
1　国補正予算への対応

新規 担当部局 １１月補正(千円) 備　　　　考

（１）震災からの復興

水産物加工流通施設整備支援費 新 農林水産部 6,182,500 水産物加工流通共同利用施設の整備への助成

水産業共同利用施設整備支援費 新 農林水産部 14,068,197 共同利用施設の整備への助成

平成２３年度１１月補正予算案の主要項目

事業等の名称

道路橋りょう整備復興費 新 土木部 6,163,003 三陸縦貫自動車道の整備推進等

河川改良復興費 新 土木部 3,819,200 河川堤防の嵩上げ及び排水対策等

砂防事業復興費 新 土木部 1,441,567 災害関連地域防災がけ崩れ対策等

港湾建設復興費 新 土木部 8,994,980 仙台塩釜港（仙台港区）及び石巻港の防潮堤新設工事等

（２）災害復旧

鉄道施設復旧支援費 震災復興・企画部 436,250 仙台臨海鉄道の復旧への助成

被災農家経営再開支援費 農林水産部 310,000 復旧作業を行う被災農業者への助成

農地・水保全管理復旧活動支援費 新 農林水産部 11,000 被災した農業用施設の補修等への助成

小型漁船・定置網共同化支援費 農林水産部 7,009,500 共同利用小型漁船の建造，定置網取得への助成

水産物加工流通施設復旧支援費 農林水産部 12,074,550 水産物加工流通共同利用施設の復旧への助成

漁業用施設災害復旧費 農林水産部 283,311 東松島市潜ヶ浦水道等の復旧

水産業共同利用施設復旧支援推進費 農林水産部 3,631,818 共同利用施設の復旧への助成

山地治山等事業費 農林水産部 398,645 治山施設の復旧等

河川等災害復旧費 土木部 21,428,279 公共土木施設の復旧等

[債務負担行為] ［4,986,000］[債務負担行為] ［ , , ］

港湾施設等災害復旧費 土木部 22,752,906 港湾施設の復旧等

[債務負担行為] ［17,720,000］

（３）災害対策

応急救助費 保健福祉部 118,300,000 応急仮設住宅の寒さ対策，市町村への繰替支弁負担金等

子ども支援センター事業費 新 保健福祉部 29,000 児童精神科医の派遣，心のケア研修等

農産物放射能対策費 農林水産部 10,500 放射能測定機器整備への助成

給与自粛牧草処理円滑化費 農林水産部 493,000 放射能汚染された稲わら等の一時保管への助成等



２　東日本大震災関連（県単独事業等）

新規 担当部局 １１月補正(千円) 備　　　　考

（１）災害復旧

指定文化財等災害復旧支援費 教育庁 22,007 国・県指定文化財の復旧への助成

無形民俗文化財再生支援費 教育庁 1,625 指定無形民俗文化財の復旧への助成

県単治山施設災害復旧費 農林水産部 100,000 県単治山施設の復旧

漁港施設等災害復旧費 農林水産部 521 806 県営漁港施設の復旧等

事業等の名称

漁港施設等災害復旧費 農林水産部 521,806 県営漁港施設の復旧等

庁舎等災害復旧費 総務部ほか 12,848 気仙沼合庁の解体撤去等

試験研究施設等災害復旧費 環境生活部 47,790 保健環境センターの復旧等

社会教育施設等災害復旧費 環境生活部 23,000 慶長使節船ミュージアムの災害廃棄物の処理

警察施設災害復旧費 警察本部 279,888 警察本部庁舎の復旧等

教育施設等災害復旧費 教育庁 1,010 教育研修センターの備品購入

（２）災害対策

公立大学法人宮城大学運営費交付金 総務部 92,471 被災学生に対する授業料減免への助成

新 環境生活部 2,000 みやぎ県民会議の運営等

東日本大震災みやぎこども育英基金造成費 保健福祉部 650,000 東日本大震災みやぎこども育英募金の基金積立金

東日本大震災みやぎこども育英基金事業費 新
保健福祉部
教育庁

286,587 震災孤児・遺児への修学等の支援

中小企業等二重債務問題対策費 新 経済商工観光部 500,000 中小企業等の既往債務の買取りを行う機構への出資

[債務負担行為] ［2,000,000］

利子補給

農林水産部 [113,418] 融資枠16億円

農林水産部 [ ] 融資枠 億円

東京電力福島第一原子力発電所事故対策費

農業近代化資金
[債務負担行為]

