
Ⅱ 主な事業

（単位：千円,［ ］は債務負担行為）

１ 震災復興計画に基づく主要政策

１ 被災者の生活再建と生活環境の確保

（１）被災者の生活環境の確保

（拡充）・地域支え合い体制づくり事業費（介護基盤緊急整備基金） ２,７４０,０００

（H23:480,000）

市町村サポートセンターの設置・運営に対する助成等

（新規）・被災地域福祉推進費（緊急雇用基金） １,１１５,２００

仮設住宅入居者の見守り体制構築や生活支援等に対する助成

・被災者住宅確保対策費 ２６,０００,０００

災害救助法に基づく仮設住宅となる民間賃貸住宅の借上げ

・災害公営住宅建設支援費 ７,３９６,８８４ ［１７,１６０,０００］

災害公営住宅の建設等

（拡充）・県産材利用エコ住宅普及促進費 ２００,０００ （H23:100,000）

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

・県営住宅災害復旧費 ９７６,６６０ ［５７０,０００］

県営住宅の復旧工事等

・住宅再建支援費（震災復興基金） １,５００,０００

新たな借入れにより住宅を再建する場合の既往住宅ローンに対する利子相当額の助成

（新規）・復興活動支援費 １０５,０００

被災地域における住民主体の復興活動への支援

（拡充）・新しい公共支援基金事業費 ３１７,７６０ （H23:78,501）

新しい公共の担い手となるＮＰＯ等が実施するモデル事業の支援等

（２）災害廃棄物の適正処理

・災害等廃棄物処理費 ２７２,０００,０００

沿岸市町からの受託によるがれき等災害廃棄物の処理



・みやぎの漁場再生費 ２,５００,０００

漁場に堆積した廃棄物等の除去

・漁場生産力回復支援費 １,４２０,８００

漁業者グループが行う堆積物の回収等の取組に対する支援

（３）持続可能な社会と環境保全の実現

（拡充）・住宅用太陽光発電普及促進費 ２４０,０００ （H23:100,000）

住宅用太陽光発電システムの設置への助成

２ 保健・医療・福祉提供体制の回復

（１）安心できる地域医療の確保

・健康支援費（介護基盤緊急整備基金） ９１１,６５４

仮設住宅入居者の健康調査や仮設住宅集会所での相談・保健指導への助成等

（新規）・医療施設復興支援費（地域医療再生基金） １,４５３,９３７

気仙沼・石巻・仙台医療圏における自治体病院の再建への助成等

・地域医療人材確保費（地域医療再生基金・緊急雇用基金） ２,３４４,０００

被災で離職した医療従事者による沿岸地域での医療提供等

（新規）・ＩＣＴ活用医療連携構築費 １,０１３,１７０

被災地域における医療機関相互のネットワーク整備への助成等

（２）未来を担う子どもたちへの支援

・子どもの心のケア推進費（安心こども基金） １４１,０００

子どもの心のケアチームによる被災した児童への相談・援助等

・東日本大震災みやぎこども育英基金事業費 ２５５,０２０

東日本大震災による孤児・遺児に対する月額給付及び一時金給付による修学等の支援

（３）だれもが住みよい地域社会の構築

・心のケアセンター運営支援費（障害者自立支援基金） ４２４,０００

被災者の心の問題への対応拠点となる心のケアセンターの運営への助成



・社会福祉施設等復旧支援費 ７,４８４,３３７

介護施設、保育所、障害福祉施設等の復旧への助成

・社会福祉施設等復旧特別支援費（震災復興基金） ２００,５３１

老人福祉施設、私立保育所、障害福祉施設等の復旧への助成

３ 「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築

（１）ものづくり産業の振興

・中小企業施設設備復旧支援費（震災復興基金） ８００,０００

中小製造業者の施設設備の復旧への助成

・中小企業等復旧・復興支援費 １５,０００,０００

中小企業グループ等の復興事業計画に基づく生産施設や商店街施設等の復旧への助成

・中小企業経営安定資金等貸付金（震災対応分） ９６,０７３,０００ ［５５１,０００］

被災中小企業の資金需要の増加に対応し、安定的な資金調達を支援

・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） ５,０００,０００

中小企業グループ、組合、商店街等の施設設備の復旧費の無利子貸付

・被災中小企業者対策資金利子補給（震災復興基金） １,３６５,８００

［３,１８６,０００］

被災した中小企業者の県制度融資からの借入れに対する利子補給

・中小企業等二重債務問題対策費 １,０００,０００

再生の可能性がある被災中小企業等の既往債務の買取りを行う機構への出資

・企業立地促進奨励金 ３,０１０,０００ （H23:1,730,000）

県内に工場等を新設または増設した企業への奨励金

（２）商業・観光の再生

・地域商業等事業再開支援費（震災復興基金） １,５００,０００

商業者の店舗の復旧等への助成

・観光復興緊急対策費 １４,５００

観光自粛ムードと風評の払拭のため、観光情報を発信し県内外からの誘客を促進



・観光施設再生支援費（震災復興基金） １,５００,０００

宿泊業者、観光集客施設事業者の観光施設の復旧への助成

（３）雇用の維持・確保

（拡充）・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 ４２,８４４,４２０ ［２２,３３３,０００］

