

所 管 課 保健福祉部高齢介護課 予算科目 ３款　１項　５目　老人福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

ボランティア関係 ２

福祉施設 １

サークル ４

老人クラブ １

自治会 １

学　校 ４

行　政 ２ 運行日数 21日

その他 １ （うち市内運行 ９日）
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退所者数 １人

年度末入所者数 ３人

成 果 と
課　　題

【成果】
　環境上の理由及び経済的な理由により居宅での生活が困難な者を老人ホームへ措置入
所させることにより，老人福祉の増進が図られた。

【課題】
　高齢者人口の増加及び高齢者のみの世帯の増加並びに高齢者虐待の通報件数の増加に
より，今後，措置に係る相談件数の増加が見込まれる。
　また，措置入所時に身元引受人がないケースの対応を検討する必要がある。

一般財源

決算額 8,138,754 0 0 2,603,809 5,534,945

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,285,000 国(県)支出金 市債 その他

○　老人福祉施設措置費入所者数

区分 入所者数

前年度末入所者数 ４人

増
減

新規入所者数 ０人

事 業 名 老人福祉に関する経費（老人福祉施設措置事業）
決算書ページ

151～153

目的及び
事業内容

【目的】
　老人福祉法に基づき，高齢者を養護老人ホームへ入所させることにより福祉の向上を
図る。

【事業内容】
　65歳以上の者であって，身体上もしくは精神上または環境上の理由及び経済的な理由
により居宅での生活が困難な者を養護老人ホームへ入所させる。
　なお，措置入所者は，前年の収入に応じて費用負担あり。

所 管 課 保健福祉部高齢介護課 予算科目 ３款　１項　５目　老人福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実
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　(1) 委託先 社会福祉法人　気仙沼市社会福祉協議会

　(2) 実施場所 市民福祉センター，保健福祉センター，社会福祉施設，振興会館，

公民館等

　(3) 実施状況

○　事業実施状況

地域 気仙沼・唐桑地域 本吉地域

実施回数

成 果 と
課　　題

　通常の事業のほか，新型コロナウイルス感染症の市内まん延時は電話や文書，訪問に
よる事業実施により，高齢者の生きがい活動，心身の健康の保持増進が図られた。
　また，高齢者の外出機会，交流機会の確保の一助となっている。

一般財源

決算額 22,078,158 0 0 0 22,078,158

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 25,680,000 国(県)支出金 市債 その他

252回 224回

参加人数 3,427人 2,639人

事 業 名 老人福祉に関する経費（生きがい対応デイサービス事業）
決算書ページ

151～153

目的及び
事業内容

【目的】
　高齢者の社会的孤立感の解消，自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図
る。

【事業内容】
　生きがい活動援助員を配置し，利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じたきめ細や
かなサービスを提供することにより，社会的孤立感の解消，自立生活の助長及び要介護
状態になることの予防を図る。

所 管 課 保健福祉部高齢介護課 予算科目 ３款　１項　５目　老人福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実
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台 台 台

台 台 台

台 台 台

台 台 台

２　設置数（令和４年３月末現在）

台 台 台

台 台 台

台 台 台

台 台 台

成 果 と
課　　題

【成果】
　ひとり暮らし高齢者等の，精神的不安の軽減が図られた。

【課題】
　親戚や友人が市内にいない等の理由により協力員の確保が難しい場合がある。また，
協力員も高齢化しているため，緊急時に協力員が即応できないケースの増加が予想され
る。

（単位：円）

予算額 6,263,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

実施状況

１　新規設置実績

地　　区 設置数
内　訳

通　常 災害公営住宅

4,149,540

気仙沼

事 業 名 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業
決算書ページ

153

目的及び
事業内容

【目的】
　在宅のひとり暮らし高齢者等に対し，急病などの緊急事態が発生した場合に備え，安
心して生活できるよう支援する。

【事業内容】
　家庭用緊急通報機器を貸与し，緊急時に協力員をはじめとする地域の方々の協力によ
り，迅速な救援体制を確保する。

所 管 課 保健福祉部高齢介護課 予算科目 ３款　１項　５目　老人福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

13 12 １

唐　桑 １ １ ０

本　吉 ２ ２ ０

計 16 15 １

地　　区 設置数
内　訳

通　常 災害公営住宅

気仙沼 147 97 50

唐　桑 12 11 １

本　吉 16 11 ５

計 175 119 56

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

決算額 4,149,540 0 0 0
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配置人数は令和４年３月末現在

　２　年間活動状況

成 果 と
課　　題

【成果】
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，間近で会話や発声をする密接場面を避け
ながら，ＬＳＡが巡回訪問，安否確認や見守り・声がけを行うことにより，被災高齢者
等の生活支援が図られた。

【課題】
　災害公営住宅における高齢化率は高い状況にあり，高齢者独居や日中独居となる方の
見守りや安否確認は必要であるが，事業の財源である被災者支援総合交付金は令和７年
度で終了予定であり，地域包括支援センター等の支援のほか被災者の自立生活の促進と
併せ，被災者に限らない地域全体の支え合いと見守り体制が構築されるよう，自律的な
コミュニティ形成の支援が必要である。

目的及び
事業内容

【目的】
　災害公営住宅や防災集団移転団地に居住する高齢者等の生活再建や地域社会への復
帰，自立生活を支援する。

【事業内容】
　高齢者相談室等に生活援助員（ＬＳＡ）を配置し，災害公営住宅や防災集団移転団地
を巡回訪問し，安否確認や見守り・声がけ・相談等を行う。
　災害公営住宅，防災集団移転先の高齢者等を支援する拠点として，高齢者相談室４か
所，サポート事業所１か所を設置。

（単位：円）

実施状況

　１　事業所設置状況

事業所名 設置場所 委託事業者 配置人数

気仙沼西地区高齢者相談室 市営南郷住宅内 (社福)気仙沼市社会福祉協議会 ４人

気仙沼南地区高齢者相談室 市営幸町住宅内 ＮＰＯ法人　なごみ

事 業 名 生活援助員(ＬＳＡ)事業
決算書ページ

153

所 管 課 保健福祉部高齢介護課 予算科目 ３款　１項　５目　老人福祉費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

４人

気仙沼上･中･新月地区高齢者相談室 気仙沼駅前ﾌﾟﾗｻﾞ内 ＮＰＯ法人　なごみ ５人

鹿折地区高齢者相談室 市営鹿折南住宅 有限会社　村伝 ４人

松岩･面瀬･階上地区ｻﾎﾟｰﾄ事業所 松崎高谷178-１ 有限会社　村伝 ４人

計 21人

訪問延べ件数 13,313件

電話での安否確認件数 506件

一般財源

決算額 69,507,755 69,507,000 0 0 755

相談延べ件数 12件

傾　聴 25件

計 13,856件

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

予算額 93,143,000 国(県)支出金 市債 その他
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事 業 名 新型コロナウイルス感染症対応従事者（介護）慰労金事業
決算書ページ

153

目的及び
事業内容

【目的】
　介護サービス事業所・施設等の従事者は，①感染すると重症化するリスクが高い高齢
者との接触を伴うこと，②継続して提供することが必要な業務であること，③全国各地
の事業所等での集団感染の発生状況を踏まえ，相当程度心身に負担がかかる中，強い使
命感を持って業務に従事することから，本市独自の支援策として慰労金を給付した。

【事業内容】
１　支給対象者　市内の介護サービス事業所・施設等の従事者
２　基準日　　　令和３年４月１日
３　支給額　　　対象者１人につき10千円

所 管 課 保健福祉部高齢介護課 予算科目 ３款　１項　５目　老人福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉

一般財源

決算額 15,269,236 15,269,236 0 0 0

実施状況

○　支給状況
　　・給付者数　　　 1,526人
　  ・給付金額　　15,260千円
　　・事務費　　　　　 9千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 15,270,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　介護サービスの従事者に対し，支援が図られた。
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人 人 ％

人 人 ％

件 件

件 件382 3,400

565 477

H23年度からの累計

9,843

搬送件数 累計搬送件数

R3

人数

年度 R2R1H30H29

548463633

２　救急医療情報キット年度別配付者数※３（単位：人）

利用率（B/A)

53.28

54.08

6,929

6,857

13,005

12,679令和２年度末

令和３年度末

対象者数（A)　※１ 利用者数（B)　※２

３　キット配付対象者の搬送状況（延べ）

成 果 と
課　　題

【成果】
　令和３年度末現在の累計配付者数は9,843人，利用率は53.28%。
　また，民生委員や生活援助員（LSA）などの関係機関と連携することで，利用の勧奨
や周知，地域の見守り体制の構築にもつながっている。周知・啓発として，まちかど相
談薬局と連携した取組や公式LINE，ポスター，のぼり旗，ポケットティッシュを活用し
ている。令和３年度はパンフレットを作成し，関係機関に配付。消防署の協力を得て市
政情報番組で広報，救急フェアに参加し申請窓口の開設と周知活動を実施した。

【課題】
　救急時に迅速かつ適切な救急活動を行うために，記入いただいた医療情報等の更新と
正しい保管場所の周知が必要だが，実態としては情報が変更されていないことや冷蔵庫
ではない場所での保管が見られる。このため，関係機関と連携し，配付世帯への訪問時
に声がけを行っているが，引き続き啓発を実施する。

一般財源

決算額 287,760 0 0 0 287,760

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 314,000 国(県)支出金 市債 その他

   ※１　対象者数とは，住民基本台帳を基にした高齢者のみ世帯の人数

   ※２　利用者数とは，当該年度に救急キットを利用している実人数(死亡等除く)

   ※３　配付者数とは，高齢者のみ世帯以外（65歳未満障害者等）を含めた申請者数

令和２年度末 399 3,018

令和３年度末

１　救急医療情報キット利用状況

事 業 名 老人福祉に関する経費（救急医療情報キット配付事業）
決算書ページ

153

目的及び
事業内容

【目的】
　ひとり暮らしの高齢者等の安心・安全を確保するため，「救急医療情報キット」を配
付し，緊急時に迅速な救命活動ができるよう見守り体制を整備する。

【事業内容】
　高齢者が救急搬送などの支援が必要になった場合に，持病・かかりつけ医療機関や緊
急連絡先等の必要な情報を迅速に把握できるよう「救急医療情報キット」を配付する。

所 管 課 保健福祉部地域包括ケア推進課 予算科目 ３款　１項　５目　老人福祉費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実
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１　介護保険適用施設の状況

２　利用状況

３　修繕状況

　(1) 燦さん館ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ浴室建具等修繕 190千円

　(2) 認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「桑の実」床段差修繕 182千円

事 業 名 施設の維持管理に関する経費（介護保険適用施設管理運営事業）
決算書ページ

153～155

目的及び
事業内容

【目的】
　老人福祉法，介護保険法の規定に基づく介護サービス事業所を設置し，高齢者福祉の
向上を図る。

【事業内容】
　要介護高齢者等へ適切な介護サービス等を提供する。

所 管 課 保健福祉部高齢介護課 予算科目 ３款　１項　６目　老人福祉施設費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

実施状況

施設の名称
気仙沼市燦さん館

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
気仙沼市認知症高齢者
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「桑の実」

所在地 唐桑町石浜282-３ 唐桑町只越346-19

指定管理者 社会福祉法人　気仙沼市社会福祉協議会

指定管理期間

気仙沼市認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「桑の実」 ９人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

Ｒ３.４.１～Ｒ８.３.31

施設の名称 延べ利用回数 入所者数

気仙沼市燦さん館デイサービスセンター 9,284回

決算額 371,800 0 0 0 371,800

予算額 600,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

【成果】
　新型コロナウイルス感染予防を徹底しながら，要介護高齢者等へ適切な介護サービス
が提供され，高齢者福祉の向上と介護家族の負担軽減が図られた。

【課題】
　施設設置当時は市が設置・運営する必要があったが，介護保険制度施行後は民間事業
者が事業展開しており，市が自ら介護サービス事業所を設置し続ける必要性は低くなっ
ている。
　施設の譲渡，貸付について条件を整理し，推進する必要がある。
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１　受給資格状況(令和３年10月制度拡大以降)

・年度末受給者数 6,839人(令和４年３月31日現在)

　保険種別内訳：市国民健康保険 862人，社会保険等 5,977人

所 管 課 市民生活部保険年金課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実

対象者数

事 業 名 子ども医療費助成事業
決算書ページ

157

目的及び
事業内容

【目的】
　子どもの医療費を助成することにより，子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家
庭における経済的負担の軽減を図る。

【事業内容】
　０歳から18歳までの入院・通院に係る医療費の一部負担金を助成する。
　令和３年10月から年齢を18歳到達の年度末までに拡大し，併せて所得制限の廃止によ
り対象者を拡大した。
　県内医療機関は現物給付とし，県外医療機関は償還払いとする。
　県の補助あり。(補助率1/2，０歳から小学校就学前まで，所得制限あり。)

実施状況

（単位：件，千円）

年齢区分
県補助対象分 県補助対象外分 計

件数 助成額 件数 助成額 件数 助成額

申請率

99.3%

 受給者総数

 内訳   (人)

7,013

受給者総数

6,966人

未申請者数

47人

２　助成状況

０歳から６歳 1,717 23,262 48,528 0 0 23,262 48,528

７歳から15歳 2,927 0 0 28,620 59,761 28,620 59,761

3,400 9,253 3,400 9,253

6,232 15,051 6,232 15,051

1,741 886 1,741

1,946 4,057 1,946

886

4,057拡
大
分

小計 2,322 0 0

16歳から18歳 1,409 0 0

７歳から15歳 683 0 0

０歳から６歳 230 0 0

一般財源

決算額 128,169,338 24,611,000 30,000,000 0 73,558,338

58,114 123,340

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 147,344,000 国(県)支出金 市債 その他

合計 6,966 23,262 48,528 34,852 74,812

成 果 と
課　　題

【成果】
　対象者の拡大により，より多くの子育て家庭に対し医療費の助成を実施することで，
子どもの適正な医療機会の確保及び子育て中の家庭の経済的負担の軽減に繋がった。

【課題】
　国による当該制度に対する財政支援がなく，また宮城県の補助は市町村の実態と乖離
しており，制度を継続するための財源の確保が課題となっている。
　子ども医療費の助成は差異はあるものの，すべての自治体が実施している状況から，
全国一律の制度を構築し国と地方が一体となった子育て支援を推進していくよう国・県
への要望を継続する。
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成 果 と
課　　題

　小中学生の生活の満足度や学習状況，家庭での生活状況，今後の進路の希望，保護者
の就労・収入の状況など，親子の両面から生活実態を調査した。質問の内容など，回答
しづらかった面が多かったと思うが，50％を超える回収率を得られた。
　また，この調査結果における因果関係の分析には慎重になる必要があるものの，ある
程度の相関関係は読み取れるため，今後の施策検討の基礎資料を得ることができた。

保 護 者 1,664票 838票 50.4%

※保護者１人で子２人の回答２組，子のみの回答２組，親のみの回答１組

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

決算額 2,995,575 1,430,000 0 0 1,565,575

実施状況

○　実施状況
　(1) 調査概要

調査地域 気仙沼市全域

調査対象
市内の小中学校に通う小学４・５年生、中学１・２
年生及びその保護者

（単位：円）

予算額 3,000,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

目的及び
事業内容

【目的】
　「子どもの生活に関する実態調査」により，子どもや家庭の生活・経済状況を把握
し，今後の子ども・子育て支援施策の基礎資料とする。

【事業内容】
　(1) 調査票の配布・回収方法
　　　郵送配布・郵送回収により実施
　(2) 調査対象及び件数
　　　小学４・５年生，中学１·２年生の児童・生徒及びその保護者，約1,700組を対象
　　　に調査
　(3) 調査項目
　　　国から示されている共通調査項目案を基本に作成

抽出方法 対象者全員

調査方法 郵送配布 ― 郵送回収

調査期間 令和３年９月３日（金）～令和３年９月17日（金）

　(2) 配布・回収

区　分 配布数 回収数 回収率

小中学生 1,664票 841票 50.5%

事 業 名 児童福祉に関する経費（子どもの生活に関する実態調査業務）
決算書ページ

157～159

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）②児童福祉の充実
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成 果 と
課　　題

　手洗い場等の給水栓の一部を自動水栓に交換することにより，新型コロナウイルス等
の感染リスクの低減と，児童の安心・安全な環境の確保を図った。

決算額 3,311,000 3,311,000 0 0 0

　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 18,440,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

目的及び
事業内容

【目的】
　幼児教育・保育施設の給水栓をハンドル式から自動水栓に交換し，手指の接触を減少
させることにより，新型コロナウイルス等の感染リスクの低減を図り，児童の安心・安
全な環境を確保する。また，民間の幼児教育・保育施設に対しても同様のリスクを低減
させるため，自動水栓を促進する。

【事業内容】
１　自動水栓設置事業
　　　手洗い場等の給水栓の一部を自動水栓に交換する。
　(1) 公立保育所，認定こども園　10施設
　(2) 小規模保育所　　　　　　　３施設
　(3) 児童センター，児童館　　　５施設

２　自動水栓促進事業補助金
　　　市内の幼児教育・保育施設を運営する事業者が，新型コロナウイルス感染症対策
    のため，自動水栓等に交換した経費の一部を補助する。
　(1) 補助対象事業者　市内の幼児教育・保育施設　13施設
　(2) 補助金額　　　　500千円
      　　　　　　　　ただし，事業費が補助金額を下回る場合は，事業費を上限と
　　　　　　　　　　　する。
　(3) 申請受付期間　　令和４年３月末まで

実施状況

１　実施状況
　自動水栓促進事業補助金　　計3,311千円
　　・気仙沼第二保育所　　　　　　　500千円
　　・けせんぬまおひさま保育園　　　500千円
　　・愛耕幼稚園　　　　　　　　　　500千円
　　・気仙沼カトリック幼稚園　　　　409千円
　　・葦の芽幼稚園　　　　　　　　　500千円
　　・葦の芽星谷幼稚園　　　　　　　402千円
　　・子育てシェアスペース Omusubi　500千円

２　翌年度繰越額　　11,940千円（自動水栓設置事業分）

予算の執行状況

事 業 名 児童福祉に関する経費（幼児教育・保育施設等自動水栓設置事業）
決算書ページ

157～159

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉
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272 人 126 人 46 人

成 果 と
課　　題

【成果】
　利用者に寄り添いながら，利用しやすい環境整備作りやPRを行うことにより利用が増
加した。また，利用料の助成により，産後の育児不安や負担の軽減に努めた。
　
【課題】
　事業の周知等により利用会員が増加しているが，活動可能な協力会員が限られている
ことから，新規の協力会員の確保とともに，活動の活性化を図る必要がある。

一般財源

決算額 4,896,588 2,480,000 0 0 2,416,588

　
　(4) 援助活動件数　　925件（Ｒ３.４.１～Ｒ４.３.31）

２　産後ママ応援事業
　(1) 出産後の母親への育児支援
　　　ア　利用人数　　22人（延べ活動件数　365件）
　　　イ　利用内容　　自宅での見守り　等

　(2) 出産後１年までの援助活動の利用料の助成
　　　ア　助成額　　　利用料（報酬額）の全額（上限 月20千円）
　　　イ　助成人数　　22人
　　　ウ　助成額　　　562千円

　(3) 活動にあたる協力会員への研修（コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 7,995,000 国(県)支出金 市債 その他

利用会員 協力会員 両方会員 合　計

444 人

目的及び
事業内容

【目的】
１　市民が相互に行う育児援助活動を支援することにより，安心して子育てができる
　環境づくりを推進する。

２　ファミリー・サポート・センターの活動をとおして，産後の母親への育児支援や
　寄り添いにより，育児不安の解消を図る。併せて，出産後１年までの利用料の全額
　を助成することにより，子育て世代の経済的負担の軽減を図る。

【事業内容】
１　子育ての援助を受けたい人（利用会員）と援助を行いたい人（協力会員）が登録
　し，相互援助活動を行う。

２　出産後１年までの母親の利用料の全額を助成するとともに活動にあたる協力会員
　の研修を実施する。

実施状況

１　ファミリー・サポート・センター実施状況
　(1) 配置職員　　アドバイザー（会計年度任用職員）　１人

　(2) 受付窓口　　気仙沼児童センター内に設置
　
　(3) 会員登録数　　　　　　　　　　　　令和４年３月31日現在

会員数

事 業 名 ファミリー・サポート・センターに関する経費
決算書ページ

159

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実
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成 果 と
課　　題

【成果】
　セミナーやイベントの実施方法を検討し，新型コロナウイルス感染症流行の中ではあ
るが安全にイベントを開催することにより，父親同士の新たなコミュニティの形成と育
児に参画する機運の醸成が図られた。

【課題】
　国の施策を注視しながら，男性の育児参画を促進するため，市民や事業所等への啓発
等の継続した取り組みが必要。

　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 400,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 315,805 157,000 0 0 158,805

目的及び
事業内容

【目的】
　妊娠期・出産・子育て期の子育て世代を対象としたプログラムにより，元気な子育て
や子育て世代の交流を促進し，安心して楽しく子育てができる環境を醸成していく。

【事業内容】
　父親同士の新たなコミュニティの形成と，育児に積極的に参画する機運の醸成を図る
ため，父親と子どもが一緒に参加できる体験プログラム等を実施する。

実施状況

１　実施状況
　(1) 親子が一緒に参加できるプログラムの実施
　　　「親子で楽しく板かまぼこを作ろう！！」
　　　　　実施日　：令和３年11月27日（土）
　　　　　場所　　：クッキングスタジオ
　　　　　参加人数：子ども19人，大人18人（うち父親11人）

　(2) 父親の育児参加に関するセミナーの開催（オンライン開催）
　　　「どう変わる？男性の育休～子育て世代を応援する企業に～」
　　　　　実施日　：令和３年12月21日(火)
　　　　　参加数　：13社

２　委託先　　（一社）気仙沼青年会議所

予算の執行状況

事 業 名 ワクワク子育てプログラム事業（父親の育児参加促進事業）
決算書ページ

159

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実
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成 果 と
課　　題

　多子世帯への入学祝金の支給により，入学準備に活用するなど経済的負担の軽減が図
られた。

　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 2,160,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 1,950,000 840,000 0 0 1,110,000

目的及び
事業内容

【目的】
　小学校入学児童の保護者への入学祝金支給により，子どもの成長を祝うとともに子育
て世代の経済的負担の軽減を図り，子どもを持ち育てる世代を応援する。

【事業内容】
１　対象者
　(1) 令和４年度に第３子以降の子が小学校に入学する保護者で，本市に住所を有す
　　　る者

　(2) 令和３年４月１日以降に本市に転入した者のうち，第３子以降の子が小学校に
　　　入学する保護者

２  支給内容
      対象児童１人につき30千円を支給

実施状況

〇　令和４年度入学児童分
　(1) 支給対象者　65人
　　　　　　　　　【参考】令和４年度新入学児童数　312人

　(2) 支給金額　　1,950千円

　(3) 支給時期　　令和４年１月
　　　　　　　　　※入学準備に活用できるよう入学前に支給

予算の執行状況

事 業 名 小学校入学祝金支給事業
決算書ページ

159

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実
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その他

成 果 と
課　　題

　出生届出時に受付し，おおむね出生後から２ヵ月の間にすべての対象者へ支給してい
る。また，商品券を簡易書留で発送することで，受給者の負担軽減を図っている。

実施状況

１　支給件数　226件

２　支給金額　6,780千円

３　事務費　163千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実

一般財源

決算額 6,943,445 0 0 0 6,943,445

事 業 名 誕生祝金支給事業
決算書ページ

159

目的及び
事業内容

【目的】
　新しい命の誕生をお祝いし，健やかな成長を祈念する祝金の支給により，少子化対策
の一層の推進と，子育て世代の経済的負担の軽減を図るとともに，子どもを持ち育てる
世代を応援する。

【事業内容】
１　対象者
      本市に住民登録をした新生児の保護者

２  支給内容
      新生児１人につき30千円分の商品券を支給

予算額 8,693,000 国(県)支出金 市債
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成 果 と
課　　題

【成果】
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響から，乳幼児親子とのふれあいは中止とした
が，代替として人形を使ったオムツ替え等を行ったことで，参加した生徒の，家庭と子
育てへの理解向上については一定の成果を得ることができた。また「いのちと性の講
話」により自己肯定感と赤ちゃんへの関心が高まり，将来家庭を持ち，子どもを育てる
意識の醸成が図られた。

【課題】
・市内の全中学校，高校で実施できるよう，学校の理解を図っていく。
・生徒自身が将来のイメージやライフデザインを考えるきっかけとなるよう，各年代に
合わせた講話等の実施検討。

　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 750,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 220,000 110,000 0 0 110,000

目的及び
事業内容

【目的】
　次世代の親になる中・高校生を対象に，生命の誕生や命の大切さに関するセミナー
と，乳幼児親子とのふれあいや交流により，自身のライフデザインを考えながら，将
来，親となるイメージを育むきっかけとする。

【事業内容】
　新型コロナウイルス感染症の流行に伴い，乳幼児親子との交流は中止とし，その代替
内容で実施した。
１　実施内容
　　　・いのちと性の講話
　　　・妊婦ジャケット装着体験
　　　・赤ちゃん人形での育児体験

２  開催場所
　　　各中学校，高等学校

実施状況

１　実施状況・参加人数   ５校・512人
　　　・７月６日　面瀬中学校：59人
　　　・７月13日　気仙沼高等学校（全日制）：218人
　　　・７月14日  気仙沼向洋高等学校：97人
    　・７月20日　気仙沼高等学校（定時制）：45人
　　　・12月13日  大谷中学校：93人（うち保護者20人）

２　委託先　　ＮＰＯ法人生活支援プロジェクトＫ

予算の執行状況

事 業 名 乳幼児親子の学校訪問事業
決算書ページ

161

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実
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成 果 と
課　　題

　不足する幼児教育・保育人材等の雇用確保と待機児童減少に繋がった。

決算額 1,565,689 0 0 0 1,565,689

予算額 2,000,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

目的及び
事業内容

【目的】
　慢性的に不足している幼児教育・保育人材を確保し，待機児童の解消を図るため，市
内の保育施設（認可外保育施設を含む）及び幼稚園への新規就職を支援する。

【事業内容】
１　保育士等確保対策事業
　　　市内の保育所等に就職した新規学卒者や潜在保育士等（１年以上離職していた保
　　育士等の有資格者）に対し，助成金を支給する。
　　　・対象者　　市内の保育所等に新たに就職し，１年以上の雇用契約となっている
　　　　　　　　　保育士，幼稚園教諭等の有資格者（非正規雇用を含む）
　　　・助成内容　就労助成金として１人につき100千円

２　保育士等奨学金返済支援補助金交付事業
      奨学金を利用して保育士資格等を取得し，市内の保育所等に就職した者に対し，
　　奨学金の返済額の一部を補助する。
　　　・対象者　　市内の保育所等へ新たに就職し，３年以上の雇用が見込まれる保育
　　　　　　　　　士，幼稚園教諭等の有資格者（非正規雇用を含む）で，奨学金の返
　　　　　　　　　済を行っている者
　　　　　　　　　（日本学生支援機構奨学金等の貸与型奨学金で償還免除を受けてい
　　　　　　　　　　ない者）
　　　・補助内容　奨学金の返済費用のうち200千円を上限として，その２分の１の額
　　　　　　　　を就職後最大３年間支給

実施状況

１　保育士等確保対策事業
    　・対象者　11人
　　　　（内訳）保育士７人（民間７人），幼稚園教諭４人（民間４人）
　　　・支給額　1,100千円

２　保育士等奨学金返済支援補助金交付事業
　　　・対象者　７人（うち継続３人）
　　　　（内訳）保育士４人（市１人，民間３人），幼稚園教諭３人（民間３人）
　　　・支給額　466千円

予算の執行状況 （単位：円）　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

事 業 名 保育人材確保対策事業
決算書ページ

161

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実
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成 果 と
課　　題

　給付金の支給により，子育て世帯の生活支援の一助となった。

　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 49,227,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 48,997,107 48,997,107 0 0 0

目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症の影響により，子育ての負担や家計への影響が長期化して
いることから，児童手当を受給する世帯に対し，給付金を支給することにより，子育て
世帯の負担軽減を図る。

【事業内容】
１　支給対象児童　　児童手当の令和３年４月分の対象となる児童
　　　　　　　　　　（３月分の対象となる児童含む）
　　　　　　　　　　※０歳～中学生（令和３年３月31日までに生まれた児童が対象）

２　支給対象者　　　対象児童に係る令和３年４月分（３月分を含む）の市からの児童
　　　　　　　　　　手当の受給者
　　　　　　　　　　※所得制限超過により特例給付となっている受給者及び公務員は
　　　　　　　　　　　対象外

３　支給内容　　　　対象児童１人につき10千円を支給

実施状況

１　支給実績
　(1) 支給対象者数　　2,897人

　(2) 支給対象児童数　4,840人

　(3) 支給金額　　　 48,400千円

２　事務費　　597千円

予算の執行状況

事 業 名 子育て世帯支援特別給付金事業
決算書ページ

161

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉
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1,863,678

成 果 と
課　　題

【成果】
　これまでの取り組みにより，民間の子育て支援団体の活動の活性化と，民間団体同
士・市との事業連携が促進し，子育て環境の改善が図られてきた。
【課題】
　市と民間支援団体の更なる連携強化とともに，タウンミーティングや市民交流ワーキ
ングの幅を広げ，地域や企業が取り組める子ども・子育て支援についての意見交換な
ど，より多くの人を巻き込みながら，安心して子育てできる環境のための事業展開に取
り組んでいく必要がある。

2,295,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 1,863,678 0 0 0

実施状況

１　市民交流ワーキングの実施
　(1) 市民交流ワーキング会議の開催
　　・開催日　６月２日～３月22日（不定期開催：計12回）
　　・参加団体等　主催者，子育て支援団体等12団体
　　・内容等　市の子育て環境に関する意見交換や協働事業に関する会議等
　(2) 庁内ワーキングとの交流
　　・開催日　７月28日・11月12日
　　・内容等　庁内ワーキンググループの勉強会とワークショップ

２　民間チャレンジャーの成長支援
　(1) 個別団体の伴走支援
　　・内容等　子育て支援団体の自立に向けた伴走支援として，ビジョン・ミッション
　　　　　　　の整理，事業計画・資金計画づくり等，各団体の課題に合わせた支援を
　　　　　　　実施した。
　(2) 関係団体との意見交換
　　・内容等　子どもや子育て支援に関係する団体等と，現在の子育て環境等について
　　　　　　　の問題意識の共有や，今後の連携について広く意見交換を実施した。
　　・開催日　８月17日・９月29日

３　タウンミーティングの企画及び実施
　　・テーマ　「このまちでどんな子育てしたい？」
　　・開催日及び参加人数　vol.３　10月27日　参加者：47人　託児：12人
　　　　　　　　　　　　　vol.４　11月23日　参加者：53人　託児：19人
　　　　　　　　　　　　　vol.５　１月22日　※新型コロナウイルス感染拡大により
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中止
４　委託先　　合同会社colere

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

予算額

（単位：円）

事 業 名 子育て支援市民交流ワーキング事業
決算書ページ

161～163

目的及び
事業内容

【目的】
　官と民がそれぞれの得意を活かし，市の子育て支援の取り組みの改善を図り，持続的
により良い子育て環境を創出するため，市民主導の子育て支援事業の提案や，子育て世
代の声を聴く場の開催など，市民目線での事業の円滑な運営により，子育て支援施策の
推進を図る。

【事業内容】
　市民交流ワーキング等の運営を業務委託する。
　(1) 市民交流ワーキングの実施
　(2) 民間チャレンジャーの成長支援
　(3) タウンミーティングの企画及び実施

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実
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成 果 と
課　　題

　給付金の支給により，低所得の子育て世帯の生活支援の一助となった。

決算額 74,699,646 74,699,000 0 0 646

　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 82,392,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で，低所得の子育て世帯に対
し，その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から，特別給付金を支給する。

【事業内容】
１　支給対象者
　(1)ひとり親世帯分
　　①児童扶養手当の支給を受けている者（申請不要）
　　②公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者
　　（※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。）
　　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど，収入が，児童
　　　扶養手当の対象となる水準に下がった者
　(2)その他世帯分
　　①令和３年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であっ
　　　て，令和３年度分の住民税均等割が非課税である者（申請不要）
　　②上記①のほか，対象児童（18歳年度末までの子（障害児については20歳未満）
　　　※令和３年４月以降令和４年２月末までに生まれる新生児も対象）の養育者で
　　　　あって，以下のいずれかに該当する者（要申請）
　　・令和３年度分の住民税均等割が非課税である者
　　・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し，令和３年度分の住民
　　　税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者（家計急変者）

２　支給内容　　児童１人当たり50千円を支給

実施状況

１　支給実績
　(1)ひとり親世帯分　　　　　　　　　　　　　　40,600千円
　　①（基本給付）　支給件数　712件　　支給額　35,600千円
　　②（公的年金）　支給件数　 52件　　支給額　 2,600千円
    ③（家計急変）　支給件数　 48件　　支給額　 2,400千円

　(2)その他世帯分　　　　　　　　　　　　　　　31,600千円
　　①（非課税世帯）支給件数　544件　　支給額　27,200千円
　　②（家計急変）　支給件数　 88件　　支給額　 4,400千円

２　事務費
　(1) ひとり親世帯分　　　525千円

　(2) その他世帯分　　　1,975千円

予算の執行状況

事 業 名 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
決算書ページ

163

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉
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成 果 と
課　　題

　給付金の支給により，ひとり親世帯の生活支援の一助となった。

　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,580,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 3,410,356 3,099,000 0 0 311,356

目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症の影響により，子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に
特に大きな困難が生じていることを踏まえ，経済的支援として給付金を支給する。

【事業内容】
１　支給対象者
　(1) 児童扶養手当の支給対象者で，令和３年12月１日時点で引き続き市内に住所を有
　　　する者
　(2) 母子・父子家庭医療費の助成対象者で，令和３年12月１日時点で引き続き市内に
　　　住所を有する者
　(3) その他，令和３年12月１日時点で上記①又は②の申請要件を満たす者

２　支給内容　　１世帯当たり５千円分の気仙沼商品券を支給

実施状況

１　支給実績
　(1) 支給対象者数　　637人

　(2) 支給金額　　　3,185千円

２　事務費　　225千円

予算の執行状況

事 業 名 ひとり親世帯支援給付金事業
決算書ページ

163

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉
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事 業 名 子育て世帯への臨時特別給付金事業
決算書ページ

163

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　１目　児童福祉総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉

目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中，子育て世帯を力強く支援し，その
未来を拓く観点から，児童を養育している者の年収が一定以上の世帯を除き，子ども１
人当たり100千円の現金を迅速に給付する。

【事業内容】
１　支給対象者
　(1) 令和３年９月分の児童手当法による児童手当の受給者
　(2) 令和３年９月30日（基準日）において，15歳に達する日以後の最初の３月31日を
　　　経過した児童であって，18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者
　　　を養育する者
　(3) 基準日において高校生等が委託されている児童養護施設等の設置者
　(4) 基準日の翌日以後令和４年３月31日までに出生した児童の父母等

２　支給内容　　児童１人当たり一律100千円

３　申請受付　　本市からの児童手当受給者は申請不要（プッシュ型により支給），
　　　　　　　　それ以外の対象者は申請書を提出

実施状況

１　支給実績

（単位：件，人，千円）

２　事務費
　・ 先行給付　　　1,221千円

３　翌年度繰越額　　2,005千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

成 果 と
課　　題

　給付金の支給により，子育て世帯の生活支援の一助となった。

決算額 689,120,707 689,120,707 0 0 0

予算額 703,420,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

先行給付 追加給付

件数
中学生

以下
高校生 支給額 件数

中学生

以下
高校生 支給額

積極支給 3,341 5,160 821 299,050 3,341 5,160 821 299,050

申請支給 699 296 602 44,900 699 296 602 44,900

合計 4,040 5,456 1,423 343,950 4,040 5,456 1,423 343,950
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成 果 と
課　　題

 　解体により，市有財産の適正管理及び施設のランニングコストの削減が図られた。

決算額 11,330,000 0 10,100,000 0 1,230,000

　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 12,859,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

目的及び
事業内容

【目的】
　施設の閉所に伴い，建物及び遊具等について解体，撤去する。

【事業内容】
　閉所した石甲保育所の解体工事を実施する。

実施状況

○　小規模保育所解体工事
　(1) 名　　称：石甲保育所

　(2) 位　　置：気仙沼市赤岩石兜4-1

　(3) 構　　造：木造平屋建て

　(4) 延床面積：333.27㎡

　(5) 工事費　　　　11,330千円
　　　・履行期間　　令和３年12月８日から令和４年２月28日まで
 　　 ・本体解体工事
　 　 ・外構工事（遊具撤去，整地等）

予算の執行状況

事 業 名 施設の運営・維持管理に関する経費（小規模保育所解体工事）
決算書ページ

171～173

所 管 課 保健福祉部子ども家庭課 予算科目 ３款　２項　５目　小規模保育所費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅰ－２地域経営（２）①市有財産の適正管理と有効活用
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事 業 名 放課後児童支援事業（放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業）
決算書ページ

177

目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症対策等で業務が多忙となっている放課後児童支援員等に対
する処遇改善を行う。

【事業内容】
　放課後児童支援員等に対する３％以上の処遇改善を行う国による放課後児童支援員等
処遇改善臨時特例事業を実施する事により，常勤職員１人につき手当11千円/月（非常
勤職員については勤務態様により算出）を支給する。

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 ３款　２項　７目　放課後児童健全育成事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実

一般財源

決算額 965,800 965,800 0 0 0

実施状況

【処遇改善手当の支給状況】

　〇２月分　・処遇改善職員数　   60人
　　　　　　・処遇改善総額　　483千円

　〇３月分　・処遇改善職員数　   60人
　　　　　　・処遇改善総額　　483千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,342,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　新型コロナウイルス感染症対策等で業務が多忙となっている放課後児童支援員等の処
遇改善を図り，職員の定着率の向上や人材確保の一助となった。

【課題】
　国による放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業（国庫補助率10/10，事業実施期
間令和４年２月から令和４年９月まで）の終了後は，処遇改善事業は子ども子育て支援
交付金事業のメニューとして実施される予定であるが，子ども子育て支援交付金は国:
１/３，県:１/３，市町村:１/３の負担割合となっており，市の一般財源負担の増が課
題となる。
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事 業 名 生活保護扶助事業
決算書ページ

179

目的及び
事業内容

【目的】
　生活に困窮する市民に対し，その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い，最低限度
の生活を保障するとともに，その自立を助長する。

【事業内容】
１　生活保護の実施
２　新規相談の受理
３　就労支援の実施

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　３項　２目　扶助費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）④低所得者の自立支援

実施状況

１　生活保護の実施
　　現業員５名，査察指導員１名を配置し，保護の実施にあたった。

２　新規相談の受理
　　129世帯（述べ166件）からの相談を受理した。

３　就労支援の実施
　　就労支援員１名を配置し，就労可能な生活保護受給者24名に対し就労支援を
　行った。

４　実績　　・相談件数　　166件
　　　　　　・開始世帯数　 54世帯（年度内に開始決定した世帯）
　　　　　　・廃止世帯数　 45世帯（年度内に廃止決定した世帯）

年度 H29 H30 R１ R２ R３

保護世帯数 360世帯

保護率 7.33‰ 7.61‰ 7.86‰ 7.89‰ 8.21‰

370世帯 381世帯 398世帯 403世帯

保護人員 454人 461人 465人 481人 490人

決算額 745,054,346 596,355,741 0 0 148,698,605

※各年度とも３月の数値

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 833,409,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

【成果】
　社会保障制度における最後のセーフティネットとしての役割を果たすため，丁寧な相
談対応，保護の適正実施に努め,  生活の保障と自立に向けた支援を実施した。

【課題】
　65歳未満の稼働年齢層がいる「その他世帯」の割合が増加しており，自立に向けた支
援の重要性が高まっている。
　新型コロナウイルス感染症を要因としての申請は見られなかったが，今後，影響が長
引くことにより，手持ち金が減少した市民からの申請が増加することも考えられ，状況
を注視していく必要がある。
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（単位：件，千円）

※令和３年度の２件は，いずれも火災による全焼

災害援護
資金貸付

全焼・全流出

半壊・半焼

4

26

30

0

件 数 金 額 件 数 金 額

弔慰金

合 計

400

1,300

1,700

0

1

6

2

区 分
令和元年度 令和２年度 令和３年度

件 数

成 果 と
課　　題

【成果】
　早期に福祉的対応を行うことで，災害により被害を受けた市民の生活の安定が図られ
ている。

【課題】
　今後の災害に備え，住居被害罹災者用として，緊急時の一時滞在場所を確保しておく
必要がある。

一般財源

決算額 200,000 0 0 0 200,000

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,085,000 国(県)支出金 市債 その他

負傷（２月以上）

負傷（１月以上）

金 額

事 業 名 災害救助に関する経費
決算書ページ

181

目的及び
事業内容

【目的】
　暴風雨，その他の天災や火災で罹災した市民の生活の安定を図るため，援助を行う。

【事業内容】
１　災害弔慰金の支給
　　　災害で死亡した（行方不明を含む）市民の遺族に対し，災害弔慰金を支給する。
　　　・死亡した方１人につき50万円

２　災害見舞金の支給
　(1) 負傷見舞金　災害で負傷した市民に対し，負傷の程度に応じ支給する。
　　　ア　負傷の程度が全治２か月以上　　１人　 ５万円
　　　イ　　　　　〃　　　１か月以上　　１人　 ２万５千円
  (2) 損害見舞金　災害で住居に損害を受けた世帯の世帯主に対し支給する。
　  　ア　住居が全壊，全焼（建物延面積の70％程度以上）又は流失 　１世帯 10万円
　　  イ　住居が半壊又は半焼（建物延面積の20%程度以上）　　　  　１世帯 ５万円

３　災害援護資金の貸付
　　　災害で住居・家財に大きな被害を受けた場合，生活再建のための貸付を行う。
　　　・貸付限度額　100万円から150万円まで
　　　・貸付利率　　年３％
　　　・償還期間　　10年（うち据置期間３年）
　　　・償還方法　　年賦又は半年賦（元利均等償還）

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　４項　１目　災害救助総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）①地域包括ケアシステムの推進

200

200

0

9

0

50

600

100

750

0

2

2

0
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１　弔慰金・災害障害見舞金の支給状況

　(1) 災害弔慰金支給審査委員会　　　　開催回数　　　１回　　　　　29千円

　(2) 支給内訳 （単位：件，千円）

２　災害援護資金の貸付状況（令和４年３月31日現在）

成 果 と
課　　題

　時間の経過と共に申請件数は減少している。
　災害援護資金は，対象となる方に必要な貸付を行い，資金を確保することにより，被
災者の生活再建を助長できている。政令改正により申請受付期間が令和４年度まで延長
されている。

決算額 29,300 0 0 0 29,300

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 20,079,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

事 業 名 災害援護事業【東日本大震災】
決算書ページ

181

目的及び
事業内容

【目的】
　東日本大震災により被災した市民の生活の安定を図るため，援助を行う。
【事業内容】
１　災害弔慰金の支給
　　　震災により死亡した（行方不明を含む）方で，震災当時，市内に住所を有してい
　　た方の遺族に対し災害弔慰金を支給する。
　　(1) 生計維持者が死亡した場合　　　　500万円
　　(2) その他の方が死亡した場合　　　　250万円
２　災害障害見舞金の支給
　　　震災により負傷し，又は疾病にかかり，症状が固定した重度の障害を受けた方に
　　対し，災害障害見舞金を支給する。
　　(1) 生計維持者が障害を受けた場合　　250万円
　　(2) その他の方が障害を受けた場合　　125万円
３　災害援護資金の貸付
　　　震災により，住居・家財に大きな被害を受けた場合や世帯主が全治１か月以上の
　　負傷をした場合，生活の立て直しのための貸付を行う。
　　・貸付限度額　150万円から350万円まで
　　・貸付利率　　【保証人あり】無利子　【保証人なし】年1.5％
　　・償還期間　　13年（うち据置期間６年 ※自己所有の住居が全壊の場合は８年）
　　・償還方法　　年賦，半年賦，月賦（元利均等償還）

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　４項　２目　災害復興支援費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）①地域包括ケアシステムの推進

件 円 件

件 円 件累 計

R３年度

貸付 件数

941

０

金　額

2,180,007,500

０

うち保証人あり

20.40%

0.00%

192

０

０ １

（※R3認定は関連死分（弔慰金はR4年度支給））

区 分
令和元年度 令和２年度 令和３年度

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数

障害見舞金
生計維持

その他

合 計

金 額

弔慰金
生計維持

その他

０ ０ ０ ００

０

１ ０不支給件数

０

認定件数

２
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目的及び
事業内容

【目的】
　平成23年度から貸付を開始し，平成29年度から本償還が開始した災害援護資金貸付金
について，対象者の現況を適切に把握するとともに，システムの活用や，対象者の利便
性を考慮した納付方法の導入により償還率の向上を図り，確実な償還に資する。

【事業内容】
１　対象者の現況把握
２　償還業務

所 管 課 保健福祉部社会福祉課 予算科目 ３款　４項　２目　災害復興支援費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）①地域包括ケアシステムの推進

事 業 名 災害援護資金償還事業
決算書ページ

181

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 8,483,000 国(県)支出金 市債 その他

１　対象者の現況把握
  (1) 現況届
 　 ア　発送　848件
　　イ　回収　635件（回収率74.9％）
　(2) 現況届未提出者への対応（電話，訪問等）

２　償還状況（R4.3.31時点）

一般財源

決算額 7,913,440 0 0 0 7,913,440

　(1) 償還額の内訳
 

　(2) 支払猶予の状況 121件　67,485,143円
　(3) 償還免除の状況　13件　24,800,000円（免除事由：債務者死亡による相続放棄）
　(4) 滞納の状況     129件　72,108,653円
　(5) 償還に伴う業務
    ア　災害援護資金貸付管理システム保守業務委託　　　　　　　　418千円
    イ　災害援護資金貸付管理システム機能拡張業務委託　　　　　　495千円
　　ウ　公金収納（コンビニ収納）業務取扱手数料　　　　882件　　  55千円
　　エ　相談業務

３　その他事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,945千円
　　　　　　　　　　　　　　　  （うち会計年度任用職員人件費　6,434千円）

成 果 と
課　　題

【成果】
　適切な債権管理に努め，様々な要因により当初の計画どおりに償還ができない借受人
に対して丁寧かつ柔軟な対応を行うことで，借受人との関係を継続し滞納をできる限り
発生させない取り組みを進めた。

【課題】
　当該業務に関しては，現在のところ復興関係の予算で適当な補助メニューがなく，今
後の財源確保が難しい状況にある。
　今後，長期に亘る債権管理が必要となるが，事務の増大及び複雑化，また，困難ケー
スからの債権回収に対応していくため，法的専門知識を有した職員体制並びに貸付金管
理システムの充実が必要である。

R3年度 375 145,455,754 32 80,900,000

区　分
償還額 左記のうち全額償還

件数 金額（円） 件数 金額（円）

180 449,900,000累　計 570 714,384,920
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成 果 と
課　　題

　衛生組合長の声掛けによるごみ出しルールの周知活動，各分会による不法投棄防止啓
発パトロールの実施,小学生対象のポスターコンクール開催などにより，市民の環境衛
生意識の向上が図られた。

一般財源

決算額 5,457,300 0 0 0 5,457,300

実施状況

１　衛生組合長の業務
　　　各行政区衛生組合の運営を行うとともに，市の衛生行政事務の連絡，環境衛生の
    意識向上及び推進に関することを行う。
　(1) 地域の環境美化活動の推進
　(2) ごみ出しルールの徹底・地区内の集積所の管理
　(3) 地域のごみの散乱防止・不法投棄の防止
　(4) 全市一斉清掃への協力
　(5) 資源回収等リサイクルの推進
　(6) 除草の指導及び推進

２　気仙沼市衛生組合連合会事業
　(1) 定期総会　　１回（書面開催）
　(2) 役員会　　　２回（うち１回は書面開催）
　(3) 環境ポスターコンクール 　応募数144点
　(4) 市広報での活動報告  　　１回
　(5) 不法投棄防止啓発看板作製　３枚（大島地区ほか２地区）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,062,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 衛生組合等に関する経費
決算書ページ

183

目的及び
事業内容

【目的】
　市民の環境衛生の意識向上及び推進を図る。

【事業内容】
１　各行政区に衛生組合を設置
２　気仙沼市衛生組合連合会の運営補助

所 管 課 市民生活部生活環境課 予算科目 ４款　１項　１目　保健衛生総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）①自然環境・生活環境の保全
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成 果 と
課　　題

　医療介護サービスの従事者に対し，支援が図られた。

一般財源

決算額 9,935,070 9,935,070 0 0 0

実施状況

〇　支給状況

　給付者数　    992人

　給付額　　9,920千円

　事務費　　　 16千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,044,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 新型コロナウイルス感染症対応従事者（医療）慰労金事業
決算書ページ

185

目的及び
事業内容

【目的】
　市内医療機関等の医療従事者は①自らも新型コロナウイルス感染症への感染リスクが
ある厳しい環境の下での業務であること，②継続して提供することが必要な業務である
こと，③全国各地の事業所等での集団感染の発生状況を踏まえ，相当程度心身に負担が
かかる中，強い使命感を持って業務に従事することから，本市独自の支援策として慰労
金を給付した。

【事業内容】
１　支給対象者　市内の医療介護サービス事業所・施設等の従事者
２　基準日　　　令和３年４月１日
３　支給額　　　対象者１人につき10千円

所 管 課 保健福祉部健康増進課 予算科目 ４款　１項　１目　保健衛生総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉
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事 業 名 予防接種・健診等に関する経費（結核予防事業）
決算書ページ

187～189

所 管 課 保健福祉部健康増進課 予算科目 ４款　１項　２目　予防費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－５保健・医療（１）①健康づくりの推進

一般財源

決算額 5,669,178 0 0 0 5,669,178

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,872,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　結核検診を生活習慣病健診と同じ会場で実施し，結核予防のパネルを展示するととも
に，パンフレット・リーフレットを配布することで，結核予防と結核に対する正しい知
識の周知が図られた。

【課題】
　結核の早期発見・早期治療に対応するため，結核検診を毎年受診することの大切さに
ついて継続して周知啓発していく。

目的及び
事業内容

【目的】
　「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく検診の実施に
より，結核の早期発見と早期対応により感染拡大を予防する。

【事業内容】
１　65歳以上を対象とした胸部レントゲン撮影による結核検診
２　デイサービス等の通所施設利用者を対象とした結核検診

実施状況

○レントゲン間接撮影業務委託　5,665千円
 　(1) 集団検診による胸部レントゲン撮影

　

 　(2) 通所施設利用者の結核検診
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事 業 名 予防接種・健診等に関する経費（予防接種事業）
決算書ページ

187～189

所 管 課 保健福祉部健康増進課 予算科目 ４款　１項　２目　予防費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－５保健・医療（１）①健康づくりの推進

目的及び
事業内容

【目的】
　感染症に対する免疫を確保し，感染症の発症及びまん延を防止する。

【事業内容】
　予防接種法に基づき，各対象年齢の方に予防接種を実施。

実施状況

１　予防接種業務委託　102,151千円
　　気仙沼市医師会及び宮城県医師会へ委託により実施。

２　風しん予防接種業務委託　2,421千円
　　全国知事会と日本医師会との委託契約。市は宮城県へ委任。
　　(感染症予防事業費等補助金 3,602千円）

３　子どもインフルエンザ予防接種業務委託　12,012千円
　　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　12,012千円）
　　気仙沼市医師会へ委託。

４　定期予防接種費助成金　 292千円
　　市外の医療機関等で定期予防接種を受けた場合の費用を助成。
　

成 果 と
課　　題

【成果】
　乳幼児期の予防接種は，種類が多く，接種対象年齢はワクチン毎に決められているた
め，適切な時期に接種できるよう，母子健康手帳交付時や乳幼児健診，就学時健診時に
接種指導を行った。また，予防接種の種類によっては，個別通知による勧奨や市広報・
ホームページ，地元のテレビ・ラジオ等での周知が図られた。

【課題】
　対象者が適切な時期に接種できるよう，継続して予防接種の正しい情報と周知に努め
ていく。

決算額 118,289,398 15,613,710 10,000,000 0 92,675,688

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 129,682,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源
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１　接種実績概要（年度末時点）

２　集団接種の実施状況

３　個別・施設接種の実施状況

４　他関連支援策の実施状況

　(1) 予約相談窓口（コールセンター）の設置・運営

　(2) 乗合タクシー・介護タクシーの運行

事 業 名 予防接種・健診等に関する経費(新型コロナウイルスワクチン接種事業)
決算書ページ

187～189

目的及び
事業内容

【目的】
　　市民を対象とした新型コロナウイルスワクチンの接種を推進し，感染拡大の防止を
　図る。
【事業内容】
　(1) 接種体制の構築（接種券発行・管理，予約相談窓口の開設等）
　(2) ワクチン接種の推進（集団接種の管理・運営，個別接種の報酬支払，他支援策の
　　実施等）

所 管 課 保健福祉部健康増進課 予算科目 ４款　１項　２目　予防費

総計基本施策分類 〈通常分〉

一般財源

決算額 786,439,647 782,439,541 0 4,000,106 0

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 890,955,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　接種率について，当初想定の80％を上回り，１・２回目接種では約90％以上，３回目
接種については，約80％以上となり，県内でも高い水準である。

【課題】
　本事業は，国内の感染動向や，国のワクチン取扱い方針に大きく左右される。市民に
正しい情報を提供しながら，迅速かつ円滑にワクチン接種を実施していくためには，気
仙沼市医師会，気仙沼薬剤師会など関係機関との連携が重要である。
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成 果 と
課　　題

【成果】
１　子育て支援セミナーでは，日々悩みながら子育てをしている母親などに寄り添った
　セミナーの開催が図られた。

２　先輩ママとの交流会では，産後の母親と乳児を対象に開催した。子どもと楽しくコ
  ミュニケーションをとれる機会となるとともに，母親同士の交流もでき，参加者の満
　足度は高かった。

【課題】
　コロナ禍により，外出の機会の減少や周囲とのつながりが希薄となり，子育てに関す
る情報が不十分なまま出産を迎えたり，不安を抱えながら子育てをする保護者が増加し
ている。保護者が安心して子育てできるよう，現状に即した事業内容となるよう努めて
いく。

一般財源

決算額 30,000 26,000 0 0 4,000

実施状況

１　心のケア講座「子育て支援セミナー」　30千円
　テーマ：「急がず，あせらず，ゆっくりと。自分らしい子育てのコツ」
　(1) 実施回数　１回
　(2) 参加者数　11名

２　先輩ママとの交流会
　(1) 実施回数　３回
　(2) 参加者数  20名

３　～産後の方へ～女性のためのボディケア講座
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 356,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 ワクワク子育てプログラム事業
決算書ページ

189

目的及び
事業内容

【目的】
　妊娠期・出産・子育て期の保護者を対象に，子育て世代の交流を促進し，安心して楽
しく子育てができる機運の醸成を図る。

【事業内容】
１　毎年テーマを設定し，子育て世代をはじめ，広く市民を対象に，自分らしい子育て
　を見つけるヒントとなるよう，また周囲のサポートの大切さを知ってもらうことを目
　的に心のケア講座を実施する。

２　初めての子育てに関する不安に寄り添う事業として，赤ちゃんのふれあいや母親た
　ちとの交流により，前向きな子育てを応援する交流会を実施する。

３　心身が不安定になりやすい産後の女性に，心身を整える方法を身につけてもらい，
　心身ともに元気に育児ができるよう支援するボディケア講座を実施する。

所 管 課 保健福祉部健康増進課 予算科目 ４款　１項　３目　保健事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実
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事 業 名 子育て世代包括支援センター運営事業
決算書ページ

189

所 管 課 保健福祉部健康増進課 予算科目 ４款　１項　３目　保健事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実

目的及び
事業内容

【目的】
　母子保健や育児に関する相談に応じ，切れ目のない支援へつなぐことを目的とし，子
育て支援の充実・強化に取り組む。

【事業内容】
　妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して，総合的な相談支援を提供する
「子育て世代包括支援センター」を設置・運営する。

実施状況

１　妊娠届，母子健康手帳・父子健康手帳の交付
　(1) 母子健康手帳交付件数　235件
　(2) 父子健康手帳交付件数　241件

２　総合的な相談支援，子育て支援サービスの情報提供
　・相談延べ件数　504件（うち妊娠届出時面談　235件）

予算の執行状況

決算額 7,327,175 6,276,000 0 0

成 果 と
課　　題

【成果】
　妊娠届の受付を同センターにしたことで，妊婦との面談ができている。里帰り等で面
談が難しい場合は，電話での相談を行うなど，状況把握に努めた。
　令和３年度月平均約42件の来所相談があり，センターの定着化が図られている。

【課題】
　産科医療機関からセンターへの相談を紹介していただいたり，センターでの相談から
引き続き支援が必要な家庭の場合は，庁内担当課や児童相談所等へつなぐなど，関係機
関と連携しながら対応していく。

　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 8,062,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

1,051,175
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（単位：円）　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

事 業 名 母子保健事業（各種健康診査・相談事業等）
決算書ページ

189～191

所 管 課 保健福祉部健康増進課 予算科目 ４款　１項　３目　保健事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実

目的及び
事業内容

【目的】
　妊娠，出産，新生児・乳幼児期等を通じて切れ目のない母子保健対策を講じ，乳幼児
の健康保持増進・育児の支援体制の充実を図る。
【事業内容】
　各種健康診査，訪問事業，教室・相談等

実施状況

１　妊娠届出数　235件
２　個別健診

３　集団健診

４　訪問事業

５　教室・相談等

予算の執行状況

成 果 と
課　　題

【成果】
　新型コロナウイルス感染防止対策を図りながら，乳幼児健診を実施した。また子育て
相談については，事前予約制にし，その他の教室についても人数制限などの対応を行い
実施した。
【課題】
　地域とのつながりの希薄化や核家族化等により，保護者などが育児の不安や負担が大
きくなったり，周囲から孤立した状態で子育てをしているケースもある。引き続き，妊
娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の維持に努める。
　子どもの頃からの栄養バランスや生活リズムの乱れにより，肥満や虫歯等の問題がみ
られる。今後も引き続き，乳幼児健診や相談・教室等を通して，基本的な生活習慣の確
立や健やかな成長を促す支援が必要である。

決算額 33,563,235 2,392,200 22,800,000 0 8,371,035

予算額 37,716,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源
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成 果 と
課　　題

【成果】
　医療機関との連携により，産婦と子どもの健康の保持増進のほか，産婦や家族の不安
軽減が図られた。

【課題】
　医療機関との連携を密にし，引き続き早期に保健師の訪問や産後ケア事業へつなげら
れるよう対応していく。

一般財源

決算額 3,533,667 842,000 0 0 2,691,667

実施状況

１　産婦健康診査事業
　　委託医療機関等において，産後２週間・１か月の時期の産婦に対して健康診査を
　実施
　　　受診者数：247人

２　１か月児健康診査事業
　　　委託医療機関等において，乳児に対して健康診査を実施
　　　受診者数：210人

３　新生児聴覚検査事業
　　 委託医療機関等において，新生児に対して聴覚検査を実施
　　 受診者数：217人

４　産後ケア事業
　　 産後の母子に対して，委託助産師等が訪問し心身のケアや育児のサポート等を
　 　行う
　　 利用者数：実５人／延べ９人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 5,008,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 母子保健事業（産後サポート事業）
決算書ページ

