
岩沼市国土強靱化地域計画（別冊）

（附属資料）岩沼市国土強靱化地域計画に基づく主な事業

施策分野 事業名 事業概要 担当課

⑴行政機能・情報通信

等
情報化推進事業

情報化推進により行政事務の効率化、効果的な行

政運営を図る。
総務課

⑴行政機能・情報通信

等
災害情報伝達・収集体制整備事業

災害時における複数の情報伝達手段を確保し、防

災体制の強化を図る。
防災課

⑴行政機能・情報通信

等
消防団運営事業

消防団の育成・強化により、地域社会の防災体制

の推進を図る。
防災課

⑴行政機能・情報通信

等
消防水利等設備管理事業 消防水利等の設備について管理を行う。 防災課

⑴行政機能・情報通信

等

（仮称）西部地区防災コミュニティ

センター建設事業
施設建設工事（令和2年度～令和3年度）

さわやか市政

推進課

⑴行政機能・情報通信

等
コミュニティ放送事業

迅速かつわかりやすい市政情報等の発信に努め、

指定管理者である㈱エフエムいわぬまと連携し、

放送センターの適切な管理運営を行う。

さわやか市政

推進課

⑴行政機能・情報通信

等
小学校情報教育推進事業

「まなびｉスクール構想」に基づき、情報教育を

推進する。

教育総務課、

学校教育課

⑴行政機能・情報通信

等
中学校情報教育推進事業

「まなびｉスクール構想」に基づき、情報教育を

推進する。

教育総務課、

学校教育課

⑵住宅・都市 浸水対策事業

良好な雨水排水環境の整備を行い、家屋等の浸水

被害の軽減を図る。（浸水対策工事・仮設ポンプ

設置）

土木課

⑵住宅・都市 岩沼駅関連施設管理事業
岩沼駅東西間の安全で快適な通行及び通勤通学者

等の利便性向上を図る。

復興・都市整

備課

⑵住宅・都市 朝日竹の里線道路改良事業 都市計画道路朝日竹の里線を整備する。
復興・都市整

備課

⑵住宅・都市 千年希望の丘整備事業
千年希望の丘及び園路並びにそれに付随する施設

の整備を行う。

復興・都市整

備課

⑵住宅・都市 千年希望の丘管理事業
千年希望の丘及びそれに付随する施設等の維持管

理を行う。

千年希望の丘

交流センター

⑵住宅・都市 水道施設等耐震化事業 水道施設の耐震化を図る。 水道事業所

⑵住宅・都市 民間住宅等耐震対策事業
対象未耐震住宅の耐震診断、耐震改修工事及びブ

ロック塀除却等に要する費用を一部補助する。
施設管理課

⑵住宅・都市 市営住宅改良事業
市営住宅長寿命化計画に基づいて、住宅の老朽

化・長寿命化を図る。
施設管理課

⑵住宅・都市 公共下水道事業
岩沼市下水道ストックマネジメント計画策定事

業、雨水幹線建設事業
下水道事業所

⑵住宅・都市 特定公共下水道事業
岩沼市特定公共下水道事業ストックマネジメント

計画に基づく管渠更生・人孔部補強工事
下水道事業所

⑵住宅・都市 文化財保護事業
開発等によって消滅しようとしている文化財の計

画的保護、調査と正確な資料の蓄積を行う。
生涯学習課

⑶保健医療福祉 疾病予防感染対策事業
発熱外来を設置する医療機関に対して、設置等に

係る費用を補助する。
健康増進課

⑶保健医療福祉 救急医療等運営事業
地域の医療機関と協力し、初期救急医療体制を整

備する。
健康増進課
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⑶保健医療福祉 地域ケア会議推進事業費

