
平成２３年度当初予算（案）の主要項目

１　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

　取組１　地域経済を力強く牽引するものづくり産業（製造業）の振興

富県共創推進事業費 経済商工観光部 2,500 富県宮城推進会議開催，宮城マスター検定実施等 ○

富県創出県民総力事業費 11,300 

富県創出補助事業費 経済商工観光部 7,500 富県創出のため市町村等が行う事業への助成 ○

農商工連携推進モデル事業費 新 経済商工観光部 2,000 水産資源活用による農商工連携モデル事業展開 ○

外国人観光客安心サポート整備促進費 新 経済商工観光部 1,800 中国人観光客の受入体制整備等 ◎

みやぎ優れＭＯＮＯ発信事業費 経済商工観光部 3,000 優れた工業製品の発掘・情報発信・販売促進支援 ○

みやぎマーケティング・サポート事業費 経済商工観光部 14,000 経営革新講座，みやぎビジネスマーケット等 ○

経済商工観光部 5,560 地域企業の技術的支援，技術研究会の開催等 ○

リエゾン活動費 経済商工観光部 19,889 技術協力，技術者養成

工業試験研究費 経済商工観光部 17,765 工業技術の高度化等

地域企業競争力強化支援費 経済商工観光部 5,500 高付加価値製品の開発や実用化支援等 ○

自動車関連産業特別支援費 60,000 

自動車関連産業特別支援費 経済商工観光部 20,600 地域企業の取引拡大，受注獲得の支援等 ◎

自動車関連産業特別支援費（発展税充当分） 経済商工観光部 39,400 生産現場改善支援，人材育成センター運営等 ◎

経済商工観光部 20,000 保証料軽減助成 ○

起業家等育成支援費 経済商工観光部 6,502 東北大学連携型起業家育成施設入居者支援等 ○

高度電子機械産業集積促進費 経済商工観光部 28,000 地域企業の取引拡大，人材育成センター運営等 ◎

新 経済商工観光部 16 000 新製品開発・新市場開拓支援 ○

事業等の名称

ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進
費

富県宮城資金円滑化支援費

新規

クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製品創

重点
事業

担当部局 H23予算(千円) 備　　　　　　　考

新 経済商工観光部 16,000 新製品開発・新市場開拓支援 ○

企業誘致活動費 経済商工観光部 19,014 投資環境ＰＲ，企業立地セミナーの開催等

名古屋産業立地センター運営費 経済商工観光部 15,983 中京地区での自動車関連企業等の誘致 ○

工業立地促進資金貸付金 経済商工観光部 1,000,000 融資枠40億円

企業立地促進奨励費 1,730,000 

企業立地奨励費 経済商工観光部 100,000 立地企業への奨励金 ◎

みやぎ企業立地奨励費（発展税充当分） 経済商工観光部 1,600,000 立地企業への奨励金 ◎

情報通信関連企業立地促進奨励費 企画部 30,000 開発系ＩＴ企業等への立地奨励金 ○

立地有望業界動向調査費 経済商工観光部 3,500 半導体関連企業の立地動向の情報収集 ○

企業立地促進法関連産業集積促進費 経済商工観光部 400,000 市町村が実施する工場用地造成費の貸付 ○

　取組２　産学官の連携による高度技術産業の集積促進

高度電子機械産業集積促進費（再掲） 経済商工観光部 28,000 地域企業の取引拡大，人材育成センター運営等 ◎

経済商工観光部 5,560 地域企業の技術的支援，技術研究会の開催等 ○

地域イノベーション創出型研究開発支援費 経済商工観光部 11,000 産学連携による研究開発の支援等 ○

知的クラスター創成推進費 経済商工観光部 4,200 先進予防型健康社会創成クラスター構想支援 ○

知的財産活用推進費 経済商工観光部 2,430 知的所有権センター運営費等 ○

大学等シーズ実用化促進費 経済商工観光部 2,900 無機廃棄物の粉砕加工による再資源化研究 ○

起業家等育成支援費（再掲） 経済商工観光部 6,502 東北大学連携型起業家育成施設入居者支援等 ○

重点
事業

担当部局 備　　　　　　　考

ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進
費（再掲）

事業等の名称

クリ ン ネルギ 省 ネルギ 関連新製品創
造支援費

新規 H23予算(千円)



　取組３　豊かな農林水産資源と結びついた食品製造業の振興

首都圏県産品販売等拠点運営費 農林水産部 154,468 東京アンテナショップの運営 ○

県産ブランド品確立支援費 農林水産部 7,875 県産ブランド品確立のための支援 ○

食品製造業振興プロジェクト推進費 18,151 

食料産業クラスター支援費 農林水産部 3,650 産学官連携セミナー開催等 ○

「売れる商品づくり」支援費 農林水産部 6,791 新商品開発支援等 ○

食材王国みやぎ販路拡大支援費 農林水産部 7,710 商談会の開催等 ○

県産食材地域イメージ確立推進費 農林水産部 13,976 「食材王国みやぎ」普及浸透等地域イメージ確立 ○

農商工連携推進モデル事業費（再掲） 新 経済商工観光部 2,000 水産資源活用による農商工連携モデル事業展開 ○

地域産業振興事業費 経済商工観光部 21,900 地域資源を活用した産業振興 ○

（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

　取組４　高付加価値型サービス産業・情報産業及び地域商業の振興             

サービス産業創出等促進費 経済商工観光部 500 新サービスの開発環境整備 ○

中心市街地商業活性化計画策定支援費  経済商工観光部 1,590 基本計画策定等支援 ○

経済商工観光部 10,564 商店街活性化支援 ○

 経済商工観光部 1,268 地域まちづくりセミナー開催等 ○

企画部 30,000 開発系ＩＴ企業等への立地奨励金 ○

企画部 3,600 組込み人材育成研修 ○

企画部 21,500 無償試用提供による販売促進支援等 ○

みやぎＩＴ市場獲得支援・形成促進費 9,400 

みやぎＩＴ市場獲得支援・形成促進費 企画部 2 600 組込み分野等の市場獲得支援

重点
事業

新規

みやぎＩＴ技術者等確保・育成支援費

商店街にぎわいづくり戦略推進費

担当部局

情報通信関連企業立地促進奨励費（再掲）

備　　　　　　　考

事業等の名称

事業等の名称 新規 H23予算(千円)

みやぎＩＴ商品販売・導入促進費

コンパクトで活力あるまちづくり支援費

重点
事業

備　　　　　　　考H23予算(千円)担当部局

みやぎＩＴ市場獲得支援 形成促進費 企画部 2,600 組込み分野等の市場獲得支援

みやぎＩＴ市場獲得支援・形成促進費（発展
税充当分）

企画部 6,800 組込み分野等の市場獲得支援等 ○

企画部 1,358 コールセンター協議会を通じた人材育成支援

　取組５　地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの実現

県政テレビ・ラジオ広報費  総務部 31,856 ＢＳデジタルテレビによる広報番組等 ○

外国人観光客誘致促進費 経済商工観光部 8,500 東アジアからの誘客促進 ◎

外国人観光客誘客モデル事業費 新 経済商工観光部 1,500 モニターツアーによる外国人観光客の誘客促進 ◎

みやぎの観光イメージアップ推進費 経済商工観光部 1,000 国内観光客の誘客促進 ○

広域観光開発促進費 経済商工観光部 17,289 各種協議会負担金

2,100 

外国人観光客受入体制整備費 新 経済商工観光部 300 外国人観光客受入のための人材育成 ◎

外国人観光客安心サポート整備促進費（再掲） 新 経済商工観光部 1,800 中国人観光客の受入体制整備等 ◎

みやぎ観光ホスピタリティ向上推進費 経済商工観光部 500 みやぎ観光コンシェルジュの設置等 ○

みやぎ観光戦略受入基盤整備費 経済商工観光部 53,000 国際化等に対応した観光施設整備等 ◎

栗駒山麓観光再生支援費 143,118 

栗駒山麓観光再生誘客支援費 経済商工観光部 83,118 栗原地域への誘客促進，観光施設整備資金等 ○

栗駒山麓県有施設再生事業費 経済商工観光部 60,000 栗駒レストハウス，遊歩道等の再整備 ○

農林水産部 5,984 都市と農山漁村の交流促進 ○

地域産業振興事業費（再掲） 経済商工観光部 21,900 地域資源を活用した産業振興 ○

グリーン・ツーリズム促進費

コールセンターサポート事業費

重点
事業

事業等の名称 新規 備　　　　　　　考H23予算(千円)担当部局

外国人観光客受入体制整備促進費



（３）地域経済を支える農林水産業の競争力強化

　取組６　競争力ある農林水産業への転換

県産ブランド品確立支援費（再掲） 農林水産部 7,875 県産ブランド品確立のための支援 ○

食品製造業振興プロジェクト推進費（再掲） 農林水産部 18,151 産学官連携セミナー開催等 ○

県産食材地域イメージ確立推進費（再掲） 農林水産部 13,976 「食材王国みやぎ」普及浸透等地域イメージ確立 ○

農林水産部 6,727 新商品・新サービスの開発支援等 ◎

みやぎ食と農の県民条例基本計画推進費 新 農林水産部 3,650 圏域の特性を生かした農業振興等 ○

宮城米産地強化対策費 新 農林水産部 1,904 宮城米の生産振興 ○

麦・大豆生産拡大推進費 農林水産部 2,185 栽培技術指導，ブランド化推進等 ○

農林水産部 4,180 ハタケシメジ，ムラサキシメジの生産振興等 ○

農林水産部 42,389 優良種豚の維持・配布等

飼料価格高騰対策費 農林水産部 4,275 自給飼料確保・生産性向上対策等 ○

農林水産部 40,252 基幹種雄牛の選抜等 ○

酪農経営体質強化対策費 新 農林水産部 3,178 酪農ヘルパー事業運営強化対策

みやぎの茂洋普及拡大推進費 新 農林水産部 30,000 畜産経営の規模拡大に対する支援

園芸振興戦略総合対策費 新 農林水産部 8,389 園芸特産振興の推進 ◎

新世代アグリビジネス総合推進費 133,425 

アグリビジネス新展開支援費 農林水産部 16,282 アグリビジネス支援体制整備

アグリビジネス新展開支援費（発展税充当分） 農林水産部 114,626 アグリビジネス推進体制整備等 ○

農産物直売・農産加工ビジネス支援費 農林水産部 2,517 マーケティング力強化支援等 ○

農業者戸別所得補償制度推進費 新 農林水産部 240,000 農業者戸別所得補償制度の円滑な実施等

農林水産部 1,268 漁業資源再生のための調査等

農林水産部 7,180 養殖業の持続的生産と振興 ○

新規 担当部局事業等の名称

仙台湾の漁場生産力回復事業費

優良種豚選抜推進費

２１世紀みやぎの牛づくり活性化対策費

みやぎのきのこ振興対策費

重点
事業

H23予算(千円) 備　　　　　　　考

農商工連携加速化推進費

養殖振興プラン推進費

新 農林水産部 700 災害に強い養殖施設整備への支援 ○

農林水産部 5,520 園芸作物，畜産物のブランド化推進

農林水産部 16,600 宮城米の広報宣伝への支援

農林水産部 77,458 森林管理活動支援

農林水産部 472,328 間伐，路網整備，木材利用の推進等

農林水産部 2,300 優良みやぎ材フェア開催等 ○

森林育成事業費（公共事業等） 農林水産部 506,078 造林事業等

農林水産部 402,006 県有林の経営

農林水産部 18,418 海外商談会開催・見本市出展等 ○

54,585 

農業近代化資金 農林水産部 23,099 融資枠8億円 ○

［債務負担行為］ 農林水産部 [51,290]

