
平成３０年度主要事業

№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

1
新規就農対策事業
　【拡充】

2,325

農業の担い手確保のため、新規就農者の
研修費用を助成する
就農準備金及び住居費を増額し、人材の
確保、育成に努める

インターンシップ受入助成　１日１人当たり ５
就農準備金 月額 125　住居費 月額 上限30
研修生受入補助 月額１人当たり 30

2 農業振興対策事業 47,336
農産物の生産を促進するため、園芸作物
や飼料作物の栽培に係る種苗の購入費
用等を助成する

園芸・飼料作物生産支援 14,000
果樹生産支援 250　耕作放棄地解消 800
環境保全型農業(減農薬用資材費)支援 3,000
農業次世代人材投資事業補助 7,500
いわて地域農業マスタープラン実践支援 17,450
地域特産作物生産振興等補助 2,944
機構集積協力金 480
りんどう優良品種緊急新植事業補助　75
いわて中山間地域活動支援事業費補助　750

3 地産地消推進事業 11,600

季節に応じた農業体験の実施や、学校給
食に使用する特別栽培米同等の宮古米
の生産に協力する農業者に栽培経費の一
部を助成するなど、地産地消を推進する

宮古の農業まるごと体験ツアー　500
学校給食用地元米生産協力補助　2,400
　(生産量30㎏あたり1,000)
学校給食地産地消推進事業補助　8,700
　(小学校 2,900食　中学校 1,700食　年12回)

4 有害鳥獣被害防止対策事業 15,286
有害鳥獣による農作物被害防止のため、
鳥獣被害対策実施隊の設置及び電気牧
柵等の購入費用を助成する

実施隊員報酬　90人　１人につき年額 12
電気牧柵購入費補助　50基　7,500
鳥獣被害防止対策協議会負担金　6,500

5
林業新規就業等対策事業
　【拡充】

2,365

林業の担い手確保のため、新規林業就業
希望者等の技術習得を支援する
就業準備金及び住居費を増額し、人材の
確保、育成に努める

インターンシップ受入助成　１日１人当たり ５
就業準備金 月額 125　住居費 月額 上限30
研修生受入補助 月額１人当たり 30

6
木質バイオマスストーブ購入補
助事業

2,000
薪及びペレットストーブの購入費用を助成
する

補助金　設置費１/３　上限 100

7 森林づくり補助事業 10,000
森林の整備を促進するため、植林、間伐
除伐、下刈、枝打及び間伐材の運搬費用
等を助成する

植林　拡大造林　下刈　除伐
保育間伐　更新伐　間伐材運搬

8 地域木材利用住宅推進事業 21,000
地域材の利用を促進するため、地域材を
利用して建築する住宅に助成する

70棟
１棟当たり 上限 300

9 木の博物館推進事業 7,224
地域の資源である森林をまるごと博物館
として、有効活用を図る

分館調査等業務委託　4,000
看板製作業務委託　700

10 地域水産物魅力発信調査事業 500

水産物や水産関連施設、直売施設等のＰ
Ｒを行うため、生産者や生産現場などを含
め、地域水産資源等を全国に情報発信す
るための調査を行う

調査業務委託

11
サーモンランドシンポジウム開
催事業

2,600
基幹産業である水産業の現状、サケの水
揚げ増大に係る資源管理の重要性などの
取り組みを知るシンポジウムを開催する

シンポジウム開催経費
　研究発表会、基調講演等

12 浜の活力再生施設整備事業 15,500
さけ・ます種苗の安定的な生産及び放流
を目的とした施設の改修費用を支援する

種苗生産施設（田老第３ふ化場）　15,500

13 水産業・漁村復興支援調査事業 9,700

漁業の担い手を確保するため、漁業体験
や研修プログラムを検討する
マダラ等の販路開拓に向けた取り組みを
行う

漁業担い手確保・育成
三陸地域における水産物輸出状況調査

14
漁業担い手育成対策事業
　【拡充】

18,365

漁業の担い手確保のため、養殖漁業及び
漁船漁業に軸足を置く新規就漁者の受け
入れ費用を助成する
就漁準備金及び住居費を増額し、人材の
確保、育成に努める

インターンシップ受入助成　１日１人当たり ５
就漁準備金 月額 125　住居費 月額 上限30

15
廻来船誘致対策事業
　【拡充】

13,670

魚市場の水揚げ増大と加工原料魚種の
確保を図るため、廻来船誘致活動を行う
廻来船誘致強化を図るため、廻来船や買
受人に対し、氷の購入費用を支援する

廻来船誘致対策経費　1,170
廻来船誘致対策事業補助　12,500
　(普通氷500円/t、深層水氷1,500円/t)

網かけ部　新規事業　　（単位：千円）

◎   産業振興
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

16 水産物消費拡大事業 5,187
首都圏地域等への情報発信とＰＲ活動を
行い、水産物の販売促進を図る

目黒のさんま祭り参加経費
さんま、早採りわかめ、マダラＰＲ経費

17 栽培漁業推進事業 9,878

漁協が実施するアワビ等の水産資源増養
殖事業等に対して支援する
ヒラメ放流事業に伴う種苗生産経費の負
担

補助金 種苗購入　アワビ10/10、その他１/５
　　　 　１漁協当たり　上限 3,000
岩手県魚類栽培事業負担金　878

18 漁港整備負担金 21,170 県営漁港整備事業の１０％を負担する 重茂漁港、田老漁港

19 漁港整備事業 124,363 漁港施設の整備を行う

漁港施設機能強化事業設計業務委託　53,000
　(小堀内漁港、石浜漁港)
落石防護網設置工事　41,000
　(樫内漁港)

20
魚市場整備事業
（既設棟機能強化）

265,500
魚市場既設棟の機能強化を図るため、施
設の改修を行う

既設棟機能強化工事　256,200
工事監理業務委託　9,300

21
雇用対策事業
　【拡充】

18,519

離職者等の就業を促進するため、資格取
得費用の一部を補助する
トライアル雇用奨励金に加え、新たに新規
高卒者等が離職せずに12ヶ月間継続し
雇用された場合、10万円を交付する

離職者資格取得支援　11,000
トライアル雇用奨励金　4,500
雇用奨励金 (H31以降の交付)

22
産業振興基金事業
　【拡充】

200,000

一次産業の担い手対策、産業振興補助金
活用事業及び雇用奨励対策事業を実施
し、活力に満ちた産業都市づくりに資する
ため、産業振興基金への積み立てを行う

産業振興基金積立　200,000

23 産業支援センター運営事業 16,087
人材の育成、技術や経営に関する相談及
び新規事業の支援など、地域産業の総合
的な支援を行う

産業支援コーディネータ－ ２人
金型技術者育成補助 124
展示会出展者支援補助 620
産業まつり補助 6,500

24 商工振興事業 49,025
集客力の向上、経営基盤の強化及び商工
団体の支援など、地域商業の総合的な支
援を行う

成功店モデル創出波及事業 2,625
商店街コミュニティガーデン協働事業 860
商工会議所事業補助金 13,150
商工会議所宮蘭商談会事業補助金　2,000
商業振興対策事業補助金 4,200
中小企業振興資金利子補給金 20,000

