
 

ⅡⅡⅡⅡ    主な事業主な事業主な事業主な事業    
（単位：千円,［   ］は債務負担行為） 

 

１１１１    迅速な震災復興（再生期）迅速な震災復興（再生期）迅速な震災復興（再生期）迅速な震災復興（再生期）                                                                                                        

    

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  

 

    ・被災者住宅確保等支援費（地域整備推進基金） １４４,６７３ （H27:78,000）震災援護室 

応急仮設住宅入居者に対する民間賃貸住宅の情報提供や恒久住宅への転居支援等 

 

・みやぎ県外避難者支援費（地域整備推進基金） ４４,２３２ （H27:50,946）震災復興推進課 

県外避難者のニーズ把握調査や県外避難者支援員の配置など帰郷に向けた支援等 

 

・県外避難者支援拠点設置費（地域整備推進基金） ２４,１１８（H27:26,000）震災復興推進課 

県外避難者が身近なところで生活再建や帰郷に向けた支援が受けられるための窓口設置 

 

・災害公営住宅整備支援費 ３,４５８,６３１［９９５,０００］ 

（H27:29,884,789）復興住宅整備室 

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 ３７８,８９８ （H27:327,500）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 ２１０,２２５ （H27:343,029）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 

 

・みやぎ地域復興支援費（地域整備推進基金） ３０５,０００（H27:255,000）地域復興支援課 

被災者の生活再建等をきめ細かに支援するＮＰＯ等への助成 

 

・地域コミュニティ再生支援費（地域整備推進基金） ７９,８８６ 

 （H27:100,700）地域復興支援課 

住民主体による地域コミュニティ再生活動への支援等 

 

（２）持続可能な社会と環境保全の実現  

 

（拡充）・水素エネルギー利活用推進費 ４１４,００７ （H27:1,500）再生可能エネルギー室 

東北初の商用水素ステーションの整備への助成及び燃料電池自動車による普及啓発等 



 

（新規）・スマートエネルギー住宅普及促進費 ２７８,８００ 再生可能エネルギー室 

住宅用太陽光発電システムやエネファーム、蓄電池設置等への助成 

 

（新規）・松島地域自然景観向上対策費（地域整備推進基金） １００,０００ 森林整備課 

松くい虫被害により枯損した松の伐倒処理 

 

    

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 ３３８,５９１ （H27:473,483）健康推進課ほか 

仮設住宅入居者、災害公営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・医療施設耐震化基金） １７,２６３,４３０  

                                      （H27:17,457,108）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）・ドクターヘリ運航費（地域整備推進基金） ２３５,３８２ 医療整備課 

ドクターヘリ運航経費やランデブーポイント整備への助成等 

 

（拡充）・医学部設置支援費（震災復興基金） ３,００１,０００［１,５００,０００］ 

                                    （H27:1,002,500）医師確保対策室 

一般社団法人東北地域医療支援機構に対する医学生修学資金貸付原資の出資等 

 

（２）未来を担う子どもたちへの支援  

 

・東日本大震災みやぎこども育英基金助成費 ２３６,９００ 

（H27:262,530）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 

 

（新規）・里親等支援センター費 １５,０００ 子育て支援課 

里親の支援を行う施設運営への助成等 

 

・いじめ・不登校等対策費 ２４４,５０１ 義務教育課ほか 

学校へのいじめ・不登校等に対応するための支援員の配置等 

 

 

 



 

（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 ４１６,５００ （H27:416,500）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 ２,２９３,８２０ 

（H27:1,750,824）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 

 

    

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）ものづくり産業の復興  

 

・中小企業等復旧・復興支援費 ２９,１００,０００ 

（H27:36,200,000）企業復興支援室、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 

 

・中小企業経営安定資金等貸付金（震災対応分） ３９,５５３,０００［８０,０００］ 

（H27:64,777,000）商工経営支援課 

被災中小企業の資金需要に対応した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） ６０９,０００［９２４,０００］ 

（H27:999,000）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 

 

（２）商業・観光の再生  

 

（新規）・松島水族館跡地利活用推進費（地域整備推進基金） １７,０００ 観光課 

松島水族館跡地利用検討委員会の設置、用地測量等 

 