漁業近代化資金 農林水産部 31,486 融資枠15億円 ○

［債務負担行為］ 農林水産部 [148,863]

農林業経営体指導費 農林水産部 1,551 直売所経営体等の経営改善指導等

漁業経営改善支援強化費 農林水産部 4,062 水産業経営相談窓口の設置等

農林水産部 84,389 とめ地区，くりはら地区

新 農林水産部 6,210 家畜排せつ物処理施設の機能保全計画策定

農林水産部 17,950,953 土地改良事業等 ○

[1,503,200]

「優良みやぎ材」普及拡大対策費

みやぎの園芸・畜産物消費拡大推進費

森林整備地域活動支援交付金事業費

県有林経営事業費（特別会計）

県産農林水産物等輸出促進費

利子補給

森林整備加速化・林業再生基金事業費

農業農村整備費（公共事業等）

［債務負担行為］

畜産基盤再編総合整備費（公共事業）

養殖施設整備促進費

宮城米広報宣伝費

家畜排せつ物処理施設ストックマネジメント事業
費（公共事業）



森林・林業・木材産業づくり交付金 農林水産部 23,865 林業の生産体制整備等

農林水産部 305,001 林道の開設・改良事業，県営林道維持管理

農林水産部 20,300 林道の開設・舗装

水産都市活力強化対策支援費 農林水産部 16,657 魚市場の水揚げ確保対策への支援等 ○

新みやぎの練りづくり推進費 新 農林水産部 2,000 前浜魚と米粉を原料とした練り製品の開発支援 ○

農林水産部 4,300 構造改革認定グループ等への実践支援 ○

農林水産部 2,227,834 漁港施設整備等

農業試験研究費 農林水産部 128,903 農業技術の高度化等

林業試験研究費 農林水産部 6,391 林業技術の高度化等

水産試験研究費 農林水産部 34,889 水産業技術の高度化等

　取組７　地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保

農林水産部 2,000 みやぎ食料自給率向上クラブによる普及啓発等 ○

農林水産部 1,600 普及啓発，実践活動支援等 ○

農林水産部 10,400 米粉の普及，販路拡大等 ◎

環境にやさしい農業定着促進費 農林水産部 13,165 農産物認証表示，エコファーマー支援普及等 ◎

みやぎ食の安全安心対策費 3,019 

みやぎ食の安全安心県民総参加運動事業費 環境生活部 2,600 モニター制度，取組宣言等 ○

みやぎ食の安全安心相互交流理解度アップ事
業費

環境生活部 419 地方懇談会の開催等

食品検査強化対策費 環境生活部 29,076 輸入業者等監視，輸入食品の検査等 ○

牛海綿状脳症対策費 環境生活部 7 555 全頭検査の実施

事業等の名称 新規

ふるさと林道緊急整備費（公共事業）

林道整備費（公共事業）

H23予算(千円) 備　　　　　　　考担当部局

重点
事業

H23予算(千円)

重点
事業

こめ粉普及拡大プロジェクト推進費

備　　　　　　　考新規事業等の名称

漁港漁場整備費（公共事業）

みやぎの食料自給率向上運動推進費

耕作放棄地対策費

担当部局

漁船漁業構造改革促進費

牛海綿状脳症対策費 環境生活部 7,555 全頭検査の実施

農林水産部 3,903 地産地消の周知・定着等 ○

農作物・土壌対策費 農林水産部 2,200 植物による土壌浄化実証試験等 ○

産地管理施設整備費 新 農林水産部 30,135 土壌等の総合分析センターの整備

生産工程管理推進費 新 農林水産部 890 ＧＡＰ（農業生産工程管理）の推進

生がきノロウイルス対策費 農林水産部 3,195 ノロウイルス新検査手法の実証及び普及 ○

農林水産部 6,303 貝毒による食中毒未然防止対策等

農林水産部 465 地場農産物等供給システム確立等 ○

木の良さ普及ＰＲ活動支援費 農林水産部 1,500 木材の優れた特性ＰＲによる県産材利用拡大支援

（４）アジアに開かれた広域経済圏の形成

　取組８　県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進

国際戦略プラン推進費 経済商工観光部 375 みやぎ国際戦略プランの推進

日本貿易振興機構（ジェトロ）支援費 経済商工観光部 13,550 仙台貿易情報センター運営費負担金 ○

海外事務所運営費 経済商工観光部 35,248 ソウル事務所，大連事務所の運営 ○

農林水産部 18,418 海外商談会開催・見本市出展等 ○

みやぎグローバルビジネス総合支援費 経済商工観光部 2,400 グローバルビジネスアドバイザー設置等 ○

東アジアとの経済交流促進費 経済商工観光部 5,900 上海，大連での商談会開催 ○

ロシアとの経済交流促進費 経済商工観光部 4,400 ロシアビジネス拡大に対する支援 ○

国際協力推進費 経済商工観光部 4,000 海外からの研修員受入 ○

重点
事業

備　　　　　　　考事業等の名称 新規 担当部局

食育・地産地消推進費

有用貝類毒化監視対策費

学校給食地産地消推進費

H23予算(千円)

県産農林水産物等輸出促進費（再掲）



海外交流基盤強化費 経済商工観光部 5,000 訪問団の派遣・受入等 ○

外資系企業県内投資促進費 経済商工観光部 1,900 外資系企業の誘致 ○

　取組９　自律的に発展できる経済システム構築に向けた広域経済圏の形成

企画部 1,828 北海道・東北各道県等との連携 ○

自動車関連産業特別支援費(再掲） 経済商工観光部 20,600 地域企業の取引拡大，受注獲得の支援等 ◎

1,603,500 

高規格幹線道路整備費（公共事業） 土木部 1,383,000 三陸縦貫自動車道(国直轄事業)等 ○

地域高規格道路整備費（公共事業） 土木部 220,500 県道築館登米線 ○

広域観光開発促進費（再掲） 経済商工観光部 17,289 各種協議会負担金

2,100 

外国人観光客受入体制整備費（再掲） 新 経済商工観光部 300 外国人観光客受入のための人材育成事業 ◎

外国人観光客安心サポート整備促進費（再掲） 新 経済商工観光部 1,800 中国人観光客の受入体制整備等 ◎

外国人観光客誘致促進費（再掲） 経済商工観光部 8,500 東アジアからの誘客促進 ◎

外国人観光客誘客モデル事業費（再掲） 新 経済商工観光部 1,500 モニターツアー等による外国人観光客の誘客促進 ◎

みやぎの観光イメージアップ推進費（再掲） 経済商工観光部 1,000 国内観光客の誘客促進 ○

海外事務所運営費（再掲） 経済商工観光部 35,248 ソウル事務所，大連事務所の運営 ○

（５）産業競争力の強化に向けた条件整備

　取組10　産業活動の基礎となる人材の育成・確保

備　　　　　　　考 重点
事業

事業等の名称

事業等の名称 新規

重点
事業

外国人観光客受入体制整備促進費（再掲）

事業等の名称 H23予算(千円)新規 担当部局

担当部局 H23予算(千円)

備　　　　　　　考

重点
事業

担当部局 H23予算(千円)

広域連携推進費

高規格幹線道路等整備費（公共事業）

備　　　　　　　考新規

経済商工観光部 39,400 生産現場改善支援，人材育成センター運営等 ◎

高度電子機械産業集積促進費（再掲） 経済商工観光部 28,000 地域企業の取引拡大，人材育成センター運営等 ◎

産業人材育成プラットフォーム構築費 経済商工観光部 2,300 協議会運営等 ○

委託訓練活用型デュアルシステム事業費 経済商工観光部 53,931 実務・教育連結型人材育成

進路達成支援費 教育庁 4,700 就職ガイダンス，進路探求ワークショップ等 ◎

みやぎクラフトマン２１事業費 教育庁 3,000 工業高校等と産業界の連携による人材育成 ○

ものづくり人材育成確保対策費 経済商工観光部 4,900 セミナー開催，キャリアカウンセラー高校派遣等 ◎

商業者連携サポート事業費 経済商工観光部 473 地域商業の活性化の取組支援，リーダー育成等

農林水産部 121,012 農業大学校運営，就農支援資金償還助成等 ○

農業・農村男女共同参画支援費 農林水産部 3,273 キャリアアップ講座開催等

子ども農業体験学習推進費 農林水産部 818 体験学習基礎セミナー等の実施 ○

担い手育成支援費 農林水産部 12,746 土地改良負担金償還費助成

農林水産部 986 相談窓口設置等

農林水産部 11,859 林業退職金共済掛金助成等 ○

森林・林業次世代リーダー育成強化費 農林水産部 1,251 トータルコーディネーター，林業技能者の育成 ○

新林業機械作業システム技術者育成費 農林水産部 1,393 高性能林業機械オペレーターの養成研修

沿岸漁業担い手活動支援費 農林水産部 3,000 次世代の担い手育成等 ○

新たな農業担い手育成プロジェクト

事業

林業担い手育成確保対策費

森林整備担い手対策基金事業費

自動車関連産業特別支援費（発展税充当分）（再
掲）



　取組11　経営力の向上と経営基盤の強化

県中小企業支援センター事業費 経済商工観光部 188,800 中小企業等の創業・経営革新，取引支援等 ○

みやぎマーケティング・サポート事業費（再掲） 経済商工観光部 14,000 経営革新講座，みやぎビジネスマーケット等 ○

農業経営高度化支援費（公共事業） 農林水産部 223,488 認定農業者等への農用地集積促進 ○

農林水産部 51,839 農地利用集積円滑化団体への助成等

集落営農ステップアップ推進支援費 農林水産部 5,600 多様な集落営農組織の確保・育成等 ○

土木部 7,972 建設業担い手育成等 ○

地域農業担い手育成支援費 農林水産部 7,115 地域農業担い手経営体の育成支援等

中小企業診断支援費 経済商工観光部 790 経営診断・助言等

中小企業再生支援費 経済商工観光部 2,422 中小企業再生支援協議会運営費助成 ○

中小企業再生特別保証事業費［債務負担行為］ 経済商工観光部 [96,000] 支援企業の債務保証に対する損失補償

漁業経営改善支援強化費（再掲） 農林水産部 4,062 水産業経営相談窓口の設置等

貸付金 83,361,422 

中小企業経営安定資金貸付金 経済商工観光部 80,354,000 融資枠2,393億5,200万円 ○

［債務負担行為］ [168,000]

中小企業産業振興資金貸付金 経済商工観光部 2,071,000 融資枠47億400万円 ○

［債務負担行為］ [29,000]

小規模企業者等設備導入資金貸付金（特別会
計）

経済商工観光部 210,000 融資枠2億1,000万円

［債務負担行為］ [11,000]