25 次世代経営者育成支援事業 1,000

復興事業の終了を見据えて、地域経済の
維持を図るため、宮古商工会議所が行う
次世代経営者や若手経営者を対象とした
人材育成事業を支援する

宮古地域次世代経営者人材育成事業補助　1,000

26 農林水商工観連携事業 3,265

各産業間の連携強化のための支援のほ
か、地場産業の振興ため、地域資源の活
用と人材・後継者等の育成を進め、６次産
業化を支援する

農林水商工観連携コーディネ―ター　１人
人材育成事業　86
産業間交流セミナー等経費　390

27 産業振興補助事業 5,000
生産力の向上、産業間の連携強化、６次
産業化の促進、地域資源の活用、人材育
成等の新たな事業への取組みを支援する

産業振興補助　5,000

28
地域資源活用販路開拓支援事
業

24,969

優れた農林水産物の地域資源を利用した
加工品を増やし、既存の加工品の付加価
値を高めていくため、「新製品開発・既存
加工品の高付加価値化」、「加工品コン
クール」及び「商談会」を実施する

製品開発高付加価値化グループ事業補助
　　３件 (上限 8,000)　24,000
加工品コンクール開催経費　468
商談会開催経費　501

29 早池峰山荘改修事業 13,476
利用者の利便性向上のため、早池峰山荘
を改修する

屋根改修工事　13,000
工事監理業務委託　476

30
観光宣伝事業
　【拡充】

116,116

観光客の誘客を図るため、観光パンフレッ
ト及びポスターの作成、観光関係団体によ
る各種イベント等を支援する
フェリー航路を利用した観光客の誘客に
取り組む

観光パンフレット・ポスター等作成
浄土ヶ浜等周遊バス運行
各種イベントへの補助
フェリー航路誘客促進事業補助金　2,000

31 三陸ジオパーク推進事業 7,012
三陸ジオパークの普及・拡大を図るため、
宮古市ジオパーク協議会等を支援する

ジオパーク推進員　1人
三陸ジオパーク推進協議会負担金　500
宮古市ジオパーク協議会補助金　2,500
三陸ジオパーク案内看板整備　1,600

◎   産業振興（つづき）
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

32 インバウンド観光対策事業 3,550
外国人観光客の誘客のため、地域取組体
制の構築、受入環境の整備を行う

インバウンドセミナー等開催　1,950
三陸ジオパーク案内看板整備　1,600 (再掲)

33
宮古版地域ＤＭＯによる観光推
進事業

6,800

地域一帯での魅力的な観光地づくりに向
けて、データ収集・分析等に基づく戦略的
な観光プロモーションに取り組む宮古版地
域ＤＭＯを支援する

宮古版ＤＭＯ事業費補助　6,800

34 御殿山線道路改良事業 90,000
月山山頂部へのアクセス道路の改修を行
う
道路改良工事　L=1,801ｍ

事業期間　H31まで
道路改良工事　90,000

35 宮古港港湾機能強化事業 73,000
港湾管理者である岩手県と連携して、タグ
ボートの常駐に必要な経費を事業者に補
助し、港湾機能の強化を図る

タグボート常駐経費補助　73,000

36 宮古港利用促進事業 22,100
港湾の利用を促進するため、コンテナ航
路利用者への助成等を実施する

コンテナ航路及び航路支援補助 400
港湾施設使用料補助　2,000
宮古港利用促進事業補助　19,700

37 宮古港フェリー利用促進事業 19,000

平成30年６月に開設する宮蘭航路の利用
促進のため、セミナー等を開催し、航路の
周知、ＰＲを行う
航路開設に併せ、各種関連事業を実施す
る

フェリー利用促進協議会補助金　19,000

【フェリーを利用した事業】
　市民交流　市民対象ツアーの実施
　産業交流　室蘭での商談会の実施
　　　商工会議所宮蘭商談会事業補助金(再掲)
　観光交流　エージェント向けインセンティブ
　　　フェリー航路誘客促進事業補助金(再掲)
　教育交流　室蘭市の中学生との交流
　文化交流　企画展示会及び講演会の実施

№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

1
乳幼児・小中学生医療給付事業
(小学生・中学生拡大分)

64,593 乳幼児から中学生まで医療費を給付する

乳幼児及び小中学生の医療給付総額　132,407
就学前　67,814(県補助対象)
小学生　42,238(県補助対象(入院のみ)＋単独分)
中学生　22,355(単独分）

2 子ども・子育て幸せ基金事業 224,804
子どもを安心して産み、幸せに育てられる
環境整備等を推進する

子ども・子育て幸せ基金積立金　200,000

【基金を活用した事業】
　子育て支援員研修業務委託　724
　民間保育士住居費支援事業補助　1,080
　民間保育士奨学金等返済助成　400
　民間保育士再就職支援事業補助　1,000
　在宅子育て支援金　18,900
　家庭的保育事業所開設準備補助　2,700

3 地域子育て支援拠点事業 33,658
地域子育て支援センター、つどいの広場、
ファミリーサポートセンターの設置・運営を
行う

地域子育て支援センター 4,979
つどいの広場 24,020
ファミリーサポートセンター 4,659

4 保育料等多子軽減事業 61,469
子育て世帯の負担軽減を図るため、保育
料等に係る第2子以降の軽減要件を拡大
する

（歳入）保育料等減免見込分　47,092
（歳出）施設型給付費分　12,556
　　　　幼稚園就園奨励分　1,821

5 花輪保育所整備事業 17,370 花輪保育所の建替えを行う
実施設計業務委託　16,330
地質調査等業務委託　1,040

6 特別保育事業 31,534
障がい児保育、一時保育、病後児保育、
延長保育の特別保育を行う

障がい児保育　小山田、佐原、田老、新里
一時保育　小山田、田老、新里
病後児保育　小山田
延長保育　常安寺、赤前、宮古、
　　　　　認定子ども園宮古ひかり

7 放課後児童対策事業 114,803
昼間、保護者のいない家庭の児童の育成
及び指導を行うため、学童の家を運営す
る

学童の家指定管理
宮古学童の家（宮古小学校）ほか12箇所

8 宮古学童の家改修事業 53,800 宮古学童の家（宮古小学校）を改修する
改修工事監理業務委託　1,800
改修工事　52,000

◎  子育て支援の推進

◎   産業振興（つづき）
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

9 幼稚園支援事業 41,787
保護者負担の軽減を図るため、幼稚園、
認定子ども園の保育料等に対して助成す
る

私立幼稚園教育振興事業費補助 2,812
幼稚園就園奨励費補助 21,841
一時預かり事業費補助 8,026
特定教育・保育施設就園奨励費補助 3,743
幼稚園預かり保育料軽減事業費補助 5,365

№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

1 育英事業 46,868

経済的理由で、修学困難な方に対して奨
学資金の貸付けを行う
また、市内に住所を有し、宮古管内で就
業している方に対し、定住化促進対策とし
て貸付金の返還免除を行う

