
２　平成１８年度に重点的，戦略的に取り組む事業等

（１）富県戦略による宮城の産業経済の飛躍への助走

ア　経済発展に向けた基本方針の策定と推進

【主な事業等】

新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

新 産業経済部 3,000 ○ ○

イ　既存産業の構造改革の推進と新産業分野の創出

【主な事業等】

新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

①　既存産業の体質強化と構造改革の推進

土木部 1,220 ○ ○

企業的農業経営体育成費 産業経済部 15,538

新 産業経済部 2,000 ○

利子補給 130,705 ○

農業近代化資金 産業経済部 62,353 融資枠15億円

［債務負担行為］ 産業経済部 ［99,536］ 融資枠15億円

漁業近代化資金 産業経済部 68,352 融資枠20億円

［債務負担行為］ 産業経済部 ［214,725］ 融資枠20億円

貸付金 38,141,000 ○

中小企業経営安定資金貸付金 産業経済部 36,110,000 ○

［債務負担行為］ 産業経済部 ［222,000］

中小企業産業振興資金貸付金 産業経済部 761,000 ○

［債務負担行為］ 産業経済部 ［8,000］

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

［債務負担行為］ 産業経済部 ［11,000］

農業改良資金（特別会計） 産業経済部 200,000

林業・木材産業改善資金（特別会計） 産業経済部 300,000

沿岸漁業改善資金（特別会計） 産業経済部 560,000

産業経済部 81,189

建設業経営多角化支援費

備　　　         考

　富と雇用の創出に向けた産業活性化に戦略的に取り組んでいくため，「みやぎ経営戦略会議」を設置し，産業経済活性化
の骨幹となる基本方針を策定する。

事業等の名称

備　　　         考

融資枠1,122億4,900万円

融資枠1,122億4,900万円

地域営農システム推進費

融資枠17億8,400万円

融資枠5億6,000万円

融資枠2億円

融資枠3億円

相談窓口設置，セミナー開催等

保証料助成信用保証協会経営基盤強化対策費

　中小企業など既存産業の経営基盤の強化を図るとともに，建設業の他分野進出を支援するなど，既存産業の体質強化と構
造改革を推進する。
　また，光関連産業や自動車関連産業，福祉関連産業，環境関連産業及び情報関連産業など，本県において新たに成長が期
待される産業分野に対して重点的に支援するとともに，企業の知的財産の活用に向けた支援体制を強化する。

年６回開催予定みやぎ経営戦略会議開催事業費（再掲）

事業等の名称

地域農業担い手経営体の育成支援等

融資枠2億1,000万円

地域営農システム推進リーダー養成等

融資枠17億8,400万円

融資枠2億1,000万円
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新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