中小企業高度化資金貸付金（特別会計） 経済商工観光部 136,422 組合，組合員向け貸付

農業改良資金貸付金（特別会計） 農林水産部 80,000 融資枠8,000万円

林業・木材産業改善資金貸付金（特別会計） 農林水産部 100,000 融資枠1億円

沿岸漁業改善資金貸付金（特別会計） 農林水産部 410 000 融資枠4億1 000万円

備　　　　　　　考事業等の名称

建設産業振興支援費

農業経営基盤強化促進費

重点
事業

新規 担当部局 H23予算(千円)

沿岸漁業改善資金貸付金（特別会計） 農林水産部 410,000 融資枠4億1,000万円

信用保証協会経営基盤強化対策費(通常資金分) 経済商工観光部 150,000 保証料助成

54,585 

農業近代化資金 農林水産部 23,099 融資枠8億円 ○

［債務負担行為］ 農林水産部 [51,290]

漁業近代化資金 農林水産部 31,486 融資枠15億円 ○

［債務負担行為］ 農林水産部 [148,863]

　取組12　宮城の飛躍を支える産業基盤の整備

土木部 2,501,540 重要港湾改修等

[46,000]

1,565,838 

仙台国際貿易港整備費（特別会計） 土木部 524,000 高砂コンテナターミナル拡張等 ○

仙台国際貿易港振興対策費 土木部 4,632 コンテナ定期航路誘致促進等 ○

「みやぎの港湾施設」省エネ推進費 新 土木部 12,500 港湾施設省エネ推進 ○

仙台港整備費（公共事業等） 土木部 1,024,706 国直轄事業負担金等 ○

土木部 293,426 区画整理事業等 ○

土木部 2,743,041 仙石線多賀城地区連続立体交差事業等 ○

仙台塩釜港仙台港区整備費（公共事業等）

［債務負担行為］

仙台港背後地土地区画整理事業費

街路事業費（公共事業）

重点
事業

港湾事業費（公共事業等）

事業等の名称 新規 担当部局 H23予算(千円) 備　　　　　　　考

利子補給（再掲）



444,558 

仙台空港国際化推進費 土木部 8,131 エアポートセールス等 ○

仙台空港整備費（公共事業等） 土木部 141,150 国直轄事業負担金等 ○

仙台空港臨空都市整備推進費（公共事業等） 土木部 295,277 国際空港関連道路整備等 ○

土木部 20,427,427 国道108号等 ○

[912,000]