189～191

目的及び
事業内容

【目的】
　心身の回復と育児支援が必要な産後間もない時期の母子に対して，健康の維持及び増
進のための健康診査と，心身のケアや育児のサポート等を一体的に実施することによ
り，産後間もない時期から，安心して子育てができる支援体制を確保する。

【事業内容】
１　産婦健康診査事業
２　１か月児健康診査事業
３　新生児聴覚検査事業
４　産後ケア事業

所 管 課 保健福祉部健康増進課 予算科目 ４款　１項　３目　保健事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－２結婚・子育て（２）①妊娠・出産・子育て支援の充実
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目的及び
事業内容

【目的】
 市民一人ひとりの健康意識を高め，健康診査の受診や年代に応じた健康づくりの取組
みを促進する。
　
【事業内容】
　健康診査の受診や運動・食生活の実践など，気仙沼クルーカードと連携し，健康行動
の開始・継続を促す健康ポイント事業を行った。

実施状況

１　受けようよ健診ポイント
　(1) 実施期間　R３.４.１～R４.３.31
　(2) 付与ポイント数　１人500ポイント

　

 

２　健康づくりポイント
　(1) 「食事と運動でカラダづくり教室」
　　　３つのライフステージ(ヤング18～39歳，ミドル40～59歳，シニア60歳以上）毎
　　に体組成測定や年代に応じた効果的な運動や食生活を学ぶ「食事と運動でカラダ
    づくり教室」を各ステージ毎に５回ずつ開催した。
　　ア　実施期間　R３.10.13～R４.２.19
　　イ　付与ポイント数　1人最大600ポイント
　　ウ　参加人数　延べ220人
　　エ　ポイント付与者数　53人
　(2) 健康づくりイベント
　　　「健康フェスタ」を予定していたが，新型コロナウイルス感染拡大防止のため
　　中止となった。
　

成 果 と
課　　題

【成果】
　健康づくりポイントの「食事と運動でカラダづくり教室」では，家庭でも継続して行
えるような運動や食生活など，健康面で留意すべき点を学ぶことで，市民の健康行動の
開始・継続を促すためのキッカケづくりとなった。
　
【課題】
　受けようよ健診ポイントでは，インセンティブを与えることで健診受診率の向上を目
指してきたが，目標としている受診率とは乖離があるため，受けようよ健診ポイントを
廃止し，AIを活用した受診勧奨を行うなど，新たな取組を図る。

一般財源

決算額 3,028,832 0 0 0 3,028,832

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,215,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 健康づくり推進事業（健康ポイント事業）
決算書ページ

191～193

所 管 課 保健福祉部健康増進課 予算科目 ４款　１項　３目　保健事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－５保健・医療（１）①健康づくりの推進
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112,941,476 4,585,000 0 14,930,567 93,425,909

成 果 と
課　　題

【成果】
　コロナ禍でも安心して受診できるよう，換気・消毒などの感染予防対策を徹底し，予
定していた全ての健診(検診）を実施した。また，夜間健診や休日健診，託児サービス
の実施をするなど，受診しやすい体制を整え，受診率の向上が図られた。

【課題】
　疾病の早期発見・早期治療，生活習慣の改善に結びつけられるよう若年のうちから，
毎年継続して受診することの大切さについて周知啓発をしていく。
　

実施状況

○各種健康診査業務委託
　

　総合健診として，生活習慣病健診，結核・肺がん検診，大腸がん検診，前立腺がん検
診，骨粗しょう症検診，肝炎ウィルス検診を同日・同一会場で実施した。
　また，夜間健診や日曜健診，託児サービスを実施した。
　
　
　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

決算額

所 管 課 保健福祉部健康増進課 予算科目 ４款　１項　３目　保健事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－５保健・医療（１）①健康づくりの推進

（単位：円）

予算額 114,305,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

事 業 名 各種健康診査事業
決算書ページ

193

目的及び
事業内容

【目的】
　生活習慣病健診や各種がん検診を実施し，疾病の早期発見・早期治療を推進すること
で，市民の健康維持・増進を図る。

【事業内容】
　生活習慣病健診，各種がん検診の実施。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　市民の健康状態の把握や健康づくり，子育て・健康・保健活動の拠点として事業の推
進が図られている。
　また，感染リスクの高い密閉空間の回避を図るため，空調及び換気設備を整備し，健
診やワクチン接種等の会場として，安心かつ安全で快適な利用環境を確保することがで
きた。

【課題】
　平成10年の建築から24年が経過し，設備等の計画的な更新が必要である。

決算額 35,450,655 26,925,000 0 6,000 8,519,655

　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 36,223,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

目的及び
事業内容

【目的】
　市民一人ひとりの健康状態を生涯にわたって把握し，積極的な健康保持増進対策を推
進するための施設を管理・運営する。

【事業内容】
　市民健康管理センターの維持管理

実施状況

１　管理運営費
　(1) 光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　3,204千円
　(2) 修繕費（市民健康管理センター玄関前段差修繕等）　　　　 648千円
　(3) 消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86千円
　(4) 通信運搬費(電話料等）　　　　　　　　　　　　　　　　　929千円
　(5) 手数料（簡易給水施設等検査）　　　　　　　　　　　　　　15千円
　(6) 委託料（機械警備業務等）　　　　　　　　　　　　 　　3,644千円
　

２　市民健康管理センター空調設備等整備事業（R2年度から繰越）
　　工事請負費（空調設備改修工事）　26,925千円（本年度支出額）

３　施設貸館状況

予算の執行状況

事 業 名 施設の維持管理に関する経費（市民健康管理センター）
決算書ページ

195

所 管 課 保健福祉部健康増進課 予算科目 ４款　１項　４目　市民健康管理センター費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－５保健・医療（１）①健康づくりの推進
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成 果 と
課　　題

　
【成果】
　集合注射を実施したことにより，狂犬病予防注射の接種を促すことができた。また，
集合注射会場でマナー啓発グッズを配布し，マナー向上に努めた。
　動物病院で注射を行った場合に注射済票を直接交付することにより，市民の利便性が
向上した。
　
【課題】
　飼犬の高齢化等により接種不能な場合もあるが，接種率の向上を図るため，定期的に
周知，啓発していく必要がある。
　

一般財源

決算額 3,889,377 0 0 3,889,377 0

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,401,000 国(県)支出金 市債 その他

個別接種

事 業 名 狂犬病予防事業
決算書ページ

197

648頭 676頭 634頭

所 管 課 市民生活部生活環境課 予算科目 ４款　１項　６目　環境衛生費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）①自然環境・生活環境の保全

内訳
集合注射

接種率 86.2% 87.1% 84.5%

　　  ※R3宮城県全体での接種率 82.1%

目的及び
事業内容

実施状況

【目的】
　狂犬病予防法による飼犬の登録管理や予防注射により，狂犬病の発生予防，まん延の
防止及び撲滅を図る。

【事業内容】
１　狂犬病予防法による飼犬の登録管理
２　狂犬病予防の啓発
３　狂犬病予防集合注射
４　注射済票の交付委託

１　令和３年度　飼犬の新規登録実績
　　　飼犬の新規登録頭数　102頭

２　狂犬病予防集合注射業務委託　1,372頭　のべ25会場
　　　委託先：宮城県獣医師会

３　狂犬病予防注射済票交付業務委託　340件
　　　委託先：市内の動物病院

R1 R2 R3

登録頭数（年度末現在） 2,541頭 2,456頭 2,374頭

狂犬病予防注射年間頭数 2,191頭 2,140頭 2,006頭

1,543頭 1,464頭 1,372頭
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成 果 と
課　　題

【成果】
　保守点検及び必要な改修により，施設の安定的な運営が図られた。
　
【課題】
　施設の老朽化が進んでおり，計画的な修繕等に努める必要がある。

（単位：円）

予算額 15,180,320 国(県)支出金 市債 その他

実施状況

事 業 名 施設の維持管理に関する経費（斎場）
決算書ページ

197～199

目的及び
事業内容

　斎場機能の維持を図るため，適正な管理を行う。

所 管 課 市民生活部生活環境課 予算科目 ４款　１項　６目　環境衛生費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）⑦墓地・斎場の整備

一般財源

決算額 14,431,257 0 0 6,916,003 7,515,254

１　斎場使用状況

２　斎場管理運営費
  (1) 維持管理業務委託費
　　・気仙沼市斎場火葬炉保守点検業務委託　　        1,034千円
　　・気仙沼市斎場機械警備業務委託　　　　　          209千円
　　・気仙沼市唐桑斎場機械警備業務委託　　            108千円
　　・気仙沼市本吉斎場機械警備業務委託　　　　        211千円
　　・気仙沼市斎場浄化槽維持管理業務委託　　        　325千円
  (2) 施設修繕費
　　・気仙沼市斎場火葬炉１号炉全体セラミック及び
　　　３号炉断熱扉セラミック取替修繕　　　　　　　　  968千円
　　・気仙沼市斎場火葬炉1号炉・２号炉・３号炉台車
　　　耐火物等修繕　　　　　　　　　　　　　　　　　  836千円
　　・気仙沼市唐桑斎場火葬炉排気ダクト修繕　　　　　1,188千円
　　・気仙沼市本吉斎場火葬炉消耗品等修繕　　　　　　  275千円
　　・気仙沼市唐桑斎場台車耐火物取替修繕　　　　　　　358千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

施設名 気仙沼市斎場 唐桑斎場 本吉斎場 計

火葬件数 772件 95件 161件 1,028件
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成 果 と
課　　題

【成果】
　自動車騒音公害防止の基礎資料となる自動車騒音の状況を把握することができた。

【課題】
　住環境や施設整備等により，道路環境が変化することから，状況に応じた調査時期の
設定が必要である。

一般財源

決算額 589,600 0 0 0 589,600

実施状況

○自動車騒音常時監視
　自動車による交通騒音を監視するため，５年間を１期間として自動車騒音の調査を実
施する。

（調査結果）
　面的評価を実施した20評価区間のうち，16区間で環境基準達成率が100％（昼間・夜
間ともに基準値を超過した戸数は０戸）であった。
　環境基準を達成できなかった４区間は，主に一般国道で達成率は83～98％であった。
　(1) 評価区間：20区間
　(2) 環境基準達成区間： 16区間
　(3) 環境基準未達成区間：４区間

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 590,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 公害対策に関する経費（自動車騒音常時監視事業）
決算書ページ

199

目的及び
事業内容

  公害の未然防止と市民意識の啓発に努め，快適な環境づくりを推進する。

所 管 課 市民生活部生活環境課 予算科目 ４款　１項　７目　公害対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）①自然環境・生活環境の保全

-146-



目的及び
事業内容

実施状況

 
  市海洋プラスチック対策推進会議が策定したアクションプランに基づき，関係団体や
機関と協力しながら海洋プラスチックごみ対策を着実に実施し，海洋環境の保全を図
る。

１　海洋プラスチック対策推進会議
　(1) 開 催 日　　３月22日
  (2) 出席委員　　16名
　(3) 議　　題　　海洋プラスチックごみ対策アクションプランの進捗状況について
　　　　　　　　　今後の取り組みについて

２　マイボトル運動推進ステッカー作製　 　149千円
　(1) 作製数　　10,000枚（２種類，各5,000枚）
　(2) 配布先　　運動に賛同する市民等や市内小学校新１年生児童
　　　　　　　　市内小中学校，高等学校の学習支援や各種団体の活動の際に配付

３　気仙沼市オリジナルエコバッグを活用した啓発
　  レジ袋削減に向けたマイバッグ運動を推進するため，オリジナルエコバッグを市内
  各所や各種イベントにおいて展示・販売

４  海洋プラスチックごみ啓発パネルを活用した啓発
　　海洋プラスチックごみ問題について理解を深めるため，啓発パネル（Ａ１サイズ６
  枚）を市内小学校を巡回展示。また，各種イベント等でオリジナルエコバッグと併せ
　て展示

成 果 と
課　　題

【成果】
　海洋プラスチックごみ対策アクションプランに基づき，関係団体と連携して取り組
み，環境保全が図られた。また，オリジナルエコバッグやパネル等を活用した啓発によ
り，市民意識の高揚，行動変容が図られた。

【課題】
　継続的な周知・啓発活動や活動支援が必要である。

一般財源

決算額 568,050 0 0 0 568,050

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,030,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 海洋プラスチックごみ対策事業
決算書ページ

199

所 管 課 市民生活部生活環境課 予算科目 ４款　１項　７目　公害対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉
Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
Ⅱ－４自然・環境・食（１）②海洋環境の保全
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〇 合併処理浄化槽設置補助の実施

※人槽別補助金額：5人槽 93千円　7人槽 111千円　10人槽 147千円

３基 101基

補助金額 4,650千円 5,328千円 441千円 10,419千円

成 果 と
課　　題

【成果】
　浄化槽の設置を進めたことにより，生活排水による公共用水域の水質保全が図られ
た。
　
【課題】
　汚水処理人口普及率は低い水準であることから，引き続き浄化槽の普及を促進する必
要がある。

一般財源

決算額 10,419,000 3,666,000 0 0 6,753,000

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 11,865,000 国(県)支出金 市債 その他

区分 ５人槽 ７人槽 10人槽 計

設置基数 50基 48基

事 業 名 浄化槽設置補助金交付事業
決算書ページ

199

目的及び
事業内容

  浄化槽の設置を推進し，生活排水による河川や海域の水質汚濁を防止することによ
り，自然環境の保全を図る。

所 管 課 市民生活部生活環境課 予算科目 ４款　１項　７目　公害対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）①自然環境・生活環境の保全
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（単位：円）

予算額 820,000 国(県)支出金 市債 その他

目的及び
事業内容

  河川の水質汚濁の状況把握及び旧鉱山等の影響を監視するため水質調査を実施する。

１　気仙沼市内河川の水質調査（年４回）
　(1) 場　　所：  大川，神山川，鹿折川，面瀬川，津谷川
                 （類型指定のある河川) 計10地点
　(2) 調査項目：  水素イオン濃度，生物化学的酸素要求量，浮遊物質量，
　　　　　　　　　溶存酸素量，大腸菌群数
　(3) 生活環境の保全に関する環境基準達成状況： 10/10か所（100％）

２　官代沢川の水質検査（年４回）
　(1) 場　　所：  官代沢川，鹿折川 ４地点
　(2) 調査項目：  ヒ素，水素イオン濃度
　(3) ヒ素の環境基準達成状況： 3/4か所（75％）

３　大谷地区沢水等の水質検査（年１回）
　(1) 場　　所：  沢水，湧水 ５地点
　(2) 調査項目：  ヒ素，水素イオン濃度
　(3) ヒ素の環境基準達成状況： 4/5か所（80％）

４　唐桑地域河川の水質調査（年２回）
　(1) 場　　所：  東舞根川，太田沢川，金取浜川，只越川，青野沢川
　(2) 調査項目：  水素イオン濃度，生物化学的酸素要求量，浮遊物質量，
　　　　　　　　　溶存酸素量，大腸菌群数
　(3) 生物化学的酸素要求量の環境基準達成状況： 5/5か所（100％）
　　　※類型指定がないため河川Ａ類型の基準で判定

５　本吉地域河川の水質調査（年２回）
　(1) 場　　所：  窪川ほか８河川
　(2) 調査項目：  水素イオン濃度，生物化学的酸素要求量，浮遊物質量，
　　　　　　　　　溶存酸素量，大腸菌群数
　(3) 生物化学的酸素要求量の環境基準達成状況： 9/9か所（100％）
　　　※類型指定がないため河川Ａ類型の基準で判定

成 果 と
課　　題

実施状況

【成果】
　環境政策の指標の１つとして，市内河川の水質の状況が確認できた。

【課題】
　官代沢川上流に設けた迂回水路は大雨による土砂等で閉塞するおそれがあるため，定
期的な清掃など，引き続き適切な維持管理が必要である。

一般財源

決算額 670,450 0 0 0 670,450

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

事 業 名 水質検査等に関する経費
決算書ページ

201

所 管 課 市民生活部生活環境課 予算科目 ４款　１項　７目　公害対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）①自然環境・生活環境の保全
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成 果 と
課　　題

【成果】
　地盤沈下の状況を把握することにより地盤沈下の未然防止が図られた。

【課題】
　地下水の汲み上げや，盛土による地盤沈下が懸念されるため，地盤沈下の状況を注視
し，水準点の追加設置について検討する必要がある。

一般財源

決算額 2,200,000 0 0 0 2,200,000

実施状況

〇　水準測量
　(1) 測量精度：一級水準測量
　(2) 基準点：16地点（不動点：１点，一等水準点：３点，１級水準点（市）：12点）
　(3) 路線延長：17.560km
　(4) 最大沈下量：10.4mm（あけぼの公園）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 2,738,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 水準測量に関する経費
決算書ページ

201

目的及び
事業内容

　南気仙沼や鹿折の埋立て地域における地盤沈下の状況を把握するため，昭和50年から
毎年，11月１日を基準日として水準測量を実施している。

所 管 課 市民生活部生活環境課 予算科目 ４款　１項　７目　公害対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）①自然環境・生活環境の保全
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事 業 名 放射能測定事業
決算書ページ

201

目的及び
事業内容

　東京電力福島第一原子力発電所の事故により，放射能による汚染が懸念されることか
ら，放射能の検査を実施する。

所 管 課 市民生活部生活環境課 予算科目 ４款　１項　７目　公害対策費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）①自然環境・生活環境の保全

一般財源

決算額 258,740 176,000 0 0 82,740

実施状況

１　空間放射線量調査（年１回）
　(1) 測定場所：23か所
　　・市役所，唐桑・本吉総合支所
　　・幼稚園，保育所，小・中学校（20か所）
　(2) 測定結果：0.04～0.09μSv/h（平均：0.06）

２　自家消費用食品の放射能測定
　　６品目９検体　基準値（100Bq/kg）超過なし

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 263,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

１　空間放射線量調査
　平成23年度に一部の地域で「放射性物質汚染対処特措法」に基づく汚染状況重点調査
地点等の指定要件である0.23μSv/hを超過した地点があったが，現在は0.04～0.09程度
で，指定要件を下回っていることが確認でき，市民の不安解消が図られた。
　
２　自家消費用食品の放射能測定
　平成30年度までに86件の基準値を超過した食品が確認されたが,それ以降は確認され
ていない。
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所 管 課 市民生活部生活環境課 予算科目 ４款　１項　７目　公害対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）③脱炭素社会の構築

【成果】
　海洋プラスチックごみ問題に取り組む団体への活動支援が図られた。また，住宅用に
太陽光発電設備等の設置に対して補助金を交付することにより，二酸化炭素排出量の削
減につながった。

【課題】
　環境保全活動の広がりや，脱炭素を意識したライフスタイルへの転換を図るため，継
続的に取り組む必要がある。

成 果 と
課　　題

実施状況

事 業 名 地球温暖化防止等に関する経費
決算書ページ

201

金額

1,360千円

1,400千円

設置件数

34件

28件

太陽光発電設備

定置用蓄電池

一般財源

決算額 2,864,366 1,300,000 0

１　環境保全活動奨励金
　　地球温暖化防止や海洋プラスチックごみ問題の解決に向け，環境保全活動に取り組
　む団体や個人に対して助成を行う。

２　住宅用スマートエネルギー設備普及促進事業補助金
　　脱炭素社会の構築に向け，家庭における二酸化炭素排出量の削減を図るとともに災
  害時の電源確保等に寄与するため，住宅用の太陽光発電設備，蓄電池，家庭用燃料電
  池の設置に対して補助金を交付する。

目的及び
事業内容

１　環境保全活動奨励金
　(1) 助成件数　　11件（内訳：海岸清掃11件）
  (2) 助成金額　　104千円
  (3) 参加者総数　668名

２　住宅用スマートエネルギー設備普及促進事業補助金
  (1) 補助件数    44件（設備数62件）
　(2) 補助金額    2,760千円

0 1,564,366

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

設備

（単位：円）

予算額 3,350,000 国(県)支出金 市債 その他
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事 業 名 臨時診療所の運営に関する経費
決算書ページ

201～203

所 管 課 保健福祉部健康増進課 予算科目 ４款　１項　９目　臨時診療所費

総計基本施策分類 〈通常分〉

目的及び
事業内容

【目的】
　臨時診療所を設置することで，新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するととも
に，地域医療を維持・確保する。

【事業内容】
１　診療所の名称及び場所：気仙沼市感染症クリニック
　　（気仙沼市赤岩牧沢155番地１）
２　運営内容等
　(1)管理者　：気仙沼市医師会長（気仙沼市医師会委託）
　(2)診療科目：内科
　(3)業務内容：診療，予約受付等，その他診療所運営に係る事務全般
　(4)診療日　：月・水・金曜日（祝日は除く） 感染状況により変更あり

実施状況

１　診療日数：　　　172日
２　受診相談件数：　974件
３　受診者数：　　　738人

（臨時診療所受診料　1,651千円）
（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　16,638千円）
（感染症外来協力医療機関設備費補助金　596千円）
（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金　80千円）
（臨時診療所診療報酬収入　5,570千円）

予算の執行状況

決算額 24,535,185 17,314,114 0 7,221,071 0

　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 31,424,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

【成果】
　月・水・金曜日の週３回を基本とし，開設したほか，感染状況により，土曜日の開
設・大型連休・年末年始に開設するなど，市民が安心して受診できる体制を整えた。

【課題】
　感染者の発生状況により，今後の診療体制を医師会と連携しながら検討していく。
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１　ごみ収集運搬業務　　267,328千円

    ごみ収集状況

２　海面清掃業務　　17,622千円

ごみ回収量　32.2ｔ　　流木回収量7.8ｔ

事 業 名 ごみ収集に関する経費
決算書ページ

203

目的及び
事業内容

１　ごみ収集運搬業務
　　清潔な生活環境を保持するため，家庭から出る一般廃棄物の適正な処理を行うとと
　もに，ごみの減量化，資源有効活用の促進のため，「容器包装リサイクル法」に基づ
  きペットボトルや紙製容器，包装紙等の資源ごみの収集を実施する。

２　海面清掃業務
　　海洋環境の保全・美化を図るとともに，かつ航路の安全を確保するため，気仙沼湾
  に浮遊するごみ等を回収する。

所 管 課 市民生活部循環型社会推進課 予算科目 ４款　２項　２目　塵芥処理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）④循環型社会を目指す廃棄物処理

週２回 6,823台 12,640.9ｔ

不燃ごみ 月１回 600台 529.2ｔ

10,685台 15,241.7ｔ

リサイクルごみ 週１回 2,150台 935.4ｔ

資源ごみ 週１回

計

1,112台 1,136.2ｔ

一般財源

決算額 289,013,178 11,748,000 0 0 277,265,178

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 292,814,000 国(県)支出金 市債 その他

【成果】
１　ごみ収集運搬業務
　　ごみ収集運搬業務については，委託化して，経費の縮減や効率化に努めている。
　　令和２年１月から実施した燃やせるごみの祝日収集は，ごみ収集カレンダーを配布
　したことにより定着することができた。

２　海面清掃業務
　　気仙沼湾における海洋環境の保全・美化を図り，航路の安全を確保した。

【課題】
１　ごみ収集運搬業務
　　令和４年４月から施行された「プラスチック資源循環促進法」によりプラスチック
　類の分別収集を検討する。

２　海面清掃業務
　　回収した流木の仮置き場の確保が課題となっている。

成 果 と
課　　題

区　分 回数 台数 数量

可燃ごみ
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１　監視カメラ設置

安波山駐車場付近ほか14箇所

２　不法投棄パトロール業務

（令和２年度実績176日）

３　不法投棄回収量　

成 果 と
課　　題

【成果】
　不法投棄の多発する山間部や駐車帯については，監視カメラや不法投棄防止看板を設
置し，警察や保健所に情報提供を行い改善された。

【課題】
　人目が付かない場所において，引っ越し等による可燃ごみや粗大ごみの不法投棄が増
加している。このため，引き続き，監視カメラ，不法投棄防止看板の設置やパトロール
の継続が必要である。

775,257 0 0 89,430 685,827

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,256,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 不法投棄に関する経費
決算書ページ

203～205

目的及び
事業内容

【目的】
　ごみの散乱のない快適なまちづくりを推進し，市民の生活環境の向上と環境美化を図
る。

【事業内容】
　不法投棄防止を啓発するため，監視カメラを設置するとともにパトロールの定期化と
回収作業を実施する。

延べ　245日

所 管 課 市民生活部循環型社会推進課 予算科目 ４款　２項　２目　塵芥処理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）④循環型社会を目指す廃棄物処理

実施状況

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 合計

令和３年度実績

前年度比較

一般財源

決算額

920kg 910kg 1,230kg 3,060kg

+300kg +610kg +540kg +1,450kg
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１　ごみ処理状況

１人１日当たりの排出量

資源化率

最終処分率

２　資源化物リサイクル奨励金

３　使用済小型家電回収

※ピックアップ回収：収集した不燃ごみから対象品目を抜き取る回収方法

４　ごみ分別講習会及び施設見学会開催

ごみ分別講習会 ２団体　145人， 施設見学会 ９団体　234人

(1) 使用済小型家電回収ボックスを市役所玄関ほか５箇所に設置

(2) 使用済小型家電回収実績

12.3％ 15％以上

12.8％ 12％以下

申請団体数 交付金額 資源ごみ回収量

ごみの総排出量　　　　　　　　　　  　21,401ｔ
資源化量　　　　　　　　　　　　　 　  2,636ｔ
最終埋立処分量（覆土量は含まない）   　2,745ｔ

ごみ減量・再資源化に関する経費
決算書ページ

205

目的及び
事業内容

　廃棄物対策に対する市民の意識の高揚を図り，廃棄物の減量化，資源化，再利用を推
進する。

令和３年度 目標値（令和６年度）

983ｇ 900ｇ

所 管 課 市民生活部循環型社会推進課 予算科目 ４款　２項　２目　塵芥処理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）④循環型社会を目指す廃棄物処理

一般財源

決算額 3,731,886 0 0 0 3,731,886

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,545,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名

成 果 と
課　　題

【成果】
　コロナ禍による活動自粛の中，自治会等が行う集団回収に対する資源化物リサイクル
奨励金の交付や施設見学会，ごみ分別講習会など事業実施に努めた。

【課題】
　目標値達成に向け，更なるごみの減量化・資源化の推進が必要である。

47団体 2,538千円 317t

回収方法 回 収 量

ピックアップ回収 6,482kg

ボックス回収 1,998kg

合　　計 8,480kg
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成 果 と
課　　題

【成果】
１　新一般廃棄物最終処分場建設関係
　　令和２年度より着工し，令和４年度中の完成を目指して工事を進めている。
 
２　地域事業
　　覚書に基づき，地域事業を実施した。

【課題】
１　新一般廃棄物最終処分場建設関係
　　令和２年度で土木建築及び水処理施設の工事を，令和３年度で専用管布設工事を発
　注したことから，早期完成に向けて地域住民や施工業者と連携を図りながら進めてい
　くことが重要になる。

２　地域事業
　　覚書に基づく地域事業を行うとともに，廃棄物処理施設に関する情報について住民
　に周知していく必要がある。

一般財源

決算額 2,769,539,455 907,259,000 130,400,000 0 1,731,880,455

実施状況

１　新一般廃棄物最終処分場土木建築工事（令和２年度繰越事業）
　(1) 事 業 費　　　 2,910,600千円（うち令和３年度支払分　2,144,480千円）
　(2) 工　　期　 　  令和２年９月26日から令和５年３月（予定）

２　新一般廃棄物最終処分場水処理施設建設工事（令和２年度繰越事業）
　(1) 事 業 費　　    751,300千円（うち令和３年度支払分　 577,299千円）
　(2) 工　　期　　   令和２年９月26日から令和５年３月（予定）

３　新一般廃棄物最終処分場専用管布設(その１)工事（令和２年度繰越事業）
　(1) 事 業 費　　     72,105千円（うち令和３年度支払分　36,050千円）
　(2) 工　　期　　   令和３年12月８日から令和４年12月（予定）

４　新一般廃棄物最終処分場専用管布設(その２)工事（令和２年度繰越事業）
　(1) 事 業 費　　     16,148千円（うち令和３年度支払分　 8,070千円）
　(2) 工　　期　　   令和４年２月９日から令和４年12月（予定）

５　地域事業
　(1) 環境美化活動謝礼金交付事業　３自治会，大曲公害対策委員会　1,800千円
　　　　うち立沢自治会　100千円×15年分＝1,500千円交付
　(2) ごみ処理手数料券（プリペイドカード）交付事業　105世帯交付　420千円
　(3) 大曲コミュニティセンター利用券交付事業
　　　105世帯交付　延べ215人利用　54千円
　(4) 健康診査無料受診券交付事業　94人交付　25人利用　25千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 5,398,757,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 新一般廃棄物最終処分場整備事業
決算書ページ

205

目的及び
事業内容

１　大曲一般廃棄物最終処分場は，今後，埋立満了になると見込まれるため，新たな一
　般廃棄物最終処分場を整備する。
　・最終処分場の形式：クローズド型（被覆型）
　・埋立容量：80,000㎥

２　新一般廃棄物最終処分場整備に伴う覚書を周辺３自治会と締結し，地域事業を実施
　する。

所 管 課 市民生活部循環型社会推進課 予算科目 ４款　２項　２目　塵芥処理費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）④循環型社会を目指す廃棄物処理
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１　ごみ焼却場及び粗大ごみ処理場

　(1) 計画処理区域内ごみ処理施設搬入量

※不燃ごみ（リサイクルごみ含む）

事 業 名 施設の維持管理に関する経費（ごみ処理施設）
決算書ページ

205～207

目的及び
事業内容

　市域内の生活環境保全のため，可燃ごみ，不燃ごみ及び粗大ごみを衛生的に中間処理
し，最終処分する。

所 管 課 市民生活部循環型社会推進課 予算科目 ４款　２項　２目　塵芥処理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）④循環型社会を目指す廃棄物処理

一般財源

決算額 209,415,695 158,400 0 103,968,438 105,288,857

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 221,507,000 国(県)支出金 市債 その他

区　　　分 数　　量

可　燃　ご　み 17,302t

不　燃　ご　み

成 果 と
課　　題

【成果】
　延命化計画に基づき，修繕を実施し，安定的かつ衛生的に中間処理を行った。

【課題】
　施設の老朽化に伴い，更なる延命化に向けた修繕の必要がある。

1,773t

粗　大　ご　み 854t

計 19,929t

　(2) 計画処理区域外（南三陸町）可燃ごみ搬入量　　　3,005ｔ
  (3) 粗大ごみ処理施設運転業務を委託
  (4) 粗大ごみの日曜日受入　年４回，来場台数692台，搬入数量35t
  (5) 各種測定
      ア　ばい煙　　　　　　年６回
      イ　ダイオキシン類    排ガス測定：年１回，作業環境測定：年２回
      ウ　ごみ質　　　　　　年４回
      ※ア及びイの測定結果は全て基準値内

２　一般廃棄物最終処分場
　(1) 埋立量　　2,508㎥（覆土等を含む）
　(2) 各種測定及び検査
　　　ア　水質（放流水，地下水）　　　　　　　　月１回
　　　イ　ダイオキシン類（放流水，地下水）　　　年１回
　　　ウ　放射性物質濃度（放流水，地下水）　　　月１回
　　　エ　空間線量（敷地境界上）　　　　　　　　週１回
　　　※測定結果は全て基準値内

３　維持管理費等
　(1) 業務委託　　92,389千円　　粗大ごみ処理施設運転業務ほか23業務
　(2) 修 繕 料　　26,515千円　　ごみクレーン部品交換修繕ほか４件
　(3) 光熱水費　　62,231千円　　電気料ほか
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事 業 名 施設の維持管理に関する経費（施設整備）
決算書ページ

205～207

目的及び
事業内容

　ごみ焼却場及び粗大ごみ処理場の施設延命化のため，焼却炉耐火物の劣化補修，バグ
フィルタ及び粗大ごみ処理機器を修繕する。

所 管 課 市民生活部循環型社会推進課 予算科目 ４款　２項　２目　塵芥処理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）④循環型社会を目指す廃棄物処理

一般財源

決算額 155,763,300 0 114,500,000 0 41,263,300

実施状況

〇　ごみ処理施設整備
　(1) ごみ焼却場１号炉耐火物補修工事
　　ア　事 業 費　　32,709千円
　　イ　工　　期　　令和３年６月９日から令和４年３月31日まで

  (2) バグフィルターろ布交換工事
　　ア　事 業 費　　32,095千円
　　イ　工　　期　　令和３年６月９日から令和３年12月28日まで

  (3) 粗大ごみ処理場回転式破砕機ライナー交換工事
　　ア　事 業 費　　8,580千円
　　イ　工　　期　　令和３年６月９日から令和４年２月28日まで

  (4) 粗大ごみ処理場雑用コンプレッサー交換修繕　　　2,915千円
　
  (5) ＤＣＳシステム更新業務委託　　　79,464千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 162,457,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　安定的な施設運営を行うため，設備等を修繕・更新した。

【課題】
　年々施設の老朽化が進んでいることから,故障や修繕箇所が増加傾向にある。今後，
延命化に向け，計画的に修繕を進めていく必要がある。
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B kℓ
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F kℓ

事 業 名 し尿処理に関する経費
決算書ページ

209

目的及び
事業内容

  快適な生活環境の保全と公共用水域の水質保全を図るため，し尿，浄化槽汚泥等を衛
生的に処理する。
  また，高台等に居住する市民のし尿くみ取り費用の軽減を図る。

所 管 課 市民生活部循環型社会推進課 予算科目 ４款　２項　３目　し尿処理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）④循環型社会を目指す廃棄物処理

一般財源

決算額 163,701,224 0 0 135,597,858 28,103,366

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 185,710,000 国(県)支出金 市債 その他

浄化槽汚泥投入量 19,781

施設処理量 (C+D) 40,524

20,743

農家還元量

成 果 と
課　　題

　し尿及び浄化槽汚泥等を衛生的に処理し，生活環境の保全等を行った。
　高台等に居住する市民の経済的負担を軽減した。
　

１　計画処理区域の状況

区　分 数　量

し尿全収集量

２　一般し尿汲取業務委託　　　　　135,598千円

３　浄化槽汚泥の収集運搬許可業者　　４社

４　高台等し尿くみ取料助成　　　272件　　　371千円

収集量全量 (A+D) 40,524

0

施設投入量 (A-B) 20,743
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事 業 名 施設の維持管理に関する経費（し尿処理施設）
決算書ページ

209

目的及び
事業内容

　し尿及び浄化槽汚泥等を衛生的に処理するため，適切な施設の維持管理を行う。

所 管 課 市民生活部循環型社会推進課 予算科目 ４款　２項　３目　し尿処理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－４自然・環境・食（１）④循環型社会を目指す廃棄物処理

一般財源

決算額 157,332,049 0 0 33,118,702 124,213,347

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 189,525,000 国(県)支出金 市債 その他

１　放流水水質検査　　　月１回
　※いずれも下水排除基準値を満たしている。

２　維持管理費等
　(1) 業務委託　　45,236千円　　し尿処理場維持管理業務委託ほか14業務
　(2) 修 繕 料　　19,276千円　　し尿処理施設整備修繕ほか
　(3) 手 数 料　　21,528千円　　脱水汚泥処理料（汚泥炭化施設）ほか
　(4) 光熱水費　　69,968千円　　下水道使用料ほか

成 果 と
課　　題

【成果】
　し尿処理施設の適正な維持管理のため，主要機器の計画的な修繕を実施し，安定的な
施設運営を行った。

【課題】
　今後，主要機器の更新及び修繕に加え，付帯設備等の修繕が見込まれる。
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目的及び
事業内容

　高年齢者の職業生活の充実と福祉の増進を図るため，（公社）気仙沼市シルバー人材
センターが行う就業機会確保事業に対し，補助金を交付する。

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ５款　１項　２目　労働諸費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（２）②雇用の安定と労働環境の充実

事 業 名 シルバー人材センター支援事業
決算書ページ

211

実施状況

○　（公社）気仙沼市シルバー人材センター補助金　16,650千円
　(1) 就業（請負・委任）実績
　　施設管理や清掃，除草等の作業を請け負った。
  　ア　会員数（令和４年３月31日現在）　　　　　　　　399人
　　イ　就業実人数（年間を通じて１回以上働いた会員）　334人
  　ウ　通算就業率（就業した会員の割合）　　　　    　83.7％
  　エ　受託件数（受託した請負・委任業務の件数）　　  1,942件
  　オ　契約金額　　　　　　　　　　　　　　　　      124,584千円
  　カ　就業延日人員　　　　　　　　　　　　　　　　  22,842人

　(2) 派遣実績
　　各種事業所での継続的な業務に対し，会員を派遣した。
　　ア　就業会員数（派遣業務に従事した会員）　　　　　22人
  　イ　受託件数（受託した派遣業務の件数） 　　　　　 29件
  　ウ　契約金額　　　　　　　　　　　　　　　　      6,710千円
  　エ　就業延日人員　　　　　　　　　　　　　　　　  1,431人

　(3) 普及啓発活動
　　活動の普及啓発と会員獲得，地域貢献を兼ね，以下のような活動を行った。
　　ア　会報「シルバーだより」の発行・配布（３回，累計1,540部）
　　イ　グラウンドゴルフ大会の開催（11月13日）
　　ウ　各種市内イベントへの参加
　　　  ・刃物研ぎ事業（「菜果好」での定期開催）
　　 　 ・年末漬物販売（12月25日）
　　エ　奉仕活動
　　　　・花のみち45植栽・除草作業
　※シルバーフェアについては，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 16,650,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 16,650,000 0 0 0 16,650,000

成 果 と
課　　題

【成果】
　シルバー人材センターを通じた就業により，高年齢者の生きがいづくりや社会参加の
促進が図られた。

【課題】
　会員数について，令和２年度から34人減少しており，新規会員獲得に向けた取組の強
化が必要となっている。
　また，会員のうち16.3%が実際の就業機会を得られていないことから，未就業会員解
消のため，作業内容の多様化やマッチングの促進等を図る必要がある。
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目的及び
事業内容

　労働環境の改善育成等に努め，勤労者の生活安定と福祉の向上を図ることを目的と
し，勤労者に対して低金利で融資を行うため預託を行うほか，関連団体への支援等を行
う。

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ５款　１項　２目　労働諸費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（２）②雇用の安定と労働環境の充実

事 業 名 勤労者福祉に関する経費
決算書ページ

211

実施状況

　東北労働金庫に勤労者生活安定資金（生活資金，教育資金，福祉資金及び自動車資金
の４種類）と一般貸付の２通りの預託を行い，勤労者への融資の円滑化に努めた。
　また，連合宮城気仙沼支部，公益社団法人宮城県シルバー人材センター連合会，公益
社団法人宮城労働基準協会，宮城県労働保険事務組合連合会に対し，活動の支援の為の
補助金や負担金の交付を行うことで勤労者の福祉増進に貢献した。

１　預託金と融資利用状況
　(1) 勤労者生活安定資金分　100,000千円
　　　　　　　　　　　　　　（協調倍率：２倍，融資枠上限：200,000千円）
  (2) 一般貸付分　　　　　　185,000千円
　　　　　　　　　　　　　　（協調倍率：なし，融資枠上限：なし）
　(3) 融資利用状況

２　関係団体への支援等の内訳
　(1) 労働まつり補助金　　　０千円（新型コロナウイルス感染症の影響のため中止）
　(2) （公社）宮城県シルバー人材センター連合会賛助金　30千円
　(3) （公社）宮城労働基準協会会費　85千円
　(4) 宮城県労働保険事務組合連合会負担金　40千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 285,230,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 285,155,000 0 0 285,000,000 155,000

成 果 と
課　　題

【成果】
　勤労者が低利で資金調達することができ，生活の向上と安定に寄与した。また，各関
係団体への支援を通じた勤労者福祉の充実に寄与した。

【課題】
　勤労者生活安定資金の融資利用可能枠が21,000千円以上あることから，制度の利用に
ついてこれまで以上に周知に努めていく必要がある。

区　　分 新規貸付件数 新規貸付金額 未償還件数 未償還残高

勤労者生活安定資金分 53件 79,910千円 189件 178,495千円

一般貸付分 234件 1,085,984千円 2,416件 7,658,246千円

合　　計 287件 1,165,894千円 2,605件 7,836,741千円
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成 果 と
課　　題

　以下のとおり総会等を開催し，農地法に基づく申請等について審議，許可した。ま
た，農地等の利用の最適化の推進や農作業標準賃金額等について審議した。
・総会（13回）
・運営審議委員会（３回）
・農地検討委員会（12回）
・農政検討委員会（８回）
・農作業標準賃金額設定会議（１回）
・農地利用状況調査調査員会議（２回）

一般財源

決算額 18,012,250 9,622,332 0 1,000 8,388,918

実施状況

１　農地法第３条の規定による許可状況
　　（農地を農地として所有権移転又は利用権を設定する）
　　・農業委員会許可　　40件（76筆，89,443㎡）
２　農地法第４条の規定による許可状況（所有者が農地を農地以外に転用する）
　　・県知事許可　　10件（11筆，4,691㎡）
３　農地法第５条の規定による許可状況
　　（農地を所有権移転又は利用権を設定し，農地以外に転用する）
　　・県知事許可　　65件（77筆，55,025㎡）
４　その他の転用（農地法の適用のない農地転用）
　　・農業委員会許可　　37件（54筆，21,279㎡）
５　農地潰廃面積
　　・転　　用　80,995㎡
　　・公共事業　 7,046㎡
６　解約の状況
　　・解約（農地法第18条・農地等の賃貸借の解約等の制限）　０件　  0㎡
７　諸証明の交付状況
　　・非農地証明　　49件
　　・耕作証明　　  ３件
　　・その他証明　  ２件
８　その他の事業
　　(1)農作業標準賃金額設定
　　　標準賃金設定会議を開催し，農作業標準賃金額について設定を行った。
　　(2)関係団体への負担金
　　　・宮城県農業会議負担金　　　　　　　　237千円
　　　・宮城県農業委員会事務研究会負担金　　 ３千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 19,907,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 農業委員会の運営
決算書ページ

213～215

目的及び
事業内容

【目的】
　毎月１回，農業委員会総会を開催し，農地の利用関係の調整により耕作者の地域の安
定と農業生産力の増進を図る。

【事業内容】
・農地法に基づく業務（農地法に係る申請の受付等，農地の利用状況調査，農地所有適
格法人の要件確認と指導，遊休農地の所有者への対応）
・農業経営基盤強化促進法に基づく業務（基本構想に対する意見，農用地利用集積計画
の決定，担い手等に対する利用権設定等の促進）
・農地等の利用の最適化の推進に関する業務
・農業振興地域整備法に基づく業務（農業振興地域整備計画に対する意見）
・その他業務（農業に関する情報提供等）

所 管 課 農業委員会事務局 予算科目 ６款　１項　１目　農業委員会費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興
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所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　４目　農業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興

実施状況

決算額 2,348,835 0 0 81,000

事 業 名
農業振興事業(市民農園整備事業，農林業維持振興事業補助金，施設園
芸経営安定化緊急対策事業補助金）

決算書ページ

217

目的及び
事業内容

１　市民農園整備事業
【目的】
　市民の農業に対する関心と理解を深めるとともに，健康増進や生きがいづくりの場と
して市民農園を開設する。
【事業内容】
　・年間利用料  ３千円（１区画）　・利用区画　27区画（全30区画）
２　農林業維持振興事業補助金
【目的】
　農林関係団体等が行う農林業の維持等に要する経費を支援することにより，農林業の
振興を図る。
【事業内容】
　(1) 対 象 者　農業協同組合，森林組合，農林関係団体，その他市長が適当と認める
              もの
　(2) 補 助 率　1/3以内（施設･機械整備に係る費用）
３　施設園芸経営安定化緊急対策事業補助金
【目的】
　燃油高騰に伴う施設園芸農家の経済的負担軽減を図るため，個人農家及び農業法人等
に対し園芸施設の加温を目的とした燃料購入費の一部を補助する。
【事業内容】
　(1) 対 象 者　市内に住所等を有する施設園芸を営む個人農家及び農業業法人等
　(2) 対象期間　令和４年１月から３月22日までに購入した燃油
　(3) 補助内容　燃油(A重油・灯油)量に１ℓ当り６円を乗じた金額を補助

2,267,835

一般財源

（単位：円）

１  市民農園整備事業
  (1) 市民農園整備業務委託　100千円  (2) 防草シート，農具等購入費用  22千円
  (3) 市民農園用地賃借料 　  12千円  (4) 光熱水費　　　　　　　　　  24千円
２　農林業維持振興事業補助金
　(1) 交付件数　１件　大谷機械管理組合　(2) 交 付 額　810千円
　(3) 補助実績　 穀物乾燥調整施設設備の機能増強の補助
３ 施設園芸経営安定化緊急対策事業補助金
　(1) 交付件数　17件　施設園芸農家等
　(2) 交 付 額　1,381千円
　(3) 補助実績　イチゴ農家８件，キュウリ・トマト農家８件，花卉農家１件へ補助

予算額 2,350,000 国(県)支出金 市債 その他

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

成 果 と
課　　題

【成果】
１ 利用区画27区画の実績があり，利用者からは好評を得ている。
２ 当該補助事業により，穀物乾燥調製施設の機能が増強され，作業が効率的に行われ
  た。
３ 当該補助事業により，燃油高騰の影響を受け逼迫している施設園芸農家の経営を支
援することができた。

【課題】
１　空き区画が出ないよう，更なる利用者の募集を行うとともに，カラスによる被害防
　止対策が必要である。
２ 市の単独補助金であることから，対象者数及び補助金額が限られる。
３ 燃油高騰は依然として継続しており，継続した支援が必要となっている。
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防護柵の補助実績

成 果 と
課　　題

【成果】
　平成27年４月に鳥獣被害対策実施隊を設置し，有害鳥獣の駆除を開始。令和元年度か
らは被害防止計画により，ニホンジカの捕獲目標を1,300頭に設定し，捕獲活動を実施
している。
　令和３年度は，ニホンジカ1,128頭，イノシシ26頭の捕獲となり，捕獲頭数は年々増
加しているものの，平成26年度をピークとして概ね減少傾向となっていたニホンジカに
よる農作物被害が再び増加に転じる見込みであることから,個体数の削減までには至っ
ていないと考えられる。
【課題】
　本吉地区を中心として，イノシシの目撃及びほ場の掘り返しの被害報告が寄せられて
いる。捕獲される範囲も広がっていることから，生息域が確実に広がっていると推測さ
れる。
　対策については，捕獲活動と電気柵等による防除しかないため，毎年の地道な活動の
積み重ねが必要となっている。

18,120,365 1,174,000 0 0 16,946,365

目的及び
事業内容

【目的】
　鳥獣被害対策実施隊（以下：実施隊）により有害鳥獣を捕獲・駆除することにより，
食害等の軽減を図り，農作物の安定生産を確保する。
　また，野生有害鳥獣（ニホンジカ・イノシシ等）による農産物の被害防止対策とし
て，「みやぎ環境交付金」を活用し，防護柵を設置した農家等に対して，市から有害鳥
獣対策事業補助金を交付する。
【事業内容】
１　報　酬：実施隊員への年報酬，捕獲報酬，猟具設置報酬，出役報酬等
         （隊員数　50名（令和４年４月10日現在））
２　旅　費：実施隊員会議出席への費用弁償
３　需用費：実施隊員へ支給する帽子，ベスト等購入費用
４　補助金：電気柵又は防護ネット等を設置した農家等に設置費の一部補助

実施状況

有害鳥獣捕獲頭数（令和４年３月末現在）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 18,808,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　４目　農業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興

事 業 名 鳥獣被害対策事業
決算書ページ

217

種類 補助率 上限 備考

電　気　柵 1/2 100千円 設置費60千円以上が対象

防護ネット 1/2 50千円 設置費20千円以上が対象

　1/2

　1/2

　1/2

　1/2

年度 設置件数 事業費 補助金額

R2年度実績 18件（17人） 2,538千円 1,200千円

R3年度実績 16件（16人） 2,392千円 1,174千円

補助率

30年度実績 22件（22人） 2,435千円 1,137千円

R1年度実績 26件（25人） 3,576千円 1,788千円

年度
27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度種類

ニ ホ ン ジ カ 600頭 582頭 700頭 697頭 1,015頭 1,076頭

イ ノ シ シ

1,128頭

22頭 26頭ー ー ー 3頭 3頭

5頭2頭 6頭 5頭 1頭 5頭 3頭ツ キ ノ ワ グ マ
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事 業 名 農業資金融資等事業
決算書ページ

217

目的及び
事業内容

【目的】
　農業者の経営健全化及び東日本大震災で被災した農業者の経営安定化を図るため，農
業者が借り入れる農業制度資金の利子を補給するとともに，融資窓口となる新みやぎ農
業協同組合に対して貸付金に係る原資を預託する。
　
【事業内容】
１　農業制度資金利子補給
　(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金(スーパーＬ資金)
　(2) アグリリーダーサポート資金利子補給金

２　農業制度資金の預託

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　４目　農業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興

一般財源

決算額 6,126,884 9,455 0 6,000,000 117,429

実施状況

１　利子補給実績
　(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金（スーパーＬ資金）  ２件： 19千円
　(2) アグリリーダーサポート資金利子補給金    　　      ２件：108千円

２　農業制度資金の預託
　(1) 預託金額　 6,000千円
　(2) 預託期間   令和３年４月～令和４年３月
　(3) 預託先　新みやぎ農業協同組合

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,214,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　農業制度資金の円滑な融資及び利子補給により，農業者の経営健全化及び本市農業の
次世代の担い手の経営の安定化が図られた。
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事 業 名 農地中間管理事業
決算書ページ

219

目的及び
事業内容

【目的】
　農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を図るため，担い手への農地集積・集約化
を推進する。

【事業内容】
　農地中間管理機構からの委託を受け，相談窓口設置，農地出し手掘り起こし，受け手
との交渉等の業務の一部を請負い，農地中間管理機構へ農地を貸し出した農業者等に対
して機構集積協力金を交付する。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　４目　農業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興

実施状況

１　農地集積状況

２　機構集積協力金交付事業
　　経営転換協力金　　　５名　　197千円
 

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

決算額 2,347,589 196,500 0 1,468,000 683,089

予算額 2,421,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

【成果】
　東日本大震災に伴う，ほ場整備事業が施行された地区においては，担い手である営農
組合等の集積限界等の理由により，新たな農地集積は進まなかったが，他の地区におい
て8.4haが農地中間管理事業を利用した貸付・借受が行われた。
　また，経営転換協力金の交付要件を満たした農地の貸付者に対し交付金を交付した。

【課題】
　農地を集積し耕作する営農組合等の担い手の確保と，ほ場の形状や立地など担い手に
とっての良好な耕作条件が整っていないと，出し手は貸したい意向があっても貸借契約
には至っていない。

地区名 集積面積① 計画面積② 集積率（①/②）

田の沢地区 3ha 4ha 70.30%

小泉地区 16ha 39ha 40.70%

内田/野田工区 26ha 39ha 67.50%

沖の田工区 3ha 5ha 57.00%

最知工区 11ha 20ha 53.00%

大谷工区 13ha 23ha 54.60%

杉の下工区 10ha 22ha 45.90%

合計 82ha 152ha 53.94%
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成 果 と
課　　題

【成果】
　人・農地プランの実質化により，地域農業の現状を確認して課題を洗い出し，課題解
決に向けた方向性を共有して検討を深めるとともに，人・農地プランの実質化が補助要
件となっている農業次世代人材投資資金（青年新規就農者に対する交付：1,500千円/
人・年）や復興交付金事業の要件を満たすことにより，地域農業の振興を支援した。

【課題】
　人・農地プランの作成が各補助事業の要件にもなっているため継続的な取組が必要で
あるが，人・農地プランの作成には，地域の協力が必須であるほか，担い手の確保が難
しい地区もあるため，今後も地域の事情に配慮しながら，人・農地プランの作成及び見
直しについて検討していく必要がある。
　なお，人・農地プランについて，令和４年度に法定化を含めた施策の見直しが行われ
ることから，その状況を注視し，今後の農業振興に繋げられるよう検討していく。

一般財源

決算額 52,889 0 0 0 52,889

実施状況

１　令和元年度までに実質化していると判断した人・農地プラン(３地区)
　　（地区内の過半の農地について，近い将来の農地の出し手と受け手が特定されてい
    る地区）
　(1) 中郷区（沖の田工区）/大谷地区
　(2) 上川内区/津谷地区
　(3) 大谷南区/大谷地区

２　令和２年度に下記のステップ(※)を踏んで実質化された人・農地プラン(10地区)
　(1) 関根区/新月地区               (6) 津谷街区/津谷地区
　(2) 最知高区（最知工区）/階上地区 (7) 馬籠区/津谷地区
　(3) 七半沢区/階上地区             (8) 小泉区/小泉地区
　(4) 波路上区/階上地区             (9) 表山田・猪の鼻区/津谷地区(統合・新規)
　(5) 田の沢区(田の沢工区)/大谷地区 (10) 狼の巣・林の沢区/津谷地区(新規)

３　令和３年度に下記のステップ(※)を踏んで実質化された人・農地プラン(１地区)
　・ 羽田区/松岩地区
　
　　※実質化のステップ
　　　・アンケートの実施
　　　　  おおむね５年後から10年後の農地利用に関するアンケート調査の実施
　　　・地図化による現況把握
　　　　  農業者の年齢階層別の就農の状況などが分かる地図の作成
　　　・中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成
　　　 　 地域の話し合いで５年後から10年後の将来の地域農業の中心的な担い手に関
　　　　する方針を作成

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 75,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 人・農地問題解決加速化支援事業
決算書ページ

219

目的及び
事業内容

　
【目的】
　地域農業の未来設計図としての「人・農地プラン」を作成し，地域の中心となる農業
経営体の育成や農地集積等に必要な取組を支援し，農業経営と地域農業の振興を図る。

【事業内容】
　羽田地区について，人・農地プランを新たに作成する。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　４目　農業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興
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成 果 と
課　　題

【成果】
　当該事業により，次世代の本市農業を担う新規就農者の農業経営の安定化が図られ
た。

【課題】
　交付期間が５年間であり，新規就農者にとっては，農業経営・生活の安定という見方
であれば有意義な事業である反面，交付期間満了後も安定した経営が続けられるよう，
交付期間後も適切な指導が必要となっている。

一般財源

決算額 3,819,000 3,819,000 0 0 0

実施状況

【交付実績】

１　交付対象者　３人
　(1) 施設野菜(トマト・小松菜)農家　３年目後期・４年目前期
　(2) 肉用牛農家　２年目後期・３年目前期
  (3) 施設野菜（トマト・果樹）農家　１年目前期

２　交付金額　3,750千円（1,500千円×２人＋750千円（半期分）×１人）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,850,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 農業人材力強化総合支援事業
決算書ページ

219

目的及び
事業内容

【目的】
　新規就農者の経営安定と定着を図り，農業者の増加を図ることを目的とする。

【事業内容】
  農業次世代人材投資資金（経営開始型）の交付及び農業人材強化のための支援を行
う。
１  交 付 額　年額1,500千円
２　交付期間　５年間（２年目以降は前年所得により減額調整有り）

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　４目　農業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興
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事 業 名 農業振興地域整備計画見直し事業
決算書ページ

219

目的及び
事業内容

【目的】
　農業振興地域整備計画は，社会経済情勢の変化などに的確に対応するため，計画見直
しの検討を５年毎に行うこととされており，本市では復旧・復興事業の終息を見据え，
令和元年からの３箇年計画で見直し作業を実施するもの。

【事業内容】
１　１年目（令和元年度）　基礎調査業務
　・現行保持している農業振興地域に係るアナログデータのデジタル化
　・基礎資料作成：現地調査及び農家意向調査を踏まえ整備計画書案と計画書附図案
　作成
　・農家意向調査
２　２年目（令和２年度）　基礎調査業務
　・基礎資料作成：データ加工
３　３年目（令和３年度）　計画見直し業務
　・図書作成：計画書，計画図等の資料作成
　・関係機関協議及び法定手続き

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　４目　農業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興

一般財源

決算額 19,800,000 0 0 0 19,800,000

実施状況

【実施状況】
１　委託業務名　　気仙沼農業振興地域整備計画見直し業務
２　業務委託費　　19,800千円
３　委　託　先　　国際興業㈱気仙沼営業所

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 19,800,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　前回の見直しから，20年以上経過しているとともに気仙沼，唐桑，本吉で３つの計画
となっていた農業振興地域整備計画を一つの計画として整理することにより，農業振興
に関する施策を計画的に推進するための指針を作成することが出来た。

【課題】
　農業振興地域整備計画は，農業振興地域の整備に関する法律においては，社会経済情
勢の変化などに的確に対応するため，計画見直しの検討を５年毎に行うこととされてお
り，場合によっては５年後の見直しが必要となる。
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事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（米価下落対策支援金）

決算書ページ

219

目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，著しく主食用米の価格が下落した対策とし
て，翌年作の水稲作付け継続を支援するため種苗費や肥料費等の経費の一部を交付する
もの。

【事業内容】
１ 対象者（以下の全てに該当する者）
　(1) 市内に住所を有する個人農家又は，市内に本店，支店を置く農業法人等
　(2) 令和３年産主食用米の作付けに取組み，令和４年以降も継続して作付けする者
　(3) 令和３年産主食用米の作付け面積が水田台帳で12ａ以上の者
　(4) 主食用米の販売単価を令和２年産よりも低く設定している者

２ 交付額
　下記の交付基準金額と販売減収額を比較し，どちらか低い方の金額で千円未満切り捨
てした額を交付額とする。
　(1) 交付基準金額:(令和３年産米作付面積－10ａ)×　5,000円(10ａ当り)
　(2) 販売減収額　:(令和３年産米販売単価－令和２年産米販売単価)×令和３年産
　　　  　　　　　　米販売数量

３ 申請期間
   令和４年１月21日から令和４年２月28日まで

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　４目　農業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉

一般財源

決算額 12,759,256 12,759,256 0 0 0

実施状況

【実施状況】

１ 交付件数：313件

２ 交 付 額：12,504千円

３ 実施内容
　(1) 郵送料　　　  　　　　 154千円
　(2) 広告料             　　 66千円
　(3) 振込手数料         　　 35千円
　(4) 米価下落対策支援金  12,504千円

４　周知方法  対象者への申請書送付，市広報，地元新聞への広告掲載等

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 25,087,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　新型コロナウイルスの影響による米価下落対策支援金として，本市農業の主体となっ
ている水稲販売農家に対して翌年以降の作付け継続を側面から支援することが出来た。

【課題】
　県内市町村の支援方針や支援内容を見据えながら本市の支援制度設計を行ったため，
支援金の交付までに時間を要した。
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事 業 名 畜産業振興事業
決算書ページ

221

目的及び
事業内容

【目的】
　畜産振興を目的として，関連団体に補助金を交付するとともに，畜産農家に対して畜
産経費の一部を補助する。

【事業内容】
１　畜産農家に対する畜産関係文書の発送
２　畜産振興を目的とした家畜導入経費に対する補助金及び負担金の交付

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　５目　畜産費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興

実施状況

【補助金及び負担金の交付内容】

決算額 987,259 0 0 0 987,259

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 2,070,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

【成果】
　畜産関係団体への補助金及び負担金を交付し畜産振興を図るとともに，畜産農家が拠
出している家畜導入経費等の一部を補助金として交付することにより，経費軽減に伴う
経営の健全化が図られた。