②　新成長産業の創出と育成

光関連産業育成支援事業費 新 産業経済部 2,992 ○ ○

自動車関連産業特別支援事業費 新 産業経済部 15,000 ○ ○

先端・基盤技術高度化支援事業費 産業経済部 12,500 ○

機能性食品等開発普及支援事業費 産業経済部 2,000 ○

生活支援機器産業育成・支援事業費 産業経済部 6,500 ○

環境関連新技術開発支援事業費 産業経済部 17,500 ○ ○

みやぎｅ-ブランド確立支援事業費 新 企画部 31,000 ○ ○

東北テクノロジーセンター運営事業費 企画部 5,000 ○

ＩＴビジネス競争力強化市場形成促進事業費 企画部 4,500 ○

知的財産権活用推進研修事業費 新 産業経済部 5,750 ○ ○

ウ　内外の企業，資本誘致の積極的な展開と集積の促進 

【主な事業等】

新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

産業経済部 666,288 ○ ○

情報通信関連企業立地促進奨励費 1,104,096 ○

情報通信関連企業立地促進奨励金 企画部 85,000 ○

コールセンター立地促進特別奨励金 企画部 1,004,096 ○

コールセンターサポート事業費 企画部 15,000 ○

みやぎエコファクトリー立地促進奨励費 環境生活部 750,560 ○ ○

外資系（研究開発型）企業誘致促進事業費 新 産業経済部 5,000 ○ ○

工業立地促進資金貸付金 産業経済部 1,000,000 融資枠40億円

賃貸制度導入促進事業費 産業経済部 1,681 ○

<<非予算的手法>>

コールセンター求人情報提供事業費 企画部 －

エ　観光王国みやぎ戦略の推進

【主な事業等】

新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

新 産業経済部 7,706 ○ ○

産業経済部 3,200 ○

産業経済部 7,021 ○ ○

新 産業経済部 4,000 ○

産業経済部 7,500 ○ ○

産業経済部 3,445 ○

産業経済部 30,000 ○

新 企画部 500 ○ ○

県内企業と誘致企業のマッチング等

自動車産業の取引・受注獲得支援等

抗糖化食品開発支援等

基盤技術高度化支援センター運営費等

備　　　         考

事業等の名称

高校等個別訪問，意見交換会開催

県内工業団地への制度導入促進

福祉機器等のデータベース化・情報提供等

県内ＩＣＴ企業への商品開発・販路拡大支援

高度ＩＴ技術研修等

事業等の名称

民力を活用した海洋資源体験学習館推進事業費

グリーン・ツーリズム促進支援事業費

観光立県みやぎ戦略推進事業費

みやぎの観光イメージアップ事業費

外国人観光客誘致促進事業費

観光客誘致ステップアップ事業費

地域産業振興事業費

民間主導型国内観光客誘致対策連携事業費

　みやぎ観光戦略プランを策定するとともに，国内観光客の誘客促進，東アジアを中心とした海外からの外国人観光客の誘
致促進などに積極的に取り組む。また，グリーン・ツーリズムの促進や多彩な地域資源を活用した観光振興事業を展開する
とともに，民間活力による観光拠点の設置促進に向けた検討などを行う。

備　　　         考

企業立地促進奨励費

新技術開発産学官ネットワーク形成事業等

事業等の名称

事業手法等の検討

東アジアからの誘客促進

地方振興事務所自主事業

新規旅行市場の開拓・強化

都市と農山漁村の交流促進

民間観光客誘致団体とのタイアップ

備　　　         考

地元企業のビジネスチャンス獲得支援

みやぎ観光戦略プランの策定

国内観光客の誘客促進

知的所有権センター運営費等

立地企業への奨励金

立地企業への奨励金

オペレーター養成セミナー等

　研究開発型企業，情報通信関連企業や環境関連企業の立地促進に向けた各種事業に取り組むとともに，知事自ら先頭に
立った成長企業へのトップセールスを積極的に展開し，国内外の資本，企業の誘致を推進する。

外資系企業誘致活動費

立地企業への奨励金

立地企業への奨励金
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オ　食材王国みやぎへの本格的な展開

【主な事業等】

新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

①　地域産品のブランド化促進

食材王国みやぎ創造推進費 12,304 ○

食材王国みやぎ総合推進費 産業経済部 9,644 ○

食べらinみやぎ事業費 産業経済部 2,660 若手料理人甲子園の開催等

みやぎのおいしい「食」ブランド化戦略推進事業費 新 産業経済部 1,000 ○ ○

みやぎの野菜ブランド化推進事業費 新 産業経済部 3,106 ○

個性派野菜ブランド化促進事業費 新 産業経済部 1,784 ○ ○

産業経済部 12,442 ○

みやぎの園芸ブランドパワーアップ推進事業費 産業経済部 1,000

地域特産品認証事業費 産業経済部 984

首都圏県産品販売等拠点運営事業費 産業経済部 157,325 ○ ○

米ビジネス推進事業費 産業経済部 30,729 ○ ○

麦・大豆ビジネス推進費 産業経済部 4,140 ○

園芸特産戦略産地育成事業費 新 産業経済部 4,803 ○

山の幸振興総合対策費 産業経済部 2,755 ○

みやぎの水産物トップブランド形成費 産業経済部 5,100 ○ ○

みやぎおさかな１２つき提供事業 新 産業経済部 1,000 ○

<<非予算的手法>>

「みやぎブランド」首都圏浸透プロジェクト 新 企画部 －

②　地域に根ざした食育の推進

新 保健福祉部 4,000 ○ ○

食育実践地域活動支援事業費 産業経済部 4,499

学校給食地場野菜等利用拡大事業費 産業経済部 2,700 ○

食育実践方策検討会の開催等

地場野菜等供給システム確立等

首都圏ホテル等との連携

食育推進費 県計画策定，食育の普及推進

特用林産物の振興

水産物の戦略的マーケティング活動支援

水産物の地産地消体制の整備

東京アンテナショップの運営

みやぎ米ブランドの確立

売れる麦・大豆づくりの生産振興

園芸特産重点戦略産地育成委員会の設置
等

養殖水産物ブランド化推進・強化事業費 カキ浄化処理機器整備助成等

園芸作物の銘柄確立

検討委員会開催等

食材王国みやぎフェアの開催

「みやぎの食ブランド化戦略」の策定

園芸特産農産物のブランド品目開発

プンタレッラの高付加価値化・販売促進

　本県地域産品のブランド化を総合的に推進する。また，首都圏における県産品販売の拠点である東京アンテナショップの
活用などにより，市場ニーズを重視した県産品販売を支援するとともに，米，麦，大豆及び園芸特産品や特用林産品などの
付加価値創造に向けた各種事業を実施する。
　さらに，豊かな食材に恵まれた本県の特性を踏まえ，「宮城県食育推進計画」の策定や食育啓発普及などを通じて，地域
に根ざした健全な食育の推進を目指す。

