
Ⅱ 主な事業

※ 「１ 富県宮城推進基金事業」、「２ 富県宮城の実現」に重複して同一名称の事業

があるが、前者は新規・拡充事業として「みやぎ発展税」を充当するもの、後者は、

従来事業として既存財源を充当するものとして区分。

（単位：千円，［ ］は債務負担行為）

１ 富県宮城推進基金事業

（新規）・富県宮城推進基金造成費 ４,３４４,０００

「みやぎ発展税」収入額の基金積立金

（１）企業集積促進

・情報通信関連企業立地促進奨励費 ６３,４５０

県内地方都市への立地や顧客からの受信型コールセンター等に限定した奨励金の交付

（新規）・企業立地促進法関連産業集積促進費 １５０,０００

市町村が行うオーダーメイド型工場用地造成事業等に対する無利子等貸付金

（新規）・（仮称）大衡インターチェンジ等整備費 １,０５０,０００

仙台北部・第二仙台北部中核工業団地のアクセス向上を図るインターチェンジの新設等

（新規）・交通安全施設整備費 ２０,０００

県内工業団地等への企業進出に伴い、交通の円滑化を図るために行う信号機等の設置

（２）中小企業技術高度化支援

・富県宮城技術支援拠点整備費 １８０,０００

産業技術総合センターに機器を整備し、自動車関連産業等に参入を図る中小企業を支援

・地域企業競争力強化支援費 ８,０００

自動車・高度電子機械産業の関連技術を実用化する研究を行い、企業の製品開発等を支援

・自動車関連産業ＯＢ人材活用事業費 １９,０００

企業の技術力高度化に向けた企業ＯＢの活用による企業訪問や生産工程改善指導の強化

（新規）・高度電子機械産業集積促進費 ２,０００

半導体関連企業とのマッチング商談会を開催し、県内企業の新分野進出と取引拡大を支援

（新規）・富県宮城資金円滑化支援費 ２０,０００

自動車・高度電子機械産業に参入する中小企業を対象に、信用保証料を優遇



（３）人づくり支援

・みやぎ自動車関連産業人材育成事業費 ４５,０００

高等技術専門校に訓練用機材を整備し、自動車関連産業が求める即戦力の人材を育成

（新規）・ものづくり人材育成確保対策費 ６,０００

キャリアカウンセラーの高校への派遣や大学等を対象とした製造業ＰＲセミナー等の開催

（新規）・高等学校ものづくり実践力向上対策費 ２８,０００

県立の工業系高校での熟練技能者による技術指導と精度の高い工作機械の導入

（新規）・産業人材養成教員派遣研修事業費 ２,０００

県立高校の教員が企業等で最新技術を直接習得し、専門科目の指導力を強化

（４）地域産業振興促進

（新規）・富県創出県民総力事業費 １６,０００

異業種団体が連携したモデル事業の実施と富県宮城実現に向けた市町村事業への支援等

（新規）・サービス産業創出等促進費 ３,０００

意欲的な事業者による新たなサービス等の開発促進を目指す研究会の設置等

（新規）・商店街にぎわいづくり戦略事業費 ９,５００

商工団体が市町村と連携して行う中心市街地商店街活性化計画の策定等への支援

・みやぎ観光戦略受入基盤整備費 ７９,６００

国際化やバリアフリー化などに対応した観光施設の整備や案内板の設置等

・みやぎｅ－ブランド確立支援費 ２４,５００

デジタルコンテンツ等の新成長分野を対象とした企業の商品開発等への助成

・みやぎＩＴ市場獲得形成事業費 ２,７００

デジタルコンテンツ等の新成長分野を対象とした企業の人材派遣経費への助成

・アグリビジネス新展開支援費 １８,１００

経営者育成講座の開催や経営支援コアチームによる集落営農組織への支援等

（新規）・水産都市活力強化対策費 １３,０００

水産加工研究所に最新の機器を整備し、企業の意欲的な商品開発を支援



（５）災害に対応する産業活動基盤の強化

・緊急輸送道路橋梁震災対策促進費 ５００,０００

幹線道路と工業団地を結ぶ緊急輸送道路上にある橋梁の耐震補強を促進

（新規）・指定避難所震災対策促進費 ８,０００

震災に備えるため、市町村が指定避難所の耐震診断を行う経費への助成

・県有建築物震災対策促進費 ８７,５００

耐震改修促進計画に基づき、多数の者が利用する県有施設等の耐震化を促進

（６）防災体制の整備

（新規）・防災リーダー養成事業費 ６,５００

地域や企業で防災活動の中心となるリーダーを計画的に養成する講座の開催

（新規）・避難施設等支援機能強化対策費 ５５,０００