・インバウンド誘客拡大受入環境整備支援費 ９１,７５０ （H27:65,000）観光課 

外国人観光客誘客拡大に向けた受入環境整備への助成 

 

    ・航空会社と連携した観光キャンペーン推進費（地域整備推進基金） １００,０００ 

                                          観光課 

仙台空港就航先からの観光客誘客に向けた観光キャンペーン 

 

 



 

（新規）・ハラール対応食普及促進費 ５０,０００ 食産業振興課 

普及啓発と認証取得の支援等 

 

（新規）・空港機能活用国外プロモーション活動推進費 ８０,０００ 空港臨空地域課 

広域的な観光連携とアニメコンテンツを活用した外国人観光客の誘致拡大 

 

（新規）・仙台空港地域連携・活性化推進費（地域整備推進基金） ３０,０００ 空港臨空地域課 

民営化を契機とした仙台空港と周辺地域の連携・活性化の推進 

 

（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 ９,２０６,１０７［２,９７９,０００］ 

（H27:25,032,414）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 

 

    ・沿岸地域就職サポートセンター運営費（地域整備推進基金） １１７,８００ 

                                  （H27:100,000）雇用対策課 

沿岸地域の被災求職者等へ対応する就職サポートセンターの設置・運営等 

 

    

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 ５,９３３,８０８［３５５,０００］（H27:12,617,130）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 １８,００６,０７７［３５０,０００］ 

（H27:28,163,759）農村整備課 

津波被害農地のほ場整備等 

 

・農村地域復興再生基盤総合整備費 １２,９７１,７７６［２,５０１,０００］ 

（H27:6,558,983）農村整備課 

用排水施設への遠隔監視システムの導入等 

 

（２）活力ある林業の再生  

 

・木質バイオマス広域利用モデル形成費 ４０,０００ （H27:40,000）林業振興課 

木質バイオマスの搬出支援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 ６９５,４３４ （H27:7,082,121）森林整備課 

治山施設の復旧工事等 

 

（新規）・三陸リアスの森保全対策費（地域整備推進基金） ２５０,０００ 森林整備課 

海岸保安林荒廃箇所における林地の復旧と保全等 

 

（３）新たな水産業の創造  

 

・水産物加工流通施設復旧支援費 ４,０１６,２００ （H27:3,651,996）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 

 

（拡充）・水産加工業人材確保支援費（震災復興基金） ３２２,０００ （H27:222,000）水産業振興課 

遠隔地からの送迎車両の運行と従業員宿舎の整備に対する支援 

 

・水産基盤整備災害復旧費 ２３,３２０,１９５［１０,８００,０００］ 

（H27:34,429,391）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 ８０６,７６７ （H27:661,458）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 

 

（新規）・水産加工業ビジネス復興支援費（震災復興基金） ５３,０００ 富県宮城推進室 

伴走型支援組織設置による水産加工業の復興支援等 

 

（新規）・養殖経営体育成支援費（地域整備推進基金） １５,４００ 水産業基盤整備課 

未利用資源活用と漁業認証取得の支援等 

 

（４）一次産業を牽引する食産業の振興  

 

・県産品風評対策強化費（地域整備推進基金）１７９,０００ （H27:329,000）食産業振興課 

県産農林水産物の安全性と消費拡大のための情報発信等 

 

・食の安全確保対策費 ３４８,２９５ （H27:354,358）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 

    

    

    

    

    



 

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 ８,６８３,５９０ （H27:12,017,433）道路課 

三陸縦貫自動車道等の整備推進 

 

・みやぎ県北高速幹線道路整備費 ３,２９６,０００［１１,８８９,０００］ 

（H27:3,543,200）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 ２８,３２７,５００［１０,０７９,０００］（H27:34,674,445）道路課 

大島架橋及び市街地相互の接続道路の整備推進 

 

・仙台東部地区道路ネットワーク検討調査費 １８,０００ （H27:20,000）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 １４,９１２,２８５［４,８４０,０００］（H27:13,622,241）港湾課 

港湾施設の復旧工事等 

 

（新規）・仙石東北ライン女川延伸支援費（地域整備推進基金） ２０,０００ 総合交通対策課 

仙石東北ラインの一部列車の女川駅までの運行延伸への助成 

 

（２）海岸、河川などの県土保全  

 

・海岸保全復興費 １,２３５,０００ （H27:998,100）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 １３１,８４０,０００［４６,６１５,０００］ 

