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政策 15 地域基盤の確立

 施策４３　　計画的な土地利用と市街地形成を進めるための対策

 施策４４　　安全・安心な道路等を整備するための対策

 施策４５　　公共交通網を確立するための対策

政策 16 生活安全の確保

 施策４６　　安全、安心な防災・消防・救急体制を確立するための対策

 施策４７　　安全、安心な交通環境、防犯対策を確立するための対策

 施策２０　　（再掲）健康危機管理対策の推進

政策 17 環境 ･景観の保全・創造

 施策４８　　環境美化の推進と自然環境の保全

 施策４９　　生活環境の保全と公衆衛生対策

政策 18 居住環境の質の向上

 施策５０　　快適で安全な生活環境、住宅環境を整備するための対策

 施策５１　　水道水を安定して供給するための対策

 施策５２　　下水道を普及推進するための対策 
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（一般会計・総務費・土木費）

76　小牛田駅の利便性の向上を図ります

769 万円
（防災管財課、建設課）

　小牛田駅東西自由通路と小牛田駅東駐車場の管
理を行い、美里町の玄関口とも言える、小牛田駅の
利便性の向上に努めます。 
○自由通路の清掃、エレベータの保守点検の実施 

　通勤、通学等で小牛田駅を利用する方のために、
自転車駐輪場と駐車場を設置しています。 
○駅前駐輪場（７４２区画）　無料　要登録 
○駅東駐輪場（２７０区画）　無料　要登録 
○駅東駐車場（３５区画、２４時間営業） 
　　　　　　　１時間１００円、１日６００円

財源内訳
町 457 万円
補 万円
起 万円
他 312 万円

（一般会計・土木費）

77　公園の適正な管理に努めます

3,099 万円
（建設課）

　都市公園 16か所、児童遊園５か所、その他公園
６０か所の管理を行い、町民の身近な憩いの場とし
て、美しい景観を創出します。  
　また、災害時等の避難場所としての機能を持ち
合わせていることから、良好で適切な維持管理に
努めます。  

○公園の清掃、植栽管理、遊具・施設等の点検整備

財源内訳
町 3,099 万円
補 万円
起 万円
他 万円

（一般会計・農林水産業費・土木費）

78　安全・安心な道路管理を行います

3億 729 万円
（建設課、産業振興課）

　道路の適切な維持管理に努め、安心安全な道路
管理を行います。  
　また、道路の利便性及び安全性の向上のため、道
路の拡幅や歩道スペースの確保などを計画的に推
進します。  

○町道等施設維持管理業務 
　道路パトロール、補修、清掃等 
○道路橋りょう維持管理事業 
　道路植栽管理、清掃、維持補修、除草、除融雪 
○道路新設改良事業 
　牛飼工区、不動堂工区、小牛田彫堂線、南郷鳴瀬
線、石巻街道線の整備
○農道新設改良事業 
　起谷地区及び中埣地区の農道整備

財源内訳
町 1 億　382 万円
補 9,265 万円
起 1 億 1,080 万円
他 2 万円

（一般会計・総務費）

79　総合的な交通対策の充実を図ります

5,443 万円
（防災管財課）

○住民バス事業  
　道路運送法第４条の一般乗合自動車運送事業と
して「美里町住民バス」を運行しています。路線は
町内運行の６路線と町内から大崎市まで乗り入れ
ている美里線があります。運賃は距離に関係なく
１人１回 100 円です。なお、障害者とその介助者、
小学生以下は無料です。 
　運行は毎週月曜日から金曜日までです。土曜日・
日曜日と祝日・年末年始は運休です。  

○鉄道利用促進対策事業  
　住民の利用促進に努めるとともに、本町を通過
するＪＲ東北本線、ＪＲ陸羽東線、ＪＲ石巻線の利
便向上を図るため、近隣市町と連携した要望活動
を行います。

財源内訳
町 5,290 万円
補 124 万円
起 万円
他 29 万円
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（一般会計・消防費）

84　防災行政無線施設を管理・運営します

1,466 万円
（防災管財課）

　地震や火災等の災害時に町民の生命・財産を守り、
被害を最小限に食い止めるためには、迅速な情報
の収集と伝達が必要です。 
  
○災害時に迅速かつ的確な情報を伝達するために、
施設・設備の定期的な点検と適切な維持管理を行い
ます。 
○全国瞬時警報システム（J-ALERT）を運用し、地
震等の大規模災害の発生に備えます。 
○緊急速報メール・登録メール及び防災情報発信シ
ステム「防災ナビみさと」を
運用し、災害や避難に関する
情報などを発信します。 
○聴き取りにくい地域等の調
査を実施し、解消に努めます。

