
Ⅱ 主な事業

（単位：千円,［ ］は債務負担行為）

１ 政策財政運営の基本方針に基づく主要政策

１ 県民生活を支える雇用の創出

（１）多様な雇用対策

（拡充）・自動車関連産業特別支援費 ６０,０００ （H22:56,000）

誘致企業とのマッチングや技術力向上を支援し、誘致企業と地元企業の取引を拡大

（拡充）・企業立地促進奨励費 １,７３０,０００ （H22:468,000）

県内に工場等を新設または増設した企業への奨励金

（拡充）・進路達成支援費 ４,７００ （H22：4,500）

進路探求ワークショップや就職希望者向けガイダンスなどの就職達成セミナー等の開催

（拡充）・高卒就職者援助費 ２,２０２ （H22:1,136）

合同就職面接会や企業説明会等を開催し、新規高卒者の就職を支援

（新規）・就職指導システム改善モデル事業費 ２０,０００

新たな就職指導システムの開発を行う就職支援推進員を県立高校に配置

（新規）・新規高卒者就職総合支援費（緊急雇用基金） ４６,０００

県内外企業の求人開拓や情報収集・提供等により、新規高卒者の就職を支援

（新規）・学卒未就職者支援費（緊急雇用基金） ３２０,０００

学卒未就職者の就業機会を創出し、研修と勤務先企業でのＯＪＴで人材を育成

（拡充）・介護分野緊急雇用創出費（緊急雇用基金） ２３１,４４０ （H22:123,816）

介護現場での雇用機会を創出し、ヘルパー２級講座受講やＯＪＴ等で人材を育成

（拡充）・緊急雇用対策訓練費 ６００,２６７ （H22:508,000）

民間委託により介護やＩＴ分野等の雇用対策訓練を実施し、離職者の再就職を支援

（２）農林水産業の競争力強化

（拡充）・県産ブランド品確立支援費 ７,８７５ （H22:6,483）

県産農林水産物の新たなブランド確立と販売促進に向けた支援



（拡充）・県産食材地域イメージ確立推進費 １３,９７６ （H22:3,180）

県産食材の普及拡大に向けた情報発信サイトの創設等

（新規）・みやぎ食と農の県民条例基本計画推進費 ３,６５０

圏域の特性を生かした農業関連施策の展開等

（拡充）・宮城米広報宣伝費 １６,６００ （H22:11,200）

宮城米広報宣伝活動の支援及び首都圏等大消費地へのセールス等

（拡充）・みやぎの園芸・畜産物消費拡大推進費 ５,５２０ （H22:2,030）

仙台牛の認知度向上に向けた広報宣伝活動等

（新規）・みやぎの茂洋普及拡大推進費 ３０,０００

県基幹種雄牛「茂洋号」産子の県内保留対策及び「茂洋号」産子を活用した畜産経営支援

（拡充）・アグリビジネス新展開支援費 １３０,９０８ （H22：93,865）

アグリビジネスに取り組む人材や企業の育成、施設整備の支援

（新規）・農業者戸別所得補償制度推進費 ２４０,０００

農業者戸別所得補償制度の円滑な推進を図るための市町村等への支援

（拡充）・養殖振興プラン推進費 ７,１８０ （H22:1,659）

高品質なカキを提供する新たな販売戦略への支援及び健全なホヤ種苗の安定供給等

（新規）・新みやぎの練りづくり推進費 ２,０００

前浜魚のすり身と県産米粉を活用した新しい練り製品の開発

（新規）・環境保全型農業直接支援対策費 ２２,４３６

環境保全型農業に取り組む農業者等に対する支援

（３）観光による交流人口の拡大

（拡充）・外国人観光客誘致促進費 ８,５００ （H22:6,200）

海外ミッション派遣や海外旅行会社招請等により、東アジアからの誘客を促進

（新規）・外国人観光客誘客モデル事業費 １,５００

福島県と連携してモニターツアーを実施し、外国人観光客の誘客を促進

（新規）・外国人観光客受入体制整備促進費 ２,１００

通訳ガイド育成や中国人観光客の代金決済への対応促進等により、受入体制を整備



・栗駒山麓観光再生支援費 １４３,１１８ （H22:164,000）

誘客促進の取組やレストハウス等の再整備、観光施設整備のための融資枠の確保

（新規）・観光プロモーションツール拡充事業費（緊急雇用基金） ３８,０００

観光写真や映像のデジタル化等により、観光情報発信機能を強化

