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新

規

担当部局

９月補正

(千円)

備　　　　考

総務部 148,215 防災ヘリコプター管理事務所の解体及び資機材等の復旧

保健福祉部 337,500 介護事業所等の事業再開経費への助成

保健福祉部 29,932 保育所の復旧への助成

保健福祉部 19,864 障害福祉サービス事業者の事業再開経費への助成

経済商工観光部 20,000 松島公園の復旧等

農林水産部 23,000 畜舎等の復旧への助成

農林水産部 [7,245,000] 農地海岸，農地，農業用施設の災害復旧

農林水産部 229,000 漁業無線局受送信施設の解体撤去等

新 土木部 21,000 仙台空港緩衝緑地の復旧

新 土木部 277,000 国際貨物棟の復旧への助成等

土木部 581,111 県営住宅の復旧

教育庁 449,401 県立高校の復旧等

教育庁 6,717 国・県指定文化財の復旧への助成

警察本部 30,799 警察施設の復旧

新

規

担当部局

９月補正

(千円)

備　　　　考

新 総務部 599,516 被災により殉職した民生委員への災害補償

新 震災復興・企画部 23,656 被災者生活支援ガイドブックの印刷・配布等

震災復興・企画部 12,000 被災者復興支援体制の強化等

保健福祉部 271,578 被災自治体病院の医療従事者確保への助成

保健福祉部 27,325 仮設住宅入居者へのリハ専門職による相談等

新 土木部 133,000 路面下の空洞調査

教育庁 135,600 震災孤児・遺児への修学等支援の拡充

新

規

担当部局

９月補正

(千円)

備　　　　考

総務部 229,986 復興地域づくりに必要な事業を実施するための基金積立金

総務部ほか 4,492,970 被災求職者の一時的雇用の確保

新 経済商工観光部 12,494 次世代自動車の新システム等研究開発

リハビリテーション支援費

（２）災害対策（２）災害対策（２）災害対策（２）災害対策

東日本大震災復興交付金基金造成費

民生委員公務災害補償費

東日本大震災みやぎこども育英基金事業費

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費

介護サービス事業所・施設等復旧支援費

畜舎等施設整備支援費

教育施設等災害復旧費

道路橋りょう災害調査費

（３）震災からの復興（３）震災からの復興（３）震災からの復興（３）震災からの復興

水産業施設等解体費

復興活動支援費

みやぎ被災者生活支援費

平成２４年度９月補正予算（第４号）案の主要項目

事業等の名称

指定文化財等復旧支援費

地域医療人材確保費

障害福祉サービス事業所・施設等復旧支援費

仙台エアカーゴターミナル復旧支援費

仙台空港緩衝緑地災害復旧費

警察施設等災害復旧費

保育施設等復旧支援費

事業等の名称

自然公園施設災害復旧費

自動車関連産業特別支援費

県営住宅災害復旧費

（１）災害復旧（１）災害復旧（１）災害復旧（１）災害復旧

事業等の名称

防災ヘリコプター管理事務所復旧費

農地等災害復旧費

［債務負担行為］



新

規

担当部局

９月補正

(千円)

備　　　　考

新 農林水産部 600,000 食品物流拠点整備への助成

新 農林水産部 5,200 小水力発電施設の導入可能性調査への助成

新 農林水産部 390,000 グループでの養殖用資機材の購入等への助成

新 農林水産部 260,000 ６次産業化のモデルとなる被災漁業者主体法人等への助成

小型漁船・定置網共同化支援費 農林水産部 2,800,000 共同利用小型漁船の建造，定置網取得への助成

農林水産部 14,895 資源維持のための放流種苗の確保等

新 土木部 300,700 津波対策のための胸壁の整備

土木部 411,900 石巻港等の防潮堤新設工事

教育庁 28,000 地域との連携による被災専門高校等の人材育成

新 保健福祉部 3,520 認定こども園の整備への助成

農林水産部 1,086,650 津波被害農地のほ場整備等

新 農林水産部 34,500 被災した気仙沼水産試験場の移転整備

農林水産部 2,745 市町営漁港施設用地の嵩上げ等への助成

新 震災復興・企画部 23,656 被災者生活支援ガイドブックの印刷・配布等

新 環境生活部 15,724 自然公園の調査等

新 経済商工観光部 28,925 練り製品の商品開発支援

新 経済商工観光部 23,548 首都圏での観光ＰＲイベント等

新 経済商工観光部 10,417 沿岸部の観光開発支援等

新 経済商工観光部 11,140 海外からの企業誘致促進

新 農林水産部 33,954 関西地区における展示商談会等

新 農林水産部 52,819 県産農林水産物の風評払拭のための広報等

地域営農復興支援費 新 農林水産部 4,577 県内農産物の流通実態調査等

新 土木部 50,000 建設資材等の安定的な調達方法の調査等

新

規

担当部局

９月補正

(千円)