事業等の名称 備　　　         考
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カ　アグリビジネスなどの戦略的展開

【主な事業等】

新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

①　アグリビジネスの振興

新世代アグリビジネス総合推進事業費 新 産業経済部 20,957 ○ ○

みやぎの養液栽培普及推進事業費 産業経済部 2,565 ○ ○

土木部 1,220 ○ ○

グリーン・ツーリズム促進支援事業費（再掲） 産業経済部 7,500 ○ ○

新みやぎの農業教育訓練システム整備事業費 新 産業経済部 2,000 ○ ○

新規就農者支援費 42,200 ○

新規就農者支援費 産業経済部 40,200 ○

地域営農システム推進費（再掲） 新 産業経済部 2,000 ○

ふるさと食品活性化ネットワーク支援費 産業経済部 1,228 ○

企業的農業経営体育成費(再掲) 産業経済部 15,538

<<非予算的手法>>

民間企業等の農業参入相談事業費 産業経済部 －

②　水産林業の振興

みやぎ木づかいモデル創造事業費 新 産業経済部 4,500 ○ ○

「もっともっと・みやぎの間伐材」流通拡大対策事業費 新 産業経済部 12,000 ○ ○

みやぎブランド材流通強化対策事業費 産業経済部 5,350 ○

未利用森林資源活用推進費 産業経済部 430,338

みやぎの水産物トップブランド形成費（再掲） 産業経済部 5,100 ○ ○

みやぎおさかな１２つき提供事業費（再掲） 新 産業経済部 1,000 ○

<<非予算的手法>>

木材利用推進行動計画の策定等による県産材需要の拡大 新 産業経済部 －

水産物の戦略的マーケティング活動支援

水産物の地産地消体制の整備

公共事業における木材利用推進等

県産材利用技術の開発

低コスト間伐材生産流通支援

高品質県産材の流通拡大

木材の新流通加工システム構築支援

アグリビジネス起業者への支援

農業参入相談窓口設置

地域農業担い手経営体の育成支援等

都市と農山漁村の交流促進

農業担い手育成体制の整備

就農支援資金償還助成等

地域営農システム推進リーダー養成等

アグリビジネス推進体制整備等

宮城型養液栽培システムの普及

建設業経営多角化支援費（再掲） 相談窓口設置，セミナー開催等

　農業をはじめとした一次産業の成長産業への転換を目指して，各種事業を展開する。
　アグリビジネスについては，アグリビジネス経営体の育成支援，内外の企業のアグリ分野への進出・誘致の促進，農山村
地域の豊かな自然や食文化を活用したグリーン・ツーリズムの推進などに取り組む。また，社会人を含めた新規就農者の創
出や，意欲ある担い手の確保・育成のための研修体制の整備を進める。
　水産業については，水産物の販路拡大に向けたブランド化，水産物の地産地消体制の整備などを推進する。また，林業に
ついては，ブランド材の生産・流通強化や間伐材の流通拡大対策などを進めるとともに，県産材の活用や新規需要を喚起す
るための事業に取り組む。

事業等の名称 備　　　         考
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キ　地域産業の再生と雇用の確保 