貸付金額（月額）　高校　18、大学等　50
奨学基金積立　（償還分）14,140
　　（定住化促進減免分）708

2 国際理解推進事業 23,127

外国語指導主事を活用し、コミュニケー
ション能力の向上や異文化を理解する資
質や能力を育成し、国際理解教育を推進
する

外国語指導助手派遣業務　５人
イングリッシュキャンプ等の開催
(東北学院大学等との連携)

3
ニュートンスクール（新教育プラ
ン）事業

569
小中学生の自然科学に対する興味・関心
を高めるため、実験教室や自然観察会を
実施する

H29実績　１回　参加者　延べ180人
(東北学院大学等と連携)

4 キャリア教育事業 731

学校教育において児童生徒一人一人に勤
労観、職業観を育てるため、学校・職場・
行政機関が一体となり、職業体験をするな
どして、キャリア教育を推進する

H29実績
　ものづくり体験教室(宮古市産業まつり)
　　　２日間　参加者　延べ597人
(東北学院大学等と連携)

5 発達支援事業 27,756
発達障害を抱えた子ども及びその家庭等
を支援する

発達相談支援員 ３人
相談員各種研修

6 特別支援教育事業 45,803

様々な支援の必要な児童生徒に対し、学
習活動の支援や学校生活上の介助を行う
ため、小中学校に特別支援教育支援員等
を配置する。
また、就学支援に関する事務補助を行う
ため、就学支援相談員を配置する

特別支援教育支援員　34人
介助員兼事務補助員　１人
就学支援相談員　１人

7 子ども読書活動支援事業 15,047

学校図書館の業務を専任で行う「学校図
書館支援員」を配置し、学校、地域ボラン
ティア及び市立図書館と連携しながら、児
童生徒の読書活動とともに図書を利用し
た学習活動を支援する

学校図書館支援員 11人
市内各小中学校
購入図書選定、推薦図書選定、学校図書整理

8 学校図書充実事業 10,933
子どもの読書活動を促進するため、学校
図書を充実する

小学校　6,929（4,950冊)
(H29末充足率見込み140.1%）
中学校　4,004（2,860冊)
(H29末充足率見込み121.1%）

9 スクールバス更新事業 8,200 スクールバスを更新する 田老地区　１台

10 小学校校舎屋根等改修事業 6,095 千徳小学校校舎の屋根等を改修する
[千徳小学校]
　屋根等改修工事実施設計業務委託　6,095

11 小学校プール改修事業 59,430 小学校のプールを改修する
[津軽石小学校・崎山小学校]
　プール改修工事監理業務委託　1,830
　プール改修工事　57,600

12
重茂中学校特別教室棟改築事
業

106,635 老朽化した校舎（特別教室棟）を改築する
[重茂中学校]
　特別教室棟改築工事監理業務委託　3,600
　特別教室棟改築工事　101,120

13
小中学校太陽光発電システム
整備事業

113,254

災害時において避難所となる学校施設の
電源を確保するほか、地球温暖化防止対
策と子どもたちへの環境教育のため、太
陽光発電システムを小中学校に整備する

[小学校３校 (磯鶏、田老第三、新里)]
　発電システム整備工事監理業務委託　2,852
　発電システム整備工事　102,752
[中学校４校 (第一、河南、宮古西、崎山)]
　発電システム整備工事設計業務委託　7,650

14 市立図書館サービス向上事業 34,400
老朽化した施設の改修のほか、利用者に
配慮した施設整備を行い、サービス向上
に努める

屋根改修工事　19,400
館内修繕等　4,000
図書等購入費　11,000

◎   教育環境の整備

◎  子育て支援の推進（つづき）
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

15 スポーツツーリズム事業 600
スポーツ合宿の誘致やスポーツイベントの
実施を通じて、選手・指導者のスポーツ環
境の整備及び交流人口の拡大などを図る

スポーツ合宿の誘致・調査
受入環境の整備

16
宮古サーモンハーフマラソン大
会事業

4,000
体育振興及び生涯スポーツの推進に図る
ため、マラソン大会を実施する

宮古サーモンハーフマラソン大会補助金　4,000
招待選手(予定)　青山学院大学陸上競技部

№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

1 道路維持事業 310,051
市内道路の補修、側溝改修工事等、その
他道路維持管理を行う

道路補修等工事
路面補修、側溝改修、側溝蓋設置
道路維持車両購入　２台

2 橋梁長寿命化修繕事業 52,000 橋梁の定期点検及び修繕工事を行う

橋梁定期点検業務委託　5,000
橋梁修繕に係る電線移設補償(山口橋)　5,000
橋梁長寿命化修繕工事(巣内沢橋)　30,000
橋梁長寿命化修繕基本計画策定業務委託　12,000

3 道路施設等長寿命化修繕事業 20,000 道路舗装の修繕工事を行う
宮古地区道路改修工事（舗装）　8,000
川井地区道路改修工事（舗装）　12,000

4 災害防除事業 5,000 道路施設の災害防除を行う 道路施設等測量設計業務委託　5,000

5 生活排水路整備事業 15,000
公共下水道及び集落排水事業の区域外
において、側溝等排水路整備を行う

生活排水路整備工事　15,000

6 長根岩船線道路改良事業 45,500
道路改良工事　L=280ｍ
水道管移設補償

事業期間　H30まで
道路改良工事　40,000　水道管等移設補償　5,500

7
北部環状線（第２工区）道路整
備事業

624,300

ラジオ再放送施設設計
道路整備工事（補強土壁）　L=100ｍ
道路整備工事（トンネル関連工）　L=527ｍ
道路整備工事（舗装工）　L=193ｍ
三陸沿岸道路交差部整備工事負担金

事業期間　H31まで
ラジオ再放送施設設計業務委託　10,000
道路整備工事（補強土壁）　220,000
道路整備工事（トンネル関連工）　282,000
道路整備工事（舗装工）　75,000
三陸沿岸道路交差部整備工事負担金　36,052

8 崎山松月線道路改良事業 35,500
道路改良工事　L=30ｍ
用地取得　立木等補償

事業期間　H35まで
道路改良工事　34,000
用地取得　300　立木等補償　1,200

9
新町根井沢線（第１工区）道路
改良

1,800 用地取得　立木等補償
事業期間　H35まで
用地取得　600　立木等補償　1,000

10 前須賀日立浜線道路改良事業 104,900
道路改良工事　L=210ｍ
用地取得　電柱等移設補償

事業期間　H31まで
道路改良工事　100,000
用地取得　300　電柱等移設補償　4,000

11 蟇目線道路改良事業 133,300

道路改良工事　L=60ｍ
踏切改良事業費負担金
用地測量業務委託　用地取得
マンホールポンプ等移設補償

事業期間　H30まで
道路改良工事　10,000
踏切改良事業費負担金 120,000
用地測量業務委託　2,000　用地取得　100
マンホールポンプ等移設補償　1,000