財源内訳
町 1,466 万円
補 万円
起 万円
他 万円

（一般会計・消防費）

85　防災用施設・用地を管理します

131 万円
（防災管財課）

　水防活動や応急復旧等を円滑に行うため、危機
管理に対応した地域防災の拠点となる防災ステー
ションの整備を目指し、国土交通省に対し、継続し
た要望活動を行います。  
　予定地を適切に管理するため、定期的な除草作
業等を実施します。 
　また、火災や災害に備え、小島上水道機場の適切
な維持管理に努めます。

財源内訳
町 131 万円
補 万円
起 万円
他 万円

（一般会計・消防費）

86　再生可能エネルギーへの転換を促進します

3億 4,521 万円
（防災管財課、まちづくり推進課）

　原子力に依存しない再生可能エネルギー等の導
入に向けた取組として、自宅に太陽光発電システ
ムを設置する方に対し、設置費用の一部を補助し
ます。 
　防災拠点施設である庁舎、病院、水道事業所等に
太陽光発電設備と蓄電池を整備し、環境に配慮す
るとともに、災害に強いまちづくりを目指します。 

○再生可能エネルギー導入等支援事業 
○公共施設再生可能エネルギー等導入促進事業

財源内訳
町 10 万円
補 3 億 3,311 万円
起 万円
他 　1,200 万円

（一般会計・総務費・衛生費）

87　エネルギーの利用効率を高めます

2,631 万円
（防災管財課、町民生活課）

　防犯灯の LED照明への改修や公共施設の高効率
照明機器への改修を行うことにより、エネルギー
消費量の抑制と利用効率の向上を図ります。また、
地球温暖化防止対策として、二酸化炭素の削減を
図ります。 
　 
○防犯灯等 LED照明改修事業 
○公共施設等二酸化炭素削減・エネルギー利用効率
向上対策事業

財源内訳
町 228 万円
補 403 万円
起 万円
他 2,000 万円
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（一般会計・総務費）

88　交通安全活動を推進します

1,080 万円
（防災管財課）

　交通事故のない安全で安心な地域社会の実現の
ため、交通安全活動を推進します。  

○交通安全施設整備管理事業  
　道路交通の安全を確保するために、警戒標識、路
面表示、反射鏡、柵等の整備及び管理を行います。 
○交通安全啓発事業等  
　交通安全指導隊の設置運営、交通安全町民大会
の開催、春・秋の交通安全運動等の実施、交通安全
関係団体の活動支援等を行います。

財源内訳
町 992 万円
補 88 万円
起 万円
他 万円

（一般会計・総務費）

89　防犯活動を推進します

1,472 万円
（防災管財課）

　犯罪のない安全で安心な地域社会の実現のため、
犯罪防止に配慮した生活環境の整備と防犯・地域安
全運動を実施します。  

○防犯灯整備管理事業  
　夜間の犯罪防止のため、防犯灯の整備及び管理
を行います。  
○防犯啓発事業等  
　防犯実働隊の設置運営、全国地域安全運動・年末
年始特別警戒、防犯関係団体の活動支援等を行い
ます。

財源内訳
町 1,472 万円
補 万円
起 万円
他 万円

（一般会計・衛生費）

90　環境美化活動を推進します

409 万円
（町民生活課）

○環境美化活動推進事業  
　各地区に環境美化推進委員を配置し、自主的な
環境美化活動を推進します。  

○「環境美化の日」における一斉清掃の推進を図り
ます。 

○アメリカシロヒトリの駆除について、啓発活動
と地域の駆除活動を支援します。

財源内訳
町 408 万円
補 万円
起 万円
他 1 万円

（一般会計・衛生費）

91　良好な衛生環境の保持に努めます

586 万円
（町民生活課）

○地区衛生組合との連携及び連絡調整を図るとと
もに、その組織活動を支援することにより、公衆衛
生の向上を図ります。 

○地域内の環境衛生意識の普及啓発と浄化活動を
推進します。 

○公害を防止することにより、住民の健康を保持
するとともに、生活環境の保全を図ります。

財源内訳
町 586 万円
補 万円
起 万円
他 万円
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（一般会計・衛生費）

