
 

Ⅱ 主な事業 

（単位：千円,［   ］は債務負担行為） 

 

１１１１    震災復興計画に基づく主要政策震災復興計画に基づく主要政策震災復興計画に基づく主要政策震災復興計画に基づく主要政策                                                                                                                

    

１１１１    被災者の生活再建と生活環境の確保被災者の生活再建と生活環境の確保被災者の生活再建と生活環境の確保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  

 

・地域支え合い体制づくり支援費（介護基盤緊急整備基金） ２,５００,０００ 

                            （H24:2,740,000）長寿社会政策課 

＊＊＊＊＊市町村サポートセンターの設置・運営への助成等 

 

・被災地域福祉推進費（緊急雇用基金） １,１５０,０００ (H24:1,115,200)社会福祉課 

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 １９,５００,０００ (H24:26,000,000)震災援護室 

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等 

 

・災害公営住宅整備支援費 ２０,４７２,３７５［２２,５９０,０００］ 

（H24:7,396,884）住宅課 

災害公営住宅の整備支援 

 

・災害公営住宅建設費 ２００,０００ （H24:100,000）住宅課 

県営災害公営住宅の整備 

 

・県産材利用エコ住宅普及促進費 ２７３,５００ （H24:200,000）林業振興課 

＊＊＊＊＊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への助成等 

 

・住宅再建支援費（震災復興基金） １,２５０,０００ （H24:1,500,000）住宅課 

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）・みやぎ県外避難者支援費（地域整備推進基金） ２０,０００ 震災復興推進課 

＊＊＊＊＊県外避難者のニーズ把握調査や帰郷に向けた支援等 

 

（拡充）・復興活動支援費 ２１０,０００ （H24:105,000）地域復興支援課 

＊＊＊＊＊被災者復興支援会議の運営や被災地域における住民主体の復興活動への支援 

 

 



 

（新規）・みやぎ地域復興支援費（地域整備推進基金） １２０,０００ 地域復興支援課 

＊＊＊＊＊被災者の生活再建をきめ細かく支援するための各種団体向け助成 

 

（新規）・被災地域交流拠点施設整備支援費（地域整備推進基金） ３１５,０００ 地域復興支援課 

＊＊＊＊＊被災地域の住民交流活動の形成に資する施設整備等への助成 

 

（新規）・震災復興担い手ＮＰＯ等支援費（震災復興基金） １１５,３４５ 共同参画社会推進課 

＊＊＊＊＊ＮＰＯ等が行う復興支援事業への助成等 

 

（２）廃棄物の適正処理  

 

・災害等廃棄物処理費 １５８,８６４,９８８ （H24:272,000,000）震災廃棄物対策課 

          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 ７５０,０００ （H24:2,500,000）水産業基盤整備課 

          漁場に堆積した廃棄物等の除去 

 

        ・漁場生産力回復支援費 ２,１００,０００ （H24:1,420,800）水産業基盤整備課 

          漁業者グループが行う堆積物の回収等の取組への支援 

 

（３）持続可能な社会と環境保全の実現    

 

・省エネルギー・コスト削減実践支援費 １３０,０００ （H24:100,000）環境政策課 

＊＊＊＊＊事業所の省エネルギー設備等導入への助成 

 

・住宅用太陽光発電普及促進費 ３１０,０００ （H24:240,000）環境政策課 

＊＊＊＊＊住宅用太陽光発電システムの設置への助成 

 

（新規）・再生可能エネルギー活用地域復興支援費 ２０,０００ 環境政策課 

＊＊＊＊＊再生可能エネルギーを活用した復興に向けた地域課題の解決への支援 

 

・小水力等農村地域資源利活用推進費 ８０,５００ 農村振興課 

＊＊＊＊＊農業用水利施設での小水力発電施設の導入可能性調査等 

 

・温暖化防止間伐推進費 １４５,６９４ （H24:64,929）森林整備課 

＊＊＊＊＊若齢林の間伐への支援等 

 

    

    



 

２２２２    保健・医療・福祉提供体制の回復保健・医療・福祉提供体制の回復保健・医療・福祉提供体制の回復保健・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） ４９６,８０２ （H24:911,654）保健福祉総務課ほか 