高規格幹線道路等整備費（公共事業）（再掲） 土木部 1,603,500 三陸縦貫自動車道(国直轄事業)等 ○

広域道路ネットワーク整備費（公共事業） 土木部 1,853,970 県道大衡仙台線等 ○

交通安全施設整備費 1,353,822 

通常整備型交通安全施設整備費 警察本部 1,316,132 交通信号機新設，交通規制標識設置等

企業立地型交通安全施設整備費 警察本部 15,690 交通信号機新設 ○

災害対応型交通安全施設整備費 警察本部 22,000 交通信号機用発電機の整備 ○

２　安心と活力に満ちた地域社会づくり

（１）子どもを生み育てやすい環境づくり

　取組13  次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境づくり      

保健福祉部 773 次世代育成支援対策の推進 ○

乳幼児医療助成費 保健福祉部 979,569 就学前児童を対象にした医療費の助成

子ども手当費 保健福祉部 5,357,282 子ども手当の負担金

児童扶養手当給付費 保健福祉部 1,600,000 母子父子家庭等を対象にした手当の支給

母子父子家庭医療助成費 保健福祉部 261,081 母子父子家庭等を対象にした医療費の助成

県民開放型庁内保育所運営費 総務部 5,022 定員30名

次世代育成支援対策費

道路橋りょう事業費（公共事業等）

［債務負担行為］

仙台空港整備推進関連事業費

重点
事業

備　　　　　　　考H23予算(千円)新規 担当部局事業等の名称

H23予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

事業等の名称 新規 担当部局

県民開放型庁内保育所運営費 総務部 , 定員 名

男女共同参画相談事業費 環境生活部 9,026 みやぎ男女共同参画相談室の運営等

男女共同参画の日普及推進費 環境生活部 1,191 記念イベントの開催等

子育て支援優良中小企業支援費 保健福祉部 609 優良企業表彰

「仕事」と「家庭」両立支援費 経済商工観光部 2,100 ファミリー・サポート・センター運営費助成 ○

保育対策等促進費 573,387 

私立幼稚園預かり保育支援費 総務部 272,730 延長保育，長期休業日保育

病児・病後児保育費 保健福祉部 23,652 病児・病後児保育対応保育所への助成 ◎

特定保育費 保健福祉部 14,940 特定保育対応保育所への助成 ◎

休日保育費 保健福祉部 774 休日対応保育所への助成 ◎

延長保育費 保健福祉部 245,866 延長保育対応保育所への助成 ◎

家庭的保育費 保健福祉部 15,425 家庭的保育者等への助成 ◎

待機児童解消推進費 1,892,750 

待機児童解消推進費 保健福祉部 1,824 低年齢児保育等への助成 ◎

待機児童解消推進費（子育て支援対策臨時特
例基金充当分）

保健福祉部 1,890,926 保育所等の施設整備への助成等 ◎

子育て支援対策臨時特例基金事業費 2,706,464 

子育て支援県民運動推進費 新 保健福祉部 60,000 子育てを支援する県民運動 ◎

待機児童解消推進費（子育て支援対策臨時特
例基金充当分）（再掲）

保健福祉部 1,890,926 保育所等の施設整備への助成等 ◎

保育士研修費 保健福祉部 2,781 保育士研修

地域子育て創生事業費 保健福祉部 320,000 地域の実情に応じた子育て支援活動への助成

ひとり親支援・社会的養護拡充事業費 保健福祉部 348,382 高等技能訓練促進費の支給等

児童虐待防止対策緊急強化事業費 新 保健福祉部 84,375 児童虐待防止の広報等



300,903 

児童健全育成対策費 保健福祉部 278,906 放課後児童クラブへの助成 ○

放課後子ども教室推進費 教育庁 21,997 放課後こども教室への助成 ○

地域組織活動育成支援費 保健福祉部 6,776 母親クラブ等への助成 ○

子どもメンタルサポート推進費 保健福祉部 10,197 子どもの治療や親に対するケア ○

不妊治療相談・支援費 保健福祉部 138,600 不妊専門相談センター運営等 ○

子ども虐待対策費 保健福祉部 20,654 土日祝日・年末年始の通報への対応 ○

母子保健児童虐待予防対策費 保健福祉部 1,394 産後うつ病の早期発見・支援による児童虐待予防 ○

妊婦健康診査臨時特例基金事業費 保健福祉部 616,535 市町村の妊婦健康診査への助成

小児救急医療対策費 保健福祉部 19,448 夜間の小児救急電話相談等 ○

こども病院運営費負担金 保健福祉部 1,864,706 地方独立行政法人への負担金

周産期医療対策費 104,829 

地域周産期医療提供体制確保費 保健福祉部 20,133 産科医等に対する分娩手当助成等 ◎

周産期医療連携強化費 新 保健福祉部 1,454 周産期医療地域連携システム定着支援等 ◎

周産期医療学講座等設置費 保健福祉部 30,000 周産期分野の専門医養成等 ○

周産期医療再生費 保健福祉部 53,242 機器整備の支援等 ◎

教育・福祉複合施設整備費 教育庁ほか 42,191 情報配線工事，モニタリング業務委託等 ○

特別支援学校新設費 教育庁 79,252 児童・生徒増への対応 ○

教育庁 24,876 狭隘化対策

　取組14　家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成    

事業等の名称 新規 担当部局 H23予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

重点
事業

特別支援学校仮設校舎等整備費

放課後児童対策費

事業等の名称 H23予算(千円) 備　　　　　　　考新規 担当部局

動物愛護推進費 環境生活部 15,843 学校での動物愛護教育等

教育庁 1,500 会議開催，パンフレット作成等 ◎

300,903 

児童健全育成対策費（再掲） 保健福祉部 278,906 放課後児童クラブへの助成 ○

放課後子ども教室推進費（再掲） 教育庁 21,997 放課後こども教室への助成 ○

教育庁 7,800 子どもを地域全体で育てる環境づくり ◎

教育庁 9,571 外部指導者の活用

（２）将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり

　取組15  着実な学力向上と希望する進路の実現                   

「学ぶ土台づくり」普及啓発費 新 教育庁 2,000 質の高い幼児教育・保育の推進体制構築 ◎

幼・保・小連携推進費 新 教育庁 2,000 幼稚園・保育所・小学校の連携・交流 ◎

発達障害早期支援費 新 教育庁 1,000 障害のある幼児の早期発見・支援 ◎

協働教育推進総合事業費（再掲） 教育庁 7,800 子どもを地域全体で育てる環境づくり ◎

志教育支援事業費 教育庁 2,000 児童生徒の発達段階に応じた社会性・勤労観育成 ○

基本的生活習慣定着促進費（再掲） 教育庁 1,500 会議開催，パンフレット作成等 ◎

20,300 

小・中学校学力向上推進費 教育庁 10,000 地域学習支援センター設置等 ○

学力向上サポートプログラム事業費 教育庁 2,800 小・中学校への指導主事派遣等 ○

高等学校学力向上推進費 教育庁 7,500 校内研究体制の充実等 ○

重点
事業

事業

協働教育推進総合事業費

放課後児童対策費（再掲）

基本的生活習慣定着促進費

運動部活動地域連携促進費

学力向上推進費

備　　　　　　　考担当部局 H23予算(千円)新規事業等の名称



教育庁 6,800 進学拠点校での総合的な進路指導 ○

進路達成支援費（再掲） 教育庁 4,700 就職ガイダンス，進路探求ワークショップ等 ◎

就職指導システム改善モデル事業費 新 教育庁 20,000 就職支援推進員の配置 ◎

みやぎクラフトマン２１事業費（再掲） 教育庁 3,000 工業高校等と産業界の連携による人材育成 ○

産業人材育成重点化モデル事業費 教育庁 5,200 コーディネーターの配置等 ○

産業人材育成プラットフォーム構築費（再掲） 経済商工観光部 2,300 協議会運営等 ○

教育庁 1,395 ＩＣＴ利活用・情報モラル教育の推進 ○

中高一貫教育推進費 教育庁 3,261 県立中学校の入学選抜実施等

178,300 

英語教育改善研究費 教育庁 1,300 小学校英語教育の研究

実践的英語教育充実支援事業費 教育庁 177,000 ＡＬＴ配置，新学習指導要領対応モデル校指定

教育庁 10,487 小学校５・６年生対象

　取組16  豊かな心と健やかな体の育成

志教育支援事業費（再掲） 教育庁 2,000 児童生徒の発達段階に応じた社会性・勤労観育成 ○

教育庁 2,315 講習会開催等 ○

284,970 

教育相談充実事業費 教育庁 179,619 小・中学校スクールカウンセラーの配置等 ○

登校支援ネットワーク事業費 教育庁 37,291 地域ネットワークセンター運営等 ○

高等学校スクールカウンセラー活用事業費 教育庁 52,900 県立高校への配置 ○

教育相談事業費 教育庁 15,160 不登校相談センター運営等 ○

H23予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

H23予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

みやぎアドベンチャープログラム事業費

総合教育相談事業費

事業等の名称

事業等の名称

理科支援員等配置事業費

ＩＣＴ利活用向上事業費

学校英語教育充実事業費

新規 担当部局

進学拠点校学力向上事業費

新規 担当部局

生徒指導支援費 新 教育庁 85,953 問題行動等対策として非常勤職員を配置 ○

教育庁 3,997 連絡協議会開催等 ○

子どもの健康を育む食育推進費 教育庁 2,451 食育推進地域における実践的な取組

教育庁 1,780 体力・運動能力実態把握，活用等 ○

　取組17  児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり 

発達障害早期支援費（再掲） 新 教育庁 1,000 障害のある幼児の早期発見・支援 ◎

教育庁 2,000 職業観・勤労観の醸成

学級編制弾力化推進費 教育庁 1,058,743 小学校２年生，中学校１年生対象 ○

教育庁 1,900 審議会開催，新たな入試制度の周知等 ○

教育庁 5,000 特色ある学校づくりの推進 ○

学校評価事業費 教育庁 1,558 高等学校での学校評議会開催等 ○

時代に即応した学校経営支援費 教育庁 430 危機管理研修会開催等 ○

52,820 

特別支援教育システム整備費 教育庁 50,969 通常学級障害児在籍モデル事業等 ○

特別支援教育地域支援推進費 教育庁 762 特別支援学校による小・中学校等支援 ○

特別支援教育研修充実事業費 教育庁 1,089 コーディネーター養成研修等 ○

教育庁 98,300 看護師による支援体制整備等 ○

教育庁 13,161 資質能力を備えた教員の確保等 ○

重点
事業

H23予算(千円) 備　　　　　　　考

魅力ある高校づくり推進費

人材確保・教員採用事業費

高等学校入学者選抜改善費

事業等の名称 担当部局新規

子どもの体力・運動能力充実プロジェクト推進費

発達段階に応じたキャリア教育支援費

障害児教育推進費

医療的ケア推進費

健康教育推進費



中学校への民間人校長登用費 教育庁 397 地域等と連携した特色ある学校づくりの推進

教育庁 259,565 新任教員の実践的指導力養成等

産業人材養成教員派遣研修事業費 教育庁 2,000 教員の企業等派遣研修 ○

教育・福祉複合施設整備費（再掲） 教育庁ほか 27,500 情報配線工事，モニタリング業務委託等 ○

教育庁 5,158,239 校舎改築等

［債務負担行為］ [3,156,000]

私立学校助成費 総務部 11,233,829 運営費助成等

私立高等学校等就学支援費 総務部 2,280,000 就学支援金の助成

（３）生涯現役で安心して暮らせる社会の構築

　取組18　多様な就業機会や就業環境の創出

緊急雇用対策訓練費 経済商工観光部 600,267 離職者を対象とした介護，ＩＴ等の職業訓練

みやぎ雇用創出対策費 経済商工観光部 19,000 再就職促進奨励金 ◎

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 総務部ほか 7,252,865 一時的及び成長分野での雇用機会の創出 ◎

ふるさと雇用再生特別基金事業費 企画部ほか 2,801,346 地域における安定した雇用機会の創出 ◎

「女性のチカラは企業の力」普及推進費 1,409 

「女性のチカラは企業の力」普及推進費 環境生活部 800 企業での女性の積極的登用促進 ○

子育て支援優良中小企業支援費（再掲） 保健福祉部 609 優良企業表彰

母子自立支援費 保健福祉部 69,119 自立支援教育訓練給付金交付等 ○

高卒就職者援助費 経済商工観光部 2,202 合同就職面接会等による新規高卒者の就職支援 ◎

新規大卒者等就職支援費 経済商工観光部 1,932 就職ガイダンス等による新規大卒者等の就職支援 ○

H23予算(千円) 備　　　　　　　考

事業等の名称

担当部局

新規 担当部局 H23予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

重点
事業

事業等の名称

初任者研修事業費

県立学校施設整備費

新規

若年者就職支援ワンストップセンター事業費 経済商工観光部 45,900 みやぎジョブカフェ運営 ○

みやぎの若者の職業的自立支援費 経済商工観光部 2,191 若年無業者（ニート）の職業的自立支援 ○

就職指導システム改善モデル事業費（再掲） 新 教育庁 20,000 就職支援推進員の配置 ◎

障害者就労総合支援費 保健福祉部 4,088 ホームヘルパー養成研修等 ○

障害者工賃向上総合対策支援費 保健福祉部 7,599 授産施設へのコンサルタント派遣等 ○

障害者就業・生活支援費 55,686 

みやぎ障害者ＩＴサポート事業費 保健福祉部 18,656 サポートセンター運営等 ○

障害者就業・生活支援センター事業費 保健福祉部 37,030 相談・生活支援等 ○

　取組19　安心できる地域医療の充実

181,658 

自治体病院開設者協議会支援費 保健福祉部 750 自治体病院開設者協議会負担金

宮城県ドクターバンク事業費 保健福祉部 5,512 自治体病院への医師派遣 ○

医学生修学資金等貸付金 保健福祉部 63,600 医学生・大学院生等への貸付 ○

女性医師就労支援費 新 保健福祉部 30,000 女性医師支援のための就労環境改善への助成

医師育成機構運営費 保健福祉部 33,496 医師定着に向けた体制構築 ○

医師確保緊急対策修学資金貸付金 保健福祉部 37,800 医学生への貸付 ○

女性医師支援費 保健福祉部 10,500 女性医師の離職防止に向けた支援 ○

周産期医療対策費（再掲） 保健福祉部 104,829 人材養成，医療提供体制の整備等 ◎

重点
事業

H23予算(千円)

自治体病院等医師確保対策費

事業等の名称 新規 担当部局 備　　　　　　　考



地域の中核的な病院整備推進費 保健福祉部 210,000 施設設備整備への助成

救急業務高度化推進費 総務部 27,335 救急救命士養成教育等

小児救急医療対策費（再掲） 保健福祉部 19,448 夜間の小児救急電話相談等 ○

救急医療施設運営費 保健福祉部 120,000 大崎市民病院救命救急センター運営費助成

救急医療対策費 514,347 

救急搬送実施基準策定費 総務部 600 検討会・専門部会の設置 ○

救命救急センター運営費 保健福祉部 69,080 石巻赤十字病院救命救急センター運営費助成 ◎

二次救急体制機能強化費 保健福祉部 16,764 医師当直手当助成等 ◎

受入困難事案患者受入医療機関支援費 新 保健福祉部 33,766 受入困難患者の受入への助成 ◎

救急患者退院コーディネーター費 新 保健福祉部 30,160 転院・退院コーディネーター配置への助成 ◎

救急医療学講座等設置費 保健福祉部 30,000 救急分野の専門医養成等 ○

救急医療再生費 保健福祉部 10,200 救急患者の受入体制整備 ◎

県北地域救急医療再生費 保健福祉部 15,000 県北地域の医療提供体制整備 ○

県南地域救急医療再生費 保健福祉部 308,777 県南地域の医療提供体制整備 ○

保健福祉部 1,891,517 災害拠点病院等の耐震化への助成 ○

995,587 

地域医療再生計画推進費 保健福祉部 730 地域医療再生計画の進行管理

医師育成機構運営費（再掲） 保健福祉部 33,496 医師定着に向けた体制構築 ○

地域医療研修センター整備・運営支援費 保健福祉部 88,500 地域医療研修センターの整備・運営への助成 ○

救急・周産期・感染症医療学講座等設置費（一
部再掲）

保健福祉部 90,000 救急・周産期・感染症分野の専門医養成等 ○

医師確保緊急対策修学資金貸付金（再掲） 保健福祉部 37,800 医学生への貸付 ○

地域医療再生支援ネットワーク構築費 保健福祉部 1 500 臨床研修病院等のネットワーク形成

担当部局 H23予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

医療施設耐震化臨時特例基金事業費

地域医療再生臨時特例基金事業費

事業等の名称 新規

地域医療再生支援ネットワ ク構築費 保健福祉部 1,500 臨床研修病院等のネットワ ク形成

医師を志す高校生支援費 教育庁 1,140 合同学習合宿，医学研究講座等 ○

女性医師支援費（再掲） 保健福祉部 10,500 女性医師の離職防止に向けた支援 ○

救急医療再生費（再掲） 保健福祉部 10,200 救急患者の受入体制整備 ◎

周産期医療再生費（再掲） 保健福祉部 53,242 機器整備の支援等 ◎

在宅医療推進費 保健福祉部 1,364 在宅歯科医療センターの整備等

新型インフルエンザ対策医療提供体制整備費 保健福祉部 1,000 医療機関の連絡調整

県北地域医療再生費（一部再掲） 保健福祉部 110,125 県北地域の医療提供体制整備 ○

県南地域医療再生費（一部再掲） 保健福祉部 551,990 県南地域の医療提供体制整備 ○

認定看護師課程派遣費 新 保健福祉部 4,000 派遣医療機関への助成 ○

新 保健福祉部 4,005,844 地方独立行政法人への負担金

精神科救急医療システム運営費 保健福祉部 94,078 休日・夜間当番病院運営等

13,912 

回復期リハビリテーション医療体制整備推進費 保健福祉部 4,000 二次医療圏ごとの体制整備 ○

リハビリテーション支援機能強化対策費 保健福祉部 4,699 ネットワーク整備，広域支援等 ○

地域リハビリテーション支援体制整備費 保健福祉部 5,213 協議会運営，市町村支援等 ○

障害者自立支援医療費 保健福祉部 2,039,000 障害者更生医療等の給付

高次脳機能障害者支援費 保健福祉部 1,793 相談・支援体制の構築 ○

心身障害者医療助成費 保健福祉部 2,072,081 重度心身障害者を対象にした医療費の助成

総合リハビリテーション体制整備費

地方独立行政法人宮城県立病院機構運営費負担
金



1,033,883 

がん登録事業費 保健福祉部 11,453 登録・追跡調査等 ○

がん対策推進費 保健福祉部 1,309 協議会運営費等 ○

がん患者・家族支援費 保健福祉部 2,220 連絡会議運営費 ○

がん検診受診促進費 保健福祉部 11,259 がん検診普及啓発・モデル検診等 ○

がん診療機能強化対策費 保健福祉部 62,000 診療連携拠点病院への助成等 ○

子宮頸がん等予防対策強化費 新 保健福祉部 940,664 子宮頸がん予防ワクチン等接種費用の助成 ○

地域統括相談支援費 保健福祉部 4,978 がん患者の在宅療養支援体制整備 ○

認定看護師スクール支援費 新 保健福祉部 2,100 認定看護師スクールへの助成 ○

看護師等養成所運営支援費 保健福祉部 104,476 看護師養成所の運営費助成

看護師確保総合対策費 新 保健福祉部 33,667 新人看護職員研修への助成等 ◎

看護師等養成所施設整備支援費 新 保健福祉部 324,000 看護師等養成所の移転新築費助成 ○

後期高齢者医療給付費負担金  保健福祉部 16,700,000 75歳以上高齢者等の医療費の負担金

後期高齢者医療財政安定化対策費  保健福祉部 4,300,000 財政安定化支援

国民健康保険財政健全化対策費 保健福祉部 16,900,000 財政調整・安定化支援

環境生活部 16,330 救済基金への拠出

　取組20　生涯を豊かに暮らすための健康づくり

10,888 

みやぎ２１健康プラン推進費 保健福祉部 2,254 みやぎ21健康プランの達成度評価等 ○

健康づくり運動普及促進費 保健福祉部 327 運動指導者育成研修会等 ○

新規 担当部局

H23予算(千円)