備　　　　考

環境生活部 40,000 避難時間の推計・シミュレーション

環境生活部 28,923 固定型衛星電話等の通信機器の整備

環境生活部 75,569 原子力防災資機材の整備

環境生活部 20,379 緊急時被ばく医療資機材の整備

環境生活部 49,086 消費生活相談機能の向上への支援

水産技術総合センター気仙沼水産試験場整備

費

漁港施設機能強化支援費

養殖業再生支援費

東日本大震災復興交付金

保育所等複合化・多機能化推進費

産業人材育成重点化モデル事業費

栽培漁業種苗放流支援費

小水力等農村地域資源利活用促進費

海岸保全復興費

農山漁村地域復興基盤総合整備費

養殖用資機材等緊急整備支援費

事業等の名称

緊急時医療施設整備費

緊急時通信連絡網等整備費

原子力防災訓練費

防災活動資機材整備費

消費生活センター機能充実費

港湾建設復興費

物流拠点機能強化等支援費

宮城県産品風評対策強化費

東日本大震災復興調整費

みやぎ被災者生活支援費（再掲）

国立公園等調査費

県産農林水産物等消費回復・販路拡大モデル

事業費

（４）原子力防災及び放射性物質の影響等への対策（４）原子力防災及び放射性物質の影響等への対策（４）原子力防災及び放射性物質の影響等への対策（４）原子力防災及び放射性物質の影響等への対策

建設資材等供給安定確保費

事業等の名称

地域製造業復興支援費

みやぎ観光活性化プロモーション費

みやぎ観光誘客加速化費

外資系企業誘致プロモーション費



新

規

担当部局

９月補正

(千円)

備　　　　考

環境生活部 78,295 地方消費者行政活性化交付金の基金積立金

新 保健福祉部 27,144 児童福祉施設等における給食の放射性物質検査

農林水産部 73,344 米，大豆の放射能検査委託，検査機器整備

農林水産部 156,091 しいたけ生産用ほだ木の除去・集積への支援

森林除染実証費 農林水産部 11,617 森林における放射線量モニタリング調査

農林水産部 24,728 放射能測定機器の整備

新 農林水産部 8,699 県調査船による水産物のサンプル調査

教育庁 65,000 県立学校敷地内の放射線量測定及び除染

新 企業局 31,448 浄水発生土の搬出及び処分

２　その他２　その他２　その他２　その他

新

規

担当部局

９月補正

(千円)

備　　　　考

新 震災復興・企画部 [803,000] 県土地開発公社事業資金借入の債務保証

環境生活部 8,400 地球温暖化対策地方公共団体実行計画の策定等

［9,000］

保健福祉部 10,694 医師定着に向けた体制の拡充

保健福祉部 350,000 地方独立行政法人への貸付金

保健福祉部 467,385 施設開設準備を行う事業者への助成

保健福祉部ほか 272,823 移設工事及び用地取得等

新 農林水産部 50,000 木材製造施設等への助成

農林水産部 593,413 県有林基金の基金積立金

土木部 163,113 被災道路等の安全対策等

土木部 159,000 堤防，護岸等の機能強化

土木部 180,000 鳴瀬川等の河道掘削

新 農林水産部 113,060 女川京ケ森線の復旧等

土木部 [450,000] 台風により被災した新川の復旧等

新 土木部 150,000 台風により被災した新川の改修等

[150,000]

土木部 125,000 仙台塩釜港（仙台港区）埠頭用地の整備

新 土木部 11,046,000 分譲事業借入金に対する損失補償の実行等

警察本部 [90,000] 駐車監視員による放置車両確認事務委託

事業等の名称

みやぎ地球温暖化対策地域推進費

［債務負担行為］

施設開設経費助成特別対策費

こども病院貸付金

木材産業構造改革整備費

林道施設災害復旧費

県有林基金造成費

河川改良費

医師育成機構運営費

違法駐車対策費

[債務負担行為]

河川等災害復旧費

［債務負担行為］

河川等災害関連事業費

拓桃医療療育センター・拓桃支援学校整備費

河川管理費

［債務負担行為］

埠頭用地造成費（特別会計）

消費者行政活性化基金造成費

児童福祉施設等給食安全・安心対策費

畜産物放射性物質影響調査費

県立学校放射線量低減対策費

林産物放射性物質対策費

農産物放射能対策費

道路橋りょう維持費

宮城県住宅供給公社整理支援費

大和リサーチパーク工業用地整備費

［債務負担行為］

水産物放射能対策費

水道施設等保守管理委託費（企業会計）

事業等の名称


