
Ⅱ 主な事業 
（単位：千円,［  ］は債務負担行為） 

１ 力強くきめ細かな震災復興 

１ 被災者の生活再建と生活環境の確保 

・みやぎ地域復興支援費（震災復興基金） １９２,２００ （R1:252,700）地域復興支援課

被災者の生活再建等をきめ細かに支援するＮＰＯ等への助成

・地域コミュニティ再生支援費（震災復興基金） ２４５,９００

（R1:223,500）地域復興支援課 

住民主体の地域コミュニティ再生活動への支援 

（拡充）・水素エネルギー利活用推進費 ２０３,７２８ （R1:74,012）再生可能エネルギー室 

燃料電池自動車や水素ステーション整備への助成等による水素エネルギーの利活用促進 

２ 保健・医療・福祉提供体制の回復 

・健康支援費 ２８,９５９ （R1:31,947）健康推進課ほか

災害公営住宅入居者の健康調査等

・新設医学部修学資金制度構築支援費（震災復興基金） １,５００,０００

（R1:1,500,000）医療人材対策室 

一般社団法人東北地域医療支援機構に対する医学生修学資金貸付原資の出資 

・いじめ対策・不登校児童生徒支援等推進費 ２６１,０９０

（R1:235,483）義務教育課、高校教育課 

いじめ・不登校等に対応するための学校への支援員配置等 

（拡充）・みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援費 ３９７,０００ （R1:361,000）義務教育課 

被災等により心の問題を抱える児童生徒への支援 

・心のケアセンター運営支援費 ２９０,０００ （R1:320,000）精神保健推進室

被災者の心の問題への対応拠点となる心のケアセンターの運営への助成



３ 「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築 

・中小企業等復旧・復興支援費 １６,７１０,０００

（R1:21,887,000）企業復興支援室、商工金融課 

中小企業グループ等の復興事業計画に基づく生産施設や商店街施設等の復旧への助成 

・中小企業経営安定資金等貸付金（震災対応分） １８,４３９,０００[３０,０００]

