
 

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 

 

    ・被災者住宅確保等支援費（震災復興基金） １２２,９６９ （H28:144,673）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 

 

（拡充）・みやぎ県外避難者支援費（震災復興基金） ５８,５００ （H28:44,232）震災復興推進課 

県外避難者の意向確認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 

 

・みやぎ地域復興支援費（震災復興基金） ３０５,０００ （H28:305,000）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 

 

・被災地域交流拠点施設整備支援費（地域整備推進基金） ３３２,５５０ 

（H28:315,000）地域復興支援課 

被災地域の住民交流拠点施設の整備や交流活動への支援 

 

・地域コミュニティ再生支援費（震災復興基金） １２７,５００（H28:79,886）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 

 

    ・水素エネルギー利活用推進費 ５４,４３６ （H28:414,007）再生可能エネルギー室 

燃料電池自動車による水素エネルギーの普及啓発等 

 

    ・スマートエネルギー住宅普及促進費 ３０１,７７７ （H28:278,800）再生可能エネルギー室 

太陽光発電システムやエネファーム、住宅の省エネ改修等への助成 

 

２ 保健・医療・福祉提供体制の回復 

 

    ・健康支援費 １２２,０７４ （H28:338,591）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） ６,３４１,７４２  

                                      （H28:17,263,430）医療整備課 

気仙沼市立病院や被災した民間診療所再建等への助成等 

 

 



 

    ・医学部設置支援費（震災復興基金） ３,０００,０００  （H28:3,000,000）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 

 

・東日本大震災みやぎこども育英基金助成費 ２２２,６２０ 

（H28:236,900）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 

 

・いじめ・不登校等対策費 ２３６,７０９ （H28:244,501）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 

 

（新規）・親子滞在型支援施設設置費 ２０,０００ 子育て支援課 

円滑な里親委託や家族再統合のための滞在施設の設置 

 

・心のケアセンター運営支援費 ３３９,０００ （H28:416,500）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 １,６４７,２３９ 

（H28:2,293,820）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 

 

３ 「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築 

 

・中小企業等復旧・復興支援費 ２８,５００,０００ 

（H28:29,100,000）企業復興支援室、商工金融課 

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） ２９,７６０,０００［６０,０００］ 

（H28:39,553,000）商工金融課 

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） ２２５,０００［５２２,０００］ 

（H28:609,000）商工金融課 

被災した中小企業者の県制度融資に伴う利子補給 

 

（新規）・松島水族館跡地利活用施設整備費（震災復興基金） ２００,５００ 観光課 

松島水族館跡地の利活用施設整備への助成 

 

（新規）・インバウンド誘致促進費 ３７５,０００ 観光課 

海外個人観光客向け旅行商品造成等による外国人観光客誘客促進 



 

（新規）・仙台・松島復興観光拠点都市圏強化費 １２７,０００ 観光課 

仙台空港から松島までを対象とした観光拠点都市圏形成による外国人観光客の誘客促進 

 

（新規）・仙台空港インバウンド促進費 ４０,０００ 空港臨空地域課 

仙台空港の外国人観光客受入環境の充実・強化等による誘客促進 

 

（新規）・仙台港周辺地域賑わい創出推進費（企業会計） ２２,７２６ 公営事業課 

仙台港周辺地域の官民連携による誘客促進 

 

・仙台空港地域連携・活性化推進費（地域整備推進基金） ３０,０００  

（H28:30,000）空港臨空地域課 

運営権者と連携した航空需要拡大の取組推進 

 

（新規）・仙台空港運用時間延長検討費（地域整備推進基金） ２,０００ 空港臨空地域課 

運用時間延長に向けた地元住民・関係機関との協議等 

 

    ・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 ２,６７３,８３５［４２９,０００］ 

（H28:9,206,107）雇用対策課 

被災求職者の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（震災復興基金） １１７,９２３ 

                                  （H28:117,800）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 

 

４ 農林水産業の早期復興 

 

・農地等災害復旧費 ６,０３１,２６８［５,６７５,０００］ 

（H28:5,933,808）農村整備課ほか 

農地及び農業用施設の復旧工事等 

 