仮設住宅入居者の健康調査や健康指導への助成等 

 

（拡充）・医療施設復興支援費（地域医療再生基金） ６,２３１,５３４  

（H24:1,453,937）医療整備課ほか 

          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） ６３８,３１７ （H24：1,615,578）医療整備課 

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 

 

（拡充）・ＩＣＴ活用医療連携構築費 ３,７０６,６８０  (H24:1,053,170）医療整備課 

＊＊＊＊＊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） １４３,０００ （H24:141,000）子育て支援課 

子どもの心のケアチームによる被災児童への相談・援助等 

 

・東日本大震災みやぎこども育英基金事業費 ３０７,６２０ 

 （H24:255,020）子育て支援課、教育庁総務課 

東日本大震災による孤児・遺児への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 ３９４,０００ （H24:424,000）障害福祉課 

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 ３,４３５,１２６ 

（H24:7,484,337）長寿社会政策課、子育て支援課、障害福祉課 

老人福祉施設、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） ９２,８９６  

（H24:200,531）長寿社会政策課、子育て支援課、障害福祉課 

老人福祉施設、私立保育所、障害福祉施設等の復旧への更なる助成 

 



 

３３３３    「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築「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  

 

（拡充）・中小企業施設設備復旧支援費（震災復興基金） １,６００,０００ 

（H24:800,000）新産業振興課 

＊＊＊＊＊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 （H24：15,000,000）新産業振興課 

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 

 

（新規）・被災地再生創業支援費（地域整備推進基金） ３０,０００ 新産業振興課 

＊＊＊＊＊被災地で新たに創業する者に対する助成 

 

        ・中小企業経営安定資金等貸付金（震災対応分） ９５,４１６,０００［４１０,０００］ 

（H24:96,073,000）商工経営支援課 

          被災中小企業の資金需要に対応し、安定的な資金調達を支援 

 

・被災中小企業者対策資金利子補給（震災復興基金） １,８７８,０００ 

［２,５３２,０００］ （H24:1,365,800）商工経営支援課 

          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 （H24:1,000,000）商工経営支援課 

          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 ３,４１０,０００ （H24:3,010,000）産業立地推進課ほか 

          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    

 

（新規）・販路回復支援費 １０,０００ 商工経営支援課 

＊＊＊＊＊商工会議所等の中小企業支援機関が開催する商談会への助成 

 

・地域商業等事業再開支援費（震災復興基金） ２,７５０,０００  

（H24:1,500,000）商工経営支援課 

商業者の店舗の復旧等への助成 

 

        ・観光施設再生支援費（震災復興基金） ８５０,０００ （H24:1,500,000）観光課 

          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    

 

・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 ３８,７６９,９９２［１４,６５４,０００］ 

（H24:42,844,420）雇用対策課ほか 

          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） ３２６,０００ （H24:1,089,000）雇用対策課 

雇用維持のため休業、教育訓練または出向を実施した事業主への助成 

 

    

４４４４    農林水産業の早期復興農林水産業の早期復興農林水産業の早期復興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 ２５,９０５,５０９［８,１９６,０００］ 

（H24:46,793,125）農村整備課ほか 

農地及び農業用施設の復旧工事等 

 

（新規）・被災農地再生支援費（震災復興基金） ６０,０００ 農産園芸環境課 

＊＊＊＊＊津波被災農地の地力回復等への助成 

 

・被災地域農業復興総合支援費 ７,０００,０００ 農業振興課 

＊＊＊＊＊被災農業者等へ貸与する農業・加工用施設の整備への助成 

 

・農山漁村地域復興基盤総合整備費 １２,７１２,０２９［１０,８５０,０００］ 

農村整備課ほか 

＊＊＊＊＊津波被害農地のほ場整備等 

 

（新規）・農林漁業者等地域資源活用新事業創出支援費（地域整備推進基金） ５,７００ 

 農林水産政策室 

＊＊＊＊＊事業の多角化・高度化を目指す被災した沿岸農林漁業者に対する事業構想策定支援 

 

