
 

 

Ⅱ 主な事業 

（単位：千円,［   ］は債務負担行為） 

 

１ 迅速な震災復興（再生期）                              

 

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  

 

・地域支え合い体制づくり支援費（介護基盤緊急整備基金） ２,５２１,４１４ 

 （H25:2,500,000）社会福祉課ほか 

＊＊＊＊＊被災市町仮設住宅入居者サポートセンターの設置・運営への助成等 

 

・みやぎ県外避難者支援費（地域整備推進基金） ３６,５１１ 

（H25:20,000）震災復興推進課 

＊＊＊＊＊県外避難者のニーズ把握調査や復興情報紙の送付など帰郷に向けた支援等 

 

（拡充）・災害公営住宅整備支援費 ３１,５１１,７１７［１７,９６７,０００］ 

（H25:20,472,375）住宅課 

災害公営住宅の整備支援 

 

・県産材利用エコ住宅普及促進費 ３２７,５００ （H25:273,500）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 

 

・復興活動支援費 ３０３,０００ （H25:210,000）地域復興支援課 

＊＊＊＊＊地域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等 

 

（拡充）・みやぎ地域復興支援費（地域整備推進基金） ２５５,０００  

（H25:120,000）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 

 

・被災地域交流拠点施設整備支援費（地域整備推進基金） ４２０,０００  

（H25:315,000）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 

 

（２）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 １５０,０００ （H25:130,000）環境政策課 

＊＊＊＊＊事業所の省エネルギー設備等導入への助成 

 

・新エネルギー設備導入支援費 １００,０００ （H25:80,000）環境政策課 

＊＊＊＊＊事業所の新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 ２９６,０００ （H25:310,000）再生可能エネルギー室 

＊＊＊＊＊住宅用太陽光発電システムの設置への助成 

 

・温暖化防止間伐推進費 １３３,０００ （H25:145,694）森林整備課 

＊＊＊＊＊若齢林の間伐への支援等 

 

 

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） ４０４,４１４ （H25:496,802）健康推進課ほか 

＊＊＊＊＊仮設住宅入居者の健康調査や健康指導への助成等 

 

・医療施設復興支援費（地域医療再生基金） ７,８３１,８７３ （H25:6,231,534）医療整備課 

＊＊＊＊＊気仙沼・石巻・仙台地域の自治体病院再建への助成等 

 

（新規）・介護人材確保推進費（介護基盤緊急整備基金） １１４,８００ 長寿社会政策課 

＊＊＊＊＊介護人材の確保・定着のための普及啓発、就労環境整備への助成 

 

・地域医療人材確保費（地域医療再生基金） ８３３,８６４ （H25:638,317）医療整備課 

＊＊＊＊＊被災自治体病院の人材確保支援、沿岸部の看護師確保のための修学資金貸付等 

 

（新規）・医学部設置支援費 ３,０００ 医療整備課 

＊＊＊＊＊東北地方の医師不足解消のための医学部設置に向けた関係機関への支援等 

 

（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 １２６,０００ （H25:143,000）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 ２４７,０８０ 

 （H25:307,620）子育て支援課、教育庁総務課 

東日本大震災による孤児・遺児への月額金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 （H25:394,000）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 １,７８１,３００ 

（H25:3,435,126）長寿社会政策課、子育て支援課、障害福祉課 

＊＊＊＊＊老人福祉施設、保育施設、障害福祉施設等の復旧への助成 

 

（新規）・地域包括ケアシステム体制推進費 １３６,３４７ 長寿社会政策課ほか 

＊＊＊＊＊地域包括ケアシステムの構築のための普及啓発、アドバイザー派遣、医療機関助成等 

 

 

３ 「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築 

 

（１）ものづくり産業の復興  

 

・中小企業等復旧・復興支援費 ２０,４００,０００ 

 （H25:15,000,000）新産業振興課、商工経営支援課 

＊＊＊＊＊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）・試作開発支援費 １５,２００ 新産業振興課 

＊＊＊＊＊県内立地企業や大手川下企業との取引創出を目指す中小企業者の試作開発への助成 

 

（新規）・地域起業・新事業創出活動拠点推進費 １０,０００ 新産業振興課 

人脈形成・情報交流促進拠点の設置による起業志望者等への事業化支援 

 

（２）商業・観光の再生  

 

・中小企業経営安定資金等貸付金（震災対応分） ７８,８００,０００［３３６,０００］ 

（H25:95,416,000）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） １,４６７,２００［８５７,０００］ 