92　適正な空き家等対策に努めます

179 万円
（町民生活課）

　空き家が長期間にわたり放置され、管理不全な
状態にならないよう、所有者等に適正管理を義務
付け、空き家等の情報提供があったとき、又は適正
管理が行われないときは、実態調査を行い、改善が
必要と判断した場合は、助言、指導、勧告、命令な
どを行います。

財源内訳
町 178 万円
補 万円
起 万円
他 1 万円

（一般会計・衛生費）

93　町営墓地の管理運営を行います

65万円
（町民生活課）

　町営墓地の管理運営を行います。 
  
○共葬墓地管理運営事業  
　町屋敷共葬墓地　　１２８区画  
　牛飼共葬墓地 ７０区画  
　練牛共葬墓地　　　３０８区画  
　後袋共葬墓地　　　７３７区画 

　練牛共葬墓地は、随時募集しています。 
　１区画７.２９㎡、永代使用料１８万円です。

財源内訳
町 34 万円
補 万円
起 万円
他 31 万円

（一般会計・衛生費）

94　斎場の管理運営を行います

916 万円
（町民生活課）

　火葬を執り行う斎場施設の、適切な管理運営を
行います。 
  
○斎場管理運営事業  
　大崎地域広域行政事務組合が松山斎場、古川斎
場、涌谷斎場、玉造斎場及び加美斎場を管理運営し
ます。

財源内訳
町 916 万円
補 万円
起 万円
他 万円

（一般会計・衛生費）

95　家庭ごみの収集と運搬、処分を行います

2億 1,678 万円
（町民生活課）

　家庭ごみの排出を抑制し、ごみ分別、保管、収集、

運搬、再生、処分等の処理を行い、生活環境の保全

や公衆衛生の向上を図ります。 

  

○ごみの収集と運搬は、大崎地域広域行政事務組

合で委託した収集業者が行います。

財源内訳
町 2 億 1,678 万円
補 万円
起 万円
他 万円
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（一般会計・衛生費）

96　し尿の適正な処理を行います

1億 1,408 万円
（町民生活課）

　し尿の適正な収集、運搬、再生、処分等の処理を
行い、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りま
す。 
  
○し尿の収集と運搬は、大崎地域広域行政事務組
合の許可業者が行います。

財源内訳
町 1 億 1,408 万円
補 万円
起 万円
他 万円

（一般会計・衛生費）

97　狂犬病の発生を予防します

365 万円
（町民生活課）

　狂犬病の発生を予防し、まん延を防止します。 
  
○狂犬病予防対策事業 
　飼い犬の登録をします。  
　登録犬の注射の通知と集合注射を実施します。  
　注射済票を交付します。

財源内訳
町 万円
補 万円
起 万円
他 365 万円

（一般会計・土木費）

98　町営住宅の維持・管理に努めます

1,545 万円
（防災管財課）

　町営住宅は、町内に１２団地あり、３００世帯以上の
方が生活しています。住宅の修理や改修など適切
な管理に努めるとともに、空き室になった場合に
は「広報みさと」等により、随時、入居者を募集し
ています。

財源内訳
町 万円
補 200 万円
起 万円
他 1,345 万円

（一般会計・土木費）

99　住宅の耐震診断等を支援します

453 万円
（建設課）

○木造住宅耐震診断助成事業  
　耐震診断士を派遣して耐震一般診断及び耐震改
修計画の作成を行います。  
○木造住宅耐震改修工事助成事業  
　大規模地震による住宅被害を防ぐため、改修設
計及び改修工事を実施する住宅所有者に補助金を
交付します。  
○木造住宅耐震改修工事促進助成事業 
　木造住宅耐震改修工事を行う場合に、リフォー
ム又は建て替えの場合などに補助金を交付します。 
○危険ブロック塀等除去事業 
　危険なブロック塀等の除去
   の際に補助金を交付します。

財源内訳
町 148 万円
補 305 万円
起 万円
他 万円
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（一般会計・農林水産業費・土木費）

