
１　災害復旧

新規 担当部局 ５月補正(千円) 備　　　　考

（１）民間施設等の復旧支援

社会福祉施設等復旧支援費 6,644,023

老人福祉施設等復旧支援費 保健福祉部 846,387 介護施設等の復旧への助成

介護サービス事業所・施設等復旧支援
費

新 保健福祉部 3,000,000 介護事業所等の事業再開経費への助成

児童厚生施設等復旧支援費 保健福祉部 379,652 児童館等の復旧への助成

保育施設等復旧支援費 保健福祉部 1,256,995 保育所の復旧への助成

平成２３年度５月補正予算案の主要項目

事業等の名称

障害福祉施設等復旧支援費 保健福祉部 663,997 障害福祉施設等の復旧への助成

障害福祉サービス事業所・施設等復旧
支援費

新 保健福祉部 496,992 障害福祉サービス事業者の事業再開経費への助成

中小企業等復旧・復興支援費 新 経済商工観光部 6,530,000 中小企業生産施設，商店街共同施設等の復旧への助成

中小企業組合等共同施設等復旧支援費 経済商工観光部 870,000 事業協同組合共同施設等の復旧への助成

卸売市場施設復旧支援費 新 農林水産部 1,400,000 仙台市中央卸売市場の復旧への助成

農業用共同利用施設復旧費 農林水産部 920,000 農協等の倉庫，加工施設等の復旧への助成

東日本大震災農業生産対策費 新 農林水産部 5,981,379 農業用共同利用施設の復旧，資材の購入等への助成

木材供給等緊急対策支援費 新 農林水産部 4,500,000 木材加工流通施設の復旧，流通コスト等への助成

水産都市活力強化対策支援費 農林水産部 1,116,569 魚市場の再開に向けた施設及び機器の復旧への助成

小型漁船・定置網共同化支援費 農林水産部 3,200,000 共同利用小型漁船建造，定置網取得への助成

鉄道施設復旧支援費 2,594,000

阿武隈急行復旧支援費 震災復興・企画部 224,000 阿武隈急行の復旧への助成及び運転資金短期貸付

仙台空港鉄道復旧支援費 土木部 2,370,000 仙台空港鉄道の復旧への助成及び運転資金短期貸付

フェリー埠頭復旧支援費（特別会計） 新 土木部 256,500 フェリーターミナル施設の復旧に要する経費の貸付

土木部 1,180,000 復旧のための出資

（２）公共土木施設等の復旧

農地等災害復旧費 農林水産部 26,133,061 農地・農業用施設の復旧等

山地治山等事業費 農林水産部 827,349 治山施設の復旧，林地崩壊対策

林道施設災害復旧費 農林水産部 307,249 林道施設の復旧

仙台空港旅客ターミナルビル復旧支援費

河川等災害復旧費 土木部 43,711,000 土木施設の復旧等

［債務負担行為］ [3,000,000]

港湾施設等災害復旧費 土木部 21,887,000 港湾施設の復旧等

都市施設等災害復旧費 土木部 5,597,200 都市施設の復旧等

水道施設等災害復旧費 企業局 562,000 浄水・送水施設の復旧

工業用水道施設等災害復旧費 企業局 94,000 浄水・送水施設の復旧

土木部 22,370,375 流域下水道施設の復旧等

［債務負担行為］ [16,345,000]

流域下水道施設等災害復旧費（特別会
計）



新規 担当部局 ５月補正(千円) 備　　　　考

（３）県有施設の復旧

庁舎等災害復旧費 総務部ほか 536,831 行政庁舎の復旧等

社会福祉施設等災害復旧費 保健福祉部 162,407 県立社会福祉施設の復旧等

社会教育施設等災害復旧費 環境生活部ほか 1,019,873 県民会館の復旧等

産業振興施設等災害復旧費 経済商工観光部ほか 4,539,205 みやぎ産業交流センターの復旧等

試験研究施設等災害復旧費 環境生活部ほか 223,509 保健環境センターの復旧等

県営住宅災害復旧費 土木部 2,726,000 県営住宅の復旧等

警察施設災害復旧費 警察本部 415,000 警察署，交番・駐在所の復旧等

［債務負担行為］ [177,000]