２ 次世代の育成

（１）子育て支援

（新規）・子育て支援県民運動推進費（安心こども基金） ６０,０００

みやぎっこ応援隊を中心とする県民運動により、地域社会全体で子育て支援の機運を醸成

（拡充）・保育対策等促進費 ５７３,３８７ （H22:476,558）

延長保育等を実施する保育所や預かり保育を実施する私立幼稚園への助成等

・待機児童解消推進費（安心こども基金） １,８９２,７５０ （H22:1,851,306）

保育所の整備や家庭的保育事業への助成により、待機児童の解消を推進

・乳幼児医療助成費 ９７９,５６９ （H22:960,239）

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

・放課後児童対策費 ３００,９０３ （H22:273,497）

小学校の余裕教室や児童館を活用した遊び・生活の場を提供し、健全育成を推進

（２）学力の向上

（新規）・「学ぶ土台づくり」普及啓発費 ２,０００

能力や資質を伸ばす土台となる幼児期の質の高い教育・保育を提供する推進体制の構築

（新規）・幼・保・小連携推進費 ２,０００

子どもの発達や学びの連続性を踏まえた幼稚園・保育所・小学校の連携や交流の促進

（新規）・発達障害早期支援費 １,０００

発達障害のある幼児の早期発見と関係機関の情報共有による保護者への支援体制の構築

・志教育支援事業費 ２,０００ （H22：2,000）

児童生徒の発達段階に応じ、自らの生き方を主体的に探求するよう社会性や勤労観を育成



・学力向上推進費 ２０,３００ （H22：18,300）

小中学校への指導主事等の派遣指導や医師を志す高校生の支援等の学力向上対策

３ 安心できる生活環境の確保

（１）地域医療の充実

・医師育成機構運営費（地域医療再生基金） ３３,４９６ （H22:25,085）

医師のキャリア形成支援等により、医師育成や県内定着を促進

（新規）・看護師確保総合対策費 ３３,６６７

看護職員養成への助成や潜在看護職員の復職支援等により看護職員を確保

・周産期医療再生費（地域医療再生基金） ５３,２４２ （H22:106,472）

周産期救急搬送コーディネーター配置や極低出生体重児支援センターへの助成等

（新規）・受入困難事案患者受入医療機関支援費 ３３,７６６

受入困難な患者を受け入れる二次・三次救急医療機関へ助成し、救急医療体制を強化

（新規）・救急患者退院コーディネーター費 ３０,１６０

退院コーディネーター配置への助成等により、救急医療用病床を有効に活用

（新規）・地方独立行政法人宮城県立病院機構運営費負担金 ４,００５,８４４

地方独立行政法人となる県立３病院の高度・専門医療等に必要な経費を負担

（２）犯罪のない安全・安心なまちづくり

（拡充）・子ども虐待対策費 ２０,６５４ （H22:13,347）

土日祝日や夜間の虐待等緊急相談に対応できる職員の配置等

・安全安心まちづくり対策費 ２３,５５２ （H22:16,849）

広報啓発やスクールサポーター派遣等により、安全安心まちづくりを県民運動として推進

（新規）・ストーカー・ＤＶ相談体制整備費（地域活性化基金） ５,３６２

関係機関への指導・助言や調整を行う専門アドバイザーを配置し相談体制を強化

（拡充）・ＤＶ被害者支援費（安心こども基金） １７,２１７ （H22:929）

ＤＶ被害者の自立支援や事案検討、中学生・高校生や一般県民へのＤＶ防止の啓発等



（３）介護基盤の整備

・特別養護老人ホーム建設費 ８０１,９００ （H22:1,216,180）

特別養護老人ホームの新増設への助成により、入所待機者の解消を推進

（拡充）・介護基盤緊急整備特別対策費（介護基盤緊急整備基金・地域整備推進基金）

５,３４８,５７１ （H22:2,502,831）

地域介護拠点施設の緊急整備や既存施設のスプリンクラー整備への助成等

・介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費 ３,９９５,８９７ （H22:3,731,519）