12 田鎖老木線道路改良事業 140,400
道路改良工事　L=800ｍ
電柱移設補償

事業期間　H30まで
道路改良工事　140,000
電柱等移設補償　200

13 浸水対策事業 43,500 降雨時の増水等への浸水対策を行う
[田鎖地区]
　用地測量業務委託　5,000
　流域分割工事　35,000　用地取得　3,000

14 都市公園バリアフリー化事業 15,000
公園施設（トイレ等）のバリアフリー化整備
を行う

[つつじが丘公園]
　公園トイレバリアフリー化工事　15,000

◎   教育環境の整備（つづき）

◎   生活環境と道路交通網の整備
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

15 都市公園整備事業 26,000
土地区画整理事業を実施した近内地区の
公園の施設整備を行う

測量設計(建築)業務委託　6,000
公園施設(トイレ)整備工事　20,000

16 雨水ポンプ場整備事業 119,828
浸水対策として、雨水ポンプ場の整備を行
う

[千徳地区]
　整備工事　116,000
　既設水道管移設補償　340
[新川町地区]（震災対応分）
　既設水道管移設補償　1,622
[藤原地区]（震災対応分）
　既設水道管移設補償　1,866

17 三陸鉄道経営強化支援等事業 31,363
三陸鉄道の施設整備及び利用促進のた
め、設備整備費等に対して補助する

設備投資経費（改修費等）補助　10,745
設備維持経費（修繕費等）補助　17,739
三陸鉄道強化促進協議会負担金　2,879

18 ＪＲ山田線利用促進事業 3,000
ＪＲ山田線の利用促進を図るため、ＪＲ山
田線を利用したツアー実施への支援及び
日常利用者への助成を行う

ＪＲ山田線利用促進事業補助金　3,000

19 路線バス対策事業 55,400

バス路線を維持するため、バスの運行経
費を補助する
路線バスの利用促進を図るため、事業者
との連携によるＰＲイベント等を実施する

廃止代替バス　5路線　16,000
生活バス路線　23路線　39,000
路線バス利用促進事業　400

20 バス待合所整備事業 4,800
バス停留所待合所整備
　川井地区：片巣、川内

整備工事　4,400
実施設計業務委託　400

21
川井・新里地区タクシー運行実
証事業

9,000
川井・新里地域における新たな地域公共
交通体系の在り方を模索する

川井・新里地区タクシー運行実証事業補助

22 鉄道新駅整備事業 500,000

復興後の新しいまちづくりの形に合わせ、
鉄道の新駅を設置することにより、地域の
交通利便性を高め、沿線の活性化につな
げる

鉄道新駅整備事業補助金　500,000
　(八木沢・宮古短大駅、払川駅、新田老駅)

23 川井地域バス運行管理事業 13,362 川井地域バスを運行する
川井地域バス運行業務委託　13,227
（川井交通）

24 国道340号休憩施設等整備事業 10,100
小国地区にトイレ等休憩施設と合わせ、産
直や情報発信機能などを備えた施設整備
を行う

実施設計業務委託　10,100

25 墓地拡張事業 35,000 墓園の増設を行う 区画増設工事　234区画　35,000

26 浄化槽整備事業 79,909 市営浄化槽の整備を行う
浄化槽設置　60基　67,743
放流ポンプ設置　20箇所　4,342
放流管設置補助　20件　2,000

27 公営住宅管理事業 91,638
市営住宅等28団地945戸・集会所9箇所の
維持管及び入退去の管理を行う

市営住宅等指定管理　37,833

28 公営住宅改修事業 40,000
市営住宅等の老朽化に対応するための大
規模修繕を行う

舘合住宅外壁改修工事　40,000

№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

1 運動習慣づくり推進事業 703

健康寿命の延伸のため、特定健康診査
（宮古市国保加入者以外）を受診し、特定
保健指導該当者を対象に、運動プログラ
ムを作成し、運動習慣のきっかけづくりを
支援する。

運動プログラム作成
運動施設利用料
　(シーアリーナ、姉ヶ崎サン・スポーツランド)

2
母子保健事業
　【拡充】

64,986

安心して子どもを産み育て、子ども達が健
やかに成長できるように、思春期・妊娠・
出産・乳幼児期に至るまで、一貫した体系
のもとに、各種事業を実施する

健康診査　健康相談　健康教育
訪問指導　発達相談　養育医療給付
新生児聴覚検査費用の全額助成
３歳児健康診査における視覚機能検査の実施

◎   生活環境と道路交通網の整備（つづき）

◎   健康・生きがいづくりの推進
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

3 成人健康診査事業 62,829 各種健康診査を行う

がん検診 (胃がん、肺がん、子宮がん、乳がん、
大腸がん、前立腺がん) 、肝炎ウィルス検査、
人間ドック委託・補助、特定健診対象外健診、
さわやか健診

4 特定不妊治療費助成事業 12,000
特定不妊治療の費用を助成する
　助成費 1,000／年・1人

不妊治療助成
　特定不妊治療　体外受精、顕微授精
　　　　　　　　凍結胚による胚移植

5 医師等養成事業 65,450
地域医療を担う人材の育成を図るため、
医師や看護師を目指す者に対し、奨学資
金の貸付等を行う

奨学資金貸付額
医師　 　月額貸付金 200／月
　　　　　年度貸付金　授業料・入学金等
看護師　月額貸付金 100／月
　　　　　年度貸付金　授業料・入学金等

6 歯科保健事業 12,347

一生涯を通じて自分の歯で食べられるよ
う、歯と口腔の健康づくりに対する知識の
普及に努め、健康で生き生きした生活が
できるように支援する

妊婦、乳児、成人歯科健康診査
8020運動推進事業
訪問歯科健康診査

7 こころの健康づくり推進事業 2,978
こころの健康づくりについて、知識の普及・
啓発や地域で見守る体制づくりを行い、自
殺予防への取組みを強化する

健康教育　健康相談　訪問指導

8 予防接種事業 138,968
感染症の発生及び蔓延を予防するため、
各種予防接種費用を助成する

不活化ポリオ、二・四種混合、Ｂ型肝炎、ＭＲ、
高齢者・小児肺炎球菌、子宮頚がん、
高齢者・小児インフルエンザ、ヒブ、
成人風しん、ＢＣＧ、日本脳炎、水痘等

9 休日急患診療所運営費 27,603 休日急患診療所を運営する
医師等報酬　9,910
臨時看護師等賃金　5,344
その他運営経費　12,349

10 スポーツ・健康づくり事業 1,236
スポーツと健康に対する興味・関心を高
め、健康寿命の延伸を図る取り組みを行う

学校法人日本体育大学・宮古市
「体育・スポーツ推進協定連携事業」
　シンポジウムの開催、運動プログラムの体験

№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

1 派遣職員費 26,427
災害復旧業務に対応するため、他自治体
から派遣された職員の人件費を負担する

派遣職員見込：２名

2 被災者支援事業 657
被災者の現状把握、情報の一元的な管理
を進めるとともに、各種支援制度の情報発
信や被災者相談を行う

被災者支援室経費

3 災害援護事務 5,176 災害弔慰金等の支給を行う 災害弔慰金  5,000

4 被災後期高齢者医療給付事業 8,400
被災した後期高齢者医療制度被保険者に
対し、医療費給付事業を行う

平成30年12月診療分まで

5 被災者すまいの再建促進事業 20,004
居住する住宅が全壊または半壊以上の被
害を受け解体した被災者が住宅の建設・
購入を行う場合に最大200万円を補助する