事業等の名称

交通安全施設災害復旧費 警察本部 1,711,480 交通信号機の復旧等

教育施設等災害復旧費 教育庁ほか 6,917,600 県立高校の復旧等

社会体育施設等災害復旧費 教育庁 2,427,000 総合運動公園の復旧等

２　災害対策

新規 担当部局 ５月補正(千円) 備　　　　考

（１）被災者の生活支援

応急救助費 保健福祉部ほか 109,500,000 応急仮設住宅建設，市町村への繰替支弁負担金等

保健福祉部 50,000 移転するグループホームのバリアフリー化等への助成

災害公営住宅建設費 土木部 90,458 災害公営住宅建設に係る設計

事業等の名称

障害者自立支援基盤整備災害復旧費
（障害者自立支援基金）

（２）被災市町村の行政機能の回復

市町村振興資金貸付金（震災対応分） 新 総務部 5,000,000 市町村等に対する短期貸付制度の創設

復興まちづくり計画策定支援費 土木部 100,000 被災市町村の復興まちづくり計画策定に向けた支援

（３）災害廃棄物の処理

漁船漁業構造改革促進支援費 農林水産部 6,700,000 陸揚げされた船舶の解体撤去

漁場環境保全推進費 新 農林水産部 2,962 漁場に堆積した廃棄物等の調査

みやぎの漁場再生費 農林水産部 1,125,000 漁場に堆積した廃棄物等の除去

（４）教育環境の確保

新 総務部 960,000 被災生徒等の修学機会の確保

2,458,000

幼稚園就園奨励費補助金 新 教育庁 520,000 就園支援が必要な被災世帯に対する支援

被災児童生徒就学支援費 新 教育庁 1,900,000 被災児童生徒の保護者等への支援

被災児童生徒就学支援費 新 総務部 10,000 被災児童生徒の保護者等への支援

特別支援教育就学奨励費 教育庁 28,000 被災児童生徒等の保護者等への支援

教育庁 2,800,000 被災生徒への奨学金貸付のための基金積立

スクールカウンセラー等緊急派遣費 新 教育庁ほか 532,000 被災児童生徒の心のケア等を行うカウンセラーの派遣

教育庁 6,228,000 被災幼児・児童・生徒の就学支援等のための基金積立
高等学校授業料減免事業等支援臨時特
例基金造成費

被災児童生徒就学支援費（高校授業料
減免基金）

私立学校授業料等軽減特別助成費（高
校授業料減免基金）

高等学校等育英奨学資金貸付基金造成
費（高校授業料減免基金）



新規 担当部局 ５月補正(千円) 備　　　　考

（５）保健・医療・福祉の確保

診療確保支援費 新 保健福祉部 494,359 仮設診療所の整備等への助成

医療施設近代化施設整備助成費 保健福祉部 577,000 医療施設の建替への助成

医療・福祉施設電力確保対策費 新 保健福祉部 1,124,643 救命救急センター等の自家発電設備整備への助成

地域支え合い体制づくり事業費 保健福祉部 1,006,196 仮設住宅等における介護・福祉サービス拠点整備等

子どもの心のケア推進事業費 保健福祉部 11,609 被災した児童への相談・援助

妊婦健康診査支援費 保健福祉部 85,800 妊婦健康診査記録の消失による再診査経費への助成

保健福祉部 13,018 被災地の障害者（児）への訪問等による相談支援

（６）雇用・生活資金の確保

事業等の名称

相談事業拡充・強化事業費（障害者自立
支援基金）

（６）雇用 生活資金の確保

被災者等再就職支援対策費 新 経済商工観光部 20,000 合同面接会による被災離職者等の就職支援

緊急雇用創出臨時特例基金事業費 経済商工観光部 11,640,000 被災した求職者に対する雇用機会の創出

新 保健福祉部 2,250,000 被災した低所得世帯に対する貸付原資の助成

（７）農林水産業の初期復興

農林水産部 61,012 被災農林漁業者の経営資金借入に係る利子補給

農林水産部 52,796 被災農林漁業者の経営再建資金借入に係る利子補給

さけ・ます生産地震災復旧支援緊急事業費新 農林水産部 5,000 被災したふ化場の生産体制等調査，検討会

県産農林水産物等輸出促進費 農林水産部 15,867 輸出農林水産物に係る放射能検査機器の購入

被災農家経営再開支援費 新 農林水産部 3,753,864 営農再開に向けた共同作業に対する支援金

生活福祉資金貸付事業費（生活復興支
援資金）

農林水産業災害対策資金利子補給

農林水産業天災融資資金利子補給

漁場生産力回復支援費 新 農林水産部 3,000,000 漁業者グループが行う漂流物の回収への支援

（８）商工業の復興

貸付金

中小企業経営安定資金等貸付金（震
災対応分）

新 経済商工観光部 62,000,000 融資枠1,610億円

［債務負担行為］ [363,000]

中小企業等グループ設備等復旧整備
資金貸付金（特別会計）

新 経済商工観光部 14,850,000 融資枠148億5,000万円

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 390,000 追加融資枠3億9,000万円

［債務負担行為］ [19,000]

中小企業高度化資金貸付金（特別会
計）

経済商工観光部 2,970,000 融資枠29億7,000万円

３　その他

新規 担当部局 ５月補正(千円) 備　　　　考

消防賞じゅつ金 総務部 2,620,800 殉職した消防職員・消防団員への賞じゅつ金

警察賞じゅつ金 警察本部 780,000 殉職した警察職員への賞じゅつ金

県議会議員選挙費 総務部 105,000 ポスター掲示場の再設置等

派遣職員受入環境整備費 総務部 10,000 他自治体職員の受入れに係る住居の確保

震災復興計画運営管理費 震災復興・企画部 3,000 震災復興計画の策定等

事業等の名称


