
１　富県宮城の実現～県内総生産１０兆円への挑戦～

（１）育成・誘致による県内製造業の集積促進

　取組１　地域経済を力強く牽引するものづくり産業（製造業）の振興

新 産業経済部 4,320 （仮称）富県宮城推進会議設置等 ○ ○

産業経済部 1,600 マッチング支援等

産業経済部 6,100 実行委員会負担金

産業経済部 9,500 基盤技術高度化支援センター運営費等 ○

産業経済部 29,101 実践経営塾設置等 ○

産業経済部 17,098 技術協力，技術者養成

産業経済部 20,742 工業技術の高度化等

創造的付加価値創出型研究開発等推進費 産業経済部 8,870 各試験研究機関連携促進等

産業経済部 20,000 自動車産業の取引，受注獲得支援等 ○ ○

新 産業経済部 13,200 保証料助成 ○

産業経済部 1,827 抗糖化食品開発支援等 ○

新 産業経済部 10,308 東北大学連携型起業家育成施設入居者支援等 ○

研究開発型企業育成費 産業経済部 27,000 研究開発型企業への融資円滑化

産業経済部 5,150 福祉機器等のデータベース化，情報提供等 ○

産業経済部 2,992 県内企業と誘致企業のマッチング等 ○

産業経済部 2,807 大都市圏を対象とした企業立地セミナーの開催

産業経済部 6,050 企業誘致活動費等

産業経済部 5,004 企業誘致活動費等

産業経済部 1,000,000 融資枠40億円

産業経済部 776,405 立地企業への奨励金 ○ ○

産業経済部 4,000 研究開発型企業誘致活動費 ○

企画部 85,000 立地企業への奨励金 ○ ○

みやぎエコファクトリー立地促進奨励費 環境生活部 562,632 立地企業への奨励金 ○ ○

新 産業経済部 5,040 半導体関連企業誘致活動費 ○

産業経済部 1,621 県内工業団地への賃貸制度導入促進

　取組２　産学官の連携による高度技術産業の集積促進

産業経済部 9,500 基盤技術高度化支援センター運営費等 ○

新 産業経済部 12,500 新技術開発産学官ネットワーク形成事業等 ○ ○

産業経済部 6,250 知的所有権センター運営費等 ○

新 産業経済部 21,400 自動車部品の超臨界塗装技術の実用化 ○ ○

新 産業経済部 10,308 東北大学連携型起業家育成施設入居者支援等 ○

平成１９年度に重点的・戦略的に取り組む事業等

外資系企業誘致促進費

情報通信関連企業立地促進奨励費

デザイン重視型ものづくり支援費

富県共創推進費

みやぎいいモノテクノフェア開催費

生活支援機器産業育成・支援費

企業立地説明会開催費

賃貸制度導入促進費

備　　　　　　　考事業等の名称

地域イノベーション創出型研究開発支援費

起業家等育成支援費（再掲）

知的財産活用推進費

大学等シーズ実用化促進費

新規

H19予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

主要
事業
概要

H19予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

機能性食品等開発普及支援費

事業等の名称

県外事務所企業誘致活動費

みやぎマーケティング・サポート事業費

工業立地促進資金貸付金

企業誘致折衝費

起業家等育成支援費

自動車関連産業特別支援費

宮城県信用保証協会経営基盤強化対策費
（自動車関連事業支援資金分）

先端・基盤技術高度化支援費

光関連産業育成支援費

リエゾン活動費

工業試験研究費

立地有望業界動向調査費

企業立地促進奨励費

先端・基盤技術高度化支援費（再掲）

担当部局

担当部局

新規
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　取組３　豊かな農林水産資源と結びついた食品製造業の振興

産業経済部 154,522 東京アンテナショップの運営 ○ ○

23,486 ○

食料産業クラスター支援費 新 産業経済部 4,226 マッチング調査の実施等 ○

「食材王国みやぎ逸品商談会」開催事業費 新 産業経済部 3,300 首都圏等における販路拡大支援 ○

食材王国みやぎ食産業活性化支援費 新 産業経済部 11,576 逆商談会の開催等 ○

商品マーケティング普及事業費 新 産業経済部 4,384 売れる商品づくり支援 ○

産業経済部 842 検討委員会開催等

産業経済部 742 「みやぎの食ブランド化戦略」の推進 ○

産業経済部 843 アグリビジネス起業者への支援 ○

新 産業経済部 1,395 市場等の衛生管理体制整備助成 ○

新 産業経済部 1,482 水産加工品品評会開催，受賞品のＰＲ支援

産業経済部 27,000 地域ブランド化，県際交流の推進等 ○

（２）観光資源，知的資産を活用した商業・サービス産業の強化

　取組４　高付加価値型サービス産業・情報産業及び地域商業の振興             

新 産業経済部 2,000 サービス産業振興に向けた実態調査 ○ ○

産業経済部 4,075 基本計画策定助成等 ○ ○

企画部 85,000 立地企業への奨励金 ○ ○

新 企画部 3,400 高度ＩＴ技術研修，オペレーター養成セミナー等 ○

企画部 26,300 県内ＩＴ企業への商品開発，販路拡大支援 ○ ○

新 企画部 8,862 地元企業のビジネスチャンス獲得支援 ○ ○

　取組５　地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの実現

産業経済部 26,500 実行委員会負担金 ○ ○

新 産業経済部 30,000 松島公園内照明灯の設置 ○ ○

首都圏ラジオ広報事業費 新 総務部 27,645 ラジオ広報番組の制作・放送 ○ ○

産業経済部 7,020 東アジアからの誘客促進 ○

産業経済部 1,317 国内観光客の誘客促進 ○

産業経済部 2,249 民間観光客誘致団体とのタイアップ

産業経済部 2,900 新規旅行市場の開拓，強化 ○

産業経済部 8,542 各種協議会負担金

新 産業経済部 200 「みやぎ観光コンシェルジュ」の設置等 ○

みやぎ地域づくり観光戦略事業費 新 産業経済部 500 みやぎ地域づくり観光戦略応援団の設置

新 産業経済部 308 観光副読本の作成 ○

新 産業経済部 800 広域・滞在観光ルートの形成 ○

グリーン・ツーリズム促進費 産業経済部 6,650 都市と農山漁村の交流促進 ○

産業経済部 27,000 地域ブランド化，県際交流の推進等 ○

みやぎの誇れる水産加工品ＰＲ事業費

中心市街地商業活性化支援費

情報通信関連企業立地促進奨励費（再掲）

事業等の名称

みやぎIT技術者等確保・育成支援費

みやぎＩＴ市場獲得形成事業費

外国人観光客誘致促進費

広域観光開発促進費

観光客誘致ステップアップ事業費

みやぎの観光イメージアップ事業費

食品製造業振興プロジェクト推進費

地域特産品認証事業費

サービス産業創出・高付加価値化促進費

地域産業振興事業費

ふるさと食品活性化ネットワーク支援費

みやぎのおいしい「食」ブランド化戦略推進費

水産物の安全安心普及費

首都圏県産品販売等拠点運営費

事業等の名称

事業等の名称

地域産業振興事業費（再掲）

みやぎ観光ホスピタリティ向上推進費

みやぎ「観光ノススメ」推進費

みやぎe－ブランド確立支援費

広域観光ルート（観光レシピ）活用事業費

新規

新規

新規

担当部局

担当部局
主要
事業
概要

H19予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

仙台・宮城デスティネーションキャンペーン受入施
設整備費

民間主導型国内観光客誘致対策連携事業費

仙台・宮城デスティネーションキャンペーン推進費

重点
事業

主要
事業
概要

重点
事業

主要
事業
概要

H19予算(千円) 備　　　　　　　考

H19予算(千円) 備　　　　　　　考担当部局
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（３）地域経済を支える農林水産業の競争力強化