・食料生産地域再生技術展開費  ４９,０００ （H24:6,000）農業振興課 

＊＊＊＊＊津波被災農地での先端技術を活用した大規模実証 

 

（新規）・新技術導入広域推進費 ６,８１６ 農業振興課 

＊＊＊＊＊試験研究機関等が開発・公表した新技術の地域での実証 

 

 



 

（新規）・みやぎの繁殖雌子牛保留推進費（地域整備推進基金） ３０,６００ 畜産課 

＊＊＊＊＊本県産優良雌子牛の保留と増頭への助成 

 

（新規）・第１１回全共宮城大会推進費（地域整備推進基金） １０１,７８０ 畜産課 

＊＊＊＊＊全国和牛能力共進会宮城県実行委員会への負担金等 

 

（２）活力ある林業の再生    

 

・治山施設災害復旧費 ２,０９７,５３０ （H24:1,757,000）森林整備課 

治山施設の復旧工事等 

 

・海岸防災林造成費 ６９１,７６７ （H24:1,200,000）森林整備課 

被災した海岸防災林の造成 

      

・林業種苗生産施設体制整備費 １,５００ 森林整備課 

＊＊＊＊＊種苗生産施設の供給体制強化への助成 

 

（３）新たな水産業の創造    

 

・水産試験研究機関復旧整備費 ２,７０６,３２１［５４８,０００］ 水産業振興課ほか 

＊＊＊＊＊被災した水産技術総合センターの種苗生産施設の移転整備等 

 

・水産基盤整備災害復旧費 ２９,９８１,９９７［５,０００,０００］ 

 （H24:67,513,000）水産業基盤整備課 

          県営漁港施設の復旧工事等 

 

        ・水産物加工流通施設復旧支援費 ５,９８５,４２４ （H24:7,675,246）水産業振興課 

          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再開に向けた整備等への助成 

 

       ・水産業共同利用施設復旧支援費 ３,１９１,９０４ （H24:123,858）水産業基盤整備課 

          養殖施設等の共同利用施設の再開に向けた施設整備等への助成 

 

・水産都市活力強化対策支援費 ７０,０００ （H24:3,950）水産業振興課 

＊＊＊＊＊水産加工品等の水産物の流通・販売への支援等 

 

・漁場生産力向上対策費 ２５,７４９ 水産業基盤整備課 

＊＊＊＊＊被災した漁場の機能回復のための技術開発等 

 

 



 

・栽培漁業種苗放流支援費 １２４,９９０ （H24:79,097）水産業基盤整備課 

＊＊＊＊＊資源維持のためのアワビやヒラメ等の放流種苗の確保等 

 

・漁港施設機能強化費 ８,２７４,７００［１,５００,０００］ 

（H24:3,382,000）水産業基盤整備課 

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 ３,５００,０００ （H24:5,935,000）水産業振興課 

共同利用小型漁船の建造及び定置網取得への助成 

 

（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 ５８,０００ （H24:70,000）水産業振興課 

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） ２１０,０００ （H24:150,500）食産業振興課 

＊＊＊＊＊水産加工業者等に対する原材料調達コスト等への助成 

 

（新規）・農産物放射性物質吸収抑制対策費（震災復興基金） ７５,０００ 農産園芸環境課 

＊＊＊＊＊水稲や大豆等を作付けする農業者等が行う放射性物質吸収抑制の取組への助成 

 

（新規）・宮城県産品風評対策強化費（地域整備推進基金） ５９,０００ 食産業振興課 

＊＊＊＊＊県産農林水産物の信頼回復と消費拡大のための情報発信 

 

（新規）・復興促進「商品づくり・販路開拓」支援費（震災復興基金） ３０,０００ 食産業振興課 

＊＊＊＊＊被災中小企業の新商品開発や販路の回復・開拓等の取組への助成 

 

 

５５５５    公共土木施設の早期復旧公共土木施設の早期復旧公共土木施設の早期復旧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 （H24:11,030,000）道路課 

三陸縦貫自動車道の整備推進 

 

・みやぎ県北高速幹線道路整備費 １,９９８,２００ （H24:271,700）道路課 

県北高速幹線道路の整備推進 

 

 



 