漁業近代化資金
農林水産部 [1,187,114] 融資枠125億円

農林水産部 [262,061] 融資枠14億円

遺物整理作業場設置費 新 教育庁 5,174 震災による埋蔵文化財発掘調査の増加に伴う作業場の設置

（３）その他

市町村振興宝くじ交付金 総務部 540,718 東日本大震災復興宝くじ収益金の市町村への交付金

消防賞じゅつ金 総務部 494,400 殉職した消防職員・消防団員への賞じゅつ金

外国人支援・交流費 新 経済商工観光部 3,000 「震災と外国人」をテーマとしたイベント開催

漁業近代化資金
[債務負担行為]

漁業経営維持安定資金
[債務負担行為]



３　東日本大震災復興基金

新規 担当部局 １１月補正(千円) 備　　　　考

東日本大震災復興基金造成費 総務部 67,055,000 地域の実情に応じた復興事業を実施するための基金積立金

東日本大震災復興基金交付金 新 総務部 33,000,000 地域の実情に応じた復興事業を実施するための市町村への交付金

（１）被災者の生活支援

離島航路維持確保対策費 新 震災復興・企画部 1,500 代替船舶使用料の助成

認可外保育施設利用者支援費 新 保健福祉部 61,000 認可外保育施設利用者の保育料に対する助成等

住宅再建支援費 新 土木部 500,000 既往の住宅ローンに対する利子相当額の助成

（２）教育支援

指定文化財等災害復旧特別支援費 教育庁 1 865 国・県指定文化財の復旧への助成

事業等の名称

指定文化財等災害復旧特別支援費 教育庁 1,865 国・県指定文化財の復旧への助成

無形民俗文化財再生特別支援費 教育庁 609 指定無形民俗文化財の復旧への助成

（３）商工業支援

中小企業等施設設備復旧支援費 経済商工観光部 2,000,000 中小製造業者の施設設備復旧への助成

商業活動再開支援費 経済商工観光部 600,000 商業者の仮店舗整備等への助成

商店復旧支援費 経済商工観光部 1,400,000 商業者の店舗復旧等への助成

４　その他

新規 担当部局 １１月補正(千円) 備　　　　考

環境生活部ほか [4,431,000] 指定管理者委託施設（21施設）

[1,300,000]
公共事業等推進費（ゼロ県債）
［債務負担行為］

事業等の名称

公共施設管理運営業務委託費
［債務負担行為］

土木部 [176,000] 除融雪

[231,000] 道路区画線塗替等

道路管理者分
[債務負担行為]

土木部 [131,000]

公安委員会分
[債務負担行為]

警察本部 [100,000]

土木部 [692,000] 堆積土砂撤去等

土木部 [30,000] 海岸局部改良

環境生活部 ［63,000］ 保健環境センター復旧

経済商工観光部 ［15,000］ 仁王島補修

教育庁 [93,000] 校舎等小規模改修

道路橋りょう事業費
［債務負担行為］

交通安全施設整備費
[債務負担行為]

河川事業費
［債務負担行為］

県立学校施設整備費
［債務負担行為］

海岸事業費
［債務負担行為］

保健環境センター再建費
［債務負担行為］

自然景観保全費
［債務負担行為］

公立大学法人宮城大学災害復旧支援費 新 総務部 7,103 大学施設の復旧への助成

経済商工観光部 [386,000] 派遣先企業でのＯＪＴ等による学卒未就職者の就業機会創出

庁舎等災害復旧費 農林水産部ほか 23,154 農業・園芸総合研究所の復旧等

県単治山事業費 農林水産部 3,000 色麻町内の山腹工事

秋さけ来遊資源安定化推進費 農林水産部 3,786 発眼卵の生産及び長距離輸送調査

都市公園整備災害復旧費 土木部 71,500 県総合運動公園の復旧

土地貸付料返還金（企業会計） 企業局 13,264 震災による過年度土地貸付料の返還

日本スポーツ振興センター災害共済給付金 教育庁 10,472 学校管理下での事故等による医療費と見舞金給付

財政調整基金積立金 総務部 8 429 000 決算剰余金積立

学卒未就職者支援費
［債務負担行為］

［債務負担行為］

財政調整基金積立金 総務部 8,429,000 決算剰余金積立