　取組６　競争力ある農林水産業への転換

産業経済部 9,639 食材王国みやぎフェアの開催 ○

23,486 ○

食料産業クラスター支援費 新 産業経済部 4,226 マッチング調査の実施等 ○

「食材王国みやぎ逸品商談会」開催事業費 新 産業経済部 3,300 首都圏等における販路拡大支援 ○

食材王国みやぎ食産業活性化支援費 新 産業経済部 11,576 逆商談会の開催等 ○

商品マーケティング普及事業費 新 産業経済部 4,384 売れる商品づくり支援 ○

産業経済部 3,661 売れる麦・大豆づくりの生産振興 ○

産業経済部 1,000 プンタレッラの高付加価値化，販売促進 ○

産業経済部 3,680 水産物の戦略的マーケティング活動支援 ○

9,254 

エコファーマー支援普及事業費 産業経済部 1,198 セミナー開催等 ○

環境にやさしい農業定着促進費 産業経済部 8,056 農産物表示認証制度検討等 ○

産業経済部 742 「みやぎの食ブランド化戦略」の推進 ○

産業経済部 21,013 みやぎ米ブランドの確立 ○

産業経済部 3,106 園芸特産農産物のブランド品目開発 ○

産業経済部 2,280 特用林産物の振興 ○

　 産業経済部 19,161 新たなランドレース種の系統造成

　 産業経済部 37,469 基幹種雄牛選抜事業

産業経済部 1,317 宮城型養液栽培システムの普及 ○

産業経済部 4,169 園芸特産重点戦略産地育成委員会の設置等 ○

産業経済部 9,000 カキ浄化処理機器整備助成等

新 産業経済部 1,482 水産加工品品評会開催，受賞品のＰＲ支援

産業経済部 19,165 アグリビジネス推進体制整備等 ○ ○

産業経済部 843 アグリビジネス起業者への支援 ○

産業経済部 4,346 環境指標生物分布状況調査等 ○

産業経済部 4,500 園芸作物，畜産物の銘柄確立

新 産業経済部 1,322 「新世紀みやぎ森林・林業ビジョン」の改訂

産業経済部 103,206 森林管理活動支援

新 産業経済部 7,600 高品質県産材の流通拡大 ○

産業経済部 2,493 流域林業活性化センターの活動支援

産業経済部 779,589 造林事業等 ○ ○

産業経済部 685,186 県有林の経営 ○

利子補給 120,053 ○

農業近代化資金 産業経済部 51,766 融資枠15億円 ○

［債務負担行為］ [99,956]

漁業近代化資金 産業経済部 68,287 融資枠20億円 ○

［債務負担行為］ [214,746]

産業経済部 1,715 直売所等の育成支援等

産業経済部 1,680 漁業経営体の育成支援等

産業経済部 100,832 石巻地区

県有林経営事業費（特別会計）

山の幸振興総合対策費

浜のマネージメント・リーダー育成支援費

森林育成事業費（公共事業等）

新たな森林・林業ビジョン策定費

養殖水産物ブランド化推進費

みやぎの園芸・畜産物消費拡大事業費

森林整備地域活動支援交付金

流域林業活性化推進費

農林業経営体指導事業費

「優良みやぎ材」流通強化対策費

食材王国みやぎ総合推進費

みやぎの養液栽培普及推進費

みやぎの野菜ブランド化推進費

麦・大豆ビジネス推進費

みやぎのおいしい「食」ブランド化戦略推進費（再
掲）

事業等の名称

ふるさと食品活性化ネットワーク支援費（再掲）

新世代アグリビジネス総合推進費

個性派野菜ブランド化促進費

みやぎの誇れる水産加工品ＰＲ事業費（再掲）

みやぎの水産物トップブランド形成事業費

米ビジネス推進費

仙台湾の水循環健康診断事業費

新系統豚造成事業費

食品製造業振興プロジェクト推進費（再掲）

園芸特産戦略産地育成事業費

21世紀みやぎの牛づくり活性化事業費

草地開発整備費（公共事業等）

新規 担当部局 H19予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

主要
事業
概要

環境保全型農業推進費
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産業経済部 27,760,086 土地改良事業等 ○ ○

[3,095,000]

産業経済部 273,000 本吉町等

719,579 

「もっともっと・みやぎの間伐材」流通拡大対策費 産業経済部 12,000 低コスト間伐材生産流通支援 ○ ○

木材の新しい総合利用システム推進費 新 産業経済部 2,700 間伐材の供給システム構築

木材の新しい総合利用システムモデル整備費 新 産業経済部 704,879 県産材を原料とする合板加工施設整備等

産業経済部 101,538 林業の機械化支援による生産体制整備等

産業経済部 307,062 林道・山村居住環境整備

産業経済部 163,000 女川京ヶ森線等

水産物供給施設衛生高度化推進費 産業経済部 96,455 消費者ニーズ対応型水産物供給体制整備

新 産業経済部 5,366 構造改革認定グループ等への実践支援 ○ ○

産業経済部 3,570,875 漁港施設整備等 ○ ○

農業試験研究費 産業経済部 135,056 農業技術の高度化等

林業試験研究費 産業経済部 7,321 林業技術の高度化等

水産試験研究費 産業経済部 28,836 水産業技術の高度化等

　取組７　地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保

9,254 

エコファーマー支援普及事業費 産業経済部 1,198 セミナー開催等 ○

環境にやさしい農業定着促進費 産業経済部 8,056 農産物表示認証制度検討等 ○

みやぎ食の安全安心対策費 8,116 ○

みやぎ食の安全安心県民総参加運動事業費 環境生活部 5,600 モニター制度，取組宣言等 ○

みやぎ食の安全安心総合情報提供事業費 環境生活部 1,701 ホームページによる情報提供

みやぎ食の安全安心相互交流推進費 環境生活部 815 地方懇談会の開催等

新 産業経済部 4,776 地産地消推進懇話会の開催等 ○ ○

産業経済部 7,800 ノロウィルス浄化，検査手法開発 ○

産業経済部 7,134 貝毒検査等

産業経済部 1,383 地場野菜等供給システム確立等 ○

産業経済部 900 水産物の地産地消体制の整備 ○

産業経済部 2,300 県産材の利用拡大支援

産業経済部 4,200 県産材利用技術の開発 ○

産業経済部 27,000 地域ブランド化，県際交流の推進等 ○

事業等の名称 新規 担当部局

みやぎおさかな１２つき提供事業費

林業構造改善対策事業費

事業等の名称

環境保全型農業推進費（再掲）

生がき安全安心対策費

みやぎ木づかいモデル創造事業費

漁船漁業構造改革促進支援費

学校給食地場野菜等利用拡大事業費

地域産業振興事業費（再掲）

農業農村整備費（公共事業等）

ふるさと農道緊急整備費

漁港漁場整備費（公共事業等）

木とのふれあい促進費

有用貝類毒化監視対策費

食育・地産地消推進費

未利用森林資源活用推進費

林道整備費（公共事業等）

ふるさと林道緊急整備費

［債務負担行為］

担当部局 備　　　　　　　考 重点
事業

備　　　　　　　考 重点
事業H19予算(千円)

新規 H19予算(千円)
主要
事業
概要

主要
事業
概要

- 4 -



（４）アジアに開かれた広域経済圏の形成

　取組８　県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進

新 産業経済部 4,000 みやぎ国際戦略プラン推進本部会議の開催等

産業経済部 18,000 仙台貿易情報センター経費負担金等 ○

産業経済部 33,758 ソウル事務所，大連事務所の運営 ○

産業経済部 3,372 参加型かんがい管理研修の実施

新 企画部 4,500 県内IT企業と海外IT企業とのマッチング等 ○

産業経済部 7,216 グローバルビジネスアドバイザー設置等 ○

産業経済部 13,817 東北フェアin上海，大連商談会開催等 ○ ○

新 産業経済部 10,700 香港における商談会開催等 ○ ○

産業経済部 1,000 ロシア極東地域調査等 ○ ○

産業経済部 4,000 研究開発型企業誘致活動費 ○

　取組９　自律的に発展できる経済システム構築に向けた広域経済圏の形成

2,398 

北海道・東北未来戦略推進事業費 企画部 1,031 北海道・東北８道県での連携

地域連携推進事業費 企画部 1,367 山形県等との連携 ○

産業経済部 20,000 自動車産業の取引，受注獲得支援等 ○ ○

5,153,667 ○

高規格幹線道路整備事業費 土木部 4,629,667 三陸縦貫自動車道(国直轄事業)等 ○

地域高規格道路整備事業費 土木部 524,000 県道築館登米線 ○

［債務負担行為］ [150,000]