支援困難事例の課題解決に向けた支援を通して、

関係者間のネットワーク構築や地域のニーズ・課

題の把握等を行う。

介護福祉課

⑷環境 合併処理浄化槽設置整備補助事業
合併処理浄化槽設置整備を推進し、公共用水域の

保全を図る。
生活環境課

⑷環境 公害対策事業 各種測定により公害の未然防止に努める。 生活環境課

⑷環境 ごみ減量・環境負荷軽減事業

ごみの排出抑制、リサイクルによる資源の有効利

用の推進及び環境教育の推進を図る。また、再生

可能エネルギーを有効利用し、地球温暖化防止を

図る。

生活環境課

⑸産業 強い農業づくり事業

先進的農業経営体の視察研修会、自己経営能力開

発の為の各種講習会、イベント、プロジェクト活

動等の実施・開催を行う。

農政課

⑸産業 農林業振興事業

生産意欲のある農業者等に対し、補助金を交付す

ることにより、農林業の振興及び経営の安定を図

る。

農政課

⑸産業 水田農業推進対策事業
需給に応じた米の生産と転作等により水田の活用

を促進し、農業所得の安定化を図る。
農政課

⑸産業 土地改良事業支援事業
土地改良施設の運転管理を行う名取土地改良区

へ、補助金を出すもの。
農政課

⑸産業 農業施設等整備管理事業
農道水路の修繕をすることにより、農業基盤の維

持管理を図る。
農政課

⑸産業 地域産業振興事業

住宅リフォームの一部助成、ふるさと納税の促

進、駅前活性化事業、空き店舗対策補助金、創業

支援事業、融資斡旋（中小企業振興資金）と信用

保証料補給等を行う。

商工観光課

⑸産業 農業集落排水事業 岩沼市下水道ストックマネジメント計画策定事業 下水道事業所

⑹交通・物流 市道舗装補修事業
市内幹線道路の舗装補修を実施し、安全、安心に

通行できる環境整備を図る。
土木課

⑹交通・物流 橋りょう長寿命化整備事業 橋梁点検及び長寿命化計画策定 土木課

⑹交通・物流 道路維持補修事業
市内の市道及び生活道路における道路維持補修工

事・道路側溝管理業務・除雪融雪・施設修繕
土木課

⑹交通・物流 狭隘市道整備事業
市道の限られた空間の有効利用を図り、歩行者の

安全な通行の確保を図る。
土木課

⑹交通・物流 道路新設改良（単独）事業

市内の市道及び生活道路で車両等の交差及び緊急

車両の通行や歩行者の通行に支障を来たしている

路線の整備を行い、交通環境の改善を図る。

土木課

⑹交通・物流 交通安全施設整備事業
交通安全施設整備工事（点字ブロック設置・市道

区画線設置）・道路照明灯等の修繕を行う。
土木課

⑺市土保全 雨水調整池管理事業 雨水暫定調整池の維持管理、補修及び改良
復興・都市整

備課

⑺市土保全 松くい虫防除事業
松食い虫被害のまん延を防止するため、樹幹注

入、伐倒駆除を行う。
農政課
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⑺市土保全 林業振興推進事業
楢枯れ被害のまん延を防止するため、被害木の伐

倒を行う。
農政課

⑺市土保全 林道改良整備事業 林道の整備、補修を行う。 農政課

⑺市土保全 河川維持補修事業
水路修繕・河川管理(志賀沢川浚渫・雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ等

管理）
土木課

⑺市土保全 河川新設改良事業
良好な河川環境の整備を図ると共に浸水・冠水被

害を防止する。
土木課

⑻土地利用 法定外公共物管理事業
法定外公共物(里道・水路等）及び市道の境界確

定、使用許可、用途廃止、払下げを行う。
土木課

⑻土地利用
公共事業に係る用地対策業務に要す

る経費

事業用地買収及び物件補償契約、並びに、嘱託登

記に関する業務を行う。
土木課

⑻土地利用 地籍調査修正事業
各地権者と境界確認を行い、土地の地積更正や公

図の修正を行う。
土木課

⑼老朽化対策 街区公園維持管理事業 公園の維持管理運営を図る。
復興・都市整

備課

⑼老朽化対策 総合公園維持管理事業 朝日山公園の維持管理に関する業務を行う。
復興・都市整

備課

⑼老朽化対策 橋りょう長寿命化整備事業
岩沼市橋梁長寿命化計画に基づき橋りょうの長寿

命化を図る。
土木課

⑼老朽化対策 小学校施設維持修繕事業 小学校施設の維持修繕を行う。 教育総務課

⑼老朽化対策 中学校施設維持修繕事業 中学校施設の維持修繕を行う。 教育総務課

⑽リスクコミュニケー

ション・地域づくり
防災力向上事業

防災訓練の実施、防災士の養成、備蓄品の整備等

により地域防災力の向上を図る。
防災課

⑽リスクコミュニケー

ション・地域づくり
防火活動組織支援事業

婦人防火クラブを支援し、火災予防思想の普及啓

発を図る。
防災課

⑽リスクコミュニケー

ション・地域づくり
震災復興推進事業

東日本大震災の経験と教訓について情報発信を行

う。
復興創生課

⑽リスクコミュニケー

ション・地域づくり
市民協働推進事業

協働のまちづくりに向けた活動を支援する。（協

働のまちづくり、男女共同参画、地域コミュニ

ティ活動・市民活動支援など）

さわやか市政

推進課
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