 （H25:1,878,000）商工経営支援課 

＊＊＊＊＊被災した中小企業者の県制度融資に伴う利子補給 

 

・観光施設再生・立地支援費（震災復興基金） ３５５,０００ （H25:850,000）観光課 

＊＊＊＊＊宿泊事業者、観光集客施設事業者の観光施設の復旧・立地への助成 

 

（新規）・森・里・川・海がつながる宮城の自然再発見費（地域整備推進基金）１０,１９３ 

 自然保護課 

＊＊＊＊＊南三陸金華山国定公園の三陸復興国立公園編入にあわせた長距離自然歩道の活用検討等 

 

 

 

 



 

 

（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 ４０,０４９,７４５［１６,１８５,０００］ 

 （H25:38,771,492）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等 

 

 

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 ２０,９９６,９３８［１１,６２１,０００］ 

（H25:25,905,509）農村整備課ほか 

農地及び農業用施設の復旧工事等 

 

・農山漁村地域復興基盤総合整備費 ２６,２１３,６３４［１９,２６３,０００］ 

（H25:12,712,029）農村整備課ほか 

＊＊＊＊＊津波被害農地のほ場整備等 

 

（新規）・ＩＴ活用営農指導支援費 ７,０００ 農業振興課 

＊＊＊＊＊生産技術力向上のためのＩＴ技術の導入実証 

 

（新規）・農山漁村絆づくり支援費（震災復興基金） ６,０００ 農村振興課 

＊＊＊＊＊被災地域において農林漁業体験等の機会を提供する団体への助成 

 

（２）活力ある林業の再生  

 

・木質バイオマス活用拠点形成費 ４０,０００ （H25:43,000）林業振興課 

木質バイオマス資源の集荷拠点整備や木質燃料利用施設整備への助成等 

 

・治山施設災害復旧費 １１,６００,０６５［５,６００,０００］ 

 （H25:2,097,530）森林整備課 

治山施設の復旧工事等 

 

（３）新たな水産業の創造    

 

・水産物加工流通施設復旧支援費 ７,６３３,９０５ （H25:5,985,424）水産業振興課 

水産物加工流通共同利用施設等の整備への助成 

 

・漁場生産力回復支援費 １,５３２,８００ （H25:2,100,000）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 

 



 

 

・水産基盤整備災害復旧費 ３６,６０６,３７２［３４,０００,０００］ 

 （H25:29,981,997）水産業基盤整備課 

県営漁港施設の復旧工事等 

 

・水産業共同利用施設復旧支援費 ２,４８８,２７４ （H25:3,191,904）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 

 

（拡充）・栽培漁業種苗放流支援費 ２９４,９２４ （H25:124,990）水産業基盤整備課 

＊＊＊＊＊資源維持のためのアワビやヒラメ、サケ等の放流種苗の確保等 

 

・水産試験研究機関復旧整備費 ５,４８５,２６４ （H25:2,706,321）水産業基盤整備課ほか 

＊＊＊＊＊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 

 

・水産都市活力強化対策支援費 ５１,０００ （H25:70,000）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 

 

（４）一次産業を牽引する食産業の振興    

 

・食品加工原材料調達支援費（震災復興基金） １００,０００ （H25:210,000）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 

 

・県産品風評対策強化費 ５０,０００ （H25:59,000）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）・食産業「再生期」スタートダッシュプロジェクト推進費（震災復興基金・地域整備推進基金） 

１０５,９１６ 食産業振興課 

＊＊＊＊＊販路開拓に向けた商品開発等への支援 

 

・食の安全確保対策費 ４３０,１３４ （H25:465,857）畜産課ほか 

肉用牛全頭を始め、農林水産物や粗飼料等の放射性物質検査を実施し、食の安全を確保 

 

 

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 １２,０１７,４３３ （H25:11,030,000）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 ３,９９６,４００［６００,０００］ 

 （H25:1,998,200）道路課 

県北高速幹線道路の整備推進 



 

 

（新規）・仙石線・東北本線接続線整備支援費（地域整備推進基金） ９４,０００ 総合交通対策課 

沿線復興に資する接続線整備への助成 

 

・復興関連道路整備費 ３３,６６２,４９３［１１,６０８,０００］ 

（H25:29,810,100）道路課 

大島架橋及び市街地相互の接続道路の整備推進 

 

（新規）・仙台東部地区道路ネットワーク検討調査費 １８,７００ 道路課 

沿岸部の高規格道路と仙台都心間の円滑なアクセス策の検討 

 