産業経済部 8,542 各種協議会負担金

産業経済部 27,000 地域ブランド化，県際交流の推進等 ○

産業経済部 33,758 ソウル事務所，大連事務所の運営 ○

（５）産業競争力の強化に向けた条件整備

　取組10　産業活動の基礎となる人材の育成・確保

新 産業経済部 4,320 （仮称）富県宮城推進会議設置等 ○ ○

新 産業経済部 1,544 (仮称）産業人材育成協議会の設置 ○ ○

日本版デュアルシステム推進費 産業経済部ほか 80,360 実務・教育連結型人材育成

　 産業経済部 1,027 大型量販店等での研修

新 産業経済部 119,544 青年農業者育成，就農支援資金償還助成等 ○

産業経済部 840 相談窓口設置等

産業経済部 21,506 林業退職金共済掛金助成等 ○

産業経済部 1,680 漁業経営体の育成支援等

産業経済部 2,772 青年漁業者の育成支援等 ○

事業等の名称

日本貿易振興機構（ジェトロ）支援費

地域産業振興事業費（再掲）

海外事務所運営費

事業等の名称

広域連携推進費

海外IT企業マッチング事業費

極東ロシアとの経済交流促進費

森林整備担い手対策基金事業費

海外事務所運営費（再掲）

林業担い手育成確保対策費

事業等の名称

若手マネジャー等実践研修事業費

新規就農者確保育成総合支援費

広域観光開発促進費（再掲）

産業人材育成プラットフォーム構築事業費

沿岸漁業担い手活動支援費

富県共創推進費（再掲）

浜のマネージメント・リーダー育成支援費（再掲）

新規

新規
主要
事業
概要

H19予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

H19予算(千円) 備　　　　　　　考

新規 担当部局

担当部局

担当部局
主要
事業
概要

主要
事業
概要

重点
事業

H19予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

国際戦略プラン推進費

高規格幹線道路整備費

自動車関連産業特別支援費（再掲）

中国吉林省草の根技術協力事業費

外資系企業誘致促進費（再掲）

みやぎグローバルビジネス総合支援費

東アジアとの経済交流促進費

香港・台湾との経済交流促進費
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　取組11　経営力の向上と経営基盤の強化

産業経済部 176,993 中小企業等の創業・経営革新，取引支援等 ○

産業経済部 29,101 実践経営塾設置等 ○

産業経済部 35,518 中小企業等の経営革新の促進 ○

広域合併漁協組織強化対策費 新 産業経済部 100,000 宮城県漁業協同組合連合会合併関連経費貸付金 ○

農業経営高度化支援費 新 産業経済部 116,000 品目横断的経営安定対策対象者への支援 ○

土木部 3,841 相談窓口設置，セミナー開催等 ○

産業経済部 2,000 地域営農システム推進リーダー養成等 ○

産業経済部 12,151 地域農業担い手経営体の育成支援等

中小企業診断支援費 3,122 

中小企業経営支援費 産業経済部 842 経営診断・助言

支援担当者能力開発事業費 産業経済部 2,280 支援担当者の育成

産業経済部 9,267 中小企業再生支援協議会運営費助成等

産業経済部 [96,000] 支援企業への融資に対する債務保証

貸付金 43,272,771 ○

中小企業経営安定資金貸付金 産業経済部 40,641,000 融資枠1,271億6,400万円 ○

［債務負担行為］ [316,000]

中小企業産業振興資金貸付金 産業経済部 874,000 融資枠20億9,400万円 ○

［債務負担行為］ [9,000]

小規模企業者等設備導入資金貸付金（特別会
計）

産業経済部 210,000 融資枠2億1,000万円

［債務負担行為］ [11,000]

中小企業高度化資金貸付金（特別会計） 産業経済部 165,771 組合，組合員向け貸付

農業改良資金（特別会計） 産業経済部 372,000 融資枠3億7,200万円

林業・木材産業改善資金（特別会計） 産業経済部 400,000 融資枠4億円

沿岸漁業改善資金（特別会計） 産業経済部 610,000 融資枠6億1,000万円

産業経済部 120,817 保証料助成

利子補給（再掲） 120,053 ○

農業近代化資金 産業経済部 51,766 融資枠15億円 ○

［債務負担行為］ [99,956]

漁業近代化資金 産業経済部 68,287 融資枠20億円 ○

［債務負担行為］ [214,746]

事業等の名称

みやぎマーケティング・サポート事業費（再掲）

信用保証協会経営基盤強化対策費(通常資金分)

中小企業再生特別保証事業費［債務負担行為］

地域営農システム推進費

重点
事業担当部局

主要
事業
概要

H19予算(千円) 備　　　　　　　考新規

中小企業再生支援費

中小企業支援センター事業費

中小企業経営革新事業費

企業的農業経営体育成費

建設業経営多角化支援費
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　取組12　宮城の飛躍を支える産業基盤の整備

土木部 5,341,605 重要港湾改修等 ○ ○

[960,000]

1,803,605 

仙台国際貿易港整備費（特別会計） 新 土木部 959,000 スーパーガントリークレーン設置等 ○ ○

［債務負担行為］ [960,000]

仙台国際貿易港振興対策費 土木部 4,973 コンテナ定期航路誘致促進事業等 ○

仙台港整備費（公共事業等） 土木部 839,632 仙台港（国直轄事業負担金）等 ○

土木部 3,156,050 区画整理事業等 ○ ○

土木部 1,080,000 仙台市

土木部 3,330,929 仙石線多賀城地区連続立体交差事業等 ○

[247,000]

3,035,817 ○

仙台空港国際空港化促進費 土木部 11,912 エアポートセールス等 ○

仙台空港整備費 土木部 233,943 国直轄事業負担金等

仙台空港臨空都市整備推進費 土木部 2,743,853 区画整理組合助成等 ○

仙台空港臨空都市整備事業費
（交通安全施設整備）

警察本部 46,109 交通信号機新設等

土木部 31,572,368 国道１０８号等 ○

[8,199,000]

5,153,667 ○

高規格幹線道路整備事業費 土木部 4,629,667 三陸縦貫自動車道(国直轄事業負担金)等 ○

地域高規格道路整備事業費 土木部 524,000 県道築館登米線 ○

［債務負担行為］ [150,000]

土木部 2,993,000 県道半田山下線等 ○

新 土木部 4,703,046 インターチェンジ用地取得 ○

港湾事業費（公共事業等）

［債務負担行為］

仙台塩釜港整備費（公共事業等）

担当部局
主要
事業
概要

仙台空港整備推進関連事業費

［債務負担行為］

道路橋りょう事業費（公共事業等）

土地区画整理事業費（公共事業費）

高規格幹線道路アクセス道路整備費

備　　　　　　　考 重点
事業新規 H19予算(千円)事業等の名称

仙台港背後地土地区画整理事業費

［債務負担行為］

高規格幹線道路整備費（再掲）

街路事業費（公共事業等）

（仮称）仙台港インターチェンジ整備費
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２　安心と活力に満ちた地域社会づくり

（１）子どもを生み育てやすい環境づくり

　取組13  次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境づくり      

9,648 ○

次世代育成支援対策地域協議会開催事業費 保健福祉部 579 計画の進行管理 ○

地域まるごと子育て支援費 保健福祉部 4,439 人材・資源活用による子育て支援 ○

みやぎ子育て支援シンポジウム開催事業費 保健福祉部 1,435 意識啓発，機運醸成等 ○

子ども専用相談事業費 保健福祉部 3,195 健全育成施策推進 ○

保健福祉部 960,000 乳幼児医療費の助成 ○

保健福祉部 4,650,130 児童手当の給付 ○

保健福祉部 1,387,095 児童扶養手当の給付 ○

保健福祉部 255,031 母子父子家庭医療費の助成 ○

新 総務部 20,856 平成19年10月開所予定 ○

環境生活部 5,420 みやぎ男女共同参画相談室の運営

環境生活部 2,074 男女共同参画の日記念イベントの開催等

環境生活部 628 女性人材の発掘・養成

保健福祉部 1,670 子育てにやさしい職場環境づくりの支援 ○

産業経済部 3,239 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営費助成 ○

保育対策等促進費 433,526 ○

私立幼稚園預かり保育支援費 総務部 217,120 延長保育，長期休業日保育

乳児保育促進費 保健福祉部 4,116 保育所への助成

一時保育費 保健福祉部 21,240 保育所への助成 ○

休日夜間保育費 保健福祉部 798 保育所への助成

地域子育て支援センター事業費 保健福祉部 190,252 ４６か所 ○

新 保健福祉部 500 研究大会の開催等

160,617 

児童健全育成対策費 保健福祉部 151,317 児童クラブ等活動助成 ○

放課後子ども教室推進費 新 教育庁 9,300 空き教室等を利用した小学生の放課後対策

保健福祉部 7,263 母親クラブ等活動助成 ○

保健福祉部 11,143 子どもの治療や親に対するケア ○

保健福祉部 14,500 宿泊・通所型サービス等 ○

新 保健福祉部 423 協議会開催等 ○

保健福祉部 32,463 不妊症専門相談センター運営等 ○

保健福祉部 19,958 子ども家庭１１０番の実施等 ○

保健福祉部 900 登録里親運営グループホーム支援 ○

新 保健福祉部 147,921 旭が丘学園 ○

保健福祉部 1,621 産後うつ病の早期発見・支援による児童虐待予防 ○

保健福祉部 8,750 小児救急電話相談等 ○

保健福祉部 2,219,691 地方独立行政法人への負担金 ○

新 教育庁ほか 8,000 ＰＦＩ導入可能性調査 ○ ○

重点
事業備　　　　　　　考

児童養護施設整備推進費

ファミリーグループホーム推進費

新規
主要
事業
概要

H19予算(千円)担当部局事業等の名称

放課後児童対策費

小児救急医療対策費

地域組織活動育成事業費

母子保健児童虐待予防事業費

新生児聴覚検査療育体制整備費

子どもメンタルサポート推進費

次世代育成支援対策費

児童扶養手当給付費

「仕事」と「家庭」両立支援費

子育て支援優良中小企業支援費

県民開放型庁内保育所整備・運営費

男女共同参画相談事業費

男女共同参画の日普及推進費

母子父子家庭医療助成費

乳幼児医療助成費

児童手当給付費

みやぎ女性人材開発セミナー開催事業費

こども病院運営費負担金

子ども虐待対策費

認定こども園運営研究事業費

不妊治療相談・支援費

親子関係サポート事業費

教育・福祉複合施設整備費
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　取組14　家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成    