被災者すまいの再建促進事業補助  10世帯
単数世帯　上限　1,500千円
複数世帯　上限　2,000千円

6 被災者生活再建支援事業 5,100

被災者生活再建支援法で支援金の適用と
ならない半壊・床上浸水世帯を対象とし
て、生活再建を支援するため支援金を支
給する

被災者生活再建支援　28世帯
単数世帯　上限　150千円
複数世帯　上限　200千円

7 生活再建住宅支援事業 5,000
被災した住宅の早期復旧のため、宅地の
復旧等に要した費用への助成を行う

浸水宅地復旧支援補助　10件

8
定住促進住宅建築利子補給事
業

8,000

居住する住宅が全壊または半壊以上の被
害を受け解体した被災者が、市内に住宅
を新築・購入する場合、住宅ローンの利子
に対し最大457万円を補助する

住宅ローンの利子補給　4世帯
上限　4,570千円

◎   健康・生きがいづくりの推進（つづき）

◎   平成２８年台風第１０号関連
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

9 被災者転居費用支援事業 1,500
応急仮設住宅等の避難先から宮古市内
の新居に引越した被災者に、引越代を補
助する

賃貸住宅　15件
建設購入　15件
　(補助上限 50千円／1件)

10
復興住宅地域木材利用促進事
業

7,000
被災者が、地域木材を利用して住宅を建
築する場合に助成する

10棟
１棟当たり 上限 700

11 被災中小企業者支援事業 15,000
被災中小企業者等の早期の事業再開や
安定経営に向けた取り組みを支援する

被災中小企業者対策設備貸与事業補助　3,000
被災中小企業対策資金利子等補助　12,000

12 就学援助事業（小中学校） 5,717
被災に伴う経済的な理由により、就学困
難な児童生徒の保護者を援助する

学用品、修学旅行、医療、学校給食　など

13 道路河川災害復旧事業 1,933,650 被災した道路河川の災害復旧を行う 道路河川災害復旧工事　46箇所　1,844,184

14 林道災害復旧事業 177,310 被災した林道の災害復旧を行う 林道災害復旧工事　17箇所　171,305

№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

1 職員研修事業 10,000
職務遂行能力向上のため、各種研修を行
う

職場内研修　講師招聘研修
派遣研修　専門研修

2 携帯電話不感地域解消事業 17,221
携帯電話負担地域に移動通信用基地局
を整備し、情報通信基盤の充実と災害時
における情報通信網の多重化を図る

[田老畑地区]
　移動通信用鉄塔施設設計等業務委託　3,000
　移動通信用鉄塔施設建設工事　14,200

3 テレビ難視聴地域解消事業 55,590
老朽化したテレビ共同受信施設の改修に
対し、共聴組合に改修費用の一部を助成
する

長沢地区 (自主共聴・第２期125世帯)　25,410
津軽石下町地区 (自主共聴・63世帯)　18,900
岩船地区 (自主共聴・25世帯)　7,500
末前地区 (NHK共聴・29世帯)　1,015
小沢二丁目地区 (NHK共聴・79世帯)　2,765

4 市民協働推進事業 1,571
まちづくりの主体である地域自治組織、市
民活動団体の活動の支援を実施し、協働
によるまちづくりを推進する

地域力向上支援補助　500
　(補助上限 250千円／1件)

5 シティプロモーション推進事業 1,094

市民参画によるシティプロモーションコンテ
ンツの作成、広報紙やインターネットなど
各メディアの連携により特に訴求力の高い
動画コンテンツの充実を図る

シティプロモーション動画制作等委託　845

6 ふるさと納税事務 62,270
ふるさと納税に関する事務を行う
　　H29.１～12寄附額　1億3,693万8,638円
　　H28.１～12寄附額　1億3,427万5,645円

ふるさと納税返礼品　36,000
ふるさと納税業務代行委託　15,552

7 地域振興事業 21,140

地域の住民の意見を市政に反映させ、市
民と行政が連携する協働のまちづくりを推
進するとともに、地域振興の取組に対して
支援を行う

宮古地区　８事業  4,650
田老地区　４事業  4,699
新里地区　４事業  3,838
川井地区　７事業　4,533

8
グリーンピア三陸みやこ施設改
修事業

29,500
グリーンピア三陸みやこの施設を改修し、
ドッグランを整備する

実施設計業務委託　3,000
工事監理業務委託　1,500
ドッグラン整備工事　25,000

9 国際交流推進事業 7,690
友好協力都市との国際交流、理解活動を
推進する

国際交流協会運営費補助　4,000

10 空家対策事業 2,174
空家等対策に関する取り組みを推進する
　空家等対策推進協議会の運営
　空家リフォーム補助

空家リフォーム補助　2,000 (上限　500)

11 結婚支援事業 5,517

結婚支援に関する取り組みを推進する
　出会いづくり支援事業費補助
　いきいき岩手結婚サポートセンター
　　　　　　　　　　　　　　入会登録料助成
　結婚新生活支援補助
　婚活イベント開催経費

出会いづくり支援事業費補助　600（上限　200）
いきいき岩手結婚サポートセンター
　　　　　　　入会登録料助成　720（上限　10）
結婚新生活支援補助　3,000（上限　300）
婚活イベント開催経費　1,000

◎   その他の事業

◎   平成２８年台風第１０号関連（つづき）
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

12 地域おこし協力隊事業 16,506
都市住民を「地域おこし協力隊」として委
嘱し、定住・定着と地域力の維持・強化を
図る

隊員報酬　４人　9,799
活動経費　4,373
住居費補助　1,440（上限　30/月）
隊員募集経費　894

13 田老庁舎移転新築事業 18,800
田老庁舎を移転新築するため、実施設計
を行う

実施設計業務委託　18,800

14 新里庁舎改修事業 64,601 新里庁舎の耐震改修等を行う

耐震改修工事実施設計業務委託　6,270
施設改修工事実施設計業務委託　4,831
屋根改修工事監理業務委託　2,700
屋根改修工事　50,800

15 証明書等コンビニ交付事業 9,012
個人番号カードを利用してコンビニエンス
ストアの多機能端末機から証明書発行を
行う

証明書コンビニ交付システム利用料　5,832
証明書コンビニ交付事務負担金　2,700

16 宮古市議会議員一般選挙 98,224
平成30年4月30日任期満了に伴う宮古市
議会議員一般選挙の管理執行を行う

管理執行経費

17
住宅用太陽光発電システム導
入促進事業

20,000
再生可能エネルギーの普及を図るため、
住宅用太陽光発電システムの導入経費の
一部を補助する

１世帯　上限 200　100世帯を予定
（うち通常分10,000　震災対応分10,000）

18 消防施設整備事業 106,647 消防施設の充実強化を図る

消防団屯所建設　　(第32分団(摂待))
　用地取得　7,000　設計等業務委託　8,000
消防ポンプ自動車整備　40,000
　　(第８分団(大通)、第10分団(磯鶏))
小型動力ポンプ整備　4,000
　　(第31分団(青野滝)、第40分団(古田))
小型動力ポンプ積載車整備　6,000
　　(第40分団(古田))
防火水槽築造　５基　30,000
消火栓整備　新設３基・既設３基　8,100