がん対策総合推進費

事業等の名称

事業等の名称

新規 担当部局 備　　　　　　　考

みやぎ２１健康プラン総合推進費

重点
事業

H23予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

石綿健康被害救済推進費

たばこ対策費 保健福祉部 415 普及啓発 ○

女性の健康対策推進費 保健福祉部 1,093 健康相談 ○

地域・職域連携推進費 保健福祉部 1,788 事業所管理者への指導会等 ○

地域栄養管理対策費 保健福祉部 624 専門的・広域的栄養指導，食環境整備等 ○

食生活改善普及費 保健福祉部 1,526 食生活改善に関する普及啓発等 ○

メタボリックシンドローム対策戦略費 保健福祉部 2,415 特定健診受診前世代のメタボ対策 ○

糖尿病等対策推進費 保健福祉部 446 普及啓発，連絡会議の開催 ○

みやぎの食育推進費 保健福祉部 3,390 食育の普及推進 ○

29,878 

感染症予防対策費 保健福祉部 27,126 感染症指定医療機関運営費助成等 ○

エイズ等対策費 保健福祉部 2,752 エイズ予防知識普及啓発，ＨＩＶ検査等 ○

肝炎対策費 329,852 

肝炎対策費 保健福祉部 19,040 肝炎ウイルス検査等 ○

肝炎治療特別促進費 保健福祉部 310,812 インターフェロン治療に対する医療費助成等 ○

新型インフルエンザ対策費 保健福祉部 194,912 抗インフルエンザウイルス薬の追加備蓄等 ○

社会的引きこもりケア体制整備費 保健福祉部 2,836 専門相談等

自殺対策費 保健福祉部 1,817 自殺防止対策等 ○

自殺対策緊急強化基金事業費 保健福祉部 80,748 人材養成，普及啓発，市町村への助成等 ○

心の健康づくり推進費 保健福祉部 2,681 健康相談等 ○

歯科保健対策費 保健福祉部 13,902 在宅歯科医療連携室整備等 ○

感染症対策費



　取組21　高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり

保健福祉部 13,501 活動推進員設置への助成等 　

明るい長寿社会づくり推進費 保健福祉部 56,981 情報誌発行，シルバースポーツ振興への助成等 ○

ねんりんピック宮城・仙台大会開催費 保健福祉部 65,581 大会実行委員会への事業費負担金 ○

高齢者生活支援・生きがい健康づくり推進費 保健福祉部 57,055 高齢者の生きがい・健康づくりへの助成

介護保険給付費負担金 保健福祉部 19,800,000 介護給付費の負担金

地域支援事業交付金 保健福祉部 530,000 介護予防事業等に対する交付金

介護保険低所得者利用負担軽減対策費 保健福祉部 19,261 社会福祉法人等が行う利用者負担軽減への助成

介護予防推進費 保健福祉部 4,533 事業評価・市町村支援委員会の開催等 ○

特別養護老人ホーム建設費 保健福祉部 801,900 施設整備への助成 ○

介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費 5,828,571 

介護基盤緊急整備特別対策費 保健福祉部 5,348,571 地域介護拠点施設整備への助成等

地域支え合い体制づくり事業費 新 保健福祉部 480,000 地域における高齢者等支援活動の促進等

介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費 3,995,897 

介護職員処遇改善交付金事業費 保健福祉部 2,870,532 介護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 保健福祉部 1,125,365 施設開設準備を行う事業者への助成

療養病床再編・転換推進費 保健福祉部 25,200 施設整備への助成等 ○

福祉サービス第三者評価推進費 保健福祉部 1,041 第三者評価制度の普及，評価基準作成等

介護職員等医療的ケア研修費 新 保健福祉部 695 医療的ケアを行う介護職員等の養成

介護保険研修推進費 保健福祉部 24,928 現任・実務研修等 ○

高齢者虐待対策費 保健福祉部 2,271 地域ネットワークの強化，普及啓発等 ○

高齢者孤立防止推進費 　 保健福祉部 313 普及啓発，事例研究

介護サービス情報の公表制度推進費 保健福祉部 1,332 公表制度実施支援

備　　　　　　　考 重点
事業

事業等の名称 新規 担当部局 H23予算(千円)

老人クラブ活動支援費

認知症地域ケア推進費 保健福祉部 11,063 地域ケアの総合支援体制の構築等 ○

認知症地域医療支援費 保健福祉部 6,700 かかりつけ医研修等 ○

シルバー人材センター支援費 経済商工観光部 11,758 運営支援等

　取組22  障害があっても安心して生活できる地域社会の実現

保健福祉部 477,696 耐震化・スプリンクラー整備への助成

2,619,583 

事業運営安定化事業費 保健福祉部 185,174 従前の施設報酬額の90％を保障

移行時運営安定化事業費 保健福祉部 168,108 新体系移行前の施設報酬額を保障

通所サービス等利用促進費 保健福祉部 162,888 送迎サービスへの助成

新事業移行促進費 保健福祉部 9,839 新体系移行に伴うコスト増加等への助成

事務処理安定化支援費 保健福祉部 2,778 新法移行に伴う事務処理定着のための助成

就労系事業利用に向けたアセスメント実施連
携事業費

保健福祉部 375 アセスメント実施の体制整備

地域移行支度経費支援費 保健福祉部 4,635 入所施設，精神科病院からの地域移行支援

小規模作業所緊急支援費 保健福祉部 5,500 小規模作業所運営費助成

障害者自立支援基盤整備費 保健福祉部 958,090 施設改修費等助成

移行等支援費 保健福祉部 3,946 小規模作業所へのコンサルタント派遣等

障害者地域移行体制強化事業費 保健福祉部 34,583 賃借物件借上げへの助成等

一般就労移行等促進費 保健福祉部 33,603 職場実習受入企業に対する助成等

重点
事業

新規

障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費

事業等の名称

社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業費

備　　　　　　　考H23予算(千円)担当部局



小規模作業所移行促進費 保健福祉部 992 統合する小規模作業所へのコンサルタント派遣等

相談支援体制整備特別支援事業費 保健福祉部 16,741 アドバイザー派遣，相談支援立上げへの助成等

障害児を育てる地域の支援体制整備費 保健福祉部 8,023 相談支援充実のための整備への助成等

障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支
援費

保健福祉部 20,023 法改正に伴うシステム開発，改修への助成等

相談支援充実・強化事業費 保健福祉部 2,146 障害福祉施策の周知への助成

地域における施設の拠点機能に着目した事業
者支援費

保健福祉部 1,750 研修会開催等

重度訪問介護の利用促進に係る市町村支援
費

保健福祉部 9,253 国庫負担上限額を超える市町村への財政支援

移行定着支援費 保健福祉部 10,000 新体系移行の定着に必要な雇い上げ等への助成

緊急措置事業費 保健福祉部 35,723 公立体育館のバリアフリー化への助成等

福祉・介護人材の処遇改善費 保健福祉部 817,601 職員の処遇改善を行う事業者への助成

福祉・介護人材確保対策費 保健福祉部 127,812 学生，潜在的有資格者等の養成・人材確保

保健福祉部 753 バリアフリー思想の普及啓発 ○

知的障害者援護施設特別処遇加算助成費 保健福祉部 18,305 指導員の加配助成

障害者就労総合支援費（再掲） 保健福祉部 4,088 ホームヘルパー養成研修等 ○

障害者工賃向上総合対策支援費（再掲） 保健福祉部 7,599 授産施設へのコンサルタント派遣等 ○

障害者就業・生活支援費（再掲） 保健福祉部 55,686 相談・生活支援等 ○

職場適応訓練費 経済商工観光部 16,908 職業訓練を事業主に委託

精神障害者地域移行支援費 保健福祉部 6,709 地域移行推進員の派遣等 ○

精神障害者地域定着支援費 新 保健福祉部 22,412 若年者への早期介入・早期支援 ○

障害児（者）相談支援費 保健福祉部 58,670 療育指導・相談等 ○

高次脳機能障害者支援費（再掲） 保健福祉部 1,793 相談・支援体制の構築 ○

重点
事業

事業等の名称

バリアフリーみやぎ推進費

新規 担当部局 H23予算(千円) 備　　　　　　　考

発達障害者支援センター事業費 保健福祉部 24,000 相談・就労支援等 ○

地域福祉推進費 1,679 

地域福祉活動推進費 保健福祉部 534 市町村地域福祉計画策定支援等 ○

地域資源再構築・連携型福祉サービス支援費 保健福祉部 1,145 住民主体の福祉活動の普及啓発

障害者介護・訓練等給付費負担金 保健福祉部 5,100,000 障害者への介護・訓練等給付費の負担金

障害者グループホーム等整備費 保健福祉部 38,000 グループホーム等の設置に対する助成

2,516,223 

特定疾患治療対策費 保健福祉部 2,225,121 医療費助成等

小児慢性特定疾患対策費 保健福祉部 291,102 医療費助成等

難病特別対策推進費 保健福祉部 10,500 難病相談支援センター運営等 ○

遷延性意識障害者対策費 保健福祉部 100,000 医療費助成等

重症難病患者対策費 保健福祉部 28,526 ＡＬＳ等総合対策 ○

重症心身障害児（者）対策費 保健福祉部 83,335 日常生活機能訓練

拓桃医療療育センター・拓桃支援学校整備費 新 保健福祉部ほか 85,800 建設工事関係設計等委託，有識者会議開催

　取組23  生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興

教育庁 4,315 学習講座開設 ○

教育庁 12,000 総合型地域スポーツクラブの創設・運営支援 ○

教育庁 139,706 競技力向上に対する助成等 ○

教育庁 94,093 競技団体に対する参加費助成等

重点
事業

広域スポーツセンター事業費

スポーツ選手強化対策費

国民体育大会参加事業費

特定疾患対策費

みやぎ県民大学推進費

事業等の名称 新規 担当部局 備　　　　　　　考H23予算(千円)



全日本実業団対抗女子駅伝競走大会開催支援費 新 教育庁 13,000 大会開催助成，関連イベント等

企画部 10,000 ベガルタ仙台ホームタウン協議会への支援

障害者地域生活支援費 保健福祉部 39,450 スポーツ，レクリエーション活動支援等

教育庁 6,816 宮城県芸術祭巡回小劇場等 ○

文化振興対策費 環境生活部 9,809 宮城県芸術選奨の授与等

みやぎ県民文化創造の祭典開催費 環境生活部 17,100 実行委員会負担金等 ○

文化活動促進費 環境生活部 48,000 文化団体への芸術活動助成

瑞巌寺保存修理助成費 教育庁 17,775 本堂等修復費助成 ○

教育庁 4,728 建造物管理助成等

教育庁 1,580 古絵図修復等 ○

教育庁 51,980 ネットワークシステム運営等 ○

207,186 

展示事業費 教育庁 202,003 常設展，企画展

教育普及事業費 教育庁 5,183 創作活動支援等 ○

東北歴史博物館企画運営費 23,499 

展示事業費 教育庁 22,220 常設展，特別展

教育普及事業費 教育庁 1,279 博物館講座，体験教室等

（４） コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実                            

　取組24  コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実                            

土木部 26,000 マスタープランの策定等 ○

H23予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

備　　　　　　　考新規 担当部局

都市計画基礎調査費（公共事業等）

事業等の名称 新規 担当部局

重点
事業

H23予算(千円)