【課題】
　畜産農家の減少に対応するため，現在の補助金の枠組みを超えた補助制度の創出等の
検討が必要となる。

金額

900千円

45千円

945千円

名称

肉用牛優良子牛保留事業補助金

（一社）宮城県畜産協会負担金

合計
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事 業 名 家畜導入資金貸付事業
決算書ページ

221

目的及び
事業内容

【目的】
　繁殖用雌牛（成雌牛・育成雌牛）を計画的に導入する農業者に対し，その導入資金に
ついて一定期間（最長５年間）貸付けを行い，肉用牛の繁殖を推進することにより，畜
産の振興を図る。

【事業内容】
　繁殖和牛導入資金貸付基金
　・貸付限度額　700千円/頭（家畜の価格のみ）
　・償還期間　　５年（うち据置期間２年）
　・貸付利子　　無利子

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　５目　畜産費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興

一般財源

決算額 4,620,333 0 0 4,620,333 0

実施状況

【繰出金の支出状況】
１　繁殖和牛導入資金貸付基金（令和３年度償還金）　  3,220千円
２　繁殖和牛導入資金貸付基金繰出金　　　　　　　　　1,400千円
３　繁殖和牛導入資金貸付基金（利息分）　　　　　　　　　1千円（333円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 9,296,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　当該事業により，畜産農家の安定的な経営の一助となり，畜産振興が図られた。

【課題】
　現在は肥育牛の子牛の市場価格が高騰しており，畜産経営が安定しているが，市場価
格は周期的に上下するため，継続的な支援が必要である。
　畜産振興を図るためには，大規模化及び法人化等が必要であるが，高齢化等により畜
産業従事人口が減少している。
　繁殖和牛導入資金貸付基金については，より利用者が活用しやすくするため，限度額
の引上げや貸付けが速やかに行える新制度への移行をJAと共同で検討している。
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事 業 名 施設の維持管理に関する経費（本吉放牧場）
決算書ページ

221

目的及び
事業内容

【目的】
　市の指定管理施設で畜産関係施設である本吉放牧場（モーランド本吉）及び有機肥料
センター等の関連施設を維持管理し，畜産の振興を図る。
　また，新型コロナウイルス感染症の影響により，本吉放牧場への来場者が減少してい
ることから，終息後を見据え交流人口の回復と拡大を図る。

【事業内容】
　施設自体の指定管理を行うとともに，経年劣化により機能低下している設備の修繕や
点検を行う。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　５目　畜産費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興

本吉有機肥料センター攪拌発酵機シャフト修繕

需用費 286千円 本吉有機肥料センター消火ポンプ用フート弁修繕

需用費 190千円 本吉有機肥料センター自動火災報知設備用総合盤修繕

実施状況

【執行状況】

科目 執行額 内容

需用費 606千円 本吉有機肥料センター攪拌機修繕

需用費 1,925千円

委託料 298千円 本吉放牧場自家用電気工作物定例業務

合計 35,895千円

委託料 32,494千円 本吉放牧場管理料

委託料 96千円 本吉放牧場木製遊具定期点検業務

決算額 35,894,606 0 0 8,612,140 27,282,466

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 35,896,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

【成果】
　畜産関連施設として本吉有機肥料センターの維持管理・修繕を行い，畜産農家の利便
性向上が図られた。また，本吉放牧場（モーランド本吉）の指定管理と維持管理を行
い，来場者へ快適な施設使用環境を提供できた。

【課題】
　老朽化に伴い毎年の修繕費が多額となっている本吉有機肥料センターの大規模改修を
計画しているとともに，脱コロナ後を見据えた本吉放牧場の更なる誘客方法の検討と収
入の柱となる商品の開発及び商品製造の環境整備を計画している。
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成 果 と
課　　題

【成果】
１　用水路等の整備により，生産性の向上と農業経営の安定が図られた。
２　中山間地域の小規模農地を整備したことにより，営農が継続出来る環境を整えら
　れ，農地の保全が図られた。

【課題】
    小規模の土地改良事業に対する制度であり，事業費が大きい要望に対しては単年で
　はなく複数年の対応になる場合もある。

【目的】
１　農業生産基盤の整備を促進し，生産性の向上と農業経営の安定を図るため，用水
　路組合等が行う土地改良事業に対し，事業費の一部を助成する。
２　上記１に該当しない中山間地域の小規模受益農地を対象とし，営農の効率化を図
　るため，事業種目に応じて定額を助成する。

【事業内容】
１  用水路整備等の土地改良事業に対して，事業費の7/10以内を助成する。
２　中山間地域の簡易な基盤整備事業に対して，定額を助成する。

目的及び
事業内容

一般財源

決算額 10,382,000 2,992,000 0 0 7,390,000

実施状況

１　市土地改良事業補助金　　 　　　 　　14件    7,390千円
　　水路整備13件，ため池取水施設整備１件
　
２　中山間地域農地保全支援事業補助金　　３件　　2,992千円
　　湧水処理・水路整備２件
　　田の区画拡大・水路整備・農作業道整備１件

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,382,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 土地改良事業
決算書ページ

221

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　６目　農地費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興
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成 果 と
課　　題

【成果】
１　表山田地区の農地等地域整備構想（将来ビジョン）が作成された。
２　羽田地区の従前地調査やアンケート調査を実施した。
３  羽田地区で県による農地の調査等が実施された。

【課題】
  ほ場整備事業は長期間にわたる事業であり，将来を見据えた地元の体制を構築する必
要がある。

一般財源

決算額 5,431,680 500,000 0 0 4,931,680

実施状況

１　農地等地域整備構想策定支援業務　　　 　1,650千円
　　対象地区　　表山田地区
　
２　農用地等集団化事業委託費　　　　　　　 　605千円
　　土地改良事業等調査負担金　　　　　　   3,139千円
　　対象地区　　羽田地区
　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 7,355,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 農地等地域整備事業（農地等整備事業）
決算書ページ

223

目的及び
事業内容

【目的】
　農業の衰退を防ぎ，次世代に農業を引き継げる環境づくりを行うため，農業基盤の整
備を図る。

【事業内容】
１　表山田地区のほ場整備事業実施に必要となる地域整備構想策定の支援を行う。
２　羽田地区の農用地の生産基盤整備と農用地の集団化に必要な資料作成等を行う。
３　羽田地区のほ場整備事業を実施するため，県が行う農地整備事業調査費の一部を
　負担する。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　６目　農地費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興
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成 果 と
課　　題

　菖蒲沢ため池や鳥子沢ため池の測量設計を行い，地震等の対策案を作成した。

実施状況

　
〇　農業用施設測量設計業務　20,274千円
　　・事業箇所：菖蒲沢ため池，鳥子沢ため池
　　・実施設計：堤体の設計，洪水吐の設計，取水設備の設計等
　　・測　　量：基準点測量，現地測量，路線測量等
　
 
　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 20,275,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 20,274,100 20,000,000 0 0 274,100

事 業 名 農地等地域整備事業（農村地域防災減災事業）
決算書ページ

223

目的及び
事業内容

【目的】
　農業施設の防災・減災対策を実施することにより，農業生産の維持や農業経営の安定
及び地域住民の安全を確保し，農村地域の防災力の向上を図る。

【事業内容】
　防災重点ため池である菖蒲沢ため池，鳥子沢ため池の堤体及び施設機能の診断結果に
基づき，必要な対策工のための測量及び実施設計を実施する。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　６目　農地費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実

-180-



成 果 と
課　　題

　ため池機能を有しないため池（行政財産）を一般財産に移管したことで土地の貸付け
等が可能となり，市有地の有効活用が図られた。

一般財源

決算額 8,085,000 0 0 0 8,085,000

実施状況

　
１  場　　所　　長磯中原地内
２　事業内容　　掘削工　400㎥，盛土工　2,200㎥，
                残土処理工　80㎥，地盤調査等
３　事 業 費　　8,085千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 8,085,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 ため池機能廃止事業
決算書ページ

223

目的及び
事業内容

【目的】
　市道菖蒲沢線の拡幅改良事業において，ため池用地の一部が道路用地となることか
ら，同事業に併せ道路用地以外を普通財産用地とするために盛土し，土地の有効利用を
図る。

【事業内容】
　道路事業と併せ，他事業で発生した残土を盛土材として確保し，盛土及び整地を行
う。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　６目　農地費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興
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事 業 名 生産調整推進事業
決算書ページ

223

目的及び
事業内容

【目的】
　意欲ある農業者が農業を継続出来る環境づくりを目的として，需要に応じた米の生産
と水田の効率的な土地利用を図り，農業経営の安定と農作物の生産力確保，食糧自給率
の向上を目指す。

【事業内容】
１　経営所得安定対策等推進事業補助金
　　　気仙沼市農業再生協議会が行う水田農業の生産調整，経営所得安定対策及び農産
　　物生産拡大，現場における推進活動や要件確認並びに転作確認等に必要な経費を助
　　成し，農業者の円滑な申請手続き・交付手続きに寄与する。

２　いもち病等共同防除事業補助金
　　　病害虫の地上防除の徹底を図るともに，米の品質確保と農家経営の安定に資する
　　ため，病害虫防除に係る薬剤購入に対する助成を行う。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　７目　生産調整推進対策費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興

一般財源

決算額 8,043,420 6,738,000 0 0 1,305,420

実施状況

１　経営所得安定対策等推進事業補助金　7,073千円
　　・気仙沼市農業再生協議会へ交付（事務費）

２　いもち病等共同防除事業補助金　  970千円
　　・助成対象者　452人
　　・助成内訳　　箱処理剤　　　　　550千円（2,502箱×220円）
　　　　　　　　　本田いもち剤　　　198千円（  900箱×220円）
　　　　　　　　　カメムシ防除剤　　222千円（1,009箱×220円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 8,600,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

１　経営所得安定対策等推進事業補助金
　　　水田農業の生産調整および経営所得安定対策における推進活動や要件確認並びに
　　転作確認などの申請手続・交付手続を円滑に実施できた。農産物生産拡大について
　　は，まだ不十分な部分もあるため今後も一層の推進活動等が必要である。
　　　主食用米をはじめ，飼料用米を含めた稲作主導の作付推進を行うとともに、意欲
　　ある担い手への農地集積を加速させ，その一方で，集積が困難な農地については転
　　作作物の生産拡大を図ることが必要である。

２　いもち病等共同防除事業補助金
　　　葉いもち，穂いもちについては，一部ほ場で発生が見られたものの予防防除によ
    り多発を防ぐことができたが，カメムシ防除については天候により防除のタイミン
    グがずれたことにより被害が多く見られた。
　　　今後は，さらに被害発生を抑えるため，広報による防除タイミングの周知や薬剤
    散布指導など推進していく。
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事 業 名 多面的機能発揮促進事業
決算書ページ

225

目的及び
事業内容

【目的】
　農地の多面的機能を支える共同活動や農地・水路等の地域資源の質的向上並びに，中
山間地域の不利な農業生産条件における活動を交付金の交付により支援する。

【事業内容】
  多面的機能支払制度及び中山間地域等直接支払制度により，活動組織に対し交付金を
交付する。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　８目　多面的機能発揮促進事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興

一般財源

決算額 55,184,891 42,388,715 0 0 12,796,176

実施状況

１　中山間地域等直接支払交付金（補助率3/4)
　(1) 組織数  54組織
　(2) 交付額  36,687千円

２　多面的機能支払交付金（補助率3/4）
　(1) 組織数　60組織
　(2) 交付額　15,046千円
 

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 55,774,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　農地の保全活動に対する当該事業の交付金により，荒廃農地の増加を抑えることが出
来ている。また，中山間地等の耕作条件が不利な地域の組織活動を下支えしている。

【課題】
　事業開始から20年が経過し，当該事業に取り組んでいる組織の高齢化が進み，活動の
継続を断念する組織が増えてきている。当該事業は荒廃農地増加の抑止力となっている
ことから，高齢化の進む活動組織がどのようにすれば活動を継続することが出来るか組
織の広域合併などの検討が必要である。
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その他 一般財源

決算額 11,158,506 0 0 236,590 10,921,916

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

目的及び
事業内容

【目的】
　農村環境改善センター（本吉公民館）の適切な維持管理を図ることにより，利用者に
安全で快適な親しみやすい施設を提供する。

【事業内容】
　農村環境改善センターの２階への通路は，階段と障害者や高齢者のためのスロープに
分かれるが，以前から２階へのスロープ上部のガラスから雨漏りがあり，これまでコー
キング等の修繕を行ってきたが，改善が見られない。今回ガラスの上部に屋根を設置
し，直接雨がコーキング等の隙間から入りこまないようにし，雨漏りを改善すること
で，障害者や高齢者の安全が確保される。

予算額 12,175,000

成 果 と
課　　題

【成果】
　雨漏り修繕工事により，施設利用者が利用しやすい環境を提供することができた。

【課題】
　施設自体は老朽化しており，その他の設備についても毎年修繕を行っている状況であ
る。

国(県)支出金 市債

実施状況

【執行状況】

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　１項　９目　農村環境改善センター費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興

事 業 名 施設の維持管理に関する経費（農村環境改善センター）
決算書ページ

225

科目 内容

需用費 消耗品費

需用費 燃料費，光熱水費

需用費 農村環境改善センター自動ドア開閉装置等交換修繕等

役務費 通信運搬費

委託料 農村環境改善センター管理業務委託

委託料 農村環境改善センター自動ドア保守点検業務

委託料 農村環境改善センター改善センター清掃業務

工事請負費 スロープ雨漏り対策用 屋根設置工事費

備品 強化液消火器

合計

1,128千円

75千円

102千円

6,248千円

1,373千円

10千円

11,158千円

81千円

執行額

1,301千円

840千円
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成 果 と
課　　題

【成果】
　被災した農地を単なる原形復旧にとどまらず，農地を集約し，ほ場の大区画化や担い
手等への農地利用集積により，収益性の高い農業経営となるよう整備した。

【課題】
  ほ場整備事業完了後の農地の維持管理について地元が適切に行う必要がある。

実施状況

　
１　気仙沼地区換地業務委託費　　　　　　　　　 　1,903千円
　
２　県営ほ場整備事業負担金　　　　　　　　　  　 2,720千円
　　・対　  象　　杉ノ下工区
　　・事 業 費　　34,000千円
　　・負担割合　　国：75％，県：17％，市：８％

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 16,464,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 5,319,960 1,903,300 0 0 3,416,660

事 業 名 農山漁村地域復興基盤総合整備事業
決算書ページ

225～227

目的及び
事業内容

【目的】
　県が行う被災農地等の生産基盤整備（ほ場整備）により，農業生産性の向上を図る。

【事業内容】
　県営農山漁村地域復興基盤総合整備事業気仙沼地区の事業費の一部を負担するととも
に，合同委員会の開催や地元調整等を行う。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款 １項 10目　農山漁村地域復興基盤総合整備事業費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）②農業の振興
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事 業 名 森林経営管理事業
決算書ページ

227

目的及び
事業内容

【目的】
　林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を推進するため，森林経営管理法に基づ
き，未整備の私有林を森林所有者に変わり市町村が自ら管理を行うことから，同制度に
係る各種取組を推進する。また，財源である森林環境譲与税を積立し，適切な基金管理
を行う。

【事業内容】
　森林・林業に関して知識と経験を有する（地域林政アドバイザー）が所属する森林組
合に業務を委託し，森林経営管理制度に係る意向調査などを行う。また，森林環境譲与
税基金の適正管理を行う。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　２項　１目　林業総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）③林業の振興

一般財源

決算額 50,322,526 0 0 50,321,887 639

実施状況

１　地域林政アドバイザー業務　　　　　　9,900千円
　　・対象地域の選定，森林所有者の調査の実施
　　・森林経営管理制度に係る意向調査及び説明会の実施

２　森林経営管理制度に係る作業道修繕　　2,904千円

３　森林経営管理制度に係る境界刈払業務　1,035千円

４　森林環境譲与税基金管理　　　　　　 36,428千円
　　・森林環境譲与税基金積立金　　　 　36,427千円
　　・森林環境譲与税基金利子積立金　　　    1千円（887円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 52,353,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　森林経営管理制度に係る意向調査の実施により意向が確認できた森林所有者の森林の
現況把握及び路網の整備ができた。また，集約化による事業実施に向けた情報収集が図
られた。
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事 業 名 林業振興事業（特用林産物再生事業）
決算書ページ

229

目的及び
事業内容

【目的】
　出荷制限一部解除された市内で採取された野生きのこ（まつたけ）の放射能測定の検
査体制を確保し，安心安全な流通を図るともに出荷制限が指示されている特用林産物の
早期の出荷制限解除に向けたモニタリング調査を実施，特用林産物の再生に資する。

【事業内容】
　非破壊式放射能測定装置による特用林産物の放射能測定

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　２項　２目　林業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）③林業の振興

一般財源

決算額 6,914,985 6,914,985 0 0 0

実施状況

１　非破壊式放射能測定業務　　　 1,800千円
　(1) 検 査 物　気仙沼市内で採取された野生きのこ
　(2) 検査回数　641回（まつたけ）・13回（まつたけ以外野生きのこ）

２　非破壊式放射能測定装置　1基　5,115千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,993,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　検査体制を整備したことにより，市内で採取された野生きのこ（まつたけ）の出荷が
可能となった。
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事 業 名 林業振興事業（森林整備事業補助金外）
決算書ページ

229

目的及び
事業内容

【目的】
　民有林の健全な森林造成と林業団体等の育成のため，補助金を交付し，地域林業の振
興と経営の安定を図る。

【事業内容】
１　山林労働安全対策補助金
　　林業労働者の労働災害防止と就労環境の改善に資するため，森林組合の作業員が受
　診する特殊健康診断等の対策費用等の一部を助成する。

２　森林消防団運営費補助金
　　組織強化と団(組)活動の活性化や林野火災防止の強化を図るため一部の地域で自主
　的に組織している森林消防団(組）に対し助成する。

３　間伐材搬出事業補助金
　　林内に放置されていた再生可能エネルギーの原料としての未利用材の利用を主とし
　た間伐材の搬出量増加に繋げるため，森林所有者が行う間伐材の搬出に伴う経費の一
　部を補助する。

４　森林整備事業補助金
　　私有林における国県補助事業を活用して実施する造林・間伐事業に対し，費用の一
　部を補助する。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　２項　２目　林業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）③林業の振興

一般財源

決算額 11,281,658 0 0 6,500,000 4,781,658

実施状況

１　山林労働安全対策補助金　１団体　　180千円

２　森林消防団運営費補助金　４団体　　440千円

３　間伐材搬出事業補助金　　２団体　2,500千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内訳）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用　　材　　222㎥　  111千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未利用材　2,389㎥　2,389千円

４　森林整備事業補助金　　　５団体　8,162千円
　　　　　　　　　　　　　（８件）　（内訳）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　造　　林　 9.84ha  2,797千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間　　伐　2,389ha　5,365千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 13,001,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　各種補助等を活用した適切な森林整備と林業団体の育成が行われことにより，森林の
持つ公益機能の発揮及び林業団体の育成に繋がっており，地域林業の振興が図られた。
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事 業 名 森林病害虫等防除事業
決算書ページ

229

目的及び
事業内容

【目的】
　松くい虫の被害拡大を防止し，森林保全を図るとともに，民家，道路周辺での緊急性
の高い被害木を伐倒駆除し，倒木等による被害を防止する。

【事業内容】
　松くい虫伐倒駆除，被害木除去，調査業務

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　２項　２目　林業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）③林業の振興

中山
川上

21.0㎥ 825千円

松くい虫被害木調査業務 市内全域 43日 1,949千円

実施状況

事業名 事業箇所 事業量 事業費

松くい虫伐倒駆除業務 市内全域
1,421本

(1,144.57㎥)
27,220千円

松くい虫駆除木除去業務

決算額 29,993,653 7,801,567 0 0 22,192,086

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 30,000,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

　貴重な景観の保全，森林・環境資源として松林の保護をするため補助事業を活用しな
がら被害の拡大防止に努めている。しかしながら，被害木をすべて駆除することは難し
い状況であることから，民家や市道付近の被害を及ぼす危険性が高い箇所や景勝地を優
先的に行い，被害の未然防止に努める。
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事 業 名 市有林造林事業
決算書ページ

231

目的及び
事業内容

【目的】
　市有林の適切な育成と森林の持つ各種公益機能の発揮，また市の基本財産の培養を図
るため，造林保育事業を実施する。

【事業内容】
　造林（植栽），下刈り，忌避剤塗布，除伐，保育間伐，防火線刈払い等

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　２項　３目　造林費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）③林業の振興

実施状況

事業名 事業箇所 事業量 事業費

造林（植栽） 芳ノ口外４箇所 11.58ha 13,739千円

下刈り

保育間伐 岩月長平外３箇所 17.43ha 3,258千円

除伐 本吉町高瀬ヶ森 2.05ha 469千円

内松川外11箇所 35.21ha 8,525千円

忌避剤塗布 芳ノ口外14箇所 42.05ha 5,665千円

防火線刈払い 細尾外21箇所
22路線

（43,200m）
6,908千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

市有林維持管理 市内全域 － 2,553千円

防火線機能強化
(支障木伐採)

細尾外４箇所
５路線

（800ｍ）
2,497千円

決算額 43,613,680 22,111,764 0 0 21,501,916

予算額 67,965,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

　森林資源の保続，培養や林業労働者の雇用の場及び市土，環境の保全，水資源のかん
養など多面的機能の発揮が図られた。
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１　素材生産間伐事業

２　立木売払収入

事業量

10.34ha

458.179㎥

２路線　1,367ｍ

事業箇所

上東側根
本吉町狼の巣

事 業 名 素材生産販売事業
決算書ページ

231

目的及び
事業内容

【目的】
　持続可能な森林経営により高齢級に差し掛かってきている森林を対象に，間伐木の販
売収入や主伐による立木販売収入を見込んだうえで，木材の安定供給及び森林の多面的
機能の高度発揮を図るため，間伐等の素材生産販売事業を実施する。

【事業内容】
　素材生産間伐，販売業務，作業道開設等

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　２項　５目　素材生産販売事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）③林業の振興

実施状況

事業名

素材生産間伐業務

素材生産販売業務

作業道開設業務

種別 件数 材積 販売額 分収交付金 差引収入額

直営林
主伐 ３件 3,940.482㎥ 13,505千円 － 13,505千円

間伐 ２件

19,249千円

計 19件 24,337.802㎥ 114,984千円 76,996千円 37,988千円

458.179㎥ 5,234千円 － 5,234千円

部分林 主伐 14件 19,939.141㎥ 96,245千円 76,996千円

決算額 20,917,614 0 0 20,917,614 0

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 25,226,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

　立木販売を実施し，一般財源としての財源確保に繋がった。
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１　実施事業

事 業 名 水源かん養林造成事業
決算書ページ

233

目的及び
事業内容

【目的】
　国立研究開発法人森林研究・整備機構と分収造林契約を締結した造林地に対し，本来
であれば森林所有者が行うべき造林事業について，同研究所より事業費を負担いただき
受託事業として実施し，水源かん養林の造成を図る。

【事業内容】
　森林総合研究所造林地を適切に管理していくため，同研究所と協議のうえ，適時各種
森林施業（間伐等）を実施する。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 ６款　２項　６目　森林総合研究所造林費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）③林業の振興

川上第３造林地 6.50ha 1,727千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

実施状況

事業名 事業箇所 事業量 事業費

保育間伐業務 物見第１造林地 2.85ha 660千円

照度管理(枝打)業務

決算額 2,387,000 0 0 2,387,000 0

予算額 6,294,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

適切な森林造成により，水資源のかん養機能向上が図られた。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　比較的漁業者が出入りする市内漁港６か所に海ごみ回収ステーションを設置したこと
で,より効率的に漁業者が回収した漂流・漂着ゴミの集積，運搬，処分が可能となり，
漁業者の作業効率の維持と漁場環境の回復を図ることができた。
　漁港等の海岸に漂着した流木・がれき等を運搬・処分することにより，漁業者の作業
効率の維持と漁場環境の回復を図ることができた。

【課題】
　最近はマツクイムシや浸食を原因とした海岸線の枯木・倒木が時化のたびに流出し，
船舶や養殖業者の支障となっている。また，年間の発生量も把握しづらく計画的な処理
が難しい。

一般財源

決算額 9,291,700 5,422,000 0 0 3,869,700

実施状況

１　漁港等の海岸に漂着した流木・がれき等の収集運搬
　　　流木　　　　　30.7㎥
　　　廃プラ・漁具　18.9㎥

２　仮置き場の回収がれき処分
　　　流木　　　　　137.0㎥
　　　廃プラ・漁具　201.2㎥

３　海ごみ回収ステーション設置
　(1) 大沢（唐桑）漁港
　(2) 石浜（唐桑）漁港
　(3) 宿舞根漁港
　(4) 長崎漁港
　(5) 鮪立漁港
　(6) 気仙沼漁港（大浦地区）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 9,940,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 水産業総合対策推進事業（漂着・回収がれき等運搬処分業務委託）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　気仙沼湾内では，毎年多くの流木やごみ等が漂流・漂着しており，漁港や海岸を漂流
したごみが養殖施設，漁港施設等に漂着し，漁業活動に支障をきたすことが予想される
ため，これらの運搬処分を行い，漁業者の作業効率の維持と漁場環境の回復に資する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

　平成25年度以降，魚市場における入札中止となる基準（100Bq/kg以上）や精密測定実
施基準（50Bq/kg以上）を超えたものはないが，検査結果を公表することで風評被害を
抑止し，全国の消費者に対する安全・安心な水産物等の提供に寄与している。

一般財源

決算額 15,125,124 0 0 0 15,125,124

実施状況

１　検査実施体制
　(1) 委託先　気仙沼漁業協同組合
　(2) 測定員数　５名
　(3) 測定機器　５台（精密測定器１台，簡易測定器４台）

２　検査実施状況
　(1) 検査数　　　　　1,386検体
　　　（主な魚種別内訳）
　　　カツオ（一本釣り）126検体
　　　カツオ（まき網）　 79検体
　　　マサバ　　　　　　152検体
　　　ゴマサバ　　　　　101検体
　　　マイワシ　　　　　 97検体
　　　その他　　　　　　831検体
　(2) 検査結果
　　　検出限界(下限値)未満　　　　　1,308検体
　　　精密測定実施基準(50Bq/kg)未満　　78検体（対検査数比 5.63%）
　　　精密測定実施基準(50Bq/kg)以上　　 0検体
　　　入札中止基準(100Bq/kg)以上　　　　0検体

３　支出経費
　(1) 水産物等放射能測定業務委託料　　 　12,685千円
　(2) 測定機器点検及び校正業務　　　　　　2,046千円
　　　ア　精密測定器　１台　1,320千円
　　　イ　簡易測定器　２台　　726千円
　(3) 放射能測定室維持管理費（光熱水費等）394千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 15,473,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 水産業総合対策推進事業（水産物等放射能測定業務委託）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　全国の消費者に対し安全・安心な水産物等を提供するため，本市魚市場に水揚げされ
る水産物等の放射能測定検査を実施し，本市水産業の復興に資する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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事 業 名 水産業総合対策推進事業（「海の市」復旧整備事業補助金）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　
　本市水産業の振興と物産・観光の拠点施設として重要な役割を担う「海の市」の復旧
整備事業に要した経費のうち，運営者である㈱気仙沼産業センターが自ら調達した自己
資金の約３分の２の額を平成25年度から令和４年度までの10カ年に分割して補助金を交
付することにより，本市経済の活性化と観光産業の発展，雇用の拡大を図る。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

一般財源

決算額 20,000,000 0 0 20,000,000 0

実施状況

１　「海の市」復旧整備事業補助金　20,000千円
　(1) 交付先　㈱気仙沼産業センター

２　交付状況（債務負担行為設定限度額　180,000千円）
　(1) 交付済額　　180,000千円（平成25年度～令和３年度）
　(2) 交付予定額　 20,000千円（令和４年度）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 20,000,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　補助金の交付により，㈱気仙沼産業センターの経営の安定化に寄与している。

【課題】
　累積赤字の早期解消を図るため，今後とも，テナント収入の安定的な確保に努めると
ともに，更なる賑わいの創出により，直営店舗における入場料等の収入と売上を伸ばす
必要がある。
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成 果 と
課　　題

　救命講習の教材として必須となっている全閉型救命艇の導入により，北海道・東北で
唯一，市内において海技士免許講習を完全実施できる体制が整ったことで，受講者が首
都圏等に移動することを回避し新型コロナウイルス感染症拡大防止を図りながら，当地
方で課題となっている幹部船員の育成・担い手確保に寄与することができた。

一般財源

決算額 500,000 0 0 0 500,000

実施状況

１　事業実施主体　　　気仙沼市水産振興協会

２　補助対象事業費　　3,496千円

３　市補助額　　　　　　500千円（補助対象事業費の1/4以内，上限500千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 500,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 水産業総合対策推進事業（漁船漁業救命講習事業補助金）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　海技免許講習において，受講者が首都圏等に移動することを回避し新型コロナウイル
ス感染症拡大防止を図りながら，海技士免許等を有した幹部船員を育成するため，救命
講習に必要な全閉囲型救命艇の取得する事業に対し，補助金を交付する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

　漁船に搭載するAEDを整備し乗組員に対する救急法等の講習会を実施して使用方法の
習熟を図ったことで，乗組員の心筋梗塞発症等の不測の事態が発生した場合，迅速かつ
適切な初期救急救命措置が可能となり，乗組員が安心して働ける職場環境の形成を図っ
た。

一般財源

決算額 162,000 81,000 0 0 81,000

実施状況

１　事業主体　気仙沼遠洋漁業協同組合

２　対象船　　遠洋マグロはえ縄漁船　１隻

３　事業費　　　　270千円

４　市補助額　　　162千円（事業費の2/3以内）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 264,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 水産業総合対策推進事業（漁船乗組員救命推進事業補助金）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　救急医療の受診が極めて困難な状況に置かれている漁船において，乗組員が安心して
働ける職場環境の形成を図るため，AED(自動体外式除細動器）の整備費の一部を補助す
る。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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事 業 名 水産業総合対策推進事業（水産業従業員宿舎整備事業費補助金）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　
　東日本大震災により甚大な被害を受けた水産業の生産能力向上を図るため，漁業者並
びに水産加工業者が実施する従事者確保のための宿舎整備を支援することにより，水産
業の復興を促進する。
　なお，本市においては，宮城県の水産業従業員宿舎整備事業費補助金の交付決定を受
けた者に対し，補助金の交付を行っている。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

一般財源

決算額 30,722,000 0 0 0 30,722,000

実施状況

○　気仙沼市水産業従業員宿舎整備事業費補助金 　　　　　30,722千円
　(1) 補助率　1/4以内（１件あたりの補助上限額　　　　　10,000千円）

　(2) 補助実績　　　　　　　　　　　 　　　　４件　　　30,722千円
　 　 (東日本大震災復興基金繰入金[令和２年度繰越事業]　30,722千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 30,722,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　漁業者並びに水産加工業者が実施する従事者確保のための宿舎整備を支援することに
より，水産業における復興の促進が図られた。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　補助を行うことにより，開発商品の売上の増加を目的とした新たな広告の展開や，
WEB販売を強化したほか，新商品開発等の新たな取り組みを行った。
　また，農林水産省等が実施する「ディスカバー農山漁村の宝アワード」にて優良事例
に選定され，認知度向上を図ることができた。

【課題】
　既存開発商品の売上の増加と情報発信を図るためのプロモーションの強化が肝要であ
り，また，未利用資源等を活用したペットフードなどの商品開発が行われていることか
ら，地域に根ざした地域ブランド商品の確立と高収益企業群の形成，新たな産業・雇用
の創出には，引き続き支援が必要と考えている。

一般財源

決算額 14,169,984 1,500,000 0 10,000,000 2,669,984

実施状況

○　気仙沼水産資源活用研究会事業補助金　14,170千円
　・交付先　気仙沼水産資源活用研究会

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 15,000,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 水産業総合対策推進事業（気仙沼水産資源活用研究会事業補助金）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　
　「産・学・官」が連携し，地域の水産資源の多角的利用を推進することにより，新た
な地域産業と雇用の創造を図るため，気仙沼水産資源活用研究会が行なう水産資源の多
角的利用（健康食品，地域の素材を生かした新商品の開発等）による新産業の創出等の
取り組みに対し，補助金を交付する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

【成果】
　本市漁業者が漁船用に購入した燃油の量に応じて経費を一部補助することで，原油価
格の高騰により経済的影響を受けている漁業者の経営安定化の一助となった。

【課題】
　原油価格の高騰については，引き続き国や県の動向を探るとともに，市内漁業者への
漁業経営セーフティーネットへの加入を促す必要がある。

一般財源

決算額 18,295,405 0 0 0 18,295,405

実施状況

１　沿岸漁業者　　　　　　　　　　　　 165名  215隻　　9,343千円
　(1) 宮城県漁業協同組合唐桑支所　　　　53名　 68隻　　3,978千円
　(2) 宮城県漁業協同組合気仙沼地区支所　80名　111隻　　2,526千円
　(3) 宮城県漁業協同組合大谷本吉支所　　30名　 34隻　　2,814千円
　(4) その他これに準ずる者　　　　　　　２名　 ２隻　   　25千円
　
２　漁船漁業者　　　　　　　　　　　　　17名　 38隻　　8,952千円
　(1) 気仙沼遠洋漁業協同組合　　　　　　６名　 14隻　　3,669千円
　(2) 宮城県北部鰹鮪漁業組合　　　　　　11名　 24隻　　5,283千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 29,909,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 水産業総合対策推進事業（漁船漁業原油価格高騰対策補助金）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　原油価格の高騰により，漁家経営に大きな影響を与えていることから，令和４年１月
１日から３月31日の期間で本市沿岸漁業者及び漁船漁業者が購入した漁船用燃油（Ａ重
油，軽油及びガソリン）に対して補助することにより，漁業経営の安定化を図る。

１　沿岸漁業者
　(1) 補助対象者 宮城県漁業協同組合唐桑支所，気仙沼地区支所，大谷本吉支所の
　　　　　　　　 組合員
　(2) 補助率　 　購入した燃油１リットルあたり30円
　　　　　　 　 （補助対象期間内に10,000円以上購入した者に限る。）
 
２　漁船漁業者
　(1) 補助対象者 気仙沼遠洋漁業協同組合，気仙沼地区近海鰹鮪漁業組合，宮城県
                 北部鰹鮪漁業組合の組合員
　(2) 補助率　　 購入した燃油１リットルあたり 総トン数200トン以下の漁船　 ２円
　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　   総トン数200トンを超える漁船 １円

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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事 業 名 水産業総合対策推進事業（生鮮かつおプロモーション事業負担金）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　
　本市の魚であり，本市魚市場における主要水揚げ魚種の一つとして地域経済を支え，
さらには，本市の伝統・文化の形成においても大きな役割を果たしている生鮮かつおに
ついて，関連産業や地域の諸団体の連携のもと，市内外の取扱い業者，販売業者及び飲
食店等に対し，その魅力を広くアピールし，以って認知度の向上を図り，本地域の活性
化と水産業の振興に資するため，各種事業を実施する「気仙沼市生鮮かつおプロモー
ション事業実行委員会」に負担金を支出する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

一般財源

決算額 1,000,000 0 0 0 1,000,000

実施状況

１　気仙沼市生鮮かつおプロモーション事業実行委員会事業実績
　(1) 消費拡大事業
　　　・　各種グッズ（ポスター，大のぼり，卓上のぼり，シール）の配布

　(2) 気仙沼産かつおPR事業
　　　ア　ホームページ・新聞広告・テレビ等による「気仙沼かつお祭り」の情報発信
　　　イ　愛称がカツオの競泳選手や野球選手への気仙沼産かつおのたたき贈呈による
　　　　　PR

　(3) 都市圏キャンペーン事業
　　　ア　早稲田かつおフェスタ
　　　イ　仙台空港飲食店（トレジオン）「気仙沼・登米観光と物産フェア」
　　　ウ　ホテルモントレ「気仙沼・登米×ホテルモントレコラボフェア」
　
　(4) 市内向けキャンペーン事業
　　　ア　市内３施設合同による「気仙沼かつお祭り」（７月18日～８月１日）の開催
　　　イ　道の駅大谷海岸による「道の駅大谷海岸かつおまつり」（７月22日～25日）
　　　　　の開催

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,000,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　都市圏におけるプロモーション事業とともに，実行委員会において設定した「気仙沼
かつおの日」を中心に，市内３か所の観光商業施設を会場として「気仙沼かつお祭り」
を開催するなど，市内外に広く気仙沼産かつおの周知を図ることができた。

【課題】
　「気仙沼かつお祭り」の定着化を図るため，引き続き支援が必要であるが，事業費を
確保するため，プロモーショングッズの有償化など，受益者負担を推進していく必要が
ある。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　市内での造船のための資金に係る利子を補給することで，市内における造船事業の振
興促進を図るとともに，新規造船により漁船漁業の振興促進を図った。

【課題】
　震災後，国の水産関係資金無利子化事業により実質無利子となっているため本制度の
活用がなかったが，震災から11年が経過し国事業が終了したことで，今後本制度を活用
し積極的な造船事業の促進を図るよう努める必要がある。

一般財源

決算額 999,997 0 0 0 999,997

実施状況

１　事業主体　気仙沼遠洋漁業協同組合

２　対象船　　近海まぐろ延縄漁船　１隻

３　実績額　　1,000千円（上半期495,889円，下半期504,108円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,000,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 漁船漁業振興事業（漁船建造等資金利子補給金）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　漁船の建造に要する資金の融資を受けた場合に生じた利子に対し，補給金を交付する
ことで，漁船漁業の振興に資する。

１　対象漁船要件
　(1) 総トン数20トン以上の漁船を市内の造船所にて建造
　(2) 利子補給期間中，本市魚市場に水揚げ

２　利子補給対象資金限度額　100,000千円以内

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

【成果】
　震災後における新規乗組員は，震災前の年間数名が，10数名と大幅に増加しており，
宮城県北部船主協会の取組の成果が表れている。船主協会が仲介した乗組員が経験を積
み，海技士資格取得のため，当事業の支援を受ける者も現れている。

【課題】
　漁船乗組員の定着率向上が課題であることから，関係団体等とともに対策を検討して
いく必要がある。

一般財源

決算額 141,114 0 0 0 141,114

実施状況

１　面接受験・実技研修等支援
　(1) 事業主体：宮城県北部鰹鮪漁業組合
　(2) 実施状況：面接受験時支援　　３名
       　　　 　実技研修時支援　　７名
　(3) 補助率：1/3以内
　(4) 補助金額：106千円
　
２　求人活動費支援
　(1) 事業主体：宮城県北部船主協会
　(2) 実施状況：船員フェア等参加　　　　　　　　　　　　　　　　１ヶ所
　　　　　　 　 水産に関する学科設置高等学校やハローワーク訪問　５ヶ所
　　　　　　　　乗船希望者との面接　　　　　　　　　　　　　　　２ヶ所
　(3) 補助率：1/4以内
　(4) 補助金額：35千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,000,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 漁船漁業振興事業（漁船乗組員確保・育成等支援事業補助金）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　漁船漁業の経営の安定化を図るため，宮城県北部船主協会及び宮城県北部鰹鮪漁業組
合が実施する新規漁船乗組員の確保及び育成に向けた取組に対して補助する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

【成果】
　求人コンテンツの作成，就業フェアへの出展及び漁師学校の開催等により，漁業就業
希望者と求人漁業者とのマッチングを行った結果，計４名が市内就業し，地域の中で具
体的な成功事例を示すことができた。

【課題】
　引き続きヒアリング等により求人漁業者の発掘を行うほか，本事業の主旨や必要性に
ついて幅広く周知することで，市内漁業者及び漁協職員の当事者意識を醸成する必要が
ある。また，短期研修・新規就業のどちらの受入れにおいても，受入先の浜近くで住居
を確保することが課題であるため，移住定住について関係各所と検討を進める必要があ
る。

一般財源

決算額 9,828,000 4,914,000 0 0 4,914,000

実施状況

１　委託事業費：9,828千円

２　委託事業主：一般社団法人歓迎プロデュース

３　実施状況
　(1) 漁師学校の企画・運営業務　　　　　　　　  漁師学校開催　０回（※）
　　　※２回開催を予定していたが，新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により
        中止
　(2) 漁業求人の募集，応募対応業務
　　　ア　問合せ対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61件
　　　イ　新規就業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４名
　　　ウ　短期研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８件
　　　エ　求人及び市内漁業情報のWEBページへの掲載　　　　　　　　　　　 ５件
　　　オ　漁業就業に関するフェアへの参加，相談会の開催　　　　　　　　　７回
　(3) 水産業担い手のための居住支援業務　　　居住場所確保　　　　　　　　８名
　(4) 担い手受入体制構築業務　　　　　　　　セミナー・勉強会開催　　　　３回

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 9,828,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 沿岸・内水面漁業振興事業（沿岸漁業担い手対策支援事業）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　本市の主要産業である沿岸漁業において，人口減少や高齢化の進展により担い手不足
が深刻化していることから，漁師学校の開催や求人募集・応募対応等の取組みを実施す
ることで，沿岸漁業の担い手確保を図る。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

-204-



成 果 と
課　　題

【成果】
　各種放流事業による内水面水産資源の保護・増殖が図られ，沿岸・内水面漁業の振興
及び遊漁を通じた地域活性化に寄与した。

【課題】
　震災後，さけの沿岸来遊数が減少傾向にあることから，さけふ化放流事業の継続的実
施が必要である。また，その他内水面水産資源を維持していくためにも，各種放流事業
を継続的かつ定量的に実施していく必要がある。

一般財源

決算額 300,000 0 0 0 300,000

実施状況

１　さけふ化放流事業費補助金
　(1) 事業主体　気仙沼鮭漁業生産組合
　(2) 事業内容　鮭捕獲尾数　　　　 1,178尾
　　　　　　　　　　採卵数　 　    834千粒
　　　　　　　　　　稚魚放流数　 　838千尾
　(3) 補助金額　150千円

２　あゆ・やまめ・いわな放流事業費補助金
　(1) 事業主体　気仙沼大川漁業協同組合
　(2) 事業内容　放流尾数　あゆ　　10,000尾
　　　　　　　　 　 　　　やまめ　10,000尾
　　　　　　　　　  　　　いわな　 5,000尾
　(3) 補助金額　150千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 500,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 沿岸・内水面漁業振興事業（内水面漁業振興対策事業）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

１　さけふ化放流事業費補助金
　さけふ化放流事業の推進によって，さけ資源を確保し，沿岸・内水面漁業の振興を図
るため，さけふ化放流事業を実施している気仙沼鮭漁業生産組合に対して補助する。

２　あゆ・やまめ・いわな放流事業費補助金
　内水面水産資源の保護・増殖を促進し，内水面漁業の振興を図るため，あゆ・やま
め・いわなの種苗放流事業を実施している気仙沼大川漁業協同組合に対して補助する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

【成果】
　宮城県漁協各支所が実施したあわび稚貝放流に対する補助を実施し，漁家経営の安定を図るとともに，
海中林造成事業に対する補助及び国庫補助による水産多面的機能発揮対策事業の活用することで，磯根資
源の回復を図った。
　漁業共済新規加入者への補助の実施により，将来リスクに備えた漁家経営の構築に寄与することができ
た。
【課題】
　あわび等の磯根資源の回復には，稚貝放流事業だけでなく，餌料海藻である昆布等が生息しやすい環境
を整備する海中林造成事業，水産多面的機能発揮対策事業を組み合わせた継続的な取り組みが必要であ
る。今後，県の藻場ビジョン等を参考としながら，関係各所と効果的な対策について検討を進めていく必
要がある。
　漁業共済加入促進事業補助金については，加入率が100％の支所はあるものの，全体としては依然とし
て低水準であることから，加入率の向上・維持を図るため，宮城県漁業共済組合等と連携し，共済事業の
啓発や本補助制度の周知を行うとともに，より効果的な補助制度の検討する必要がある。

一般財源

決算額 3,174,651 0 0 0 3,174,651

実施状況

１　あわび稚貝放流事業費補助金　　2,280千円
　(1) 事業主体　　　宮城県漁業協同組合気仙沼地区支所，唐桑支所，大谷本吉支所
　(2) 事業費合計　　7,483千円（稚貝購入費,日当・用船料）
　(3) 補助率　　　　1/3以内
　(4) 補助対象放流数合計　109,027個

２　海中林造成事業費補助金　　364千円
　(1) 事業主体　　　① 宮城県漁業協同組合唐桑支所，② 宮城県漁業協同組合大谷本吉支所
　(2) 事業費合計　　1,166千円（海中林造成費，日当・用船料）
　(3) 補助率　　　　1/3以内
　(4) 移植種苗数　　① 昆布 200m，若布 2枚  ② 昆布 50m（1m×50本）

３　水産多面的機能発揮対策事業負担金　　133千円
　(1) 事業主体　　　宮城県水域保全地域協議会
　　　事業実施組織　① 唐桑地区磯焼け対策協議会,② 階上地区磯焼け対策部会，
　　　　　　　　　　③ 気仙沼大島磯焼け対策部会
　(2) 事業費合計　　885千円（藻場保全・調査及びうに移植作業に係る傭船・日当費）
　(3) 補助率　　　　15/100以内
　(4) 活動内容　　　① 活動面積：２ha (藻場調査１日，うに移植作業４日)，座学１日
　　　　　　　　　　② 活動面積：１ha（藻場調査４日，母藻設置２日，うに移植作業７日）
　　　　　　　　　　③ 活動面積：１ha (藻場調査２日，母藻設置３日)，座学２日

４　漁業共済加入促進事業補助金　　397千円
　(1) 事業主体　　　宮城県漁業協同組合気仙沼地区支所，大谷本吉支所
　(2) 補助率　　　　加入１年目：3/10以内，加入２年目：2/10以内，加入３年目：1/10以内(実績なし)
　(3) 補助実績　　　気仙沼地区支所：17件　286千円，大谷本吉支所：５件　111千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 5,636,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
沿岸・内水面漁業振興事業（あわび稚貝放流事業費補助金，海中林造成
事業費補助金，水産多面的機能発揮対策事業負担金，漁業共済加入促進
事業補助金）

決算書ページ

235

目的及び
事業内容

１　あわび稚貝放流事業費補助金
　沿岸域の漁場の有効な活用とともに，栽培漁業と資源管理型漁業の推進により，漁家経営の安定を図る
ため，沿岸漁業協同組合が行う放流事業に係る稚貝購入費及び放流効果把握手法の確立のための調査に係
る費用を補助する。

２　海中林造成事業費補助金
　沿岸域漁場の有効な活用を行うため，沿岸漁業協同組合が行うあわび・うに等の餌料海藻である昆布等
が生息しやすい環境整備に係る費用を補助する。

３　水産多面的機能発揮対策事業負担金
　環境・生態系の維持・回復のため，漁業者自らが行う水産業・漁村が持つ多面的機能の発揮に資する藻
場保全等の取組に係る費用を負担する。

４　漁業共済加入促進事業補助金
　沿岸養殖業における不作・災害等による減収及び損失を補填し，経営の安定に資する漁業共済への加入
促進を図るため，宮城県漁業共済組合が行う漁業共済事業において，新たに加入した沿岸漁業者が負担す
る掛金の一部を補助する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

　トイレを整備したことにより，波路上漁港を利用しているワカメ養殖漁業者等の利便
性向上を図った。

一般財源

決算額 2,688,000 0 0 0 2,668,000

実施状況

１　実施主体　宮城県漁業協同組合

２　事 業 費　3,044千円

３　補助金額　2,688千円

  　(寄付金（アサヒグループホールディングス株式会社）[令和２年度繰越事業]
　　2,000千円)
  　(東日本大震災復興支援寄付基金繰入金[令和２年度繰越事業]　688千円)

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 2,688,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
沿岸・内水面漁業振興事業（沿岸漁業共同利用施設復旧整備事業補助
金）

決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　波路上漁港を利用しているワカメ養殖漁業者等の利便性向上を図るため，東日本大震
災により被災した波路上瀬向のトイレを宮城県漁業協同組合が整備する費用の一部を補
助する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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事 業 名 水産加工業振興事業（ＨＡＣＣＰ認定取得等支援事業補助金）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　水産加工施設におけるHACCP認定の取得により，復興計画に掲げる「品質・衛生管理
の充実した水産加工場のもとでの安心・安全な気仙沼ブランドの生産体制の確立」を図
るとともに，HACCP認定取得による市産水産物の海外輸出を促進するため，民間団体が
行う，市内水産加工事業者を対象とした，HACCP導入のための工場診断やHACCP認定審査
に係る経費支援の取り組みに対して補助する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

一般財源

決算額 174,328 0 0 0 174,328

実施状況

１　HACCP認定取得等支援事業補助金
　(1) 事業主体　気仙沼市水産加工業振興協議会
　(2) 補 助 率　事業費の1/2以内

２　事業実績
　　認定取得支援事業　HACCP認定取得　２件
　(1) 事業費　348千円
　(2) 補助金  174千円

〔参考〕気仙沼市内の水産加工場における対米・HACCP認証取得件数
　　13事業者　14工場〔認証機関：（一社）日本食品認定機構※〕
　　※令和２年４月に（一社）大日本水産会から認定業務を承継

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 300,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　２事業者２工場が日本食品認定機構の対米・HACCPを取得（うち１事業者１工場は品
目追加）したことにより，今後のさらなる輸出量の拡大に寄与するものとなった。

【課題】
　海外販路の拡大を図る上で，輸出先国からHACCP認定が求められる場合が多いことか
ら，本事業を推進することで，市内の水産加工場における衛生管理レベルの向上と
HACCP認定施設の増加を図る必要がある。
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事 業 名 水産加工業振興事業（農林水産物等輸出促進支援事業費補助金）
決算書ページ

235

目的及び
事業内容

　
　本市で生産される農林水産物及び農林水産物加工品の輸出数量の増加を図るための，
継続的な取組に対し，補助金を交付する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

一般財源

決算額 2,306,000 1,153,000 0 0 1,153,000

実施状況

１　気仙沼市農林水産物等輸出促進支援事業費補助金　2,306千円
　(1) 交付団体　２団体（総事業費 3,076千円）
　(2) 補 助 率　事業費の3/4以内（１団体あたり補助上限 1,275千円）

２　事業実績
　(1) 南気仙沼水産加工事業協同組合
　　　ア　総事業費　1,451千円
　　　イ　補助金額  1,088千円
　　　ウ　輸出実績　米国、欧州向け：魚肉ソーセージ　7.5ｔ
　(2) 気仙沼水産食品事業協同組合
　　　ア　総事業費　1,625千円
　　　イ　補助金額  1,218千円
　　　ウ　輸出実績　米国向け：めかぶ・もずく等　14.9ｔ

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 2,363,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　２団体が欧州，米国等への輸出を図るため，現地におけるマーケット調査の取組を実
施したとともに，過年度におけるマーケット調査等の結果をふまえた商品開発等を行う
ことで，現地で受け入れられる商品の可能性を探ることができた。また，来期以降の受
注が見込まれる商品があることや，巣ごもり需要に対応した商品の輸出金額が目標を上
回るなど，一定の成果があった。

【課題】
　これまでの取組において，加工度が低い原料に近い製品の引き合いが強い一方，一般
消費者向け製品の輸出にあたっては，価格や現地の味覚嗜好性を重視した製品開発が課
題となっている。
　また，新型コロナウイルスの影響により，現地での活動が抑制される一方で，収束後
の円滑な輸出拡大を図るため，引き続き支援を実施する必要がある。
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事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（漁船乗組員宿泊待機施設確保協力金）

決算書ページ

235～237

目的及び
事業内容

　気仙沼漁港に入港中の漁船の乗組員で本市に居所のない者が保健所により新型コロナ
ウイルス感染症の濃厚接触者・接触者と判定され，個室での隔離が必要となった場合，
また検査の結果，陽性と判断され，療養施設等への移送待ちが必要となった場合，宿泊
者を受入れた宿泊施設に対し協力金を交付する。

１　対象者
　　新型コロナウイルスの感染者・濃厚接触者・接触者の受入れに協力した市内の民間
　宿泊施設

２　協力金の額
　　濃厚接触者等の受入れに伴いフロアの通常使用ができなくなった場合などに生ずる
　空き室１室あたり１日につき2,500円

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

一般財源

決算額 2,665,000 2,265,000 0 0 400,000

実施状況

１　交付件数　３件

２　生じた空き室数　1,066室

３　交付額　　　　2,665千円
　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,500,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　本協力金の交付により，比較的感染の可能性が高い漁船乗組員の受入施設を確保する
ことで，漁船内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るとともに，船
内で集団生活を送る漁船乗組員が安心して操業できる環境を形成することができた。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いており，今後も漁船内で感染者やクラス
ターが発生する恐れがあることから，事業の継続について，県や保健所との調整を踏ま
えたうえで検討が必要である。
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事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（市魚市場卸売業者支援給付金）

決算書ページ

235～237

目的及び
事業内容

　
　気仙沼市魚市場の卸売業者である気仙沼漁業協同組合に対し，新型コロナウイルス感
染症の影響（魚価安）による減収分の一部を緊急支援として，一定額給付する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

一般財源

決算額 12,000,000 12,000,000 0 0 0

実施状況

 
１　給付対象者　　　気仙沼漁業協同組合

２　対象額　　　　　新型コロナウイルス感染症の影響による減収相当額の20％

３　給付金額　　　　12,000千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 12,000,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　新型コロナウイルス感染症の影響による減収分を支援したことにより，卸売業者の経
営安定が図られた。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症の影響（魚価安）や，近年の不安定な資源状況などにより
水揚高が大きく変動する中，卸売業者の安定した経営状況を保つために，水揚増進とと
もに適正な施設管理などについて検討が必要となっている。

-211-



成 果 と
課　　題

【成果】
　ファクシミリにより気仙沼・本吉地域の情報提供を行うことで，漁船乗組員の福利厚
生の充実が図られた。

【課題】
　現在は洋上の通信環境がファクシミリからインターネット移行の過渡期と考えられ，
本サービスの代替え事業やサービス提供の別手法等の検討が必要である。
　漁船乗組員の福利厚生を図る上で，洋上での通信環境について，高速ブロードバンド
を導入することが求められているが，導入した漁船がまだ少なく，利用者が増加しない
と，利用料金の低減につながらず，普及も進まない状況である。

一般財源

決算額 1,340,000 0 0 0 1,340,000

実施状況

　気仙沼水産問題研究会が週１回気仙沼本吉地方だよりを作成し，共同通信社を経由し
て洋上の漁船に送信している。

　令和３年４月７日№1436～令和４年３月29日№1487　年間52回

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,340,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 一般行政経費（漁船乗組員福利厚生事業補助金）
決算書ページ

237

目的及び
事業内容

　洋上操業中の遠洋漁業従事船に対して，ファクシミリにて気仙沼・本吉地域の情報提
供を行うことで，漁船乗組員の福利厚生の充実が図られることから，同事業を実施する
気仙沼水産問題研究会に対し補助金を交付する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

【成果】
　船舶職員の各種資格取得の一助となり，後継者の育成・確保による本市漁船漁業の振
興に寄与した。

【課題】
　船舶職員の定着率向上が課題となっていることから，関係団体等とも対策を検討して
いく必要がある。

一般財源

決算額 4,000,000 0 0 0 4,000,000

実施状況

１　事業主体　気仙沼市水産振興協会

２　講習参加者数
　(1) 船舶職員養成講習（４・５級）　19名（航海士13名，機関士６名）
　(2) 免許講習　　　　　　　　　　　14名
　(3) 第一級会場特殊無線技士講習　　23名
　(4) 船舶局無線従事者証明新規訓練　６名

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,000,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 一般行政経費（船舶職員養成講習等事業補助金）
決算書ページ

237

目的及び
事業内容

　船舶職員の確保・育成のため，（公財）日本船員雇用促進センターからの委託によ
り，海技資格取得に向けた船舶職員養成講習を開催している気仙沼市水産振興協会に対
し，開催費用を支援することにより，水産業の振興を図る。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

【成果】
　気仙沼湾の海難防止等に関する周知宣伝を行うとともに，船舶乗組員や家族の慰労，
国民の祝日”海の日”にちなんだ海事思想の普及啓発に努め，気仙沼地方における海事
関係事業の振興促進を図った。
　気仙沼湾の航行安全機能維持及び海難防止，船舶乗組員や家族の慰労，海事思想の普
及啓発等の事業を行った。

【課題】
　現在の事業量で収支は均衡しているものの，震災以降会費を下げており，事業も抑え
気味である。

一般財源

決算額 604,000 0 0 0 604,000

実施状況

１　気仙沼港海事振興会事業実績
　(1) 気仙沼湾航行補助施設の機能維持
　　　・　簡易霧信号装置及びGMDSS試験室の運用状況等の情報収集
　
　(2) 海難防止・海事思想の普及啓発宣伝
　　　・　海難事故防止，湾内徐行及び油流出事故防止等の啓発チラシ作成・配布

　(3) 国民の祝日“海の日”の普及啓発宣伝
　　　ア　文集「うみ」第44号の発刊
　　　　　作品応募数：16校84名（作文83点，図画１点）
　　　イ　遠洋まぐろ漁船の見学等による市内小学生を対象とした総合学習への協力
　　　　　参加児童数：気仙沼小５年29名，面瀬小５年44名，鹿折小５年38名 計111名
　　　ウ　市魚市場の見学及び水産情報等発信施設の活用を図るため海洋教育事業費用
　　　　　助成
　　　　　参加児童生徒数：市内小中高等学校９校367名
　　　エ　“海の日”海事関係功労者表彰式への記念品代助成
　　　　　表彰対象者：９名

　(4) 船舶乗組員や家族の慰労
　　　ア　入院傷病船員慰問（見舞品贈呈）２名
　　　イ　“成人の日”記念事業（記念品贈呈）４名
　　　ウ　新規漁船乗組員出港記念事業（記念品贈呈）10名

　(5) その他海事振興
　　　ア　青い羽根募金への協力
　　　イ　海事関係新聞広告への掲載
　　　ウ　漁船乗組員福利厚生事業への助成

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 604,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 一般行政経費（気仙沼港海事振興会負担金）
決算書ページ

237

目的及び
事業内容

　気仙沼地方における海事関係事業の振興促進を図ることを目的として，市内の海事関
連団体等で構成し，気仙沼湾の航行安全機能維持及び海難防止，船舶乗組員や家族の慰
労，海事思想の普及啓発等の事業を行っている気仙沼港海事振興会に負担金を支出す
る。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　２目　水産業振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

【成果】
　停泊している漁船へ電源供給施設の利用を促すことで，船舶経費削減を目的とした気
仙沼漁港への寄港推進，自家発電機による周囲への騒音の抑制を果たしている。

【課題】
　施設使用料収入と必要経費（電気料金含む）の差額を補填する形で業務委託料を計算
しており，電気料金の増加に伴い業務委託料が増加することが想定される。

一般財源

決算額 2,673,550 0 0 0 2,673,550

実施状況

１　業務委託実績
　(1) 市施設使用件数及び金額　626件　2,748千円
　(2) 県施設使用件数及び金額　523件　2,294千円
　(3) 電気料金　　　　　　　　　　　 3,935千円
２　業務委託料　　　　　　 　　　　　2,365千円
３　陸電カード購入費　　　 　　　　　　198千円
４　施設修繕料　　　　　 　　　　　　　111千円

※参考
【令和２年度実績】
・市施設使用件数及び金額　325件　1,463千円
・県施設使用件数及び金額　523件　2,323千円
・電気料金　　　　　　　　　　　 1,849千円
・業務委託料　　　　　　　　　　 2,553千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,343,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 施設の維持管理に関する経費（船舶陸上電源供給施設管理業務委託）
決算書ページ