教育庁 1,347 家庭と地域の教育力の充実 ○

教育庁 9,291 学校と地域社会の連携推進 ○ ○

田んぼの楽校協働推進体制整備費 新 産業経済部 1,000 地域，学校教育との協働活動組織の支援 ○

教育庁 7,486 社会人講師の活用 ○

教育庁 9,489 外部指導者活用

（２）将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり

　取組15  着実な学力向上と希望する進路の実現                   

43,389 ○

学びのロードマップ作成事業費 教育庁 800 県独自の指導資料作成 ○

小・中学校学力向上推進費 教育庁 12,700 地域学習支援センター設置等 ○

地域の教育力向上支援費 教育庁 4,900 小・中学校連携による学習支援 ○

学力調査実践研究事業費 新 教育庁 20,300 全国学力・学習状況調査結果の検証等

高等学校学力向上ステップアップ事業費 教育庁 4,689 学力状況調査等 ○

新 教育庁 8,000 進学拠点校支援による総合的な進路指導 ○ ○

教育庁 4,300 就職ガイダンス，マナー講習等 ○ ○

教育庁 749 外部講師による講演等 ○ ○

新 産業経済部 1,544 (仮称）産業人材育成協議会の設置 ○ ○

教育庁 1,732 教育用ポータルサイトの充実支援等 ○

企画部 5,108 小・中学生，高校生向け専門的ＩＴ教育等

299,582 ○

小学校英語教育推進費 教育庁 28,233 モデル地域での実践活動 ○

外国語指導助手招致事業費 教育庁 250,349 50名招致

高等学校英語教育推進費 教育庁 21,000 県版英語検定の実施等 ○

新 教育庁 67,293 小学5・6年生対象

　取組16  豊かな心と健やかな体の育成

教育庁 11,341 体験活動プログラムの実施等 ○

教育庁 5,165 野外活動施設等での生活体験支援

教育庁 5,923 奉仕体験活動の推進 ○

教育庁 5,300 講習会開催等 ○

253,419 ○

子どもの心すこやか育成事業費 教育庁 180,458 中学校スクールカウンセラーの配置等 ○

高等学校スクールカウンセラー活用事業費 教育庁 59,292 県立高校全校への配置 ○

教育相談事業費 教育庁 13,669 不登校相談センター等 ○

新 教育庁 19,028 問題行動に対する早期対応等の取組支援 ○

教育庁 3,321 連絡協議会開催等 ○

教育庁 1,873 体力・運動能力実態把握，活用等 ○

備　　　　　　　考

主要
事業
概要

H19予算(千円) 重点
事業備　　　　　　　考

みやぎらしい協働教育推進費

担当部局
主要
事業
概要

重点
事業H19予算(千円)

担当部局
主要
事業
概要

重点
事業H19予算(千円) 備　　　　　　　考

青少年長期自然体験活動推進費

新規事業等の名称

問題を抱える子ども等の自立支援充実事業費

13歳の社会へのかけ橋づくり事業費

子どもの体力・運動能力充実プロジェクト事業費

健康教育推進費

みやぎアドベンチャープログラム事業費

総合教育相談事業費

新規 担当部局事業等の名称

新規

学校英語教育充実事業費

理科支援員等配置事業費

職業観育成支援費

特別非常勤講師制度活用事業費

進学指導地域拠点形成事業費

豊かな体験活動推進費

みやぎデジタルアカデミー開催事業費

みやぎＩＣＴ教育推進費

家庭教育子育て支援費

運動部活動地域連携促進事業

学力向上対策費

産業人材育成プラットフォーム構築事業費（再掲）

キャリア教育総合推進費

事業等の名称
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　取組17  児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり 

教育庁 1,202,034 小学校1・2年生，中学校1年生対象 ○ ○

新 教育庁 73,571 小学校高学年対象 ○ ○

教育庁 403 課題検討，調査・広報等 ○

教育庁 1,316 審議会，委員会開催等 ○

新 教育庁 4,700 特色ある学校づくりの推進 ○ ○

11,528 

評価実践研究事業費　 教育庁 8,000 小・中学校での学校評価研究委託 ○

学校評価事業費 教育庁 3,528 高等学校での学校評議会開催等 ○

137,936 

共に学ぶ学習システム整備費 教育庁 135,047 通常学級障害児在籍モデル事業 ○

特別支援教育広報啓発事業費 教育庁 434 フォーラム開催等 ○

特別支援教育地域支援推進費 教育庁 1,191 養護学校等による小・中学校支援 ○

共に学ぶ教育研修充実事業費 教育庁 1,264 コーディネーター養成研修等 ○

教育庁 94,431 訪問看護師による支援体制整備等 ○

教育庁 8,705 資質能力を備えた教員の確保等 ○

教育庁 206,284 新任教員の実践的指導力養成等

教育庁 2,174 校長等マネジメント研修，優秀教職員表彰 ○

新 教育庁ほか 8,000 ＰＦＩ導入可能性調査 ○ ○

教育庁 7,616,933 校舎改築等 ○

［債務負担行為］ [3,137,000]

教育庁 228,000 耐震補強工事等 ○

総務部 11,597,883 運営費助成等 ○

（３）生涯現役で安心して暮らせる社会の構築

　取組18　多様な就業機会や就業環境の創出

産業経済部 3,100 離職者再就職奨励金等

環境生活部 2,636 企業での女性の積極的活用促進 ○

保健福祉部 13,284 母子家庭の就職支援等 ○

産業経済部 773 新規高卒者の就職支援 ○

産業経済部 3,060 新規大卒者等の就職支援 ○

産業経済部 8,961 カウンセリングを通じた就職支援等 ○

産業経済部 50,000 能力開発等から就職までの一貫支援 ○ ○

新 産業経済部 2,583 若年無業者等の職業的自立支援 ○

保健福祉部 20,900 サポートセンター運営委託等 ○

障害者就労総合支援費 21,421 

県庁業務障害者就労モデル事業費 保健福祉部 14,821 古紙リサイクル事業等での障害者雇用 ○

就労支援費 保健福祉部 6,600 ホームヘルパー養成研修等 ○

保健福祉部 15,577 相談・生活支援等 ○

産業経済部 13,600 サポートセンター設置支援 ○

重点
事業H19予算(千円) 備　　　　　　　考

学級編制弾力化推進費

個性かがやく高校づくり推進費

県立高校将来構想推進費

学校経営充実支援費

小学校教科担任制モデル事業費

私立学校助成費

新規

担当部局

担当部局
主要
事業
概要

重点
事業

主要
事業
概要

H19予算(千円) 備　　　　　　　考

教育・福祉複合施設整備費（再掲）

県立学校耐震化促進費

高卒就職者支援費

医療的ケア推進費

障害児教育推進事業費

事業等の名称

新規

ポジティブ・アクション推進費

みやぎ雇用創出対策費

母子自立支援対策費

障害者就業・生活支援センター事業費

高等学校入学者選抜改善事業費

みやぎ障害者ＩＴサポート事業費

人材確保・教員採用事業費

初任者研修事業費

県立学校施設整備費

学校活性化プロジェクト事業費

事業等の名称

新規大卒者等就職支援費

若年者就職支援ワンストップセンター事業費

障害者就業・生活サポート事業費

みやぎの若者の職業的自立支援対策費

新規高卒未就職者対策費
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　取組19　安心できる地域医療の充実