美術館企画運営費

事業等の名称

みやぎの文化育成支援費

指定文化財管理事業費

Ｊリーグチーム推進費

市町村図書館支援費

歴史的資料保存整備事業費

土木部 2,743,041 仙石線多賀城地区連続立体交差事業等 ○

土木部 2,979,733 仙塩流域下水道等７流域 ○

[891,000]

土木部 34,050 組合等施行事業への助成等 ○

中心市街地商業活性化計画策定支援費（再掲） 　 経済商工観光部 1,590 基本計画策定等支援 ○

商店街にぎわいづくり戦略推進費（再掲） 経済商工観光部 10,564 商店街活性化支援 ○

コンパクトで活力あるまちづくり支援費（再掲） 　 経済商工観光部 1,268 地域まちづくりセミナー開催等 ○

集落力向上支援費 企画部 1,000 集落機能の維持向上支援 ○

移住・交流推進事業費 企画部 1,000 本県への移住・交流の促進 ○

企画部 129,136 地方路線バス運行費助成 ○

企画部 29,964 鉄道施設保全整備費助成 ○

企画部 178,824 離島航路運行費助成，経営安定資金貸付等 ○

（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

　取組25  安全で安心なまちづくり

23,552 

安全安心まちづくり推進費 環境生活部 5,772 県民運動の推進 ◎

みやぎ安全・安心活性化プラン推進費 警察本部 17,780 スクールサポーターの配置 ○

民生委員協議会活動事業費 保健福祉部 139,040 活動費，運営費への助成

街路事業費（公共事業）（再掲）

流域下水道建設事業費（特別会計）

［債務負担行為］

H23予算(千円) 重点
事業

備　　　　　　　考

市街地再開発事業費（公共事業）

離島航路対策費

地方生活バス路線対策費

地方鉄道対策費

事業等の名称 新規 担当部局

安全安心まちづくり対策費



少年非行防止対策費 警察本部 5,937 警察ボランティア活動等

交番相談員等設置費 警察本部 84,174 交番相談員，警察安全相談員の配置 ○

ストーカー・ＤＶ相談体制整備費 新 警察本部 5,362 ストーカー・ＤＶ専門アドバイザーの配置 ◎

１１０番通信指令システム事業費 警察本部 188,748 システム運用

緊急配備支援システム整備費 警察本部 90,590 システム運用

（仮称）機動センター建設費 警察本部 2,022,000 建設工事等

交番・駐在所建設費 警察本部 60,226 駐在所2棟

気仙沼警察署移転用地造成費 新 警察本部 10,500 造成測量・設計等

犯罪被害者支援基盤整備費 警察本部 5,266 みやぎ被害者支援センターへの助成等

薬物乱用防止推進費 保健福祉部 1,523 薬物乱用防止啓発，相談等 ○

ＤＶ被害者支援費 保健福祉部 17,217 自立支援，人材育成，ＤＶ防止普及啓発等 ◎

子ども人権対策費 保健福祉部 3,667 虐待防止等の人権啓発 ◎

3,135,422 

道路管理者分 土木部 1,781,600 歩道，交差点改良等

公安委員会分（再掲） 警察本部 1,353,822 交通信号機新設，交通規制標識設置等

飲酒運転根絶推進費 企画部ほか 3,647 普及啓発，取締用機材整備等

違法駐車対策費 警察本部 119,577 放置車両確認事務委託等

放置違反金収入未済対策費 警察本部 4,660 放置違反金収入未済対策員の配置

消費生活保護推進費 環境生活部 71,207 地方消費生活相談等

消費者行政活性化基金事業費 218,918 

消費生活審議会運営費 環境生活部 569 被害救済委員会部会開催

消費者啓発費 環境生活部 1,210 パンフレット作成

消費者相談事業費 環境生活部 1 019 消費生活相談員養成

H23予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

事業等の名称 新規 担当部局

交通安全施設等整備費

消費者相談事業費 環境生活部 1,019 消費生活相談員養成

消費生活センター機能強化対策費 環境生活部 216,120 相談・指導機能強化，消費者教育・啓発等 ○

食品検査強化対策費（再掲） 環境生活部 29,076 輸入業者等監視，輸入食品の検査等 ○

生活保護扶助費 保健福祉部 4,271,760 生活扶助，医療扶助等

　取組26  外国人も活躍できる地域づくり

多文化共生推進費 経済商工観光部 7,769 多文化共生社会推進計画の推進 ○

宮城県国際交流協会運営助成費 経済商工観光部 33,032 民間の国際交流・協力の推進

外国青年招致費 経済商工観光部 11,842 国際交流員の受入，ＪＥＴプログラムの実施

実践的英語教育充実支援事業費（再掲） 教育庁 177,000 ＡＬＴ配置，新学習指導要領対応モデル校指定

国際交流員配置費 経済商工観光部 4,367 国際交流事務嘱託員の配置

３　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

　取組27  環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献                     

みやぎ地球温暖化対策地域推進費 16,773 

みやぎ地球温暖化対策地域推進費 環境生活部 1,400 二酸化炭素排出抑制への支援，県民会議運営等 ○

みやぎ環境税広報費 新 環境生活部 6,073 みやぎ環境税施策・事業の周知・啓発 ◎

環境情報提供機能充実事業費 新 環境生活部 3,300 家庭での省エネ活動の支援 ◎

エコ通勤実践企業支援事業費 新 環境生活部 6,000 エコ通勤を行う企業への助成 ◎

重点
事業

担当部局 H23予算(千円)

重点
事業

H23予算(千円) 備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

新規 担当部局

事業等の名称

事業等の名称

新規



環境教育実践「見える化」事業費 新 環境生活部 3,340 小学校での環境教育の実践 ◎

みやぎ環境税市町村支援費 新 環境生活部 300,000 みやぎ環境交付金による市町村支援 ◎

農地・水保全管理費 農林水産部 342,201 地域資源の保全向上活動組織への助成 ○

グリーン購入普及促進費 環境生活部 1,132 グリーン購入の普及拡大等

環境基本計画推進費 環境生活部 1,730 環境配慮行動指針の普及等 ○

宮城県グリーン製品普及促進費 環境生活部 2,593 グリーン製品の認定等 ○

宮城県グリーン製品調達モデル事業費 土木部 15,000 公共工事でのリサイクル製品活用促進

152,159 

自然エネルギー等・省エネルギー促進費 環境生活部 1,400 フォーラム開催，省エネ大賞等 ○

みやぎＥＶ・ＰＨＶ普及促進費 新 環境生活部 50,759 カーシェアリング導入，ＥＶ・ＰＨＶ購入助成等 ◎

住宅用太陽光発電普及促進費 新 環境生活部 100,000 住宅用太陽光発電システム設置への助成 ◎

クリーンエネルギーみやぎ創造プラン推進費 165,156 

クリーンエネルギーみやぎ創造プラン推進費 環境生活部 1,000 クリーンエネルギー利活用の促進等 ○

省エネルギー・コスト削減実践支援費 新 環境生活部 100,000 事業所の省エネルギー設備等導入への助成 ◎

新エネルギー設備導入支援費 新 環境生活部 50,000 事業所の新エネルギー設備等導入への助成 ◎

産学官結集型クリーンエネルギーみやぎ創造
チャレンジ事業費

新 環境生活部 10,000 クリーンエネルギー活用プロジェクトへの助成 ◎

リサイクルエネルギー利活用促進費 環境生活部 4,156 ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）利用への助成等 ○

くろかわ地域循環圏創造推進費 環境生活部 1,000 自治体・企業協働の環境活動の推進 ○

地域環境保全特別基金事業費 201,710 

県有施設省エネルギー改修費 総務部 34,000 県庁舎の照明設備

市町村公共施設省エネ・グリーン化推進費 環境生活部 74,500 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 環境生活部 14,610 ＰＣＢ分析助成等