19
災害対応テレビ会議システム整
備事業

10,480
本庁舎、各総合事務所及び現地災害対策
本部を結ぶ災害対応テレビ会議システム
を整備する

災害対応テレビ会議システム整備工事　10,480

20 防災行政無線整備事業 330,300
市内全域をデジタル方式で整備・統合し、
緊急時の防災体制を強化する
防災行政無線設備の更新等を行う

防災行政無線整備実施設計業務委託　5,500
　（田老地区デジタル化整備）
防災行政無線子局整備工事　10,000
防災行政無線設備移設業務委託　79,000
防災行政無線設備更新工事　235,800

21 八木沢地区センター整備事業 88,500
八木沢地区センターの移転新築工事を行
う

移転新築工事監理業務委託　4,800
移転新築工事　63,500
外構等工事　8,000　解体工事　7,400

№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

1 コミュニティエフエム事業 15,849

仮設住宅等に避難している住民をはじめ、
市民に対して、コミュニティエフエム放送を
通じて防災情報及び被災者支援情報等を
提供する

市政情報等番組制作　9,881
放送設備保守管理　2,359

2 テレビ共同受信施設復旧事業 900

被災した住居の再建や移転に伴う地上デ
ジタル放送の難視聴を解消するため、テレ
ビ共同受信施設組合に整備費用の補助を
行う

テレビ共同受信施設復旧事業費補助　900

3 地域力向上支援事業 500
自治組織の立ち上げや周辺自治組織へ
の編入等による被災地域のコミュニティ再
構築を支援する

地域力向上支援補助　500
　(補助上限 250千円／1件)

4
情報通信基盤施設維持管理事
業

32,642
一般国道１０６号宮古盛岡横断道路整備
に伴う支障物件（光ケーブル等）の移設を
行う

光ケーブル等移設工事　32,600

5 公共交通利用環境整備事業 24,376
利用者の利便性向上のため、磯鶏駅構内
及び津軽石駅構内にトイレを整備し、利用
促進を図る

[磯鶏駅・津軽石駅]
　駅構内トイレ整備設計等業務委託　2,376
　駅構内トイレ整備工事費　22,000

◎   その他の事業（つづき）

◎   震災対応分
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

6 仮設待合室・トイレ設置事業 1,456
公共交通利用者の利便性向上のため、震
災で流失した施設の代替施設として仮設
待合室及び仮設トイレを設置する

[津軽石口バス停前]
　３坪ハウス１基　仮設トイレ２基
[田老駅前]
　３坪ハウス１基　仮設トイレ２基

7 東日本大震災追悼式 2,240
東日本大震災・大津波によって犠牲になら
れた方々を慰霊・追悼し、市の復興に向け
た誓いを新たにするための式典開催

式典開催費

8 スマートコミュニティ推進事業 450
「宮古市版スマートコミュニティ」の実現に
向け官民一体となって設立した協議会の
活動を推進する

スマートコミュニティ推進協議会
　　　　　　　　　　運営費補助金　450

9 被災者支援事業 15,055
被災者の現状把握、情報の一元的な管理
を進めるとともに、各種支援制度の情報発
信や被災者相談を行う

被災者支援室経費

10 被災者住宅再建支援事業 115,010

居住する住宅が全壊または半壊以上の被
害を受け解体した被災者が、住宅を建設・
購入する場合、最大100万円を補助する
（県補助事業）

被災者住宅再建支援補助  120世帯
単数世帯　上限　  750千円
複数世帯　上限　1,000千円

11 被災者すまいの再建促進事業 230,010

国・県の支援制度に加え、市単独事業の
実施により、住宅再建のさらなる促進を図
るため最大200万円を補助する（市単独事
業）

被災者すまいの再建促進事業補助  120世帯
単数世帯　上限　1,500千円
複数世帯　上限　2,000千円

12 生活再建住宅支援事業 96,900

1 被災住宅に係る新築補修等の住宅
　ローンへの利子補給
2 被災住宅の補修・改修工事への補助
3 復興住宅新築に伴う補助（バリアフリー
　化工事、県産材使用工事）
4 被災宅地の復旧に要した費用への補助
5 浸水区域における被災宅地復旧等に要
　した費用への補助

1 住宅融資利子補給補助　８件　2,400
2 被災住宅補修改修補助　12件　4,000
3 復興住宅新築等補助　120件　68,000
4 被災宅地復旧補助　15件　15,000
5 浸水宅地復旧支援補助　15件　7,500

13
定住促進住宅建築利子補給事
業

56,000

がけ地近接等危険住宅移転事業及び防
災集団移転促事業の対象とならない被災
者が、市内に住宅を新築・購入する場合、
住宅ローンの利子を補助する

住宅ローンの利子補給　25世帯
上限　4,570千円

14 被災者転居費用支援事業 5,030
応急仮設住宅等の避難先から宮古市内
の新居に引越した被災者に、引越代を補
助する

賃貸住宅　50件
建築購入　50件
　(補助上限 50千円／１件)

15 危険住宅移転事業 9,600
災害危険区域から住宅移転を行う際に補
助する

建物・用地の住宅ローンの
利子補給及び移転費等　12件

16 浄化槽再設置支援事業 700
被災前に浄化槽を設置していて、再建に
伴い浄化槽を再設置する場合、市設浄化
槽設置分担金相当額を助成する

市設浄化槽設置分担金助成額　700

17 仮設住宅管理事業 33,528 応急仮設住宅の維持管理を行う
応急仮設住宅　24団地　1,015戸の維持管理
応急仮設住宅集会所等　13箇所の維持管理

18 派遣職員費 338,567
復興業務に対応するため、他自治体から
派遣された職員の人件費を負担する

派遣職員見込：のべ29名

19
中心市街地拠点施設完成記念
事業

8,510
中心市街地拠点施設の完成を記念して、
落成式等を行う

落成式・祝賀会開催経費
オープン記念イベント・シンポジウム開催経費

20 中心市街地拠点施設整備事業 4,643,599 中心市街地拠点施設の整備を行う

建設工事　4,182,000
避難通路整備工事　85,000
建設工事監理業務委託　6,453
建設管理支援業務委託　6,370

21 庁舎跡地整備事業 25,500

本庁舎及び分庁舎移転後の跡地活用に
向けて、中心市街地地区において、市民
活動団体と協働で賑わい創出事業を行う
また、跡地を活用した施設の整備を行う

中心市街地地区賑わい創出協働事業　1,500
庁舎解体工事実施設計業務委託　8,000
庁舎跡地整備実施設計業務委託　16,000

22 都市再生区画整理事業 578,033
田老地区及び鍬ヶ崎・光岸地地区で都市
再生区画整理事業を実施する

[田老地区]　130,000
　基盤整備工事(防潮堤接続部道路改良等)
[鍬ヶ崎・光岸地地区]　448,033
　復興関連業務委託　事業損失補償
　換地確定交付清算金　換地確定徴収清算金