140,500 ○

自治体病院開設者協議会支援費 保健福祉部 900 医師確保対策事業への支援

自治体病院等臨床研修支援費 保健福祉部 10,800 臨床研修医受入助成 ○

宮城県ドクターバンク事業費 保健福祉部 7,800 自治体病院への医師派遣 ○

医学生修学資金等貸付金 保健福祉部 81,000 大学生・大学院生等への貸付 ○

地域医療システム学講座設置事業費 保健福祉部 40,000 東北大学寄附講座 ○

保健福祉部 335,540 施設設備整備への支援

保健福祉部 565,830 春日療養園　外２か所

総務部 29,838 救急救命士養成教育等

保健福祉部 8,750 小児救急電話相談等 ○

保健福祉部 49,000 高度救命救急センターでの研究，人材育成等 ○ ○

保健福祉部 3,900 二次心肺蘇生法等の研修会開催 ○

保健福祉部 120,000 大崎市民病院救命救急センター運営費助成

保健福祉部 108,302 休日・夜間当番病院運営等

22,143 ○

地域リハビリテーション医療体制整備費 保健福祉部 4,000 二次医療圏体制整備 ○

福祉用具プランナー研修事業費 保健福祉部 450 日本福祉用具供給協会との共催研修 ○

高齢者リハビリテーション促進費 保健福祉部 2,500 訪問リハビリテーション体制整備 ○

リハビリテーション支援機能強化事業費 保健福祉部 5,100 ネットワーク整備，広域支援等 ○

地域リハビリテーション支援体制整備費 保健福祉部 10,093 協議会設置運営，市町村支援等 ○

保健福祉部 1,431,646 更生医療等公費負担

保健福祉部 4,134 支援プログラムの集中実施等

保健福祉部 1,770,504 重度心身障害者の医療費助成 ○

新 保健福祉部 7,200 がん末期患者の在宅療養支援体制整備 ○ ○

68,505 ○

がん対策総合推進費 新 保健福祉部 38,300 診療拠点病院の機能強化等 ○

生活習慣病検診管理指導事業費 保健福祉部 658 検診実施手法の検討・協議等 ○

がん講演会・予防展開催事業費 保健福祉部 375 予防等に対する普及啓発 ○

生活習慣病登録管理事業費 保健福祉部 10,130 登録・追跡調査 ○

がん診療連携拠点病院機能強化事業費 病院局 19,042 医療従事者研修，相談，情報提供等

新 保健福祉部 3,900 専門性の高い認定看護師の養成 ○ ○

看護教員養成事業費 保健福祉部 9,864 看護教員養成講習会の実施

保健福祉部 106,905 看護師養成所の経営基盤安定対策

保健福祉部 13,600,000 老人医療給付費県負担金 ○

保健福祉部 15,900,000 財政調整・安定化支援 ○

備　　　　　　　考

心身障害者医療助成費

がん対策推進費

老人医療給付負担金

在宅緩和ケア対策推進費

認定看護師養成事業費

国民健康保険財政健全化対策費

障害者自立支援医療費

高次脳機能障害者支援費

事業等の名称 新規 担当部局 重点
事業

主要
事業
概要

H19予算(千円)

総合リハビリテーション体制整備費

医療施設近代化施設整備費

精神科救急医療システム運営費

地域の中核的な病院整備推進費

自治体病院等医師確保対策費

救急業務高度化推進費

救急医療施設運営費

救急医療体制強化推進費

救急医師養成事業費

小児救急医療対策費（再掲）

看護師等養成所運営事業費
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　取組20　生涯を豊かに暮らすための健康づくり

10,003 ○

みやぎ２１健康プラン推進費 保健福祉部 3,406 みやぎ２１健康プランの推進 ○

健康づくり運動普及事業費 保健福祉部 578 健康運動指導者研修会等 ○

喫煙防止対策推進費 保健福祉部 682 禁煙支援等 ○

女性の健康対策推進費 保健福祉部 1,200 健康相談等 ○

地域・職域連携推進費 保健福祉部 1,785 生活習慣病予防体制の整備・検討 ○

食生活改善普及事業費 保健福祉部 2,352 食事バランスに関する普及啓発等 ○

新 保健福祉部 5,000 健康支援モデル事業，予防体験セミナー等の開催 ○ ○

保健福祉部 4,000 食育の普及推進 ○

63,842 ○

感染症危機管理等対策費 新 保健福祉部 6,200 病原体管理体制，肝炎ウイルス検査の強化等 ○

感染症予防事業費 保健福祉部 26,615 感染症指定医療機関運営助成等 ○

エイズ等対策費 保健福祉部 2,699 エイズ予防知識普及啓発等 ○

結核対策推進費 保健福祉部 328 結核予防推進団体への助成等 ○

結核病床運営事業費 保健福祉部 28,000 仙台赤十字病院への助成 ○

保健福祉部 234,400 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄等 ○

環境生活部 12,761 狂犬病予防対策等

保健福祉部 2,966 専門相談員窓口設置

保健福祉部 4,989 相談窓口設置等 ○

9,588 

歯科保健対策強化事業費 新 保健福祉部 7,588 乳幼児フッ化物集団塗布モデル事業等 ○

地域巡回歯科保健対策費 保健福祉部 2,000 特別養護老人ホームへの巡回歯科保健事業 ○

　取組21　高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり

12,720 

老人クラブ社会貢献活動促進費 保健福祉部 1,000 モデル事業助成 ○

元気シニアのためのマッチング推進費 保健福祉部 190 ボランティア情報提供 ○

老人クラブ活動助成費 保健福祉部 11,530 活動推進員設置等 ○

保健福祉部 53,732 情報誌発行，シルバースポーツ振興等 ○

保健福祉部 105,246 高齢者の日常生活支援

保健福祉部 16,000,000 介護保険給付費県負担金 ○

保健福祉部 420,000 介護予防事業に対する交付金

保健福祉部 125,279 社会福祉法人等への助成

9,526 

介護予防調査推進費 保健福祉部 278 要支援・介護状態要因調査

介護予防に関する事業評価・市町村支援費 保健福祉部 7,000 事業評価・市町村支援委員会の運営等 ○

小規模多機能居宅介護促進費 保健福祉部 2,248 事業指定のための研修

H19予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

主要
事業
概要

高齢者生活支援・生きがい健康づくり推進費

介護保険給付費負担金

元気高齢者対策費

重点
事業

主要
事業
概要

明るい長寿社会づくり推進費

みやぎ２１健康プラン総合推進費

介護保険低所得者利用負担軽減対策費

担当部局

担当部局 H19予算(千円) 備　　　　　　　考

メタボリックシンドローム対策費

歯科保健総合対策費

感染症対策費

新型インフルエンザ対策費

心の健康づくり推進費

社会的引きこもりケア体制整備費

新規

新規

事業等の名称

獣疫衛生指導費

みやぎの食育推進費

介護予防推進費

地域支援事業交付金

事業等の名称
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老人福祉施設等整備費 363,900 ○

特別養護老人ホーム建設事業費 保健福祉部 327,400 施設整備助成 ○

特養ショートステイ居室増改築事業費 保健福祉部 11,500 施設整備助成

介護老人保健施設整備費 保健福祉部 25,000 施設整備助成

保健福祉部 1,722 第三者評価機関育成，評価基準作成等 ○

保健福祉部 1,872 ユニットリーダー等の養成

介護保険研修推進費 51,102 ○

介護支援専門員資質向上対策費 保健福祉部 38,620 現任・実務研修等 ○

介護支援専門員支援体制強化事業費 新 保健福祉部 7,137 介護支援専門員に対する支援体制の整備 ○

地域包括支援センター等職員研修事業費 保健福祉部 5,345 介護支援専門員等の必要技術修得研修等 ○

保健福祉部 1,481 優良事業者育成

保健福祉部 4,144 ネットワーク構築，普及啓発等 ○

保健福祉部 2,385 公表制度実施支援

新 保健福祉部 1,347 かかりつけ医研修等 ○

産業経済部 17,502 運営支援等

　取組22  障害があっても安心して生活できる地域社会の実現

1,110,461 ○

事業運営円滑化事業費 新 保健福祉部 365,190 従前額保障の引上げ

通所サービス利用促進費 新 保健福祉部 211,500 送迎サービス助成

小規模作業所緊急支援費 保健福祉部 51,700 小規模作業所運営費助成

デイサービス事業等緊急移行支援費 新 保健福祉部 40,500 経過的な運営費助成

障害者自立支援基盤整備費 新 保健福祉部 228,194 バリアフリー化施設改修費等助成

移行等支援費 新 保健福祉部 4,000 新サービスへの円滑移行のための人的支援等

精神障害者退院促進強化事業費 新 保健福祉部 2,000 退院支援に関する専門家養成研修等

グループホーム・ケアホーム整備推進費 保健福祉部 12,300 借上げに伴う敷金等初度経費の助成

就労支援事業移行初期支援強化事業費 新 保健福祉部 23,000 職場実習受入企業に対する設備助成等

在宅重度障害者地域生活支援基盤整備費 新 保健福祉部 4,000 指定重度訪問介護事業者に対する従前額保障等

相談支援体制整備特別支援費 新 保健福祉部 13,500 
アドバイザー派遣，ピアサポートに対する設備助
成等

障害児療育支援体制整備費 新 保健福祉部 11,008 相談支援のための遊具整備，療育器具整備等

障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援
費

保健福祉部 81,586 広報，システム改修等事務経費

進行性筋萎縮症者激変緩和事業費 新 保健福祉部 6,183 療養介護利用者への激変緩和措置

オストメイト対応トイレ設備緊急整備費 新 保健福祉部 48,000 公共施設等へのオストメイト対応トイレ整備

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備費 新 保健福祉部 7,800 自治体等での情報支援機器等整備