県内各ブロックごとに防災資機材を備蓄し、災害発生時の市町村支援機能を強化

２ 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

（新規）・ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進費 ５,８８０

企業に対するワンストップでの技術相談の実施や学術機関等との実践的な連携活動の促進

・自動車関連産業特別支援費 ２０,０００ （H19：２０,０００）

受発注拡大や産学官広域連携プロジェクト等による自動車関連産業の支援

・企業立地促進奨励費 １,０２３,２２８ （H19：７７６,４０５）

先端技術産業を中心とする製造業の工場等を対象とした企業立地奨励金

・情報通信関連企業立地促進奨励費 ７５,１６８ （H19：８５,０００）

コールセンター等の情報通信関連企業を対象とした企業立地奨励金

・みやぎエコファクトリー立地促進奨励費 ５０,６５０ （H19：５６２,６３２）

リサイクル企業等の環境関連企業を対象とした企業立地奨励金



（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

（拡充）・みやぎｅ－ブランド確立支援費 ２６,７００ （H19：２６,３００）

県内ＩＴ企業の商品開発等への助成とマッチング支援、全国グランプリの開催

（拡充）・みやぎＩＴ市場獲得形成事業費 ６,１１２ （H19：８,８６２）

地元企業の人材派遣経費への助成や新分野進出の推進組織に対する支援等

（拡充）・仙台・宮城デスティネーションキャンペーン推進費 ６９,１００ （H19：２６,５００）

民間企業等と連携し、全国から観光客誘致を図る大型キャンペーン事業の負担金

（３）地域経済を支える農林水産業の競争力強化

（新規）・食材王国みやぎ総合展開事業費 ６,８５１

的確な販売戦略の構築や食材王国みやぎフェアの開催等で、県産食材の販路開拓を支援

（新規）・みやぎの水産物トップブランド形成事業費 １,８５０

県漁協等が行う「食材王国みやぎ」を代表するブランドの形成に向けた広報費等への助成

（新規）・集落営農ステップアップ推進費 ８,５００

国が示す地域営農システムに基づき、集落営農組織が行う実践的な活動への助成等

・みやぎ食の安全安心対策費 ６,６６２ （H19：８,１１６）

消費者モニター制度や取組宣言の普及・拡大などの県民総参加運動の実施等

（拡充）・食育・地産地消推進費 ６,０９５ （H19：４,７７６）

県産食材の地産地消運動の展開や食育推進ボランティアの育成等

（４）アジアに開かれた広域経済圏の形成

（新規）・県産農林水産物等輸出促進費 １,８５４

県内事業者等による輸出戦略会議の開催や県産品のテスト輸出、商品パッケージの開発等

・東アジアとの経済交流促進費 ８,１３０ （H19：１３,８１７）

中国でのビジネスチャンスの創出を図る上海や大連での商談会の開催等

・香港・台湾との経済交流促進費 ７,５００ （H19：１０,７００）

県内企業の販路開拓を図る香港からの現地バイヤーの招へいや台湾での見本市への出展等



（５）産業競争力の強化に向けた条件整備

（新規）・森林・林業次世代リーダー育成強化費 ６,１００

伐採・搬出作業や森林育成から販売までをコーディネートする次世代リーダーの育成等

・中小企業経営安定資金貸付金等 ４３,３７３,１３６ [２９７,０００]

（H19：４３,２７２,７７１）

県内中小企業者、農業者等への融資枠を確保し、事業資金調達の円滑化を支援

・大和リサーチパーク工業用地整備費 ［１,８７３,０００］

（H19：［２,９９８,０００］）

県土地開発公社が行う大和リサーチパーク造成工事等の事業資金借入に係る債務保証

（新規）・仙台北部中核都市（奥田地区）工業用地整備費 ［７,５８０,０００］

県土地開発公社が行う仙台北部中核都市造成工事等の事業資金借入に係る債務保証

（拡充）・仙台国際貿易港整備費（特別会計） １,０００,０００ （H19：９５９,０００）

仙台港区におけるスーパーガントリークレーンの設置、高砂コンテナターミナルの拡張

・仙台空港整備推進関連事業費 １,９８２,０５３ （H19：３,０３５,８１７）

名取市下増田地区における土地区画整理事業への助成等

・高規格幹線道路等整備費 ４,６０１,２３３ [８０,０００]