239

目的及び
事業内容

【目的】
　気仙沼漁港の岸壁に設置している船舶陸上電源供給施設について，漁港利用者の利便
性向上及び漁船漁業の振興並びに漁船誘致を図る。

【事業内容】
　港町及び魚町に設置している施設の管理業務を委託し，停泊している漁船へ電源供給
を行うことで，船舶経費削減を目的とした気仙沼漁港への寄港推進，自家発電機による
周囲への騒音の抑制を図っている。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　３目　漁港管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

【成果】
　本業務により，市で管理する漁港において，計画策定を要する漁港については全て完
了した。

【課題】
　策定した機能保全計画に沿って，国への概算要求を行い，保全工事を実施していく必
要がある。

一般財源

決算額 58,272,500 25,698,000 0 0 32,574,500

実施状況

　〇館漁港外18漁港機能保全計画策定業務　　[令和２年度繰越事業]　　49,808千円

　〇磯草漁港外２漁港機能保全計画策定業務　[令和２年度繰越事業]　　 8,465千円

（水産物供給基盤機能保全事業補助金
　　　　　　　　　　 　   （補助率1/2(本土)，6/10，8/10(離島)）　 25,698千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 70,566,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 市管理漁港水産物供給基盤機能保全事業
決算書ページ

239

目的及び
事業内容

【目的】
　施設の老朽化とともに更新時期を迎える漁港施設が増加してきていることから，管理
を体系的に捉えた計画的な取組により，施設の長寿命化を図りつつ，更新コストの平準
化・縮減を図る。

【事業内容】
　施設機能診断の実施，機能保全対策の検討，維持管理計画の策定

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　４目　漁港建設費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

　潜り込み事故防止のための対策工事により，施設の利用に当たっての安全性が向上し
た。

一般財源

決算額 4,500,000 0 4,500,000 0 0

実施状況

　波路上漁港
  (1) 実施内容　潜り込み対策工事
　(2) 負担金　4,500千円（事業費　30,000千円　負担率　15％）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,500,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 県管理漁港機能増進事業
決算書ページ

239

目的及び
事業内容

【目的】
　宮城県が行う県管理漁港施設の建設事業について，地方財政法に基づき事業費の一部
を負担する。

【事業内容】
　地盤隆起に伴い物揚場下部スペースが広がり，その箇所への小型漁船の潜り込みが危
険視されていることから，下部スペースをラバーフェンスにて塞ぐことにより，潜り込
み事故防止を図る。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　４目　漁港建設費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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事 業 名 漁港船揚場施設滑り材設置事業
決算書ページ

239

目的及び
事業内容

【目的】
　船揚場施設の修繕及び滑り材の整備を行うことで，漁港施設の機能強化及び漁業者の
就労環境改善を図る。

【事業内容】
　大沢（津谷）漁港　滑り材設置　L＝340ｍ
　　　　　　　　　　船揚場修繕　N＝１箇所

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　４目　漁港建設費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

一般財源

決算額 5,082,000 2,286,000 0 0 2,796,000

実施状況

〇　大沢（津谷）漁港船揚場施設滑り材設置外工事　　　　　　　　　5,082千円
　     （漁港改良助成事業（市町村振興総合補助金　本土：45/100） 2,286千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 9,641,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　船揚場施設の修繕及び滑り材の整備により，漁港施設を利用する漁業従事者の利便性
向上及び安全確保が図られた。
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成 果 と
課　　題

　海の道北公衆トイレの新築工事を行うことで，漁港利用者の利便性向上が図られた。
また，県の災害復旧事業と並行して施設整備を行うことで，漁港利用者，地域住民等の
利便性向上が図られた。

一般財源

決算額 15,032,180 3,698,000 0 0 11,334,180

実施状況

１　海の道公衆トイレ新築工事

　(1) 工事概要
　　　ア　構　造：木造平屋建て
　　　イ　床面積：10.3㎡
　　　ウ　設　備：男　子　小便器１基，手洗器１基
　　　　　　　　　女　子　洋式便器１基，手洗器１基
　　　　　　　　　多目的　洋式便器１基，手洗器１基

　(2) 執行金額
　　　ア　新築工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　11,083千円
　　　イ　完了検査申請手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　13千円

　　（魅力ある地域づくり事業（市町村振興総合補助金　ハード：1/3） 3,698千円）

２　付帯施設設置業務[令和２年度繰越事業]  　　　　　　　　　　　　3,936千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 15,412,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 漁港関係施設整備事業（海の道トイレ施設整備事業）
決算書ページ

239

目的及び
事業内容

【目的】
　気仙沼漁港区域内の港町地区にトイレを整備し，漁港利用者の利便性向上を図るとと
もに，災害復旧事業として取り組んでいる海の道整備事業と並行して付帯施設を整備す
ることで，漁港利用者，地域住民等の利便性向上を図る。

【事業内容】
　・海の道トイレ
　　トイレ　Ａ=10.3㎡　　　　 　　１棟
　・付帯施設
　　ベンチ　　　　　　　　　　　　１基
　　水飲み場　　　　　　　　　　　１基
　　錨のオブジェの再設置　　　　　１基

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　４目　漁港建設費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

-219-



〇地区数：19地区

※令和３年11月末で全ての工事が完了。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　５目　漁業集落防災機能強化事業費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

成 果 と
課　　題

施設区分 整備箇所 令和２年度まで完了 令和３年度完了

集落道

事 業 名 漁業集落防災機能強化事業（東日本大震災復興交付金事業）
決算書ページ

239～241

目的及び
事業内容

　東日本大震災により被災した漁港背後集落の安全・安心な集落環境を確保するため，
集落道・避難路及び水産関係用地等を整備する。

一般財源

決算額 443,773,568 0 0 0 443,773,568

実施状況

　
　１　漁業集落防災機能強化事業管理支援業務　　　　　　　　　　　  19,382千円
　２　宿舞根（宿浦）地区漁集事業２号水産関係用地整備工事　　　　  46,348千円
　３　大沢地区漁集事業水産関係用地外舗装工事　　　　　　　　　　　70,849千円
　４　川原地区漁集事業水産関係用地外整備工事　　　　　　　　　　　16,975千円
　５　小鯖地区漁集事業３号避難路整備工事　　　　　　　　　　　　　76,679千円
　６　宿舞根(藤北)地区漁集事業２号集落道外整備工事　　　　　　 　175,568千円
　７　宿舞根(藤北)地区漁集事業水産関係用地侵入防止柵設置工事　　　　 946千円
　８　鶴ヶ浦地区漁集事業集落道外整備工事　　　　　　　　　　　　　25,742千円
　９　用地取得　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,656千円
　10　立竹木等補償　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　9,016千円
（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金[令和元年度繰越事業]　 　　185,677千円）
（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金[令和２年度繰越事業]　 　　147,596千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 521,329,648 国(県)支出金 市債 その他

32 28 4

避難路

集会所用地 10 10 0

水産関係用地 29 24 5

15 12 3

防災広場 2 2 0
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成 果 と
課　　題

　市が管理する31漁港中，21漁港に防潮堤を新たに整備する計画である。うち２漁港１
地区について工事見送り又は計画廃止，19漁港について工事発注済，そのうち14漁港で
工事が完了している。
　防災機能効果の早期発現に向け，工事を進めている。

一般財源

決算額 5,486,870,334 2,722,550,316 0 0 2,764,320,018

実施状況

１　海岸施設等事業発注者支援業務　　　　　　　　　　　　　　　　308,619千円
２　大谷漁港海岸調査設計等業務（その３）　　　　　　　　　　　　　　363千円
３　気仙沼市本吉地域公共ネットワーク支障移転業務（大谷地内）　　　3,630千円
４　気仙沼市本吉地域公共ネットワーク支障移転業務（蔵内地内）　　　6,105千円
５　蔵内漁港海岸調査設計業務（その３）　　　　　　　　　　　　　115,135千円
６　岩井沢漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事（その２）　　　284,350千円
７　載鈎漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事　　　　　　　　　340,373千円
８　只越漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事　　　　　　　　　194,167千円
９　石浜（唐桑）漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事（その３）209,420千円
10　滝浜（唐桑）漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事　　　　　138,995千円
11　神止浜漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事（その１）　　　320,379千円
12　神止浜漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事（その２）　　　525,110千円
13　鶴ヶ浦漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事　　　　　　　　357,291千円
14　横沼漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事　　　　　　　　　 88,013千円
15　大谷漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事　　　　　　　　　899,250千円
16　前浜漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事　　　　　　　　　117,470千円
17　二十一浜漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事　　　　　　1,095,059千円
18　蔵内漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事　　　　　　　　　231,120千円
19　川原漁港台の沢物揚背後舗装工事　　　　　　　　　　　　　　　　3,348千円
20　杉ノ下漁港舗装工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,945千円
21　杉ノ下漁港護岸修繕外工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,456千円
22　杉ノ下漁港防潮堤付属物設置外工事　　　　　　　　　　　　　　　3,300千円
23　要害漁港防風対策工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,588千円
24　前浜漁港前河原地区堆積石除去工事　　　　　　　　　　　　　　　1,069千円
25　二十一浜漁港外防舷材設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　6,362千円
25　二十一浜漁港船揚場背後舗装工事　　　　　　　　　　　　　　　　1,265千円
26　用地借料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　630千円
27　用地取得費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,373千円
28　物件等補償　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109,216千円
（農山漁村地域整備交付金［令和元年度繰越事業］　　　　　　　　　820,878千円）
（農山漁村地域整備交付金［令和２年度繰越事業］　　　　　　　　1,901,672千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 9,062,338,860 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 海岸保全施設整備事業
決算書ページ

241

目的及び
事業内容

　東日本大震災における津波により，漁港背後集落が甚大な被害を受けたことから，Ｌ
１津波に対応した防潮堤を新たに整備し，漁港背後集落の安全性の向上を図る。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ６款　３項　６目　海岸保全施設整備事業費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

　震災により販路を失った本市地場産品の販売支援等を行い，地場産業の再生を図る。
　委託事業（委託先：気仙沼市物産振興協会）として，「ホヤぼーやセレクトショップ
気仙沼」の企画・運営や，全国の物産展等における対面での物産品の販売支援，「海の
市」集客イベントの開催支援などに取り組む。

事 業 名 商工業振興事業（地場産業再生支援事業）
決算書ページ

245

目的及び
事業内容

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類

一般財源

決算額 15,197,127 0 0 0 15,197,127

実施状況

○　地場産業再生支援事業業務委託　　　　15,197千円
　　（一般財源　震災復興特別交付税　　　15,197千円）
　(1) 地場産品のネットショップ等販売支援
　　　ア　「ホヤぼーやセレクトショップ気仙沼」の企画・運営
　　　　　　ネットショップ取扱高　6,944,338円（前年比114％）
　　　イ　出品事業者・アイテムの拡充，商品ページの作り込み，受発注，商品管理
　　　ウ　地場産品の販路拡大を図るため，全国の物産展などに参加
　
　(2) 集客・販売促進プロモーション等支援
　　　ア　市内観光施設等への集客に向けた各種事業の企画・運営
　　　イ　内湾エリアにおけるイベント開催
　　　　　　「けせんぬまハーバーマーケット」の開催
　　　　　　　開催日　11月23日（火・祝）
　　　　　　　会　場　南町海岸（南町公園）
　　　　　　　出店者　54団体
　　　　　　　来場者　約3,000人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 18,427,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　ヤフーショッピング内に開設しているネットショップ「ホヤぼーやセレクトショップ
気仙沼」の企画・運営に取り組みながら，地場産品の販売促進・販路拡大を図った。
  コロナ禍ではあるが，必要な感染防止対策を講じ，地場産品をPRするためのイベント
を開催した。

【課題】
　今後，さらなる売上の拡大及び認知度向上を図る必要があることから，SNS等を活用
した積極的な情報発信に努めていく。
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所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名 商工業振興事業（物産振興事業）
決算書ページ

245

一般財源

決算額 2,421,500 0 0 0 2,421,500

目的及び
事業内容

　市内で生産される物産品の情報発信，販路拡大を図る。
　本市の物産の振興を図ることを目的とする県及び市物産振興協会へ補助等を行った。

実施状況

１　気仙沼市物産振興協会運営費補助金　2,137千円
　　本市の物産振興を推進する公益団体の運営費の一部を補助

２　本吉町物産振興協会運営費補助金　50千円
　　本市本吉地区の物産振興を推進する公益団体の運営費の一部を補助

３　宮城県物産振興協会負担金　185千円
　　県産品の販路拡大，地場産業の振興等を図るための事業を実施

４　からくわ夕市会補助金　50千円
　　地場産品直売団体の組織強化，地産地消推進に係る費用の一部を補助

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 2,509,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　本市物産の振興を図ることを目的とする各団体に対し補助を行い，市内で生産される
物産品の情報発信，販路拡大に向けた事業の展開に寄与した。

【課題】
　本市の物産振興をさらに推進していくため，今後も継続して支援していく必要があ
る。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　各団体の健全な運営を支援することで，市内における商工業の総合的な発展による地
域経済の活性化に寄与した。

【課題】
　本市の商工業の振興をさらに推進していくため，今後も継続して支援していく必要が
ある。

一般財源

決算額 15,443,000 0 0 0 15,443,000

目的及び
事業内容

地域経済の活性化を図るため，商工関係団体の育成に努める。

１　気仙沼商工会議所中小企業振興部運営費補助金
２　本吉唐桑商工会事業補助金
３　気仙沼商工会議所経営改善支援事業推進補助金
４　本吉唐桑商工会経営発達支援事業補助金
５　気仙沼市商店街連合会補助金
６　本吉町企業連絡協議会補助金

実施状況

１　気仙沼商工会議所中小企業振興部運営費補助金　4,207千円
　　小規模事業者の経営改善普及事業及び商工業の振興に関する指導，相談業務に係る
　費用の一部を補助

２　本吉唐桑商工会事業補助金　7,000千円
　　経営改善普及，指導事業等に係る費用の一部を補助

３　気仙沼商工会議所経営改善支援事業推進補助金　2,000千円
    気仙沼商工会議所と本市の連名で策定した「経営発達支援計画」に基づく会員事業
　所への経営改善支援事業を推進するため，事業者の相談・支援体制の強化に要する経
　費の一部を補助
　
４　本吉唐桑商工会経営発達支援事業補助金 1,800千円
　　本吉唐桑商工会と本市の連名で策定した「経営発達支援計画（第２期）」に基づき
　会員事業所に対して行う経営発達支援事業の経費の一部を補助

５　気仙沼市商店街連合会補助金　230千円
　　商店街振興事業に係る費用の一部を補助

６　本吉町企業連絡協議会補助金　206千円
　　運営費の一部を補助
　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 15,443,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名 商工業振興事業（商工関係団体育成事業）
決算書ページ

245
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所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名 商工業振興事業（地域産業育成事業）
決算書ページ

245

一般財源

決算額 3,220,000 0 0 0 3,220,000

目的及び
事業内容

　気仙沼市内で生産・製造される優良な物品等を出展し，地場産業に対する理解と認識
を深めるため，気仙沼市産業まつり実行委員会に負担金を交付するほか，三陸気仙沼の
物産展実行委員会が行う地場産品の紹介宣伝と新たな販路の確保・開拓を図ることを目
的とした各種事業に対して補助金を交付する。

実施状況

○　三陸気仙沼の物産展実行委員会補助金　3,220千円
  (1) けせんぬまお菓子フェア2021（気仙沼菓子組合共催）
　　　　開催日　11月28日
　　　　会　場　内湾商業施設「迎（ムカエル）」前　海側広場
　　　　出展者　市内11団体，売上968千円
　　　　来場者　2,000人
　(2) 先進展示会視察事業
      　参加事業者　３社４名
　(3) 全国各地で開催される物産展等への出展支援等
　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 5,720,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　コロナ禍の状況でやれることを模索し，お菓子フェア及び各種販売会への出展支援を
行うことにより「気仙沼」の知名度向上・特産品の品質の高さをPRできた。
　また，先進展示会の視察支援を実施し，次年度以降のイベント開催の足掛かりとし
た。

【課題】
　「産業まつり」は新型コロナウイルス感染拡大の状況から中止とした。今後も感染症
の状況を見ながらイベント開催について検討する。
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所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名 商工業振興事業（気仙沼市物産品販路拡大等事業補助金）
決算書ページ

245

一般財源

決算額 2,530,462 0 0 0 2,530,462

目的及び
事業内容

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により鈍化した販路拡大活動を支援する
ため，販路拡大事業に取り組む事業者の負担軽減を図る。
　商談会や展示会，物産展等への出展・開催に要する経費の一部（1/2以内，出展の場
合：30万円上限，開催の場合：100万円上限）を補助する。

実施状況

○　気仙沼の物産品販路拡大等事業補助金

　(1) 補助対象者
　　  市内の食品等特産品製造業者，本市物産品の振興を図る事業者

　(2) 交付件数及び補助額　13件　2,530千円
　　　商談会出展：５件
　　　物産展出展：７件
　　　物産展開催：１件

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 5,000,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　販路拡大に取り組む事業者が，商談会や物産展等に参加できるよう環境づくりを支援
した。
　商談成立等の報告があるほか，商談会や物産展の主催者と事業者につながりができる
ため，販路拡大に寄与した。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が長引いているなかで，今後も継続して
支援していく必要がある。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　イベント等の事業費や施設の維持管理に要する費用の一部を補助することにより，賑
わいの創出，魅力ある商店街づくりに寄与した。

【課題】
　本市の商店街振興をさらに推進していくため，今後も継続して支援していく必要があ
る。

一般財源

決算額 2,158,878 0 0 0 2,158,878

目的及び
事業内容

　商店街が地域社会の発展及び活性化に寄与することに鑑み，その活性化と近代化を促
進する。

１　商店街イベント事業等補助金
２　商店街街路灯維持補助金
３　チャレンジオーナー支援事業費補助金

実施状況

１　商店街イベント事業等補助金　10件　1,227千円
　　商店街団体等が行うイベント事業に要した費用の一部を助成

２　商店街街路灯維持補助金　10件　560千円
　　市内の商店街団体等が設置した街路灯に係る電気料金の一部を助成

３　チャレンジオーナー支援事業費補助金　3件　372千円
　　商工会議所等が行う商店街の空き店舗活用事業者への支援事業に要した費用の一部
  を助成

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,900,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名 商工業振興事業（商店街振興奨励事業）
決算書ページ

245
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目的及び
事業内容

　
　震災により店舗等に大きな被害を受けた事業者に対し，施設・設備の復旧に必要な経
費の助成を行い，事業の再開及び事業の継続を支援し地域商業等の総合的な復旧・復興
を図ることを目的として，震災で被災した施設・設備の復旧に係る経費に対し，以下の
内容で助成する。

１　補助率
　　　補助対象経費の2/3以内
２　補助限度額
　(1) 補助事業完了後に現に入居している事業用仮設施設を退去する事業者　500万円
　(2) 上記以外の事業者　300万円

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名 商工業振興事業（地域商業施設等復旧整備事業補助金）
決算書ページ

245

実施状況

　被災した施設・設備の復旧に要した経費に対して，以下のとおり助成した。

〇　地域商業施設等復旧整備事業補助金　        ２件　5,633千円
　（東日本大震災復興基金繰入金〔令和２年度繰越事業〕5,633千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,000,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 5,633,333 0 0 0 5,633,333

成 果 と
課　　題

　震災により事業所，店舗等に甚大な被害を受けた事業者へ，施設・設備の復旧に必要
な経費の一部を助成することにより，事業再建に寄与した。
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所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名 商工業振興事業（物産品開発・改良支援事業補助金）
決算書ページ

245

一般財源

決算額 8,247,287 3,772,422 0 0 4,474,865

目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症収束後に備えた活動及び新たなチャレンジを支援するた
め，新商品の開発等に係る経費の一部を補助する補助金を新設し，魅力ある商品開発を
促進し，本市産業の振興を図る。
　今回，ドラマの舞台となったことにより，本市地場産品の需要の高まりが期待される
ことから，ニーズを捉えた関連商品の投入にも繋げる。

【事業内容】
１　補助対象者
　　地域資源を活用した商品の開発等に取り組む市内事業者
２　補助対象事業
　　新商品開発にかかる経費（旅費，謝金，成分分析費，試作品開発費，パッケージ開
　発費等）
３　補助率・補助金額
　　補助率 1/2以内，上限500千円（１事業者１件／年度）

実施状況

○　物産品開発・改良支援事業補助金　8,247千円
　　・件数　25件（令和２年度繰越分８件，令和３年度申請分17件）
　　・金額　8,247千円
　　　　　　〔令和２年度繰越分〕3,263千円
　　　　　　〔令和３年度申請分〕4,984千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 9,694,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　コロナ禍を乗り越えるべく新商品等の開発に挑戦する事業者への支援に寄与すること
ができた。

【課題】
　補助対象事業の間口を広げ，地元商店等も活用しやすい運用を試みた結果，前年度を
上回る交付金額を計上したものの，システム導入に関する補助が大半となり商店の魅力
アップとなるような商品開発に結び付かなかった。
　今後も制度の周知に努めながら，新製品・新サービスの開発に繋げられるよう支援を
継続する必要がある。
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目的及び
事業内容

　中小企業等に有利な事業資金原資の預託並びに融資あっせん等を行い，企業の育成に
努める。
１　中小企業振興資金融資あっせん制度
　(1) 中小企業振興資金・小企業小口資金預託金
　(2) 中小企業振興資金融資等信用保証料補給金
　(3) 中小企業振興資金融資利子補給金
　(4) 中小企業振興資金等損失補償金

２　商工組合中央金庫
　　商工組合中央金庫預託金

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名 事業資金融資事業（商工金融対策事業）
決算書ページ

245～247

実施状況

１　中小企業振興資金融資あっせん制度　457,067千円
　(1) 中小企業振興資金・小企業小口資金預託金　415,000千円
　　　ア　中小企業振興資金預託金　410,000千円
　　　イ　小企業小口資金預託金　　　5,000千円
　　○融資あっせん制度利用状況

　(2) 中小企業振興資金融資等信用保証料補給金　212件　　35,330千円
　(3) 中小企業振興資金融資利子補給金　　　　　137件　 　4,983千円
　(4) 中小企業振興資金等損失補償金　　　　　　　2件　 　1,754千円

２　商工組合中央金庫　　26,000千円
　　　商工組合中央金庫預託金　　26,000千円
　　○商工組合中央金庫融資利用状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 484,867,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 483,066,920 18,500,000 0 441,000,000 23,566,920

成 果 と
課　　題

【成果】
　制度の積極的活用を促し，中小企業等の経営安定に寄与した。

【課題】
　長期化する新型コロナウイルス感染症や原材料・原油高騰等の影響を注視しながら，
今後の支援策を検討する。

件数累計 貸付残高

融資利用 92件 4,200,803千円

申請件数 貸付金額 件数累計 貸付残高

中小企業振興資金 189件 1,434,958千円 489件 2,477,374千円

小企業小口資金 0件 0千円 0件 0千円

合　計 189件 1,434,958千円 489件 2,477,374千円
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目的及び
事業内容

　
　トップセールス等により県内外の企業訪問を行い，企業誘致及び地元企業との取引拡
大を図る。また,宮城県への進出を希望する企業に対して本市をPRし，企業誘致を図
る。

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（２）①産業の多様化，起業・創業支援と企業誘致の推進

事 業 名 企業誘致推進事業
決算書ページ

247

実施状況

「富県宮城」戦略で集積を目指している製造業等に対して，積極的な誘致に努めた。

１　企業誘致に係る企業訪問　15社（新規企業折衝社数）

２　宮城県企業立地セミナー実行委員会
　(1) 宮城県企業立地セミナー in Tokyo
　　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
　　　　ア　日　程　　　８月20日
　　　　イ　会　場　　　ロイヤルパークホテル（東京都中央区）
　(2) 宮城県企業立地セミナー in Nagoya
　　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
　　　　ア　日　程　　　11月10日
　　　　イ　会　場　　　名古屋国際会議場（愛知県名古屋市）
　(3) 宮城県IT企業立地セミナー
　　  新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

３　経済波及効果推計業務委託　7,324千円（令和２年度繰越事業）
　〇業務内容
　　(1) 産業連関表の精度向上と活用
　　　　【追加調査の実施，お金の漏れ穴（域外流出）の分析】
　　(2) 買い物調査の実施，調査結果の分析
　　　　【調査時期：10月，対象：1,900世帯（回収率42.3％）】
　　(3) ワークショップの開催
　　　　ア　第１回産業連関表ワークショップ，買い物ワークショップ
　　　　　　①日程　１月12日　　②参加者　計16人
　　　　イ　第２回産業連関表ワークショップ，買い物ワークショップ
　　　　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和４年度に延期
　　　　　　①日程　２月２日

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 35,020,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 8,792,279 0 0 0 8,792,279

成 果 と
課　　題

【成果】
　「企業立地セミナー」は，トップセールスを行うことで，企業に直接本市の魅力をPR
できる貴重な機会となっているが，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止と
なった。

【課題】
　コロナ禍により新規の企業訪問が難しいなか，感染状況を注視しながら企業訪問の機
会確保に努める。
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目的及び
事業内容

　
　市内の事業者に対し，トヨタ自動車東日本株式会社による生産性向上研鑚支援（カイ
ゼン）の機会を創出し，それを契機として市全体に生産性向上改善の動きを波及させる
ことにより，産業再生に寄与する。

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（２）①産業の多様化，起業・創業支援と企業誘致の推進

事 業 名 生産性向上改善支援事業
決算書ページ

247

実施状況

○　生産性向上研鑽支援　　　　　　　　　　653千円
　(1) 概　要　　トヨタ自動車東日本株式会社の指導によりまぐろ延縄漁業の安全性の
　　　　　　　向上，労働環境の改善とともに生産性の向上を図った。
　(2) 期　間　　令和３年４月～令和４年３月
　(3) 事業者　　１者
  (4) 内　容　　まぐろ延縄漁業の投縄・揚縄作業の一部作業の自動化の検討を行い，
　　　　　　　「スナップ外し機」については，海上トライを実施した。
　　　　　　　「スナップ掛け機」については，試作機が完成した。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,268,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 653,008 0 0 0 653,008

成 果 と
課　　題

【成果】
　事業者において，まぐろ延縄漁業の投縄・揚縄作業の一部作業の自動化について検討
を行い，生産性の向上に向けて実用化の目途が立った。

【課題】
　今後は，実用化に向け民間事業者において，独自に取り組んでいく必要がある。
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目的及び
事業内容

　
【目的】
　本市で起業し，又は地域資源等を活用し，新たに事業を展開する事業者を支援するこ
とで，創生に向けた産業の振興を図るとともに，雇用の場を創出する。

【内容】
１　新規事業展開枠　　　補助率　　：1/2 以内
　　　　　　　　　　　　補助限度額：1,000千円以上　10,000千円以下
２　起業支援枠　 　　　 補助率　　：1/2 以内
　　　　　　　　　　　　補助限度額：500千円以上　2,000千円以下

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（２）①産業の多様化，起業・創業支援と企業誘致の推進

事 業 名 創造的産業復興支援事業
決算書ページ

247

実施状況

１　交付決定事業者（令和３年度）
　(1) 第１回公募
　　 ア　期　間　　７月６日～８月２日
　　 イ　採　択　　新規事業展開枠　０事業者（申請：０事業者）
　　　　　 　　　　起業支援枠　　　１事業者（申請：１事業者）

２　補助金事業費

３　令和２年度からの繰越事業者分
　　※令和２年度から３事業者が事業を繰越し，令和３年度に２事業者が事業を完了
　　（実施）した。
　　　１事業者は，補助事業の交付決定を取消

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 38,524,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 4,300,538 0 0 0 4,300,538

成 果 と
課　　題

【成果】
　新たに起業する１事業者への交付を決定するとともに，令和２年度から事業を繰越し
た２事業者の実績報告に基づき補助金を交付することで産業の振興を図った。

【課題】
　本市の起業・創業支援として重要な施策であることから，今後も継続する必要があ
る。

項目 件数 交付決定額 交付済額

新規事業展開枠 ０件 ０千円 ０千円

起業支援枠 １件 2,000千円 ０千円

項目 件数 交付決定額 交付済額

起業支援枠 １件 1,790千円 203千円

２件

（うち１件取消）
14,083千円 4,083千円新規事業展開枠
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予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,364,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　新たに３事業者が入居した。
　支援員がこはらぎ荘に常駐することで，地域や入居企業との連携が取りやすくなり，
速やかな対応が可能となっている。
　
【課題】
　こはらぎ荘のオフィススペースが入居企業により満床を迎える見込みであることか
ら，新たな拠点整備についても検討する。

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（２）①産業の多様化，起業・創業支援と企業誘致の推進

事 業 名 ＩＣＴ関連産業誘致等推進事業
決算書ページ

247

一般財源

決算額 5,096,960 0 0 1,886,680 3,210,280

目的及び
事業内容

　
　人口減少対策や新産業創出，地域コミュニティ再生の観点から，学校跡施設を活用し
たICT拠点「ITベース　こはらぎ荘」を核としながら，ICT（情報通信技術）関連産業を
地域に広げるための取組を進める。

実施状況

　総務省の復興支援員制度を活用した支援員１名をこはらぎ荘に配置し，地域や入居企
業と連携しながら，ICT関連産業を地域に広げるための取組を行った。

１　ICT関連産業推進事業

　(1) ICT関連産業推進事業業務委託（復興支援員）　　2,963千円

　(2) 活動内容
　　　ア　スマートフォン教室，リモートワーク講座等の開催
　　　　　（公民館等主催行事を含む）
　　　　・　スマホ簡単操作講座（鹿折地区，小泉地区）　３回開催　延べ約30名参加
　　　　・　リモートワーク講座　　　　　　　　　　　　１回開催　３名参加
　　　　・　プログラミング体験＋ドローン実験講座　　　１回開催　９名参加
　　　　・　こはらぎ Wai Whyプロジェクト（VR体験等）　１回後援　約20名参加
　　　イ　地域や地元企業等の情報収集，地域課題の把握
　　　ウ　地域再生のための新たなICT企業誘致活動

２　こはらぎ荘維持管理費　　2,134千円（需用費，役務費，委託料の計）
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成 果 と
課　　題

【成果】
　・相談できる場所ができたことで，売上向上のアイデア等を練り上げ，実践まで後押
　　しすることができた。
　・メディアに向けたプレスリリースの作成支援を始め，ホームページ・SNS等での発
　　信について伴走支援をすることで，店舗や商品の知名度向上に貢献できた。
【課題】
　・リピーター率は６割であり，他ビズ（７～８割）と比較するとやや低い。
　・新商品・サービス提案内容においては，ビズモデルとしてさらなる向上が期待され
　　る。

市債 その他 一般財源

13,514,003 0

国(県)支出金

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

0 13,514,004

事 業 名 気仙沼ビジネスサポートセンター運営事業
決算書ページ

249

目的及び
事業内容

【目的】
　市内の中小企業・小規模事業が抱える販路開拓や新分野開拓，新製品開発などの様々
な経営課題の解決に向けた支援を行うため，公的な経営支援機関「気仙沼ビジネスサ
ポートセンター（気仙沼ビズ）」を運営し，地域経済の活性化を図る。
【事業内容】
　市内支援団体・金融機関等と連携して設立した気仙沼ビジネスサポート協議会に対し
負担金を支払い，気仙沼ビズの運営を依頼する。

実施状況

１　気仙沼ビズ運営事業
　(1) 相談事業
　　令和３年６月１日より相談業務を開始。初年度の実績は以下の通り。
　　ア　相談件数　累計705件（全相談枠782件の90.2％で相談を実施）
　　イ　実質相談者数　181者

  (2) 連携事業
　　相談者同士，または他事業者とのビジネスマッチングを実施
　　ア　相談者同志のマッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４件
　　イ　各種専門家とのマッチング（デザイナー，ITアドバイザーなど）は随時実施

  (3) 啓発事業
　　事業に関する知識の普及と気仙沼ビズの認知度を高めるため，セミナーを実施
　　ア　８月25日　「オンライン情報発信　運用のコツ」　　　　　　　参加者23人
　　イ　９月22日　「オンライン情報発信　運用のコツ」（追加開催）　参加者８人

２　その他
　(1) ５月29日　開設記念イベント「チャレンジの連鎖を起こす！気仙沼ビズの挑戦」
　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，招待客を70名に絞って開催した。

　(2) センター長の研修・事務局員の採用等
　　　気仙沼ビズの開設・相談の質の向上に向けて，センター長の研修や，運営をサポ
　　ートする事務局員の採用等を行った。

  (3) 顧客アンケートの実施（令和３年11月実施／回答者数43者，回答率34％）
　　　相談対応について「大変満足」が56％，「満足」が39％と，95％が好意的な回答
　　をした。また，「よい変化があったか」との問いには，「あった」が65％，「やや
　　よい変化があった」が33％であった。「売上が上がったか」との問いには，23％が
　　「上がった」と回答した。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 31,000,000

決算額 27,028,007

-236-



所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名 経営人材育成事業
決算書ページ

249

一般財源

決算額 11,633,656 0 0 600,000 11,033,656

目的及び
事業内容

【目的】
　技術革新や市場環境の変化などを背景に，変革を迫られる経営者たちを支援し，産業
振興を促すため，時代の潮流や業態転換等について学べる講座を実施する。また，半年
間程度の集中講座で戦略と数値を合致して考えられる経営者の育成を目指す。

【事業内容】
　・第３期気仙沼経営人材育成塾の開催
　・市内の経営者向け講演会の開催

実施状況

１　第３期気仙沼経営人材育成塾の開催
　　市内経済をけん引するリーダーを育成するため，半年間，定員12名の塾を開催し
　た。新型コロナウイルス感染症の拡大のため，開講式以外はオンライン開催となっ
　た。
　(1) 開催概要
　　ア　内容　経営戦略や数値計画の立て方についての学びを得ながら，約半年間のメ
　　　ンタリングを通し，自社の課題解決と事業変革を実現する中期計画を策定する。
　　イ　開催期間　　４月14日～９月11日
　　ウ　受講者　　　12名
　　エ　企画・運営委託先　有限責任監査法人トーマツ　委託費　11,444千円
　(2) カリキュラム（講師）
　　４月14～15日 開講式／経営計画　（有限責任監査法人トーマツ）
　　５月11～12日 戦略　　　　　　　（有限責任監査法人トーマツ）
　　６月10～11日 マーケティング　　（株式会社博報堂）
　　７月15～16日 中間発表／組織論　（有限責任監査法人トーマツ）
　　８月24～25日 財務　　　　　　　（株式会社日本政策投資銀行）
　　９月11日 　　卒塾式

２　市内の経営者向け講演会の開催
　　新型コロナウイルス感染症の拡大のため，下記１回のみを開催した。
　・リーダーシップセッション
　　　ア　日時　　５月18日　12:15～21:00，19日　9:00～17:00
　　　　　　　　　（２日間のプログラム）
　　　イ　講師　　NPO法人アイ・エス・エル副理事長　片岡達矢氏
　　　ウ　参加者　15名（感染拡大防止のため，育成塾生と関係者のみとした）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 12,644,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　・メンターの伴走のもと，５年後，10年後を見据えた長期ビジョンの策定，課題分
　析，打ち手の検討などができた。
　・受講する若手経営者にとって，自社の価値や役割を見直すきっかけとなった。
　・経営の基礎となる財務諸表の見方・分析を学び，卒塾後の実践に活かすことができ
　た。
　・「数字」に焦点を置いたことで，受講者の売上や利益に対する感覚が醸成され，利
　益率の改善や売上のアップにつながる成果が出てきている。
　・多様な世代，業種の経営者のつながりができ，互いに学び合うことができている。

【課題】
　・平成25～28年に開催した「経営未来塾」も含め，累計118名の卒塾生がいるが，卒
　塾後に活動が停滞している塾生もおり，継続的な実践支援体制の構築が必要。
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目的及び
事業内容

　
　企業の育成と誘致に必要な奨励措置等を講ずることにより，産業の振興と雇用の拡大
を図る。所定の要件を満たした事業所に対し，以下の区分により補助を行う。
１　企業立地奨励金　　　５年度分の固定資産税相当額
２　雇用奨励金　　　　　営業開始日後１年を経過した日から起算して３年間において
　　　　　　　　　　　引き続き１年以上雇用している地元従業員の人数に20万円を乗
　　　　　　　　　　　じて得た額
３　用地取得補助金　　　立地に係る土地のうち事業所の敷地である土地の取得価格に
　　　　　　　　　　　25/100を乗じて得た額(限度額１億円)
４　緑化推進補助金　　　緑化に要した経費に30/100を乗じて得た額(限度額200万円)

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（２）①産業の多様化，起業・創業支援と企業誘致の推進

事 業 名 企業立地奨励事業
決算書ページ

249

項　　目 件数 事業費

企業立地奨励金 ２件 5,008千円

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

予算額 75,838,000 国(県)支出金 市債 その他

○　気仙沼市企業立地奨励補助金交付実績

一般財源

決算額 66,133,000 0 0 0 66,133,000

雇用奨励金 １件

1,820千円

（単位：円）

成 果 と
課　　題

　５事業者に対し，計７件の奨励金（補助金）を交付し，産業の振興を図った。

8,600千円

用地取得補助金 ３件 50,705千円

緑化推進補助金 １件
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成 果 と
課　　題

【成果】
　コロナ禍におけるタクシー事業者及び飲食店の売上支援，利用者の利便性向上に繋
がった。
　
【課題】
　コロナ禍において本事業は，事業者や市民にとって定着化が進んでいることから，今
後，国の財源が終了することも見据えながら市の補助金に頼らない継続策を検討する。

一般財源

決算額 33,867,209 29,550,000 0 0 4,317,209

目的及び
事業内容

　新型コロナウイルス感染症により，経営に影響を受けている市内の飲食店及びタク
シー事業者に対する支援として，飲食店のデリバリーサービスに要する負担を軽減する
ため，飲食店がタクシー事業者に依頼してデリバリーサービスを実施したときの運送費
用として，タクシー事業者に補助金を交付する。

実施状況

○　気仙沼市タクシーデリバリーサービス事業補助金　33,867千円

　(1) 補助対象者
　　　　市内でタクシー事業（一般乗用旅客自動車運送事業）を営む事業者で，有償貨
　　　物運送の許可を受けている者

　(2) 補助額及び交付件数
　　　ア　補助額　依頼を受けたデリバリーサービスの件数に対し１件あたり1,500円
　　　　　　　　　（唐桑地域内の店舗利用に限り2,000円）
　　　イ　交付件数　22,261件

　(3) 実施期間
　　　　４月１日～３月31日
　　　　（９月30日までの予定を延長して実施）
　
　(4) 補助金額　　　33,603千円

　(5) その他事務費　   264千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 37,950,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（タクシーデリバリーサービス事業補助金）

決算書ページ

249～251
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成 果 と
課　　題

【成果】
  新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けている市内の商店街団体等で
のイベントを支援することにより，市民が地元商店街を訪れる機会を創出し，消費の喚
起が図られた。
　
【課題】
　コロナ禍による影響が長期化するなか，本市の商店街振興を推進していくため，今後
も継続した支援が必要である。

一般財源

決算額 7,323,511 6,788,300 0 0 535,211

目的及び
事業内容

　新型コロナウイルス感染症拡大により甚大な影響を受けている市内の商店街団体等に
対し，市民が地元商店街を訪れる機会の創出及び消費意欲の喚起を図るためのイベント
開催に要する経費及び商店街組織の基盤強化に要する経費に対し，一部を助成。

１　商店街イベント緊急支援事業
　　補助率及び補助金額
　　ア　複数の商店街組織等で構成する連合会　　補助対象経費の100％
　　　　（気仙沼市商店街連合会）　　　　　　　年間300万円まで
　　イ　商店街組織，その他の団体　　　　　　　補助対象経費の100％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１団体あたり年間50万円まで
２　商店街活動強化支援事業
　　事務所の運営に必要となる経費の一部を補助
　　補助率及び補助金額
　　・商店街組織，その他の団体　　　　　　　　補助対象経費の100％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１団体あたり年間10万円まで
　

実施状況

　市民が地元商店街を訪れる機会の創出及び消費意欲の喚起を図るためのイベント開催
に要する経費及び商店街組織の基盤強化に要する経費に対して，以下のとおり助成し
た。
　
〇　商店街活動緊急支援事業補助金 　　　　　　 15件　7,324千円
　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　6,788千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 9,700,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（商店街活動緊急支援事業補助金）

決算書ページ

249～251
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成 果 と
課　　題

  新型コロナウイルス感染症対策に積極的に取り組む中小事業者等を支援し，市民が安
心して店舗等を訪れることができるよう努めた。一方で，小額の広告料については，申
請に至らなかったものも多いと考えられ，申請数は想定を下回った。

一般財源

決算額 3,468,090 3,308,770 0 0 159,320

目的及び
事業内容

　新型コロナウイルス感染症対策に積極的に取り組む中小事業者等の事業を支援する
とともに，市民の消費意欲の喚起を図るため，新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に関する内容を含む広告宣伝費の一部を助成する。

１　補助率
　　対象経費の1/2以内
２　補助限度額
　(1) 新聞広告：１社あたり年10万円まで，かつ，１社あたり10件まで
　(2) テレビCM：１社あたり年５万円まで，かつ，１社あたり２件まで
　(3) ラジオCM：１社あたり年５万円まで，かつ，１社あたり２件まで

実施状況

  市民の消費意欲の喚起を図るため，新型コロナウイルス感染症の拡大防止関する内容
を含む広告宣伝に必要な経費に対して，以下のとおり助成した。また，タクシーデリバ
リーサービス事業の推進のため，チラシを作成し，市内全世帯に配布した。

１　新型コロナウイルス感染症対応広告宣伝事業補助金 178件　2,996千円
　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　      2,837千円）

２　ホヤデリチラシ作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472千円
　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　      　472千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,000,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（感染症対応広告宣伝事業）

決算書ページ

249～251

-241-



成 果 と
課　　題

　新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けている事業者に対し，幅広
い事業を対象として迅速に支援することができた。

一般財源

決算額 148,168,400 128,700,000 0 0 19,468,400

目的及び
事業内容

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者に対し支援金を交付
し， 事業継続を支援する。

実施状況

○　気仙沼市事業継続支援金　　148,168千円
　
　(1) 補助対象者
　　　　気仙沼市内に本社もしくは本店を置き，令和３年４月15日時点で事業活動を行
　　　う法人又は個人事業主で，次の全てに該当する事業者
　　　　ア　主たる業種が農業，林業，漁業，宿泊業，観光交通事業者（観光遊覧船，
　　　　　貸切バス，タクシー（福祉タクシーを除く），運転代行）に該当しない事業
　　　　　者
　　　　イ　令和２年１月から令和３年２月までの間で，単月で前年同月比20％以上売
　　　　　上が減少した事業者
　
　(2) 補助額　　１事業者あたり100千円
　
　(3) 申請期間　４月15日～６月30日
　
　(4) 交付件数　1,479件（補助金額総額147,900千円）

　(5) 事務費　　268千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 148,350,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名 新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業（事業継続支援金）
決算書ページ

249～251
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成 果 と
課　　題

　新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けている事業者に対し，迅速
に支援することができた。

一般財源

決算額 46,250,820 42,838,364 0 0 3,412,456

目的及び
事業内容

　　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者に対し，その固定費
（家賃）に係る経費の一部を支援する。

実施状況

○　気仙沼市家賃支援金　　46,251千円
　
　(1) 補助対象者
　　　　気仙沼市内に本社もしくは本店を置き，令和３年４月15日時点で事業活動を行
　　　う法人又は個人事業主で，次の全てに該当する事業者
　　　　ア　主たる業種が農業，林業，漁業，宿泊業，観光交通事業者（観光遊覧船，
　　　　　貸切バス，タクシー（福祉タクシーを除く），運転代行）に該当しない事業
　　　　　者
　　　　イ　自らの事業のために専用する土地または建物の賃料を支払っている事業者
　　　　ウ　令和２年５月から令和３年２月までの間で，単月で前年同月比50％以上売
　　　　　上が減少，または連続する３か月の合計で前年同期比30％以上売上が減少し
　　　　　た事業者
　
　(2) 補助額　　１事業者あたり100千円
　
　(3) 申請期間　４月15日～６月30日
　
　(4) 交付件数　462件（補助金額総額46,200千円）
　
　(5) 事務費　　51千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 46,500,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名 新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業（家賃支援金）
決算書ページ

249～251
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成 果 と
課　　題

　緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う休業・営業時間短縮等要請により影響
を受けた事業者に対し，迅速に支援することができた。

一般財源

決算額 948,026,417 947,925,987 0 0 100,430

目的及び
事業内容

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため，宮城県からの営業時間短縮等の要
請に全面的に協力した事業者に対し，協力金を交付する。

実施状況

○　気仙沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金　　948,026千円

　(1) 要請期間
　　ア　第１期　４月５日午後９時～５月６日午前５時（31日間）
　　イ　第２期　５月６日午後９時～５月12日午前５時（６日間）
　　ウ　第３期　８月20日午後８時～８月27日午前０時（７日間）
　　エ　第４期　８月27日午前０時～９月13日午前０時（17日間）
　　オ　第５期　９月13日午前０時～10月１日午前５時（18日間）
　(2) 交付金額
　　ア　第１期　１店舗あたり　1,240千円（１日あたり　40千円）
　　イ　第２期　１店舗あたり　　120千円（１日あたり　20千円）
　　ウ　第３期　売上高方式　　　 １店舗あたり　175千円～　525千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１日あたり　25千円～ 75千円）
　　　　　　　　売上高減少額方式 １店舗あたり　　0千円～1,400千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１日あたり　 0千円～200千円）
　　エ　第４期　売上高方式　　　 １店舗あたり　680千円～1,700千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１日あたり　40千円～100千円）
　　　　　　　　売上高減少額方式 １店舗あたり　　0千円～3,400千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１日あたり　 0千円～200千円）
　　オ　第５期　売上高方式　　　 １店舗あたり　450千円～1,350千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１日あたり　25千円～ 75千円）
　　　　　　　　売上高減少額方式 １店舗あたり　　0千円～3,600千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１日あたり　 0千円～200千円）
　(3) 申請期間
　　ア　第１期及び第２期　５月13日～６月30日
　　イ　第３期　　　　　　９月６日～11月30日
　　ウ　第４期　　　　　　９月17日～11月30日
　　エ　第５期　　　　　　10月６日～11月30日
　(4) 交付件数及び交付額
　　ア　第１期～第２期　292事業者316店舗　429,760千円
　　イ　第３期～第５期　323事業者352店舗　517,626千円
　(5) 事務費　　640千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 948,981,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金）

決算書ページ

249～251
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目的及び
事業内容

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した飲食関連事業者等に対し支援
金を交付し，事業継続を支援する。

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（飲食関連事業者支援金）

決算書ページ

249～251

実施状況

１　気仙沼市飲食関連事業者支援金　　46,752千円
　(1) 補助対象者
　　　　気仙沼市内に本社もしくは本店を置き，令和３年４月15日時点で事業活動を行
　　　う法人又は個人事業主で，次の全てに該当する事業者
　　　　ア　市内で飲食店または飲食関連事業を営んでいる事業者
　　　　イ　令和２年１月から令和３年２月までの間で，単月で前年同月比20％以上売
　　　　　上が減少した事業者
　(2) 補助額　　１事業者あたり100千円
　(3) 申請期間　４月15日～６月30日
　(4) 交付件数　467件（補助金額総額46,700千円）
　(5) 事務費　　52千円

２　気仙沼市飲食関連事業者支援金（追加支援分）　　24,026千円
　(1) 補助対象者
      １の対象事業者のうち新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（令和３年４月
　　５日から５月12日までの間の営業時間短縮の協力要請分）の対象でない事業者
　(2) 補助額　　１事業者あたり100千円
　(3) 交付件数　240件（補助金額総額24,000千円）
　(4) 事務費　　26千円

３　気仙沼市タクシー事業者等支援金　　1,702千円
　(1) 補助対象者
　　　　気仙沼市内に本社もしくは本店を置き，令和３年６月15日時点で事業活動を行
　　　う法人又は個人事業主で，次の全てに該当する事業者
　　　　ア　タクシー事業（福祉タクシー事業を除く）又は運転代行事業を営んでいる
　　　　　事業者
　　　　イ　令和２年１月から令和３年５月までの間で，単月で前年同月比20％以上売
　　　　　上が減少した事業者
　(2) 補助額　　１事業者あたり100千円
　(3) 申請期間　６月28日～７月30日
　(4) 交付件数　17件（補助金額総額1,700千円）
　(5) 事務費　　2千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 72,700,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 72,479,750 61,300,000 0 0 11,179,750

成 果 と
課　　題

　新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けている飲食関連事業者等に
対し，迅速に支援することができた。
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目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症により影響を受けている市内小売店及び飲食店に対する支
援を行うとともに，消費喚起により，地域経済の波及効果を呼び起こす。

【事業内容】
　「気仙沼市小売店・飲食店消費喚起商品券」を発行し運営する実行委員会に対して，
補助金を交付する。

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（小売店・飲食店応援商品券事業補助金）

決算書ページ

249～251

実施状況

○　気仙沼市小売店・飲食店応援商品券事業補助金　15,624千円
　(1) 実行委員会が実施する事業内容
　　　　実行委員会が発行した市内飲食店で利用できる商品券について，小売店が
       2,500円以上の買い物をした市民等に配布する。市民等が商品券を利用した
       飲食店に対し，実行委員会から補助金を交付する。
　(2) 商品券（500円券×２枚／セット）
　　　ア　発行数　30,000セット（60,000枚）（額面計　30,000千円）
　　　イ　セット内容
　　　　　　・商品券Ａ　本事業に登録した市内飲食店で使用可能
　　　　　　・商品券Ｂ　Ａのうち「みやぎ飲食店コロナ対策認証店」で使用可能
　　　ウ　配布期間　10月30日～12月31日
　　　エ　商品券使用期間　令和３年11月１日～令和４年４月30日
                          ※２月１日～２月28日は利用自粛依頼
　(2) 登録小売店
　　　ア　登録件数　   　188件
　　　イ　市民への商品券配布実績　　29,658セット（額面計　29,658,000円分）
　(3) 登録飲食店
　　　ア　登録件数　   　136件
　　　イ　補助金交付額 　13,350,500円（26,701枚分）
　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 33,000,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 15,624,453 15,624,000 0 0 453

成 果 と
課　　題

【成果】
　市内小売店の売り上げに応じて市内飲食店で使用できる商品券を配布してもらうこと
で，市内経済循環が図られた。
【課題】
　小売店と飲食店，利用者の利便性向上と事務局の負担軽減を図るため，デジタル技術
を活用した仕組みの検討を進める。
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目的及び
事業内容

　
　市民の居住環境の向上を図るとともに，住宅関連産業を起点とした波及効果による地
域産業の活性化を図ることを目的として，市民が市内の施工業者を利用して行う住宅リ
フォームに必要な費用の一部を助成する。

１　補助金額
　　　一律　10万円

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（住宅リフォーム促進事業補助金）

決算書ページ

249～251

実施状況

〇　住宅リフォーム促進事業補助金　 283件　 28,300千円
　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金［令和２年度繰越事業〕
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,700千円）
　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　　　　　20,300千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 28,700,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 28,342,900 23,000,000 0 0 5,342,900

成 果 と
課　　題

【成果】
　復興創生期間の終了に伴う住宅建築需要の減少，新型コロナウイルス感染症による市
内経済の低迷状況の中で，住宅リフォーム工事の促進が図られ，地域経済の活性化に寄
与した。

【課題】
　今後は，補助金から市内各店舗で利用できる商品券の配布に切り替えるなど，より高
い経済波及効果を図るための消費喚起策を推進する。
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成 果 と
課　　題

　店舗等の感染予防対策により，新型コロナウイルス感染症のまん延防止と，店舗等の
魅力向上が図られた。

一般財源

決算額 2,939,478 2,871,386 0 0 68,092

目的及び
事業内容

　市内飲食店，理容店又は美容店における新型コロナウイルス感染症拡大防止と，市民
が飲食店等を利用する際の安心感の醸成を図り，事業に影響を受けている飲食店等の売
上回復による本市産業の振興を図るため，市内で飲食サービス業，理容業または美容業
を営む中小企業者等が行う店舗等の感染予防対策に対して，費用の一部を助成する。

１　補助率
　　対象事業費の10/10（100％）以内
２　補助限度額
　　上限　５万円

実施状況

〇　飲食店感染予防型店舗リフォーム促進事業補助金   64件　2,939千円
　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　   　2,871千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,000,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（飲食店感染予防型店舗リフォーム促進事業補助金）

決算書ページ

249～251
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成 果 と
課　　題

【成果】
  東日本大震災後の復旧・復興事業で整備・再建した商業施設に生じている空き区画の
店舗へ，新たに店舗を開設する事業者の入居が図られた。

【課題】
　本事業は令和３年度のみで終了を予定していたが，新型コロナウイルス感染症の影響
の長期化により，各商業施設に空き区画が見受けられることから，解消に向け引き続き
支援する必要がある。

一般財源

決算額 2,040,000 480,000 0 0 1,560,000

目的及び
事業内容

　東日本大震災後の復旧・復興事業で整備・再建した商業施設に生じている空き区画の
解消を図るため，当該空き区画を活用して店舗を開設する事業者が，当該店舗の開設に
要する費用の一部を助成する。

１　補助率
　　対象事業費の10/10（100％）以内
２　補助限度額
　　対象店舗の家賃月額の６倍に相当する額（上限120万円）

実施状況

　
〇　空き店舗活用促進事業補助金 　　　　　　　　３件　2,040千円
　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　 　480千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,000,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（空き店舗活用促進事業補助金）

決算書ページ

249～251
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目的及び
事業内容

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した飲食関連事業者等に対し支援
金を交付し，事業継続を支援する。

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（飲食関連事業者等継続支援金）

決算書ページ

249～251

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 40,950,000 国(県)支出金 市債 その他

○　気仙沼市飲食関連事業者等継続支援金　　40,840千円
　
　(1) 補助対象者
　　　　気仙沼市内に本社もしくは本店を置き，10月１日時点で事業活動を行う法人又
　　　は個人事業主で，次の全てに該当する事業者
　　　　ア　主たる事業が次のいずれかの業種に該当する事業者
　　　　　　・　飲食店（８月20日から10月１日までの間の休業又は営業時間短縮の要
　　　　　　　請対象の事業者でない方）
　　　　　　・　飲食関連事業に該当する業種（酒類販売・製造事業者を除く）
　　　　　　・　港湾旅客海運業，一般貸切旅客自動車運送業，福祉タクシー業を除く
　　　　　　　一般乗用旅客自動車運送業及び他に分類されないその他の生活関連サー
　　　　　　　ビス業のうちの運転代行業又は旅行業
　　　　　　・　生活関連サービス業を行う者のうち，理容業，美容業，エステティッ
　　　　　　　ク業，リラクゼーション業（手技を用いるもの），ネイルサービス業及
　　　　　　　び医療業を行う者のうちの療術業
　　　　イ　８月又は９月の売上が，前年又は前々年同月に比して20％以上減少した事
　　　　　業者
　
　(2) 補助額　　１事業者あたり　法人200千円，個人100千円
　
　(3) 申請期間　10月４日～11月30日
　
　(4) 交付件数　312件（補助金額総額40,700千円）

　(5) 事務費　　140千円

一般財源

決算額 40,839,920 40,839,920 0 0 0

成 果 と
課　　題

　新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けている飲食関連事業者等に
対し，迅速に支援することができた。
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成 果 と
課　　題

　新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けている酒類販売事業者等に
対し，迅速に支援することができた。

一般財源

決算額 6,103,080 6,100,000 0 0 3,080

目的及び
事業内容

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した酒類販売・製造事業者に対し
支援金を交付し，事業継続を支援する。

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,110,000 国(県)支出金 市債 その他

○　気仙沼市酒類販売事業者等継続支援金　　6,103千円
　
　(1) 補助対象者
　　　　気仙沼市内に本社もしくは本店を置き，10月１日時点で事業活動を行う法人又
　　　は個人事業主で，次の全てに該当する事業者
　　　　ア　主たる事業が次のいずれかに該当する事業者
　　　　　　①　酒類卸売業を主として（当該事業者における前事業年度又は前々事業
　　　　　　　年度の酒類卸売売上高が酒類売上高全体の50％以上占めていることをい
            　う。）営む者で，かつ新型コロナウイルス感染症の影響により，８月又
　　　　　　　は９月の酒類卸売売上高が前年又は前々年同月に比し
　　　　　　　て，50％以上減少した事業者
　　　　　　②　酒類製造業を営む事業者
　　　　　　③　酒類販売業を営む者（ただし，上記①及び②に該当する者を除く。）
　　　　イ　８月又は９月の売上が，前年又は前々年同月に比して20％以上減少した事
　　　　　業者
　　　　ウ　気仙沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第３期，第４期，第
　　　　　５期）の対象とならない方
　
　(2) 補助額　　１事業者あたり　①に該当する事業者　法人400千円，個人300千円
　　　　　　　　　　　　　　　　②に該当する事業者　法人400千円，個人300千円
　　　　　　　　　　　　　　　　③に該当する事業者　法人200千円，個人100千円
　
　(3) 申請期間　10月４日～11月30日
　
　(4) 交付件数　28件（補助金額総額6,100千円）

　(5) 事務費　　3千円

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（酒類販売事業者等継続支援金）

決算書ページ

249～251
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目的及び
事業内容

　原油高騰により，市内の運送事業者等の事業においても大きな影響を受けていること
から，運送事業者等が購入した燃油経費の一部を補助することにより，社会インフラと
して重要な運送事業者等の事業回復を支援する。

所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（原油高騰対策に係る運送事業者等支援金）

決算書ページ

249～251

実施状況

○　原油高騰対策に係る運送事業者支援金　9,233千円

　(1) 補助対象者　　市内に本店，支店，営業所等を有する運送事業者（トラック運
　　　　　　　　　送，貸切バス，タクシー，介護タクシー）及び運転代行を営む法
　　　　　　　　　人又は個人事業主（大企業を除く）
　(2) 補助額　　　　10月～３月のうち，いずれか３か月に購入した燃料１リットル
　　　　　　　　　あたり３円（当該金額が10千円未満のときは，10千円）
　(3) 申請期間　　　３月３日～３月31日
　(4) 交付件数　　　57件
　(5) 補助金額　　　9,167千円
　(6) 事務費　　　　66千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 18,666,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 9,233,387 1,598,713 0 0 7,634,674

成 果 と
課　　題

　原油高騰の影響を受けている運送事業者等に対し，迅速に支援することができた。
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所 管 課 産業部産業戦略課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）④商工業・サービス業の振興

事 業 名 ローカル・デジタル・トランスフォーメーション事業
決算書ページ

251

一般財源

決算額 4,786,530 2,392,892 0 0 2,393,638

目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症の影響により急速に進むデジタル化を地方に取り込み，地
域産業を活性化するため，企業外の専門人材と連携してDXを推進する基盤づくりとデジ
タルリテラシーの向上，相談体制の整備を行う。

【事業内容】
　・専門人材活用推進事業
　・市内事業者のLDX促進事業
　・市内事業者の底上げ事業

実施状況

１　専門人材活用推進事業（LDX促進事業補助金）
　　デジタル人材を雇用等した企業・団体に交付決定をした。
　　・件数等　応募５件，採択２件　補助予定総額　845,000円（令和４年度に繰越）