3,503 

バリアフリーみやぎ推進費 保健福祉部 3,268 バリアフリー思想の普及・啓発 ○

県有施設ユニバーサルデザイン推進費 保健福祉部 235 ワークショップ開催等

保健福祉部 30,000 指導員の加配助成

保健福祉部 20,900 サポートセンター運営委託等 ○

重点
事業

主要
事業
概要

主要
事業
概要

ユニットケア促進研修事業費

新規 担当部局 H19予算(千円) 備　　　　　　　考

高齢者虐待対策費

障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費

シルバー人材センター設立・育成事業費

介護サービス経営者意識啓発推進費

事業等の名称

知的障害者援護施設特別処遇加算助成費

介護サービス情報の公表推進費

バリアフリー推進費

みやぎ障害者ＩＴサポート事業費（再掲）

福祉サービス第三者評価推進費

認知症地域医療支援費

H19予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業新規 担当部局事業等の名称
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障害者就労総合支援費（再掲） 21,421 

県庁業務障害者就労モデル事業費 保健福祉部 14,821 古紙リサイクル事業等での障害者雇用 ○

就労支援費 保健福祉部 6,600 ホームヘルパー養成研修等 ○

保健福祉部 15,577 相談・生活支援等 ○

産業経済部 13,600 サポートセンター設置支援 ○

産業経済部 28,337 職業訓練事業主委託

産業経済部 3,200 障害者雇用事業者支援

保健福祉部 11,200 自立生活支援員派遣等 ○

保健福祉部 60,696 療育指導・相談，緊急保護受入 ○

保健福祉部 4,134 支援プログラムの集中実施等 ○

保健福祉部 24,000 相談・就労支援等 ○

地域福祉推進費 16,073 ○

地域福祉推進普及事業費 保健福祉部 3,082 新プランの普及・推進

地域福祉活動促進費 保健福祉部 2,013 人材育成等 ○

地域福祉市町村支援費 保健福祉部 1,669 地域力向上支援 ○

地域福祉実践モデル事業費 保健福祉部 5,493 地域力を高める拠点整備 ○

共生型地域生活総合支援費 保健福祉部 962 人材育成・支援等 ○

多機能型地域ケアホーム運営強化対策費 保健福祉部 254 ケアホーム支援

地域資源再構築・連携型福祉サービス支援事業
費

新 保健福祉部 2,600 調査研究事業

保健福祉部 3,530,492 障害者自立支援法に基づく介護・訓練等給付 ○

保健福祉部 1,350 改修，備品購入助成 ○

1,901,101 ○

特定疾患治療対策費 保健福祉部 1,582,108 特定疾患患者の医療費助成等

小児慢性特定疾患対策費 保健福祉部 318,993 小児慢性特定疾患患者の医療費助成等

保健福祉部 9,273 難病相談支援センター運営 ○

保健福祉部 82,187 遷延性意識障害者の医療費助成等

保健福祉部 27,997 ＡＬＳ等総合対策 ○

保健福祉部 89,450 日常生活機能訓練

　取組23  生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興

教育庁 2,848 各種情報の収集更新等 ○

教育庁 2,323 電話・面接相談

教育庁 5,531 講座の実施等 ○

教育庁 20,000 総合型地域スポーツクラブ創設育成支援 ○

教育庁 174,044 競技力向上対策事業助成等 ○

教育庁 73,862 競技団体に対する参加費助成等

教育庁 27,000 高校生年代のサッカー大会開催等

企画部 30,000 ベガルタ仙台への支援等

保健福祉部 36,349 スポーツ，レクレーション活動支援等

教育庁 8,709 宮城県芸術祭巡回小劇場等 ○

環境生活部 11,644 宮城県芸術選奨の授与等

備　　　　　　　考 重点
事業

主要
事業
概要

事業等の名称 新規 担当部局 H19予算(千円)

遷延性意識障害者対策費

障害者地域生活支援費

国民体育大会参加事業費

重点
事業

主要
事業
概要

特定疾患対策費

障害児（者）相談支援費

精神障害者自立生活支援費

重度障害者対策費

生涯学習相談事業費

生涯学習関係情報提供システム運営費

H19予算(千円) 備　　　　　　　考担当部局新規

Ｊリーグチーム推進費

障害者介護・訓練等給付費

職場適応訓練事業費

障害者グループホーム等整備促進費

高次脳機能障害者支援費（再掲）

障害者就業・生活支援センター事業費（再掲）

障害者雇用促進モデル推進費

難病特別対策推進費

重症心身障害児（者）通園事業費

事業等の名称

広域スポーツセンター事業費

みやぎ県民大学推進費

スポーツ選手強化対策費

グランディ・２１フェスティバル開催支援費

みやぎの文化力育成支援費

障害者就業・生活サポート事業費（再掲）

発達障害者支援センター事業費

文化振興事業費
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環境生活部 19,323 実行委員会負担金 ○ ○

環境生活部 50,153 文化団体への芸術活動助成

環境生活部 2,650 文化交流訪問団の受入

教育庁 4,208 建造物管理助成等

70,783 

貴重資料保存修復事業費 教育庁 15,924 古絵図修復等 ○

市町村図書館支援費 教育庁 54,859 ネットワークシステム運営等 ○

93,440 

展示事業費 教育庁 87,498 常設展，企画展

教育普及事業費 教育庁 5,942 創作活動支援等 ○

東北歴史博物館企画運営費 37,559 

展示事業費 教育庁 36,039 常設展，特別展

教育普及事業費 教育庁 1,520 博物館講座，体験教室等

（４） コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実                            

　取組24  コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実                            

土木部 125,000 マスタープラン策定調査 ○

土木部 3,330,929 仙石線多賀城地区連続立体交差事業等 ○

土木部 2,312,840 仙塩流域下水道等７流域 ○

[1,348,000]