海岸 着物 策推進費 農林水産部 海岸清掃 着物除

事業等の名称 新規 担当部局 重点
事業

自然エネルギー等・省エネルギー促進費

H23予算(千円) 備　　　　　　　考

海岸漂着物対策推進費 農林水産部 3,600 海岸清掃，漂着物除去

道路付属物省エネルギー化推進費 土木部 75,000 道路照明灯改修

木質バイオマス利活用推進費 農林水産部 7,200 木質バイオマスの原料・燃料利用促進支援等 ○

温暖化防止森林づくり担い手確保事業費 新 農林水産部 4,650 提案型森林施業団地における実践研修等 ◎

森林吸収オフセット推進費 新 農林水産部 2,469 公有林を主体としたオフセット・クレジット認証取得 ◎

木の香る公共建築・おもてなし普及促進費 新 農林水産部 20,000 公共施設の木質化，木製品導入 ◎

県産材利用エコ住宅普及促進費 新 農林水産部 100,000 優良みやぎ材等の県産材使用住宅建築への助成 ◎

木質バイオマス活用拠点形成費 新 農林水産部 15,000 未利用間伐材の有効活用への支援 ◎

みんなの森林づくりプロジェクト推進費 新 農林水産部 11,000 県民の主体的な森林づくり活動への支援等 ◎

温暖化防止間伐推進費 新 農林水産部 367,783 若齢林の間伐等への支援 ◎

新しい植林対策費 新 農林水産部 11,400 低花粉苗増産施設の整備 ◎

環境林型県有林造成費 新 農林水産部 83,460 公益的機能が高い県行造林の契約更新 ◎

農業用廃プラスチック排出抑制事業費 農林水産部 1,500 生分解性フィルム等の利用普及拡大

新 経済商工観光部 16,000 新製品開発・新市場開拓支援 ◎

環境にやさしい農業定着促進費（再掲） 農林水産部 13,165 農産物認証表示，エコファーマー支援普及等 ◎

農地・水・環境保全営農活動支援費 農林水産部 56,351 環境保全型農業実践組織への助成 ○

新 農林水産部 22,436 地球温暖化防止等に取り組む農業者への助成

公共施設の省エネ推進費（一部再掲） 新 土木部 25,500 道路照明灯改修 ◎

仙台北部地域急行バス運行事業費 新 土木部 8,333 大和町・泉中央間のバス試験運行 ◎

県立高校クリーンエネルギー利活用実践推進費 新 教育庁 30,000 県立高校での環境教育の実践 ◎

人と自然の交流事業費 新 教育庁 4,800 自然の家で実施する自然体験プログラム ◎

クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製品創
造支援費（再掲）

環境保全型農業直接支援対策費



　取組28  廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進                         

産業廃棄物税基金事業費 359,097 

３Ｒ推進普及啓発対策費 総務部ほか 43,130 広報，啓発 ○

産業廃棄物等処理実態調査費 環境生活部 3,218 廃棄物等の現状調査

産業廃棄物発生抑制等支援費 環境生活部 219,894 ３Ｒ推進のための助成，人材派遣等 ○

宮城県グリーン製品調達モデル事業費（再掲） 土木部 15,000 公共工事でのリサイクル製品活用促進

産業廃棄物不適正処理対策費 環境生活部 19,157 仙台市への交付金

産業廃棄物不法投棄監視強化対策費 環境生活部ほか 26,538 産廃ガードマンの配置等 ○

産業廃棄物処理システム健全化促進費 環境生活部 3,596 健全な産業廃棄物処理体制の普及促進 ○

食品循環資源飼料化推進費 農林水産部 800 エコフィードの利活用推進

農業用廃プラスチック排出抑制事業費（再掲） 農林水産部 1,500 生分解性フィルム等の利用普及拡大

大学等シーズ実用化促進費（再掲） 経済商工観光部 2,900 無機廃棄物の粉砕加工による再資源化研究 ○

循環型社会に貢献できる産業人材育成費 教育庁 7,800 県立高校における基礎研究等

産業廃棄物減量化試験費 環境生活部ほか 15,564 リサイクル等の試験研究

環境生活部ほか 41,395 村田町竹の内地区

ＰＣＢ廃棄物処理計画推進費 環境生活部 39,856 適正処理推進員の配置等

ＰＣＢ廃棄物適正処理推進費 環境生活部 27,750 処理基金への拠出

（２） 豊かな自然環境，生活環境の保全

　取組29  豊かな自然環境，生活環境の保全

伊豆沼・内沼環境保全対策費 環境生活部 27,905 サンクチュアリセンター管理等

サンクチュアリセンター機能充実事業費 新 環境生活部 617 展示内容検討 ◎

事業等の名称

事業等の名称

産業廃棄物処理施設対策費

担当部局 備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

H23予算(千円)

担当部局

新規

重点
事業

H23予算(千円)

重点
事業

新規

自然再生推進費 46,000 

伊豆沼・内沼自然再生推進費 環境生活部 21,000 沈水植物復元等 ○

蒲生干潟自然再生推進費 環境生活部 25,000 越波防止堤工事等 ○

森林病害虫等防除事業費 農林水産部 113,941 松くい虫被害予防等 ○

野生鳥獣被害防除事業費 農林水産部 1,500 牡鹿半島における被害防除法の確立

農林水産部 43,558 被害防止対策研修等

金華山森林復元事業費 環境生活部 6,005 防鹿柵の設置等 ○

農林水産部 506,078 造林事業等 ○

栗駒山自然景観保全修復事業費 環境生活部 6,270 高山植物群落の保護復元施設設置等 ○

環境生活部 16,091 計画検討・評価委員会開催等 ○

野生鳥獣保護管理費 新 環境生活部 2,976 ツキノワグマのモニタリング調査 ◎

野生鳥獣適正保護管理費 新 環境生活部 10,000 個体数調整及び生息状況調査等 ◎

傷病鳥獣救護推進費 環境生活部 2,250 傷病野生鳥獣救護等 ○

農業用水水源地域保全対策費 農林水産部 30,000 水源林保全調査等

新 経済商工観光部 7,100 エコツアー旅行商品の創出等 ◎

県民の森保全事業費 環境生活部 32,238 維持管理

県民の森施設改修費 新 環境生活部 4,230 中央記念館の改修設計 ◎

土木部 260,100 みちのく杜の湖畔公園等都市公園事業費（公共事業）

みやぎエコ・ツーリズム推進費

鳥獣害防止対策費

森林育成事業費（公共事業等）（再掲）

野生鳥獣保護対策費



環境緑化推進費 7,160 

環境緑化推進費 環境生活部 4,160 県土の緑化推進

環境緑化推進費（環境税充当分） 新 環境生活部 3,000 県土の緑化推進 ◎

七ツ森里山環境学習林整備費 新 環境生活部 4,684 里山教育のフィールド整備 ◎

森林環境共生育成対策費 環境生活部 2,100 森林インストラクター養成講座等 ○

閉鎖性水域水質保全対策費 環境生活部 2,997 松島湾水質浄化対策の推進等 ○

水循環計画推進費 2,452 

水循環計画推進費 環境生活部 532 流域水循環計画の推進 ○

水循環計画推進費（環境税充当分） 新 環境生活部 1,920 流域水循環計画推進の活動団体支援等 ◎

大気汚染観測局管理費 環境生活部 40,569 大気汚染常時監視システムの運営等

浄化槽設置推進費 環境生活部 43,000 浄化槽設置への助成

農林水産部 4,095 村田ダムのアスベスト除去

（３）住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成

　取組30  住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成          

農林水産部 382,915 土地改良施設の機能保持等 ○

土地改良区総合強化対策費 農林水産部 1,790 統合整備推進協議会への支援等

農林水産部 236,678 農地の多面的機能の確保 ○

グリーン・ツーリズム促進費（再掲） 農林水産部 5,984 都市と農山漁村の交流促進 ○

農地・水保全管理費（再掲） 農林水産部 342,201 地域資源の保全向上活動組織への助成 ○

土木部 2,467 景観シンポジウム開催等 ○

新規

土地改良施設維持管理適正化事業費

みやぎの景観形成事業費

事業等の名称

担当部局 重点
事業

H23予算(千円)事業等の名称

H23予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

備　　　　　　　考

新規 担当部局

アスベスト対策費

中山間地域等直接支払交付金事業費

（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

　取組31  宮城県沖地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実   

土木部 90,000 角田橋 ○

[146,000]

道路橋梁震災対策費 土木部 530,000 耐震補強工事等 ○

緊急輸送道路整備費（一部再掲） 土木部 3,471,019 国道398号等

[200,000]

災害防除事業費 土木部 184,000 落石防止等

防災公園整備費 土木部 10,500 総合運動公園 ○

土木部 178,408 浄化センター等の耐震化整備 ○

災害対応型交通安全施設整備費（再掲） 警察本部 22,000 交通信号機用発電機の整備 ○

県有建築物震災対策促進費      経済商工観光部ほか 152,010 耐震診断，補強等 ○

企業局 40,939 仙南・仙塩広域水道

企業局 15,270 水管橋耐震化工事

保健福祉部 477,696 耐震化・スプリンクラー整備への助成

保健福祉部 1,891,517 災害拠点病院等の耐震化への助成 ○

土木部 162,834 耐震改修工事助成等 ○

土木部 6,400 指定避難所耐震診断の助成 ○

［債務負担行為］（再掲）

新規

［債務負担行為］

事業等の名称 担当部局 重点
事業

H23予算(千円)

社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業費
（再掲）

医療施設耐震化臨時特例基金事業費（再掲）

木造住宅等震災対策費

流域下水道建設事業費（特別会計）（一部再掲）

備　　　　　　　考

緊急輸送道路橋梁震災対策促進費

水管橋震災対策費（企業会計）

指定避難所震災対策促進費

広域水道送水管連絡管整備費（企業会計）



農林水産部 259,238 海岸堤防整備等 ○

農林水産部ほか 221,178 海岸堤防補強等 ○

土木部 73,500 防潮水門遠隔操作化等 ○

[150,000]

土木部 1,255 津波防災意識啓発等 ○

防災情報システム管理費 総務部 132,512 システム運用，維持管理

地域衛星通信ネットワーク整備費 総務部 5,049 映像設備デジタル化

道路管理ＧＩＳシステム整備費（公共事業） 土木部 10,000 ＧＩＳを活用した道路情報提供 ○

地震被害想定調査費 総務部 17,200 第４次地震被害想定調査 ○

　取組32  洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進        

土木部 94,500 災害時の情報提供システム整備

土木部 7,008,272 河川改修等 ○

[1,240,000]

土木部ほか 813,502 高潮対策，局部改良等

土木部 4,082,460 長沼ダム等 ○

[820,000]

3,337,177 

砂防激甚災害対策等特別緊急事業費
（岩手・宮城内陸地震関連）（公共事業）

土木部 1,909,500 河道閉塞（天然ダム）対策等

火山砂防等事業費（公共事業）(一部再掲） 土木部 1,427,677 土砂災害対策（砂防，地すべり対策等）

土木部 710 260 急傾斜地対策（法枠工事等）

H23予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

事業等の名称 新規

重点
事業

担当部局

H23予算(千円)事業等の名称

津波・高潮危機管理対策費（公共事業）

津波対策強化推進費（公共事業等）

担当部局新規

海岸事業費（公共事業）

砂防事業費（公共事業）

備　　　　　　　考

急傾斜地崩壊対策費（公共事業）（一部再掲）

［債務負担行為］

海岸保全施設整備費

［債務負担行為］

ダム建設事業費（公共事業）

情報基盤緊急整備費（公共事業）

河川事業費（公共事業等）（一部再掲）

［債務負担行為］

防潮水門等機能強化対策費（公共事業）

土木部 710,260 急傾斜地対策（法枠工事等）

2,343,636 

治山等激甚災害対策等特別緊急事業費
（岩手・宮城内陸地震関連）（公共事業）

農林水産部 1,324,318 林地崩壊対策 ○

山地治山等事業費（公共事業） 農林水産部 1,019,318 荒廃山地復旧等 ○

農村災害対策整備事業費 農林水産部 556,237 農地防災事業費

災害復旧事業費（公共事業等） 土木部ほか 3,348,805 被災土木施設の災害復旧等

　取組33  地域ぐるみの防災体制の充実

消防救急無線デジタル化促進費 新 総務部 68,200 基本設計等 ○

防災ヘリコプター運航管理費 総務部 162,401 緊急運航・訓練経費等

地域防災力向上支援費 総務部 2,605 総合防災訓練の実施等

消防学校移転整備費 総務部 2,064,000 ＰＦＩ事業による消防学校の移転整備

防災リーダー養成事業費 総務部 6,500 養成講座の開催 ○

中小企業ＢＣＰ策定支援費    経済商工観光部 1,700 ＢＣＰ普及啓発，策定支援等 ○

災害ボランティア受入体制整備費 保健福祉部 8,644 災害ボランティアセンター設置運営訓練等 ○

４　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

広域行政推進費 総務部 1,481 広域行政検討会議等 ○

市町村振興総合支援費 企画部 681,800 市町村振興総合補助金 ○

備　　　　　　　考

重点
事業

重点
事業

事業等の名称

担当部局

新規

治山事業費（公共事業）

急傾斜地崩壊対策費（公共事業）（ 部再掲）

事業等の名称 H23予算(千円)