（H19：５,１５３,６６７）

三陸縦貫自動車道、仙台北部道路、県道築館登米線などの高規格道路網の整備等

３ 安心と活力に満ちた地域社会づくり

・教育・福祉複合施設整備費 ２５,０００ （H19：８,０００）

名取市下増田地区に整備する教育・福祉複合施設のＰＦＩ事業アドバイザリー業務委託

（１）子どもを生み育てやすい環境づくり

・乳幼児医療助成費 ９３９,２２７ （H19：９６０,０００）

乳幼児の適正な医療機会の確保と健全育成のための医療費助成

（新規）・宮城っこ子育て応援パスポート事業費 ４,４００

子育て家庭等を対象とした、小売店で割引購入等ができるパスポートカードの発行

・保育対策等促進費 ４５７,７２５ （H19：４３３,５２６）

預かり保育等を実施する私立幼稚園や育児支援を行う地域子育て支援センターへの助成等



（拡充）・小児救急医療対策費 ２０,０００ （H19：８,７５０）

小児患者を持つ保護者の不安軽減を図る３６５日対応の夜間電話相談等の実施

（新規）・周産期医療対策費 ９,５１０

産科医不足に対処する助産師の臨床実務研修の実施や地域連携システムの構築等

（２）将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり

（拡充）・学力向上推進費 １３,３１２ （H19：４１,７５７）

小中学校への指導主事等の直接訪問や地域学習支援センターの開設等による学力向上対策

・進学指導地域拠点形成事業費 ７,７００ （H19：８,０００）

県立高校１１校の地域拠点校で学習合宿や研修会等を実施し、進学指導体制を充実強化

・総合教育相談事業費 ２４０,６２４ （H19：２５３,４１９）

公立中学校、県立高校へのスクールカウンセラーの全校配置等による相談体制の確保

（新規）・教育振興基本計画策定費 １,８００

教育基本法の改正に伴い、県の実情に応じた教育の振興に関する基本計画を策定

（新規）・県立高校将来構想策定費 ３,０００

現在の将来構想を継承し、平成２３年度以降の県立高校の在り方を示す新しい構想の策定

（新規）・全県一学区導入円滑化事業費 ４,９００

県立高校での全県一学区制度の導入に備えた高校ガイドブックの作成や相談会の開催等

・学級編制弾力化推進費 １,４１８,０６２ （H19：１,２０２,０３４）

小学校１・２年生、中学校１年生で３５人学級編成を実施し、きめ細かな教育を推進

・県立学校施設整備費 ５,９５３,６００ ［６,２６１,０００］

（H19：７,６１６,９３３）

校舎建設（改築：仙台三、（仮称）仙台二華、（仮称）白石、増築：名取養護 他）等

（拡充）・私立学校助成費 １１,５９９,４６０ （H19：１１,５９７,８８３）

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の実施

（３）生涯現役で安心して暮らせる社会の構築

（拡充）・自治体病院等医師確保対策費 １１１,３５０ （H19：１４０,５００）

自治体病院の医師不足解消を図る施策の推進とともに、女性医師の離職防止対策を実施



（拡充）・がん対策推進費 ７８,８６４ （H19：６８,５０５）

がん対策推進計画に基づき、がん診療連携拠点病院を中心とした総合的な対策を実施

（新規）・肝炎治療特別促進費 １８３,２００

国の制度創設により、インターフェロン治療を必要とする肝炎患者への医療費の助成

（拡充）・認定看護師養成事業費 １５,５００ （H19：３,９００）

宮城大学で、皮膚・排泄ケア分野での専門性が高い看護師を養成

（新規）・後期高齢者医療給付費負担金 １３,４００,０００

７５歳以上の高齢者等を対象として新しく創設される医療制度への県負担金

（拡充）・感染症対策費 ７５,４７７ （H19：６３,８４２）

医療機関での肝炎ウイルス検査体制の整備や、まん延防止を図る啓発活動の実施等

（新規）・療養病床再編・転換推進費 ２０,０００

療養病床を有する医療機関が介護老人保健施設等に転換を図る施設整備費への助成

（拡充）・障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費 １,２４９,４５５ （H19：１,１１０,４６１）