土木部 443,460 組合施行事業助成 ○

産業経済部 4,075 基本計画策定助成等 ○ ○

新 企画部 3,500 計画改訂 ○

企画部 97,882 地方路線バス運行費助成 ○ ○

企画部 45,347 鉄道施設保全整備費助成 ○

新 企画部 10,000 エレベーター設置助成 ○ ○

企画部 152,940 離島航路運行費助成，経営安定資金貸付 ○

企画部 78,248 携帯電話等移動通信サービスの格差解消

（５）だれもが安全に，尊重し合いながら暮らせる環境づくり

　取組25  安全で安心なまちづくり

35,113 ○

安全安心なまちづくり推進費 環境生活部 3,800 県民運動の推進 ○

学校安全教育・安全体制整備推進事業費 教育庁 26,800 スクールガード・リーダーの委嘱 ○

みやぎ安全・安心活性化プラン推進費 新 警察本部 4,513 スクールサポーターの配置 ○

保健福祉部 147,584 活動費，運営費助成

警察本部 6,453 警察ボランティア活動等

警察本部 73,989 交番相談員，警察安全相談員の配置 ○ ○

事業等の名称 担当部局

安全安心まちづくり対策費

都市計画基礎調査費

指定文化財管理事業費

美術館企画運営費

みやぎ県民文化創造の祭典開催事業費

民生委員協議会活動事業費

主要
事業
概要

重点
事業

主要
事業
概要

重点
事業

主要
事業
概要

重点
事業

中心市街地商業活性化支援費（再掲）

少年非行防止対策推進費

交番相談員等設置費

離島航路対策費

市街地再開発事業費

宮城県交通計画策定事業費

鉄道駅舎等エレベーター整備助成費

H19予算(千円) 備　　　　　　　考

H19予算(千円) 備　　　　　　　考

新規

担当部局新規

新規

担当部局

H19予算(千円) 備　　　　　　　考

中国吉林省文化交流推進費

文化活動促進費

［債務負担行為］

地方鉄道対策費

地方生活バス路線対策費

移動通信用鉄塔施設整備費

事業等の名称

流域下水道建設事業費（特別会計）

図書館企画運営費

事業等の名称

街路事業費（公共事業等）（再掲）

- 15 -



新 警察本部 13,107 携帯電話発信地表示システム導入 ○

警察本部 115,086 システム運用

警察本部 44,903 設計，建設工事

新 警察本部 7,000 地質調査 ○

警察本部 55,000 ２か所

警察本部 5,498 みやぎ被害者支援センターへの助成等

保健福祉部 1,457 薬物乱用防止啓発，相談 ○

保健福祉部 707 自立支援，DV防止普及啓発 ○

保健福祉部 2,989 虐待防止等の人権啓発 ○

3,756,763 

道路管理者分 土木部 2,586,800 歩道，交差点改良等

公安委員会分 警察本部 1,169,963 信号機新設，交通規制標識設置等

警察本部 6,043 飲酒運転取締用機材等

警察本部 103,067 放置車両確認事務委託等 ○

環境生活部 87,053 地方消費生活相談業務等

環境生活部 4,430 消費者啓発，ハンドブックの作成 ○

環境生活部 7,285 青年リーダー育成研修事業等

保健福祉部 200,000 退職給与引当金相当額助成

保健福祉部 2,553,043 生活扶助，医療扶助等

　取組26  外国人も活躍できる地域づくり

新 産業経済部 3,500 計画の策定に伴う実態調査等 ○ ○

在住外国人支援費 10,119 

外国籍県民支援費 産業経済部 6,439 多言語対応相談センター設置等 ○

多文化共生シンポジウム開催事業費 新 産業経済部 3,680 １回開催予定 ○

産業経済部 43,775 運営費助成

産業経済部 16,269 国際交流員受入・研修等

新 産業経済部 1,500 国際交流フェスティバルの開催

7,618 

中国・吉林省友好交流事業費 産業経済部 2,677 交流協議団の受入等 ○

米国・デラウェア州友好交流事業費 産業経済部 2,811 デラウェア大学生招致，県内学生派遣等 ○

伊国・ローマ県友好交流事業費 産業経済部 2,130 ローマ県訪問団の受入等 ○

産業経済部 9,863 ４名受入予定

事業等の名称 新規 担当部局 H19予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

重点
事業備　　　　　　　考

薬物乱用防止推進費

配偶者暴力（ＤＶ）被害者支援対策費

子ども人権対策費

国際交流フェスティバル開催事業費

事業等の名称
主要
事業
概要

主要
事業
概要

犯罪被害者支援基盤整備費

消費者被害未然防止対策費（再掲）

石巻警察署分庁舎建設費

１１０番通信指令システム改修事業費

交通安全施設整備費

違法駐車対策費

緊急配備支援システム整備費

交番・駐在所建設費

交通指導取締資機材整備費

（仮称）機動センター整備費

H19予算(千円)新規 担当部局

消費生活保護推進費

多文化共生推進体制整備費

海外技術研修員受入事業費

生活保護扶助費

県社会福祉協議会退職手当助成費

地域活動青年指導者育成事業費

外国青年招致事業費

宮城県国際交流協会支援費

友好姉妹省州県交流事業費
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３　人と自然が調和した美しく安全な県土づくり

（１）経済・社会の持続的発展と環境保全の両立

　取組27  環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献                     

新 産業経済部 352,820 地域資源の保全向上活動組織への助成 ○ ○

環境生活部 2,003 シンポジウム開催等 ○

環境生活部 3,234 環境配慮行動指針の改訂等 ○ ○

環境生活部 4,641 ラジオスポットＣＭ等 ○

環境生活部 2,212 グリーン製品認定等 ○

環境生活部 3,163 二酸化炭素排出抑制に向けた取組支援 ○

環境生活部 2,004 審議会開催，普及啓発等 ○

新 産業経済部 9,000 廃コンクリート二次製品の骨材化等

9,254 

エコファーマー支援普及事業費 産業経済部 1,198 セミナー開催等 ○

環境にやさしい農業定着促進費 産業経済部 8,056 農産物表示認証制度検討等 ○

新 産業経済部 69,500 環境保全型農業実践組織への助成 ○ ○

環境生活部 208 モデル地区での取組支援等

　取組28  廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進                         

環境生活部 816 重点市町村に対する支援 ○

産業廃棄物税基金事業費 308,370 ○

環境基本計画推進費（再掲） 環境生活部 2,730 環境配慮行動指針の改訂等 ○

３Ｒ推進普及啓発事業費 新 環境生活部 8,700 小学校等での演劇上演 ○

地域におけるバイオディーゼル燃料利活用推進
費

環境生活部 5,000 バイオディーゼル燃料によるバス運行等 ○

産業廃棄物発生抑制等支援費 環境生活部 101,000 発生抑制，再利用機器導入助成 ○

企業連携型リサイクルシステム構築支援費 環境生活部 5,000 効率的なリサイクルシステム構築支援 ○

資源循環コーディネーター派遣事業費 新 環境生活部 25,100 
環境・リサイクル産業育成支援等のための人材派
遣

○

３Ｒ新技術研究開発支援費 新 環境生活部 41,000 研究開発費助成 ○

みやぎエコファクトリー立地促進奨励費（再掲） 環境生活部 28,700 立地企業への奨励金 ○

産業廃棄物不適正処理対策費 環境生活部 12,620 仙台市への交付金

産業廃棄物処理業者指導強化事業費 環境生活部 2,220 講習会開催等 ○

産業廃棄物不法投棄監視強化事業費 環境生活部 8,400 産廃ガードマンの配置等 ○

産業廃棄物処理システム健全化促進費 環境生活部 2,000 処理過程追跡，管理システム普及促進等 ○

試験研究機器整備費 環境生活部 9,100 試験分析機器整備

家畜排せつ物広域流通円滑化事業費 新 産業経済部 17,500 たい肥保管庫整備助成

たい肥施用技術確立事業費 新 産業経済部 500 たい肥の利用促進

コンクリート製品再生利活用促進費（再掲） 新 産業経済部 9,000 廃コンクリート二次製品の骨材化等

大学等シーズ実用化促進費（再掲） 新 産業経済部 21,400 自動車部品の超臨界塗装技術の実用化 ○

たい肥利用促進試験費 新 産業経済部 2,900 たい肥の品質向上，発酵促進

スギ樹皮資源化実証試験費 新 産業経済部 3,500 スギ樹皮のリサイクル促進

産業廃棄物減量化試験費 新 産業経済部 2,000 コーヒー粕の減量化

環境生活部 334,298 基金積立金

自然エネルギー地産地消導入促進モデル事業費

農地・水・環境保全営農活動支援費

農地・水・農村環境保全向上活動支援費

エコドライブ推進費

宮城県グリーン製品普及拡大事業費

コンクリート製品再生利活用促進費

みやぎ地球温暖化対策地域推進費

グリーン購入普及拡大事業費

産業廃棄物税基金設置費

新規

環境保全型農業推進費（再掲）

新規

担当部局 重点
事業

主要
事業
概要

H19予算(千円) 備　　　　　　　考

担当部局 H19予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

主要
事業
概要

３Ｒ推進市町村等支援費

事業等の名称

自然エネルギー等・省エネルギー促進費

環境基本計画推進費

事業等の名称
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環境生活部ほか 141,197 村田町竹の内地区 ○

［債務負担行為］ [700,000]

産業経済部 664,818 加美町等

新 土木部 420,000 阿武隈川下流流域下水道 ○ ○

［債務負担行為］ [810,000]

