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新規 担当部局 ９月補正(千円) 備　　　　考

（１）災害復旧

私立学校教育活動復旧支援費 新 総務部 1,455,437 私立学校の復旧への助成

社会福祉施設等復旧支援費 29,332

児童厚生施設等復旧支援費 保健福祉部 25,482 子育て支援拠点施設の復旧への助成

母子生活支援施設等復旧支援費 保健福祉部 3,850 母子生活支援施設等の復旧への助成

卸売市場施設復旧支援費 農林水産部 12,635 地方卸売市場の復旧への助成

木材供給等緊急対策支援費 農林水産部 300,043 木材加工流通施設の復旧，流通コスト等への助成

さけ・ます生産地震災復旧支援緊急事業費 農林水産部 181,091 被災したふ化場の応急復旧への助成等

平成２３年度９月補正予算案の主要項目

事業等の名称

さけ・ます生産地震災復旧支援緊急事業費 農林水産部 181,091 被災したふ化場の応急復旧への助成等

無形民俗文化財再生支援費 新 教育庁 5,250 指定無形民俗文化財の復旧への助成

農地等災害復旧費 農林水産部 11,652,772 農地・農業用施設の復旧等

山地治山等事業費 農林水産部 1,018,045 治山施設の復旧

水産基盤整備災害復旧費 農林水産部 33,149,800 県営漁港施設の復旧

［債務負担行為］ [33,834,000]

漁港管理施設等災害復旧費 農林水産部 148,000 県営漁港施設等の復旧

道路橋りょう災害復旧費 土木部 471,200 道路の応急復旧等

港湾施設等災害復旧費 土木部 3,657,000 港湾施設の復旧等

都市施設等災害復旧費 土木部 116,996 都市施設の復旧等

庁舎等災害復旧費 農林水産部ほか 72,621 農業改良普及センターの復旧等

社会教育施設等災害復旧費 教育庁ほか 38,984 自然の家の復旧等

［債務負担行為］ [121,000]

試験研究施設等災害復旧費 環境生活部 4,273 保健環境センターの機器修繕等

漁業調査船・指導船災害復旧費 新 農林水産部 258,000 漁業調査船・指導船の復旧



新規 担当部局 ９月補正(千円) 備　　　　考

県営住宅災害復旧費 土木部 116,000 県営住宅の復旧等

［債務負担行為］ [93,000]

警察施設災害復旧費 警察本部 375,314 運転免許センターの復旧等

交通安全施設災害復旧費 警察本部 747,475 交通信号機の復旧等

教育施設等災害復旧費 教育庁 340,190 産業教育用設備の復旧等

社会体育施設等災害復旧費 教育庁 229,196 総合運動公園の復旧等

（２）災害対策

総務部 136,026 被災生徒の修学機会の確保への助成

環境放射能水準調査費 新 環境生活部 115,223 放射能調査体制強化のための設備整備

新しい公共支援基金事業費 環境生活部 12,770 震災復興に取り組むNPOへの助成等

原発事故健康影響検討調査費 新 保健福祉部 4,500 福島第一原発事故による健康影響の検討・調査等

事業等の名称

私立学校授業料等軽減特別助成費

原発事故健康影響検討調査費 新 保健福祉部 4,500 福島第一原発事故による健康影響の検討・調査等

災害弔慰金等支給審査会設置事業費 新 保健福祉部 800 災害弔慰金の支給に係る審査会の設置運営

東日本大震災みやぎこども育英基金造成費 新 保健福祉部 950,000 東日本大震災みやぎこども育英募金の基金積立金

子どもの心のケア推進費 保健福祉部 23,830 被災した児童への相談・援助

児童相談所相談判定事業費 保健福祉部 7,896 被災保育所等への巡回・相談

地域子育て創生事業費 保健福祉部 912,000 地域の実情に応じた子育て支援活動への助成

児童保護支援費 保健福祉部 2,500 震災孤児を養育する里親世帯への支援

ＡＬＳ等総合対策費 新 保健福祉部 3,109 在宅難病患者に貸与する非常用発電機導入等への助成

経済商工観光部 13,400,000 中小企業グループの貸倒引当金等に充当する基金への貸付

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 経済商工観光部 3,554,792 被災した求職者等に対する雇用機会の創出