２　市内事業者のLDX促進事業
　(1) LDX促進業務
　　　勉強会や相談会の開催を通じて，市内事業者のデジタル化の促進を図る。
　　ア　委託先　株式会社フューチャープラットフォームうみねこ　委託費 3,894千円
　　イ　実施事業
　　　　・気仙沼デジタル実践塾（計４回実施）
　　　　　デジタル化に取り組んでいる市内事業者と専門家による講義，パネルディス
　　　　　カッションを通して，市内事業者へのデジタル化の浸透を図った。
　　　　・デジタル化相談事業（計16回実施）
　　　　　デジタル化の進め方について悩む事業者の個別相談の時間を設け，デジタル
　　　　化を後押しした。
  (2) LDX人材バンク形成準備業務
　　　他の事業者が参照できるよう，市内で起きているデジタル化の事例や専門人材に
　　関する情報を取りまとめるため，ヒアリングを実施した。
　　ア　委託先　　フリーライター　藤川典良　委託費　447千円
　　イ　事業内容　令和２～３年度に市内であったデジタル化の取り組み９件について
　　　　　　　　ヒアリングを実施した。

３　市内事業者の底上げ事業
　　将来市内事業者のデジタル化の担い手になりうる地元の中高生を対象に，プログラ
　ミング教室を実施した。
　(1) 実施時期　３月５日（土）10:00～17:00
　(2) 講師　　　株式会社イトナブ
　(3) 参加者数　５人（高校２年生４人，中学２年生１人）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 8,660,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　各事業とも利用者，参加者には内容等は好評で，市内のデジタル化に一定程度寄与す
ることができた。
【課題】
　補助金の応募は前年度11件だったのに対し，今年は５件に留まった。どこからデジタ
ル化に着手をすればいいのか悩んでいるため応募できない事業者も多く，補助金を利用
した実践のステップへといかに誘導していくか，検討が必要。
　デジタル化に関する知識等については市内の事業者間でも格差があり，広く参加者を
募る形での啓発事業等だけでは実践まで誘導するのは難しい。次年度においてはター
ゲットを絞ったより効果的な啓発・支援方法を模索したい。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　宿泊事業者は市外の来訪者を対象とする業種であり,新型コロナウイルス感染症拡大
の影響が直ちに業績悪化を招いてしまうが，本事業により一定程度の支援が出来た。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症の影響は依然として予断を許さず，今後も業界の動向を注
視しながら必要に応じた支援を検討する。

一般財源

決算額 6,770,000 6,770,000 0 0 0

実施状況

１　実施回数
　　１回（受付期間：令和３年10月15日から10月22日まで）
　　※施設単位で支援金を交付

２　交付実績
　　交付件数　55件（57施設）　交付総額　6,770千円

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,840,000 国(県)支出金 市債 その他

目的及び
事業内容

　宿泊者が激減し，経営に深刻な影響を受けた市内宿泊事業者に対し，収容人数等の区
分によって定額で支援金を交付する。

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（宿泊施設緊急支援金）

決算書ページ

253

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉

市内 市外

〇 300 ２ 600

〇 150 ０ ０

〇 250 ０ ０

〇 130 ３ 390

〇 200 ２ 400

〇 100 ２ 200

〇 150 ９ 1,350

〇 80 １ 80

〇 100 37 3,700

〇 50 １ 50

合　　計 57 6,770

300人以上

200人以上299人以下

100人以上199人以下

50人上99人以下

交付金額

（千円）

49人以下

交付単価

（千円）
交付対象施設数

区分②
（本店所在地）区分①

（収容人数）
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成 果 と
課　　題

【成果】
　宮城県独自の緊急事態宣言発令に伴い，海水浴場が閉鎖となり，海の家営業期間が短
縮を余儀なくされた事業者に対し一定の支援が出来た。

【課題】
　令和４年度は４か所の海水浴場を開設予定であるが，ガイドライン遵守の徹底を要
す。

一般財源

決算額 400,000 400,000 0 0 0

実施状況

○　交付実績
　(1) 交付件数　５件
　(2) 交付総額　400千円（①100千円・３件，②50千円・２件）

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 400,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業
（海の家事業者緊急支援金）

決算書ページ

253

目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症の拡大による8月12日付けの宮城県独自の緊急事態宣言発
令に伴い海水浴場が閉鎖となり，海の家営業期間が短縮を余儀なくされたことから，事
業者に対し緊急支援として支援金を交付する。

【事業内容】
　(1) 対象事業者　市内の海水浴場で海の家を営業していた事業者
　(2) 補助金の額　①海岸管理者（宮城県）等から許可を得て建物を設置し営業して
                    いた事業者
　　　　　　　　　　　  １事業者あたり100千円
　　　　　　　　  ②移動可能なキッチンカー等（簡易なもの）で営業していた事業者
　　　　　　　　　　　  １事業者あたり 50千円

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　１項　２目　商工振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉
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成 果 と
課　　題

【成果】
　消費生活相談員を配置し，消費者からの相談に迅速かつ適切に対応するとともに啓発
活動により，消費者生活のサポートが図られた。

【課題】
　消費者を取り巻く生活環境やライフスタイルは大きく変化し，消費者トラブルも複雑
化していることから，社会の変化に応じた注意喚起や消費生活相談員の継続的なスキル
アップを図る必要がある。

一般財源

決算額 399,931 86,650 0 0 313,281

実施状況

１　相談事業
　(1) 消費生活相談員２名配置し，相談業務を行った。
　(2) 相談受付件数　247件

２　啓発事業
　(1) 広報誌への掲載　６回
　(2) ホームページへの掲載　24項目
　(3) 出前講座開催　１回
　(4) 冊子配布等
    　・「クイズで学ぶトラブル撃退法」（高齢者向け）
      ・「恐怖・驚愕！！特殊詐欺」（高齢者向け）
　　　・「詐欺や悪質商法にご用心！」（高齢者向け）
　　　・「悪質業者は若者を狙ってます！」（成人向け）
　　　・「くらしの豆知識」（一般向け）
　　　・ＤＶＤ「新大人社会へのパスポート」（高等学校に配布）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 677,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 消費生活相談事業
決算書ページ

253

目的及び
事業内容

　消費者の権利の尊重及び消費者の自立支援に関する対策を総合的に実施し，市民の消
費生活の安定と向上を図る。
　商品やサービスなど消費生活全般に関する相談を受け，問題解決のための助言を行う
とともに，消費者被害の未然防止，消費者教育を行う。

所 管 課 市民生活部生活環境課 予算科目 ７款　１項　３目　消費対策費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（１）⑤消費者の安全・安心の確保
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成 果 と
課　　題

【成果】　宿泊者数22万9千人
　令和３年度宿泊者数の目標を最大31万人，必達23万人と設定した所，年度末にコロナ感染者
が増加傾向になった影響で，必達目標の達成率で99.8％だった。（令和２年度との比較では
115.2％（参考：全国95.0％，宮城県97.9％））
【課題】
　補助金依存率が高い現状にある。クルーカードの売上増大を図ることによる手数料収入の増
加や，ふるさと支援寄附金の受納，旅行商品の開発・販売等による恒久的な自主財源の確保が
求められる。

一般財源

決算額 112,041,967 52,360,211 0 0 59,681,756

実施状況

１　地区戦略：①大島活性化委員会及び唐桑活性化委員会の開催
　　　　　　　②亀山展望テラスの整備完了
２　誘客営業：教育旅行の誘致活動（令和３年　46校　1,933人の受入）
３　受入れ・案内所整備：①「おかえりモネ」展の実施（令和３年７月から）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　６万３千人来場（令和４年３月末現在）
　　　　　　　　　　　　②気仙沼大島トレッキングマップの製作
４　観光意識醸成・ガイド育成：①ガイドスキルアップ研修の実施
　　　　　　　　　　　　　　　②「おかえりモネ」に関するガイド商品造成
５　事務局機能の確立：①幹事会および事務局会議（五者定例）の開催
　　　　　　　　　　　②市民向け報告会の開催
６　観光データベースの構築：①気仙沼クルーカード（令和４年３月末現在）
　　　　　　　　　　　　　　会員数　新規会員：11,267人
　　　　　　　　　　　　　　（内訳：市内1,688人　市外9,579人）（累計40,040人）
　　　　　　　　　　　　　　利用人数206,887人，利用金額658,765千円
　　　　　　　　　　　　　　②マーケティングレポートの発行（年４回）
　　　　　　　　　　　　　　③宿泊客向け観光アンケートの実施　４回実施
　　　　　　　　　　　　　　④「プッシュ通知の個別配信機能」追加による
　　　　　　　　　　　　　　　クルーカード機能強化
　　　　　　　　　　　　　　⑤「おかえりキャンペーン」「ただいまキャンペーン」等
　　　　　　　　　　　　　　　市民需要喚起キャンペーンの実施
７　プロモーション：①観光ポータルサイトや各種SNSの運用，通年型パンフレット
　　　　　　　　　　　IBEXエアラインズとの連携等による新規顧客の誘客
　　　　　　　　　　②メルマガの送付，アプリ内の記事投稿とプッシュ通知
　　　　　　　　　　　会員向けDMの発送によるリピーターの誘客
８　商品開発・インバウンド：①FAMツアーの実施
　　　　　　　　　　　　　　②シンガポール　オンラインツアーの実施
　　　　　　　　　　　　　　③PeachAviationとの共同企画の実施
９　事業者育成：事業者向け講演会の実施１回
　　　　　　　　「ポストコロナ禍の観光ビジネス」講師：ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ・ｱﾄｷﾝｿﾝ氏

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 121,841,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 観光関係団体補助金（気仙沼観光推進機構事業補助金）
決算書ページ

255

目的及び
事業内容

【目的】
　交流人口の拡大による外貨獲得と地域経済循環を促す気仙沼版DMOを推進し，「観光で稼げる
地域経営」の具現化を図る。
【事業内容】
１　地区戦略：各地区の個性を際立たせたインフラ整備
２　誘客営業（団体）：商談会への参加,誘客営業の実施,観光PRの実施
３　受入れ・案内所整備：観光サービスセンター及び駅前観光案内所窓口対応
４　観光意識醸成・ガイド育成：ワークショップの開催,認定ガイド制度構築の調査等
５　事務局運営：幹事会の開催，事務局会議（五者定例）の定期的な開催
６　観光データベースの構築：観光消費行動における各種データの獲得と活用，マーケ
　　ティング活動，気仙沼クルーカード事業
７　プロモーション：観光情報の発信，観光ポータルサイトの運営，誘客時期に併せた
　　キャンペーンの実施
８　商品開発・インバウンド：訪日外国人向け誘客の実施,体験プログラムの開発運営
９　事業者育成：セミナー開催

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　２項　１目　観光総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進
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成 果 と
課　　題

　
　新型コロナウイルスの影響から度々県境をまたぐ移動が制限される中，令和３年度に
おいては３市が連携しての周遊促進企画等は実施が困難であったが，朝ドラ視聴者層に
対する一定の訴求ができた。また，東北の朝ドラ舞台地３市が連携して観光振興に取り
組むこと自体が，メディアに取り上げられるなどの話題づくりにつながった。

目的及び
事業内容

【目的】
　東日本大震災及び原子力災害以降，NHK連続テレビ小説の舞台となった３市（気仙沼
市・岩手県久慈市・福島県福島市）が連携して，観光客を誘客し観光振興・地域活性化
を目的としたプロモーション活動を展開するための実行委員会を組織し，下記事業に係
る経費を負担する。

【事業内容】
(1) ドラマの舞台地周遊や開発産品販売を促進するための広告・宣伝
(2) 観光客の再訪や中長期的な交流を進め，関係人口化していくための情報発信
(3) 新旧連続テレビ小説の合同プロモーションにあたりロゴ名称や映像使用料等の権利
　　処理

一般財源

決算額 6,552,231 3,267,021 0 0 3,285,210

実施状況

１　広告宣伝事業
　(1) NHKウィークリーステラへの３市連携広告掲出
　　連続テレビ小説の視聴者層へ３市の観光をPRするため，NHKウィークリーステラに
　連携広告を２回掲出した。
　　　掲出号：１回目　令和３年７月９日号（表紙：永瀬廉）　　　13万部発行
　　　　　　　２回目　令和３年10月13日号（表紙：坂口健太郎）　13万部発行
　
　(2) ３市観光PRポスターの首都圏への掲出
　　首都圏のJR主要駅のデジタルサイネージに３市の観光ポスターを掲出した。
　　　掲出期間：令和４年３月14日～３月31日
　　　掲出場所：東京駅　新幹線北乗換口
　　　　　　　　　　　　新幹線南乗換口
　　　　　　　　　　　　京葉通路
　　　　　　　　新宿駅　東口
　　　　　　　　品川駅　中央改札内
　　　　　　　　浦和駅　改札口
　　　　　　　　桜木町駅
　　　掲出媒体：各市観光PRポスター（本市は徳仙丈ポスターを掲出）

２　観光物産おかえりプロモーション事業
　「おかえりモネ」の土曜日の振り返りでナビゲーターを務めたサンドウィッチマンを
　起用した３市連携の広告物を制作した。
　　　制作物：ポスター（B1）　1,000枚
　　　　　　　チラシ（A4）　 16,000枚

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 7,000,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 観光関係団体補助金（気仙沼・久慈・福島３市連携実行委員会負担金）
決算書ページ

255

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　２項　１目　観光総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進
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事 業 名
観光関係団体補助金
（三陸ジオパーク推進協議会・三陸ジオパーク気仙沼推進協議会）

決算書ページ

255

目的及び
事業内容

【目的】
　ジオパークは「地球活動の営み」を学び楽しむエリアであり，関係者が連携し三陸地
域の地形・地質，大地の恵みの保全と普及啓発の活動を展開しつつ，観光振興等にも活
用することで，地域の持続可能な発展と活性化を促進する。

【事業内容】
・認定ガイドの育成やジオストーリー作成等，ジオパーク活動の推進
・関係団体との情報交換及び連絡調整
・住民参加によるサイト保全活動や来訪者への情報提供等

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　２項　１目　観光総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進

一般財源

決算額 800,000 0 0 0 800,000

実施状況

１　三陸ジオパーク推進協議会（負担金：500千円）
　(1) 実施体制
　　（会長）宮古市長 （事務局）岩手県 （構成）沿岸地域市町村，関係団体等41団体
　(2) 実施状況
　　　令和３年度に三陸ジオパーク推進協議会（事務局：岩手県）が策定した「三陸ジ
　　オパーク推進行動計画（後期）」に基づき，ジオパーク活動の推進に取り組んだ。
　　・三陸ジオパーク全域で活動する「認定ガイド」の登録者数の拡大と活動機会の
　　　創出に取り組んだ。
　　・特定のエリア（市町村・ブロック単位）での活動に限る「エリアガイド」制度を
　　　新たに創設した（令和４年より運用開始）。

２　三陸ジオパーク気仙沼推進協議会（補助金：300千円）
　(1) 実施体制
　　（会長）教育長　（事務局）産業部観光課　（構成）協議会顧問３名　会員13名
　　　運営委員26名
　(2) 実施状況
　　　ジオ探検の開催，気仙沼市大沢層産出の海生爬虫類化石の公開及び講演会の開催
　　等を通じ，当市ジオサイトの更なる魅力向上と魅力の発信に努めた。

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 900,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　認定ガイドの育成においては，各地域の認定講座に多数の参加を得るとともに，認定
ガイド認定試験合格者数の拡大につなげた。(令和３年度合格者：10名　市外10名　市
内０名)
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響から，ツアー・ジオ探検の一部やシンポジウム
等の開催見送りを余儀なくされたが，総会の書面開催，研修動画の提供など代替手段の
活用や密にならない小規模での分散開催等，新しい生活様式に対応した形で事業推進に
努めた。

【課題】
　事務局体制強化や三陸ジオパークとしての一体的な活動を行ってきているが，更なる
連携及び体制の強化が必要。
　令和４年度に運用開始される「エリアガイド」の制度や認定試験に関する周知。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　新型コロナウイルス感染症の影響により，予定していた行事のほとんどが実施できず
花火のみの実施となり，時期も11月といったこれまで経験したことのない時期の実施と
なったが，2,000人もの観衆が訪れた。当日は，夏場より空気が澄み，係留船も少な
く，花火を見た方からは「いつもより花火が綺麗に見えた」「いつもであれば船の陰に
なって見えないこともある水中花火が今回ははっきりと見えた」等の好意的なコメント
が寄せられた。

【課題】
　みなとまつりの財源は本市等の負担金のほか，企業の協賛金，市民からの募金等によ
り成り立っているが，今後，復興関連企業の撤退等による協賛金の減少が想定されるこ
とから，財源確保のための方策を検討する必要がある。
　また，花火打ち上げのための台船の確保や，震災以降途絶えている内湾行事の再開，
「はまらいんや踊り」各賞の復活についても関係団体と協議・検討が必要。

一般財源

決算額 11,000,000 0 0 0 11,000,000

実施状況

＜歴史＞
　　昭和24年　気仙沼みなとまつりのルーツとなる気仙沼湾振興まつり開催
　　昭和26年　第１回気仙沼みなとまつり開催。以後毎年開催
　　平成23年　東日本大震災のため中止
　　平成24年　はまらいんや踊り，パレード会場を田中前会場に移し再開
　　令和元年　第68回気仙沼みなとまつりを開催
    令和２年　新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止。代替イベントをまつり
              委員会各構成団体がそれぞれ企画・実施

＜令和３年の実施状況＞
　令和３年度は，当初港町を会場として，新型コロナウイルス感染症の対策をとりなが
ら，夜の海上行事に限定し８月22日に実施する予定であったが，感染者の増加と宮城県
においても独自の緊急事態宣言が８月12日付けで発令されたことから，行事の全てを取
り止め，感染が比較的落ち着いた11月７日に海上打ち上げ花火（打ち上げ発数：約
2,400発）のみ実施した。

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 11,000,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 観光関係団体補助金（気仙沼みなとまつり委員会負担金）
決算書ページ

255

目的及び
事業内容

　海と生きる港町気仙沼ならではの「みなとまつり」を実施することで，新しい気仙沼
を創り上げようとする市民一人ひとりの復興への気持ちを盛り上げるとともに，忘れる
ことのない震災支援に対する感謝の思いと市民の元気な姿を発信する。

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　２項　１目　観光総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進
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事 業 名 観光キャラクタープロモーション事業
決算書ページ

255～257

目的及び
事業内容

【目的】
　観光キャラクター「海の子 ホヤぼーや」を活用し，全国に向けた観光プロモーション活動を
展開し，誘客・物販等を促進することで地域の活性化を図る。

【事業内容】
１　「海の子　ホヤぼーや」の着ぐるみを使用したPR活動
　　・着ぐるみ使用の管理及び修繕
２　オリジナルデザイン年賀状の作成・発送
　　・ホヤぼーや宛の年賀状に対し，オリジナルデザインの年賀状を作成・発送し，
    全国のファンとの繋がりを維持する。
３　観光PRに活用するバッジほかノベルティー作成
　　・ストラップやバッジ，シールをより多くの人に活用していただき，ホヤぼーやの
    認知度を高めるとともに，観光PRに活用する。
４　キャラクターの使用管理
　　・キャラクターデザインを使用した商品のデザイン使用許可や販売商品の管理

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　２項　１目　観光総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進

一般財源

決算額 2,221,349 0 0 0 2,221,349

実施状況

１　「海の子　ホヤぼーや」の着ぐるみを使用したPR活動
　　(1) 令和３年度使用実績　市が行う催しやPR事業のため約30回使用した。
　　(2) ホヤぼーやファンイベント「あったげホヤぼーや」開催
　　　ファンと触れ合うためのイベントを実施　当日入込数：延べ500人
２　バレンタイン企画
　　　「あったげホヤぼーや」で実施したじゃんけん大会優勝した，市内，市外各１名
     のお宅を訪問。バレンタインチョコレートを渡したほか，優勝者がホヤぼーやと
     一緒にしたい「願い」を１つ叶える様子を，動画投稿サイトYouTubeで発信した。
３　オリジナルデザイン年賀状の作成
　　　市内外からいただいた計2,005通の年賀状に対し，オリジナルデザイン年賀状の
     返信を行ったほか，年賀状の展示会を実施した。抽選で10名にホヤぼーやグッズ
     を発送。
４　観光PRに活用するノベルティー作成
　　(1) 観光物産イベント等に参加する際，ストラップやバッジのほか，コロナ禍におけ
　　　るマスク需要に合わせ，マスクに貼ることのできるシールの配布を行った。
    (2) 気仙沼ファンクラブ加入者へのストラップ配布を行った。
５　キャラクターの使用管理：令和３年度許可件数：205件
６　テレビや動画への出演
　　　NHKでは，連続テレビ小説「おかえりモネ」の小道具として，また年末の紅白歌合
　　戦にはイベントの様子が映されたほか，TBSの人気ドラマ「99.9　刑事専門弁護士」
　　へ登場するなど露出の機会も多く，番組出演俳優のファンなどへ広く認知された。
　　　また「おかえりモネ」のもう１つの舞台地である登米市のキャラクターと共に，
　　舞台地を紹介する動画を配信し，全国のファンとの繋がりを維持した。

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 2,500,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　新デザイン（４種類）の作成やLINEスタンプの販売継続によるキャラクターの認知度向上及
び市民への愛着形成促進
　※LINEスタンプ第１弾販売実績
　　令和３年度　個数：4,257個　売上額：389,816円　分配額：150,131円
　　LINEスタンプ第２弾販売実績
　　令和３年度　個数：4,417個　売上額：404,056円　分配額：153,345円

【課題】
　・商品販売の年度単位での管理
　・キャラクター使用の有料化の是非
　・令和４年度はホヤぼーや誕生15周年にあたり，HPや企画の充実を図っていく。
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事 業 名 亀山渋滞対策事業
決算書ページ

257

目的及び
事業内容

【目的】
　大島大橋開通に伴う来訪者の増加に起因する亀山，龍舞崎及び小田の浜における交通
渋滞等の緩和と亀山山頂アクセス手段確立のためのデータ収集として亀山山頂入込客調
査を行う。
【事業内容】
１　交通誘導等業務 　 ２　無料シャトルバス等運行業務　　３　平日来訪者運送業務
４　亀山山頂入込客調査業務

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　２項　１目　観光総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進

一般財源

決算額 27,609,702 0 0 0 27,609,702

実施状況

１　交通誘導等業務（路上誘導・駐車場整理）　22,026千円
　(1)亀山エリア　15,765千円
　　　ア　期　間　４月１日から11月30日までの土日祝日等：88日間
　　　イ　内　容　浦の浜から亀山レストハウスに至る経路上及び亀山駐車場に交通
                  誘導員を配置
　(2)龍舞崎エリア　5,013千円
　　　ア　期　間　ゴールデンウィーク期間　７月から８月までの土日祝日等：31日間
　　　イ　内　容　市道龍舞崎線（龍舞崎入口）及び駐車場に交通誘導員を配置
　(3)小田の浜エリア　　1,248千円
　　　ア　期　間　７月から８月までの土日祝日等：18日間
　　　イ　内　容　小田の浜海水浴場駐車場入口付近及び小田の浜ビーチハウス付近に
                　交通誘導員を配置

２　無料シャトルバス運行業務　5,528千円
　　　ア　期　間　４月１日から11月30日までの土日祝日・お盆：88日間
　　　イ　内　容　亀山中駐車場から亀山レストハウス間の定時運行
                                                      （利用人数13,239人）
　　　　※１日あたり運行本数　４月から８月まで　21便
　　　　　　　　　　　　　　　９月から11月まで　20便

３　平日来訪者運送業務
　　※平日における亀山駐車場・レストハウス間の送迎需要を調査するため，市直営に
　　　より試験的に実施した。
　　・期　間　７月26日から８月27日のシャトルバスが運行しない平日：20日間
　　・内　容　市庁用車を活用し，亀山駐車場からレストハウス間を来訪者のニーズに
　　　　　　　応じ随時運行（利用者数447人）

４　亀山山頂入込客調査業務　56千円
　　※亀山山頂アクセス手段検討のデータ収集のため平日の入込数を調査。
　　・期　間　９月30日～10月１日
　　・内　容　亀山レストハウスを訪れた人数を計測

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 28,010,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　令和３年の大島への来訪者は約33万人であったが，大きな交通渋滞を発生させること
なく来訪者の円満な移動と地区住民の良好な生活環境の確保が図れた。亀山山頂アクセ
ス手段の確立に向けたデータの収集を行うことができた。
【課題】
　・誘導員の配置について，効果を維持しつつもコストの抑制に向け，配置場所や従事
　人数等について引き続き精査する必要あり。
　・亀山アクセス手段の確立と整備着手
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成 果 と
課　　題

【成果】
　官民連携で設立した実行委員会では，NHKと連携し円滑に収録が進むよう支援したほ
か，番組がもたらす効果を最大化し，地域活性化に繋げられるよう各種施策に取り組
み，舞台地としてのPRと受入れ態勢の整備などを図ることができた。
　第12回ロケーションジャパン大賞では，ドラマを活用した地域振興の取組などが評価
され準グランプリを受賞した。
【課題】
　実行委員会は令和３年度末で解散したが，朝ドラの舞台という新たな資源をより長く
効果的に活用するため，観光関係者を中心とした継続的な取組が重要となっている。

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額

実施状況

50,708,092 50,708,092 0 0 0

国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額

52,142,000

１　連続テレビ小説「おかえりモネ」気仙沼プロジェクト実行委員会
　(1) 市補助金　47,237千円
　(2) 主な取り組み(令和３年度分)
　ア　収録支援
　　　　9/2,3　市内でクランクアップ，市内事業者から出演者及びスタッフへ差入
　イ　気運醸成
　　　　NHK番組情報誌「ステラ」特別編集版全戸配布
　　　　市民主催のモネ関連イベントへの補助
　ウ　舞台地PR
　　　　アフターモネ企画「ただいま，気仙沼」観光プロモーション実施
　　　　　藤竜也さん・竹下景子さんを起用
　　　　朝ドラ連携の実施
　　　　東京都有楽町に気仙沼・久慈・福島情報ステーション「おかえり館」を開設
　エ　受入れ態勢整備
　　　　おかえりモネ展の実施
　　　　PIER7大型看板設置及び商店街等への歓迎横断幕やフラッグの掲出
　　　　撮影スポット周知看板の設置
　オ　物産販売促進
　　　　実行委員会地場産品推奨マークを作成し商品に貼付
　　　　ふるさと納税PR画像等の作成
　カ　シティープロモーション
　　　　シティプロモーション特設サイト及びパンフレットの作成・配付
　キ　移住・定住促進
　　　　お試し移住の実施及び移住PRパンフレットの作成
　　　　おかえり館での移住相談窓口設置
　ク　その他
　　　　藤竜也さん及び竹下景子さんに，みなと気仙沼大使を委嘱
２　関連番組等におけるPR効果
　　(全国)おかえりモネファン感謝祭，NHK紅白歌合戦，あさイチ
　　(東北)ウィークエンド東北，はればれ親子旅「おかえりモネ」の舞台を行く

所 管 課 産業部おかえりモネプロジェクト推進室 予算科目 ７款　２項　１目　観光総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉

事 業 名

目的及び
事業内容

【目的】
　本市がドラマの舞台となったNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」が令和３年５月か
ら10月まで放送された。これを契機に官民連携で設立した実行委員会が主体となり，観
光客の増加や特産品の購買促進等による地域活性化を図るとともに，その効果を継続さ
せ，関係人口の増加や移住・定住人口の増加につなげるため各種施策を推進する。
【事業内容】
　ドラマを活用して価値の最大化を目指す官民連携プロジェクトを推進することで，新
型コロナウイルス感染症の収束後も見据えた地域振興策の展開及び関係人口の拡大など
に取り組む。

ポストコロナ観光・物産・移住定住等推進事業
決算書ページ

259
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成 果 と
課　　題

【成果】
　老朽化により立入禁止となっていた四阿を解体し展望テラスを整備したことにより，
既設の展望台に加え，亀山山頂からの新たな眺望の提供と山頂滞在の機会を創出した。
また，屋根のないテラスとしたことにより星空観察の場所としての活用が進んだ。
　さらに，亀山中腹駐車場から市道までの連絡道を改修し，観光客の利便性を高めた。
　併せて，亀山山頂部の施設の基本計画を取りまとめ，多様な関係機関との協議・調整
に必要な資料の作成，施設整備をするうえでの課題や概算事業費等をまとめた。
　
【課題】
　レストハウスから山頂付近までの遊歩道の改修や園地内の一体的な開発，整備。
　基本計画によって計画・検討している施設を３ヶ年計画で整備するにあたって，財源
確保としての内閣府との折衝。

一般財源

決算額 75,983,600 31,540,000 23,600,000 0 20,843,600

実施状況

１　四阿解体及びテラス整備
　金額：63,080千円
　業者：グリーン産業株式会社　仙台営業所
　工期：令和３年３月23日から令和３年９月30日まで

２　亀山中腹駐車場連絡道改修工事
　金額：5,973千円
　業者：株式会社共進
　工期：令和４年２月９日から令和４年３月31日

３　基本計画策定支援業務
　金額：6,930千円
　業者：パシフィックコンサルタンツ株式会社
　履行期間：令和３年12月14日から令和４年３月31日まで
　業務概要：(1)整備予定地における敷地の調査・分析
　　　　　　(2)計画内容の検討及び方針設定
　　　　　　(3)基本計画図，整備イメージ図の作成
　　　　　　(4)概算事業費の算出
　　　　　　(5)基本計画説明書の作成
　　　　　　(6)関係機関，市民等説明会の資料作成

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 95,906,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 亀山園地整備事業
決算書ページ

259

目的及び
事業内容

【目的】
　三陸復興国立公園内の亀山は，大島大橋の開通により，観光地としての重要性が増し
ているが，山頂付近の施設は老朽化が進んでおり施設のリニューアルが求められている
ことから，アクセス手段を含めた園地計画を策定し施設の再整備を図る。

【事業内容】
１　四阿解体及び展望テラス整備
２　亀山中腹駐車場連絡道改修工事
３　基本計画策定支援業務

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　２項　２目　観光施設費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進
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事 業 名 半造レストハウス改修事業
決算書ページ

259

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　２項　２目　観光施設費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進

目的及び
事業内容

【目的】
　宮城オルレ「気仙沼・唐桑コース」のゴール地点となっている「半造レストハウス」
は，老朽化が著しいことから，環境省の国立公園核心地利用施設上質化事業を活用し，
外装・内装・設備の改修やインバウンド受入環境を整備することで，リピーターの増加
を図り，以って地域経済の発展を目指すもの。

【施設概要】
(1) 位　　置　　気仙沼市唐桑町小長根264番２
(2) 構造階数　　鉄骨造・コンクリートブロック造平屋建て
(3) 延床面積　　198.8㎡

一般財源

決算額 43,291,875 18,673,000 18,600,000 0 6,018,875

実施状況

１　改修工事
　　　工事概要　　解体：コンクリートブロック造73.68㎡
　　　　　　　　　改修：鉄骨造128.89㎡
　　　工　　期　　令和３年10月25日から令和４年３月25日まで
　　　請負金額　　37,346千円

２　備品設備
　　　内　　容　　テーブル，イス，ベンチ，カウンター，カーテン，厨房設備，
　　　　　　　　　アクリル板
　　　合計金額　　5,946千円

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 43,347,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　環境省と連携のうえ，老朽化した施設を再整備し外装，内装，設備等の改修を行っ
た。

【課題】
　唐桑オルレコース起終点である唐桑半島ビジターセンターとの一体的な運営体制の強
化。
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事 業 名 海水浴場開設準備事業
決算書ページ

259～261

目的及び
事業内容

【目的】
　海水浴場を開設する観光協会と連携し，安全安心な海水浴場の開設と運営を実施し，
利用客に事故なく快適な海水浴を提供するとともに，海の家事業者など関連事業者の振
興に寄与する。また震災で休止していた御伊勢浜及び大谷海水浴場の開設を目指し準備
を行う。

【事業内容】
(1)御伊勢浜海水浴場・大谷海水浴場の開設準備
　　案内看板の設置
　　備品購入　等
(2)市内４か所の海水浴場の開設
　　トイレ・シャワー施設の清掃
　　海水浴場の安全管理
　　仮設トイレの設置
　　監視塔・資材倉庫の設置　等

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　２項　２目　観光施設費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進

一般財源

決算額 8,355,271 0 0 0 8,355,271

実施状況

１　海水浴場の状況
　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により全ての海水浴場が閉鎖となった
が，令和３年度はガイドラインに基づく感染対策を実施のうえ，下記海水浴場を開設し
た。特に大谷海水浴場は震災後11年ぶりの再会となり，地元が寄せる期待も大きかっ
た。
　一方で８月に入り肌寒い日が続くなど天候に恵まれなかったこと，そして令和３年８
月12日（木）には宮城県・仙台市独自の緊急事態宣言が発出されたことから，これら３
つの海水浴場は13日を以て営業を終了し，海水浴場を閉鎖した。

＜小田の浜海水浴場＞　開設期間　７月17日～８月13日　入込数　15,854人
＜小泉海水浴場＞　　　開設期間　７月17日～８月13日　入込数　 3,285人
＜大谷海水浴場＞　　　開設期間　７月17日～８月13日　入込数　12,604人

２　御伊勢浜海水浴場開設の延期
　新型コロナウイルス感染症の影響により，開設を１年延期し，令和３年度は開設しな
かった。

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 11,885,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　新型コロナウイルス感染症対策を実施し，市内３海水浴場を開設した。天候やコロナ
禍により入込数は振るわなかったが，天候が良かった７月後半は活況を呈した。
御伊勢浜海水浴場は新型コロナウイルス感染症の影響により令和３年度は開設せず。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症の動向を見ながら，感染対策に留意し運営する。
　御伊勢浜海水浴場は令和４年度の開設に向け準備を行う。
　水質AAを誇り環境省の快水浴場百選である市内４海水浴場のさらなる魅力向上とPRの
強化。
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事 業 名 ＥＣＯシェアサイクルによる環境共生型の観光地創造事業
決算書ページ

261

目的及び
事業内容

【目的】
　平成30年10月にオープンした宮城オルレ「気仙沼・唐桑コース」は，約10キロの片道
コースであり，ゴール地点からスタート地点までの戻り方が課題となっている。この課
題を解決し，観光客の利便性の向上を図るため，スタートとゴール地点に独立型ソー
ラーパネルで発電した電力を利用する電動アシスト自転車のシェアステーションを設置
する。

【事業内容】
１　ソーラーサイクルステーション　２基
　　　　　　　　　　　　　　　（唐桑半島ビジターセンター・半造レストハウス）
２　電動アシスト自転車　　　　　　10台
　　　　　　　　　　　　　　　（各ステーションに５台ずつ）

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　２項　２目　観光施設費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進

一般財源

決算額 9,578,700 9,578,700 0 0 0

実施状況

１　ソーラーサイクルステーション設置工事
　　契約金額：8,506千円
    工期：令和３年７月26日から令和４年２月28日まで

２　電動アシスト付き自転車購入（10台）
　　契約金額：1,073千円
　　納入日：令和３年12月20日

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,000,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　ソーラーサイクルステーション設置工事が完成し，電動アシスト付き自転車を10台購
入し配備したこと，及びシェアサイクルシステムが構築されたことにより，ゴール地点
からスタート地点までの戻り方の課題が緩和された。

【課題】
　今後は，ソーラーサイクルステーションが整備されたことの周知を図り，唐桑半島へ
の誘客増加に繋げていく。
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事 業 名 漁火パーク改修事業
決算書ページ

261

目的及び
事業内容

【目的】
　「国民宿舎からくわ荘」の解体に伴い，地域のコンベンション機能の代替施設を確保
するため，漁火パークを改修整備するもの。

【施設概要】
(1) 位　　置　　気仙沼市唐桑町北中98番18
(2) 構造階数　　鉄筋コンクリート造２階建て
(3) 延床面積　　763.27㎡

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　２項　２目　観光施設費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進

一般財源

決算額 35,144,780 10,000,000 18,100,000 0 7,044,780

実施状況

１　改修工事
　　　改修箇所：１階（テラス，多目的室，女子トイレ）
　　　　　　　　２階（和室，廊下，倉庫）
　　　工　　期：令和３年９月９日から令和３年12月24日まで
　　　請負金額：28,188千円

２　備品設備
　　　内　　容：パーテーション，テーブル，イス，ステージ，演台，カーテン，
                音響設備等
　　　合計金額：6,957千円

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 35,219,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　各種行事や団体旅行等，約80名の受入れが可能となる施設に改修した。

【課題】
　利用促進に向けた漁火パークの指定管理事業者と地域関係者の連携による施設の周知
強化。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　建築及び外構工事と並行して指定管理者と運営方法について意見交換を重ね，施設の
装飾をはじめ設備及び什器備品等を決定。令和２年度末に開業を果たした。令和３年度
は外構工事にて仮設駐車場の整備と太陽光蓄電池システム及び駐輪場上屋の設置工事を
行ない，施設機能の拡充を図った。

【課題】
　開業以降，多くの利用客が訪れているが，品切れや提供に時間を要すること等も時々
生じた。当該施設の効果を最大にするため，商品を途切らせない供給及び運営方法，ま
た，オール気仙沼の商材のさらなる充実について，指定管理者とともに検討が必要。

一般財源

決算額 168,053,400 0 0 0 168,053,400

実施状況

１　外構工事
　(1) 工事概要：整備面積13,141㎡
　　　　　　　　駐車場，イベント広場，緑地帯，シェルター，メイン看板等
　(2) 工　　期：令和２年６月27日から令和３年６月30日まで
　(3) 工事請負金額：250,671千円（うち令和３年度支出額136,271千円）
　(4) 工事監理業務： 25,282千円

２　その他工事
　(1) 太陽光蓄電池システム設置工事　  　5,904千円
　(2) 駐輪場上屋設置工事　　　　　　   　 583千円
　(3) 駐輪場上屋設置工事完了検査手数料　   13千円

　　（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金［令和２年度繰越事業］　58,374千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 197,646,000 国(県)支出金 市債 その他

261,357

目的及び
事業内容

【目的】
　道路利用者に良好な休憩の場を提供するとともに，観光情報等の発信，農林水産物及
び地域特産品の販売等による地域交流の推進を通じて，本市の持続的な産業振興及び活
性化を図る。
　また，近接した三陸道のフルインターチェンジ，風光明媚な大谷海岸の好立地を活か
した誘客を行うとともに，二次交通が複数停車する駅である交通結節点として，本市の
観光周遊を促し，さらなる交流人口の拡大に寄与する拠点としていく。

【事業内容】
　敷地面積 14,868㎡
　建築面積 1,503.87㎡　延床面積 1,483,17㎡

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進

所 管 課 産業部観光課 予算科目
７款　２項　２目　観光施設費
11款　４項　１目　その他公共施設・公用施設災害復旧費

事 業 名
道の駅「大谷海岸」整備事業（東日本大震災復興交付金事業），
道の駅「大谷海岸」災害復旧事業

決算書ページ
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成 果 と
課　　題

【成果】
　公設民営による亀山園地の基盤整備（アクセス手段・レストハウス等）を進めるうえ
で，市内外の民間事業者を対象に民間活力導入可能性調査を実施した結果，公設民営が
見込める唯一の事業プランとしては，アクセス手段はモノレール，ルートは亀山中腹駐
車場からであるとの確証を得た。
　
【課題】
　運営事業者の選定
　収支計画を含んだ事業計画の策定
　官民の役割分担整理

一般財源

決算額 6,743,000 6,743,000 0 0 0

実施状況

〇　気仙沼大島・亀山における民間活力導入可能性調査業務
　(1) 調査期間　令和３年７月28日から令和４年３月11日まで
　(2) 調査概要　ア　民間活力導入可能性調査（サウンディング調査）
　　　　　　　　イ　民間事業者に参画条件等のヒアリング
　　　　　　　　ウ　公共事業の整理（整備施設，事業費算出，包括範囲の検討）
　　　　　　　　エ　事業手法の検討（DBO・PFI等）
　　　　　　　　オ　官民それぞれの負担額等の検討

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,864,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 亀山における民間活力導入可能性調査事業
決算書ページ

261

目的及び
事業内容

【目的】
　亀山園地を含む大島において，官民連携による地域活性化のための基盤整備を推進す
るために必要な項目の調査及び施設の整備・運営手法に関する調査（民間活力導入可能
性調査）を行うもの。

【事業内容】
　調査及び施設の整備・運営手法に関する調査（民間活力導入可能性調査）

所 管 課 産業部観光課 予算科目 ７款　２項　２目　観光施設費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進
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成 果 と
課　　題

【成果】
　国道284号の高規格道路の早期実現を目指し，官民が連携した「国道284号高規格道路
建設促進期成同盟会」を設立した。

【課題】
　国道284号は，管理主体の岩手・宮城両県の長期的な道路整備計画である広域道路交
通計画において，一般広域道路の位置付けとなっており，高規格道路への格上げを要望
し，関係自治体である一関市，陸前高田市，平泉町等と連携を図り，事業化を目指して
いく。

一般財源

決算額 100,000 0 0 0 100,000

実施状況

○　国道284号高規格道路建設促進期成同盟会の活動状況

　・国道284号高規格道路建設促進期成同盟会の設立
　　設立日　令和４年３月16日

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 100,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
国県道整備促進事業
（（仮称）国道284号高規格道路建設促進期成同盟会負担金）

決算書ページ

265

目的及び
事業内容

【目的】
　沿線及び三陸沿岸地域の産業振興，交流圏の拡大及び災害時等における緊急輸送や代
替機能確保を図るため国道284号の高規格化を促進する。

【事業内容】
　高規格道路建設促進を図るため，国道284号高規格道路建設促進期成同盟会に対し，
負担金を支出する。

所 管 課 建設部土木課 予算科目 ８款　１項　１目　土木総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）①道路網の整備
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事 業 名
国県道整備促進事業
（気仙沼・唐桑最短道整備促進期成同盟会負担金）

決算書ページ

265

目的及び
事業内容

【目的】
　気仙沼・唐桑最短道(主要地方道気仙沼唐桑線のうち唐桑町馬場地内から浪板地内ま
での区間延長約7.8ｋｍ)の整備促進を図る。

【事業内容】
　宮城県及び宮城県議会に対する要望活動や整備促進のための啓蒙・啓発活動等を行う
気仙沼・唐桑最短道整備促進期成同盟会に対し，負担金を支出する。

所 管 課 建設部土木課 予算科目 ８款　１項　１目　土木総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）①道路網の整備

一般財源

決算額 300,000 0 0 0 300,000

実施状況

○　気仙沼・唐桑最短道整備促進期成同盟会の活動状況

　(1) 気仙沼・唐桑最短道の整備に関する要望
      要望日　　令和４年３月１日（郵送による）
      要望先　　宮城県知事，宮城県議会議長

　(2) 気仙沼・唐桑最短道整備促進ＰＲ用看板設置（２箇所）
    ①設置場所　　気仙沼市東八幡前地内
　 　 サイズ　　　縦1,800mm・横2,700mm
    ②設置場所　　気仙沼市唐桑町東舞根地内
　　　サイズ　　　縦1,500mm・横5,000mm

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 300,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　毎年，継続して要望活動を行ったことで，応急的な対策ではあるものの，地元の意見
を伺いながら，現道の狭隘箇所の拡幅や待避所設置等の対策を実施することとなった。
　また，整備促進ＰＲ用看板の設置により，気仙沼・唐桑最短道整備促進運動の認知度
向上が図られた。

【課題】
　県における「気仙沼・唐桑最短道」の早期事業化と宮城の道づくり基本計画への明確
な位置付けが求められる。
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事 業 名 街路防犯灯整備事業
決算書ページ

269

目的及び
事業内容

　夜間における交通事故防止と犯罪防止のため，街路防犯灯の整備及び維持管理を行
う。
　既設街路防犯灯の灯具をLED化し，消費電力を削減するとともに二酸化炭素排出の抑
制を図る。
　安全上の観点から，今後，経年劣化の進行により倒柱に至る可能性がある木柱を撤
去，一部防犯灯を移設する。

所 管 課 建設部土木課 予算科目 ８款　２項　１目　道路橋梁総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（１）③交通安全対策と防犯対策の充実

一般財源

決算額 44,262,255 1,839,200 0 0 42,423,055

実施状況

１　街路防犯灯灯具交換業務　　　（みやぎ環境交付金　21灯） 　　1,839千円

２　防犯灯設置工事　　　　　　　（26灯）                       3,093千円
　　松川ボックス照明設置工事　　（４灯）                       2,200千円
　　道路照明ランプLED化工事　　 （５灯）　　　　　　　　　　　 　382千円
　　防犯灯木柱撤去工事　　　　　（木柱撤去84基　復旧20灯）　　 9,087千円
　

３　街路防犯灯維持管理
　(1) 消耗品費　　 　　　　　　　　　　 79千円
　(2) 修繕料　　           　　　　  3,276千円
　(3) 光熱水費（電気料金）　　　　　24,306千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 45,214,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　FL20型（20W蛍光管）の灯具21灯をLED6.3W×18灯,LED8.1W×3灯の灯具に交換するこ
とにより，消費電力を抑え，二酸化炭素排出量を年間659㎏－CO2削減した。

LED灯 水銀灯 ナトリウム灯 蛍光灯等 合計

3,484 149 298 2,512 6,443

街路防犯灯設置数

令和4年3月31日現在

（単位：灯）
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事 業 名 道路新設改良事業
決算書ページ

273

目的及び
事業内容

【目的】
　安心・安全なまちづくり形成のため，道路整備と橋梁等構造物の点検を行う。

【事業内容】
１　社会資本整備総合交付金事業
　(1) 小鯖鮪立線（延長1,420ｍ，幅員9.25ｍ）　(2) 明戸瀬向線（延長476ｍ，幅員9.5ｍ）
２　防災・安全社会資本整備交付金事業
　・橋梁補修
３　地方創生道整備推進交付金事業
　・羽田川上線（延長3,270ｍ，幅員6.5ｍ）
４　道路メンテナンス補助事業
  (1) 橋梁補修　(2) トンネル補修　(3) 定期点検
５　単独事業
　・常楽10号線（延長207ｍ，幅員4.0ｍ）

所 管 課 建設部土木課 予算科目 ８款　２項　３目　道路新設改良費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）①道路網の整備

一般財源

決算額 276,768,980 126,826,000 123,900,000 0 26,042,980

実施状況

１　社会資本整備総合交付金事業
　(1) 小鯖鮪立線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,146千円
　　ア　道路改良工事　　　　　　　　　　　　　　　　 30,504千円
　　イ　工事負担金　　　　　(令和元年度繰越事業) 　　 7,642千円
　(2) 明戸瀬向線 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,491千円
　　・ 道路改良工事　　　　　　　 　　　　      　　 50,046千円
　　・ 補償費　　　　　　 　(令和２年度繰越事業) 　　   445千円
２　防災・安全交付金事業
　・　橋梁補修 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　23,403千円
　　ア　測量設計等業務委託　(令和２年度繰越事業)　　 11,358千円
　　イ　補修工事 （１橋）　 (令和元年度繰越事業)　　 12,045千円
３　地方創生道整備推進交付金事業
　・ 羽田川上線  　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　54,955千円
　　・ 道路改良工事　　　 　(令和元年度繰越事業)　　 54,955千円
４　道路メンテナンス補助事業
　(1) 橋梁補修　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　   42,711千円
　　・ 補修工事　（１橋）　　　　　　　　　　　　　  42,711千円
　(2) トンネル補修　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　    4,950千円
　　・ 測量設計等業務委託　（１箇所）　　　　　　　　 4,950千円
　(3) 道路定期点検　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,728千円
　　・ 橋梁点検　（46橋）　　　　　　　　　　　　　　 9,728千円
５　単独事業
　(1) 常楽10号線　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　31,599千円
　　・ 道路改良工事　　　　(令和２年度繰越事業)  　  31,417千円
　　・ 補償費　　　　　　  (令和２年度繰越事業)  　　    58千円
　　　　　　 　　　　　　  (令和元年度繰越事業)  　　   124千円
  (2)　測量設計等業務委託　　　 　　　　　　　　           　　  18,150千円
　　・ 測量設計等業務委託　(令和２年度繰越事業)  　  18,150千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,456,922,100 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　工事（事業）完了
　　・常楽10号線，事業区間全線供用開始（Ｒ３．10）
　　・道路定期点検の結果に基づく橋梁補修工事　２橋（中平橋，大川橋）完了（Ｒ４.３）
　　・明戸瀬向線，道路改良工事　Ｌ＝290ｍ完了（Ｒ４.３）

【課題】
　社会資本整備総合交付金，防災・安全交付金事業については，早期完了に向け，県と調整を進め
ていく。
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事 業 名 道路新設改良事業（社総交復興枠）
決算書ページ

273

目的及び
事業内容

【目的】
　安全・安心なまちづくり形成のため，道路整備を行う。

【事業内容】
　１　朝日町赤岩港線（延長500ｍ，幅員11.5～20.0ｍ）
　２　本郷古町線（延長725ｍ，幅員16.0ｍ）
　３　岩尻縦貫線（延長525ｍ，幅員9.5ｍ）
　４　菖蒲沢線外１路線（延長2,295ｍ，幅員10.0ｍ）

所 管 課 建設部土木課 予算科目 ８款　２項　３目　道路新設改良費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－８暮らし（２）①道路網の整備

一般財源

決算額 1,593,816,450 973,910,000 0 0 619,906,450

実施状況

１ 朝日町赤岩港線　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　882,824千円
　(1) 道路改良工事　　　　（令和２年度繰越事業) 　　881,765千円
  (2) 補償費　　　　　　  （令和２年度繰越事業) 　　  1,059千円

２ 本郷古町線　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 85,845千円
　(1) 工事監督支援業務　　（令和２年度繰越事業）　　  9,962千円
　(2) 道路改良工事　　　　（令和２年度繰越事業） 　  61,755千円
  (3) 補償費　　　　　　  （令和２年度繰越事業）　　 14,128千円

３ 岩尻縦貫線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　 322,559千円
　(1) 工事監督支援業務　　（令和２年度繰越事業）　　  4,686千円
  (2) 道路改良工事　　　  （令和元年度繰越事業）　　317,628千円
　(3) 補償費　　　　　　  （令和２年度繰越事業）　　    245千円

４ 菖蒲沢線外１路線　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　293,552千円
　・ 道路改良工事　　　 　（令和元年度繰越事業）　　293,552千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,826,560,800 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　工事完了　　岩尻縦貫線，菖蒲沢線外１路線

【課題】
　関連他事業との工程調整に努め，令和４年度の事業完了に向けて事業を進める。
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事 業 名 道路整備事業（復興交付金）
決算書ページ

273

目的及び
事業内容

【目的】
　震災により被災した地域から避難施設及び市街地へのアクセス機能の拡充を図る。

【事業内容】
１　菖蒲沢線(延長500ｍ，幅員10.0ｍ)
２　五駄鱈北沢線（延長112ｍ，幅員5.5ｍ）
３　発注者支援業務
４　道路案内標識等整備

所 管 課 建設部土木課 予算科目 ８款　２項　３目　道路新設改良費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－８暮らし（２）①道路網の整備

一般財源

決算額 216,665,664 0 0 0 216,665,664

実施状況

１　菖蒲沢線                                                  89,701千円
　・道路改良工事　　　　（令和２年度繰越事業）　　68,698千円
　　　　　　　　　　　  （令和元年度繰越事業）　　21,003千円

２　五駄鱈北沢線                                              24,794千円
　(1) 道路改良工事　　  （令和２年度繰越事業）　　11,890千円
　(2) 用地費　      　　（令和２年度繰越事業）　　 4,245千円
　(3) 補償費　　　      （令和２年度繰越事業）　　 8,659千円

３　発注者支援業務  　　（令和２年度繰越事業）                66,587千円

４　道路案内標識等整備                                        35,583千円
　(1) 測量設計等業務委託（令和２年度繰越事業） 　　8,030千円
  (2) 設置工事 （８基） （令和２年度繰越事業）　　27,553千円

　（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金［令和元年度繰越事業］　 16,802千円）
　（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金［令和２年度繰越事業］　156,528千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 246,111,400 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　工事完了　　　菖蒲沢線，道路案内標識等整備（８基）

【課題】
　関係機関との協議を進め，令和４年度の早期事業完了を図る。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　防災集団移転団地につながる道路の拡幅等により，団地居住者及び周辺住民の安全で
快適な住環境の整備を行うことができた。

【課題】
　施工会社の施工体制が調わず工期内完成しなかったことから契約解除し，新たな契約
に不測の日数を要したため工事に遅れが生じた。適切な工程管理により事業推進を図
り，令和４年度内に全ての事業が完了する予定。

一般財源

決算額 557,482,067 0 0 0 557,482,067

実施状況

１　令和２年度分（繰越事業）

　(1) 防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業
　　　ア　長磯浜地区　　　（道路改良工事）            　　　　　1,364千円
　　　イ　最知川原第２地区（道路改良工事・物件補償）　　　　　 18,794千円
　　　ウ　面瀬地区　　　　（道路改良工事・物件補償）  　　　　 30,597千円
　　　エ　松崎前浜地区　　（道路改良工事）　　　　　  　　　　　3,410千円
　(2) 復興地域づくり加速化事業（赤岩杉ノ沢地区神山川横断歩道橋整備事業）
　　　　　　　　　　　　（歩道橋工事）　　　　　　　　　　　　142,907千円
　(3) 防災集団移転先団地（面瀬・最知川原第２地区）関連歩道整備事業
　　　　　　　　　　　　（道路改良工事）　　　　　　 　　　　 101,642千円

２　令和元年度分（繰越事業）

　(1) 防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業
　　　ア　長磯浜地区　　　（道路改良工事）　　　　　　 　　　  31,085千円
　　　イ　松崎前浜地区　　（道路改良工事・物件補償）　 　　　  79,774千円
　  　ウ　面瀬地区　　　　（道路改良工事）　　　　　　　 　 　 55,635千円
　(2) 復興地域づくり加速化事業（赤岩杉ノ沢地区神山川横断歩道橋整備事業）
　　　　　　　　　　　　（歩道橋工事）　　　　　　　　　  　　 75,669千円
　(3) 防災集団移転先団地（面瀬・最知川原第２地区）関連歩道整備事業
　　　　　　　　　　　　（道路改良工事・物件補償）　　　  　　 16,605千円

  　（東日本大震災復興交付金事業繰入金［２年度繰越事業］　236,030千円）
　　（東日本大震災復興交付金事業繰入金［元年度繰越事業］　207,013千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 645,822,522 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業（東日本大震災復興交付金事業）
決算書ページ

275

目的及び
事業内容

【目的】
　防災集団移転促進事業により新たに整備した団地へのアクセス道路を整備し，団地周
辺の利便性と安全性を確保する。

【事業内容】
　防災集団移転道路整備　４地区
　赤岩杉ノ沢地区神山川横断歩道橋整備
　防災集団移転先団地関連歩道整備

所 管 課 建設部住宅課 予算科目 ８款　２項　３目　道路新設改良費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－８暮らし（２）①道路網の整備

-278-



成 果 と
課　　題

【成果】
　警察署等との共同点検結果や地域住民等の要望を取りまとめて緊急性の高い箇所から
交通安全施設の整備を進め，危険箇所を解消することにより，交通環境の改善が図られ
た。

【課題】
　通学路を含めた共同点検等による，交通安全施設の新設・改良要望への対応が必要と
なる。

一般財源

決算額 5,929,055 0 0 0 5,929,055

実施状況

１　交通安全施設設置工事　　　　　4,840千円
　(1) 側溝工　１路線
　　　　内訳　下原団地２号線　L＝2.6ｍ
　(2) 区画線工　12路線
　　　　内訳　三日町古町線　L＝877ｍ　大石倉水梨子線外１路線　L＝285ｍ
　　　　　　　田中百目木線　L＝８ｍ　 下赤田宝ヶ沢線外１路線　L＝450ｍ
　　　　　　　宝ヶ沢寺沢線　L＝40ｍ　 原後原線　L＝６ｍ
　　　　　　　瀬向12号線外３路線　L＝50ｍ
  (3) 道路付属物工
　　  ア　線形誘導標　３路線
　　　　  内訳　大石倉水梨子線外１路線　２基，宝ヶ沢寺沢線　３枚
　　  イ　道路反射鏡　９箇所　９基
　　　　  内訳　切通地内（２基），和野地内，岩月寺沢地内，最知南最知地内，
　　　　　　　　長磯下原地内，波路上内田地内，松崎柳沢地内，茗荷沢地内

２　交通安全施設修繕　　　　　　  　792千円
　・ 道路反射鏡修繕　11箇所　11基

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,000,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 交通安全対策事業
決算書ページ

275

目的及び
事業内容

【目的】
　交通環境の改善により，児童・生徒等の交通事故防止を図る。

【事業内容】
　通学路を中心に，地域の道路状況に即応した交通安全施設を整備する。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ８款　２項　６目　交通安全対策事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（１）③交通安全対策と防犯対策の充実
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成 果 と
課　　題

【成果】
　浚渫業務の実施により，流下能力の確保が図られた。

【課題】
　繰越事業となっているが，出水期（令和４年６月～10月）前の完了に努める。

一般財源

決算額 2,560,000 0 2,500,000 0 60,000

実施状況

○　緊急浚渫推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,560千円
　(1) 普通河川松川川浚渫業務　　　　　　　１河川　Ｌ＝470ｍ
　(2) 普通河川濃野沢川外２河川浚渫業務　　３河川　Ｌ＝520ｍ
　(3) 普通河川午王野沢川外２河川浚渫業務　３河川　Ｌ＝220ｍ

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 49,600,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 緊急浚渫推進事業
決算書ページ

277

目的及び
事業内容

【目的】
　市管理河川において，堆積土砂の浚渫及び支障木の伐採を行い，河川の維持管理を図
る。

【事業内容】
　７河川，延長1,210ｍ

所 管 課 建設部土木課 予算科目 ８款　３項　１目　河川費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実
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事 業 名 官民連携まちなか再生推進事業
決算書ページ

279

目的及び
事業内容

【目的】
　現庁舎移転後の跡地周辺及び内湾地区について，新たな賑わいの創出を図る。

【事業内容】
　庁舎移転後の現庁舎跡地及びその周辺地区について，官民連携による協議体であるプ
ラットフォームを組織し，エリアの目指す将来像として未来ビジョンを検討・策定す
る。

所 管 課 建設部都市計画課 予算科目 ８款　４項　１目　都市計画総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）②市街地の整備

一般財源

決算額 16,247,160 13,488,900 0 0 2,758,260

実施状況

〇 官民連携まちなか再生推進支援業務　　　  　　  　 15,489千円
 (1) 対象エリアの基礎調査，土地活用意向調査等
 (2) 関係者マインド醸成
 (3) エリアプラットフォーム形成支援
 (4) 未来ビジョンの策定支援

  現庁舎移転後の跡地周辺（三日町・八日町周辺）及び内湾地区のまちづくりに向け
て，現況を把握するため，エリアの基礎調査や土地建物所有者を対象に土地活用や事業
継続に関するアンケート調査を実施した。併せて講師を招聘し，講演会「新たなまちづ
くりのプロセスと実践」を実施する等，エリアプラットフォーム設立の準備を進めた。
　令和３年６月に官民連携による協議体である「気仙沼まちなかエリアプラットフォー
ム」を発足し，「海」「食」「回遊」「働く」「歴史・未来」の５つのテーマに分かれ
て，未来ビジョンの議論・検討を進めた。検討にあたっては，先進地から講師を招聘
し，「公共空間の利活用と水辺のまちづくり」，「空き家再生とエリアリノベーショ
ン」についてトークセッションの開催や，青森県八戸市へ企業誘致による賑わいの創出
について視察を実施した。令和４年３月には，民間発想による「気仙沼まちなかエリア
未来ビジョン」をまとめ，地域関係団体に向けて意見交換会を開催した。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 17,021,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　令和３年６月に「気仙沼まちなかエリアプラットフォーム」を発足し，令和４年３月
にエリアの目指す将来像をとりまとめた未来ビジョン「みんなの母港大作戦！～復旧・
復興から・沸騰へ～」を地域向けに発表を経て，とりまとめた。