100　排水路の管理を行います

3,155 万円
（建設課）

　排水路の整備及び適正な管理を行い、快適な生
活環境の保全に努めます。  

○排水路施設の整備 
○排水路施設の修繕 
○排水路施設の管理（除草等） 

財源内訳
町 3,155 万円
補 万円
起 万円
他 万円

（水道事業会計）

101　水道施設の整備に取り組みます

1億 3,566 万円
（水道事業所）

　安全な飲み水を安定して提供するために水道管
の更新等を行います。 
　  
○老朽管更新事業  
　漏水や折損事故を未然に防止するために、老朽
化石綿管の更新を行います。  
　北浦字新原地区ほか　　　　Ｌ＝ 1,700 ｍ  
　  
○施設整備事業 
　南郷地域を監視する中央監視装置を更新すると
ともに、南郷庁舎から水道事業所へ移設すること
により、一体的な監視体制を構築します。

財源内訳
町 4,066 万円
補 万円
起 9,500 万円
他 万円

（一般会計・衛生費）

102　浄化槽の設置経費の一部を助成します

813 万円
（建設課）

　公共下水道等の未整備地域等の住民が浄化槽を
設置する場合、設置に要する経費の一部を助成し
ます。  

○浄化槽設置整備事業  
　助成限度額 
　　５人槽　332,000 円  
　　７人槽　414,000 円 
　　１０人槽　548,000 円

財源内訳
町 653 万円
補 160 万円
起 万円
他 万円

（公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計）

103　トイレの水洗化を促進します

19万円
（建設課）

　地域及び居宅の生活環境の向上を図るため、公

共下水道事業・農業集落排水事業により便所等の水

洗化を行う住民が資金を借りる際に、金融機関を

あっせんします。  

　改修に要した資金の返済利息分は、町が全額利

子補給を行います。 

  

　町民の皆さんは、実質、無利子での借り入れとな

ります。

財源内訳
町 19 万円
補 万円
起 万円
他 万円
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（公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計）

○公共下水道建設事業  
　本小牛田地区、不動堂地区、青生地区及び北浦
（彫堂）地区の整備を行います。 

○農業集落排水施設建設事業  
　農業集落排水処理区域の方で、新規に公共マス
の設置が必要となる場合、真空弁の設置工事を町
で行います。 
　また、老朽化した設備の更新を行います。 

104　下水道の整備を推進します

3億 9,515 万円
（建設課）

　生活雑排水や工場排水による河川や農業水域の
汚染を防止し、町民の衛生的な生活環境の確保を
図ります。 
　小牛田地域は、中埣地区が農業集落排水、その他
の地区が公共下水道の対象地区です。  
　南郷地域は、農業集落排水の対象地域です。  
　なお、下水道の未整備地域や対象外地域で、住民
が浄化槽の設置を行う場合、設置に要する経費の
一部を助成しています（前頁の NO10２を参照）。 
  
○流域下水道建設事業  
　美里町の公共下水道は宮城県が運営している宮
城県鳴瀬川流域下水道です。宮城県で運営してい
る汚水の処理場は大崎市鹿島台にあります。本年
度は汚水管渠耐震化工事が行われます。

財源内訳
町 2,265 万円
補 1 億 6,500 万円
起 2 億　750 万円
他 万円

（一般会計・土木費、公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計）

○地域下水処理施設管理事業  
　山前・彫堂・峯山の３地区に整備された処理施設
の、維持管理を行います。  
　水洗化率：100％（平成２６年３月末現在）  

○農業集落排水施設管理事業  
　農村地域の水質汚濁を防止するとともに、農業
用水域の汚染を防止し、資源循環型社会を構築し
ます。７地域で利用を開始しています。　 
　水洗化率：８２％（平成２6年３月末現在）

105　下水道の維持管理を行います

2億 5,230 万円
（建設課）

　地域ごとに整備された下水道の維持管理を行い、
生活環境の向上及び地域の衛生環境の向上を図り
ます。  

○公共下水道管理事業  
　生活雑排水や工場排水による河川等の汚染を防
止するとともに、雨水による水害の防止、町民の衛
生的な生活環境の確保を図ります。 
　水洗化率：76％（平成２６年３月末現在） 

○都市下水路管理事業  
　都市計画区域の雨水による浸水被害の防止と地
域の衛生環境の改善を図るため、下水路の管理（除
草等）を行います。

財源内訳
町 2 億 2,787 万円
補 800 万円
起 万円
他 1,643 万円
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