                            （H27:78,591,000）防災砂防課 

公共土木施設の復旧工事等 

 

（３）上下水道などのライフラインの整備  

 

（拡充）・広域水道送水管連絡管整備費（企業会計） １,９６２,５２２（H27:876,656）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 ７,３５２,７００［１,１００,０００］（H27:11,772,200）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 

    

    

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  

 

・教育施設等災害復旧費 ５,６５１,６１３［７,２００,０００］ 

（H27:4,006,151）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 ４,５６９,２９７ （H27:5,517,453）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 １,３９８,１７２ 

（H27:1,369,444）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 

 

（新規）・みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援費 １０３,０００ 義務教育課 

被災等により心の問題を抱える児童生徒への支援 

 

（２）家庭・地域の教育力の再構築  

 

・小中学校学力向上推進費 ２７０,７３８ （H27:340,355）義務教育課 

被災児童生徒に対する放課後及び週末等の学習支援 

 

（３）生涯学習・文化・スポーツ活動の充実  

 

（新規）・文化芸術による心の復興支援費 ５０,０００ 消費生活・文化課 

文化的活動により心のケアや生きがいづくりを行う団体への助成等 

 

 

 

 

 

 



 

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  

 

・防災ヘリコプター活動拠点復旧費 ２,５７２,８９９ 消防課 

岩沼市下野郷中坪地区への移転復旧 

 

・広域防災拠点整備費（地域整備推進基金） ３,２７３,６００（H27:5,092,000）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・用地取得等 

 

（新規）・圏域防災拠点資機材等整備費（地域整備推進基金） １２２,８７１ 危機対策課 

圏域防災拠点における活動用資機材の整備 

 

（２）大津波等への備え  

 

（新規）・東日本大震災記憶伝承・検証調査費（地域整備推進基金） ５０,０００ 震災復興推進課 

復旧・復興の取組の課題整理と検証方法等の検討、記録誌の作成等 

 

    ・みやぎの農業・農村復旧復興情報発信費（地域整備推進基金） ６,８２０ 農村振興課 

農地・農業用施設等の復旧復興記録誌の作成等 

 

（新規）・土木施設復旧復興情報発信費（地域整備推進基金） １５,０００ 土木総務課 

道路、河川、防潮堤等公共インフラの復旧復興記録誌の作成等 

 

（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 １６,７９６ （H27:12,683）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 ２２８,８０３ （H27:2,703,827）警察本部 

気仙沼警察署、被災交番等警察施設の復旧等 

 

 

２２２２    産業経済の安定的な成長産業経済の安定的な成長産業経済の安定的な成長産業経済の安定的な成長                                                                                                                

    

（新規）・デジタルエンジニアリング高度化支援費 １３,７６０ 新産業振興課 

デジタルエンジニアの育成による県内企業の競争力強化 



 

・企業立地促進奨励金 ２,８１０,０００ （H27:1,810,000）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）・農林水産業担い手対策費 ６０９,３７１ 農業振興課、林業振興課、水産業振興課 

農林水産業の総合的な新規就業者等担い手確保対策 

 

・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策費 ５９１,２１５ 畜産課 

収益力向上に向けた家畜飼養管理施設等の整備・導入への助成 

 

（新規）・産地パワーアップ推進費 １,４５０,３００ 農産園芸環境課 

収益力向上に向けた育苗施設等の整備・導入への助成 

 

・肉用牛イメージアップ推進費（地域整備推進基金） ３５,０００ （H27:24,600）畜産課 

県産牛肉の信頼回復と消費拡大のための情報発信 

 

（新規）・合板・製材生産性強化対策費 ２,２２７,８０２ 林業振興課 

原木の供給から流通・加工までの一体的な取組への助成 

 

（新規）・次世代木材生産・供給システム構築費 ３３５,０００ 森林整備課 

原木の需給ギャップの解消に向けた取組への助成 

 

・農地中間管理事業費 ２３６,５４４［５０,０００］ （H27:220,865）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）・小規模事業者伴走型支援体制強化費 ２０,０００ 商工経営支援課 

小規模事業者の経営計画作成等の支援を行う商工会等への助成 

 