◎   震災対応分（つづき）
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

23 防災集団移転促進事業 177,203
田老地区、法の脇地区、高浜・金浜地区、
赤前地区及び崎山地区で防災集団移転
促進事業を実施する

[田老地区]　103,677
　用地取得(移転元)　移転補助　住宅建設補助
[法の脇地区]　7,400
　移転補助　住宅建設補助
[高浜・金浜地区]　41,571
　用地取得(移転元)　移転補助　住宅建設補助
[赤前地区]　24,111
　用地取得(移転元)　移転補助　住宅建設補助
[崎山地区]　444
　移転補助

24 災害援護事務 19,452
災害弔慰金等の支給及び災害援護資金
の貸付を行う

災害弔慰金  5,000
災害援護資金貸付　10,000

25 福祉コミュニティ復興支援事業 35,132
地域の支援体制の構築、被災者のニーズ
把握及び孤立防止のための支援等を行う

専門員　11名配置

26
災害時支援ネットワークづくり事
業

5,023

災害時に自力で避難することが困難な市
民を町内会、消防団、民生委員等が連携
し、地域ぐるみで災害から守る取り組みを
推進する

災害時要援護者相談員　１名

27 児童館運営事業 3,594
千鶏保育所の被災に伴い、千鶏地区を含
む児童を重茂児童館まで送迎する

送迎バス運行費

28
被災者支援事業
（家庭訪問、健康相談等）

5,940
被災者が心身ともに健康で、安心して生
活できるように、健康相談等を実施する

健康教育　健康相談　訪問指導

29 医療情報連携基盤推進事業 2,502
宮古管内の医療・介護・看護の情報連携
ネットワークの推進により、効果的で質の
高い医療サービスを提供する

医療情報連携ネットワーク推進事業費負担金　102
医療情報連携ネットワーク推進事業費補助　2,400
　(みやこサーモンケアネット)

30 浄化槽整備事業 37,015
震災による高台等への移転に際し、市営
浄化槽の整備を行う

浄化槽設置　30基　33,872
放流ポンプ設置　10箇所　2,171

31 放射能影響対策事業 193
原発事故による放射能の影響について、
市内９ヶ所の空間放射線量の測定を行い
公表する

放射性物質検査経費等

32
（再掲）
住宅用太陽光発電システム導
入促進事業

20,000
再生可能エネルギーの普及を図るため、
住宅用太陽光発電システムの導入経費の
一部を補助する

１世帯　上限 200　100世帯を予定
（うち通常分10,000　震災対応分10,000）

33 土地改良換地業務推進事業 1,109
被災した津軽石・赤前地区の農地の土地
改良事業に係る換地業務を行う

換地委員　９人
換地業務　908

34
復興住宅地域木材利用促進事
業

28,000
被災者が、地域木材を利用して住宅を建
築する場合に助成する

40棟
１棟当たり 上限 700

35 水産物消費拡大事業 2,626

水産物や観光のPR等を通して「水産のま
ち　みやこ」の復興を西日本地域などへア
ピールし、市水産物の販路拡大及び都市
住民との交流を図る

堺まつり・下関さかな祭等参加経費

36 漁港整備負担金 174,950 県営漁港整備事業の１０％を負担する 重茂漁港、音部漁港、田老漁港等

37 漁業集落防災機能強化事業 72,147
女遊戸地区漁業集落道整備工事により破
損した道路の補修工事を行う

[女遊戸地区]
　道路補修工事　L=1,231ｍ　69,000

38 震災復興中小企業者支援事業 63,090
被災した事業者の早期の事業再開や、新
規創業者の安定経営に向けた取り組みを
支援する

中小企業被災資産復旧費補助　40,000
被災中小企業対策資金利子等補助　20,000
被災中小企業者等設備貸与事業補助　3,000

39 浄土ヶ浜第四駐車場整備事業 3,360 浄土ヶ浜第四駐車場の整備を行う 整備工事基本設計業務委託　3,360

40
（再掲）
インバウンド観光対策事業

3,550
外国人観光客の誘客のため、地域取組体
制の構築、受入環境の整備を行う

インバウンドセミナー等開催　1,950
三陸ジオパーク案内看板整備　1,600 (再掲)

◎   震災対応分（つづき）
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

41 道の駅たろう整備事業 22,000 道の駅たろうの外構等整備を行う 道の駅たろう外構等整備工事　22,000

42 防災学習ツアー促進事業 8,000
震災の教訓を伝える防災学習ツアー「学
ぶ防災事業」の運営を支援し、観光客の
誘客を図る

学ぶ防災事業補助　8,000

43 踏切改良事業 5,000
歩行者の安全を確保するため、踏切に歩
道を設置する

用地測量調査　用地取得　立木等補償
　(裏角地踏切、第一釜石街道踏切)

44 赤前運動公園線道路改良事業 5,000 測量設計業務委託
事業期間　H31まで
測量業務委託　5,000

45 荒巻笹見内地区道路整備事業 142,000
道路整備工事（切盛土工）　L=640ｍ
測量設計業務委託

事業期間　H32まで
道路整備工事（切盛土工）132,000
測量設計業務委託　10,000

46 河南高浜線道路整備事業 67,074
用地取得　立木等補償
埋蔵文化財調査　測量設計

事業期間　H31まで
用地取得　45,000　立木等補償　2,500
埋蔵文化財調査　10,537　測量設計　9,000

47
磯鶏金浜線(金浜工区)道路整
備事業

107,000
道路台帳整備業務委託
道路整備工事　L=170ｍ
用地取得　電柱等移転補償

事業期間　H30まで
道路台帳整備業務委託　6,500
道路整備工事　83,000
用地取得　13,000　立木等・電柱移設補償　4,500

48 高浜地区道路整備事業 148,000
用地測量業務委託
現況測量等業務委託（排水調査）
用地取得　水道管等移設補償

事業期間　H32まで
用地測量業務委託　9,000
現況測量等業務委託（排水調査）　12,000
用地取得　55,000　水道管等移設補償　72,000

49
八幡沖鉄道踏切線道路改良事
業

12,000 踏切改良委託　L=11m
事業期間　H30まで
踏切改良委託　12,000

50
公営住宅等長寿命化計画策定
事業

4,000
平成24年度に策定した市営住宅等長寿命
化計画の中間見直しを行う

公営住宅等長寿命化計画策定
　　　　（中間見直し）業務委託　4,000

51
災害公営住宅入居者交流施設
整備事業

10,000
入居者間のコミュニティ形成を図るため、
災害公営住宅敷地内に休憩施設を整備
する

[田老三王災害住宅]
　交流施設整備工事　10,000
　(あずまや、テーブル、ベンチ)