（拡充）・子牛生産基盤復興支援費（震災復興基金） ４５,６００ （H28:30,000）畜産課 

繁殖農家に対する優良雌子牛の購入経費助成等 

 

・木質バイオマス広域利用モデル形成費 ２９,５５０ （H28:40,000）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 ３２７,３９１ （H28:695,434）森林整備課 

治山施設の復旧工事等 

 



 

・水産物加工流通施設復旧支援費 ３０７,６９４ （H28:4,016,200）水産業振興課 

水産物加工流通共同利用施設の整備への助成 

 

・水産加工業人材確保支援費（震災復興基金） ３１０,０００ （H28:322,000）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 １６,８７２,６１１［５,９５０,０００］ 

（H28:23,320,195）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 ７０,１００ （H28:806,767）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 

 

・水産加工業販路共創加速化支援費（地域整備推進基金） １０,０００ 水産業振興課 

水産加工業者の連携による統一ブランド化・販路拡大等の取組に対する支援 

 

（新規）・ＨＡＣＣＰ普及推進支援費（震災復興基金） ８,８００ 水産業振興課 

海外への販路拡大に向けた水産加工業者に対するＨＡＣＣＰ導入支援 

 

・漁業経営体育成支援費（地域整備推進基金） １５,４００ （H28:15,400）水産業基盤整備課 

未利用資源の活用と漁業認証取得に対する支援 

 

・県産品風評対策強化費（地域整備推進基金）１８６,０００ （H28:179,000）食産業振興課 

県産農林水産物の安全性と消費拡大に向けた情報発信等 

 

・食の安全確保対策費 ３４９,０２１ （H28:348,295）畜産課ほか 

肉用牛全頭を含む、農林水産物や粗飼料等の放射性物質検査の実施 

 

５ 公共土木施設の早期復旧 

 

・高規格幹線道路整備費 １４,６５４,６６７ （H28:8,683,590）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 ８,０８５,５００［６,５５３,０００］ 

（H28:3,296,000）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 ２８,３８０,２００［１６,２７３,０００］（H28:28,327,500）道路課 

大島架橋や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 １０,０００ （H28:18,000）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 ８,２７１,１１３［５００,０００］ （H28:14,912,285）港湾課 

港湾施設の復旧工事等 

 

・海岸保全復興費 １,９９４,０００［４,２９３,０００］ （H28:1,235,000）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 ６１,８００,０００［５８,４４８,０００］ 

                            （H28:131,840,000）防災砂防課 

公共土木施設の復旧工事等 

 

・復興関連街路整備費 １４,０４２,０００［１,１００,０００］（H28:7,352,700）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 

 

・教育施設等災害復旧費 １９,０７０,９９２ （H28:5,651,613）施設整備課 

気仙沼向洋高校、農業高校の復旧工事 

 

・被災児童生徒等就学支援費 ４,３４５,９３０ （H28:4,569,297）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 １,３２４,３２３ 

（H28:1,388,565）義務教育課、高校教育課ほか 

公立学校等へのスクールカウンセラー派遣等 

 

（拡充）・みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援費 １６７,１００ （H28:103,000）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 

 

・小中学校学力向上推進費 １２２,２８６ （H28:270,738）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 

 

（新規）・先進的文化芸術創造拠点形成費（震災復興基金） ２００,０００ 消費生活・文化課 

被災地での文化・芸術事業開催支援 

 

 

 



 

７ 防災機能・治安体制の回復 

 

・広域防災拠点整備費（地域整備推進基金） ３,１６５,１００［６,２２９,０００］ 

（H28:3,273,600）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・公共補償等 

 

・圏域防災拠点資機材等整備費（地域整備推進基金） ２５５,８００ 

（H28:122,871）危機対策課 

圏域防災拠点における活動用資機材の整備 

 

・東日本大震災記憶伝承・検証調査費（震災復興基金・地域整備推進基金） 

４６,５００［２,０００］ （H28:50,000）震災復興推進課 

復旧・復興の取組の検証方法や伝承のあり方等の検討、記録映像の撮影・収集等 

 

（新規）・震災対応記録作成費（地域整備推進基金） ７,８００ 農林水産政策室 

農林水産分野の震災対応の記録化 

 