・港湾施設等災害復旧費 １６,４０７,５９６［２８,３６１,０００］ 

（H25:22,609,200）港湾課 

港湾施設の復旧工事等 

 

・仙台空港民営化推進費 １４,３００ （H25:38,300）空港臨空地域課 

＊＊＊＊＊仙台空港の民営化に向けた検討・支援 

 

・仙台空港６００万人・５万トン実現推進費 ３５,０００ （H25:3,500）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 

 

（２）海岸、河川などの県土保全    

 

・海岸保全復興費 ２,５６５,８００ （H25:772,500）河川課 

海岸堤防や津波避難表示板等の整備 

 

・河川等災害復旧費 １２１,５６０,０００［１５５,８４９,０００］ 

（H25:84,042,000）防災砂防課 

公共土木施設の復旧工事等 

 

・砂防事業復興費 ９８８,８００ （H25:1,349,300）防災砂防課 

急傾斜地崩壊対策等 

 

（３）上下水道などのライフラインの整備    

 

・広域水道送水管連絡管整備費（企業会計） ２８５,９９４ （H25:104,431）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等 

 

（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 ７,０７５,９００ （H25:21,406,900）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 

 



 

 

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 ２,３８６,５３０［４,０９９,０００］ 

 （H25:3,810,556）施設整備課 

気仙沼向洋高校、農業高校の復旧工事等 

 

・被災児童生徒等就学支援費 ５,８８７,６８２ 

（H25:5,889,576）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 

 

・緊急スクールカウンセラー等派遣費 １,１０５,０７９ 

（H25:1,146,984）義務教育課、高校教育課ほか 

公立学校等のスクールカウンセラー派遣や生徒指導支援員の配置等 

 

・防災専門教育推進体制整備費 ５,２００ （H25:1,330）高校教育課 

多賀城高校への防災系学科開設を中心とした防災専門教育推進体制の整備 

 

（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 ５３８,８１３ 

 （H25:564,548）義務教育課、生涯学習課ほか 

地域連携による放課後及び週末等の学習・活動の支援等 

 

（３）生涯学習・文化・スポーツ活動の充実  

 

・被災博物館等再興費 ４６４,４４７ （H25:380,000）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 

 

 

７ 防災機能・治安体制の回復 

 

（１）防災機能の再構築  

 

・防災ヘリコプター防災基地整備費 ２,８０７,１４４ （H25:111,051）消防課 

防災ヘリコプター管理事務所等の再建 

 

・情報伝達システム再構築費 １,３２０,６７１ （H25:1,915,554）危機対策課 

衛星系防災行政無線の再構築 

 

 



 

 

・広域防災拠点整備費 ４００,０００ 都市計画課 

＊＊＊＊＊宮城野原地区における広域防災拠点整備のための調査・設計 

 

（２）大津波等への備え  

 

（新規）・震災復興祈念公園整備費 ２０,２００ 都市計画課 

＊＊＊＊＊石巻市に整備する震災復興祈念公園の基本計画 

 

・大震災検証記録作成・普及啓発費（地域整備推進基金） ３７,７６８  

（H25:9,830）危機対策課ほか 

＊＊＊＊＊東日本大震災発生から１年間の対応や教訓の調査・検証を踏まえた記録集作成等 

 

・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 

 （H25:15,000）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 

 

（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 １９,００９ （H25:13,806）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 ２２９,５５６［２,５２７,０００］ （H25:592,756）警察本部 

気仙沼警察署、被災駐在所等警察施設の復旧等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 産業経済の安定的な成長                                

 

・企業立地促進奨励金 ２,６１０,０００ （H25:3,410,000）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等 

 

（新規）・観光集客施設無線ＬＡＮ設置支援費 １１,２５０ 観光課 

＊＊＊＊＊外国人観光客誘客のための情報通信環境整備を行う宿泊・観光集客施設等への助成 

 

（新規）・インセンティブツアー誘致促進費 ５,０００ 観光課 

＊＊＊＊＊海外企業の報奨・研修旅行の誘致に向けた現地誘客活動等 

 

（新規）・飼料用米生産拡大推進費 ４,２００ 農産園芸環境課 

＊＊＊＊＊専用品種栽培拡大に向けた種子確保や生産技術の確立 

 

＊＊＊＊・新世代アグリビジネス総合推進費 １４１,７７３ （H25:132,083）農産園芸環境課 

＊＊＊＊＊本県農業振興の牽引役となるアグリビジネス経営体の育成や農産物直売所の販売支援等 

 