52 災害公営住宅管理事業 33,349
災害公営住宅18団地563戸・集会所8箇所
の維持及び入退去の管理を行う

市営住宅等指定管理　31,431

53
自主防災組織育成強化支援事
業

2,000
自主防災組織の防災活動支援として、1団
体あたり上限10万円として助成する

自主防災組織育成強化支援事業補助金　20団体

54 津波避難路等整備事業 28,500
津波避難路及び津波避難誘導標識を整
備する

[鍬ヶ崎地区]
　避難誘導標識設置工事　15,500
[姉吉地区]
　避難路整備測量設計業務委託　4,000
[藤の川地区]
　避難路整備測量設計業務委託　6,000
[女遊戸地区]
　避難路整備測量設計業務委託　3,000

55 津波避難路修繕事業 5,000 津波避難路を修繕する 避難路修繕工事　5,000

56 教育支援金事業 4,665
震災で保護者を亡くした児童生徒の健や
かな成長を支援する

東日本大震災教育支援金　18人

57 就学援助事業（小中学校） 37,505
震災に伴う経済的な理由により、就学困
難な児童生徒の保護者を援助する

学用品、修学旅行、医療、学校給食　など

58 学校給食放射性物質測定費 7,007
学校給食の安全性を確認するため、学校
給食の放射性物質測定を行う

放射性物質測定経費

59 心の復興事業 7,100
「心の復興」を図るため、文化芸術鑑賞の
機会を提供する。

みやこ復興寄席
コンサートキャラバン/復興支援コンサート

◎   震災対応分（つづき）
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

60
復興推進スポーツチャレンジ事
業

3,000
子どもたちの運動機会を確保するととも
に、体力向上を図る取り組みを推進する

マット運動を中心とした体育教室の開催
ニュースポーツの体験

61 復興関連発掘調査事業 45,563
復興事業に係る埋蔵文化財の緊急発掘
調査並びに資料及び遺物の整理を行う

試掘・本調査
資料整理作業

62 道路河川災害復旧事業 118,351 被災した道路河川の災害復旧を行う
道路河川災害復旧工事　４箇所　108,107
災害復旧事業県代行負担金　10,215

63 漁港施設災害復旧事業 264,548 被災した漁場等の災害復旧を行う 市管理漁場　日出島地区養殖場

64 保健衛生施設災害復旧事業 429,230
被災した宮古保健センターの本復旧を行
う

建設工事　428,000
建設工事監理業務委託　619
建設管理支援業務委託　611

◎   震災対応分（つづき）
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№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

1
復興街づくりテレビ共聴施設等
整備事業

1,100

防災集団移転促進事業等による移転地区
での地上デジタルテレビ放送の難視聴を
解消するため、テレビ共同受信施設組合
等に補助する

２款
企画課

2 公用車整備 36,720
中型バス購入　1台
マイクロバス購入　1台

２款
財政課

3
市長選挙及び市議会議員補欠
選挙

61,177

平成29年7月2日任期満了に伴う市長選挙
の管理執行を行う
併せて、市議会議員補欠選挙の管理執行
を行う

２款
選挙管理委員会事務職

4
田老サポートセンター管理運営
事業

17,580
仮設住宅における高齢者や障がい者等を
支援するため、「総合相談」「地域交流サ
ロン」「要支援者見回り」を実施する

３款
介護保険課

5 仮設田老児童館設置事業 6,753

三陸沿岸道路工事の施工場所となったこ
とに伴い、設置した仮設田老児童館につ
いて、田老児童館の廃止に伴い、建物を
解体するとともに敷地の原状回復を行う

３款
福祉課

6
宮古地区広域行政組合負担金
（し尿処理施設基幹改良事業
分）

234,472

宮古地区広域行政組合が循環型社会形
成推進交付金を受けて実施する、し尿処
理施設基幹的設備改良事業に係る負担
金

４款
環境課

7
金浜農漁村センター太陽光発電
設備設置事業

12,000
災害時等の避難者受入機能の確保のた
め、金浜農漁村センターに太陽光発電設
備を設置する

６款
農林課

8
しそ塩蔵加工施設製品保管庫
整備事業

20,244

川井産業振興公社の特産品しそパック商
品が、ＪＡ紀南とのＯＥＭ契約により増産
が見込まれることから、出荷支援のため製
品保管庫を整備する

６款
川井総合事務所

9 田代林業者センター改修事業 23,400
利用者の利便性向上のため、田代林業者
センターに浄化槽を設置し、トイレを洋式
化する

６款
農林課

10 下大谷地花輪線道路改良事業 13,200
道路改良工事（法面保護工）　　L=60ｍ
踏切改良事業費負担金

８款
建設課

11 永田線道路改良事業 10,000
道路改良工事（舗装工）　L=400ｍ
水道管移転補償

８款
建設課

12 新田平乙部地区道路整備事業 7,881
用地取得
埋蔵文化財調査（整理作業）

８款
建設課

13
日出島海岸線道路改良事業
【H30へ繰越】

109,800
道路改良工事　L=298.5m
用地取得　立木等補償

８款
水産課

14
近内地区土地区画整理事業
【H30以降、清算事務のみ】

74,135
換地確定清算
区画道路維持補修工事

８款
都市計画課

15 中学校校舎屋根等改修事業 133,500 宮古西中学校校舎の屋根等を改修する
１０款
教育委員会事務局総務課

16
中学校屋内運動場照明ＬＥＤ化
事業

101,800
中学校の屋内運動場の照明をＬＥＤ化す
る

１０款
教育委員会事務局総務課

17
宮古第一中学校暖房設備改修
事業

62,400 宮古第一中学校の暖房設備を改修する
１０款
教育委員会事務局総務課

18
生徒通学委託等事業（中学校）
（震災対応分）

30,795
東日本大震災に伴い遠距離通学となった
生徒が登下校するための交通手段を確保
する

１０款
学校教育課

19
小山田テニスコート更衣室整備
事業

9,900
小山田テニスコートの利便性を高めるた
め、更衣室を整備する

１０款
生涯学習課

20 水産施設災害復旧事業 133,618
東日本大震災で被災した漁協等の共同利
用施設の災害復旧事業を支援する

１１款
水産課

（参考）平成２９年度終了（見込）等の主な事業

22



№ 事業名 事業費 事業内容 備　　　　考

21 農地災害復旧事業 54,975
平成28年台風10号で被災した農地のうち
小規模な復旧事業を実施する農業者の支
援を行う

１１款
建設課

22
社会教育施設災害復旧事業
（崎山貝塚縄文の森公園）

13,300
平成28年台風10号で被災した崎山貝塚縄
文の森公園園地の災害復旧を行う

１１款
文化課

23
社会教育施設災害復旧事業
（堀内地区センター）
【H30へ繰越】

57,600
東日本大震災で被災した堀内地区セン
ターの災害復旧を行う

１１款
生涯学習課

24
魚市場整備事業
（震災対応分）

86,900
宮古市魚市場増築工事の効果促進を図
るための入札等支援システムの構築を行
う

特別会計
水産課

（参考）平成２９年度終了（見込）等の主な事業
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