観光復興緊急対策費 新 経済商工観光部 7,900 観光自粛ムードと風評の払拭のための観光情報の発信等

みやぎ観光復興イメージアップ推進費 新 経済商工観光部 1,650 プロスポーツチーム試合開催時の出展等

みやぎ観光域内流動緊急対策費 新 経済商工観光部 2,000 県内各地を周遊する旅行商品造成等

漁業信用保証基盤強化対策費 新 農林水産部 1,000,000 県漁業信用基金協会に対する短期運転資金の貸付

県単独農業試験研究費 新 農林水産部 7,200 早期復興に向けた技術等の検証・確立

水産都市活力強化対策支援費 農林水産部 500,000 冷凍水産物の海洋投入等

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）



新規 担当部局 ９月補正(千円) 備　　　　考

水産基盤整備調査費 農林水産部 100,000 被災した漁港施設の防災対策のための調査

港湾施設機能強化費 農林水産部 830,000 被災した漁港施設の災害復旧と連動した基盤整備

災害公営住宅建設支援費 新 土木部 100,000 被災市町の災害公営住宅建設に向けた支援

水道施設等保守管理委託費（企業会計） 企業局 79,746 放射性物質を含む浄水発生土の保管業務委託等

企業局 10,425 放射性物質を含む浄水発生土の搬出業務委託等

企業局 7,252 放射性物質を含む浄水発生土を保管するための建屋の設置

生活安全企画管理費 警察本部 2,048 仮設住宅・避難所における防犯・交通事故防止対策

県立学校実習確保費 新 教育庁 11,240 仮設校舎から実習場所への移動バス運行

運動部活動地域連携促進費 教育庁 8,000 仮設校舎から運動部活動場所への移動バス運行

（３）その他

東日本大震災検証費 新 総務部 4,678 震災発生後の初期対応の記録・検証

県内消防応援活動費 新 総務部 16,884 消防機関が行う消防応援活動への助成

震災復興計画運営管理費 震災復興・企画部 5,196 震災復興計画の策定等

工業用水道施設等保守管理委託費（企業会計）

事業等の名称

放射性物質含有浄水発生土保管用建屋設置費

震災復興計画運営管理費 震災復興・企画部 5,196 震災復興計画の策定等

警察車両管理費 警察本部 375,873 震災に伴う警察車両の維持管理

防災拠点としての学校づくりモデル事業費 新 教育庁 500 公立学校の防災機能等に関する調査及び在り方の検討

防災教育等推進費 新 教育庁 2,948 防災教育等推進のための研修

東日本大震災特別弔慰金 新 教育庁 5,000 学校管理下で震災により死亡した生徒への弔慰金

２２２２　　　　東日本大震災復興基金東日本大震災復興基金東日本大震災復興基金東日本大震災復興基金

新規 担当部局 ９月補正(千円) 備　　　　考

東日本大震災復興基金造成費 総務部 5,800,000 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

鉄道施設復旧特別支援費 1,698,373

阿武隈急行復旧特別支援費 新 震災復興・企画部 48,373 阿武隈急行の復旧への助成

仙台空港鉄道復旧特別支援費 新 土木部 1,650,000 仙台空港鉄道の復旧への助成

社会福祉施設等復旧特別支援費 保健福祉部 329,900 老人福祉施設等の復旧への助成

組合区画整理施設等復旧支援費 新 土木部 70,000 土地区画整理組合の復旧への助成

（２）教育支援

私立学校施設設備復旧特別支援費 新 総務部 2,092,571 私立学校の復旧への助成

事業等の名称

［債務負担行為］ [112,048]



新規 担当部局 ９月補正(千円) 備　　　　考

私立学校授業料等軽減特別支援費 新 総務部 210,756 被災生徒の修学機会の確保

県立高校部活動用備品復旧支援費 新 教育庁 48,379 破損，流出した部活動用備品の購入等への助成

無形民俗文化財再生特別支援費 新 教育庁 2,219 指定無形民俗文化財の復旧への助成

被災有形文化財等復旧支援費 新 教育庁 1,500 国登録有形文化財の復旧への助成

（３）農林水産業支援

県産農林水産物・食品等利用拡大支援費 新 農林水産部 10,818 展示会出展等への助成

農林水産業被災施設等再建整備支援費 新 農林水産部 350,000 農業団体・水産業団体施設の復旧への助成

食品加工原材料調達支援費 新 農林水産部 42,100 代替原材料調達等に伴う掛かり増し経費への助成

被災家畜緊急避難輸送・管理支援費 新 農林水産部 3,500 家畜避難のための輸送，飼養管理への助成

自給飼料生産基盤復旧支援費 新 農林水産部 2,900 被害草地再生に向けた飼料作物の種子，肥料の購入への助成

木材チップ等緊急流通支援費 新 農林水産部 375,000 製紙用木材チップの流通への助成

特用林産物生産施設早期再開支援費 新 農林水産部 73,000 特用林産物生産施設の復旧への助成

林業種苗再生再建支援費 新 農林水産部 2,500 林産種苗施設の復旧への助成

事業等の名称

（４）商工業支援

復興企業相談助言費 新 経済商工観光部 10,000 被災中小企業への復旧・改善指導等の複合支援への助成

中小企業販路開拓・取引拡大支援費 新 経済商工観光部 4,284 中小企業の販路開拓・取引拡大への助成

商店街にぎわい再生支援費 新 経済商工観光部 2,500 被災した商店街の復興イベント等への助成

被災商工会等機能維持支援費 新 経済商工観光部 60,000 商工会の仮設事務所賃貸料等への助成

被災商工会等施設等復旧支援費 新 経済商工観光部 67,696 商工会施設等の復旧への助成

中小企業組合等共同施設等復旧特別支援費 新 経済商工観光部 400,000 事業協同組合共同施設等の復旧への助成

観光復興イベント開催支援費 新 経済商工観光部 7,500 県内外で開催する観光復興イベントへの助成

３３３３　　　　そのそのそのその他他他他

新規 担当部局 ９月補正(千円) 備　　　　考

地域環境保全特別基金事業費 環境生活部 28,908 市町村施設の省エネルギー化推進への助成

救急患者退院コーディネーター費 保健福祉部 17,039 転院・退院コーディネーター配置への助成

へき地診療所運営補助費 保健福祉部 10,139 へき地診療所の運営費助成

介護職員等医療的ケア研修費 保健福祉部 22,174 医療的ケアを行う介護職員等の養成

障害者虐待防止対策支援費 新 保健福祉部 1,500 障害者虐待防止のための体制整備

道路橋りょう事業費（公共事業等） 土木部 1,079,851 国道398号等

事業等の名称

道路橋りょう事業費（公共事業等） 土木部 1,079,851 国道398号等

仙台空港鉄道改革支援費（公共事業） 新 土木部 8,510,000 仙台空港鉄道の下部構造の一部取得