障害者自立支援法の円滑な運用を図るための事業者等に対する助成

（新規）・障害者工賃向上支援費 ５,５００

工賃引上げ計画を策定した授産施設等にコンサルタントを派遣し、経営改善の取組を支援

・みやぎ県民文化創造の祭典開催事業費 １８,０３６ （H19：１９,３２３）

美術展・演劇等の芸術文化等の鑑賞機会の提供、発表機会を拡充する「芸術銀河」の開催

（新規）・世界遺産登録推進費 ２,５００

「松島」の世界遺産登録に向けた専門家委員会やシンポジウムの開催等による啓発活動

（新規）・瑞巌寺保存修理助成費 ３,９２０

国宝「瑞巌寺」で行われる本堂解体・組立等工事の実施設計経費等への助成

（４）コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実

・中心市街地商業活性化支援費 ４,２５６ （H19：４,０７５）

中心市街地の活性化を図るため、市町村が行う基本計画策定に必要な調査経費への助成等

・地方生活バス路線対策費 １０７,１６６ （H19：９７,８８２）

生活交通バスを運行する市町村や事業者に助成を行い、地域のバス路線を維持



・鉄道駅舎等エレベーター整備助成費 ３０,０００ （H19：１０,０００）

駅舎等への車いす対応エレベーターの設置に対して市町村が補助する経費への助成

（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

（拡充）・安全安心まちづくり対策費 ３９,９８５ （H19：３５,１１３）

県民運動やスクールサポーターの充実等による安全安心なまちづくりの推進

・（仮称）機動センター整備費 ３０,０００ ［３０,０００］ （H19：７,０００）

老朽化した機動警ら隊、交通機動隊庁舎等の移転改築に向けた基本・実施設計

（新規）・飲酒運転根絶推進費 ４,７５９

飲酒運転根絶活動推進委員の委嘱や啓発用パンフレットの作成、取締用資機材の充実等

４ 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

・農地・水・環境保全営農活動支援費 ６７,９６７ （H19：６９,５００）

地域ぐるみで環境負荷の低減に取り組む営農活動組織への助成等

（拡充）・「ダメだっちゃ温暖化」みやぎ推進費 ３,０００ （H19：２,０００）

業界や消費者団体等による県民会議の設置、二酸化炭素排出抑制に向けた取組への支援等

（拡充）・産業廃棄物税基金事業費 ４６９,２９０ （H19：３０８,３７０）

産業廃棄物の発生抑制やリサイクルの取組に対する支援、不適正処理対策の強化

・産業廃棄物処理施設対策費 ５０８,１６５ （H19：１４１,１９７）

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場に係る支障除去対策工事の実施等

（新規）・食品リサイクル施設整備助成費 ７０４,１００

食品廃棄物等を活用したメタンガス発酵による発電・堆肥化施設等への整備費助成

（２）豊かな自然環境，生活環境の保全

・自然再生推進費 ７４,２３９ （H19：４５,１００）

自然再生推進法に基づく蒲生干潟、伊豆沼・内沼の自然環境の再生事業

・野生鳥獣保護管理事業費 ２５,７８３ （H19：１７,７０９）

安定的な保護と農林業被害の防止を図るニホンジカ・イノシシの保護管理計画の策定



（３）住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成

・農地・水・農村環境保全向上活動支援費 ３２１,５９７ （H19：３５２,８２０）

農村の地域資源の保全等に取り組む活動組織を支援する地域協議会への助成等

・みやぎの景観形成事業費 ５,８５３ （H19：３,９０６）

市町村が良好な景観の保全・創造等に向けた計画を策定する経費への助成等

（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

・道路橋梁震災対策費 ８００,０００ （H19：９９１,０００）

耐震補強工事等の実施（田川橋、新北上大橋、大童橋、今道橋 他）等

・水管橋震災対策費（企業会計） ４０７,８８８ （H19：４２４,０５５）

耐震補強工事の実施（松川、高田、松森、広瀬川、古内 他）等

・木造住宅等震災対策費 ７４,３００ （H19：７４,８５８）

宮城県沖地震に備えた木造住宅耐震診断の実施、改修工事への助成等

・防潮水門等機能強化対策費 ２６８,０００ （H19：２３０,０００）

遠隔操作化工事の実施（只越川水門、面瀬川水門、外尾川水門 他）等

・消防学校移転整備費 ［３,７６４,０００］ （H19：２５,０００）

ＰＦＩ方式で実施する施設整備や維持管理等の全体事業費に係る債務負担行為

５ 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

・みやぎ新しいまち・未来づくり推進費 １４２,３６９ （H19：３０８,２９４）

市町村合併交付金による財政支援と合併に関する情報提供、シンポジウムの開催等

・市町村振興総合支援費 ６９２,１００ （H19：６９２,１００）

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

・ＮＰＯ活動促進費 ５６,９６３ （H19：５６,７９４）

民間非営利団体を対象とした意向調査の実施、活動資金の助成・融資、人材育成の推進等