（H23:7,252,865）

被災求職者の一時的雇用や被災地での安定的雇用の創出

・雇用維持対策費（震災復興基金） １,０８９,０００

雇用維持のため休業、教育訓練、出向等を実施した事業主への助成

４ 農林水産業の早期復興

（１）魅力ある農業・農村の再興

・農地等災害復旧費 ４６,７９３,１２５

農地及び農業用施設の復旧工事等

・東日本大震災農業生産対策費 ２,７４７,１１７

農業用施設等の復旧及び生産再開に必要な資材購入等への助成

（新規）・農業生産早期再興対策費 ７５１,７５０

農業者組織等の施設復旧や資機材導入への助成

・被災農家経営再開支援費 ３,１２８,０００

被災地域において営農再開に向け共同で復旧作業を行う農業者への助成

（新規）・草地土壌放射性物質低減対策費 ３４５,５８０

暫定許容値を超えない安全な牧草を生産するための草地の反転耕等への助成

・農業団体被災施設等再建整備支援費（震災復興基金） ２２３,０４７

農業団体施設の復旧への助成

・地域農業経営再開復興支援費 ４５５,５００

被災地域の農業復興に向けた経営再開マスタープラン作成等への助成

（２）活力ある林業の再生

（新規）・里山林健全化推進費 ９,４００

里山広葉樹林の再生に向けたナラ枯れ被害木の駆除



・治山施設災害復旧費 １,７５７,０００

治山施設の復旧工事等

（拡充）・新しい植林対策費 ２６,３００ （H23:11,400）

低コストの植林技術の導入や塩害被害地・伐採跡地への植栽等

（３）新たな水産業の創造

・水産物加工流通施設復旧支援費 ７,６７５,２４６

水産加工業協同組合等の水産物加工流通共同利用施設の整備への助成

・養殖施設復旧支援費 ２,０００,０００

ノリ、カキ、ワカメ等の養殖施設の復旧への助成

・水産基盤整備災害復旧費 ６７,５１３,０００ ［１７,３３６,０００］

県営漁港施設の復旧工事等

・水産業団体被災施設等再建整備支援費（震災復興基金） ４４６,７４０

水産業団体施設の復旧への助成

・漁港施設機能強化費 ３,３８２,０００

被災した漁港区域内の漁港施設用地の嵩上げ等

・小型漁船・定置網共同化支援費 ５,９３５,０００

共同利用小型漁船の建造及び定置網取得への助成

・養殖業再生費（震災復興基金） １,５１１,１１２

養殖施設の復旧及び養殖用種苗確保への助成

（４）一次産業を牽引する食産業の振興

・加工原料等安定確保支援費 ７０,０００

水産加工業協同組合に対する原材料調達コスト等への助成

・食品加工原材料調達支援費（震災復興基金） １５０,５００

水産加工業者に対する原材料調達コスト等への助成

・県産農林水産物等イメージアップ推進費（震災復興基金） １０,０００

農林水産物の生産団体等に対する県産品広報活動等への助成

（新規）・みやぎの食ブランド再生支援費 ５,０００

津波被害を受けた県産ブランド食材の再生支援により、ブランド価値と販売力を向上



・県産農林水産物・食品等利用拡大費（震災復興基金） １９,７００

県産品の販路拡大に向けた展示会・商談会出展等への助成

５ 公共土木施設の早期復旧

（１）道路、港湾、空港などの交通基盤の確保・整備促進

・高規格幹線道路整備費 １１,０３０,０００

三陸縦貫自動車道の整備推進

・県北高速幹線道路整備費 ２７１,７００ （H23:220,500）

県北高速幹線道路の整備推進

・復興関連道路整備費 ８,９８９,０９０ ［１００,０００］

大島架橋、石巻バイパス等の整備推進

・港湾施設等災害復旧費 ３６,６５９,０００ ［３,５００,０００］

港湾施設の復旧工事等

・港湾建設復興費 ６,４７１,０００

仙台塩釜港（仙台港区）及び石巻港の防潮堤新設工事等

（２）海岸、河川などの県土保全

・河川等災害復旧費 １１０,６６１,０００ ［１２６,９００,０００］

公共土木施設の復旧工事等

・河川改良復興費 ６,８０６,２００ ［１２０,０００］

河川堤防の嵩上げ及び排水対策等

・砂防事業復興費 ２４１,５００

急傾斜地崩壊対策等

（３）上下水道などのライフラインの復旧

・流域下水道施設等災害復旧費（特別会計） ２２,０００,１６３

流域下水道施設の復旧工事等



（４）沿岸市町をはじめとするまちの再構築

（新規）・被災市町復興まちづくりフォローアップ事業費 １００,０００

沿岸市町の復興整備計画の作成支援等

・組合区画整理施設等復旧支援費（震災復興基金） ５５,０００

土地区画整理組合の復旧への助成

６ 安心して学べる教育環境の確保

（１）安全・安心な学校教育の確保

・教育施設等災害復旧費 ２,３３５,５７８

県立高校の復旧工事等

・私立学校施設設備復旧特別支援費（震災復興基金） ５７６,１５３

専修学校及び各種学校を含む私立学校の施設設備等の復旧への助成

・被災児童生徒等就学支援費 ６,３１０,２０１

被災児童生徒、保護者等への支援

（２）家庭・地域の教育力の再構築