【主な事業等】

新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

①　中小企業等の経営体質の強化

産業経済部 14,000 ○ ○

産業経済部 ［150,000］ ○

利子補給（再掲） 130,705 ○

農業近代化資金 産業経済部 62,353 融資枠15億円

［債務負担行為］ 産業経済部 ［99,536］ 融資枠15億円

漁業近代化資金 産業経済部 68,352 融資枠20億円

［債務負担行為］ 産業経済部 ［214,725］ 融資枠20億円

貸付金（再掲） 38,141,000 ○

中小企業経営安定資金貸付金 産業経済部 36,110,000 ○

　　［債務負担行為］ 産業経済部 ［222,000］

中小企業産業振興資金貸付金 産業経済部 761,000 ○

　　［債務負担行為］ 産業経済部 ［8,000］

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

　　［債務負担行為］ 産業経済部 ［11,000］

農業改良資金（特別会計） 産業経済部 200,000

林業・木材産業改善資金（特別会計） 産業経済部 300,000

沿岸漁業改善資金（特別会計） 産業経済部 560,000

産業経済部 81,189

産業経済部 ［96,000］ ○

産業経済部 ［18,000］

産業経済部 2,294 ○

産業経済部 35,560

産業経済部 1,600

産業経済部 33,276 ○

新 産業経済部 15,000 ○ ○

産業経済部 4,500

産業経済部 3,631

産業経済部 1,137若手マネジャー等実践研修事業費 大型量販店等での研修

みやぎいいものテクノフェア開催費 実行委員会負担金

商店街総合支援費 TMOの育成と商店街の活性化

みやぎマーケティング・サポート事業費 実践経営塾設置等

自動車関連産業特別支援事業費（再掲） 自動車産業の取引・受注獲得支援等

中小企業経営革新事業費 中小企業等の経営革新の促進

デザイン重視型ものづくり支援費 マッチング支援(デザイナー等)等

産業再生借換特別保証事業費［債務負担行為］ 制度融資等の一本化借換保証

債権担保証券市場創設支援費 債権担保証券市場の制度周知・普及等

信用保証協会経営基盤強化対策費（再掲） 保証料助成

中小企業再生特別保証事業費［債務負担行為］
再生支援協議会支援企業への融資に対す
る債務保証

融資枠2億1,000万円

融資枠2億円

融資枠3億円

融資枠5億6,000万円

融資枠1,122億4,900万円

融資枠17億8,400万円

融資枠17億8,400万円

融資枠2億1,000万円

融資枠1,122億4,900万円

中小企業再生支援事業費
宮城県中小企業再生支援協議会運営費助
成等

中小企業再生ファンド事業費［債務負担行為］
みやぎ企業再生ファンド支援企業への融資
に対する債務保証

　中小企業等の経営体質の強化に向け，中小企業再生支援協議会への支援や，各種制度資金の貸付，経営指導等を進める。
　また，雇用環境の厳しい高校生の就職支援に重点を置いた事業を推進するとともに，各種の雇用対策を展開し，雇用の拡
大を図る。さらに，みやぎジョブカフェ（みやぎ若年者就職支援センター）において，キャリアカウンセリングや就職支援
セミナー等を引き続き実施するとともに，若者がしっかりした職業観を持つことできるよう，子どもの発達段階に応じた職
業教育などの取組を進める。

事業等の名称 備　　　         考
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新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

