
１　国補正予算等への対応

新規 担当部局 ８月補正(千円) 備　　　　考

(１）災害復旧

医療機関等機能回復支援費 新 保健福祉部 1,500,000 民間病院，診療所の復旧への助成等

社会福祉施設等復旧支援費 保健福祉部 1,662,878 介護施設等の復旧への助成

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

小型漁船・定置網共同化支援費 農林水産部 24,838,000 共同利用小型漁船建造，定置網取得への助成

水産物加工流通施設復旧支援費 新 農林水産部 4,570,664 水産物加工流通共同利用施設の復旧への助成

水産業共同利用施設復旧支援費 新 農林水産部 333,900 共同利用施設の復旧への助成

水産業共同利用施設復旧支援推進費 新 農林水産部 699 400 共同利用施設の復旧 機器整備等への助成
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水産業共同利用施設復旧支援推進費 新 農林水産部 699,400 共同利用施設の復旧，機器整備等への助成

養殖施設復旧支援費 新 農林水産部 14,100,000 養殖施設の復旧への助成

医療施設等災害復旧費 新 保健福祉部 27,442 高等看護学校の復旧

社会体育施設等災害復旧費 教育庁 182,874 宮城野原公園総合運動場の復旧

(２）災害対策

被災者生活再建支援基金拠出金 新 総務部 1,595,767 被災世帯へ支援金を支給する基金への拠出

生活福祉資金貸付事務費 保健福祉部 586,774 被災した低所得世帯に対する貸付事務等への助成

精神障害者地域定着支援費 保健福祉部 74,422 被災した精神障害者等への支援

漁場環境保全推進費 農林水産部 12,500 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

漁場生産力回復支援費 農林水産部 2,395,250 漁業者グループが行う漂流物の回収への支援

２　放射性物質の影響等への対策

新規 担当部局 ８月補正(千円) 備　　　　考

食の安全確保対策費 335,045

放射性物質検査対策費 新 環境生活部 91,688 放射能測定機器の整備，流通牛肉等の放射能測定

放射性物質影響検証費 新 農林水産部 5,000 放射性物質の影響調査への助成

農産物放射能対策費 新 農林水産部 40,000 野菜，米，水田土壌等の放射能測定

放射性物質影響調査費 新 農林水産部 28,179 原乳，粗飼料，牧草土壌の放射能測定

肉用牛出荷円滑化推進費 新 農林水産部 155,000 肉用牛全頭の放射能測定

水産物安全確保対策費 新 農林水産部 15,178 放射能測定機器の整備

給与自粛牧草処理円滑化費 新 農林水産部 107,000 放射能汚染された牧草等の処分への助成

肉用牛経営緊急支援費 新 農林水産部 3,395,000 肉用牛の買取り等への助成

環境放射能測定機器整備費 環境生活部 3 622 女川原発周辺の放射能監視設備の整備

事業等の名称

環境放射能測定機器整備費 環境生活部 3,622 女川原発周辺の放射能監視設備の整備

原子力広報費 環境生活部 14,967 放射能測定機器の整備等

防災活動資機材整備費 環境生活部 51,633 女川原発周辺の防災資機材等の整備

緊急時医療施設整備費 環境生活部 12,096 女川原発周辺の緊急時被ばく医療のための設備等の整備

３　東日本大震災復興基金

新規 担当部局 ８月補正(千円) 備　　　　考

東日本大震災復興基金造成費 新 総務部 16,000,000 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