（R1:20,281,000）商工金融課 

被災中小企業の資金需要に対応した安定的な資金調達を支援 

（新規）・ユニバーサルデザインタクシー普及促進費 ６０,０００ 自動車産業振興室 

ＵＤタクシーを導入する事業者への助成 

（新規）・北米及び欧州における販路開拓・定着促進費 ２２,２３７ 国際企画課 

県産品プロモーション等による県内事業者の欧米市場進出への支援 

・みやぎ観光デジタルマーケティング推進費 １１８,０００

（R1:70,000）国際企画課、アジアプロモーション課 

デジタルプロモーションや商品造成等による外国人観光客の誘客促進 

・宮城オルレ推進費（地域整備推進基金） ５４,８９８ （R1:31,820）観光課

宮城オルレによる韓国等からの誘客促進

・通年観光キャンペーン推進費（地域整備推進基金） ２００,０００ （R1:220,000）観光課

通年型の観光キャンペーンの実施

（新規）・東北デスティネーションキャンペーン推進費（地域整備推進基金）１００,０００ 観光課 

東北デスティネーションキャンペーン推進協議会への負担金等 

・仙台空港運用時間延長（２４時間化）推進費（地域整備推進基金） １２,２０３

（R1:7,401）空港臨空地域課 

仙台空港の２４時間運用に向けた取組の推進 

・航空路線誘致対策促進費（地域整備推進基金） ６０,０００ （R1:60,000）空港臨空地域課

仙台空港における国際線及び国内線の新規定期航空路線誘致のための助成

・沿岸地域就職サポートセンター運営費（震災復興基金） １０８,９７７

（R1:114,698）雇用対策課 

沿岸地域の被災求職者等へ対応する就職サポートセンターの設置・運営 



４ 農林水産業の早期復興 

・農山漁村地域復興基盤総合整備費 ３,８１７,０２９ （R1:5,680,798）農村整備課

津波被害を受けた農地におけるほ場整備、集落道路の整備等

・三陸リアスの森保全対策費（地域整備推進基金） ９０,０００ （R1:90,000）森林整備課

震災により崩壊した三陸沿岸部海岸線の山腹の復旧と保全等

・水産業人材確保支援費（震災復興基金） ２３９,５６０ （R1:275,736）水産業振興課

水産加工業従業員及び漁業就業者の宿舎整備に対する支援等

・水産基盤整備災害復旧費 ８,８０７,６５０ （R1:7,616,035）水産業基盤整備課

県営漁港施設の復旧工事等

（拡充）・第４０回全国豊かな海づくり大会推進費（震災復興基金） ３９３,８７４ 

（R1:53,334）全国豊かな海づくり大会推進室 

第４０回全国豊かな海づくり大会の開催等 

・県産品風評対策強化費（地域整備推進基金） ６０,０００ （R1:116,000）食産業振興課

県産農林水産物の安全確保と消費拡大に向けた情報発信等

・食産業ステージアッププロジェクト推進費（震災復興基金） １３２,５３７

（R1:137,004）食産業振興課 

震災で失われた販路の開拓に向けた商品開発等への支援 

・食の安全確保対策費 ３１０,８８３ （R1:301,922）畜産課ほか

肉用牛全頭を含む、農林水産物や粗飼料等の放射性物質検査の実施

５ 公共土木施設の早期復旧 

・高規格幹線道路整備費 １０,５７３,５００ （R1:10,916,400）道路課

三陸縦貫自動車道の整備推進

・みやぎ県北高速幹線道路整備費 ３,４７１,１００ （R1:4,326,000）道路課

県北高速幹線道路の整備推進

・復興関連道路整備費 ３０,６１２,０９７ （R1:26,818,015）道路課

市街地相互の接続道路の整備推進



・港湾建設復興費 ７,５１０,７６０ （R1:8,478,960）港湾課

仙台港区、塩釜港区、石巻港区の防潮堤の新設等

・海岸保全復興費 １,２３５,６４０ （R1:3,794,502）河川課

海岸堤防や津波避難表示板等の整備

・河川等災害復旧費 ２３,１００,０００ （R1:66,202,500）防災砂防課

公共土木施設の復旧工事等

・都市公園整備費 ４３４,１０６ （R1:1,315,257）都市計画課

石巻南浜津波復興祈念公園の整備等

・復興関連街路整備費 ９,３２３,１２５ （R1:9,978,250）都市計画課

門脇流留線等の市街地相互の接続道路の整備推進

６ 安心して学べる教育環境の確保 

・被災児童生徒等就学支援費 ２,４８３,５３４ （R1:3,090,663）義務教育課、高校教育課ほか

被災児童生徒や保護者等への支援

・東日本大震災みやぎこども育英基金助成費 ４１７,０６９ （R1:449,660）教育庁総務課

東日本大震災による孤児・遺児への月額金給付及び一時金給付による修学等の支援

・緊急スクールカウンセラー等派遣費 ７６２,２９７

（R1:987,367）義務教育課、高校教育課ほか 

公立学校等へのスクールカウンセラー派遣等 

・小中学校学力向上推進費 ９４,３１３ （R1:110,878）義務教育課

被災児童生徒に対する放課後及び週末等の学習支援

・自然の家災害復旧費 １,５７８,８１１ （R1:726,845）生涯学習課

松島自然の家本館等の復旧工事

７ 防災機能・治安体制の回復 

・広域防災拠点整備費（地域整備推進基金） ３,６３１,９８０ （R1:2,684,590）都市計画課

宮城野原地区における広域防災拠点整備のための公共補償等



・東日本大震災記憶伝承・検証費（地域整備推進基金） ５８,８００[６５,０００]