②　若年層を中心とした雇用対策の推進

産業経済部 50,000 ○ ○

産業経済部 6,100 ○

産業経済部 9,998 ○

25,360 ○

私立学校新規高卒者就職支援事業費 総務部 3,600 ○

職業観を育む支援事業費 教育庁 5,500 ○

ジョブサポート事業費 教育庁 15,000 ○

キャリア教育総合推進事業費 教育庁 1,260

産業経済部ほか 77,921

ク　産業経済を支える広域交通インフラの整備推進と地域活性化への挑戦 

【主な事業等】

新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

①　高速道路網等の整備推進

道路橋りょう事業費（公共事業等） 土木部 33,699,726

［債務負担行為］ 土木部 ［2,232,000］

街路事業費（公共事業等） 土木部 3,932,000 仙石線連続立体交差事業等

高規格幹線道路整備事業費 6,217,911 ○ ○

高規格幹線道路整備事業費 土木部 4,797,911

地域高規格道路整備費 土木部 1,420,000

高規格幹線道路アクセス道路整備費 土木部 2,347,000

②　仙台空港の機能の拡充とアクセス等周辺施設の整備

8,599,214 ○

仙台空港国際空港化促進事業費 土木部 13,236 ○

仙台空港整備費 土木部 444,280 国直轄事業負担金等

仙台空港アクセス鉄道整備推進費 土木部 2,772,576 ○

仙台空港臨空都市整備推進事業費 土木部 5,222,748 ○

仙台空港臨空都市整備事業費（交通安全施設整備） 新 警察本部 146,374 ○

③　仙台国際貿易港と周辺施設の整備と活用

港湾事業費（公共事業等） 土木部 4,988,498 ○

仙台港背後地土地区画整理事業費 土木部 3,073,616 ○ ○

仙台港整備費（公共事業等） 1,332,860

仙台国際貿易港整備事業費 土木部 16,200 ○

仙台国際貿易港振興対策事業費 土木部 6,081 ○

仙台港整備費（公共事業等） 土木部 1,310,579 仙台港（直轄）等

④　SA，PA等を活用した地域活性化のための方策検討

高速自動車道沿線開発整備プラン策定事業費 新 企画部 500 ○ ○

外国貿易コンテナ定期航路誘致促進事業
等

開発基本方針，整備プラン等の検討

特定重要港湾改修等

区画整理事業等

仙台塩釜港（仙台港区）

エアポートセールス等

第三セクター補助金・貸付金

区画整理組合助成等

交通信号機新設等

（一）半田山下線等

仙台空港整備推進関連事業費

（一）杉ヶ袋増田線等

三陸縦貫自動車道(直轄)等

（主）築館登米線

　産業経済活動のために重要なインフラである三陸縦貫自動車道，仙台北部道路，常磐自動車道，みやぎ県北高速幹線道路
等高速道路網の整備を推進する。
　また，東北地方の拠点空港である仙台空港の国際空港機能の強化に向け，平成１８年度開業予定の仙台空港アクセス鉄道
や周辺機能の整備を推進するとともに，アジア等へのエアポートセールスの積極的な展開，新規路線の開設などに重点的に
取り組む。また，仙台国際貿易港の港湾利用の拡大に向けた積極的なポートセールスを実施する。
　このほか，高速道路サービスエリア等を活用した地域活性化策の検討にも着手する。

事業等の名称 備　　　         考

県立高校への就職支援員配置

外部講師による講演等

日本版デュアルシステム推進事業費 実務・教育連結型人材育成

新規高卒者就職支援事業費

就職支援アドバイザーの配置支援

就職ガイダンス，マナー講習等

みやぎ雇用創出対策事業費 離職者再就職奨励金等

新規高卒未就職者対策事業費 カウンセリングを通じた就職支援等

若年者就職支援ワンストップセンター事業費 能力開発等から就職までの一貫支援

事業等の名称 備　　　         考
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【（１）関連事業】

新 担当部局 H18予算(千円) 重点
事業

主要
事業
概要

リエゾン活動事業費 産業経済部 16,093

新系統豚造成費 産業経済部 18,636

創造的付加価値創出型研究開発等推進費 産業経済部 11,204

農業試験研究費 産業経済部 140,723

林業試験研究費 産業経済部 7,812

水産試験研究費 産業経済部 31,819

工業試験研究費 産業経済部 23,343

農業農村整備事業費（公共事業等） 産業経済部 42,561,800

［債務負担行為］ 産業経済部 ［1,443,005］

土地改良施設維持管理適正化費 産業経済部 431,372

海岸事業費（公共事業等） 産業経済部 350,000

［債務負担行為］ 産業経済部 [964,000]

ふるさと農道緊急整備費 産業経済部 408,000

21世紀みやぎの牛づくり活性化事業費 産業経済部 37,513 基幹種雄牛選抜事業

草地開発整備事業費（公共事業） 産業経済部 99,421

水産物供給基盤整備事業費（公共事業等） 産業経済部 1,361,720

広域漁港整備事業費（公共事業等） 産業経済部 2,340,000

漁港環境整備事業費（公共事業等） 産業経済部 110,000

沿岸漁場整備開発事業費（公共事業等） 産業経済部 100,000

漁村総合整備事業費（公共事業等） 産業経済部 196,720

水産物供給施設衛生高度化推進事業費 産業経済部 335,533 ○

林道事業費（公共事業等） 産業経済部 321,251

ふるさと林道緊急整備費 産業経済部 122,000

土地区画整理事業費(公共事業費) 土木部 1,702,000

都市公園事業費(公共事業等) 土木部 709,167

市街地再開発費 土木部 179,915

食生活改善普及費 保健福祉部 4,689

宮城大学新学部設置事業費 総務部 3,131,000

地方鉄道対策費 企画部 69,290 ○

バス路線対策費 企画部 127,598

離島航路対策費 企画部 174,250

鉄道施設保全整備費助成

地方路線バス運行費助成

離島航路運行費助成，経営安定資金貸付

加瀬沼公園・みちのく公園

組合施行事業助成

講習会開催・普及

食産業学部校舎建設等

消費者ニーズ対応型水産物供給体制整備

林道・山村居住環境整備

女川京ヶ森線等

大和町等

波路上漁港等

桂島漁港等

仙台湾

小屋取漁港等

石巻地区

狐崎漁港等

土地改良施設機能保持等

海岸保全区域・海岸保全施設整備等

本吉町等

工業技術の高度化等

土地改良事業等

水産業技術の高度化等

林業技術の高度化等

技術協力・技術者養成

新系統豚造成

各試験研究機関連携促進等

農業技術の高度化等

事業等の名称 備　  　　     考
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