【課題】
　エリアの目指す将来像実現のための事業について実現可能性や持続可能な事業実施体
制を検討する必要がある。また，エリア全体の賑わいの創出と併せて，現庁舎移転後の
跡地周辺については，市においても有効な活用方策の検討を引き続き進めていく必要が
ある。
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成 果 と
課　　題

　既存施設の解体後に地元企業からのトイレ新築寄贈を受け，利用者の快適性の向上が
図られた。

一般財源

決算額 900,000 0 0 0 900,000

実施状況

〇　田谷公園トイレ解体工事　　　　　　　　　　　　　　　　    　900千円
　 （解体建物）
　　　構造・階数：コンクリートブロック造（一部木造）・平屋建て
　　　床面積：5.67㎡

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 986,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 都市公園トイレ改修事業
決算書ページ

279

目的及び
事業内容

【目的】
　都市公園内のトイレについて，公園利用者が快適にトイレを利用することができるよ
うに，公共下水道の供用に併せて，計画的に水洗化へ整備改修を行う。

【事業内容】
  田谷公園トイレの新設に伴い，既存トイレの解体を行う。

所 管 課 建設部都市計画課 予算科目 ８款　４項　２目　公園費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）③公園整備と緑化推進
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79%

成 果 と
課　　題

【成果】
　用地取得及び造成工事等を実施し，事業の進捗を図った。

【課題】
　隣接している工事との施工調整を図り，令和４年度の事業完了に向けて事業を進め
る。

【事業進捗率（執行額ベース）】

全体 用地取得 物件等補償 工事

88% 100% 100%

一般財源

決算額 101,310,297 0 0 0 101,310,297

実施状況

１　施設整備工事　　　　　　　　　　　            99,236千円
　
２　用地取得　　　　　　　　　　　　　             1,874千円

（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金[２年度繰越事業]　　　　 80,888千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 326,445,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 南気仙沼復興市民広場整備事業（東日本大震災復興交付金事業）
決算書ページ

279

目的及び
事業内容

【目的】
　従前利用していた公園・広場の機能を集約し，市民広場を整備することにより，市民
の憩いの場，スポーツや運動の場等として多目的な利用を図る。

【事業内容】
　南気仙沼復興市民広場　　面積　約5.0ha

所 管 課 建設部都市計画課 予算科目 ８款　４項　２目　公園費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－８暮らし（２）③公園整備と緑化推進
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73%

成 果 と
課　　題

【成果】
　南気仙沼防災公園の造成工事等を実施し，事業の進捗を図った。

【課題】
　南気仙沼防災公園に隣接して実施している工事との施工調整を図り，令和４年度の事
業完了に向けて事業を進める。

【事業進捗率（執行額ベース）】

全体 用地取得 物件等補償 工事

79% 100% -

一般財源

決算額 59,792,237 0 0 0 59,792,237

実施状況

１　整備工事　　　　　　　　　　　　　58,710千円

２　補償費　　　　　　　　　　　　　　 1,061千円

（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金[２年度繰越事業]　44,828千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 214,445,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 防災公園整備事業（東日本大震災復興交付金事業）
決算書ページ

279

目的及び
事業内容

【目的】
　一時避難所として活用できる避難築山を備えた防災公園を整備することで，災害時に
はガレキ置き場や緊急支援活動の場として利用し，通常時はレクリエーションや憩いの
場として活用を図る。

【事業内容】
　南気仙沼防災公園　　面積　約2.0ha

所 管 課 建設部都市計画課 予算科目 ８款　４項　２目　公園費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－８暮らし（２）③公園整備と緑化推進
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成 果 と
課　　題

【成果】
　安波山公園ほしのてらすと気仙沼公園の外灯を整備することで，利用者の安全確保や
快適性，利便性の向上が図られた。

【課題】
　管理する公園数の増加による維持管理費の増加が課題として挙げられる。

一般財源

決算額 19,408,400 18,568,000 0 0 840,400

実施状況

１　気仙沼公園施設（外灯）整備工事　　　 　　　　　　　　　　　　840千円
　　気仙沼公園内に外灯を整備
　　（整備内容）外灯灯具設置５台

２　安波山公園施設改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,568千円
　　安波山公園ほしのてらす（木造・63.5㎡）改修
　　（解体及び改修）木造　63.5㎡
　　　　　　　　　　３密対策
　　　　　　　　　　（ソーシャルディスタンス確保を促す表示プレート設置）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 19,834,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
施設の維持管理に関する経費
（気仙沼公園施設整備工事，安波山公園施設改修工事）

決算書ページ

279～281

目的及び
事業内容

【目的】
　１　気仙沼公園施設整備工事
　　　駐車場としても利用可能なスペースとして暫定復旧した気仙沼公園（旧市民グラ
　　ウンド）に外灯を整備することにより，利用者の利便性向上を図る。

　２　安波山公園施設改修工事
　　　ポストコロナ時代の観光誘客を図るため，安波山公園ほしのてらすを改修すると
　　ともに，３密対策（ソーシャルディスタンス確保を促す表示プレートの設置）を行
　　い，安全で快適性の高い空間を創出する。

【事業内容】
　１　気仙沼公園施設整備工事
　　　気仙沼公園内（旧市民グラウンド）に新たに外灯を設置

　２　安波山公園施設改修工事
　　　老朽化した安波山公園ほしのてらすの改修

所 管 課 建設部都市計画課 予算科目 ８款　４項　２目　公園費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）③公園整備と緑化推進
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成 果 と
課　　題

【成果】
　用地補償及び道路改良工事等を実施し，事業の進捗を図った。

【課題】
　隣接している工事との施工調整を図り，令和４年度の事業完了に向けて事業を進め
る。

【事業進捗率（執行額ベース）】

全体 用地取得 物件等補償 工事

95% 100% 100% 94%

一般財源

決算額 2,288,500,537 0 0 7,970,000 2,280,530,537

実施状況

１　魚市場中谷地線　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　373,230千円
　(1) 境界杭復元業務　　　　　　　　　　　　　　848千円
　(2) 旧橋撤去工事　　　　　　　　　　 　   372,382千円
２　潮見町赤岩五駄鱈線(第１工区)　　　　　　　　　　　　 1,026,161千円
  (1) 境界杭復元業務　　　　　　　　　　　　  2,491千円
　(2) 道路改良工事　　　　　　　　　　　　　817,903千円
　(3) 補償　　　　　　　　　　　　　　　　　205,767千円
３　潮見町赤岩五駄鱈線(第２工区)　　　　　　　　　　　　　  49,567千円
　(1) 道路改良工事　　　　　　　　　　　　　 45,483千円
　(2) 用地            　　　　　　　　　　 　 4,084千円
４　南町魚市場線(第１工区)　　　　　　　　　　　　　 　  　303,487千円
  (1) 道路改良工事                          259,881千円
　(2) 用地・補償　　　　　　　　　　　　　 　43,606千円
５　南町魚市場線(第２工区) 　　　　　　　　　　　　　　　   29,678千円
　(1) 道路改良工事　　　　　　　　　　　　　 13,588千円
  (2) 補償　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,090千円
６　本町宮口下線（第１工区）　　　　　　　　　　　　  　　 162,908千円
　(1) 境界杭復元業務　　　　　　　　　　　　  1,669千円
　(2) 道路改良工事　　　　　　　　　　　　　161,239千円
７　発注者支援事業業務　　　　　　　　　　　  　　　　　　 278,798千円

（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金[２年度繰越事業]　1,766,698千円）
（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金[元年度繰越事業]　　 12,454千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,077,213,250 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 街路整備事業（東日本大震災復興交付金事業）
決算書ページ

281～283

目的及び
事業内容

【目的】
　被災地域の都市計画道路を拡幅改良し，交通網の整備による復興へ向けた産業・経済
活動の活性化を図る。

【事業内容】
  １ 魚市場中谷地線(延長500ｍ,幅員20ｍ)２ 潮見町赤岩五駄鱈線(第１工区)(延長
1,120ｍ,幅員20ｍ)３ 潮見町赤岩五駄鱈線(第２工区)(延長470ｍ,幅員20ｍ)４ 南町魚
市場線(第１工区)(延長670ｍ,幅員16ｍ)５ 南町魚市場線(第２工区)(延長280ｍ,幅員16
ｍ)６ 本町宮口下線（第１工区）(延長700ｍ,幅員16ｍ)７ 発注者支援事業業務

所 管 課 建設部都市計画課 予算科目 ８款　４項　４目　街路事業費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－８暮らし（２）①道路網の整備
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【進捗状況　(令和４年３月末)】

【地区別決算額 ・ 財源内訳　(令和３年度分)】

事 業 名 被災市街地復興土地区画整理事業（東日本大震災復興交付金事業）
決算書ページ

283～285

目的及び
事業内容

　壊滅的な被害を受けた臨海部の市街地について，市民の生命及び財産を守り，安全で
利便性の高い住宅地等を再建するため，地盤の嵩上げ，道路・公園・ライフラインの整
備を行う。
　松崎片浜地区については，混在する市有地及び民有地の敷地を集約化し，共同利用等
による活気ある商業地等の形成を図る。

所 管 課 建設部都市計画課 予算科目 ８款　４項　５目　被災市街地復興推進事業費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－８暮らし（２）②市街地の整備

実施状況

地　区 施行面積 事業認可
進捗率

(土地引渡率)

①鹿折地区　 約42.0ha H25年3月 100%

②南気仙沼地区

単位：円

④松崎片浜地区 約 4.8ha H31年1月 100%

計 約90.6ha 100%

約32.5ha H25年3月 100%

③魚町・南町地区 約11.3ha H26年3月 100%

①鹿折，南気仙沼地区 120,562,729 0 0 0 120,562,729

地区 決算額
国(県)
支出金

市債 その他 一般財源

③松崎片浜地区 80,803,828 0 0 0 80,803,828

②魚町・南町地区 278,671,235 0 0 0 278,671,235

決算額 480,037,792 0 0 0 480,037,792

 （東日本大震災復興交付金事業繰入金[令和２年度繰越事業]　　 305,726千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 726,565,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

成 果 と
課　　題

【成果】
１　鹿折地区及び南気仙沼地区
　道路案内看板を設置し，全ての工事が完了した。清算金の徴収交付事務を実施した。

２　魚町・南町地区
　２箇所の公園整備等が完了し，残る１箇所の公園の完成時期を延伸した。清算金の徴
収交付事務を実施した。
　
３　松崎片浜地区
　一部の道路・公園の工事が完了し，全ての工事が完了した。清算金の徴収交付事務を
実施し，全ての徴収及び交付が完了した。
　
【課題】
　工事の加速化に取組み，残工事となっている公園の整備を完成させる。
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事 業 名 南気仙沼雨水幹線整備事業（東日本大震災復興交付金事業）
決算書ページ

285

目的及び
事業内容

【目的】
　河川や海域の水質保全と市街地の快適な生活環境づくりを図る。

【事業内容】
　南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業区域からの雨水を効率的に排水するた
め，雨水函渠等の排水施設を整備する。

所 管 課 建設部都市計画課 予算科目 ８款　４項　５目　被災市街地復興推進事業費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－８暮らし（２）⑥生活排水処理の推進と下水道の整備

一般財源

決算額 778,350,300 0 0 0 778,350,300

実施状況

１　事業場所　　南気仙沼地区

２　事業内容　　雨水函渠整備工事（L=272.1ｍ）　　　 　　756,900千円
　          　　発注者支援業務　　　　　　　　　　　　   21,450千円

（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金[２年度繰越事業] 522,795千円）
（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金[元年度繰越事業]　99,884千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 840,930,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

 令和４年３月に雨水函渠整備工事が完成したことにより，南気仙沼地区の排水機能が
確保された。
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事 業 名
被災市街地復興推進地域低地ゾーン土地利用促進事業
（東日本大震災復興交付金事業）

決算書ページ

285

目的及び
事業内容

【目的】
　南気仙沼地区の低地ゾーン土地利用促進事業区域において，盛土造成工事を行うこと
により被災市街地の土地利用の促進を図る。

【事業内容】
　・南気仙沼地区　　面積　27.4ha
　・鹿折地区　　　　面積　 4.0ha

所 管 課 建設部都市計画課 予算科目 ８款　４項　５目　被災市街地復興推進事業費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－８暮らし（２）②市街地の整備

成 果 と
課　　題

【成果】
　盛土造成工事及び用地測量を実施し，事業の進捗を図った。

【事業進捗率（面積ベース）】
・南気仙沼地区　　100％
・鹿折地区　　　　100％

一般財源

決算額 50,624,200 0 0 0 50,624,200

実施状況

１　盛土嵩上げ工事（A=2,000㎡） 　　　 7,724千円

２　権利者関係整備事業等業務委託　　　42,900千円

（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金[２年度繰越事業]　　　　40,499千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 131,260,000 国(県)支出金 市債 その他
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成 果 と
課　　題

　住宅再建に係る独自支援制度の実施により，国の制度のみでは支援が行き届かない被
災者の支援を行うことで，住まいの再建を後押しすることができた。
　制度未利用の世帯については，広報誌をはじめ，個別文書や電話連絡により周知し，
啓発に努めた。
　令和３年度で事業が終了になるため，制度の利用が見込まれる世帯については，個別
に状況を把握しながら円滑な事業推進と情報共有を図り申請漏れのないように努めた。

一般財源

決算額 169,495,000 0 0 169,495,000 0

実施状況

１　災害危険区域内被災者住宅再建事業　　　  12件　  16,524千円
　　＜補助内容＞　住宅建築及び修繕に係る借入利息又は実費補助等
　(1) 当該年度分　　　　　　　　　　　    　９件　　12,084千円
　(2) 制度見直しに伴う追加支給分　　 　   　３件　　 4,440千円

２　災害危険区域外被災者住宅再建事業　　　  ８件　　31,854千円
　　＜補助内容＞　住宅建築及び修繕に係る借入利息等
　(1) 当該年度分　　　　　　　　　　　    　６件　　30,708千円
  (2) 制度見直しに伴う追加支給分　　 　   　２件　　 1,146千円

３　制度未利用被災者等住宅再建事業　　      47件　  79,856千円
　　＜補助内容＞　住宅建築及び修繕に係る実費補助
　　　　　　　　（市内の災害危険区域外で再建した場合のみ）
　(1) 当該年度分 　　　  　　　　　　 　    33件　  72,682千円
　(2) 制度見直しに伴う追加支給分  　　      14件　   7,174千円

４　引越費用助成事業　　　　　　　　 　     ７件　　 1,011千円
　　＜補助内容＞　住宅再建時の引越費用補助
　(1) 災害公営住宅　　　　　　　     　     ２件　　 　222千円
　(2) 災害危険区域内住宅再建　　　　　      ３件　　　 466千円
　　 （※建築制限適用除外認定を受けて住宅再建された方）
　(3) 市内賃貸住宅等　　　　　     　　     ２件　 　  323千円

５　市内防災集団移転者住宅再建補助事業      １件　　 2,000千円
　　＜補助内容＞　住宅建築に係る実費補助

６　津波半壊被災者住宅再建補助事業　　　    ６件　　 3,000千円
　　＜補助内容＞　市内の住宅修繕に係る補助

７　住宅再建支援事業補助　　　　　　       705件　  35,250千円
　　＜補助内容＞　住宅再建補助金を利用して市内に建築・取得・修繕により
　　　　　　　　再建した際に負担した経費に係る補助

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 424,122,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 東日本大震災被災住宅再建支援事業
決算書ページ

289

目的及び
事業内容

【目的】
　震災からの住まいの再建を促進するため，市独自の支援施策として，住宅再建支援補
助事業を実施する。

【事業内容】
　東日本大震災で家屋に大規模半壊以上の被害を受けたものの，住宅再建に係る国の支
援制度の対象とならない世帯について，住宅の用地や建物の取得，被災住宅の修繕，引
越しに係る費用等を市が独自に支援することで，被災者の住まいの再建を促進する。

所 管 課 建設部住宅課 予算科目 ８款　６項　２目　住宅防災費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－８暮らし（２）④住環境の充実
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診断に要する経費 市負担

270㎡を超え340㎡以下 171,700円 142,400円 29,300円

所 管 課 建設部住宅課 予算科目 ８款　６項　２目　住宅防災費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）④住環境の充実

事 業 名 木造住宅耐震改修助成事業
決算書ページ

289

150,800円

１件あたり

8,400円

200㎡を超え270㎡以下 161,300円

目的及び
事業内容

成 果 と
課　　題

【成果】
　木造住宅の耐震診断を実施することにより，現行の耐震基準（昭和56年６月以降）と
の比較検討がなされ，木造住宅の耐震化に対する意識向上が図られた。
　また，耐震基準を満たしていない木造住宅の改修等の補助を行うことで，現行の耐震
基準に適合した住宅へと安全性を確保した。

【課題】
　住宅の耐震化工事には多額の費用を要することから，耐震診断後に改修等工事を実施
する割合は低い状況にある。平成30年度より住宅改修に係る補助が増額されており，耐
震診断から一定程度の期間が経過している住宅所有者に対しては，補助制度の内容をお
知らせしながら木造住宅の耐震化推進に取り組む。

決算額 6,536,000 4,602,000 0 0 1,934,000

実施状況

　木造住宅耐震化工事助成事業（改修または建替工事）

　木造住宅耐震診断助成事業（耐震診断及び耐震改修計画の作成）の費用負担

【目的】
　昭和56年５月以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の所有者の求めに応じて耐震診
断士を派遣し，木造住宅の耐震一般診断，耐震改修計画の作成を行う。
　また，木造住宅の耐震改修・建替えに対し助成を行い，地震被害の軽減を図る。

【事業内容】
　耐震診断士を派遣し，耐震診断及び耐震改修計画の作成を行う。また，耐震診断の結
果に基づき，当該住宅の耐震改修工事または建替工事に要する費用を補助。

　・耐震改修に要する費用の４／５に相当する額　　　上限額　1,000千円
　・工事に併せて100千円以上のリフォーム工事を行う場合
　　耐震改修工事に要する費用の２／25に相当する額　上限額　  100千円

１　耐震診断の申請状況
　(1) 申請件数　15件
　(2) 診断結果　耐震性に問題あり　15件
　　　　　　　（耐震診断及び耐震改修計画作成件数　15件）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 9,836,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

340㎡を超える 182,200円 39,800円

個人負担

200㎡以下

18,900円

２　耐震化工事の実施状況
　令和３年度申請分
　(1) 耐震改修工事　３件
　(2) 建替工事　　　３件（３件とも令和４年度に繰越）
　令和２年度申請分
　(1) 建替工事　　　１件（令和２年度繰越事業）

延べ床面積
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事 業 名 スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金
決算書ページ

289

目的及び
事業内容

【目的】
　スクールゾーン内の通学路等に面したブロック塀等（コンクリートブロック塀，石
塀，門柱等）の除却に対し助成を行い，倒壊による事故を未然に防止し，学童をはじめ
とする通行人の安全確保を図る。

【事業内容】
　平成30年度の宮城県の調査において「改修が必要（危険度２）」または「除却が必要
（危険度３）」と判定された，ブロック塀等の除却及びその跡地へのフェンス等の設置
に要する費用補助。
　補助対象額※の２／３（上限：除却 150千円・設置 100千円）
　補助対象額※の１／６（上限：除却上乗せ 37千円）
　※除却を行うブロック塀等の延長（ｍ）×80千円または補助対象工事費のいずれか
　　低い額

所 管 課 建設部住宅課 予算科目 ８款　６項　２目　住宅防災費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）④住環境の充実

一般財源

決算額 2,932,000 1,656,000 0 0 1,276,000

実施状況

１　危険ブロック塀の状況（平成30年度宮城県調査結果）
　(1) 除却が必要（危険度３）　　　　　  13箇所
　　　対応状況　・除却等完了　　　　　　10箇所
　　　　　　　　・危険周知看板等設置　　３箇所
　(2) 改修等が必要（危険度２）  　　　 104箇所
　　　対応状況　・除却等完了　　　　　　43箇所

２　ブロック塀等の除却補助申請状況
　(1) 申請件数　　　　　11件
　(2) ブロック塀等除却　11件

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 5,055,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　スクールゾーン内の通学路に面したブロック塀等の除却工事に対する補助を行うこと
で，所有者の負担を軽減し，危険箇所の改善を図った。

【課題】
　補助の上限額を超える部分は所有者の負担となることなどから，改修等の着手に至っ
ていないケースが多い。県等と連携を図りながら，所有者に対し訪問や補助制度の周知
を行い，早期改善に繋げていく。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　大沢Ｂ地区において埋蔵文化財発掘調査を行い，埋蔵文化財発掘調査が完了した。

【課題】
　住民の再建意向の変更等により，団地内に空き区画が発生している。防集対象者以外
への一般募集により空き区画の数は減っているが，引き続き，空き区画解消に向け取り
組みを推進する。

一般財源

決算額 19,785,690 0 0 0 19,785,690

実施状況

　令和２年度分（繰越事業）
　　埋蔵文化財発掘調査業務
　　　・大沢Ｂ地区（発掘遺物調査）　　　　　　　　　　　　　 9,538千円
　
    （東日本大震災復興交付金事業基金繰入金［２年度繰越事業］　8,345千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 28,857,000 国(県)支出金 市債 その他

目的及び
事業内容

【目的】
　甚大な津波被害を受けた地区を中心に住宅立地を制限する区域を設けるとともに，住
民意向を踏まえて，高所の既存集落内及びその周辺の未利用地，津波や土砂災害等の自
然災害の危険性の少ない高台等を利用した新たな居住地の整備を図り，安全な住空間を
形成する。

【事業内容】
　埋蔵文化財発掘調査
　　大沢Ｂ地区（発掘遺物調査）

事 業 名 防災集団移転促進事業（東日本大震災復興交付金事業）
決算書ページ

289～291

所 管 課 建設部住宅課 予算科目 ８款　６項　３目　防災集団移転促進事業費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－８暮らし（２）②市街地の整備
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事 業 名 消防団の運営等に関する経費
決算書ページ

291～293

目的及び
事業内容

　消防団は，地域に密着した消防団活動を行い地域防災の中核的存在として重要な役割
を担っており，火災その他の災害から市民の生命・身体及び財産を守ることで，安全安
心な地域社会づくりに寄与する。
　また，火災予防運動や教育訓練等を通じて，関係者との連携協力を深めるとともに，
団員の士気向上及び必要な知識の習得により，安全・迅速・的確な災害対応ができる消
防団体制の充実強化を図る。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ９款　１項　２目　消防団費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－７防災（１）②消防体制の充実

一般財源

決算額 133,614,186 0 0 0 133,614,186

実施状況

１　火災予防運動の実施
　　秋　11月９日～11月15日（市内火災予防推進月間　11月１日～11月30日）
　　春　３月１日～３月７日

２　教育訓練等の実施
　　定期無線訓練，気仙沼消防署との連携訓練，消防出初式，消防表彰式等

３　消防団活動状況
　(1) 火災出動
　　　・出動回数　10回　・出動人数（延べ）999人　・出火件数　13件
　　　・建物焼損面積　327㎡　・林野焼損面積　307a　・損害額　36,705千円
　(2) 警戒活動（強風時火災警戒・大雨時の河川警戒・年末年始特別警戒等）
　　　・出動回数　414回　・出動人数（延べ）4,079人
　(3) 訓練・行方不明者捜索・広報活動・警防調査等
　　　・出動回数　1,522回　・出動人数（延べ）14,417人

４　資機材等購入状況　2,667千円
　　防火服（24着），防火帽（10個），防火長靴（14足），消防用ホース（26本）等

５　気仙沼市消防団協力事業所認定・表示制度
　　災害発生時に被雇用者団員がより迅速に出動しやすい活動環境を整備するため，消
　防団活動に積極的に協力している事業所等を認定する表示制度を実施している。
　・認定数　67事業所（令和４年３月31日現在）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 149,731,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
１　火災予防運動の実施により，運動の周知と防火思想の高揚が図られた。
２　教育訓練等の実施により，消防団員の災害時における対応能力強化が図られた。
３　火災を始めとする各種災害等への出動により，被害軽減を図り安全安心な地域社会
　づくりに寄与した。
４　資機材等の配備により，災害現場での消防団員の安全管理の向上が図られた。

【課題】
　少子高齢化の進展や被雇用者の増加など社会経済情勢の変化により，消防団員を十分
に確保することが難しくなっている。本市においても消防団員数の減少と高齢化が進ん
でおり，若年層への入団の促進が課題である。また，新型コロナウイルス感染症によ
り，活動を制限される状況となった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和４年３月31日現在）
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事 業 名
消防屯所整備事業，消防車両更新事業，消火栓設置工事負担金，
防火水槽整備事業，消防施設撤去事業

決算書ページ

293～295

目的及び
事業内容

　火災や大規模災害に対応するため，老朽化した消防屯所及び消防団車両の計画的な更
新により，消防団体制の充実強化と地域防災力の向上を図る。
　また，火災被害の軽減を図るため，迅速に消火活動が行えるよう消防水利が必要な箇
所を調査し，水利不足が懸念される箇所に消火栓や防火水槽の整備を計画的に進める。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ９款　１項　３目　消防施設整備費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－７防災（１）②消防体制の充実

一般財源

決算額 91,001,455 17,397,000 51,700,000 0 21,904,455

実施状況

１　消防屯所整備事業　1,051千円
　・山田消防屯所新築実施設計業務　1,029千円

２　消防車両更新事業　52,797千円
　　（消防防災施設等整備費補助金　17,397千円）
　・購入台数　２台（水槽付消防ポンプ自動車）
　・配備場所　第10分団　唐桑支所前消防屯所，第14分団　大谷消防屯所

３　消火栓設置工事負担金　17,534千円
　(1) 消火栓設置・修繕工事負担金[２年度繰越事業]　9,142千円
　　　整備基数　12基
　(2) 消火栓設置・修繕工事負担金　　　　　　　　　8,392千円
　　　整備基数　12基

４　防火水槽整備事業　19,505千円
　(1) 只越防火水槽資材撤去業務　　　　　　　　　　　　　　389千円
　(2) 四十二地区防火水槽用地測量設計及び発注者支援業務　6,600千円
　(3) 四十二地区防火水槽設置工事監督支援業務　　　　　　1,430千円
　(4) 四十二地区防火水槽設置工事　　　　　　　　　　 　10,085千円
　(5) 消防水利に係る津谷小学校プール排水管改修工事　　　　736千円

５　消防施設撤去事業　116千円
　・仮設消防屯所（仮設テント）解体業務[２年度繰越事業]　116千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 157,084,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　老朽化した消防車両の更新及び消防水利不足が懸念される場所に計画的に消防水利を
整備することにより，安全・安心な地域づくりに寄与するとともに消防力の向上が図ら
れた。

【課題】
　消火栓設置については，効率的に設置するため，水道管の布設工事に併せて新設を
行っているが，水道配管の口径が150ｍｍ以上必要であることなど設置できる条件が限
られている。また，消防施設整備に係る財源確保や防火水槽の用地の確保等が難しい。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　防災情報システムを構築したことにより，災害対応において，被害情報等の集約や情
報共有が可能となり，意思決定の支援や災害対応の迅速化が図られた。
　また，潮位・津波観測システムの設備改修を行ったことにより，潮位等の監視体制の
強化が図られた。

【課題】
　防災情報システムについて，職員の操作方法の習熟を図るため，研修や訓練を継続し
て行っていく必要がある。

一般財源

決算額 42,183,438 0 39,400,000 0 2,783,438

実施状況

　
　災害時及び通常使用に支障を来さないよう，防災情報システムの構築や既存システム
の設備改修を実施した。

○　システムの更新等
　(1) 防災情報システム構築業務委託［元年度繰越事業］　　　　　　　 39,466千円
　　　（内容：防災情報システム構築，庁内サーバ等の整備）
　(2) 潮位・津波観測システム設備改修業務委託　　　　　　　　　　　　2,717千円
　　　（内容：通信ルータの入替（LTE化），カメラユニットの改修等）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 42,190,438 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 防災に関する経費（防災施設・システム維持管理事業）
決算書ページ

295～297

目的及び
事業内容

　災害情報や避難情報など，市民等への情報伝達を迅速かつ確実に行うことを目的と
し，システムの適正な維持管理等を行う。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ９款　１項　５目　防災管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実
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成 果 と
課　　題

【成果】
　洪水等による人的被害を防ぐため作成を進めているハザードマップに，新たに公表さ
れた河川の浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の情報を追加記載し，ハザードマップ作
成に係る基礎資料の充実を図った。

【課題】
　令和４年度中に新たに公表される浸水想定区域等の情報の追加検討が必要である。

一般財源

決算額 8,333,600 0 0 0 8,333,600

目的及び
事業内容

　
　洪水等による人的被害を防ぐため作成を進めている洪水ハザードマップに，全市域の
土砂災害警戒区域等の情報を加え周知・啓発を図り，市民等の安全確保に努める。

実施状況

　
　最近の全国における洪水災害及び土砂災害の発生状況を踏まえ，市民の防災意識の向
上と安全な避難体制を図るため，洪水・土砂災害ハザードマップ作成に係る大川，鹿折
川，津谷川・馬籠川の基礎資料を作成した。

　
〇　洪水ハザードマップ更新等業務［２年度繰越事業］　　　　　　　5,359千円
　　　　　　　　　　　　　　　　［３年度事業］　　　　　　　　　2,975千円

　(1) 洪水ハザードマップ作成基本事項の検討
　(2) 洪水ハザードマップ記載項目の検討
　(3) 情報・学習項目の構成等の検討
　(4) 令和３年５月28日に公表された津谷川・馬籠川の浸水想定等の追加記載
  (5) 土砂災害警戒区域等の区域情報の追加記載

　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 11,859,200 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ９款　１項　５目　防災管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実

事 業 名 防災に関する経費（洪水ハザードマップ更新等事業）
決算書ページ

295～297
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事 業 名
防災に関する経費
（新型コロナウイルス感染症対策に係る防災機材倉庫整備）

決算書ページ

295～297

目的及び
事業内容

　新型コロナウイルス等感染症への対応として，避難所の追加により感染防止を図るこ
とや新型コロナウイルス等感染症に対応した防災資機材を保管するため，避難所へ防災
機材倉庫を配置する。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ９款　１項　５目　防災管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉

一般財源

決算額 870,100 870,100 0 0 0

実施状況

○　防災機材倉庫購入　870千円
　３基（気仙沼向洋高校，只越集会所，小鯖集会所）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,182,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　防災機材倉庫の整備により新型コロナウイルス感染症対策として必要な資機材の保管
が可能となった。
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事 業 名
防災に関する経費（防災物資集積配送基地整備事業）
（東日本大震災復興交付金事業）

決算書ページ

295～297

目的及び
事業内容

　災害発生時における災害時相互応援協定先等から搬送される救援物資を受け入れ，避
難所で必要となる防災物資を配送し，効率的に被災者に届ける体制を構築するため，物
資集積配送基地を整備する。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ９款　１項　５目　防災管理費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実

一般財源

決算額 265,401,235 0 0 0 265,401,235

実施状況

１　防災物資集積配送基地整備工事　［２年度繰越事業］
　(1) 建築本体工事　　186,705千円
　(2) 電気設備工事　　 37,640千円
  (3) 機械設備工事　 　19,048千円

２　防災物資集積配送基地整備事業推進支援等業務　14,410千円　［２年度繰越事業］
　(1) 建築管理
　(2) 事業推進支援

３　荷役用備品等
　(1) 電動フォークリフト　［２年度繰越事業］　　　　　　4,114千円
　　　（リーチタイプ　１台，カウンタータイプ　２台）
　(2) 会議用テーブル，折りたたみ椅子　　　　　　　　　　1,826千円
　　　（テーブル　34台，椅子　70脚）
　(3) ロールボックスパレット（かご車）　　　　　　　　　1,323千円
　　　（65台）
　(4) プラスチックパレット等　　　　　　　　　　　　　　　335千円

（東日本大震災復興交付金事業基金繰入金［２年度繰越事業］　209,533千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 304,330,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　当事業により，大規模災害の発生へ備え，支援物資の集積及び配送拠点としての機能
を有する施設を整備した。

【課題】
　災害時に円滑に対応できるよう，施設及び物資の取扱い運用に関する指針等の整備及
び訓練の実施が必要である。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　防災行政無線設備について，機器等の適正な維持管理により問題なく稼働しており，
住民に対して敏速かつ適確な情報提供ができている。

【課題】
　難聴地域等の対策として，戸別受信機の貸与，スピーカーの音量や角度調整を行い，
要望の都度対応しているが，周囲の住宅立地環境によっては，対応が難しい場合もあ
る。
　防災行政無線の戸別受信機で使用しているアナログ電波が将来的に使用できなくなる
ことから，携帯電話やスマートフォン等を活用した情報伝達手法の検討が必要である。
　また，防災行政無線（デジタル移動系）の定期的な活用方法の確認及び通信訓練等を
検討・実施する必要がある。

一般財源

決算額 17,116,000 0 12,400,000 0 4,716,000

実施状況

　防災行政無線設備について，災害時や停電時の電源の供給が途絶えた際，確実な情報
伝達及び通信手段の確保ができるよう機器の整備を行った。
　また，閉所・閉校となった施設から設備を撤去し，新たに建設された施設や災害時に
避難所となる施設等へ移設を行い，情報伝達体制の強化を図った。

１　防災行政無線親局設備蓄電池交換業務　            　　　　　　　　13,816千円
　　　交換箇所：気仙沼市役所，消防本部，長の森中継局

２　防災行政無線（デジタル移動系）移設・撤去業務　　　　　　　　　　 3,300千円
　　　撤去施設：13箇所，取付施設：11箇所

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 17,562,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 防災行政無線整備事業
決算書ページ

297

目的及び
事業内容

　災害時等に市民等への情報伝達を迅速かつ確実に行うことを目的とし，設備が正常に
稼働する状態を保つため，機器の更新等を行う。
　

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ９款　１項　５目　防災管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実
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成 果 と
課　　題

【成果】
　想定される最大避難者数に対応した備蓄食料数については，賞味期限切れとなるもの
を適宜入替えを行うことにより，常時，備蓄の必要想定数を確保している。
　経年により品質が低下している生理用品や紙オムツ等の災害用備蓄品についても備蓄
するなど，避難所の環境整備と機能向上を図った。

【課題】
　経年により品質が低下している災害用備蓄品について，今後も計画的に備蓄していく
必要がある。

一般財源

決算額 3,888,985 1,129,000 0 100,000 2,659,985

実施状況

１　災害用備蓄物資（食料等）の購入　　3,490千円

２　備蓄倉庫スペアキー作成　　　　　　　　3千円

３　備蓄倉庫移設業務　　　　　　　　　　396千円
　撤去施設：２箇所（旧浦島小学校，旧小原木小学校）
　移設施設：１箇所（新月公民館）
　※　撤去した２箇所の備蓄倉庫を新月公民館へ移設

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,559,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 災害用備蓄物資整備事業
決算書ページ

297

目的及び
事業内容

　災害時において，避難者が避難所での生活に必要となることを想定しての非常食や生
活物資，資機材を各避難所に設置した防災倉庫へ整備する。またその管理を行い，災害
に備える。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ９款　１項　５目　防災管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実
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成 果 と
課　　題

【成果】
　本書作成により，今後同様の大規模災害が想定されている地域の災害対応に資する基
礎資料とするほか，市の災害対応能力の向上と体制強化が図られた。
　なお，国・県，ご支援をいただた自治体，関係機関等へも送付している。

【課題】
　「東日本大震災における災害対応の記録と検証」の作成趣旨である，災害対応能力の
向上及び体制強化図るため，本書を活用した研修等を継続して実施する必要がある。

一般財源

決算額 11,363,000 0 0 0 11,363,000

実施状況

　
　平成30年度に作成した東日本大震災災害対応検証報告書（暫定版）を基に，震災前の
地域防災計画の項目以外の事項も含め，災害対応全般の課題についての整理を行い，更
なる充実を図った。
　
〇　東日本大震災災害対応検証報告書作成業務［元年度繰越事業］　　6,820千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［２年度繰越事業］　　4,543千円
　
  　「東日本大震災における災害対応の記録と検証」　　1,000部
　　 ・ 検証報告書の加筆・修正
　      資料収集，照会の補足調査を実施し,既存の検証報告書への加筆・修正を実施

　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 11,363,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 災害対応記録集作成事業
決算書ページ

297

目的及び
事業内容

　
　震災の記録，教訓を後世に継承することにより，東日本大震災の記憶の風化防止と市
民の防災意識の向上を図る。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ９款　１項　５目　防災管理費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実
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事 業 名 自主防災組織支援に関する経費
決算書ページ

299

目的及び
事業内容

　市民総ぐるみの防災活動体制の確立を図るため，自主防災組織等を支援・育成し，防
災思想の普及促進を図り，災害からの被害の軽減に努める。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 ９款　１項　６目　自主防災育成費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－７防災（１）①防災対策の充実

一般財源

決算額 9,775,735 0 0 2,000,000 7,775,735

実施状況

１　気仙沼市自主防災組織連絡協議会補助金　200千円
　　・オール気仙沼防災フォーラム事業
　　・防災はまらいんや講座　ほか

２　気仙沼市自主防災組織活動助成金　3,256千円
　(1) 防災用資機材整備事業　　21団体
　(2) 組織運営等費用助成事業  14団体

３　津波死ゼロのまちづくり自主防災組織育成・強化事業　1,799千円
  (1) 防災講座の開催（２回）「浦田地区自治会，松岩地区自治会連絡協議会」
     ・浦田地区自治会：令和３年６月28日（月）浦田文化センター 12名参加
　　 ・松岩地区自治会連絡協議会：令和４年３月29日（火）松岩公民館　11名参加
  (2) 防災マップの作成（ワークショップ形式　３回）「浦田地区自治会」
 　　・令和３年７月26日（水）浦田文化センター　 15名参加
　　 ・令和３年８月５日（木）浦田文化センター　 12名参加
　　 ・令和３年９月27日（月）浦田文化センター　 15名参加
  (3) 防災訓練（資機材確認・点検）「浦田地区自治会」
　　　令和４年３月27日（日）　浦田文化センター　８名参加

４　防災士養成研修講座業務委託　1,855千円
　　　令和３年11月25日(土)～26日(日)　ワン・テン庁舎大ホール　53名参加

５　地域防災組織育成助成金　2,000千円
　 九条一区自治会自主防災組織：防災用資機材の整備

６　関連する取組み
　(1) 防災教育：３回（気仙沼小２回，九条小，気仙沼高）
　(2) 防災講座：１０回（松岩公民館，新月公民館，大島公民館，小泉公民館，
　　　　　　　　田中四区自治会，九条一区自治会，九条・四反田地区自主防災組織，
　　　　　　　　日の口二区自治会，鶴巻二区自治会，鮪立自治会）
　(3) 東日本大震災から10年の意識調査：オール気仙沼防災フォーラム実行委員会
　(4) 防災フォーラム兼防災文化講演会：１回（規模縮小し，関係団体のみで実施）
  (5) 宮城県防災指導員養成講習：２回（意見交換会，フォローアップ講習）

　〇自主防災組織の組織率　69.3%（組織数140/自治会数202）令和４年３月31日現在

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,189,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　自主防災組織育成・強化事業により，防災講座や防災マップづくり等の取り組みを行
い，地域防災力の向上を図った。
 また，自主防災組織が整備する防災資機材や組織運営経費等への助成金（コミュニ
ティ助成事業含む）や防災士を養成するため研修講座を実施するなど地域防災力の底上
げや地域で活躍できる人材育成を図った。

【課題】
　地域における自主防災組織については，地域での防災意識に格差があるほか，高齢化
や担い手不足などの課題があり，なかなか組織化が進んでいない。
　また，防災士や防災指導員等のネットワーク化を図り，連携していく必要がある。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　スクールバスを運行し，学校統合により遠距離通学となった児童生徒の通学手段を確
保することで，安全・安心な学校生活の一助となった。

【課題】
　利用する児童生徒の状況に応じて，乗降場所を変更するなど，児童生徒が安全に通学
できるよう柔軟な対応を行っているが，財源などが限られる中で継続的に細かな対応を
行っていくための仕組みづくりが必要である。

一般財源

決算額 69,802,865 17,425,000 40,300,000 0 12,077,865

実施状況

　　 　 路　　線　　　　　年間運行日数　　利用者数　　　  事業費
　(1) 上廿一～新城小　　　　　201日　　　　　18 人　　　　5,212千円
　(2) 白　山～鹿折小　　　　　199日　　　　　18 人        4,996千円
　(3) 馬　籠～津谷小　　　　　198日          27 人　　　 13,992千円（２台)
　(4) 大　沢～唐桑小　　　　　206日　　　　　31 人        6,500千円
　(5) 水　梨～松岩小　　　　　203日          33 人　　　  9,621千円（２台）
　(6) 大　沢～唐桑中　　　　　255日　　　　　14 人　　　  6,617千円
　(7) 小　泉～津谷中　　　　　273日          22 人　　　 17,854千円（２台）
  (8) 鶴ヶ浦～鹿 折　　　　　 215日　　　  　18 人　　 　 5,010千円
　　（へき地児童生徒援助費等補助金　　　　　　　17,425千円）
 

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 69,804,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 通学に関する経費（スクールバス運行業務）
決算書ページ

301

目的及び
事業内容

【目的】
　小・中学校の統合に伴い遠距離通学となる児童・生徒の通学手段を確保する。

【事業内容】
　学校統合により閉校となった旧学校区から通学する児童・生徒が利用するスクールバ
スを運行する。

所 管 課 教育委員会教育総務課 予算科目 10款　１項　２目　事務局費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり
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事 業 名 一般行政経費(学校施設消毒業務)
決算書ページ

303

目的及び
事業内容

【目的】
　小中学校において新型コロナウイルス感染症に感染したことが確認された際，校舎等
の消毒を行い，校内での感染拡大防止及び学校活動の継続や早期再開を図る。

【事業内容】
　校舎内の各教室や廊下，屋内運動場内の拭上げ消毒や噴霧消毒を行う。
　基本，消毒は各学校職員が行うが，多人数の感染や消毒範囲が特定されず広範囲とな
る場合などに業者による消毒を行う。

所 管 課 教育委員会教育総務課 予算科目 10款　１項　２目　事務局費

総計基本施策分類 〈通常分〉

一般財源

決算額 1,270,500 1,270,500 0 0 0

実施状況

〇　学校施設消毒業務委託　　1,271千円
　(1) 小学校　　470千円
　　　対象校 : 九条小（１回）　計1校（１回）
　(2) 中学校　　801千円
　　　対象校 : 松岩中（１回），大島中（１回），唐桑中（１回）　計３校（３回）
　　　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　1,271千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 9,000,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　児童生徒が安心して学習できる環境を早期に整えることができた。また，感染者が多
人数の場合などに，消毒作業を委託することで，行動履歴の確認や濃厚接触者の特定な
どに費やす時間を確保することができ，学校職員の負担軽減が図られた。
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高等学校 月額 15千円

（通学費） 月額 10千円

高等専門学校（１～３年） 月額 17千円

　　　　　　（４～５年） 月額 30千円

大学（短期大学・専修学校含む） 月額 30千円

目的及び
事業内容

【目的】
　本市出身の優秀な学生及び生徒で修学困難な者等に学資を貸与し有能な人材を育成す
る。
【事業内容】
　気仙沼市奨学生選考委員会の選考に基づき,決定した奨学生に対し,奨学資金を貸与す
る。貸与が終了した奨学生は，１年間の償還猶予期間終了後，７年以内に償還する。

    貸与額

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　２目　事務局費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

事 業 名 奨学制度に関する経費
決算書ページ

303

実施状況

１　貸付
　(1) 貸付者数
　　ア　高校生　　　　　　３人
　　イ　高等専門学校生　　１人
　　ウ　大学生等　　　　　12人　　　　　計16人
　　　※うち新規貸付者
　　　　高校生１人，専門学生１人，大学生３人　　　　  計５人
　(2) 貸付額　　 5,070千円

２　償還
　　　償還額　 　9,152千円

３　奨学資金貸付基金
　　　R３年度末現在高 133,220千円（現金預金 82,145千円，貸付金 51,075千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 14,394,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 14,262,902 0 0 13,324,032 938,870

成 果 と
課　　題

【成果】
　新規奨学生５人を含む16人に貸付けを行った。

【課題】
　償還金の滞納者に対し,督促を行うとともに個々のケースに応じて継続的な回収に努
める。
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目的及び
事業内容

【目的】
　新型コロナウイルス感染症により増加する教員の業務をサポートし，教員が本来の業
務に注力できるようにする。

【事業内容】
　教室内の換気や消毒などの感染症対策業務，家庭への連絡資料の準備補助業務，児童
の健康観察のとりまとめ作業等を行う。

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　２目　事務局費

総計基本施策分類 〈通常分〉

事 業 名 学校運営に関する経費（スクールサポートスタッフ配置事業）
決算書ページ

303～305

実施状況

１　配置学校数　小学校　６校
　　　　　　　　（九条小，松岩小，面瀬小，津谷小，鹿折小，新城小）
２　配置人数　　６名

３　業務内容
　(1) 新型コロナウイルス感染症対策のための清掃活動（消毒作業を含む。）
　(2) 資料の印刷，配布準備，整理
　(3) 学校行事や式典等の準備補助
　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,425,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 1,353,149 1,267,000 0 0 86,149

成 果 と
課　　題

　消毒作業等の新型コロナウイルス感染症対策に伴う業務を行うことで，教職員が児童
と関わる時間や授業の準備等の時間を確保することができ，教職員の負担軽減につな
がった。
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目的及び
事業内容

　新型コロナウイルス感染症拡大のため，修学旅行を中止又は延期することにより発生
したキャンセル料や延期に伴う手数料について，市が負担することにより，保護者の経
済的な負担軽減を図る。

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　２目　事務局費

総計基本施策分類 〈通常分〉

事 業 名 学校運営に関する経費（修学旅行キャンセル料等公費負担）
決算書ページ

303～305

実施状況

１　キャンセル料発生校数及び金額
　(1) 小学校　７校　 96千円
　(2) 中学校　５校　204千円

２　修学旅行実施状況（括弧内の数字は，キャンセル料が発生した学校数）
　(1) 小学校　14校
　　　予定どおり実施　　　　　　　　　４校
　　　日程延期して実施　　　　　　　　８校（７校）
　　　実施しない　　　　　　　　　　　２校
　(2) 中学校　11校
　　　予定どおり実施　　　　　　　　　３校
　　　日程延期して実施　　　　　　　　５校（２校）
　　　日程延期及び行先変更をして実施　２校（２校）
　　　中止　　　　　　　　　　　　　　１校（１校）※代替行事を実施

　予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 690,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 299,641 299,641 0 0 0

成 果 と
課　　題

　キャンセル料を負担することにより，各家庭の負担軽減の一助となった。
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成 果 と
課　　題

　抗原検査を行うことにより，児童生徒及び保護者等の安心，安全な環境が確保され，
義務教育の円滑な実施の一助となった。

実施状況

１　検査対象者数　　　　　19人（380検査分）

２　抗原キット購入費　　　293千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 301,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 292,600 292,600 0 0 0

目的及び
事業内容

　体質等により新型コロナウイルスワクチン未接種の市立小中学校等職員に対し，定期
的（毎週）に抗原検査を行うことで，児童生徒及び保護者等の安心，安全な環境を確保
する。

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　２目　事務局費

総計基本施策分類 〈通常分〉

事 業 名 学校運営に関する経費（市立小中学校教職員等に係る抗原検査）
決算書ページ

303～305
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所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　２目　事務局費

総計基本施策分類 〈通常分〉

事 業 名
その他の補助金・負担金
（大島中学校統合記念事業補助金，大島中学校閉校記念碑設置事業補助金）

決算書ページ

305

一般財源

決算額 1,560,000 0 0 300,000 1,260,000

目的及び
事業内容

　令和４年４月に鹿折中学校と統合した大島中学校の統合記念事業に対し，費用の一部
を補助する。

実施状況

１　補助対象者　大島中学校統合記念事業実行委員会

２　補助金額
　(1) 統合記念事業（記念誌）　1,260千円
　(2) 閉校記念碑設置事業　　　　300千円

３　成果品
　(1) 統合記念事業（記念誌）約100頁　1,100部作成
　　閉校記念式典出席者及び大島地区全帯等に配布
　(2) 閉校記念碑設置事業
　　・記念碑本体　横2.4m×縦0.5m×高さ1.2m
　　・記念碑台座　横3.0m×縦1.0m×高さ0.5m
　　・記念碑本体には大島中学校校歌を，記念碑台座には校訓を刻んだ。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,560,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　補助金を支給することにより，実行委員会の目的（大島中学校の歴史と伝統を後世に
伝えること）を達成するための一助となった。
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目的及び
事業内容

【目的】
　市教育委員会及び校長の権限の下，保護者及び地域住民等で学校運営協議会を組織
し，学校教育活動への助言や参画を行うことにより，学校と保護者，地域住民等との双
方向の信頼関係を深めるとともに，一体となり学校運営の改善や児童生徒の健全育成に
取り組む。

【事業内容】
　学校運営協議会の設置・運営を行う。
　　対象校　津谷小学校，津谷中学校，階上中学校，面瀬中学校

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　２目　事務局費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）①生涯学習・リカレント教育の推進

事 業 名 学校運営協議会に関する経費
決算書ページ

305

実施状況

〇　学校運営協議会の開催状況

　　　 　　 委員数 　第１回　 第２回 　第３回
　　津谷小 　14人　 　６/28 　 11/29   　 -
　　津谷中 　13人 　　５/19　  11/24   　 -
　　階上中 　14人 　　８/18   　 -    　  -
　　面瀬中 　20人 　　11/16   　 -    　　-
　　※冬以降，新型コロナウイルス感染症蔓延のため各校とも開催を見合わせた。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,879,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 498,048 0 0 0 498,048

成 果 と
課　　題

　学校運営に対して忌憚のない有意義なご意見を頂き，学校運営の一助となった。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　前年度まで検討した義務教育の課題等をもとに，本市における県立高校の将来像等に
ついてまとめた提言書を県へ提出した。また，提言内容の実現に寄与する具体的な事業
実践に向けた検討を開始できた。
　
【課題】
　提言内容を実現化するための組織づくりや財源確保を含めた持続できる体制構築を検
討する必要がある。

一般財源

決算額 489,006 0 0 0 489,006

目的及び
事業内容

　
【目的】
　少子高齢化に伴う人口減少，技術革新や生命科学の急速な進展など社会状況が変化
し，教育が大きな転換点を迎える中で，本市の義務教育及び高等学校教育の中・長期的
な在り方について，必要な検討を行う。

【事業内容】
　教育関係者や産業，福祉，まちづくり団体等で構成する委員24名で，本地域における
高等学校教育の在り方について協議検討し，本市における県立高校の将来像についての
提言書をまとめる。

実施状況

１　気仙沼市学校教育の在り方検討会議
　第１回（通算９回目）
　(1) 実施日　４月25日（日）（気仙沼中央公民館会議室）
　(2) 出席委員　21人
　(3) 協議事項　提言書まとめ

　※「気仙沼市学校教育の在り方検討会議」での提言内容を実践に結びつけるため「気
　　仙沼教育未来創造チーム」を設置した。

２　気仙沼教育未来創造チーム
　第１回
　(1) 実施日　11月25日（木）（気仙沼中央公民館会議室）
　(2) 出席メンバー　12人
　(3) 協議内容　チーム設置趣旨説明　今後の進め方　等
　第２回
　(1) 実施日　２月16日（水）（魚市場前庁舎）
　(2) 出席メンバー　12人
　(3) 協議内容　在り方検討会議に関する質疑応答　等
　第３回
　(1) 実施日　３月30日（水）（魚市場前庁舎）
　(2) 出席メンバー　11人
　(3) 協議内容　事例紹介　等
　　　　　　　　講話：株式会社Prima　Pinguino　代表取締役　藤岡　慎二　氏
　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 598,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　２目　事務局費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

事 業 名 学校教育の在り方検討会議に関する経費
決算書ページ

305
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成 果 と
課　　題

　緊急支援金を支給することにより，奨学生の就学環境維持の一助となった。
　

実施状況

〇　奨学生緊急支援金支給件数，支給総額
　(1) 大学・専門学校生等 　   　　　　　352人 10,560千円
　(2) 高校生（市外の高校に通う者） 　　  ２人　　 40千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 12,639,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 10,838,480 10,838,480 0 0 0

目的及び
事業内容

【目的】
　家計の急変やアルバイトの収入減等が生じ，就学の継続が危ぶまれる奨学生に対し，
就学環境を維持するために必要な支援を行う。

【事業内容】
　貸与型奨学金利用者１人につき30千円（高校生は20千円）を支給する。

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　２目　事務局費

総計基本施策分類 〈通常分〉

事 業 名 新型コロナウイルス感染症に係る支援事業（奨学生緊急支援金支給事業）
決算書ページ

305～307
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成 果 と
課　　題

　緊急支援金を支給することにより，就学援助受給対象世帯の経済的負担を軽減し，義
務教育の円滑な実施の一助となった。

実施状況

〇　就学援助受給対象世帯緊急支援金　　　721人　　7,210千円
　　対象児童生徒　一律　　　　10千円×721人
　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 8,030,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 7,289,200 7,289,200 0 0 0

目的及び
事業内容

【目的】
　経済的に就学が困難であると認められる要保護・準要保護世帯に対し，経済的支援を
行うことで，新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う措置により生じた経済的負担を
軽減し，義務教育の円滑な実施を図る。

【事業内容】
　市立小・中学校に在籍する要保護・準要保護児童生徒に対し，１人10千円の給付金を
給付する。

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　２目　事務局費

総計基本施策分類 〈通常分〉

事 業 名
新型コロナウイルス感染症に係る支援事業
（就学援助受給対象世帯緊急支援金支給事業）

決算書ページ

305～307
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成 果 と
課　　題

【成果】
　部活動指導支援については，地域の外部指導者からの直接指導とICTを活用した動画
指導を活用し多面的な指導ができた。学力向上における委託事業では，指定校ごとに特
性を活かした授業研究・実践を行った。防災連携は，地域団体と合同で避難訓練を行う
など，校内・学校間だけでなく地域との連携体制の構築が進んでいる。
【課題】
　委託事業終了後の事業継続の必要性を検討し，財源確保を探っていく必要がある。

一般財源

決算額 6,871,536 6,325,256 0 0 546,280

目的及び
事業内容

【目的】
　学習支援による教育の資質向上と充実，児童生徒の学力向上を図る。

【事業内容】
１　部活動支援（県委託・補助事業）
　　　中学校における運動部活動の専門的な指導を支援する。
２　個別最適な学びに関するモデル事業（県委託事業）
　　　タブレット端末を活用し，一人一人に最適な学習指導を展開し，生徒の資質向上
　　を図る。
３　地域連携型学校防災体制等構築推進事業（県委託事業）
　　　災害対応能力の養成や地域の災害特性を踏まえた地域連携の学校防災体制の構築
　　を図る。
４　学力向上研究指定事業（県委託事業）
　　　児童生徒の学力向上に資するため，教員の指導力向上のための実践研究を行う。

実施状況

１　部活動支援
　(1) 協働教育プラットフォーム事業　部活動における外部指導者を派遣
　　　ア　運動部活動指導者　35人
　　　イ　指導回数　910回
　(2) ICTを活用した部活動支援事業　動画等による専門家からの助言指導
　　　ア　中学校　５校８部活（サッカー，バレーボール，野球，バスケットボール）
      イ　スマートコーチ（アプリ）利用回数　254回

２　個別最適な学びに関するモデル事業
　　　ICT活用やオンデマンドの動画教材等を取り入れた授業モデル，指導体制の構築
　(1) 指定校　津谷中学校（R３～R５）
　(2) 大学との連携
　　  授業参観及び研修会　２回（東北学院大学稲垣教授より指導助言）

３　地域連携型学校防災体制等構築推進事業
　　　地域や関係機関等と連携し学校防災マニュアルの見直しや避難訓練の実施，教職
　　員の災害対応力の養成，伝承館訪問等を活用した防災意識を高める防災教育の実践
　(1) 指定校　大谷小学校（R３～R４）
　(2) 大谷地区幼・小・中・公防災連携協議会の実施　２回
　(3) 大谷地区幼・小・中・公合同避難訓練の実施
　(4) 震災遺構［伝承館・大川小］の視察（教員），震災遺構［伝承館］の見学（児
      童）

４　学力向上研究指定校事業
　　　ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりの実践
　(1) 指定校　新城小学校（R１～R３）
　(2) 公開研究会　10/21（新城小学校）参加者　82人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,724,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　３目　教育研究指導奨励費

総計基本施策分類 〈通常分〉
Ⅱ－３教育（１）①生きる力の育成
Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

事 業 名 学力向上・学習支援事業（補助）（県委託・補助事業）
決算書ページ

307
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所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　３目　教育研究指導奨励費

総計基本施策分類 〈通常分〉
Ⅱ－３教育（１）①生きる力の育成
Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

事 業 名 学力向上・学習支援事業（補助）（県委託・補助事業外）
決算書ページ

307

一般財源

決算額 21,442,157 5,286,000 0 10,868,161 5,287,996

目的及び
事業内容

【目的】
　学習支援による教育の資質向上と充実，児童生徒の学力向上を図る。

【事業内容】
１　海洋教育研究開発事業（海洋教育パイオニアスクール助成事業　助成率10/10）
　　　「海洋教育」のカリキュラム普及と学習指導の充実を図る。

２　探究学習支援事業（地域創生推進交付金　補助率１/２）
      探究的学習のための児童生徒の伴走や教員への研修，地域人材等との協働促進を
　　図る。

実施状況

１　海洋教育研究開発事業　実践校（幼稚園４園，小学校10校，中学校６校）
　　　総合的な学習の時間等を活用した海洋教育の実践及び気仙沼市海洋教育副読本の
　　作成を行った。
　(1) 海洋教育推進連絡会
　　　委　員：学識経験者，実践校，海洋教育推進高等学校，東京大学，東京海洋大学
　　　実施日：５/18，７/１，９/２，１/21
　　　内　容：海洋教育推進に係る講話，各校報告，カリキュラム開発の協議
　(2) 海洋教育推進委員会
　　　委　員：実践校・園の教員　６人（うち特例校校長　委員長）
　　　実施日：５/18，７/１，９/２，１/21
　　　内　容：海洋リテラシー及び海洋教育に関する事業推進の方針，計画に関する
　　　　　　　協議
　(3) 海洋教育副読本編集委員会
　　　委　員：実践校・園の教員　７人（うち特例校教頭　委員長）
　　　実施日：５/18，６/15，７/15，８/17，９/14
　　　内　容：市立学校の学習等で活用する「気仙沼市海洋教育副読本」の構成
　(4) 海洋教育カリキュラムの構築と特例校の申請　特例校：鹿折小・唐桑小
　(5) オンライン海洋教育こどもサミット等への児童生徒の参加や研修会の開催

２　探究学習支援事業
　　　探究的な学びの実現に向け，市内小中学校へコーディネーターの派遣や教員研修
　　の企画運営等を行った。
　(1) 対象校　市内全小中学校　訪問回数　171回
　　　　　　　　　　　　　　  研修回数　 64回
　(2) 地域人材活用回数　　　　　　　　 　86回（伝統芸能等指導に関する講話等）
　(3) 教員向けオンライン研修　　　　 　　８回　参加者数　のべ36人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 24,896,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　探究学習支援事業においては，中学校を中心に生徒の学習の伴走と教員研修補助に当
たり，その成果は各種発表会における生徒発表にも表れている。海洋教育研究開発事業
においては，副読本を完成させ，全校での海洋教育の実施につなげることができた。