(１）被災者の生活支援

応急仮設住宅共同施設維持管理費 新 保健福祉部 443,000 応急仮設住宅の維持管理経費に対する助成

事業等の名称



新規 担当部局 ８月補正(千円) 備　　　　考

健康維持支援費 42,916

食生活支援費 新 保健福祉部 13,457 管理栄養士による栄養・食生活相談等への助成

歯科保健支援費 新 保健福祉部 6,693 歯科医師による歯科相談等への助成

リハビリテーション支援費 新 保健福祉部 22,766 リハビリテーション専門職による相談等への助成

心のケアセンター運営支援費 新 保健福祉部 130,000 心のケアセンターの設置運営への助成

社会福祉施設等復旧特別支援費 新 保健福祉部 194,748 私立保育所，障害福祉施設等の復旧への助成

母子寡婦福祉資金貸付金利子補給 新 保健福祉部 34 母子及び寡婦福祉資金貸付に伴う利子補給

(２）教育支援

私立博物館復旧支援費 新 教育庁 52,083 登録博物館，相当博物館の復旧への助成

指定文化財等復旧特別支援費 新 教育庁 156 国・県・市町村指定文化財の復旧への助成

(３）農林水産業支援

事業等の名称

(３）農林水産業支援

農林水産業災害対策資金特別利子補給 新 農林水産部 19,220 被災農林水産業者の経営再建資金借入に係る利子補給

県産農林水産物等イメージアップ推進費 新 農林水産部 10,100 県産農林水産物のPRへの助成

宮城県農業生産復旧緊急対策費 新 農林水産部 1,200,000 農業者組織等の施設復旧，資機材導入への助成

畜舎等施設整備支援費 新 農林水産部 89,000 畜舎等の復旧への助成

経営再建家畜導入支援費 新 農林水産部 80,000 代替家畜の購入への助成

小規模農地等復旧支援費 新 農林水産部 70,000 小規模農地等の復旧への助成

災害査定設計委託費等支援費 新 農林水産部 177,000 災害査定設計委託経費への助成

漁場標識設置支援費 新 農林水産部 150,150 浮標灯の設置等への助成

沿岸漁業復興支援施設整備費 新 農林水産部 400,000 造船所の復旧への助成

小型漁船・定置網共同化特別支援費 新 農林水産部 1,000,000 共同利用小型漁船建造への助成

高鮮度魚介類安定供給費 新 農林水産部 600,000 スラリーアイス製氷機設置への助成

海底清掃資材購入支援費 新 農林水産部 100,000 漁場のがれき類の回収用資機材等への助成

養殖業再生費 新 農林水産部 4,894,000 共同利用施設及び養殖施設の復旧への助成

養殖用資機材等緊急整備費 新 農林水産部 500,000 グループでの養殖用資機材の修繕，購入への助成

(４）商工業支援

雇用維持対策費 新 経済商工観光部 559,152 雇用維持のため休業，教育訓練等を実施した事業主への助成

中小企業等施設設備復旧支援費 新 経済商工観光部 3,000,000 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 新 経済商工観光部 400,000 商業者の仮店舗整備等への助成

商店復旧支援費 新 経済商工観光部 450,000 商業者の店舗復旧等への助成

被災中小企業者対策資金利子補給 新 経済商工観光部 319,450 中小企業経営安定資金等貸付に伴う利子補給

［債務負担行為］ ［1,925,150］

観光施設再生支援費 新 経済商工観光部 1,000,000 観光施設の復旧への助成

観光復興キ ペ 推進費 新 経済商 観光部 観光復興キ ペ 実施 助成観光復興キャンペーン推進費 新 経済商工観光部 10,000 観光復興キャンペーン実施への助成

被災中小企業海外ビジネス支援費 新 経済商工観光部 6,000 海外ビジネスにおける放射能対策等への助成

４　その他

新規 担当部局 ８月補正(千円) 備　　　　考

災害等廃棄物処理費 環境生活部 22,600,000 がれき等災害廃棄物の処理

［債務負担行為］ ［127,000,000］

農地復旧支援調査計画費 新 農林水産部 25,000 津波被災市町の復興計画策定に向けた支援

農村地域復興支援費 新 農林水産部 52,000 津波被災地域の復興実施計画策定に向けた支援

高等学校帰宅困難者用備蓄品確保費 新 教育庁 12,364 震災による帰宅困難者のための物資備蓄

指定文化財等復旧支援費 新 教育庁 1,250 国・県指定文化財の復旧への助成

事業等の名称