介護職員の処遇改善を行う事業者への助成等

４ 持続的な社会の基盤づくり

（１）経済・社会の持続的発展と環境保全の両立

（新規）・環境創造基金造成費 １,３８６,４１４

「みやぎ環境税」収入額等の基金積立金

（新規）・みやぎＥＶ・ＰＨＶ普及促進費 ５０,７５９

ＥＶ（電気自動車）やＰＨＶ（プラグインハイブリッド車）の購入への助成等

（新規）・住宅用太陽光発電普及促進費 １００,０００

住宅用太陽光発電システムの設置への助成

（新規）・木の香る公共建築・おもてなし普及促進費 ２０,０００

公共施設の木質化及び木製品配備の促進に向けた市町村等への助成

（新規）・県産材利用エコ住宅普及促進費 １００,０００

優良みやぎ材等の県産木材を一定以上使用した新築住宅建築に対する助成

（新規）・温暖化防止間伐推進費 ３６７,７８３

二酸化炭素吸収能力の高い若齢林の間伐促進による森林の適正管理

（新規）・環境林型県有林造成費 ８３,４６０

保安林等の公益的機能の高い県行造林契約満了地を対象にした新型県行造林の整備

（新規）・県立高校クリーンエネルギー利活用実践推進費 ３０,０００

太陽光・風力発電システム等を利用した環境教育の実践による人材育成



（新規）・野生鳥獣適正保護管理費 １０,０００

ニホンジカとイノシシの個体数調整、生息状況調査等

（新規）・みやぎ環境税市町村支援費 ３００,０００

みやぎ環境交付金を市町村に交付し、地域での環境課題解決に向けた取組を支援

（２）震災対策

（拡充）・医療施設耐震化臨時特例基金事業費（医療施設耐震化基金・地域整備推進基金）

１,８９１,５１７ （H22:456,299）

災害拠点病院等の耐震化への助成

（拡充）・木造住宅等震災対策費 １６９,２３４ （H22:90,338）

木造住宅の耐震化率９０％以上達成に向けた耐震改修工事への助成等

２ ビジョンの着実な推進に資する主な施策

１ 富県宮城の実現 ～県内総生産１０兆円への挑戦～

（拡充）・みやぎＩＴ市場獲得支援・形成促進費 ９,４００ （H22：6,000）

業務獲得を目指す県内ＩＴ企業による派遣ＯＪＴの支援等

（新規）・構造改革特区関連調査費 ５,２２５

みやぎ４５フィートコンテナ物流特区の認定を踏まえた道路調査

（拡充）・港湾計画調査費 ９５,３１８ ［４６,０００］ （H22:6,955）

仙台塩釜港、石巻港、松島港の３港一体化に向けた長期構想及び港湾計画素案策定

（新規）・大島架橋整備費 ２５０,８００ ［１５０,０００］

気仙沼大島架橋関連の現地調査測量、設計

２ 安心と活力に満ちた地域社会づくり

・子ども手当費 ５,３５７,２８２ （H22:5,200,000）

子ども手当を支給する市町村への負担金

（拡充）・特別支援学校仮設校舎等整備費 ２４,８７６ （H22：14,082）

児童・生徒増に伴う、光明・利府・名取の各支援学校への仮設校舎の増築



（拡充）・教育相談充実事業費 １７９,６１９ （H22：143,853）

小中学校等にスクールカウンセラーを配置し、児童生徒等への相談体制を強化

（新規）・生徒指導支援費（地域活性化基金） ８５,９５３

児童生徒の問題行動等に対応するため、小中学校に生徒指導支援員を配置

・県立学校施設整備費 ５,１５８,２３９ ［３,１５６,０００］ （H22：5,002,358）

校舎建設（古川黎明中高、登米地区統合校、仙台地区支援、東部地区支援高等学園他）等

・私立学校助成費 １１,２３３,８２９ （H22：11,190,351）

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

・私立高等学校等就学支援費 ２,２８０,０００ （H22：2,170,000）

教育費負担の軽減を図るため、私立高校生等に就学支援金として授業料の一部を助成

・後期高齢者医療給付費負担金 １６,７００,０００ （H22:15,800,000）

７５歳以上の高齢者等を対象とした医療制度への負担金

・介護保険給付費負担金 １９,８００,０００ （H22:18,800,000）

介護保険を運営する市町村への負担金

（新規）・地域支え合い体制づくり事業費（介護基盤緊急整備基金） ４８０,０００

地域における高齢者等支援活動の促進や地域活動の拠点整備に対する助成等

（拡充）・障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費 ２,６１９,５８３ （H22:2,174,920）

事業運営の安定化や職員の処遇改善を行う事業者への助成等

（新規）・拓桃医療療育センター・拓桃支援学校整備費 ８５,８００

移転改築に向けた基本・実施設計

（新規）・全日本実業団対抗女子駅伝競走大会開催支援費 １３,０００

日本実業団陸上競技連合が主催する女子駅伝大会への開催助成や関連イベントの開催等

・（仮称）機動センター建設費 ２,０２２,０００ （H22：213,664）

機動警ら隊、交通機動隊、機動捜査隊等の庁舎建築工事

３ 人と自然が調和した美しく安全な県土づくり

・産業廃棄物税基金事業費 ３５９,０９７ （H22:423,756）

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



・広域水道送水管連絡管整備費（企業会計） ４０,９３９ （H22:10,000）

災害時の漏水等対策を強化するため仙南・仙塩広域水道送水管のバックアップ体制を整備

（新規）・消防救急無線デジタル化促進費 ６８,２００

各消防本部と共同実施する電波伝搬調査・基本設計

・消防学校移転整備費 ２,０６４,０００ （H22：3,696）

ＰＦＩ事業による消防学校の移転整備

３ 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

・市町村振興総合支援費 ６８１,８００ （H22：691,800）

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

（拡充）・新聞紙面購入広報費 ３８,５７６ （H22：25,303）

「県からのお知らせ」のほか、毎月１回、県政の最新情報を新聞紙面で紹介

（新規）・新しい公共支援基金事業費 ７８,５０１

専門家派遣やモデル事業実施等により、新しい公共の担い手となるＮＰＯ等を支援

・次期税務総合管理システム開発導入費 ２９２,０００ （H22：35,000）

新たなシステム開発に係る設計、プログラム開発等の委託

・公立大学法人宮城大学運営費交付金 １,９７６,８２７ （H22：1,923,459）

宮城大学に人件費や運営経費等、業務運営に必要な経費を助成

・県議会議員選挙費 ７６６,０００

県議会議員選挙に要する選挙執行事務費等