・防災指導員養成費 １３,０８２ （H28:16,796）危機対策課 

地域住民や企業を対象とした防災指導員の養成講習等 

 

（新規）・復興人材育成費（震災復興基金） ７５,０００ 私学文書課 

宮城大学等が実施する復興人材育成に資する教育に必要な経費の助成 

 

（新規）・防災ジュニアリーダー養成費（震災復興基金） ３,０００ スポーツ健康課 

県内高校生を対象とした将来の地域防災の担い手育成 

 

（新規）・地域防災力向上支援費（震災復興基金） １６,０００ 危機対策課 

自主防災組織の育成・活性化への支援、運営体制の強化等 

 

・警察施設機能強化費 ３５２,３９９［２６,０００］ （H28:228,803）警察本部 

南三陸警察署、被災交番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 ３,４３４,３００ （H28:2,810,000）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）・みやぎ６次産業化トライアル支援費 １１,０７４ 農林水産政策室 

６次産業化を目指す農林漁業者への支援 



 

・６次産業化商品創出支援費 ２５,０００ （H28:20,000）農林水産政策室 

６次産業化による「売れる商品」づくりに向けた支援 

 

・みやぎ食と農のクラウドファンディング支援費 １１,０００ 農業振興課 

クラウドファンディングを活用した資金調達への助成 

 

（拡充）・肉用牛イメージアップ推進費（地域整備推進基金） １００,０００ （H28:35,000）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 

 

・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策費 ３００,０００ （H28:591,215）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 

 

・産地パワーアップ推進費 １,１５０,０００ （H28:1,450,300）農産園芸環境課 

収益力向上に向けた園芸施設等の整備・導入への助成 

 

・新みやぎ米創出推進費 ９２,０００ 農産園芸環境課 

新ブランド米「だて正夢」の生産体制整備、宮城米全体のブランド力向上に向けた取組等 

 

（新規）・農業法人経営安定化推進費 ２３,０００ 農業振興課 

農業法人の経営安定化に向けた専門家派遣等による支援 

 

・次世代木材生産・供給システム構築費 ３００,０１０ （H28:335,000）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 

 

（新規）・ＣＬＴ等普及推進費 １４３,２４３ 林業振興課 

ＣＬＴ・ＬＶＬの普及推進と技術開発支援、林業技術総合センター建設 

 

・伊達いわな販路拡大・生産体制強化推進費 １０,０００ 水産業基盤整備課 

伊達いわなの供給体制確立と販売取組への助成 

 

・農林水産業担い手対策費 ６６５,５８８  

（H28:609,371）農業振興課、畜産課、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の担い手確保対策 

 

・農地中間管理事業費 ２４４,３０９［５０,０００］ （H28:236,544）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 

 

 

 



 

・中小企業経営安定資金等貸付金 ５７,２４３,０００［３０５,０００］ 

（H28:65,706,000）商工金融課 

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 

 

３ 安心して暮らせる宮城                             

 

（拡充）・乳幼児医療助成費 １,７００,０００ （H28:989,289）子育て支援課 

就学前の子どもの医療費への助成 

 

（新規）・小学校入学準備支援費 ４８,０００ 子育て支援課 

第３子以降の児童を養育する保護者等に対する小学校入学準備支援 

 

（新規）・子育て世帯支援貸付金 ５０,３１４ 子育て支援課 

出産・子育てに関する経済的負担軽減のための生活資金融資 

 

（拡充）・待機児童解消推進費 ２,４９９,５０１ （H28:1,611,435）子育て支援課 

待機児童解消のための保育所整備、事業所内保育所の整備支援等 

 

    ・施設型給付費負担金 ４,８９４,０００ （H28:4,176,000）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 ２,０５７,０００ （H28:1,843,000）子育て支援課 

放課後児童クラブ等の地域子ども・子育て支援への助成 

 

（新規）・フードバンク支援費 ４,８８８ 社会福祉課 

フードバンク活動実施団体への助成等 

 

（新規）・子ども食堂支援費 ３,１３４ 社会福祉課 

子ども食堂開設希望者に向けた相談体制の整備 

 