（R1:32,000）震災復興推進課 

県職員の経験を基にした復旧・復興の取組の検証、記録映像の収集等 

（新規）・東日本大震災伝承推進費（地域整備推進基金） ３,０００ 震災復興推進課 

地域で震災伝承活動を行う団体等を対象とした研修会の開催 

・警察施設機能強化費 １,５７１,８４５ （R1:222,372）警察本部

南三陸警察署、被災駐在所の復旧等

２ 地域経済の更なる成長 

・企業立地促進奨励金 ２,２８１,６００ （R1:2,780,300）産業立地推進課ほか

県内に工場等を新増設した企業への奨励金等

・ＥＭＣ総合試験棟整備費 ２７５,４１４[６４３,０００] （R1:29,726）新産業振興課

産業技術総合センターＥＭＣ総合試験棟の整備

（新規）・小規模宿泊施設普及拡大費 １８,３００ 食と暮らしの安全推進課 

小規模宿泊施設（民泊・簡易宿所）の開業・運営支援等 

（新規）・松島湾周遊体験観光地整備費 １４０,０００ 観光課 

松島湾エリアの長期滞在化促進に向けた観光コンテンツの整備等 

（拡充）・産地パワーアップ推進費 １,０３０,０００ （R1:71,020）みやぎ米推進課 

農業の収益性向上に向けた栽培施設整備等への支援 

・みやぎ米新品種ブランド力強化費（地域整備推進基金） ７９,１２４

（R1:81,000）みやぎ米推進課 

だて正夢や金のいぶきのブランド力強化に向けた取組等 

・スマート農業先進県みやぎプロジェクト推進費 １６,７８２ （R1:20,500）農業振興課

ＩＣＴやロボット技術を活用したスマート農業の普及推進、技術検証等

・森林経営管理市町村支援費 ７１,６５９ （R1:50,000）林業振興課

森林経営管理制度において市町村が実施する森林整備等への支援

（新規）・持続可能なみやぎの漁場環境づくり推進費 １３,９３３ 水産業基盤整備課 

海洋ごみの回収や磯焼け対策への助成等 



（新規）・養殖生産体制強化費 ４４,４４２ 水産業振興課 

水産業の成長産業化に向けた閉鎖循環式陸上養殖施設の整備 

・移住・起業・就業支援費 １８８,４００

（R1:165,000）地域復興支援課、中小企業支援室、雇用対策課 

首都圏からのＵＩＪターンの促進、就業を希望する女性・高齢者等の掘り起こし 

・農林水産業担い手対策費 ６１７,６６８ （R1:663,318）農業振興課ほか

新規就業者支援や女性就労環境整備等の農林水産業の総合的な担い手確保対策

３ 安心していきいきと暮らせる宮城の実現 

・乳幼児医療助成費 １,５４０,０００ （R1:1,610,000）子ども・家庭支援課

就学前の子どもの医療費への助成

・待機児童解消推進費（震災復興基金） ７１９,６９１ （R1:829,282）子育て社会推進室

待機児童解消のための保育所整備、事業所内保育所の整備支援等

・地域子ども・子育て支援費 ２,７６０,０００ （R1:2,570,000）子育て社会推進室

放課後児童クラブ等の地域子ども・子育て支援への助成

（拡充）・児童虐待防止強化費 ７６,０００ （R1:33,605）子ども・家庭支援課 

児童虐待防止のためのＳＮＳ相談の実施等による対策の強化 

（新規）・子どもの貧困対策推進費 １６,１８５ 子育て社会推進室 

子どもの貧困対策に取り組む市町村への助成、活動団体支援等 

・県立学校ＩＣＴ機器整備推進費 ３３２,０００ （R1:250,000）教育企画室

県立学校における教員用ＩＣＴ機器の整備、機器活用による授業の推進

（拡充）・ＩＣＴ教育環境整備促進費 ５４,９５８ （R1:12,000）高校教育課、特別支援教育課 

ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた生徒用ＩＣＴ機器の整備 

・みやぎグローバル人材育成費 ２５３,９５７[３０４,０００]