（拡充）・森林整備加速化・林業再生費 ２,４９１,０２０ （H25:1,083,663）林業振興課 

＊＊＊＊＊森林整備や林業・木材産業の再生に向けた取組への助成 

 

（新規）・農地中間管理事業費 ２７３,９７６ 農業振興課 

＊＊＊＊＊農地中間管理機構を活用した担い手への農地利用の集積等 

 

（新規）・農業農村多面的機能維持向上費 ６１７,７４６ 農村振興課 

＊＊＊＊＊農地の維持及び地域資源の向上のための活動への助成 

 

・中小企業経営安定資金等貸付金 ６６,３００,０００［３１３,０００］ 

 （H25:61,778,000）商工経営支援課 

＊＊＊＊＊中小企業等の安定的な資金調達を支援 

 

・仙台国際貿易港振興対策費 １２,０００ （H25:12,000）港湾課 

＊＊＊＊＊４５フィートコンテナ輸送車両購入への助成 

 

・仙台空港周辺環境整備費 ３８,７５０ （H25:6,350）空港臨空地域課 

＊＊＊＊＊中坪・荷揚場地区における工業用地整備 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３ 安心して暮らせる宮城                                 

 

（拡充）・待機児童解消推進費（安心こども基金ほか） ３,６４９,８３３  

（H25:1,585,550）子育て支援課 

＊＊＊＊＊待機児童解消のための保育所整備、認可外保育施設への運営費負担等 

 

（新規）・保育士・保育所支援センター設置費 ８,３２４ 子育て支援課 

＊＊＊＊＊離職中の保育士資格取得者への再就職支援と市町村の保育コンシェルジュへの助言等 

 

（新規）・宮城県学力・学習状況調査費  ２４,０００ 義務教育課 

指導改善や家庭学習充実に向けた本県独自の学習定着状況・学習意識等の調査 

 

（新規）・みやぎフューチャースクール事業費  ６,２９８ 高校教育課 

モデル校（松島高校観光科）におけるＩＣＴ学習環境の整備 

 

・県立学校施設整備費 ８,６９５,５５５［４,２２３,０００］ 

（H25:7,051,680）施設整備課ほか 

校舎建設（登米総合産業高校、山元支援学校、東部地区支援高等学園ほか）等 

 

・私立学校助成費 １１,８２３,７７６ （H25:11,524,973）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 

 

（新規）・高等学校等修学支援費 １５９,０００ 高校教育課 

国公私立の高等学校等における低所得世帯に対する奨学のための給付金の助成 

 

（新規）・公立高等学校就学支援費 １,３８２,１１７ 高校教育課 

授業料負担軽減のための就学支援金の助成 

 

（新規）・生活困窮者自立促進支援費（緊急雇用基金） １２７,０００ 社会福祉課 

＊＊＊＊＊生活困窮者の自立に向けた相談・就労支援モデルの構築等 

 

・地域医療再生臨時特例基金事業費 ４,４６６,３４５ （H25:9,022,991）医療整備課ほか 

＊＊＊＊＊地域医療再生計画の推進 

 

（拡充）・拓桃医療療育センター・拓桃支援学校整備費 ７,２８４,７３４ 

 （H25:948,774）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 

 

・安全・安心まちづくり推進費 １２,４９３ （H25:6,990）共同参画社会推進課 

＊＊＊＊＊性犯罪被害者支援センターの設置・運営等 

 

 



 

 

４ 美しく安全な県土の形成                                

 

（新規）・既存住宅省エネルギー改修促進費 ４０,０００ 環境政策課 

＊＊＊＊＊既存住宅の断熱化改修への助成 

 

（新規）・低炭素型水ライフスタイル導入支援費 ３６,０００ 循環型社会推進課 

＊＊＊＊＊住宅の節湯・節水機器と低炭素型浄化槽設置への助成 

 

（拡充）・サンクチュアリセンター機能充実費 ９３,９３０ （H25:7,056）自然保護課 

＊＊＊＊＊伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター展示内容の全面改装 

 

（新規）・特定建築物等震災対策費 ２９,１８３ 建築宅地課 

＊＊＊＊＊大規模特定建築物の耐震診断への助成等 

 

 

５ その他                                    

 

・市町村振興総合支援費 ６８１,８００ （H25:681,800）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 

 

（新規）・社会保障・税番号制度対応システム推進費 １３３,６６３ 税務課、情報政策課 

制度導入に伴うシステム影響度の調査等 

 

・公立大学法人宮城大学運営費交付金 ２,００４,５４１ （H25:2,382,794）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 

 