【課題】
　事業継続のため，助成終了後の財源確保を探っていく必要がある。
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成 果 と
課　　題

【成果】
　学習状況改善事業では，指定校において学力調査や意識調査をもとにした授業改善に
取り組んだ。年２回の学力調査を組み込んだカリキュラム・マネジメントにより，３月
を学び直し期間と位置付け，当該学年の学習内容の定着を図ることができた。その成果
を研修会で市内の学校に周知することができた。特別支援教育支援事業では，専門的意
見のもと個人の状況に応じた支援を行うことができた。

【課題】
　指定校の成果を市内全校に水平展開していく取組や，小中が連携した取組を推進して
いく必要がある。
　特別支援教育において，支援を必要とする児童生徒は増加傾向にあり，支援者育成及
び確保が困難になっている状況にある。

一般財源

決算額 122,097,884 0 10,000,000 0 112,097,884

目的及び
事業内容

【目的】
　学習支援による教育の資質向上と充実，児童生徒の学力向上を図る。

【事業内容】
１　学習状況改善事業
　　　学習状況検討委員会・学習状況改善研修会等の開催等
２　特別支援教育支援事業
　　　特別な教育支援を必要とする児童及び生徒の教育支援を行う。
３　英検受検料補助事業
　　　市立中学校へ在籍している生徒への英検取得に係る受検料を助成する。

実施状況

１　学習状況改善事業
　　実践指定校：松岩小学校・新城小学校・月立小学校・松岩中学校・新月中学校
　(1) 事業報告会　２/３（魚市場前庁舎会議室）　参加者　65人（うちオンライン
　　　47人）
　(2) 学習状況改善検討委員会
　　　委員　４人（学識経験者・市立学校校長会役員）
　　　実施日　４/19，６/29，12/８，２/９

２　特別支援教育支援事業
　(1) 教育支援委員会の開催　６/８，９/15，10/４，11/29，12/13，１/26，３/１，
　　　３/９
　(2) ことばの検査，教育相談，訪問調査の実施
　(3) 特別支援教育支援員配置　41人（小学校：27人，中学校：14人）

３　英検受検料補助事業
　(1) 助成人数　準２級　６人　３級　50人　４級　68人　計124人
　(2) 実施校　　11校（全中学校）　236千円
  (3) 合格者数　準２級　１人　３級　28人　４級　57人　計 86人
　
    ※前年度実施の「地域人材による学習支援事業」は，「探究学習支援事業」に統合。
　   「登校支援相談員配置事業」は，教育サポートセンター事業に包括されたため廃止。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 138,237,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　３目　教育研究指導奨励費

総計基本施策分類 〈通常分〉
Ⅱ－３教育（１）①生きる力の育成
Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

事 業 名 学力向上・学習支援事業（単独）
決算書ページ

307～309

級 助成額（円）

準２級 2,900

３級 2,400

４級 1,450
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　英語教育の指導支援のため，市内全ての小中学校に外国語指導助手を配置した。
・外国語指導助手の配置状況

0 0 691,990 9,714,107

成 果 と
課　　題

【成果】
　外国語に慣れ親しませる活動や言語文化を学ぶ体験活動の中で，外国語指導助手がネ
イティブな英語で自国の文化を伝えたり会話することで，児童・生徒が英語の授業や学
校生活において，異国文化への関心を高め，積極的にコミュニケーションを図ろうとす
る態度が育成された。
　また，新型コロナウイルスの影響により新規外国語指導助手が予定通り来日できな
かった際には，オンラインにより同一日に複数校の授業を組み，外国語指導助手が英会
話の授業やパフォーマンステスト等を実施したことで，英語の授業の質の維持に努める
ことができた。
　中学校の長期休み等には，気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館での語り部活動や英語
弁論・暗唱大会に向けた練習等，外国語指導助手が中学生の発表内容や練習を補助し，
地域貢献が図られた。

【課題】
　児童・生徒の英語力及び英語科教諭の授業の質を向上をさせるため，勤務校との事前
打合せの時間の確保に努め,より効果的な指導の補助を行うことや，外国語指導助手同
士による授業内容の共有及び質の向上を図る機会を引き続き設けていく必要がある。

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

決算額 10,406,097

（単位：円）

予算額 15,181,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）②社会変化を生み出し未来を創る力の育成

事 業 名 外国語指導事業
決算書ページ

309

目的及び
事業内容

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　３目　教育研究指導奨励費

総計基本施策分類

国際理解教育の一環として，小中学校における英語活動の一層の推進に努める。

氏名 期間 配置校 出身地

HARLING　JONATHAN アメリカ合衆国

(ハーリング　ジョナサン) アラスカ州

DOUGLAS　JONATHAN 気仙沼小学校 アメリカ合衆国

(ダグラス　ジョナサン) 気仙沼中学校　大島中学校 マサチューセッツ州

WOLLMANN STEPHANIE 新城小学校　月立小学校 アメリカ合衆国

(ウォールマン　ステファニー) 新月中学校 バージニア州

JACOB SIDES 鹿折小学校　大島小学校 アメリカ合衆国

（ジェイコブ　サイズ） 鹿折中学校 ノースカロライナ州

DEAN JENNIE アメリカ合衆国

（ディーン　ジェニー） テネシー州

AUWAL SHAMIL 津谷小学校　小泉小学校 　 アメリカ合衆国

（オーワル　シャミル） 津谷中学校 カリフォルニア州

MALLOY　GRACE 唐桑小学校　中井小学校  アメリカ合衆国

（マロイ　グレース） 唐桑中学校 アイオワ州

TEAGUE　VICTORIA 松岩小学校　松岩中学校 アメリカ合衆国

（ティーグ　ヴィクトリア） ジョージア州

OMAN AYUMI 大谷小学校　大谷中学校 アメリカ合衆国

（オーマン　アユミ） バージニア州

BLADES　ALISHA 階上小学校　階上中学校 アイルランド

（ブレイズ　アリーシャ） クレイガボン

４～３月

10～３月

11～３月

４～３月

10～３月

10～３月

４～３月 面瀬小学校　面瀬中学校 

４～３月

４～３月

４～３月 九条小学校　条南中学校
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所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　１項　４目　教育サポートセンター費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

事 業 名 教育サポートセンターの運営に関する経費
決算書ページ

309～311

目的及び
事業内容

【目的】
　「気仙沼子どもの心のケアハウス」と「気仙沼市青少年育成支援センター」を一体化
し，「気仙沼市教育サポートセンター」を設置して不登校支援等に関する機能強化を図
る。

【事業内容】
　不登校支援に係るネットワークの中核として関係機関との連携を図りながら，児童生
徒の情緒の安定や社会的自立に向けた支援活動を中心に教育相談を行い，不登校児童生
徒や保護者への効果的支援及び本市の子どもたちの問題行動等の改善につなげる。
　また，本市の青少年の健全育成のために，家庭や地域，各学校等と連携し支援事業を
行う。

一般財源

決算額 32,267,059

成 果 と
課　　題

【成果】
　１　ホームページ等による効果的な情報発信により，来所相談を直接受け付ける件数
　　が増加し，問題を解決に向けて迅速に対応できた。
　２　タブレット端末を使用可能な環境にし，来所者支援室（けやき教室）での学習等
　　に活用することで，来所へのハードルが下がり，入所承認者の増加につながった。
　３　「不登校支援会議」と「青少年支援室」を開催し，連携のネットワークの強化や
　　今後の支援のあり方等について検討を重ねることができた。

【課題】
　１　実践的な連携体制を構築して，深刻で長期化する不登校の児童生徒と保護者に効
　　果的に働きかける方策を工夫していく必要がある。
　２　効果的な支援を展開するために，支援会議等の意見を伺いながら，全体の業務を
　　精選し，児童生徒の実態や時流に合った活動を計画する必要がある。

36,001,000 国(県)支出金 市債 その他

15,785,891 0 0 16,481,168

実施状況

１　教育相談およびカウンセリングに係る業務
　(1) 相談窓口として来所相談に対応する環境を整備し，来所及び電話による効果的支
　　　援につなげた。
　(2) ホームページを工夫し，相談者の利用しやすさを意識して情報発信に努めた。
　(3) スクールソーシャルワーカーをセンター常駐にして，来所訪問の両方の相談に迅
　　　速に対応できるようにした。また，学校配置のスクールカウンセラーの研修会を
　　　開催し，学校における相談状況の情報共有を図った。

２　学校及び家庭訪問による学習支援に係る業務
　　学習サポーターによる別室登校支援と家庭訪問支援を実施し，不登校や不登校傾向
　の児童生徒の心身のケアと学習機会の確保，及び社会的自立に向けた働きかけを継続
　的に行った。

３　来所者支援に係る業務
　  従来の「けやき教室」の施設を活用しながら，入所承認の有無に関わらず，学校に
　行きづらい児童生徒たちの居場所として，学習機会の確保や心のケアを行った。
　　例年よりも入所や体験希望が多く，学年や所属の違いを超えた交流が見られた。

４　青少年の相談及び街頭指導等に係る業務
　(1) センター全体の相談業務の一環として，青少年問題の相談を受け付けた。
　(2) コロナ過の中，「市青少年育成協議会総会」と「市健全育成推進大会」が中止と
      なったが，秋の「家庭教育大会等」と青少年健全育成文集「燈火」第37号の発刊
      及び代表朗読は感染対策を徹底して実施した。また，街頭巡回も回数を減らす時
      期があったものの，中学校区11地区を65名の指導員で行った。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額
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成 果 と
課　　題

　
　学校の感染症対策のために必要となる物品を整備し，児童が安心して学校生活を送る
ための，安全な教育環境を整えることができた。

一般財源

決算額 10,362,731 5,181,000 0 0 5,181,731

実施状況

１　事業内容
　　学校内での集団感染のリスクを避け，児童が安心して学ぶことができる環境を整え
　るため，必要となる物品を整備する。
 
２　実　　績
　　事業実績額　　10,363千円
　　・消耗品購入（消毒液等の保健衛生用品，タブレット用保護フィルム等学習用品）
    ・備品購入（サーマルカメラ，CO₂モニター，アルコールディスペンサー等）
　　（学校保健特別対策事業費補助金［令和２年度繰越事業］　5,181千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,904,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 学校運営に関する経費（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業）
決算書ページ

313～315

目的及び
事業内容

　
【目的】
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，感染症対策を徹底しながら子どもたちの
学習を保障する。

【事業内容】
　市立小学校の感染症対策等に必要となる保健衛生用消耗品購入や，子どもたちの学習
保障に必要となる備品整備等，学校の実情に応じた感染症対策を行う。

所 管 課 教育委員会教育総務課 予算科目 10款　２項　１目　学校管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉
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成 果 と
課　　題

【成果】
　子どもたち一人ひとりに対して個別最適化された創造性を育む教育を行う環境が維持
され,災害や感染症の発生等による学校臨時休業等の緊急時における学習を継続できる
環境も確保された。また，ICT支援員の配置によりタブレット活用授業の学習効果向上
や教職員の働き方改革にも寄与した。

【課題】
　耐用年数経過後に必要となる機器更新の手法及び財源確保が課題である。

実施状況

１　学校高速光回線（NTTフレッツ光 １Gbps）,モバイルルーター用LTE回線（Biglobe
　　３GB/月）使用料光回線14校分，LTE回線60回線　12ヶ月分（R３.４～R４.３）
　　1,523千円

２　学習用ソフトウェア（学習ドリルソフト，ラインズ製 eライブラリアドバンス）の
　　ライセンス使用料
　　小学校14校分（2,544台分）12ヶ月分（R３.４～R４.３）
　　4,738千円

３　ICT支援員配置事業業務委託
　　2,488千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,323,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 8,749,897 0 0 0 8,749,897

目的及び
事業内容

【目的】
　Society5.0時代を見据え，市内小・中学校において，未来を担う子どもたちの学習環
境の改善を図るとともに，災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時にお
いても活用できるよう，家庭でのオンライン学習環境を整備する。

【事業内容】
　令和２年度に整備した児童一人一台タブレット端末の活用に不可欠な高速インター
ネット通信環境及び校外学習用LTE回線を維持するとともに，家庭学習に有効な学習用
ドリルソフトの使用契約を継続する。また一人一台タブレット端末の授業における活用
を支援し，また導入に伴い増大するICT機器設定業務等を支援するICT支援員を配置す
る。

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　２項　２目　教育振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

事 業 名 教育振興事業（市立小学校オンライン学習環境整備事業）
決算書ページ

315
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成 果 と
課　　題

【成果】
　就学援助費（準要保護児童生徒援助費），就学奨励費を支給することにより，経済的
に就学困難な児童及び特別支援学級の児童に教育の機会を確保をすることができた。

【課題】
　社会情勢の変化等による就学援助希望者の増減を把握し，経済的な理由で就学に支障
を来すことがないよう制度の周知を徹底する。

実施状況

１　就学援助費
　　小学校　　 392人　 31,304千円
　 （要保護児童生徒援助費補助金　10千円）

２　就学奨励費
　　小学校　 　34人　　　 947千円
　 （特別支援教育就学奨励費補助金　469千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 35,205,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 32,251,719 479,000 0 0 31,772,719

目的及び
事業内容

【目的】
　経済的に就学困難な児童及び特別支援学級に入級している児童の保護者に対し，経済
的負担を軽減するため援助を行い，教育の機会均等を図る。
　
【事業内容】
　就学援助費（準要保護児童生徒援助費），就学奨励費の支給
　支給費目・・・学用品費，学校給食費，医療費等

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　２項　２目　教育振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

事 業 名 就学援助事業
決算書ページ

317

-324-



成 果 と
課　　題

【成果】
　被災児童に係る就学援助費（準要保護児童生徒援助費）を支給することにより，児童
の教育の機会を確保することができた。

【課題】
　東日本大震災より10年以上経過し，該当者の把握が難しくなってきているため，学校
担当者との連携を図り，周知に努める。

実施状況

　
  小学校　 71人　　5,704千円
 （宮城県被災児童生徒就学支援事業費補助金  4,929千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,206,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 5,703,501 4,929,501 0 0 774,000

目的及び
事業内容

【目的】
　東日本大震災により被災し,就学が困難となった児童の就学機会を確保する。
　
【事業内容】
　被災児童に係る就学援助費（準要保護児童生徒援助費）の支給
　支給費目・・・学用品費，学校給食費，医療費等

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　２項　２目　教育振興費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

事 業 名 就学援助事業
決算書ページ

317
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目的及び
事業内容

　学校安全対策の充実を図り，学校の管理下における児童の負傷・疾病に対し，医療
費･障害見舞金等の災害共済給付を行う。

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　２項　２目　教育振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）②スポーツの振興

事 業 名 一般行政経費
決算書ページ

317

実施状況

１　独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金　　2,125千円（2,291人分）
　(1) 給付件数　156件（延べ数）
　(2) 給付額　　213千円

２　災害件数（実数）
　(1) 場合別

　(2) 負傷・疾病の種類別

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 2,160,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 2,125,464 0 0 853,300 1,272,164

成 果 と
課　　題

【成果】
　学校の管理下で発生した傷病等にかかる医療費負担の補填効果が得られた。
　「学校の設置者の損害賠償責任の免責の特約制度」により，損害賠償責任の負担が分
散され，財政負担が軽減された。

【課題】
　スポーツ振興センターの刊行物を送付し，申請漏れが無いように，制度について保護
者へ周知をしていくことが必要。

場合 各教科等 特別活動 学校行事 課外指導 休憩時間 通学中 合計

件数 39 7 2 0 43 16 107

種類
挫傷

・打撲
骨折 捻挫

靱帯損傷
・断裂

創・傷 歯牙破折 その他 合計

件数 43 32 10 3 11 3 5 107
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成 果 と
課　　題

【成果】
　各種施設整備の実施により，学校施設の安全確保と機能向上が図られ，児童の学習環
境や教職員の業務環境が改善された。

【課題】
　学校施設の老朽化が進み，改修等を必要とする箇所が増えてきている。また，限られ
た財源で改修を進めているため，その改善までに時間を要していることが課題である。

一般財源

決算額 24,560,792 11,359,000 7,146,000 0 6,055,792

実施状況

１　小学校施設改修工事　6,968千円
　　対象校 : 鹿折小（教室天井吊下照明固定工事）
    　　     津谷小（教室天井吊下照明固定工事）
　　　　　　 大島小（屋体外壁改修工事）
　　（小規模防災機能強化事業費補助金　1,215千円）

２　小学校空調設備設置工事　4,455千円 [令和２年度繰越事業]
　　対象校 : 気仙沼小，新城小，面瀬小
　　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　4,455千円）

３　小学校洋式トイレ整備工事　13,138千円 [令和２年度繰越事業]
　　対象校 : 津谷小，大谷小，小泉小
　　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　2,057千円）
　　（学校施設環境改善交付金　　　　　　　　　　　　　3,632千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 32,809,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 施設整備事業(小学校施設)
決算書ページ

317

目的及び
事業内容

　老朽化した施設の安全対策のほか，社会状況や環境の変化等に対応するため，施設の
改修・整備を行い，教育環境の質的向上を図る。

所 管 課 教育委員会教育総務課 予算科目 10款　２項　３目　学校等設備整備費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり
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事 業 名 施設の維持管理に関する経費(学校施設自動水栓設置事業(小学校施設))
決算書ページ

317

目的及び
事業内容

　小学校施設の給水栓をハンドル式から自動水栓に交換し，手指の接触を減少させるこ
とにより，新型コロナウイルス感染症の感染リスクの低減を図り，児童・教職員の安
心・安全な教育環境を確保する。

所 管 課 教育委員会教育総務課 予算科目 10款　２項　３目　学校等設備整備費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

一般財源

決算額 1,279,300 1,279,300 0 0 0

実施状況

〇　学校施設自動水栓設置事業　1,279千円
　　対象校 : 唐桑小，中井小
　　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　1,279千円）

（参考）
 ※令和３年度から令和４年度に繰越
   上記の他，12校についても令和４年４月７日までに，計画箇所全ての交換を完了し
　 た。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 14,123,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　自動水栓への交換により新型コロナウイルス感染症の感染リスクの低減が図られ，児
童・教職員の安心・安全な教育環境整備が推進された。
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成 果 と
課　　題

　学校の感染症対策のために必要となる物品を整備し，生徒が安心して学校生活を送る
ため，安全な教育環境を整えることができた。

一般財源

決算額 8,508,057 4,206,000 0 0 4,302,057

実施状況

１　事業内容
　  学校内での集団感染のリスクを避け，生徒が安心して学ぶことができる環境を整え
　るために必要な物品を整備する。

２　実　　績
　　事業実績額　　8,508千円
　　・消耗品購入（消毒液等の保健衛生用品，タブレット用保護フィルム等学習用品）
    ・備品購入（サーマルカメラ，CO₂モニター，屋外用テント等）
　　（学校保健特別対策事業費補助金 [令和２年度繰越事業］ 　4,206千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 8,792,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 学校運営に関する経費（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業）
決算書ページ

319

目的及び
事業内容

　
【目的】
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，感染症対策を徹底しながら子どもたちの
学習を保障する。

【事業内容】
　市立中学校の感染症対策等に必要となる保健衛生用消耗品購入や，子どもたちの学習
保障に必要となる備品整備等，学校の実情に応じた感染症対策を行う。

所 管 課 教育委員会教育総務課 予算科目 10款　３項　１目　学校管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉
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成 果 と
課　　題

【成果】
　子どもたち一人ひとりに対して個別最適化された創造性を育む教育を行う環境が維持
され，災害や感染症の発生等による学校臨時休業等の緊急時における学習を継続できる
環境も確保された。また，ICT支援員の配置によりタブレット活用授業の学習効果向上
や教職員の働き方改革にも寄与した。

【課題】
　耐用年数経過後に必要となる機器更新の手法及び財源確保が課題である。

実施状況

１　学校高速光回線（NTTフレッツ光 １Gbps）,モバイルルーター用LTE回線（Biglobe
　　３GB/月）使用料光回線11校分，LTE回線60回線　12ヶ月分（R３.４～R４.３）
　　1,285千円

２　学習用ソフトウェア（学習ドリルソフト，ラインズ製 eライブラリアドバンス）の
　　ライセンス使用料
　　中学校11校分（1,483台分）12ヶ月分（R３.４～R４.３）
　　2,896千円

３　ICT支援員配置事業業務委託
　　2,488千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 7,942,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 6,668,420 0 0 0 6,668,420

目的及び
事業内容

【目的】
　Society5.0時代を見据え，市内小・中学校において，未来を担う子どもたちの学習環
境の改善を図るとともに，災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時にお
いても活用できるよう，家庭でのオンライン学習環境を整備する。

【事業内容】
　令和２年度に整備した生徒一人一台タブレット端末の活用に不可欠な高速インター
ネット通信環境及び校外学習用LTE回線を維持するとともに，家庭学習に有効な学習用
ドリルソフトの使用契約を継続する。また一人一台タブレット端末の授業における活用
を支援し，また導入に伴い増大するICT機器設定業務等を支援するICT支援員を配置す
る。

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　３項　２目　教育振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

事 業 名 教育振興事業（市立中学校オンライン学習環境整備事業）
決算書ページ

321～323
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成 果 と
課　　題

【成果】
　就学援助費（準要保護児童生徒援助費），就学奨励費を支給することにより，経済的
に就学困難な生徒及び特別支援学級の生徒に教育の機会を確保をすることができた。

【課題】
　社会情勢の変化等による就学援助希望者の増減を把握し，経済的な理由で就学に支障
を来すことがないよう制度の周知を徹底する。

実施状況

１　就学援助費
　　中学校　　 238人　　30,933千円
　 （要保護児童生徒援助費補助金　71千円）

２　就学奨励費
　　中学校      ９人　　　 425千円
   （特別支援教育就学奨励費補助金　211千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 34,548,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 31,358,317 282,000 0 0 31,076,317

目的及び
事業内容

【目的】
　経済的に就学困難な生徒及び特別支援学級に入級している生徒の保護者に対し，経済
的負担を軽減するため援助を行い，教育の機会均等を図る。
　
【事業内容】
　就学援助費（準要保護児童生徒援助費），就学奨励費の支給
　支給費目・・・学用品費，学校給食費，医療費等

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　３項　２目　教育振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

事 業 名 就学援助事業
決算書ページ

323
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成 果 と
課　　題

【成果】
　被災生徒に係る就学援助費（準要保護児童生徒援助費）を支給することにより，生徒
の教育の機会を確保することができた。

【課題】
　東日本大震災より10年以上経過し，該当者の把握が難しくなってきているため，学校
担当者との連携を図り，周知に努める。

実施状況

　
  中学校　 47人　　6,048千円
 （宮城県被災児童生徒就学支援事業費補助金  5,495千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,877,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 6,047,730 5,495,730 0 0 552,000

目的及び
事業内容

【目的】
　東日本大震災により被災し,就学が困難となった生徒の就学機会を確保する。
　
【事業内容】
　被災生徒に係る就学援助費（準要保護児童生徒援助費）の支給
　支給費目・・・学用品費，学校給食費，医療費等

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　３項　２目　教育振興費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

事 業 名 就学援助事業
決算書ページ

323
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目的及び
事業内容

　学校安全対策の充実を図り，学校の管理下における生徒の負傷・疾病に対し，医療
費･障害見舞金等の災害共済給付を行う。

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　３項　２目　教育振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）②スポーツの振興

事 業 名 一般行政経費
決算書ページ

323

実施状況

１　独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金　　1,215千円（1,310人分）
　(1) 給付件数　400件（延べ数）
　(2) 給付額　　1,322千円

２　災害件数（実数）
　(1) 場合別

　(2) 負傷・疾病の種類別

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,244,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 1,215,351 0 0 471,960 743,391

成 果 と
課　　題

【成果】
　学校の管理下で発生した傷病等にかかる医療費負担の補填効果が得られた。
　「学校の設置者の損害賠償責任の免責の特約制度」により，損害賠償責任の負担が分
散され，財政負担が軽減された。

【課題】
　スポーツ振興センターの刊行物を送付し，申請漏れが無いように，制度について保護
者へ周知をしていくことが必要。

場合 各教科等 特別活動 学校行事 課外指導 休憩時間 通学中 合計

件数 58 3 14 118 13 8 214

種類
挫傷

・打撲
骨折 捻挫

靱帯損傷
・断裂

創・傷 歯牙破折 その他 合計

件数 68 54 40 19 2 3 28 214
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成 果 と
課　　題

【成果】
　各種施設整備の実施により，学校施設の安全確保と機能向上が図られ，生徒の学習環
境や教職員の業務環境が改善された。

【課題】
　学校施設の老朽化が進み，改修等を必要とする箇所が増えてきている。また，限られ
た財源で改修を進めているため，その改善までに時間を要していることが課題である。

一般財源

決算額 21,255,208 10,812,732 7,554,000 0 2,888,476

実施状況

１　中学校施設改修工事　4,870千円 [令和２年度繰越事業・３年度事業]
　　対象校 : 条南中（下水道接続改修工事）
             松岩中（消火設備埋設配管改修工事）
　　　　　　 面瀬中（LED照明交換工事）
　　　（みやぎ環境交付金　2,000千円）

２　中学校空調設備設置工事　3,135千円 [令和２年度繰越事業]
　　対象校 : 鹿折中
　　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　3,135千円）

３　中学校洋式トイレ整備工事　13,250千円 [令和２年度繰越事業]
　　対象校 : 条南中，津谷中，大谷中
　　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　1,577千円）
　　（学校施設環境改善交付金　　　　　　　　　　　　　4,101千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 31,235,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 施設整備事業(中学校施設)
決算書ページ

323

目的及び
事業内容

　老朽化した施設の安全対策のほか，社会状況や環境の変化等に対応するため，施設の
改修・整備を行い，教育環境の質的向上を図る。

所 管 課 教育委員会教育総務課 予算科目 10款　３項　３目　学校等設備整備費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり
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事 業 名 施設の維持管理に関する経費(学校施設自動水栓設置事業(中学校施設))
決算書ページ

323

目的及び
事業内容

　中学校施設の給水栓をハンドル式から自動水栓に交換し，手指の接触を減少させるこ
とにより，新型コロナウイルス感染症の感染リスクの低減を図り，生徒・教職員の安
心・安全な教育環境を確保する。

所 管 課 教育委員会教育総務課 予算科目 10款　３項　３目　学校等設備整備費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）③信頼に裏打ちされた魅力ある教育環境づくり

一般財源

決算額 1,017,500 1,017,500 0 0 0

実施状況

〇　学校施設自動水栓設置事業　1,018千円
　　対象校 : 大島中，唐桑中
　　　　（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　1,018千円）

（参考）
 ※令和３年度から令和４年度に繰越
　 上記の他，９校についても令和４年４月７日までに，計画箇所全ての交換を完了し
　 た。

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,139,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　自動水栓への交換により新型コロナウイルス感染症の感染リスクの低減が図られ，生
徒・教職員の安心・安全な教育環境整備が推進された。
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Ⅱ－３教育（１）①生きる力の育成

事 業 名 幼児教育推進整備体制構築事業
決算書ページ

327

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　４項　１目　幼稚園費

総計基本施策分類 〈通常分〉

１　研修会・検討会
　(1) 幼保小連携・接続研修会開催（市内の公立･私立幼保小職員対象）　２回
　(2) 幼児教育推進連絡会開催　　２回
　　　（有識者，公立・私立幼保代表，市立学校代表，幼児教育推進室員，
　　　　市担当部局員　計18人で構成）
　(3) 人材育成指標作成委員会開催　　３回
　　　（公立・私立幼保代表，幼児教育推進室員，市担当部局員　計７人で構成）
　(4) 初任者層研修会開催　　２回　19人参加
　　　（経験年数３年以内の公立・私立幼保職員対象）
　(5) 主任層研修開催（公立保育施設の主任対象，主任会の際に開催）　１回

２　幼児教育コーディネーター，アドバイザーの活動
　(1) 幼児教育施設訪問，小学校訪問　　幼児教育施設28施設，小学校14校
　(2) 保育所内研修での指導助言　 ４回
  (3) 市立園長会議，所長会議での助言，情報提供　　２回
  (4) 幼児教育推進室だよりの配布（全幼児教育施設，小学校）　３回

　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

決算額

目的及び
事業内容

【目的】
　市内幼稚園（含：私立幼稚園），保育所（含：私立保育所）等における課題を把握す
るとともに幼児教育の推進体制を構築し，その対策を打ち立て指導に役立てるため，幼
児教育コーディネーターを配置し，幼児教育の質の確保と向上を図る。

【事業内容】
１　幼稚園，保育所で日常的に生じている環境，指導等の課題の改善すべき点を分析
　調査し，施設訪問において相談・助言を行い，実効的に幼児教育の質的改善を図る。
２　公立・私立の幼児教育施設を対象とした研修会を開催するとともに，幼児教育に携
　わる人材を育成する指標の作成を推進し，初等教育に対する教諭，保育士の識見と資
　質能力を向上させる。
３　幼保及び公立・私立の部署の一元化に向けて，幼児教育推進体制の充実・活用強化
　に取り組む。

予算の執行状況

予算額 3,416,000

2,838,926 1,419,000 0 0 1,419,926

一般財源国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　施設訪問においては，保育案の作成による指導のねらいの明確化を図った。施設長と
保育者，アドバイザーの目線を合わせて指導について検討し，改善を図ることができ
た。また，保育案を書く機会が少ない保育士もおり，研修の機会にすることもできた。
　人材育成指標に基づく経験別研修（初任者層，中堅層）を各２回開催し，所属施設の
都合により参加したい回を選択できるようにした。このことで参加人数が増え，所属施
設において研修結果を活用した指導改善に取り組むことができた。
　人材育成指標については，活用モデルや経験層別の指標を作成し，次年度からの各施
設での活用を推進することができた。
　
【課題】
　幼児教育アドバイザーの人材確保が課題である。

実施状況
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所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　５項　１目　社会教育総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）①生涯学習・リカレント教育の推進

事 業 名 社会教育に関する経費
決算書ページ

329

一般財源

決算額 2,570,489 196,800 0 0 2,373,689

目的及び
事業内容

　人間性豊かで，一人ひとりが生き生きと活動し，生涯にわたって学び続ける市民と活
力ある地域の形成を目指し，施策の推進を図る。

実施状況

１　社会教育委員会議
　　　会議３回（うち２回は紙面開催）
　　　　　　　　社会教育事業の報告
　　　　　　　　市立公民館運営方針についての協議　等
　　　延べ17人出席
　
２　ジュニアリーダー資格研修会
　(1) 上級研修　12月26，27日，志津川自然の家（県主催），12人受講
　(2) 中級研修　７月17，18日，志津川自然の家（県主催），13人受講
　(3) 初級研修　３月27日，新月公民館（市教委主催），６人受講

３　就学期子育て講座
　　　２月２日・８日，２小学校で開催，19人参加

４　共催・後援事業
　(1) 共催　３件　南三陸地方青年文化祭　ほか２件
  (2) 後援　６件　ＪＣ寺子屋～キッズワークタウン2021～　ほか５件

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,565,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
新型コロナウイルス感染症の影響はあったが，令和２年度より多くの事業を開催でき

た。ジュニア・リーダー資格研修会については，コロナ禍においても参加希望があり，
日帰りではあったが実施することにより，受講者の今後の活動意欲の向上につながっ
た。

【課題】
ジュニアリーダー登録者数維持のため，活動の場を広げるなどジュニアリーダーの魅

力をより一層普及する機会を検討していくことが必要である。一方，部活動等との重複
や新型コロナウイルス感染症の影響があり，活動や活躍の場が減少しているのが現状で
ある。これまでの広報活動や周知方法に加え，各小中学校や公民館での普及活動につい
ても検討し，新しい生活様式にも対応しながら活動していくための方法について，更な
る工夫が必要である。
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事 業 名 地域学校協働活動推進事業
決算書ページ

329

目的及び
事業内容

　
　家庭・地域・学校・行政が協働し，学校・公民館等の社会教育施設や地域の社会教育
資源等を活用しながら，学びの機会を推進することにより，学びを通した地域コミュニ
ティづくりと地域全体で子どもを育てる体制づくりを図る。

実施状況

１　協働教育プラットフォーム事業       1,361千円
　　　（学校を核とした地域力強化プラン）

　
 
  (1) 学校支援事業
　　　  　学習支援・・・ミシン教室，農業・漁業体験学習，福祉・進路講話
　　　　　　　　　　　　防災訓練，地域理解学習など
　(2) 家庭教育支援事業
　　　ア　親子交流・・・さをり織り体験，料理教室など
　　　イ　子育て世代支援・・・親子体操，食育指導，緊急時の応急対応など
　(3) 地域活動支援事業
　　　ア　伝統文化体験活動・・・手芸教室，読書感想画コンクールなど
　　　イ　自然体験活動・・・星座観察会，ＳＵＰ体験会，キャンプなど
　　　ウ　世代間交流活動・・・書初め教室，昔の遊び体験など

２　放課後子供教室　　　　　　　　　　　 347千円
　　　（子供への学習によるコミュニティ復興支援事業補助金）
　　　　30回実施，延べ461人参加

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 3,071,000 国(県)支出金 市債 その他

決算額 1,708,312 1,251,000 0 0

所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　５項　１目　社会教育総務費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－３教育（２）①生涯学習・リカレント教育の推進

一般財源

成 果 と
課　　題

【成果】
地域と学校が協働で活動することで子供たちの学習と成長に大きな影響を与えてい

る。本事業の趣旨を理解しながら，学校と地域学校協働活動推進員と公民館が継続して
連携して取り組んだ。地域連携担当や各種事業の担当者が，地域と学校をつなぐパイプ
役として活躍した。

また，地域人材の活用も継続的に進められており，地域で持続可能な事業が展開でき
ていることは大きな成果と言える。

【課題】
令和３年度は「学校を核とした地域力強化プラン（補助率：国１/３，県１/３，市１

/３）」を活用したため，財源確保と予算を縮小し事業を行う必要があった。事業の精
査と各地区での協働活動推進員やボランティア等の更なる人材育成が必要である。ま
た，新型コロナウイルス感染症の影響もあり，予定していた事業が開催できなかったこ
とを受け，コロナ禍における実施方法についても検討する必要がある。

457,312

学校支援 80件 3,223人

家庭教育 17件 505人

地域活動 17件 521人

事業区分 実施数
参加者数

（延べ人数）
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所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　５項　２目　公民館費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）①生涯学習・リカレント教育の推進

事 業 名
公民館の運営・維持管理に関する経費，
公民館施設の改修等に関する経費

決算書ページ

331～333

目的及び
事業内容

　地域住民の自治意識の高揚と，社会的な連帯意識に富む人間性豊かな市民の形成を目
指し，生涯学習社会に対応した公民館活動の推進と，地域及び関係機関・団体等との連
携による社会教育の拡充を図り，健康で明るい活力ある地域づくりに努める。

実施状況

１ 主な施設修繕等
　(1) 松岩公民館避難誘導灯等修繕　799千円
　(2) 大谷公民館小会議室修繕　　　741千円
　(3) 階上公民館駐車場ライン修繕　330千円
　(4) 小原木公民館屋内運動場ステージ下部倉庫壁面修繕　99千円
　(5) Wi-Fi環境整備業務委託（鹿折・面瀬） 768千円(新型コロナウイルス感染症対
       策)
　(6) Wi-Fi環境整備工事（新気仙沼中央公民館） 897千円
　(7) 気仙沼中央公民館改修工事【令和２年度繰越事業】　10,885千円

２　主な備品購入
　(1) WEB会議用機材一式　　　　　　　3,838千円(新型コロナウイルス感染症対策)
　　　 テレビ・テレビスタンド・WEBカメラ　各13台，拡張マイク４台
　(2) 非接触式検温機器　　　　　　　　660千円(新型コロナウイルス感染症対策)
　　　 サーマルカメラ　タブレット型６台
　
　
　

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 125,516,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 114,551,085 5,265,810 0 2,013,585 107,271,690

成 果 と
課　　題

新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金を活用した通信環境整備や備品購入に
より，オンライン会議や講座のオンライン配信等が可能となり，新型コロナウイルス感
染リスクを軽減しながら安心安全な生涯学習活動が継続できる環境整備とともに，公民
館におけるデジタル化の推進が図られた。
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所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　５項　２目　公民館費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）①生涯学習・リカレント教育の推進

事 業 名 新月公民館整備事業
決算書ページ

333

目的及び
事業内容

【目的】
　老朽化した新月公民館を移転新築する。

【事業内容】
１　建設地　　　気仙沼市切通100
２　構造 　　　 鉄骨造平屋建
３　敷地面積　　2,824.66㎡
４　建物面積　　　998.74㎡
５　スケジュール
　　　令和元年度　地質調査，基本設計，実施設計
　　　令和２年度　建設工事着手
　　　令和３年度　建設工事完了，備品購入，供用開始（６月１日）

実施状況

１　移転新築工事監理業務【令和２年度繰越事業】　　10,956千円
２　移転新築建築本体工事【令和２年度繰越事業】　　85,380千円
３　移転新築機械工事【令和２年度繰越事業】　　　　25,030千円
４　移転新築電気工事【令和２年度繰越事業】　　　　16,322千円
５　外構工事【令和２年度繰越事業】　　　　　　　　 6,595千円
６　駐車場車止め等設置工事【令和２年度繰越事業】 　　583千円
７　備品購入【令和２年度繰越事業】　　　　　　　　 9,017千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 179,289,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 153,883,844 0 144,500,000 0 9,383,844

成 果 と
課　　題

　
まちづくり組織関係者，自治会関係者，公民館利用者など19名で構成する「新月公民

館建設委員会」からの意見等を踏まえた設計を完了し，令和２年６月に工事着手し，令
和３年４月28日竣工した。
　令和３年６月１日に開館式を開催し，供用を開始した。

令和３年度の利用実績は，６月１日の供用開始以降，677回，延べ9,062人となってい
る。
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成 果 と
課　　題

まちづくり組織関係者，自治会関係者，公民館利用者など21名で構成する「気仙沼中
央公民館建設委員会」からの意見等を踏まえた設計を完了し，令和２年８月に工事着手
し，令和３年９月29日竣工した。
　令和３年12月１日に全館供用を開始し，12月19日には開館式を開催した。

令和３年度の利用実績は，12月１日の供用開始以降，356回，延べ8,167人となってい
る。

目的及び
事業内容

【目的】
　東日本大震災の津波で被災した気仙沼中央公民館を南気仙沼地区被災市街地復興土地
区画整理事業地内に災害復旧により移転新築する。

【事業内容】
１　建設地　　　気仙沼市内の脇一丁目16番６号
２　構造 　　　 鉄筋コンクリート造（２階建）
３　敷地面積　　8,747.48㎡
４　建物面積　　3,154.33㎡
５　スケジュール
　　　平成30年度　基本計画策定，基本設計
　　　令和元年度　地質調査，実施設計
　　　令和２年度　建設工事着手
　　　令和３年度　建設工事完了，備品購入，供用開始（12月１日）

実施状況

１　移転新築工事監理業務【令和２年度繰越事業】　　40,150千円
２　移転新築建築本体工事【令和２年度繰越事業】　 751,300千円
３　移転新築機械設備工事【令和２年度繰越事業】　 151,250千円
４　移転新築電気設備工事【令和２年度繰越事業】　　91,030千円
５　移転新築外構工事　　　　　　　　　　　　　　　86,173千円
６　移転新築外構工事【令和２年度繰越事業】 　  　　3,873千円
７　シンボルツリー植樹業務　　　　　　　　　　　　　 251千円
８　備品購入【令和２年度繰越事業】　　　　    　  42,788千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 1,192,366,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 1,168,052,592 386,917,000 99,000,000 5,200,000 676,935,592

所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目
10款　５項　２目　公民館費
11款　５項　１目　文教施設災害復旧費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－３教育（２）①生涯学習・リカレント教育の推進

事 業 名
気仙沼中央公民館整備事業，
気仙沼中央公民館災害復旧事業

決算書ページ

333～335，357
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成 果 と
課　　題

【成果】
  新型コロナウィルス感染症予防対策による宮城県独自の緊急事態宣言や緊急特別要請
により、中止とした行事もあるが、市内小学校、幼稚園などの希望により出前おはなし
会や見学、市内中学校からの職場体験を実施し、読書活動を支援することができた。ま
た、新型コロナウィルス感染症予防対策により図書の貸出期間を延ばし、貸出冊数を増
やして貸出したことで貸出人数、入館者数は減少したが、貸出冊数は増加した。

【課題】
　引き続き，新型コロナウィルス感染症予防対策に配慮しながら，より多くの市民満足
度を高めるため，行事の開催方法等を見直し，メール予約の推進等、図書館蔵書管理シ
ステムを最大限に活用する。

一般財源

決算額 42,216,238 101,558 0 1,062,774 41,051,906

目的及び
事業内容

　
　令和３年度教育大綱を踏まえ，「図書館運営の充実と利用の拡大」を重点目標に，生
涯学習社会における中心的役割を果たすべく，多様化・高度化する市民ニーズを考慮し
ながら，必要な資料と情報を効果的に提供し，市民が気軽に利用できる開かれた図書館
づくりに努める。

実施状況

１　利用状況

 
２　実施事業

 

 
３　図書館協議会
　　委　　員　　10人
　　出席者数　　第１回 ８人　第２回 ５人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 44,546,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　５項　３目　図書館費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）①生涯学習・リカレント教育の推進

事 業 名 図書館の運営・維持管理に関する経費
決算書ページ

335～337

（単位：冊，円，人）

気仙沼図書館 唐桑分館 本吉図書館 合　計

冊数 3,701       456         649        4,806      

金額 6,050,995   848,693     1,099,830  7,999,518  

冊数 45          - - 45         

金額 99,935      - - 99,935     

冊数 2,206       107         1,140      3,453      

金額 3,267,513   53,517      1,604,789  4,925,819  

247,253     13,182      83,510     343,945    

18,752      576         9,664      28,992     

89,129      2,449       13,604     105,182    

38,280      1,230       8,469      47,979     

9,327       2,214      11,541     

224,643     6,671       43,292     274,606    

65,330      7,577      72,907     

区　分

年度末蔵書数

登録者数

入館者数

寄贈図書数

通常分

臨

時

分

貸出人数

（うち移動図書館車）

貸出冊数

（うち移動図書館車）

購

入

図

書

数

和田アキ子生島

ヒロシ震災基金

（単位：回，人）

気仙沼図書館 唐桑分館 本吉図書館 合　計

回数 25          13          11          49          

人数 232         29          37          298         

回数 13          1           6           20          

人数 270         14          114         398         

回数 46          31          26          103         

人数 1,809       401         627         2,837       

回数 33          4           4           41          

人数 871         216         75          1,162       

読書活動支援

ボランティア育成

区　分

おはなし会

見学・職場体験受入

企画行事
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成 果 と
課　　題

【成果】
１　文化財保護事業
　　文化財パトロールの実施や，指定文化財の所有者等が行う管理事業に対する補助，
  　維持管理業務を実施し，指定文化財の適正な管理と次世代への確実な継承が図られ
　　た。
２　文化財の普及啓発
　　文化財所有者や観光振興と連携し，文化財の公開や講座などのイベントを開催し，
　　観光資源としての文化財の活用や魅力発信に取り組み，煙雲館庭園などに市民や
　　観光客が訪れた。
【課題】
　過疎化や少子高齢化等の社会情勢の変化により，貴重な文化財の滅失や後継者育成等
が課題である中で，文化財を継承する担い手の確保や，普及啓発，情報発信など，文化
財所有者や関係団体等と連携して文化財を地域で支え，次世代への継承に向けた取り組
みが必要である。
　文化財所有者や保持団体は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響で活動制限がある
中，練習や発表の機会の確保に努力しており、それを支える取り組みが求められる。

一般財源

決算額 9,321,640 1,324,340 0 738,000 7,259,300

目的及び
事業内容

【目的】
　文化財の現状を把握し，その保存・活用と市民の文化財に対する理解及び愛護意識の
高揚を図る。

【事業内容】
１　文化財保護事業
２　指定文化財の保存・管理補助
３　文化財の普及啓発

実施状況

１　文化財保護事業
　(1) 文化財保護巡視員（５名）による文化財パトロール
　(2) 国指定特別天然記念物ニホンカモシカの滅失報告　　　　　　　　　 47件
　(3) 県指定天然記念物下二本杉保存管理　　　　　　　　　　　　　1,025千円
　(4) 市指定天然記念物役場の傘松保全管理業務委託　　　　　　　　　594千円
　(5) 松くい虫防除業務委託（役場の傘松，風越の七里塚）　　　　　　165千円
　(6) 国指定天然記念物十八鳴浜清掃業務委託　　　　　　　　　　　　 90千円
　(7) 市町村海岸漂着物等地域対策推進事業（九九鳴き浜）　　　　　1,826千円
　(8) 国指定天然記念物九九鳴き浜清掃活動（７月20日）　　　　　　　 53千円
　(9) 日本遺産「みちのくＧＯＬＤ浪漫」推進事業　　　　　　　　　　  9千円
　(10)文化財資料整理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,641千円

２　指定文化財の保存・管理補助
　(1) 無形民俗文化財保持団体　　　　　　　　　　　　　　　11団体　253千円
　(2) 有形文化財，史跡，天然記念物管理者　　　　　　　　　　26件　305千円
　(3) 名勝管理者（煙雲館庭園）　　　　　　　　　　　　　　　　　　250千円

３　文化財の普及啓発
　(1) 文化財公開の日（煙雲館庭園一般公開等）
　(2) 第68回文化財防火デー関連行事
　　ア　文化財特別査察（１月11日：本吉・唐桑地区寺院，１月17日：気仙沼地区寺
　　　　院）
　　イ　文化財防災訓練（１月23日：補陀寺）
　(3) 収蔵資料展（年４回：魚市場前庁舎ロビー及び気仙沼図書館展示スペース）
　(4) 伝統文化親子教室活動支援　６団体

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,344,000 国(県)支出金 市債 その他

所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　５項　４目　文化財保護費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）③文化芸術の振興と地域文化の継承

事 業 名 文化財保護に関する経費
決算書ページ

337～339
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所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　５項　４目　文化財保護費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）③文化芸術の振興と地域文化の継承

事 業 名 埋蔵文化財調査事業
決算書ページ

339

一般財源

決算額 4,074,243 998,000 0 0 3,076,243

目的及び
事業内容

【目的】
　開発行為に伴う発掘調査を実施することによって，市内の埋蔵文化財の現状を把握
し，記録・保存を行う。また，調査結果の公開を通じて，市民の埋蔵文化財に対する理
解及び愛護意識の高揚を図る。

【事業内容】
　埋蔵文化財の保護・発掘調査

実施状況

〇　埋蔵文化財の保護・発掘調査
　(1) 開発行為に係る本調査　　　０件
　(2) 開発行為に係る確認調査等
　　ア　個人住宅等　９件
　　イ　公共事業　　０件
　　ウ　工事立会　　13件
　(3) 発掘調査報告書の刊行
　　　「気仙沼市内発掘調査報告書６－国庫補助対象事業に伴う発掘調査（令和２年
　　　　度）ほか－」
　(4) 気仙沼市内遺跡発掘調査速報展
　　　　気仙沼「海の市」２階ホール（３月26日～４月４日）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,862,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

【成果】
　公共事業や個人住宅建築等に伴う発掘調査を実施するとともに，調査成果速報展や調
査報告書を刊行するなど，市民の埋蔵文化財への理解を深めることができた。

【課題】
　継続的に公共事業や個人住宅等に伴う発掘調査が発生しており，引き続き，事業者に
対する埋蔵文化財への周知徹底や，市民向けの遺跡見学会や展示会など普及啓発が必要
である。
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所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　５項　５目　文化振興費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）③文化芸術の振興と地域文化の継承

事 業 名 文化振興事業
決算書ページ

339～341

一般財源

決算額 5,029,359 0 0 0 5,029,359

目的及び
事業内容

【目的】
　文化の香り高いまちづくりを目指し，市民の文化芸術活動の推進と，生涯学習時代に
対応した地域文化の振興を図るため，市民の文化芸術活動の促進や鑑賞機会の充実，文
化芸術団体との連携・活動支援等を推進する。

【事業内容】
１　優れた文化芸術鑑賞・体験機会の提供
２　共催・後援事業
３　文化芸術団体の育成・支援

実施状況

１　優れた文化芸術鑑賞・体験機会の提供
　(1) 気仙沼市子ども芸術劇場　ミュージカル「もったいないミュージカル 新SCRAP」
　　　・開催日　６月23日　・場所　気仙沼市民会館大ホール
　　　・対象　市内小学校５～６学年　・鑑賞者数　761人
　(2) 宮城県青少年劇場小公演　はなしの伝統芸能「落語」
　　　・開催日　５月25日　・開催校　面瀬中学校（鑑賞者数　全校生徒　172人）
　　　　　　　　　　　　　・開催校　松岩中学校（鑑賞者数　全校生徒　159人）
　(3) 宮城県巡回小劇場（音楽）「Let's Swing！～ブラックボトムブラスバンド～」
　　　・開催日　９月28日　・開催校　津谷小学校（鑑賞者数　６学年児童　44人）
  (4) 宮城県地方音楽会inけせんぬま
　　　第１部：気仙沼本吉地区吹奏楽祭 ※新型コロナウィルス感染症対策により中止
　　　第２部：仙台フィルハーモニー管弦楽団演奏会
　　　・開催日　２月13日　・場所　気仙沼市民会館大ホール　・鑑賞者数　215人
　(5) 国（文化庁）事業
　　・芸術家の派遣事業 １件　・巡回公演事業 ４件
　　・子どものための文化芸術体験支援事業 ５件　他

２　共催・後援事業
　(1) 共催 ７件　(2) 後援 ７件

３　文化芸術団体の育成・支援
　(1) 気仙沼市文化協会補助金　500千円　(2) 唐桑文化協会補助金　　　 50千円
　(3) 本吉町文化協会　　　　　 50千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,790,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

１　文化芸術鑑賞・体験機会の提供
　　子どもたちが学校において身近に優れた文化芸術を鑑賞し体験することで，文化芸
　術に対する興味関心を高め，豊かな情操と人間形成に資するなど，文化芸術による生
　きる力の醸成に寄与することができた。また，「子ども芸術劇場」や「地方音楽会」
　が，新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも無事に開催されたことは，市民
　の文化芸術活動の促進，貴重な鑑賞機会を提供できたことで大きな成果となった。

２　共催・後援事業や文化協会等の活動支援
　　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で，延期や中止を余儀なくされた事業が多く
　あり，文化芸術団体の活動や，市民が文化芸術に親しむ機会を確保することが困難だ
　った。そのような中でも，対策を講じながら活動を継続している団体・事業もあり，
　できる限りの支援を行った。今後も，国・県・文化芸術団体等と連携を図り，市民の
　ニーズに対応した優れた文化芸術に親しむ機会の充実を図るとともに，その情報発信
　に取り組み，地域の文化力の向上に努めたい。
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１　利用状況 （単位：回，人，千円）

所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　５項　６目　市民会館費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）③文化芸術の振興と地域文化の継承

事 業 名 市民会館の運営・維持管理に関する経費
決算書ページ

341～343

目的及び
事業内容

【目的】
　文化活動の拠点として広く市民に親しまれ利用活用されるよう以下の事項を基に管理
運営に努める。

【事業内容】
１　市民生活における芸術活動・文化活動の振興を促し，青少年から高齢者まで幅広い
　年齢層に利用してもらえるよう態勢を整える。
２　利用者の安全・安心を確保するとともに，使いやすい施設となるよう維持・管理の
　体制を整える。

第 三 会 議 室 178 3,031 415 玄 関 ロ ビ ー

決算額 21,764,017 418,649 0

125 1,405 369

中 ホ ー ル 175 9,058 845

12 11 7

実施状況

区分 回数 利用者 使用料 区分

第 一 会 議 室

175 48

回数 利用者 使用料

大 ホ ー ル 54 12,892 1,462 第 三 楽 屋

第 二 会 議 室 79 1,104 193 談 話 室 63

45 303 77

大ホール舞台 68 2,453 600

第 四 楽 屋

－ － 2,084

第 四 会 議 室 108 4,163 165 冷 暖 房 －

5 420 65

－ 1,884

和 室 35 133 75 設 備 備 品

35,748 8,417

4,701,640 16,643,728

２　自主事業等の実施状況
　・市民会館ミニイベント祭（市民会館建設・開館当時の写真，資料等の展示，スタイ
　　ンウェイピアノ演奏体験会，気仙沼市等の風景写真展，大相撲関連資料等の展示）
　　令和３年11月３日開催　来場者135人（うちピアノ演奏体験参加者11人）

３　主な施設修繕
　(1) ガスバルク調整器修繕　　415千円
　(2) 非常用予備発電装置修繕　475千円
　(3) 中ホールITV設備修繕　　　99千円
  (4) 水栓金具交換修繕【令和２年度繰越事業】　419千円（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 25,079,000

第 一 楽 屋 60 300 69
　総　計　

1,058

第 二 楽 屋 51 300 59 うち減免額

成 果 と
課　　題

【成果】
　市民活動団体との協働による文化振興事業と自主事業の実施により，市民が優れた文
化芸術に触れ親しむ機会を充実させた。
【課題】
　徐々に回復しつつあるが，新型コロナウィルス感染症の影響により予約のキャンセル
や利用を控える等の動きがあり，市民会館の利用件数が例年よりも少なかった。会館で
は感染症対策に取り組んでおり，今後も主催者の方と利用者の方々に協力をお願いしな
がら，安全・安心な施設利用を図っていく。
　また，老朽化した設備等の計画な改修が喫緊の課題となっている。

3,913

国(県)支出金 市債 その他 一般財源
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目的及び
事業内容

　
　市民の生涯学習活動の推進を図り，もって文化の香り高いうるおいのあるまちづくり
の推進に資する。また，施設の適切な管理運営に努め，利用者の利便性向上を図る。

所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　５項　７目　はまなすの館費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）③文化芸術の振興と地域文化の継承

事 業 名 はまなすの館の運営・維持管理に関する経費，施設整備事業
決算書ページ

343～345

実施状況

１　利用状況

２　主な施設修繕等
　(1) 水栓金具交換修繕【令和２年度繰越事業】711千円（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策）
　(2) 自動火災報知設備受信機交換修繕　　　　　　　　　　　　　　　4,345千円
　(3) アスファルト防水・天井塗装修繕　　　　　　　　　　　　　　　　396千円
　(4) 男子トイレ小便器センサー交換修繕　　　　　　　　　　　　　　　293千円
　(5) 冷暖房送風機NO1モーター故障交換修繕　　　　　　　　　　　　   237千円
　(6) 冷暖房送風機NO3弁リンケージ故障交換修繕　　　　　　　　　　　 198千円
　(7) 子ども広場等整備工事　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　25,156千円
　(8) 屋外ステージ屋根裏等修繕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　693千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 58,295,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 49,923,200 710,900 25,100,000 1,246,305 22,865,995

成 果 と
課　　題

【成果】
ホールのほかに美術館や屋外イベント広場等も利用されており，市民の文化交流活動

の拠点として定着している。今後も市民のニーズに対応した芸術に親しむ機会の充実を
図り，地域の文化力の向上に努めたい。また，自動火災報知設備受信機交換修繕や，男
子トイレ小便器センサーの修繕によりホール利用者の快適な利用環境が図られた。子ど
も広場については，地域住民や子育て世代の方々との話し合いを重ね，広場の整備を
行ったことで多くの親子連れの利用につながった。
【課題】

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため，年度当初から収容率50％での貸館
や，感染者の増加によりキャンセルになった貸館も多く，ホールの使用回数等が増えな
かった。自主事業についても，収容率の問題や観客の安全確保が難しい点など開催する
メリットや効果が十分に望めないため開催中止としたが，今後は感染症拡大防止対策を
徹底しながら自主事業を開催していきたい。また，照明設備等に老朽化による，不具合
等が発生しているので，設備の計画的な更新を図りたい。

（単位：回，人，千円）

区　　分 回数 利用者 使用料

ホ ー ル 56            4,902         1,695         

リハーサル室 -             -             -             

美 術 館 66            594           718           

122           5,496         2,413         

うち減免額 1,503         

※前年度利用数　　　　　　  153回　　　  4,441人

合　　計
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目的及び
事業内容

　市民スポーツの振興を通し，活力あるまちづくりを推進するため，スポーツ活動の奨
励とスポーツ環境の整備を図る。

所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　６項　１目　保健体育総務費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）②スポーツの振興

事 業 名 スポーツ推進事業
決算書ページ

345

実施状況

１　スポーツ推進委員の派遣等
    社会体育事業参加（スポーツ安全講習会，生涯スポーツ活動指導者研修会，障害ス
　ポーツ担当者研修会）　延べ12人
    ※新型コロナウイルス感染症の影響により，宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭等が
　　　中止

２　体育関係団体の育成・補助等
　(1) 体育協会補助金　　　　　　　　 2,163千円（スポーツ少年団への補助含む）
　(2) スポーツ大会開催費補助金　　      50千円（宮城県防具付空手道選手権大会）
      ※新型コロナウイルス感染症の影響により、市民運動会は全地区で中止

３　スポーツ少年団等指導者資格取得助成　　27人　　270千円

４　運動広場利用状況　　637件

５　体育施設利用状況　　795件

６　スポーツ顕彰事業
　(1) スポーツ功績賞　　１人
　(2) スポーツ奨励賞　　４人　　４団体

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 5,499,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 3,703,419 0 0 0 3,703,419

成 果 と
課　　題

  例年、スポーツ推進委員を各種スポーツ事業へ派遣し，円滑な運営に寄与していた
が，新型コロナウイルス感染症の影響により中止した事業が多かった。
　市民運動会については，新型コロナウイルス感染症の影響により全地区で中止となっ
たが，地域におけるスポーツによる貴重な交流の機会となっていることから，継続して
支援していきたい。
　スポーツ指導者等資格登録助成事業は，スポーツ少年団等の指導者資格取得に対して
助成を行うもので、２年目となった令和３年度は27人の申請となったが，市スポーツ少
年団本部等の協力を得て、引き続き指導者確保に努めたい。
　（一社）気仙沼市体育協会と連携し開催している市民体育祭等についても，新型コロ
ナウイルス感染症の影響により中止したが，市民がスポーツに親しむ機会であるととも
に，市外や県外の方々とスポーツを通しての交流が図られることから，継続して支援し
ていく。
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成 果 と
課　　題

　鹿折みどりのふれあい広場は，令和２年３月から整備工事を進め，令和３年５月に工
事完了，６月から供用開始している。
　維持管理については，鹿折地区振興協議会に委託し，地元の協力を得ながら適切な管
理に努めている。

実施状況

１　工事発注者支援業務委託　　11,820千円【令和２年度繰越事業】

２　造成工事　137,085千円　　　契約額　233,295千円【令和２年度繰越事業】
　　　　　　　　　　　　　　  （R2年度までの債務負担行為含む）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 161,000,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 148,904,705 0 123,300,000 0 25,604,705

目的及び
事業内容

【目的】
　東日本大震災により市営墓地となった鹿折みどりのふれあい広場の代替地として整備
する。

【事業概要】
１　建設予定地　気仙沼市東中才地内
２　敷地面積　　約12,400㎡（グラウンド面積 約8,063㎡，両翼80ｍ，センター90ｍ）
３　スケジュール
　平成29年度　土地評価鑑定，測量設計
　平成30年度　測量設計，用地取得
　令和元年度　用地取得，造成工事
　令和２年度　用地取得，造成工事
　令和３年度　造成工事

所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　６項　１目　保健体育総務費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－３教育（２）②スポーツの振興

