
１　国補正予算への対応

基金造成

地域環境保全特別基金造成費 新 環境生活部 828,000 平成21年度から23年度までの事業費を積立

消費者行政活性化基金造成費 環境生活部 130,000 平成21年度から23年度までの事業費を追加積立

医療施設耐震化臨時特例基金造成費 新 保健福祉部 2,250,000 平成21年度から22年度までの事業費を積立

介護基盤緊急整備等臨時特例基金造成費 新 保健福祉部 2,852,000 平成21年度から23年度までの事業費を積立

介護職員処遇改善等臨時特例基金造成費 新 保健福祉部 6,296,000 平成21年度から23年度までの事業費を積立

子育て支援対策臨時特例基金造成費 保健福祉部 2,410,000 平成21年度から25年度までの事業費を追加積立

社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金造成費 新 保健福祉部 1,054,250 平成21年度から23年度までの事業費を積立

障害者自立支援対策臨時特例基金造成費 保健福祉部 2,226,565 平成21年度から23年度までの事業費を追加積立

森林整備地域活動支援基金造成費 農林水産部 200,000 平成21年度から22年度までの事業費を追加積立

新 教育庁 199,372 平成21年度から23年度までの事業費を積立

基金活用事業

地域環境保全特別基金事業費 125,517 

事業所用省エネ設備導入促進費 新 環境生活部 16,667 民間省エネ設備等の導入促進

市町村省エネ・グリーン化推進等事業費 新 環境生活部 108,250 市町村の地球温暖化対策等の取組への助成

微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援費 新 環境生活部 600 ＰＣＢ分析への助成等

医療施設耐震化臨時特例基金事業費 新 保健福祉部 204,500 未耐震の災害拠点病院等の耐震化への助成

介護基盤緊急整備特別対策費 新 保健福祉部 1,358,006 市町村が行う地域介護拠点整備等への助成

介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費 1,615,444 

介護職員処遇改善交付金事業費 新 保健福祉部 1,168,000 職員の処遇改善を行う事業者への助成

施設開設経費助成特別対策費 新 保健福祉部 447,444 施設開設準備を行う事業者への助成

子育て支援対策臨時特例基金事業費 681,084 

私立学校緊急環境整備助成費 新 総務部 68,350 私立幼稚園の施設整備への助成

保育士養成費 新 保健福祉部 315 認定子ども園や幼保連携に係る研修事業等

地域子育て創成事業費 新 保健福祉部 164,000 地域の実情に応じた子育て支援活動への助成

ひとり親・社会的養護拡充事業費 新 保健福祉部 97,751 児童養護施設環境整備，高等技能訓練費の拡充等

待機児童解消推進費 保健福祉部 350,668 民間保育所等の施設整備への助成

社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業費 新 保健福祉部 397,000 耐震化及びスプリンクラー整備への助成

障害者自立支援対策臨時特例基金事業費 360,463 

移行時運営安定化事業費 新 保健福祉部 82,616 施設報酬額の保障額を90％から100％へ引上げ

障害者自立支援基盤整備費 保健福祉部 32,000 新体系移行に必要な準備経費等への助成

移行定着支援費 新 保健福祉部 3,000 新体系移行後に必要な雇い上げ経費等への助成

障害者アート特別啓発費 新 保健福祉部 1,100 障害者アート作品展への助成

福祉・介護人材処遇改善費 新 保健福祉部 217,000 職員の処遇改善を行う事業所への助成

福祉・介護人材確保普及啓発費 新 保健福祉部 9,654 福祉・介護人材確保事業の広報

福祉・介護人材マッチング支援費 新 保健福祉部 9,093 福祉・介護人材の就職支援

キャリア形成訪問指導費 新 保健福祉部 6,000 養成機関の研修講師派遣等への助成

自殺対策緊急強化基金事業費 保健福祉部 25,610 自殺対策の普及啓発等

森林整備地域活動支援基金事業費 農林水産部 95,000 森林被害状況等確認への助成

新規 担当部局

高等学校授業料減免事業等支援臨時特例基金造
成費

平成２１年度９月補正予算案の主要項目

９月補正(千円) 備　　　　　　　考事業等の名称
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151,380 