・県立学校施設整備費 ７,５３４,３５４［１,７９０,０００］（H28:7,635,966）施設整備課 

校舎改築（石巻北高校、水産高校等）等 

 

・特別支援学校狭隘化対策費 １０１,７８９ （H28:71,439）特別支援教育室 

特別支援学校の分校設置のための改修等 

 

・私立学校助成費 １２,１２１,１８５ （H28:11,979,822）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 

 



 

・高等学校就学支援費 ７,１２９,２８０ （H28:7,266,221）私学文書課、高校教育課 

授業料負担軽減のための就学支援金の助成 

 

・高等学校等修学支援費 １,０４７,７３７ （H28:944,481）私学文書課、高校教育課 

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）・救急電話相談費 ２３,９４７ 医療整備課 

救急医療の適正利用のための相談電話の開設 

 

    ・地域医療介護総合確保基金事業費 ４,３５９,７８０ （H28:5,118,634）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 

 

    ・国民健康保険都道府県単位化推進費 １,８７５,３６４ （H28:688,504）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）・スマートみやぎプロジェクト費 ２４,４６８ 健康推進課 

スマートみやぎ健民会議を基盤とした日常的な健康づくりへの支援 

 

（新規）・介護職員就業環境改善費 ９８,０００ 長寿社会政策課 

介護職員の労働環境改善のための介護リフト導入検討やロボット導入への助成 

 

（新規）・外国人介護人材資格取得支援費 ７,０００ 長寿社会政策課 

外国人介護福祉士候補者の資格取得支援 

 

（新規）・介護機能構築費 １１,０００ 長寿社会政策課 

高齢化が進む災害公営住宅等集合住宅への介護機能構築に向けた調査等 

 

・全国高等学校総合体育大会開催費 ３１９,４００ （H28:32,800）全国高校総体推進室 

平成２９年度南東北インターハイの実行委員会負担金等 

 

・全国高等学校総合文化祭宮城大会開催費 ２５９,４００ 

 （H28:88,400）全国高校総合文化祭推進室 

平成２９年度宮城大会（みやぎ総文２０１７）の実行委員会負担金等 

 

（拡充）・三本木用地パークゴルフ場整備費 ６１１,０００ （H28:200,000）都市計画課 

パークゴルフ場の造成工事・施設整備等への助成 

 

（拡充）・仙台都市圏総合都市交通体系調査費 ２０８,２３５ （H28:7,905）都市計画課 

第５回仙台都市圏パーソントリップ調査の実施 



 

・移住・定住推進費 ７９,７００ （H28:350）地域復興支援課 

みやぎ移住サポートセンター等の移住相談窓口の設置・運営等 

 

・（仮称）若林警察署建設費 ２４０,９１６［２,４２８,０００］ （H28:46,708）警察本部 

（仮称）若林警察署の建設 

 

・交番相談員等設置費 １２２,６１１ （H28:123,208）警察本部 

交番相談員、警察安全相談員の配置 

 

４ 美しく安全な県土の形成                            

 

（拡充）・野生鳥獣保護管理対策費 ５６,６６７ （H28:35,940）自然保護課 

保護管理事業の実施、鳥獣被害対策専門指導員の設置等 

 

・災害に強い川づくり緊急対策費 ２,５５６,５０５ （H28:2,735,671）河川課、防災砂防課 

河川の再度災害防止と河川堤防の安全度確保対策等 

 

・砂防・急傾斜基礎調査費 ８１９,２００ （H28:635,400）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 

 

・災害復旧費（関東・東北豪雨分） ９２１,０６７ （H28:3,843,407）防災砂防課ほか 

公共土木施設及び農業用施設等の復旧工事等 

 

・火山防災対策費 ２７,４８２ （H28:28,879）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 ２８,４２４,９５０ 

 （H28:25,622,862）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 

 

５ その他                                    

 

・市町村振興総合支援費 ６８１,８００ （H28:681,800）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等 

 

・公立大学法人宮城大学運営費交付金 ２,１７３,１３８ （H28:2,242,972）私学文書課 

宮城大学の人件費や運営経費等、業務運営に必要な経費の助成 

 