・学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援費 ５７２,２２４

被災地での地域連携による放課後及び長期休業期間中の学習・活動の支援等

（３）生涯学習・文化・スポーツ活動の充実

・指定文化財等復旧支援費 ４８,０７７

国・県指定文化財の復旧への助成

７ 防災機能・治安体制の回復

（１）防災機能の再構築

・市町村振興資金貸付金（震災対応分） ５,０００,０００

復旧・復興に取り組む被災市町村の資金繰りに対応する短期貸付金

（新規）・防災ヘリコプター防災基地整備費 ３０,０２３

防災ヘリコプターヘリポートの移転整備候補地の調査等



・情報伝達システム再構築費 １,８８４,３００

防災行政無線や震度計の復旧等

（新規）・地域防災事業費 １２,５６２

宮城県地域防災計画（津波・地震災害対策）の再構築

・食の安全確保対策費 ２９９,１７６

肉用牛全頭を始め、農水産物や粗飼料等の放射能検査を実施し、食の安全を確保

・県立学校等帰宅困難者用備蓄品確保費 ７６,５２５

県立学校等における災害発生時の帰宅困難者のための資機材備蓄等

（２）大津波等への備え

（新規）・大震災検証記録作成・普及啓発費 ４５,７０１

東日本大震災発生後の記録集作成等

（３）自助・共助による市民レベルの防災体制の強化

・防災指導員養成費 １３,８２０

地域住民や企業を対象にした防災指導員養成講習等

（４）安全・安心な地域社会の構築

・警察施設機能強化費 ２３１,２３１ ［２９,０００］

気仙沼警察署、塩釜警察署の復旧等



２ ビジョンの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～

・新世代アグリビジネス総合推進費 １３２,０４８ （H23:133,425）

競争力のある農林水産業への転換に向けたアグリビジネス支援体制整備等

・農業者戸別所得補償制度推進費 ２７５,５９０ （H23:240,000）

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

・森林整備加速化・林業再生費 ４４１,８８２ （H23:399,328）

間伐、路網整備、木材流通、バイオマス利用の推進等

・中小企業経営安定資金貸付金等 ６２,１１３,０００ ［１４３,０００］

（H23:83,361,422 ［208,000］）

中小企業等の安定的な資金調達を支援

２ 安心と活力に満ちた地域社会づくり

（拡充）・子どものための手当費 ５,６２９,２４８ （H23:5,357,282）

子どものための手当を支給する市町村への交付金

・子育て支援対策臨時特例基金事業費 ３,１５６,８７９ （H23:2,706,464）

待機児童解消のための保育所整備への助成やひとり親家庭への支援等

・県立学校施設整備費 ７,２３２,１８９ ［２,４７２,０００］

（H23:5,158,239 ［3,156,000］）

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 １１,３００,９８６ （H23:11,233,829）

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

（拡充）・ねんりんピック宮城・仙台大会開催費 ６６２,１７８ （H23:99,581）

全国健康福祉祭（ねんりんピック）の大会実行委員会への事業費負担金等

（拡充）・特別養護老人ホーム建設費 １,５５９,１６０ （H23:801,900）

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

・拓桃医療療育センター・拓桃支援学校整備費 ３１９,５１９ （H23:85,800）

移転改築に向けた実施設計



（新規）・（仮称）若林警察署新設用地購入費 ４,４４８

（仮称）若林警察署新設用地の鑑定、測量

３ 人と自然が調和した美しく安全な県土づくり

（拡充）・地域環境保全特別基金事業費 １,２３０,４１８ （H23:75,144）

市町村の防災拠点施設への再生可能エネルギー導入に対する助成等

（新規）・みやぎエコ・ツーリズム推進費 ９,９００

エコツアー旅行商品の創出やフォーラム開催等により、新しい観光スタイルを推進

（拡充）・緊急輸送道路橋梁震災対策促進費 ４３３,０００ （H23:90,000）

道路と主要な工業団地を結ぶ路線に位置する橋梁の耐震化

３ その他

・市町村振興総合支援費 ６８１,８００ （H23:681,800）

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

・公立大学法人宮城大学運営費交付金 ２,１５６,２７９ （H23:1,976,827）

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