事 業 名 鹿折みどりのふれあい広場整備事業
決算書ページ

345～347
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予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 446,250,000

所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目
10款　６項　１目　保健体育総務費
11款　５項　１目　文教施設災害復旧費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）②スポーツの振興

目的及び
事業内容

【目的】
　南気仙沼復興市民広場及び南運動広場を整備する。

【事業内容】
１　南気仙沼復興市民広場
　(1) 整備内容　グラウンド緑化　16,641㎡（人工芝 約9,000㎡，天然芝 約6,400㎡）
　　　　　　　  クラブハウス　１棟，倉庫　１棟　陸上レーン
  (2) 供用開始　令和４年秋

２　南運動広場
　(1) 整備内容　グラウンド整備　約12,900㎡，トイレ，駐車場
　(2) 供用開始　令和４年４月

実施状況

１　南気仙沼復興市民広場・南運動広場整備事業【令和２年度繰越事業】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約額：434,335千円
　(1) 工事発注者支援業務　　30,218千円
　(2) 南運動広場整備事業工事・南運動広場災害復旧工事　　71,860千円

事 業 名 社会体育施設整備事業，南運動広場災害復旧事業
決算書ページ

347,357

一般財源

決算額

国(県)支出金 市債 その他

102,078,100 4,118,000 80,800,000 0 17,160,100

成 果 と
課　　題

　南気仙沼復興市民広場及び南運動広場は，令和３年２月から工事を開始し，同年９月
及び令和４年２月に変更契約を締結し，工事を進めている。
　南運動広場については，令和４年３月で工事が完了し，４月から供用開始している。
　整備にあたっては，競技関係者と意見交換を行いながら，利用しやすい施設となるよ
う整備を進めており，復興市民広場については，整備後の維持管理等を考慮し，コート
部分を人工芝で整備することとした。
　整備後の維持管理についても，関係者と協議しながら，適切な管理を継続して行える
よう進めたい。
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成 果 と
課　　題

　学校施設を社会体育の場として提供することで，スポーツ団体の活動の活発化と競技
力の向上が図られるとともに，スポーツを通じたコミュニティ形成の一助となってい
る。
　なお，令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響により開放回数が減少した。

実施状況

１　学校施設開放管理指導員業務委託　　　　延べ 2,598回　  4,953千円

２　学校施設開放地域連携モデル事業委託　　　　　　　　　　　528千円

３　学校施設開放状況

　

　　小・中学校跡施設利用状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 7,539,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 5,481,300 0 0 0 5,481,300

目的及び
事業内容

　学校教育に支障のない範囲で学校の体育施設を市民へ開放し，社会体育の振興を図る
とともに，スポーツを通じたコミュニティづくりを目指し，活発なスポーツ活動の促進
に繋げる。

所 管 課 教育委員会生涯学習課 予算科目 10款　６項　２目　学校施設開放事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（２）②スポーツの振興

事 業 名 学校施設開放事業
決算書ページ

347

学校名 利用件数 学校名 利用件数
気仙沼 137 気仙沼 179
九条 101 条南 132
鹿折 189 鹿折 158
松岩 131 松岩 143
面瀬小 176 面瀬中 140
新城 141 新月 141
月立 0 階上 151
階上 72 大島 17
大島 104 唐桑 60
唐桑 23 津谷 223
中井 0 大谷 77
津谷 36 1,421
小泉 122
大谷 261

1,493 2,914小 計

小 計

合計

小
学
校

中
学
校

利用件数 利用件数
旧月立小 50 旧水梨小 373
旧落合小 124 旧小泉中 139
旧馬籠小 345 旧浦島小

合計 1,031

学校名 実績
学校名

実績
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目的及び
事業内容

　学校給食法に基づき，学校における教育活動の一環として，日常生活における食事に
ついて正しい理解と習慣を養い，学校生活を豊かにするとともに，児童生徒の健康の保
持増進を図る。
　また，コロナ禍における小・中学校の保護者の家計を支援するため，小・中学校の給
食費を一部減免し，併せて，特別な事情により給食の提供を受けていない小・中学生の
保護者に対して，同様の支援を行い，保護者の経済的負担の軽減を図る。

所 管 課 教育委員会学校教育課 予算科目 10款　６項　４目　学校給食費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－３教育（１）①生きる力の育成

事 業 名 学校給食の運営・維持管理に関する経費
決算書ページ

349～351

実施状況

１　学校給食の喫食者数(令和３年５月１日現在)　　　　　　（単位：校，人）

２　コロナ禍における学校給食費等支援事業（実績）
　(1) 学校給食費減免　　　　　　  17,836千円
　　　　　　　　小学校　　　2,281人
　　　　　　　　中学校　　　1,287人
　
　(2) 学校給食費等支援金　 　　　　　128千円
　　　　　　　  小学校　　　　 ５人
　　　　　　　　中学校　　　　 16人
　　　　　　　　特別支援学校　 ８人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 518,754,000 国(県)支出金 市債 その他 一般財源

決算額 502,696,363 17,963,299 0 210,230,151 274,502,913

成 果 と
課　　題

【成果】
　食に関する基本的態度を身につけることができた。また，地産地消コーディネーター
派遣事業を活用し，地場産農産物活用のための体制づくりに取り組んだことで，地場産
物の活用が増え，児童生徒の地域の自然や文化，産業に関する関心をより高めることが
できた。また，噛む回数が多くなるような給食を児童生徒から募集し，給食で提供する
などの取組を行い，児童生徒の歯と口腔の健康づくりを推進することができた。
　学校給食費の減免及び学校給食費等の支援金を支給することにより，保護者の経済的
負担が軽減され保護者の家計支援の一助となった。

【課題】
　児童生徒の減少等により提供可能数を精査し，気仙沼中央給食センターと本吉共同調
理場の２つの施設から配送するための検討が必要である。また，今後も引き続き地場産
物の使用量を増やす工夫及び歯と口の健康づくりを推進するための体制づくりの検討が
必要である。

校数 児童数 校数 生徒数 校数 人数

中央給食センター 8 1,544 6 740 311 14 2,595

本吉共同調理場 4 581 4 490 177 8 1,248

計 12 2,125 10 1,230 488 22 3,843

補食給食 小原木共同調理場 2 166 1 80 50 3 296

14 2,291 11 1,310 538 25 4,139

教職員・

調理場職員

合計

完全給食

合　　　計

小学校 中学校
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成 果 と
課　　題

【成果】
１　台風や大雨により被災した農業用施設や農林道の復旧が図られた。
２　大雨により被災した農業用水施設の復旧が図られた。

【課題】
　林道を使用した木材搬出や他事業の発生土の搬入等といった他事業との調整を行う必
要があり，復旧までに時間を要した。

一般財源

決算額 160,518,700 26,872,395 54,800,000 0 78,846,305

実施状況

　
１　令和元年東日本台風により被災した農業用施設の測量設計業務委託費
　　　　　　　　　　　　　　　  　１件　  1,265千円

２　令和３年３月20日に発生した地震により被災した林業施設の測量設計業務委託費
　　　　　　　　　　　　　　　    １件　  1,155千円
　
３　令和元年東日本台風により被災した林道の復旧費
　　　　　　　　　　　  　 　　　 20件　130,243千円
　
４　令和元年東日本台風により被災した農業用施設の復旧費
                                　５件　 21,279千円

５　令和３年６月の大雨により被災した林道の復旧費
　　　　　　　　　　　　　　　　　７件　  5,425千円

６  令和３年６月の大雨により被災した農業用施設の復旧に係る補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　１件　    154千円

７　その他農林業施設復旧費
　　　　　　　　　　　　　　　　　５件　    998千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 286,939,300 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 農林施設災害復旧事業
決算書ページ

351～353

目的及び
事業内容

【目的】
　災害により被災した農業用施設等を復旧する。

【事業内容】
１ 農業用施設や農林道等の復旧を行う。
２ 被災した農業用施設の復旧に対し補助金を交付する。

所 管 課 産業部農林課 予算科目 11款　１項　１目　農林施設災害復旧費

総計基本施策分類 〈通常分〉
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成 果 と
課　　題

　復旧が完了した箇所から供用を開始し，漁業者に利用され水産業の復旧・復興に寄与
している。また防潮堤を整備したことで，津波から防災・減災することができ，住民の
日常生活に安心感が生まれる。
　令和４年度の事業完了に向け関係機関等と調整を行いながら事業進捗を図る。

一般財源

決算額 1,680,169,153 1,659,633,000 0 0 20,536,153

実施状況

１　海岸施設等事業発注者支援業務　　　　　　　　　　　　　　　 　14,098千円
２　川原漁港海岸川原防潮堤外災害復旧設計業務　　　  　　　　　　　1,540千円
３　宿舞根漁港海岸（藤浜南地区）外藤浜護岸災害復旧工事　　　　 　61,624千円
４　宿舞根漁港海岸（浦地区）浦護岸災害復旧工事（その２）　　　　184,340千円
５　鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事　　　　　　　　　　273,460千円
６　川原漁港海岸川原防潮堤外災害復旧工事　　　　　　　　　　　　590,509千円
７　川原漁港海岸川原防潮堤外災害復旧工事（その２）　　　　　　 　26,986千円
８　要害漁港海岸要害防潮堤外災害復旧工事（その２）　　　　　　　522,720千円
９　要害漁港擁壁設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,683千円
10　川原漁港台の沢南物揚場車止め設置工事　　　　　　　　　　　　　　675千円
11　川原漁港港内コンクリート塊撤去工事　　　　　　　　　　　　　　　264千円
12　用地借上料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27千円
13　用地取得費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1,393千円
（漁港施設災害復旧事業費国庫負担金[令和元年度繰越事業]　　　　1,426,713千円)
（漁港施設災害復旧事業費国庫負担金[令和２年度繰越事業]　　　  　232,920千円)

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,801,780,440 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 漁港施設等災害復旧事業
決算書ページ

353

目的及び
事業内容

　東日本大震災により被災した市内31漁港（第１種漁港施設）は沈下や転倒等で，ほぼ
全ての施設が被害を受けており，漁業者の操業再開に向け，国の災害復旧事業により早
期に復旧する。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 11款　２項　１目　水産施設災害復旧費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

-355-



成 果 と
課　　題

　海の道南公衆トイレの新築移転工事を行うことで，漁港利用者及び地域住民等の利便
性向上が図られた。

一般財源

決算額 35,661,500 0 0 0 35,661,500

実施状況

〇　海の道公衆トイレ災害復旧移転新築工事

　(1) 工事概要
　　　ア　構　造：鉄骨平屋建て
　　　イ　床面積：48.6㎡
　　　ウ　設　備：男　子　洋式便器１基，小便器２基，手洗器１基
　　　　　　　　　女　子　洋式便器２基，手洗器２基
　　　　　　　　　多目的　洋式便器１基，手洗器１基，ユニバーサルシート１基
　　　　　　　　　　　　　オストメイト用流し１基，自動ドア１枚
　　　　　　　　　その他　掃除用流し１基

　(2) 執行金額
　　　ア　移転新築工事[令和２年度繰越事業]　　　　　　　　　　35,646千円
　　　イ　完了検査申請手数料[令和２年度繰越事業]　　　　　　　　　16千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 50,399,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 漁港施設等災害復旧事業（海の道トイレ施設災害復旧事業）
決算書ページ

353

目的及び
事業内容

【目的】
　東日本大震災により被災した気仙沼漁港区域内の海の道に設置されていたトイレを復
旧し，漁港利用者，地域住民等の利便性向上を図る。

【事業内容】
　・海の道トイレ（災害復旧）の工事
　　トイレ　Ａ=48.6㎡　　　　１棟

所 管 課 産業部水産課 予算科目 11款　２項　１目　水産施設災害復旧費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興
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成 果 と
課　　題

【成果】
（令和３年度完了事業）60箇所　　  （道路50箇所， 河川７箇所，橋梁３箇所）
　　　　　　　　　　　延長10.63km （道路10.48km，河川0.14km，橋梁0.01km）

（令和３年度まで完了）456箇所　   （道路408箇所，河川26箇所，橋梁22箇所）
　　　　　　　　　　　延長80.93km （道路77.38km，河川3.04km，橋梁0.51km）

 延長ベースの進捗率，全体91.5%（道路92.2%，河川75.1%，橋梁94.4%）

【課題】
 防潮堤整備等の隣接事業との調整に時間を要している。早期工事着手・完成を目指
し，適切な事業進捗を図る。

一般財源

決算額 1,967,040,494 1,620,959,853 0 0 346,080,641

実施状況

１　公共土木施設災害復旧事業【令和元年度繰越事業】
　(1) 道路災害復旧工事　 ５箇所        227,723千円
　(2) 河川災害復旧工事　 ３箇所        146,781千円
　(3) 橋梁災害復旧工事   ２箇所        198,101千円
　(4) 測量設計業務委託   ３箇所　  　　 21,397千円

２　公共土木施設災害復旧事業【令和２年度繰越事業】
　(1) 道路災害復旧工事　 45箇所        710,316千円
　(2) 河川災害復旧工事   ４箇所        386,309千円
　(3) 橋梁災害復旧工事   １箇所       　45,041千円
　(4) 測量設計業務委託   59箇所　　     82,363千円
　(5) 用地取得               　　　　 　12,259千円
　(6) 補償費                　　　　　 121,273千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 4,198,109,900 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 市道等災害復旧事業（東日本大震災）
決算書ページ

353～355

目的及び
事業内容

【目的】
　東日本大震災で被災した公共土木施設を復旧し,市民生活基盤の安定を図る。

【事業内容】
　公共土木施設500箇所(道路443箇所，河川33箇所，橋梁24箇所)，延長88.49km(道路
83.90km，河川4.05km，橋梁0.54km)

所 管 課 建設部土木課 予算科目 11款　３項　１目　公共土木施設災害復旧費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－８暮らし（２）①道路網の整備
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成 果 と
課　　題

（令和３年度完了事業）
　１　令和元年災　　29箇所（道路10箇所，河川19箇所）
　２　令和２年災　　14箇所（道路２箇所，河川12箇所）

（令和３年度まで完了）
　１　令和元年災　 489箇所（道路265箇所，河川224箇所）
　２　令和２年災　　24箇所（道路 ６箇所，河川 18箇所）

（進捗率）
　１　令和元年災　 100％
　２　令和２年災　 100％

一般財源

決算額 217,419,400 99,013,281 71,400,000 0 47,006,119

実施状況

１　市道等災害復旧事業（令和元年災）
　(1) 公共土木施設災害復旧事業【令和元年度繰越事業】
　　　ア　道路災害復旧工事  　７箇所 　 37,341千円
　　　イ　河川災害復旧工事  　９箇所　  36,407千円
　　　ウ　業務委託　　　　　　　         5,924千円

　(2) 公共土木施設災害復旧事業【令和２年度繰越事業】
　　　ア　道路災害復旧工事　  ３箇所  　56,365千円
　　　イ　河川災害復旧工事　  10箇所　  70,144千円

２　市道等災害復旧事業（令和２年災）
　(1) 公共土木施設災害復旧事業【令和２年度繰越事業】
　　　ア　道路災害復旧工事  　２箇所   　1,380千円
　　　イ　河川災害復旧工事  　12箇所  　 8,196千円
　　　ウ　修繕   　　　　  　　　    　　  836千円
　　　エ　業務委託　　　　　　　     　    827千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 235,179,100 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
市道等災害復旧事業（令和元年災）
市道等災害復旧事業（令和２年災）

決算書ページ

355

目的及び
事業内容

【目的】
　豪雨等により被災した公共土木施設を復旧し，市民生活基盤の安定を図る。

【事業内容】
　令和元年10月12日（台風19号）   　 489箇所（道路265箇所，河川224箇所）
　　　　　　　　　　　　　　うち国災 34箇所（道路 16箇所，河川 18箇所）
　令和２年７月１日，７月７日（豪雨） 24箇所（道路 ６箇所，河川 18箇所）

所 管 課 建設部土木課 予算科目 11款　３項　１目　公共土木施設災害復旧費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－８暮らし（２）①道路網の整備
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成 果 と
課　　題

【成果】
　消防屯所の復旧整備については，東日本大震災の教訓を踏まえ長期間にわたる防災活
動の拠点施設として整備することにより，大規模災害に備えることができ，防災対応能
力の向上が図られた。また，消防水利の復旧整備については，地域の水利を確保するこ
とができ，地域の安全が図られた。

【課題】
　消火栓の復旧について，他事業の道路整備等に併せて復旧しているため，進捗が遅れ
ている。今後も他事業との調整を進め早期復旧に努める。

一般財源

決算額 20,598,400 13,720,000 0 0 6,878,400

実施状況

１　消防屯所災害復旧事業　12,208千円
　　（消防防災施設災害復旧費補助金　8,133千円）
　・外浜消防屯所災害復旧移転新築工事[２年度繰越事業]　12,201千円

２　消火栓災害復旧事業　8,390千円
　　（消防防災施設災害復旧費補助金　5,587千円）
　(1) 消火栓設置工事負担金[元年度繰越事業]　3,578千円
　　　設置基数　４基
　(2) 消火栓設置工事負担金[２年度繰越事業]　4,812千円
　　　設置基数　５基

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 33,415,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 消防屯所等災害復旧事業
決算書ページ

355

目的及び
事業内容

　消防体制の充実強化を図り，災害からの被害を軽減するため東日本大震災で被災した
消防施設を復旧整備し，地域の安全を確保する。

所 管 課 総務部危機管理課 予算科目 11款　４項　１目　その他公共施設・公用施設災害復旧費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－７防災（１）②消防体制の充実
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成 果 と
課　　題

【成果】
　公衆トイレ・シャワー更衣室等は，大谷海水浴場の開設前に完成し，使用した。

【課題】
　運営経費を最小限に抑えるための，市内４箇所の海水浴場で統一した管理の仕組みを
構築すること。

一般財源

決算額 33,141,000 0 0 0 33,141,000

実施状況

〇　大谷海水浴場公衆トイレ・シャワー更衣室等災害復旧工事
　(1) 契約金額：65,241千円（うち令和３年度支出額33,141千円）
　(2) 工　　期：令和３年２月９日から令和３年７月９日まで

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 44,570,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
公衆トイレ等災害復旧事業
（海水浴場公衆トイレ・シャワー更衣室災害復旧事業）

決算書ページ

355～357

目的及び
事業内容

【目的】
　大谷海岸における利便性向上と観光交流促進のため，交流広場に公衆トイレとシャ
ワー更衣室等を整備する。

【事業内容】
　大谷海岸
　　公衆トイレ　　　　　　木造平屋建て　      延床面積  43.68㎡
　　シャワー更衣室　      木造平屋建て  　　　延床面積　49.68㎡
　

所 管 課 産業部観光課 予算科目 11款　４項　１目　その他公共施設・公用施設災害復旧費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進
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成 果 と
課　　題

【成果】
　解説看板は「絵を見て楽しい，解説を読んで学べる」内容となっており，内湾エリア
を訪れた観光客の知的好奇心や興味を掻き立てながら，同エリアの周遊型観光に誘導す
る仕掛けづくりをすることができた。
　昭和を代表する歌謡曲のひとつで歌詞に「気仙沼」が詠われる「港町ブルース」を顕
彰した歌碑はボタンを押すと曲が流れる仕組みであり，歌詞と眼下の風景が相まって，
訪れた観光客が情緒的な雰囲気を味わうことのできる，内湾エリアの新しい観光スポッ
トのひとつとすることができた。

【課題】
・英語表記への対応
　解説看板ごとにQRコードを貼付し，スマートフォン等で読み込むことで，多言語観光
ポータルサイト「VISIT 気仙沼」内に作成した英語解説にリンクする（令和４年度完成
予定）。

一般財源

決算額 7,753,300 0 0 0 7,753,300

実施状況

【令和２年度繰越事業】
１　内湾エリア解説看板 4,780千円
　　コの字岸壁から魚市場までの約3.5キロの要所に，下記の解説看板を設置した。
　　看板の仕様：ステンレス製　フィルム仕上げ
　　※以下，コの字岸壁側からの設置順に記載
　　　①氣嵐
　　　②気仙沼大島大橋（愛称：鶴亀大橋）
　　　③気仙沼湾横断橋（愛称：かなえおおはし）
　　　④気仙沼漁港からの景観
　　　⑤五十鈴神社と猪狩神社・神明崎
　　　⑥落合直文歌碑・管弦窟
　　　⑦気仙沼市復興祈念公園
　　　⑧魚町フラップゲート式防潮堤
　　　⑨安波山
　　　⑩ウォーターフロント　迎　創
　　　⑪風待ちの港
　　　⑫総合看板
　　　⑬旧魚市場・漁業用冷蔵庫発祥の地
　　　⑭「港町ブルース」の歌碑
　　　⑮出漁準備岸壁
　　　⑯気仙沼港の漁船
　　　⑰地方卸売市場　気仙沼市魚市場

２　「港町ブルース」歌碑 2,973千円
　　震災前，南町海岸に設置され被災した歌碑を，港町の岸壁に再建した。
　　看板の仕様：看板　ステンレス製　土台　コンクリート製　表面御影石仕上げ

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 9,828,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名 内湾エリア解説兼歩行者誘導サイン災害復旧事業
決算書ページ

357

目的及び
事業内容

　
　内湾エリアへの誘客及び長時間滞在への誘導を図るため，震災で被災した17基の解説
看板（漁撈文化・風景等を紹介）をコの字岸壁から魚市場にかけて再整備し，あわせて
「港町ブルース」歌碑も港町に再建した。

所 管 課 産業部観光課 予算科目 11款　４項　１目　その他公共施設・公用施設災害復旧費

総計基本施策分類 〈復興分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進

-361-



事 業 名 条南中学校校舎災害復旧事業
決算書ページ

357

目的及び
事業内容

【目的】
　令和３年５月１日に宮城県沖で発生した地震(震度５弱)により被災した校舎を復旧す
る。

【内容】
　地震により破損したエキスパンションジョイント(建物の継ぎ目を覆うアルミ製カ
バー)を交換する。

所 管 課 教育委員会教育総務課 予算科目 11款　５項　１目　文教施設災害復旧費

総計基本施策分類 〈通常分〉

一般財源

決算額 2,475,000 1,666,000 700,000 0 109,000

実施状況

〇　条南中学校校舎災害復旧工事　2,475千円
　　対象校 : 条南中
　　エキスパンションジョイント(建物の継ぎ目を覆うアルミ製カバー)の交換
　　(1) 外部エキスパンションジョイント L＝27.8m
　　(2) 内部エキスパンションジョイント L＝22.6m
　　（文教施設災害復旧費負担金　1,666千円）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 2,551,000 国(県)支出金 市債 その他

成 果 と
課　　題

　災害復旧工事の実施により，被災した校舎を復旧し，学校施設の安全確保が図られ
た。
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実施状況

１　令和２年度末市債残高及び令和３年度末市債残高

２　繰上償還の実施
　(1) 繰上償還する市債　公営住宅債（令和３年９月定期償還後の未償還分全額）
　(2) 繰上償還元金　　　8,194,946千円
　(3) 繰上償還補償金　　　191,262千円
　(4) 負担軽減額　　　　　220,283千円※

※定期償還した場合の利子総額411,545千円から繰上償還補償金191,262千円を差し引い
た額。

事 業 名 市債等の償還に関する経費
決算書ページ

359

目的及び
事業内容

１　市債の元金及び利子を償還する。

２　市債の一部を繰上償還することにより，将来の財政負担の軽減を図る。

所 管 課 総務部財政課 予算科目 12款　１項　公債費

総計基本施策分類

（単位：千円）

元 金 利 子 計

総 務 債 1,200,842 107,555 5,781 113,336 132,200 1,225,487

民 生 債 3,044,766 240,685 1,470 242,155 40,100 2,844,181

衛 生 債 3,831,917 570,146 46,795 616,941 277,700 3,539,471

農 林 水 産 債 968,842 144,476 10,226 154,702 9,100 833,466

公 有 林 整 備 債 304,213 14,561 5,386 19,947 289,652

商 工 債 152,400 8 8 60,300 212,700

土 木 債 2,602,407 210,391 6,454 216,845 237,300 2,629,316

公 営 住 宅 債 8,414,890 8,414,890 19,943 8,434,833

消 防 債 806,071 93,026 2,529 95,555 103,500 816,545

教 育 債 5,694,600 535,938 27,646 563,584 537,700 5,696,362

ガ ス 事 業 出 資 債 4,250 698 24 722 3,552

衛 生 施 設 災 害 復 旧 債 417 139 2 141 278

農林水産施設災害復旧債 70,631 976 154 1,130 54,800 124,455

公共土木施設災害復旧債 642,978 27,296 1,592 28,888 71,400 687,082

教 育 施 設 災 害 復 旧 債 417 138 2 140 700 979

そ の 他 公 共 施 設 ・ 公 用 施
設 災 害 復 旧 債

1,600 1,600

減 税 補 て ん 債 94,431 30,631 231 30,862 63,800

減 収 補 て ん 債 73,200 37 37 73,200

臨 時 財 政 対 策 債 12,238,620 1,118,974 31,601 1,150,575 691,989 11,811,635

合計 40,145,892 11,510,520 159,881 11,670,401 2,218,389 30,853,761

目　　的
令 和 ２ 年 度 末

残 高

公　　債　　費 令 和 ３ 年 度

借 入 額

令 和 ３ 年 度 末

残 高
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事 業 名 予備費
決算書ページ

359

目的及び
事業内容

　予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため，地方自治法の規定により計上する。

所 管 課 総務部財政課 予算科目 14款　１項　１目　予備費

総計基本施策分類

〇予備費充当の内訳

実施状況

（単位：千円）

款 項 目 目名称 充用額 摘要

２ １ ２２ 諸費 400
寄附金に不足が生じるため
（薩摩川内市外３自治体への災害見舞金）

２ １ ２２ 諸費 1,234
委託料に不足が生じるため
（訴訟に係る法律事務委託）

３ ２ ３ 保育所費 882
委託料に不足が生じるため
（保育所消毒業務委託）

３ ３ １ 生活保護総務費 191
報償費・需用費に不足が生じるため
（社会保障生計調査に係る経費）

2,707合　　計
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１　特定健康診査受診状況 （令和４年３月末の法定報告速報値）

・ 対象者：40歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者

２　特定保健指導の実施 （令和４年３月末の法定報告速報値）

・対象者：特定健康診査の結果から生活習慣の改善を必要とする方

３　糖尿病性腎症重症化予防事業の実施

事 業 名
国民健康保険特別会計
　特定健康診査等事業

決算書ページ

39

目的及び
事業内容

【目的】
　高齢者の医療の確保に関する法律に基づき，生活習慣病の予防・解消を図る目的で，
メタボリックシンドロームに着目した健康診査及び保健指導，重症化予防事業を行って
いる。

【事業内容】
　１　特定健康診査の実施
　２　特定保健指導の実施
　３　糖尿病性腎症重症化予防事業の実施

所 管 課
保健福祉部健康増進課
市民生活部保険年金課 予算科目 ６款　１項　１目　特定健康診査等事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－５保健・医療（１）①健康づくりの推進

その他 一般財源

決算額 39,632,834 19,038,000 0 0 20,594,834

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 42,434,000 国(県)支出金 市債

・対象者：①特定健康診査対象者のうち，血糖または血圧が高値で腎機能低下
           （eGFR30～59)に該当する方

          ②前年度の気仙沼市国民健康保険特定健康診査を受診しておらず，
            過去に 糖尿病の診断があるが，受診を中断している方

成 果 と
課　　題

　
　受診率向上対策として，日曜健診・夜間健診の実施や追加健診や託児サービスを設定
するなど，受診の機会の拡大に努めている。
　また，初回健診の対象者には受診票に勧奨チラシを同封し，未受診の続く若年層には
訪問・電話による受診勧奨を行っている。健診の大切さについて引き続き周知啓発を行
い，受診率の向上を図る。
　令和４年度，新たな取組みとして，特定健診受診率向上促進事業としてＡＩを活用し
た受診勧奨を実施する予定。

対象者 受診者 受診率
11,269人 4,541人 40.3%

区分 対象者 利用者
動機づけ支援 540人 74人
積極的支援 186人 13人

123人 8人
保健指導対象者 実施者

6人 6人
受診勧奨対象者 実施者

35人 35人
医療中断対象者 実施者
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 １　国保一日人間ドックの実施

２　健康づくり(肥満解消）教室の実施

３　各種健康教育・健康相談の実施

事 業 名
国民健康保険特別会計
　保健事業

決算書ページ

39

目的及び
事業内容

所 管 課
保健福祉部健康増進課
市民生活部保険年金課 予算科目 ６款　２項　１目　保健事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－５保健・医療（１）①健康づくりの推進

【目的】
　生活習慣病をはじめとする疾病等の早期発見，予防及び治療の促進を図るとともに，
生活習慣病の改善や健康に対する意識の向上に寄与することを目的とする。

【事業内容】
　１　国保一日人間ドックの実施
　２　健康づくり(肥満解消）教室の実施
　３　各種健康教育・健康相談の実施

一般財源

決算額 4,559,278 0 0 0 4,559,278

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 6,121,000 国(県)支出金 市債 その他

※令和３年４月１日現在，国民健康保険加入者で，令和３年度中に40歳・45歳・
　50歳・55歳に達する方

成 果 と
課　　題

　
　国保一日人間ドックの実施により，健診受診のきっかけづくりと疾病の早期発見・早
期治療に繋がっている。健康づくり教室では，特定健康診査受診者のうち，BMI25以上
で，血圧は高めだが，まだ服薬治療の必要がない方を対象に運動や栄養に関する実技・
講話を実施し，生活習慣の改善に働きかけ，病気の発症予防や重症化の予防に繋がって
いる。

年　　齢 対象者 受診者 受診率
40歳（昭和56年4月1日～57年3月31日生） 98人 11人 11.2%
45歳（昭和51年4月1日～52年3月31日生） 122人 18人 14.8%
50歳（昭和46年4月1日～47年3月31日生） 149人 26人 17.4%
55歳（昭和41年4月1日～42年3月31日生） 147人 29人 19.7%

全　　体 516人 84人 16.3%

区分 対象者 回数 参加者
男　性 241人 6回 延べ34人
女　性 272人 8回 延べ61人

区分 回数 参加者
健康教育 48回 541人
健康相談 70回 70人
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件 件

件 件

件 件

件 件

件 件

件 件

 ※１　総合事業対象者，要支援１・２の方が総合事業サービス（訪問型・通所型）

 ※２　要支援１・２の方が総合事業サービスと介護予防サービスを利用した場合

 ※３　利用者の内，初回アセスメント加算算定をした場合

 ※４　居宅介護支援事業所への委託分

1,514 1,459

　　初回アセスメント件数  ※３

介護予防支援　　　　　※２

第１号介護予防支援　　※１ 1,016

市債 その他

○　介護予防ケアマネジメント事業

【成果】
　令和元年３月に要支援の認定を受けた方の令和４年３月時点の介護度は，改善・維持
の割合は46.8％であった。（令和２年度45.6％）

【課題】
　個人に合わせた適切なケアマネジメントにより，利用者の機能維持，改善が図られて
いるが，利用者本人が目標達成に向け，意欲を持ち取り組むことができるよう今後も引
き続き丁寧な説明を行っていく。

 利用件数

アセスメント・モニタリング数

（総合事業対象者）

（要支援認定者）

1,048

66 61

　　　のみを利用した場合

998 972

50 44

成 果 と
課　　題

所 管 課
保健福祉部高齢介護課
保健福祉部地域包括ケア推進課 予算科目 ４款　１項　２目　介護予防ケアマネジメント事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

一般財源

決算額 20,143,269 8,017,844 0 5,443,705 6,681,720

実施状況

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 23,518,000 国(県)支出金

事 業 名
介護保険特別会計
　介護予防ケアマネジメント事業

決算書ページ

95

目的及び
事業内容

【目的】
　要支援者や総合事業対象者それぞれに，介護予防支援計画を作成し，在宅で自立した
生活を送れるよう支援すると共に，現在の状態を維持し，これ以上に悪化しないように
する。

【事業内容】
　要支援者や総合事業対象者が介護予防サービス等の適切な利用等ができるよう，連絡
調整や検証を行い，利用者と共にサービス等の種類及び内容，担当者等を定めた計画
（介護予防支援計画）を作成する。

実施総数 内委託分　※４

2,562 2,475

内
　
　
訳
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所 管 課
保健福祉部高齢介護課
保健福祉部地域包括ケア推進課 予算科目 ４款　２項　１目　一般介護予防事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

一般財源

決算額 5,109,852 2,170,303 0 1,379,660 1,559,889

実施状況

１　介護予防普及啓発事業
　(1) 集いの場確保事業                         ６回　 延べ　　 55人
  (2) 介護予防講座　　　　　　　　　 　　　    ６回   延べ　 　46人
　(3) 介護予防体操普及啓発事業　　　　　　　   １回　 延べ　　 11人
　(4) 地区介護予防教室　　　　　　　　　　　   20回　 延べ　　305人

２　地区介護予防活動支援事業
　(1) 介護予防サポーター養成講座　　　　　     ２回　 延べ  　 65人
　(2) フレイル予防サポーター養成講座　　　     ８回　 延べ  　 43人
　(3) フレイル予防サポーターフォローアップ講座 １回      　    ８人
  (4) 交流サロン事業　　　　　　　             44団体 1,582 回　延べ 14,823人
  (5) ミニデイサービス事業　　　　　　　　　   16団体 延べ    599人

３　地域リハビリテーション活動支援事業
  (1) 地域介護予防活動応援講座              　１地区（講座・事後ケア会議実施）
      ※通常,講話前後にケア会議･講話･実技     ※事前ケア会議は前年度実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講座参加者延べ 17人

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 10,165,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
介護保険特別会計
　一般介護予防事業

決算書ページ

95

目的及び
事業内容

【目的】
　高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止
を目的とする。

【事業内容】
　機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけでなく，地域づくりなどの高齢者
本人を取り巻く環境にも配慮したアプローチを行う。具体的には，介護予防活動の普
及・啓発，住民主体の通いの場の育成・支援を行う。

成 果 と
課　　題

【成果】
　介護予防サポーターには新たに28人登録し，合計252人となった。サポーター自身が
参加している通いの場で，本市オリジナル介護予防体操「海潮音体操」の普及に努め，
介護予防に取り組んでいる。コロナ禍ではあったが，感染対策を取りながら事業を実施
し，地方紙への掲載をきっかけとして，活動再開につながった。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症により，事業規模を縮小し，参集範囲を制限している。
　介護予防に関する知識の普及と並行し養成したサポーターのフォローアップを実施し
住民主体の活動の場を増やしていくことを目指す。
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件 件
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件 件

件 件

件 件

件 件

564

【成果】
　市内６か所に地域包括支援センターが設置され，身近な相談窓口として訪問・電話・
来所等により相談対応している。
　（令和元年度13,889件，令和２年度14,439件，令和３年度13,338件）

【課題】
　複雑な問題を含んだ相談内容により，かかわりに時間を要する相談が増加している。
相談対応機能強化のため，専門職や関係職員による情報共有や課題検討，協議，事例検
討を行い，支援者の対応力向上に努める。

成 果 と
課　　題

２　在宅介護支援センター委託事業
    委託在宅介護支援センター数　４箇所    実施把握延べ数 52件

３　総合相談内容別延件数
   (1) 認知機能低下関連　　　1,197件
   (2) 虐待関連　　　　　　　　416件
 　(3) 介護支援専門員支援　　1,010件
   (4) 精神・知的障害関連　　　448件
   (5) 権利擁護関連　　　　　　181件

実施状況

963,660

42

190

16

63

2,968

1,610

2,244

2,292

松岩・新月地域包括支援センター

中央地域包括支援センター

名称

階上・面瀬地域包括支援センター

鹿折・唐桑地域包括支援センター

本吉地域包括支援センター

大島地域包括支援センター

相談延件数
延件数のうち
実態把握数

6

13,338 413計

【目的】
　高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を続けていけるよう相談支援を
行う。

【事業内容】
　地域の高齢者の様々な相談を受け，心身の状況・生活実態・必要な支援を把握し，課
題を見つけ出し，地域の介護・保健・医療・福祉制度の利用につなげる支援を行う。
１　地域におけるネットワークの構築…民生委員や地域の社会資源とのネットワークを
  構築する。
２　実態把握…ネットワーク活用による情報収集や戸別訪問により行う。
３　総合相談支援…状況把握とアセスメントの実施及び必要な支援につなぐ。

目的及び
事業内容

１　地域包括支援センター運営事業

（単位：円）

予算額 98,494,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
介護保険特別会計
　総合相談事業

決算書ページ

95

所 管 課 保健福祉部地域包括ケア推進課 予算科目 ４款　３項　１目　総合相談事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

一般財源

決算額 92,332,518 53,322,029 0 0 39,010,489

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳
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虐待相談 件

虐待相談対応実数 件

新規相談対応実数 件

継続相談対応実数 件

相談支援専門員

２　高齢者虐待相談対応件数

内　　訳 件数

（１回開催）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 116,000 国(県)支出金 市債 その他

416

87

内
訳

69

18

所 管 課 保健福祉部地域包括ケア推進課 予算科目 ４款　３項　２目　権利擁護事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

【目的】
　高齢者虐待の予防および早期発見と対処を行う。また，認知症その他障害等により，
判断能力の十分でなくなった高齢者が，消費者被害等の人権侵害を受けることなく住み
慣れた地域で暮らせるよう，必要な支援を行う。

【事業内容】
　成年後見制度や高齢者虐待，消費者被害をテーマとした権利擁護研修を開催すること
で，地域の権利擁護意識の向上を図る。また，成年後見制度をはじめとした権利擁護事
業の利用を必要としている人が適切に利用できるよう，相談に応じる。

事 業 名
介護保険特別会計
　権利擁護事業

決算書ページ

95～97

目的及び
事業内容

１　研修会・講演会

対　　象 参加人数

居宅介護支援専門員

テーマ

【成果】
　相談窓口である地域包括支援センターの増設や研修会の開催により，権利擁護意識の
向上が図られた。関係機関と連携を図ることで情報共有やケース対応を実施している。

【課題】
　高齢者虐待相談の背景には，生活困窮や養護者自身も支援が必要な状態にあるなど複
雑な課題があるため，庁内はもとより，医療機関や保健所，警察等の関係各所との連携
を引き続き密にする。

成 果 と
課　　題

実施状況

「成年後見制度を活用した
　　　　チーム支援について」 24人

医療機関相談員　他

一般財源

決算額 42,820 24,729 0 0 18,091
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件

件
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件

件

　81回開催

【成果】
　エリアごとに地域包括支援センターを設置したことにより，地域に密着したサポート
ができるようになった。
　課題にあわせて専門職や地域の方を交えた地域ケア会議が開催されている。
　
【課題】
 複合的な課題のある相談が増加しており，複数の支援機関の関わりが必要になり，支
援方向を見出すまでに時間を要する場合がある。事例検討や地域ケア会議等の積み重ね
により，支援者自身の対応力向上を図る。

成 果 と
課　　題

実施状況

居宅介護支援専門員連絡会（エリア毎） ５回 　47人

居宅介護支援専門員研修会 １回 60人

介護支援専門員対象研修 回数 参加人数

２　介護支援専門員対象研修

大島地域包括支援センター 17

計 1,010

鹿折・唐桑地域包括支援センター 116

松岩・新月地域包括支援センター 398

階上・面瀬地域包括支援センター 187

名称 延件数

中央地域包括支援センター 146

３　地域ケア会議の開催

１　介護支援専門員支援延件数

本吉地域包括支援センター 146

所 管 課 保健福祉部地域包括ケア推進課 予算科目 ４款　３項　３目  包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

一般財源

決算額 0 0 0 0 0

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 384,000 国(県)支出金 市債 その他

【目的】
　高齢者が地域で暮らし続けられるよう，主治医，ケアマネジャー等の多職種が連携
し，その人の心身の変化に応じて継続した支援を実施するため，公的サービスのみなら
ず，地域の社会資源の活用など，ケアマネジメントの環境整備と介護支援専門員へのサ
ポートを行う。

【事業内容】
１　関係機関との連携体制構築支援
２　介護支援専門員同士のネットワーク構築と実践力向上支援
３　地域ケア会議の開催

目的及び
事業内容

　※コロナ禍のため，研修会実施は講師等を職員が担当するなどしたため予算執行が
　　無かった。

事 業 名
介護保険特別会計
　包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

決算書ページ

97
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目的及び
事業内容

【目的】
　地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して，その人らしい生活を継続していくことが
できるようにするため，介護保険事業の運営の安定化を図るとともに，被保険者及び要
介護被保険者を現に介護する者等に対し，地域の実情に応じた必要な支援を行う。

【事業内容】
１　住宅改修支援事業：在宅の利用者が，住み慣れた自宅で生活が続けられるように，
  住宅の改修を行う。
２　配食サービス事業：ひとり暮らし高齢者等にお弁当を配りながら見守りを実施。
３　家族介護者交流事業：介護者が交流し，情報交換や心身のリフレッシュを図る。
４　介護家族慰労金支給事業：要介護４・５に相当する市民税非課税世帯の高齢者で，
  過去１年間介護保険サービスを利用しなかった方を介護している家族に慰労金を支給
  する。
５　成年後見制度利用支援事業：判断能力が十分でないために日常生活に支障がある
  高齢者等に成年後見制度利用に必要な支援を行う。
６　認知症サポーター養成講座：認知症に関する正しい知識を普及し，地域で支援す
　る市民を養成する。

実施状況

１　住宅改修支援事業　　　助成件数　　３件

２　配食サービス事業　　　利用者数  　41人　　配食延数　1,376食

３　家族介護者交流事業
　　家族介護者教室  　実施回数　 ２回　（委託先：社会福祉協議会）
　　　　　          　９月27日　本吉公民館視聴覚室　参加者８人
　　　　　　　　    　11月16日　本吉公民館視聴覚室　参加者10人

４　家族介護慰労事業　  　支給件数　　　　２件

５　成年後見制度利用支援事業
　(1) 申　　立　　１人
　(2) 報酬助成　　３人

６　認知症サポーター養成事業
    養成講座　　　　　　　７回　　延　136人

成 果 と
課　　題

【成果】
　 認知症サポーター養成事業については，養成講座受講者数が136人，累計受講者数は
延べ9,491人となっている。
　認知症により判断能力が著しく低下し、かつ親族の支援が望めない方の成年後見制度
市長申立を１件実施した。
　配食サービスは，民間サービスが拡充したこともあり，利用の必要性についてケア会
議で検討している。
【課題】
　地域での認知症の理解を深めるため，コロナ禍で縮小していた認知症サポーター養成
講座を再開していく。

（単位：円）

予算額 7,570,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
介護保険特別会計
　任意事業

決算書ページ

97

所 管 課
保健福祉部高齢介護課
保健福祉部地域包括ケア推進課 予算科目 ４款　３項　４目　任意事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

一般財源

決算額 3,570,479 2,061,951 0 0 1,508,528

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳

-375-



実施状況

【目的】
　地域の医療・介護の関係団体が連携して，包括的かつ継続的な在宅医療と介護を一体
的に提供するための必要な支援を行う。

【事業内容】
１　地域の医療・介護サービス資源の把握
２　在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議
３　切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
４　在宅医療・介護サービスの情報共有支援
５　在宅医療・介護連携に関する相談支援
６　医療・介護関係者の研修
７　地域住民への普及啓発
８　在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

目的及び
事業内容

１　気仙沼市医療・介護連携センターの委託
　　気仙沼市医師会に平成30年４月から業務を委託し，地域の医療・介護サービス資源
  の把握，在宅医療・介護連携に関する相談支援，在宅医療・介護連携の課題の抽出と
  対応の協議を実施している。平成31年４月からホームページが稼働し，研修会周知
  やサービス資源の情報発信を行っている。
　・令和３年ホームページ閲覧件数　4,974件

２　地域の医療・介護サービス資源の把握
　「保健・医療・福祉つながるマップ」を作成，ホームページで公開
　

３　在宅医療介護関係者研修会
　　気仙沼市地域医療介護連携講演会 １回　参加者　86人
　
４　在宅医療介護連携普及啓発事業
  　地域包括ケア市民フォーラム地域応援版　２回　参加者　43人
　　・６月９日松岩公民館　19人　　・11月29日階上公民館　24人

【成果】
　地域資源の把握と情報の発信として気仙沼市医療・介護連携センターのホームページ
に「保健・医療・福祉つながるマップ」や研修情報を掲載した。地域住民への普及啓発
として，地域の公民館や各地域包括支援センターと共催で講演会等実施することで，連
携した取組みができた。

【課題】
　在宅医療・介護連携について地域住民の理解が深まるよう普及啓発が引き続き必要で
ある。

成 果 と
課　　題

一般財源

決算額 4,256,143 2,457,923 0 0 1,798,220

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 5,406,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
介護保険特別会計
　在宅医療・介護連携推進事業

決算書ページ

97

所 管 課 保健福祉部地域包括ケア推進課 予算科目 ４款　３項　５目　在宅医療・介護連携推進事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

-376-



【成果】
　第２層地域支え合い推進員が９人専任配置され，担当する地域の課題解決に向けて，
関係機関と協働で取組みをすすめることができた。特に，コロナ禍で地域活動が自粛し
ている団体に対し，地域支え合い推進員が「フレイル予防講座」を開催し，地域活動の
再開に向けての支援につながった。

【課題】
　第２層協議体として，「住民懇談会等」を実施したのは３地区社協のみであり，「協
議体」を活性化させることが課題である。

成 果 と
課　　題

【目的】
  地域や生活サービスを担う多様な事業主体と連携しながら，日常生活上の支援体制の
充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る。

【事業内容】
　医療介護サービスのみならず，ＮＰＯ，民間企業，協同組合，ボランティア，社協，
地縁組織，福祉関係事業者などによる多様な生活支援サービスの提供体制を構築するた
めに「コーディネーターの配置」と「協議体の設置」をすることにより支え合いの地域
づくりを推進する。
１　地域支え合い推進員（生活支援コーディネーター）の配置
２　協議体の設置

目的及び
事業内容

実施状況

１　地域支え合い推進員（生活支援コーディネーター）の配置（※社協に委託）
　(1) 市　全　域　（第１層）：１人（兼務）
　(2) 地区社協圏域（第２層）：９人（専任）
　(3) 活動内容
　　〇第１層地域支え合い推進員
　　　ア　会議の主催・出席　74回       　    　イ　研修会の主催・出席　８回

　　〇第２層地域支え合い推進員
　　　ア　社会資源の把握に係る活動　  1,333件  イ　資源開発に係る活動　 233件
　　　ウ　ネットワーク構築に係る活動　1,910件　エ　マッチングに係る活動　19件
　
２　協議体の設置
　(1) 市　全　域　（第１層）：市地域包括ケア推進協議会
　　　　　　　　　　　　　　　「コミュニティ生活支援専門部会」
　(2) 地区社協圏域（第２層）：地区社会福祉協議会の組織を基本とする16地区

３　地域支え合い推進員スタッフ研修
　　　内容：「地域活動の展開」に関する研修　３回

４　生活支援体制整備事業に係る啓発普及事業
 (1) 地域支え合い活動に関するパネル展示
　・ワンテン庁舎：令和３年12月８日～12月17日
　・市民福祉センター「やすらぎ」：令和４年１月19日～１月31日
（2）「生活支援体制整備事業報告書」市，市社協ホームページへの掲載
（3）地域支え合いセミナーの開催　２回
　・令和３年12月４日（午前，午後開催）

一般財源

決算額 31,290,379 18,066,904 0 5,696 13,217,779

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 35,327,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
介護保険特別会計
　生活支援体制整備事業

決算書ページ

97～99

所 管 課 保健福祉部地域包括ケア推進課 予算科目 ４款　３項　６目　生活支援体制整備事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実
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１　認知症初期集中支援推進事業
　　　 認知症初期集中支援チーム員会議　　　　３回
　　　　　※対象者への支援の方向性や関わり方を検討・共有した。
　
２　認知症地域支援・ケア向上事業
　(1) 認知症地域支援推進員を配置　　　　市内６か所の地域包括支援センター
                                        ５月25日認知症地域支援員会議の開催
　(2) 認知症研修会　　　　　　　　　　　コロナ禍で中止
　(3) 介護家族交流会　　　　　　　　　　２回　延べ　20人
  (4) 認知症カフェの開催　　　　　　　　５回　延べ　50人
  (5) 啓発
　　　世界アルツハイマーデーイベント
      認知症に関するパネル展示・資料配布の周知
　　　①ワンテン庁舎：令和３年９月17日～10月１日
　　　②三峰病院内：令和３年10月４日～10月22日

実施状況

【目的】
　認知症の人やその家族が安心して暮らせる地域づくりの推進

【事業内容】
１　認知症初期集中支援推進事業（早期対応・早期受診のための体制整備）
　　　認知症サポート医を含む計３名以上の専門職で構成する初期集中支援チームを
    配置し，認知症の早期診断，早期対応に向けたアウトリーチ型の支援を実施する。
２　認知症地域支援・ケア向上事業（認知症の人とその家族の支援）
　　　認知症地域支援推進員を配置し，推進員を中心に認知症研修会や家族交流会等を
   実施する。

目的及び
事業内容

成 果 と
課　　題

【成果】
　認知症地域支援推進員が６か所の地域包括支援センターに配置され,地域での相談体
制が整ったほか，地域に応じた事業の検討ができるようになった。認知症地域支援推進
員会議を開催し，認知症に関する現状や事業等について意見交換を行っている。

【課題】
　コロナ禍であり集合型の事業を縮小していた。医療機関等の関係機関を交えて事業の
検討と再開を図っていく。

一般財源

決算額 4,499,385 2,598,394 0 0 1,900,991

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 5,703,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
介護保険特別会計
　認知症総合支援事業

決算書ページ

99

所 管 課 保健福祉部地域包括ケア推進課 予算科目 ４款　３項　７目　認知症総合支援事業費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－６福祉・地域コミュニティ（１）②高齢者福祉の充実

-378-



成 果 と
課　　題

　
【成果】
　各種業務委託及び施設・設備の修繕等の魚市場施設の維持管理を行い，円滑な魚市場
運営を維持することができた。
　
【課題】
　魚市場では，場内や漁獲物の洗浄等に塩水が利用されており，通常の施設より設備の
腐食の進行速度が早く，今後，新施設も含め，経年による修繕費用が増加することが見
込まる。
　また，電気使用料削減のため，照明のLED化を進めているが，使用量は減少している
が燃料費の高騰により電気使用料は増加しており，今後も原油等の燃料の金額に影響を
受けることが見込まれる。

一般財源

決算額 76,831,259 0 0 0 76,831,259

実施状況

　
１　施設修繕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 9,944千円
　(1) 建物修繕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14件　1,775千円
　(2) 給排水修繕　　　　　　　　　　　　　　　　　　14件　3,332千円
　(3) 電気　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 ３件　　201千円
　(4) 駐車場スロープ等修繕　　　　　　　　　 　　　 ４件　　312千円
　(5) 巻上扉　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 ５件　1,822千円
　(6) 消火設備交換修繕　　　　　　 　　　　　　　　 ３件　1,587千円
　(7) クレーンワイヤー移設等修繕　　　　　　　　　　２件　　745千円
　(8) 昇降設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件　　 99千円
　(9) 備品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件　　 71千円

２　施設保守・点検等　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 　　　　62,793千円
　(1) 警備業務委託　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　16,513千円
　(2) 清掃業務委託　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　13,462千円
　(3) 海水取水口清掃業務委託　  　　　　　　　　　　　　　2,980千円
　(4) 中継ポンプ槽清掃業務委託　　　　　　　　　　　　　　7,783千円
　(5) 浮桟橋海中部清掃業務委託　　　　　　　　　　　　　　　605千円
　(6) 昇降設備保守点検業務委託　　　　　　　　　　　　　　1,637千円
　(7) オゾン発生装置保守点検業務委託　　　　　　　　　　　　146千円
　(8) 浄化施設維持管理業務委託　　　　　　 　　　　　　　10,890千円
　(9) 建築物環境衛生管理業務　　　　　　　　　　　　　　　5,491千円
　(10)排煙窓保守点検業務委託　　　　　　　　　 　　　　　　　75千円
　(11)ホイストクレーン保守点検業務　　　　　　　　　　　　　429千円
　(12)オーバースライダー保守点検業務　　　　　　　　　　　　582千円
　(13)駐車場管理運営業務委託　　　　　　　　　　　　　　　1,254千円
　(14)車路スロープ劣化調査業務　　　　　　　　　　　　　　　946千円
 
３　施設改修　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　1,650千円
　　・屋上駐車場LED照明交換工事　　　　　　　　　　 　　  1,650千円

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 78,179,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
魚市場特別会計
　施設管理費

決算書ページ

121

目的及び
事業内容

　
　円滑な魚市場運営を遂行するため，魚市場施設及び魚市場付属施設の保守点検及び維
持管理に努める。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 １款 １項 ２目　施設管理費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

-379-



成 果 と
課　　題

　
【成果】
　主要魚種であるカツオの豊漁により,年間の水揚数量が約75千トン，水揚金額が約183
億円となり,目標としていた,北海道・東北の主要港中で水揚金額第１位を達成すること
ができた。
　
【課題】
　近年の海洋環境の変化等の影響により全国的に漁獲量が低迷していることに加え，コ
ロナ禍による消費の落ち込みに伴う魚価安等，厳しい状況にある。安定した水揚げを確
保するため，より多獲性魚種を意識した漁船の誘致に努めていく必要がある。

一般財源

決算額 14,334,086 0 0 5,294,577 9,039,509

実施状況

１　外来船主への挨拶状等送付　　　　　　　　　　　　　　  693千円
　　　送付先及び件数　 　　286件
　　　・青森・岩手県　　　　41件　　　・北海道　　　　　　　61件
　　　・富山・千葉・福島　　36件　　　・三重・静岡県　　　　20件
　　　・大分・宮崎・鹿児島　66件　　　・鳥取・四国　　　　　30件
　　　・長崎県　　　　　 　 ８件      ・組合及び漁労長　　　24件
  ※　令和３年度については，新型コロナウィルス感染防止のため，船主宅訪問は実施
　　せず挨拶状及び記念品を郵送した。

２　新造漁船建造祝い大漁旗贈呈　　　　　　　　　　　　　 154千円
　　　贈呈件数　７件

３　水揚優秀漁船表彰式　　　　　　　　　　　　　　　　 1,750千円
　　　表彰内容　水揚優秀漁船並びに漁撈長 31件等

４　水揚岸壁使用料　　　　　　　　　　　　　 　　　　 10,550千円
　　　水揚隻数　22,958隻
　
５　水揚奨励補助金　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 27千円
　　　交付件数　１件

６　船凍まぐろ母港水揚奨励補助金　　　　　　　　　　　　　９千円
　　　交付件数　９件

７　船員入浴券負担金　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 45千円
     枚数：527枚（市：42.5%，卸売業者：42.5%，魚問屋：15.0%）

予算の執行状況 　　　　　　　　　　　　決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 16,206,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
魚市場特別会計
　漁船誘致費

決算書ページ

121～123

目的及び
事業内容

　
　漁船漁業を取り巻く環境は年々厳しくなり，産地魚市場間の競争が激化する中，本市
魚市場の水揚げ増大に向けて，卸売業者，買受人，魚問屋等の水産関係団体と連携し
て，漁船誘致を行う。

所 管 課 産業部水産課 予算科目 ２款 １項 １目　漁船誘致費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（１）①基幹産業として水産業の振興

-380-



成 果 と
課　　題

【成果】
　観光客へのインフォメーションに加え，自然や産業，歴史や文化の紹介を行い，みち
のく潮風トレイルや宮城オルレと連携し，トレッキング拠点としての役割も果たしてい
る。また，東日本大震災以前から三陸地域を襲ってきた津波に関する体験施設の運営に
より，来館者の防災意識の喚起・向上を図っている。

【課題】
　唐桑半島ビジターセンター利用者の需要に対する拠点機能は，現在の施設設備では十
分とは言えず，また津波体験館の入館者数も減少している。令和３年度に当該施設を県
から市へ移管しており，ニーズに合わせた施設の機能強化のため，令和４年６月から休
館し，令和５年度リニューアルオープンに向けて大規模改修を行う。

一般財源

決算額 4,713,890 0 0 0 4,713,890

実施状況

１　観光客へのインフォメーション等

２　津波体験館の運営
 
  　利用状況    　                                         （単位：人，円）

予算の執行状況 決算額の財源内訳 （単位：円）

予算額 5,412,000 国(県)支出金 市債 その他

事 業 名
唐桑半島ビジターセンター事業特別会計
　唐桑半島ビジターセンター事業
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目的及び
事業内容

１　観光客へのインフォメーション等
　環境省の「国立公園集団施設地区」（※）に指定される御崎周辺一帯において，観光
拠点機能の強化及び唐桑半島における旅のイメージの向上，自然保護及び唐桑町・三陸
復興国立公園のインフォメーション，海の知的情報の提供，産業・歴史と文化の紹介を
行うもの。
　※国立・国定公園の拠点として環境省が指定するエリア

２　津波体験館の運営
　併設の津波体験館では，過去の津波を伝承することで防災意識の喚起・向上を目的と
する。

所 管 課 産業部観光課 予算科目 １款　１項　１目　施設経営費

総計基本施策分類 〈通常分〉 Ⅱ－１産業（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進

年度
ビジター

センター
前年比 津波体験館 前年比 入館料収入 前年比

H22 7,618 - 5,904 - 1,598,380 -

H23 5,598 73.5% 1,874 31.7% 618,680 38.7%

H24 9,841 175.8% 6,039 322.3% 1,787,680 289.0%

H25 15,451 157.0% 12,108 200.5% 3,471,740 194.2%

H26 13,061 84.5% 9,598 79.3% 2,919,040 84.1%

H27 10,648 81.5% 8,034 83.7% 2,463,670 84.4%

H28 8,755 82.2% 6,143 76.5% 1,874,800 76.1%

H29 10,212 116.6% 5,442 88.6% 1,663,550 88.7%

H30 13,482 132.0% 5,250 96.5% 1,602,450 96.3%

R1 11,702 86.8% 3,745 71.3% 1,134,550 70.8%

R2 7,976 68.2% 1,310 35.0% 394,940 34.8%

R3 9,298 116.6% 2,099 160.2% 615,000 155.7%
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目的税（入湯税・都市計画税）の使途に関する説明資料（令和３年度決算） 

 
１ 入湯税の使途の状況 
入湯税は，地方税法第７０１条の規定により，環境衛生施設，鉱泉源の保護管理施設及

び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるた

め，課税される。 

 
 
 
２ 都市計画税の使途の状況 
都市計画税は，地方税法第７０２条第１項の規定により，都市計画法に基づいて行う都

市計画事業等に要する費用に充てるため，課税される。 

 
※１ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金（都市計画税減収補填特

別交付金）8,863 千円を含む。 
※２ 下水道事業会計繰出金のうち公共下水道の整備に係る地方債償還分 
※３ 公債費（元金及び利子）のうち都市計画道路の整備に係る地方債償還分 
 
 

（単位：千円）

国　　県
支 出 金 う ち 入 湯 税

７款２項２目

観 光 施 設 費
410,509 77,319 60,300 2,974 269,916 6,218

財　源　内　訳

市　　債 そ の 他
一 般 財 源決算額区　　分

（単位：千円）

国　　県
支 出 金

８款５項１目

公共下水道費

12款１項
１目　元金
２目　利子

311,488

18,928

330,416

うち
都市計画税等

計 330,416 0 0 0

18,928

231,644

0 0 0

311,488 0 0 0

区　　分 決算額

財　源　内　訳

市　　債 そ の 他

一 般 財 源

※１

※３

※２
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