（R1:86,000）教職員課、高校教育課、施設整備課 

県立学校における国際バカロレアの実施に向けた準備 

（新規）・不登校等児童生徒学び支援教室運営費 １７,６１０ 義務教育課 

小中学校への学び支援教室の設置による学習指導及び社会的自立支援モデルの構築 



（新規）・スクールサポートスタッフ配置費 １４,５１６ 教職員課 

教員が児童生徒の指導に注力できる体制を構築するための業務支援スタッフの配置 

（拡充）・部活動指導員配置促進費 １５,８８９ （R1:5,353）スポーツ健康課 

県立学校への部活動指導員の配置、市町村立中学校への配置に対する助成等 

（拡充）・特別支援学校スクールバス運行費 １,１１４,５５５ （R1:743,606）特別支援教育課 

通学時間短縮のための増便 

（新規）・私立特別支援学校設置支援費 ４００,０００ 特別支援教育課 

学校法人が行う高等学園整備に対する助成 

・県立学校施設整備費 １３,０５８,８２１[７,２８０,０００] （R1:7,453,241）施設整備課

校舎改築（石巻好文館高校、宮城第一高校等）、南部地区職業教育拠点校整備等

・幼児教育無償化推進費 ４,７７４,２３３

（R1:2,986,783）私学・公益法人課、子育て社会推進室、障害福祉課 

幼児教育無償化に係る市町村への負担金等 

・私立学校助成費 １０,９２１,９７９ （R1:11,466,969）私学・公益法人課

私立学校に対する運営費助成や保護者の負担軽減を図る授業料軽減補助等

（新規）・私立高等学校安全設備整備助成費 ４０,０００ 私学・公益法人課 

私立高等学校の運営費のうち防犯・災害対策に係る設備等の整備に対する助成 

（新規）・私立高等学校入学金軽減支援費 １０８,０００ 私学・公益法人課 

所得に応じた入学金の減免を行った私立高等学校に対する助成 

（拡充）・高等学校就学支援費 ８,５５７,３０３ （R1:7,332,035）私学・公益法人課、高校教育課 

授業料負担軽減のための就学支援金の助成 

（新規）・私立専修学校修学支援費 ３,０００,０００ 私学・公益法人課 

所得に応じた入学金及び授業料の減免を行った私立専修学校に対する助成 

（新規）・就職氷河期世代支援費 ５０,０００ 雇用対策課 

就職説明会や相談会の開催等による就職氷河期世代への就労支援 

（拡充）・病床機能分化・連携推進基盤整備費 ４８０,０００ （R1:107,961）医療政策課 

回復期病床の整備等による病床機能の分化及び連携の推進 



（新規）・がん患者生殖機能温存治療助成費 ３,６３４ 健康推進課 

ＡＹＡ世代（概ね１５歳から３９歳まで）のがん患者の生殖機能温存治療費への助成等 

（新規）・介護人材確保対策緊急アクションプラン推進費 １２０,０００ 長寿社会政策課 

介護施設の働き方改革、介護人材確保への支援、イメージアップキャンペーンの実施等 

・オリンピック・パラリンピック推進費 ５９０,１９１

（R1:1,276,369）オリンピック・パラリンピック大会推進課 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の推進 

（新規）・慶長遣欧使節帰国４００年等記念事業費 １５,０００ 消費生活・文化課 

記念イベントの開催・広報、写真・映像等のアーカイブ整備等 

・移住・定住推進費 ５７,０００ （R1:50,000）地域復興支援課

県内全市町村が参加する首都圏での移住イベント開催等による移住・定住の推進

（新規）・警察官耐刃防護衣改良費 ５５,０００ 警察本部 

警察官の安全確保のための改良型耐刃防護衣の整備 

・（仮称）栗原警察署建設費 １４６,９００[４９,０００] （R1:49,000）警察本部

（仮称）栗原警察署の用地造成及び設計

（新規）・情報保障・合理的配慮推進費 ２８,３４９ 障害福祉課 

意思疎通支援者の養成、耳マークの普及啓発、行政サービス等における合理的配慮等 

４ 美しく安全なまちづくり 

（拡充）・鳥獣害防止対策費 ３５１,４０３ （R1:245,432）農山漁村なりわい課 

市町村が取り組む鳥獣害防止対策への助成等 

（拡充）・野生鳥獣保護管理対策費 ２５４,８３４ （R1:111,410）自然保護課 

保護管理事業の実施強化、鳥獣被害対策専門指導員の設置等 

（新規）・令和のむらづくり推進費 ２９,６５０ 農山漁村なりわい課 

地域資源ビジネスの創出や都市農村交流の推進等 

・水道広域化推進プラン策定費 ３０,５５６ （R1:40,542）食と暮らしの安全推進課

水道広域化推進プランの策定に向けた調査等



（拡充）・防災・減災・国土強靱化対策費 ９,０９０,２５５ （R1:6,104,784）農村整備課、河川課ほか 

防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策 

（拡充）・災害に強い川づくり緊急対策費 ２,７７５,５３５[６２５,０００]（R1:2,177,035）河川課 

河川の再度災害防止と河川堤防の安全度確保対策等 

（新規）・小学校スクールゾーン内ブロック塀等除却助成費 ３６,９７５ 建築宅地課 

小学校スクールゾーン内の倒壊危険のあるブロック塀等の除却への助成 

・総合防災情報システム改修費 ３９４,０００ （R1:12,800）危機対策課

総合防災情報システム「ＭＩＤＯＲＩ」の改修

・県有施設再編等調査費 ４２,０００[８,０００] （R1:37,000）震災復興政策課

震災復興計画の終了後を見据えた県有施設再編等のあり方検討

・公共施設等長寿命化対策費 ３４,１１０,２１８

（R1:26,864,535）管財課、道路課、スポーツ健康課ほか 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進 

５ 令和元年台風第１９号関連  

・応急救助費 ３６４,３６２ 震災援護室

災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与や市町村の応急救助に対する負担金等

・社会福祉施設等復旧支援費 ２５３,５５１ 長寿社会政策課ほか

介護施設、保育所、障害福祉施設等の復旧への助成

・中小企業等復旧・復興支援費 １２,４００,０００ 企業復興支援室

中小企業グループ等の復興事業計画に基づく生産施設や商店街施設等の復旧への助成

・地域企業再建支援費 ４０５,０００ 新産業振興課、商工金融課、観光課

被災中小企業等（製造業、商業、観光業等）の施設設備復旧への助成

・公共施設等災害復旧費 ２４,７７１,９１８[２,６８０,０００] 農村整備課ほか

農業用施設及び公共土木施設の復旧等

・公共施設等災害関連事業費 ３,５１６,２２０[３８０,０００] 森林整備課ほか

荒廃山地の復旧治山、２次災害防止のための緊急対策等



６ その他 

・市町村振興総合支援費 ６８１,８００ （R1:681,800）地域復興支援課

選択裁量型の市町村振興総合補助金による個性的で独自性のあるまちづくり支援等

・公立大学法人宮城大学運営費交付金 ２,３８２,５３４ （R1:2,624,655）私学・公益法人課

宮城大学の人件費や運営経費等、業務運営に必要な経費の助成