・復興関連道路整備費 ２９,８１０,１００［１８,５００,０００］ 

（H24:8,989,090）道路課 

大島架橋及び市街地相互の接続道路の整備推進 

 

・港湾施設等災害復旧費 ２２,６０９,２００［２３,６００,０００］ 

（H24:36,659,000）港湾課 

港湾施設の復旧工事等 

 

（新規）・仙台空港６００万人・５万トン実現推進費 ３,５００ 富県宮城推進室 

     仙台空港及びその周辺地域の活性化の推進 

 

・仙台空港活性化等調査費 ３８,３００ 空港臨空地域課 

＊＊＊＊＊仙台空港とターミナルビル等の空港関連事業との経営一体化に向けた調査等 

 

（２）海岸、河川などの県土保全    

 

・河川等災害復旧費 ８４,０４２,０００［１６６,６６０,０００］ 

（H24:110,661,000）防災砂防課 

公共土木施設の復旧工事等 

 

・河川改良復興費 ７,６７７,４００［１００,０００］ （H24:6,806,200）河川課 

河川堤防の嵩上げ及び排水対策等 

 

・砂防事業復興費 １,３４９,３００ （H24:241,500）防災砂防課 

急傾斜地崩壊対策等 

 

（新規） ・沿岸域景観再生復興費（地域整備推進基金） ３０,０００ 河川課 

          沿岸域の河川への桜等の植栽による景観の再生 

 

（３）上下水道などのライフラインの復旧    

 

・広域水道送水管連絡管整備費（企業会計） １０４,４３１ （H24:9,481）水道経営管理室 

仙南・仙塩広域水道事業の高区・低区送水管連絡管設置工事のための詳細設計 

 

・工業用水道基幹施設耐震化推進費（企業会計） ８４,６９９ 水道経営管理室 

水管橋の耐震補強工事 

 

 

 



 

（４）沿岸市町をはじめとするまちの再構築    

 

・復興関連街路整備費 ２１,４０６,９００ 都市計画課 

＊＊＊＊＊門脇流留線等の市街地相互の接続道路の整備推進 

 

・建設資材供給安定確保費 １０,０００ 事業管理課 

＊＊＊＊＊建設資材及び盛土材の需給量調査等 

 

    

６６６６    安心して学べる教育環境の確保安心して学べる教育環境の確保安心して学べる教育環境の確保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    

 

（新規）・防災専門教育推進体制整備費 １,３３０ 教育企画室 

         県立高校における防災系学科等の防災専門教育推進体制の整備等 

 

・教育施設等災害復旧費 ３,８１０,５５６ （H24:2,335,578）施設整備課ほか 

気仙沼向洋高校、農業高校の復旧工事等 

 

・私立学校施設設備復旧特別支援費（震災復興基金） ３１３,２８９  

                                           （H24:576,153）私学文書課 

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 ５,８８９,５７６ 

（H24:6,310,201）義務教育課、高校教育課ほか 

被災児童生徒や保護者等への支援 

 

（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 ５６４,５４８ 

 （H24:572,224）義務教育課、生涯学習課ほか 

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    

 

・被災ミュージアム再興費 ３８０,０００ 文化財保護課 

＊＊＊＊＊被災した博物館等の収蔵資料の修理・整理等 

 

 



 

７７７７    防災機能・治安体制の回復防災機能・治安体制の回復防災機能・治安体制の回復防災機能・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） ４,０００,０００ （H24:5,000,000）市町村課 

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 

 

・情報伝達システム再構築費 １,９１５,５５４［１,５４６,０４６］ 

（H24:1,884,300）危機対策課 

衛星系防災行政無線の更新等 

 

（新規）・広域防災拠点整備推進費 ９,５００ 震災復興政策課 

＊＊＊＊＊広域防災拠点の在り方検討や基本構想策定等 

 

・食の安全確保対策費 ４６５,８５７ （H24:299,176）食産業振興課ほか 

肉用牛全頭を始め、農林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 

 

（２）大津波等への備え    

 

・大震災検証記録作成・普及啓発費 ９,８３０ （H24:45,701）危機対策課ほか 

＊＊＊＊＊東日本大震災発生後の記録集作成等 

 