私立高校授業料軽減助成費 新 総務部 94,000 私立高校への助成

高等学校等育英奨学資金貸付事業費 新 教育庁 57,380 貸付需要増加への対応

その他

県有施設地上デジタル化対応整備費 総務部ほか 19,900 地上デジタル放送対応の設備整備

次世代型震度情報ネットワーク構築費 総務部 57,500 震度計等の更新

離島活性化支援費 新 企画部 10,596 離島活性化イベント開催費への助成等

阿武隈急行鉄道利用促進等対策費 新 企画部 2,700 誘客イベント開催費等への助成

高速交通騒音対策費 新 環境生活部 27,300 環境騒音観測装置の更新等

県庁舎等整備費 環境生活部ほか 12,000 老朽化設備の更新

試験研究施設等整備費 環境生活部ほか 237,260 老朽化施設の改修，試験・研究機器の更新等

生活福祉資金貸付事業費 保健福祉部 510,011 貸付原資の追加，欠損補てんに備えた積立

臨時特例つなぎ資金貸付事業費 新 保健福祉部 15,620 住居のない離職者への生活資金の貸付

住宅手当緊急特別措置費 新 保健福祉部 9,055 離職者に就職活動期間中の住宅費を給付

社会福祉施設改修費 保健福祉部 25,000 偕楽園

県有施設解体・撤去費 農林水産部 61,200 旧蚕業試験場

新 農林水産部 ［8,309］ 融資枠7億5000万円

林道整備事業費（公共事業） 農林水産部 215,000 二口線（仙台市）

水産都市活力強化対策費 農林水産部 45,500 魚市場の水揚げ確保対策への支援

有料道路料金割引社会実験費 新 土木部 84,600 物流効率化等のための社会実験経費に対する助成

仙台空港アクセス鉄道利用促進等対策費 土木部 150,000 環境負荷低減に向けた取組に対する助成

木造住宅等震災対策費 土木部 40,800 耐震診断費用への助成

警察車両整備費 警察本部 69,947 警察車両の更新

新型インフルエンザ対策費 警察本部 10,395 感染症防護対策キットの整備

地域文化芸術振興プラン推進費 新 教育庁 19,596 地域文化振興のための特色ある文化芸術の支援

２　富県宮城の実現　～県内総生産１０兆円への挑戦～

高度電子機械産業集積促進費 経済商工観光部 4,000 高度電子機械産業の取引拡大支援

みやぎ自動車関連産業人材育成費 経済商工観光部 24,000 即戦力人材の育成

農業経営基盤強化促進費 農林水産部 5,000 農地利用集積のための取組への助成

園芸振興戦略産地育成費 農林水産部 110,700 パプリカ生産設備への助成

道路橋りょう事業費（公共事業等） 土木部 1,146,202 県道大衡仙台線等

［債務負担行為］ ［70,000］

街路事業費（公共事業） 土木部 150,000 仙石線多賀城地区連続立体交差事業等

土地区画整理事業費（特別会計） 土木部 330,000 仙台港背後地土地区画整理事業

地域産業の担い手育成プロジェクト事業費 新 教育庁 2,958 工業高校と建設業界の連携による人材育成

農業スペシャリスト育成プロジェクト事業費 新 教育庁 5,647 農業高校と研究機関の連携による人材育成

畜産経営維持緊急支援資金利子補給
［債務負担行為］
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３　安心と活力に満ちた地域社会づくり

看護職員需給見通し策定費 保健福祉部 1,677 看護職員需給調査

周産期救急搬送コーディネーター事業費 新 保健福祉部 13,262 周産期救急患者の搬送調整を24時間体制で実施

県立病院地方独立行政法人化準備費（企業会計） 新 病院局 25,500 承継資産（土地，建物）の確定等

［債務負担行為］ ［117,200］

学校支援地域本部事業費 教育庁 3,973 コーディネーター養成・配置等

特別支援教育研究協力校事業費 新 教育庁 2,009 特別支援学校と小・中学校等の連携

県立学校施設整備費 教育庁 27,000 校舎改築基本・実施設計

［債務負担行為］ ［64,000］

４　人と自然が調和した美しく安全な県土づくり

消防学校移転整備費 総務部 2,800 ＰＦＩ事業の設計モニタリング

［債務負担行為］ ［4,000］

低コスト型農業集落排水施設更新支援費 新 農林水産部 8,000 農業集落排水施設の修繕計画策定支援

災害関連緊急地すべり対策費（公共事業） 新 土木部 96,000 丸森町長根地区

災害関連緊急砂防事業費（公共事業） 新 土木部 95,040 山元町影倉地区

木造住宅等震災対策費 土木部 5,000 木造住宅耐震診断等促進の広報啓発

５　その他

プルサーマル計画住民理解促進費 新 環境生活部 16,870 女川原子力発電所

地域生活定着支援センター運営費 新 保健福祉部 5,968 刑務所出所者等の社会復帰支援

９月補正(千円) 備　　　　　　　考

事業等の名称 新規 担当部局 ９月補正(千円) 備　　　　　　　考

事業等の名称 新規 担当部局

事業等の名称 新規 担当部局 ９月補正(千円) 備　　　　　　　考