環境生活部 14,050 適正処理推進員の設置等

環境生活部 37,000 処理基金への積立

（２） 豊かな自然環境，生活環境の保全

　取組29  豊かな自然環境，生活環境の保全

環境生活部 40,971 サンクチュアリセンター管理等

45,100 ○

伊豆沼・内沼環境保全対策費 新 環境生活部 24,100 水質改善基礎調査等 ○

蒲生干潟自然再生推進費 環境生活部 21,000 実施計画策定等 ○

産業経済部 105,599 松くい虫被害予防・防除 ○

産業経済部 3,752 枯損木除去 ○

環境生活部 10,270 防鹿柵の設置等 ○

産業経済部 779,589 造林事業等 ○ ○

環境生活部 1,764 高山植物群落の保護復元施設設置等 ○

環境生活部 17,709 計画検討，評価委員会開催等 ○ ○

環境生活部 2,626 システム検討会の開催等 ○

田んぼの楽校協働推進体制整備費（再掲） 新 産業経済部 1,000 地域，学校教育との協働活動組織の支援 ○

環境生活部 33,566 県民の森の維持管理

土木部 652,050 みちのく杜の湖畔公園（国直轄事業負担金）等

みどりのクニづくり事業費 環境生活部ほか 12,245 緑化団体の活動支援

環境生活部 3,307 インストラクター養成講座等 ○

環境生活部 700 緑化活動支援

環境生活部 1,817 松島湾環境改善効果調査 ○

環境生活部 4,900 鳴瀬川流域水循環計画作成等 ○

環境生活部 62,870 大気汚染常時監視システム等

環境生活部 80,000 浄化槽設置助成

環境生活部ほか 49,062 除去工事等

主要
事業
概要

H19予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業事業等の名称 新規

自然再生施設整備費

森林病害虫防除事業費

担当部局

ＰＣＢ廃棄物適正処理推進費

森林育成事業費（公共事業等）（再掲）

新規

水循環計画策定事業費

大気汚染観測局管理費

県有建築物アスベスト対策費

みやぎ緑づくり活動推進費

リアスの森保全対策費

傷病鳥獣救護推進費

担当部局 備　　　　　　　考H19予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

浄化槽設置推進費

産業廃棄物処理施設対策費

畜産環境総合整備費（公共事業）

県民の森保全事業費

栗駒山自然景観保全修復事業費

都市公園事業費（公共事業等）

野生鳥獣保護管理事業費

金華山森林復元事業費

下水汚泥燃料化施設整備費（特別会計）

事業等の名称

ＰＣＢ廃棄物処理計画推進費

閉鎖性水域水質保全事業費

森林環境共生育成事業費

伊豆沼・内沼環境保全対策費
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（３）住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成

　取組30  住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成          

産業経済部 392,405 土地改良施設機能保持等 ○

新 土木部 1,000 歩道除雪計画の策定 ○

土地改良区総合強化対策費 産業経済部 13,146 統合整備推進協議会への支援等

新 産業経済部 1,000 地域，学校教育との協働活動組織の支援 ○

産業経済部 216,443 耕作放棄地発生防止 ○

グリーン・ツーリズム促進費（再掲） 産業経済部 6,650 都市と農山漁村の交流促進 ○

新 産業経済部 352,820 地域資源の保全向上活動組織への助成 ○ ○

新 土木部 3,906 市町村景観計画策定支援等 ○ ○

（４）宮城県沖地震など大規模災害による被害を最小限にする県土づくり

　取組31  宮城県沖地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実   

土木部 991,000 耐震補強工事等 ○ ○

土木部 387,000 耐震岸壁整備分 ○

土木部 741,000 浄化センター等の耐震化整備分 ○

［債務負担行為］ [150,000]

土木部 305,000 落石防止

土木部 5,499,000 国道３９８号等

企業局 424,055 水管橋耐震化工事等 ○ ○

土木部 74,858 耐震診断，補強工事等 ○ ○

産業経済部 260,000 防潮水門改修 ○

土木部ほか 410,000 避難施設整備等 ○

土木部 230,000 防潮水門遠隔操作化 ○ ○

［債務負担行為］ [300,000]

新 土木部 7,381 津波防災意識啓発等 ○

総務部 6,000 情報収集伝達方法の検討 ○ ○

総務部 151,576 システムの運用，維持管理

総務部 5,049 映像設備デジタル化

土木部 65,000 ＧＩＳを活用した道路情報提供 ○

備　　　　　　　考

H19予算(千円) 備　　　　　　　考

H19予算(千円)

土地改良施設維持管理適正化事業費

新規

地域衛星通信ネットワーク整備費

田んぼの楽校協働推進体制整備費（再掲）

津波対策強化推進費

防災情報システム管理費

津波情報ネットワーク構築事業費

緊急輸送道路整備費

災害防除事業費

事業等の名称

新規 担当部局
主要
事業
概要

重点
事業

主要
事業
概要

重点
事業

担当部局

みやぎの景観形成事業費

木造住宅等震災対策費

事業等の名称

道路橋梁震災対策費

防潮水門等緊急整備費

農地・水・農村環境保全向上活動支援費（再掲）

水管橋耐震化促進費（企業会計）

仙台塩釜港整備費（公共事業等）（再掲）

流域下水道建設事業費（特別会計）（再掲）

道路管理ＧＩＳシステム整備費

雪みち計画策定事業費

海岸保全施設整備費

津波・高潮危機管理対策費

中山間地域等直接支払交付金事業費
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　取組32  洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進        

土木部 100,000 システム整備 ○

土木部 11,722,999 河川改修等 ○ ○

[782,000]

土木部ほか 1,370,467 高潮対策，局部改良等

[165,000]

土木部 4,357,789 長沼ダム等 ○

[344,000]

土木部 1,856,600 砂防ダム等 ○ ○

[382,000]

土木部 890,000 法枠工事等 ○

[57,000]

産業経済部 1,266,830 荒廃山地復旧等 ○

土木部ほか 4,497,267 被災土木施設等の災害復旧

　取組33  地域ぐるみの防災体制の充実

新 総務部 500 市町村消防広域化検討会議の開催等 ○

総務部 10,539 化学消防ポンプ自動車購入助成等

総務部 160,000 緊急運航・訓練経費等

総務部 4,561 総合防災訓練の実施等 ○

新 総務部 25,000 ＰＦＩ事業アドバイザリー業務委託 ○

新 産業経済部 367 セミナー，講習会の開催等 ○

保健福祉部 7,800 大規模災害時のボランティア受入体制整備等 ○

重点
事業

主要
事業
概要

H19予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

災害復旧事業費（公共事業等）

消防防災施設等整備費

災害ボランティア受入体制整備費

防災ヘリコプター運航管理費

消防学校移転整備費

新規

新規

治山事業費（公共事業等）

事業等の名称

［債務負担行為］

砂防事業費（公共事業等）

ダム建設事業費（公共事業等）

［債務負担行為］

海岸事業費（公共事業等）

［債務負担行為］

情報基盤緊急整備費

担当部局

担当部局

H19予算(千円) 備　　　　　　　考
主要
事業
概要

［債務負担行為］

中小企業ＢＣＰ策定支援費

河川事業費（公共事業等）

［債務負担行為］

事業等の名称

急傾斜地崩壊対策費（公共事業等）

消防広域化促進費

地域防災力向上支援費

- 20 -



４　ビジョンの実現を支える連携・協働体制の構築と効率的な県政運営の確保

総務部 308,294 市町村合併交付金等 ○ ○

企画部 3,848 合併市町村支援

企画部 692,100 市町村振興総合補助金 ○ ○

総務部 151,202 移譲事務交付金等 ○

総務部 78,944,367 県税交付金，徴税取扱費交付金等

企画部 1,448,547 市町村交付金等

56,794 ○

みやぎＮＰＯ夢ファンド支援費 環境生活部 4,000 ファンドへの拠出金 ○

みやぎＮＰＯサポートローン支援費 環境生活部 10,000 短期融資

ＮＰＯマネジメントサポート推進費 環境生活部 3,800 セミナー開催等 ○

ＮＰＯ活動拠点整備費 環境生活部 1,975 県有施設活用による拠点整備

民間非営利活動プラザ事業費 環境生活部 37,019 ＮＰＯ活動促進中核機能拠点

企画部ほか 540,330 ○

共通基盤システム保守・運用事業費 企画部 133,427 保守・機器運用等アウトソーシング業務

電子申請システム運用事業費 企画部 199,457 運用管理アウトソーシング業務

建設工事等電子入札システム整備費 出納局 63,449 保守，機器運用等アウトソーシング業務

物品等電子調達システム整備費 出納局 51,071 保守，機器運用等アウトソーシング業務

情報システム最適化事業費 新 企画部 19,800 情報システム全体最適化計画作成等

［債務負担行為］ [20,000]

ＬＧＷＡＮ整備・運用等事業費 企画部 73,126 総合行政ネットワーク運営費負担金等

企画部ほか 826,778 ○

庶務業務支援システム整備費 企画部 357,500 プログラム開発，機器整備等

人事管理システム整備費 総務部 87,000 詳細設計

財務会計システム等整備費 出納局 382,278 プログラム開発，機器整備等

総務部 188,693 自動車保有関係手続ワンストップサービス導入等

総務部 917,000 平成19年4月29日任期満了

総務部 1,243,000 平成19年7月28日任期満了

注）「重点事業」欄に○が付されている事業は，その一部または全部が県の重点事業となっているもの。

（県の重点事業の一覧表は政策課のホームページに掲載）

重点
事業H19予算(千円) 備　　　　　　　考

電源立地地域対策交付金

地方税電子申告システム開発事業費

新規 担当部局
主要
事業
概要

バックオフィスシステム整備費

権限移譲等交付金

市町村振興総合支援費

ＮＰＯ活動促進費

電子県庁推進費

県税交付金等

参議院議員選挙費

県議会議員選挙費

みやぎ地域アイデンティティー形成推進支援費

みやぎ新しいまち・未来づくり推進費

事業等の名称
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