・中小企業経営安定資金等貸付金 ６５,７０６,０００［３３３,０００］ 

（H27:64,624,000）商工経営支援課 

中小企業等の資金需要に対応した安定的な資金調達を支援 

 

（新規）・新事業可能性調査費（企業会計） １５,０００ 公営事業課 

新分野事業の可能性調査 

 

    

３３３３    安心して暮らせる宮城安心して暮らせる宮城安心して暮らせる宮城安心して暮らせる宮城                                                                                                                    

    

（新規）・結婚支援費 １４,２００ 子育て支援課 

結婚を希望する方への相談対応や結婚に関する意識醸成等 



 

    ・施設型給付費負担金 ４,１７６,０００ （H27:3,917,000）子育て支援課 

認定こども園、幼稚園、保育所への運営費負担 

 

    ・地域子ども・子育て支援費 １,８４３,０００ （H27:1,400,000）子育て支援課 

放課後児童クラブ整備等の地域子ども・子育て支援への助成 

 

・県立学校施設整備費 ７,６３５,９６６［４,７７５,０００］（H27:7,562,685）施設整備課 

校舎改築（名取高校、石巻北高校）等 

 

・特別支援学校狭隘化対策費 ７１,４３９ （H27:40,511）特別支援教育室 

特別支援学校の分教室設置のための改修等 

 

・私立学校助成費 １１,９７９,８２２ （H27:11,791,366）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 

 

・高等学校等修学支援費 ６８０,８７６ （H27:551,440）高校教育課 

国公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 

 

・公立高等学校就学支援費 ４,５０２,０５７ （H27:2,961,806）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）・子どもの貧困対策費 １６,０００ 社会福祉課、子育て支援課 

支援ネットワークを形成への助成、フードバンク実態把握、子ども食堂実施検討等 

 

（拡充）・地域医療介護総合確保基金事業費 ５,１１８,６３４ （H27:961,170）医療整備課ほか 

医療と介護の総合的な確保に向けた拠点整備や人材確保等 

 

（新規）・国民健康保険都道府県単位化推進費 ６８８,５０４ 国保医療課 

市町村との共同による国保運営開始に向けた準備 

 

（新規）・地域生活支援拠点等整備推進費 ５４７,７５０ 障害福祉課 

障害児・者の地域生活支援に向けた施設整備等への助成 

 

（新規）・オリンピック・パラリンピック強化支援対策費 １５,０００ スポーツ健康課 

東京オリンピック・パラリンピック出場が期待される選手への支援 

 

（新規）・三本木用地パークゴルフ場整備費 ２００,０００ 都市計画課 

パークゴルフ場整備の測量、設計及び造成工事への助成 

 



 

・（仮称）若林警察署建設費 ４６,７０８ （H27:35,756）警察本部 

（仮称）若林警察署建設に係る基本・実施設計等 

 

・交番相談員等設置費 １２３,２０８ （H27:95,382）警察本部 

交番相談員、警察安全相談員の配置 

 

・社会保障・税番号制度対応システム推進費 ２６７,９７７ （H27:354,897）情報政策課ほか 

制度導入に伴うシステム改修等 

 

 

４４４４    美しく安全な県土の形成美しく安全な県土の形成美しく安全な県土の形成美しく安全な県土の形成                                                                                                                

    

（新規）・災害に強い川づくり緊急対策費 ２,７３５,６７１ 河川課、防災砂防課 

河川の再度災害防止と警戒避難体制の強化推進等 

 

（拡充）・砂防・急傾斜基礎調査費 ６３５,４００ （H27:158,600）防災砂防課 

土砂災害警戒区域等の指定のための基礎調査 

 

（新規）・災害復旧費（関東・東北豪雨分） ３,８４３,４０７ 防災砂防課ほか 

公共土木施設及び農地・農業用施設等の復旧工事等 

 

・火山防災対策費 ２８,８７９ （H27:16,710）危機対策課、防災砂防課 

蔵王山、栗駒山の火山防災対策等 

 

・公共施設等長寿命化対策費 １９,１４６,１９９ 

 （H27:11,776,532）管財課、道路課、スポーツ健康課ほか 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進 

 

 

５５５５    その他その他その他その他                                                                                                                                                

 

・市町村振興総合支援費 ６８１,８００ （H27:681,800）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 ２,２４２,９７２ （H27:2,305,510）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の助成 

 