（新規）・３．１１伝承・減災プロジェクト推進費（地域整備推進基金） １５,０００ 防災砂防課 

＊＊＊＊＊大津波体験を後世に伝承するための津波浸水表示板の設置等 

 

（新規）・被災地記録デジタル化推進費 １１９,２２０ 生涯学習課 

＊＊＊＊＊県図書館における被災地の震災関連資料・記録等のデジタル化及び公開 

 

（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 １３,８０６ （H24:13,820）危機対策課 

          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 ５９２,７５６ （H24:231,231）警察本部 

          気仙沼警察署、被災交番等警察施設の復旧等 

 

 



 

２２２２    ビジョンの推進に資する主な施策ビジョンの推進に資する主な施策ビジョンの推進に資する主な施策ビジョンの推進に資する主な施策                                                       

    

１１１１    富県宮城の実現富県宮城の実現富県宮城の実現富県宮城の実現    ～県内総生産１０兆円への挑戦～～県内総生産１０兆円への挑戦～～県内総生産１０兆円への挑戦～～県内総生産１０兆円への挑戦～ 

 

・中小企業経営安定資金等貸付金 ６１,７７８,０００［２８６,０００］ 

（H24:62,145,000）商工経営支援課 

          中小企業等の安定的な資金調達を支援 

 

（新規）・ＩＴ産業事務系人材育成費 ８,０００ 情報産業振興室 

＊＊＊＊＊県内ＩＴ企業等への事務系求職者対象の研修による即戦力人材の育成 

 

・仙台・宮城観光キャンペーン推進費 ２０,０００ 観光課 

        仙台・宮城デスティネーションキャンペーンの開催費負担金 

 

（新規）・仙台国際貿易港振興対策費 １２,０００ 港湾課 

＊＊＊＊＊４５フィートコンテナ輸送車両購入への助成 

 

２２２２    安心と活力に満ちた地域社会づくり安心と活力に満ちた地域社会づくり安心と活力に満ちた地域社会づくり安心と活力に満ちた地域社会づくり 

 

・児童手当費 ５,７４９,０００ （H24:5,629,248）子育て支援課 

＊＊＊＊＊児童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 ２,７１９,９９２ （H24:3,156,879）子育て支援課 

          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 ７,０５１,６８０［４,４７６,０００］ 

                    （H24:7,232,189）施設整備課ほか 

          校舎建設（古川黎明中高、（仮称）登米総合産業高、仙台地区支援学校ほか）等 

 

        ・私立学校助成費 １１,５２４,９７３ （H24:11,300,986）私学文書課 

          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 

 

・特別養護老人ホーム建設費 １,２７４,４００ （H24:1,559,160）長寿社会政策課 

          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 ９４０,４７４ （H24:319,519） 

障害福祉課、施設整備課 

          平成２７年度中の供用開始に向けた移転整備 

 



 

３３３３    人と自然が調和した美しく安全な県土づくり人と自然が調和した美しく安全な県土づくり人と自然が調和した美しく安全な県土づくり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 ３,１９４,３６２ （H24:1,132,000）環境政策課 

＊＊＊＊＊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）・仙台北部地域急行バス運行費 ８,３３３ 都市計画課 

＊＊＊＊＊大和町・泉中央間のバス試験運行 

 

・橋梁補修費 ６４０,０００ 道路課 

地域の主要幹線道路と工業団地を結ぶ路線に位置する橋梁の耐震化 

 

・川内沢ダム建設費 ２４６,７００ （H24:21,000）河川課 

川内沢ダムの着工に向けた地形測量等 

 

 

３３３３    その他その他その他その他                                                                                                                                             

 

（新規）・慶長遣欧使節出帆４００年記念事業費（地域整備推進基金） ３０,０００ 

 消費生活・文化課 

＊＊＊記念行事等開催費負担金 

 

・市町村振興総合支援費 ６８１,８００ （H24:681,800）地域復興支援課 

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 ２,３８２,７９４ （H24:2,156,279）私学文書課 

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 

 

・参議院議員等選挙費 ２,０１１,０００ 市町村課 

参議院議員選挙、知事選挙の執行事務経費等 

 