担当部局

新規

H23予算(千円) 備　　　　　　　考



権限移譲等交付金 総務部 154,573 移譲事務交付金等 ○

新聞紙面購入広報費 総務部 38,576 県政の最新情報掲載等

県税交付金等 総務部 72,529,200 県税交付金，徴税取扱費交付金等

核燃料税交付金 企画部 123,604 石巻市，女川町

電源立地地域対策交付金 企画部 1,451,353 市町村交付金等

ＮＰＯ活動促進費 45,464 

みやぎＮＰＯサポートローン支援費 環境生活部 10,000 ＮＰＯ法人向け短期融資

ＮＰＯ活動拠点整備費 環境生活部 912 県有遊休施設活用による活動拠点整備

ＮＰＯ支援センター助太刀事業費 環境生活部 1,000 ＮＰＯ支援センター等への支援 ○

民間非営利活動プラザ事業費 環境生活部 33,552 みやぎＮＰＯプラザの運営

新しい公共支援基金事業費 新 環境生活部 78,501 新しい公共の担い手となるＮＰＯ等の支援

電子県庁推進費 230,701 

共通基盤システム保守・運用事業費 企画部 142,131 保守・機器運用等アウトソーシング業務

電子申請システム運用事業費 企画部 19,407 運用管理アウトソーシング業務

情報システム最適化事業費 企画部 11,214 ＩＴアドバイザーの配置

ＬＧＷＡＮ整備・運用等事業費 企画部 57,949 総合行政ネットワーク運営費負担金等

バックオフィスシステム運用事業費 総務部ほか 82,992 保守・機器運用等業務

地方税滞納整理機構費 総務部 3,000 市町村との共同徴税組織

地方税電子申告システム運用費 総務部 35,703 電子申告・収納手続システム

次期税務総合管理システム開発導入費 総務部 292,000 基本設計・詳細設計・プログラム開発等

コンビニ収納等システム事業費 総務部 25,427 納税者の利便性向上

県営住宅管理代行費 土木部 690,000 県営住宅の管理，運営

H23予算(千円) 備　　　　　　　考 重点
事業

事業等の名称 新規 担当部局

公立大学法人宮城大学運営費交付金 総務部 1,976,827 地方独立行政法人への交付金

総務部 766,000 平成23年4月29日任期満了

　（県の重点事業の一覧表は政策課のホームページに掲載）

注）「重点事業」欄に○が付されている事業は，その一部または全部が県の重点事業となっているもの。また，◎は，重点事業のうち政策財政運
営の基本方針に定められた政策課題に対応するもの。

県議会議員選挙費



５　富県宮城推進基金事業

富県宮城推進基金造成費 経済商工観光部 2,849,890 「みやぎ発展税」収入額等の基金積立金

〔産業振興〕

（１）企業集積促進

事業等の名称 新規 担当部局 H23予算(千円) 備　　　　　　　考

（単位：千円）

予　算　額 うち基金繰入額 備　　考

〔産業振興〕 2,464,120 2,387,267 

 1 企業集積促進 2,061,673 2,049,973 

 2 中小企業技術高度化支援 68,900 66,554 

 3 人づくり支援 38,600 38,600 

 4 地域産業振興促進 294,947 232,140 

〔震災対策〕 304,610 197,310 

 1 災害に対応する産業活動基盤の強化 248,410 167,510 

 2 防災体制の整備 56,200 29,800 

2,768,730 2,584,577 

区　　　　　分

合　　　　　　計　　

みやぎ企業立地奨励費 経済商工観光部 1,600,000 立地企業への奨励金

情報通信関連企業立地促進奨励費 企画部 30,000 開発系ＩＴ企業等への立地奨励金

名古屋産業立地センター運営費 経済商工観光部 15,983 中京地区での自動車関連企業等の誘致

企業立地促進法関連産業集積促進費 経済商工観光部 400,000 市町村が実施する工場用地造成費の貸付

企業立地型交通安全施設整備費 警察本部 15,690 交通信号機新設

（２）中小企業技術高度化支援

地域企業競争力強化支援費 経済商工観光部 5,500 高付加価値製品の開発や実用化支援等

経済商工観光部 23,900 生産現場改善支援等

高度電子機械産業集積促進費 経済商工観光部 19,500 地域企業の取引拡大等

富県宮城資金円滑化支援費  経済商工観光部 20,000 保証料軽減助成

（３）人づくり支援

自動車関連産業特別支援費 経済商工観光部 15,500 人材育成センター運営

高度電子機械産業集積促進費 経済商工観光部 8,000 人材育成センター運営

ものづくり人材育成確保対策費 経済商工観光部 4,900 セミナー開催，キャリアカウンセラー高校派遣等

産業人材養成教員派遣研修事業費 教育庁 2,000 教員の企業等派遣研修

みやぎクラフトマン２１事業費 教育庁 3,000 工業高校等と産業界の連携による人材育成

産業人材育成重点化モデル事業費 教育庁 5,200 コーディネーターの配置等

自動車関連産業特別支援費

（単位：千円）

予　算　額 うち基金繰入額 備　　考

〔産業振興〕 2,464,120 2,387,267 

 1 企業集積促進 2,061,673 2,049,973 

 2 中小企業技術高度化支援 68,900 66,554 

 3 人づくり支援 38,600 38,600 

 4 地域産業振興促進 294,947 232,140 

〔震災対策〕 304,610 197,310 

 1 災害に対応する産業活動基盤の強化 248,410 167,510 

 2 防災体制の整備 56,200 29,800 

2,768,730 2,584,577 

区　　　　　分

合　　　　　　計　　



（４）地域産業振興促進

富県創出県民総力事業費  11,300 

富県創出補助事業費 経済商工観光部 7,500 富県創出のため市町村等が行う事業への助成

農商工連携推進モデル事業費 新 経済商工観光部 2,000 水産資源活用による農商工連携モデル事業展開

外国人観光客安心サポート整備促進費 新 経済商工観光部 1,800 中国人観光客の受入体制整備等

サービス産業創出等促進費  経済商工観光部 500 新サービスの開発環境整備

商店街にぎわいづくり戦略推進費 　 経済商工観光部 10,564 商店街活性化支援

みやぎ観光戦略受入基盤整備費 経済商工観光部 53,000 国際化等に対応した観光施設整備等

栗駒山麓県有施設再生事業費 経済商工観光部 60,000 栗駒レストハウス，遊歩道等の再整備

企画部 21,500 無償使用提供による販売促進支援等

みやぎＩＴ市場獲得支援・形成促進費 企画部 6,800 組込み分野等の市場獲得支援等

アグリビジネス新展開支援費 農林水産部 114,626 アグリビジネス推進体制整備等

水産都市活力強化対策支援費 農林水産部 16,657 魚市場の水揚げ確保対策への支援等

〔震災対策〕

（１）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 土木部 90,000 角田橋

指定避難所震災対策促進費 土木部 6,400 指定避難所耐震診断の助成

県有建築物震災対策促進費      経済商工観光部ほか 152,010 耐震診断，補強等

（２）防災体制の整備

地震被害想定調査費 総務部 17,200 第４次地震被害想定調査

防災リーダー養成事業費 総務部 6,500 養成講座の開催

事業等の名称 新規 担当部局 H23予算(千円)

みやぎＩＴ商品販売・導入促進費

備　　　　　　　考

防災公園整備費 土木部 10,500 総合運動公園

災害対応型交通安全施設整備費 警察本部 22,000 交通信号機用発電機の整備



６　環境創造基金事業

環境創造基金造成費 新 環境生活部 1,386,414 「みやぎ環境税」収入額等の基金積立金

（１）地球にやさしいライフスタイルの創造

エコ通勤実践企業支援費 新 環境生活部 6,000 エコ通勤を行う企業への助成

みやぎＥＶ・ＰＨＶ普及促進費 新 環境生活部 50,759 カーシェアリング導入，ＥＶ・ＰＨＶ購入助成等

新 環境生活部 100,000 住宅用太陽光発電システム設置への助成

環境教育実践「見える化」事業費 新 環境生活部 3,340 小学校での環境教育の実践

木の香る公共建築・おもてなし普及促進費 新 農林水産部 20,000 公共施設の木質化，木製品導入

県産材利用エコ住宅普及促進費 新 農林水産部 100,000 優良みやぎ材等の県産材使用住宅建築への助成

仙台北部地域急行バス運行事業費 新 土木部 8,333 大和町・泉中央間のバス試験運行

（２）環境と調和した産業の振興

省エネルギー・コスト削減実践支援費 新 環境生活部 100,000 事業所の省エネルギー設備等導入への助成

新エネルギー設備導入支援費 新 環境生活部 50,000 事業所の新エネルギー設備等導入への助成

新 環境生活部 10,000 クリーンエネルギー活用プロジェクトへの助成

新 経済商工観光部 16,000 新製品開発・新市場開拓支援

みやぎエコ・ツーリズム推進費 新 経済商工観光部 7,100 エコツアー旅行商品の創出等

森林吸収オフセット推進費 新 農林水産部 2,469 公有林を主体としたオフセット・クレジット認証取得

（３）環境立県を支える人材の育成

みやぎ環境税広報費 新 環境生活部 6,073 みやぎ環境税施策・事業の周知・啓発

環境情報提供機能充実事業費 新 環境生活部 3,300 家庭での省エネ活動の支援

流域水循環計画策定費 新 環境生活部 1,920 流域水循環計画推進の活動団体支援等

サンクチュアリセンター機能充実事業費 新 環境生活部 617 展示内容検討

七ツ森里山環境学習林整備費 新 環境生活部 4,684 里山教育のフィールド整備

事業等の名称 新規 担当部局 備　　　　　　　考

産学官結集型クリーンエネルギーみやぎ創造チャ
レンジ事業費

クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製品創
造支援費

住宅用太陽光発電普及促進費

H23予算(千円)

（単位：千円）

予　算　額 うち基金繰入額 備　　考

シーンⅠ　地球にやさしいライフスタイルの創造 288,432 283,849 

シーンⅡ　環境と調和した産業の振興 185,569 185,569 

シーンⅢ　環境立県を支える人材の育成 60,274 60,274 

シーンⅣ　森林機能や生物多様性など基盤の整備 530,119 505,081 

その他 320,000 320,000 

1,384,394 1,354,773 

区　　　　　分

合　　　　　　計　　



県民の森施設改修費 新 環境生活部 4,230 中央記念館の改修設計

温暖化防止森林づくり担い手確保事業費 新 農林水産部 4,650 提案型森林施業団地における実践研修等

県立高校クリーンエネルギー利活用実践推進費 新 教育庁 30,000 県立高校での環境教育の実践

人と自然の交流事業費 新 教育庁 4,800 自然の家で実施する自然体験プログラム

（４）森林機能や生物多様性など基盤の整備

野生鳥獣保護管理費 新 環境生活部 2,976 ツキノワグマのモニタリング調査

野生鳥獣適正保護管理費 新 環境生活部 10,000 個体数調整及び生息状況調査等

環境緑化推進費 新 環境生活部 3,000 県土の緑化推進

みんなの森林づくりプロジェクト推進費 新 農林水産部 11,000 県民の主体的な森林づくり活動への支援等

木質バイオマス活用拠点形成費 新 農林水産部 15,000 未利用間伐材の有効活用への支援

温暖化防止間伐推進費 新 農林水産部 367,783 若齢林の間伐等への支援

新しい植林対策費 新 農林水産部 11,400 低花粉苗増産施設の整備

環境林型県有林造成費 新 農林水産部 83,460 公益的機能が高い県行造林の契約更新

公共施設の省エネ推進費 新 土木部 25,500 道路照明灯改修

（５）その他

みやぎ環境税導入費 新 総務部 20,000 市町村のシステム改修，納税義務者への周知

みやぎ環境税市町村支援費 新 環境生活部 300,000 みやぎ環境交付金による市町村支援

H23予算(千円) 備　　　　　　　考事業等の名称 新規 担当部局




