
 

Ⅱ 主な事業 
（単位：千円,［   ］は債務負担行為） 

 

１ 震災復興の総仕上げ ～力強くきめ細かな復興の推進～                          

 

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） １１５,８８３ （H29:122,969）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（震災復興基金） ３３,０００ （H29:58,500）震災復興推進課 

県外避難者への情報提供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 （H29:305,000）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） １７９,０００ 

 （H29:332,550）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） １９８,８００ 

（H29:127,500）地域復興支援課 

住民主体の地域コミュニティ再生活動への支援 

 

    ・水素エネルギー利活用推進費 ９８,７０１ （H29:54,436）再生可能エネルギー室 

燃料電池自動車や再エネ水素活用設備による水素エネルギーの利活用促進 

 

２ 保健・医療・福祉提供体制の回復 

 

    ・健康支援費 ３４,６７１ （H29:122,074）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） １,８４９,７０１ （H29:6,341,742）医療政策課 

被災自治体の保健センターの再建や基幹災害拠点病院の機能強化等への助成 

 

   ・新設医学部修学資金制度構築支援費（震災復興基金） １,５００,０００ 

（H29:3,000,000）医療人材対策室 

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 

 



 

・東日本大震災みやぎこども育英基金助成費 ２１２,４３０ 

（H29:222,620）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 

 

・いじめ・不登校等対策費 ２４０,７０８ （H29:236,709）義務教育課、高校教育課 

いじめ・不登校等に対応するための学校への支援員配置等 

 

（新規）・子ども・若者支援体制強化費（震災復興基金） ９,０００ 共同参画社会推進課 

子ども・若者総合相談センターの設置等 

 

・心のケアセンター運営支援費 ３３０,０００ （H29:339,000）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 

 

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 ２１,９００,０００ 

（H29:28,500,000）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） ２４,８３４,０００［４８,０００］ 

（H29:29,760,000）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 

 

・創業加速化支援費（震災復興基金） １０３,５００ （H29:80,000）中小企業支援室 

県内における創業者・第二創業者への助成 

 

（新規）・沿岸部教育旅行等受入促進費（震災復興基金） １６,６００ 観光課 

バス経費の助成等による沿岸部への教育旅行等の誘致促進 

 

（新規）・通年観光キャンペーン推進費（地域整備推進基金） １７０,０００ 観光課 

アイドルグループとタイアップしたキャンペーンの実施 

 

（新規）・宮城オルレ推進費 ５０,０００ 観光課 

オルレコース開設を契機とした韓国等からの誘客促進 

 

・二次交通利用促進費 ３０,０００ 観光課 

インバウンド拡大に向けた仙台空港から観光地への直行バス等の利用促進 

 

 



 

・仙台空港地域連携・活性化推進費（地域整備推進基金） ２３,６９２ 

 （H29:30,000）空港臨空地域課 

パスポート取得キャンペーン等の航空需要拡大に向けた取組の推進 

 

    ・沿岸地域就職サポートセンター運営費（震災復興基金） １１１,８７７  

（H29:117,923）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 

 

４ 農林水産業の早期復興 

 

・農地等災害復旧費 ６,１００,７８４［７００,０００］ （H29:6,031,268）農村整備課ほか 

農地及び農業用施設の復旧工事等 

 

・木質バイオマス広域利用モデル形成費 ３２,５００ （H29:29,550）林業振興課 

未利用材由来の木質バイオマスの調達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 ８１８,２３５ （H29:327,391）森林整備課 

治山施設の復旧工事等 

 

・三陸リアスの森保全対策費（地域整備推進基金） ９０,０００ 森林整備課 

震災により崩壊した三陸沿岸部海岸線の山腹の復旧と保全等 

 

・水産加工・流通施設復旧支援費 １,４２１,８３２ （H29:307,694）水産業振興課 

水産加工・流通共同利用施設の整備への助成 

 

・水産業人材確保支援費（震災復興基金） ２８５,８２７ （H29:310,000）水産業振興課 

水産加工業従業員及び漁業就業者の宿舎整備に対する支援等 

 

・水産基盤整備災害復旧費 １６,１５５,３６２［５,８００,０００］ 

（H29:16,872,611）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 ５３,５１９ （H29:70,100）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（震災復興基金） ８２,９７１ （H29:85,000）水産業振興課 

水産加工データベースを活用した販路開拓支援、展示・商談会の開催等 

 

 



 

・県産品風評対策強化費（地域整備推進基金） １６２,０００ （H29:186,000）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 

 

・食産業ステージアッププロジェクト推進費（震災復興基金） １５０,７８０ 

（H29:148,591）食産業振興課 

震災で失われた販路の開拓に向けた新商品開発支援等 

 

（新規）・みやぎマリアージュプロジェクト推進費（地域整備推進基金） １５,０００ 

農林水産政策室 

ワインと県産農林水産物のマッチングによる加工品開発や都市農村交流の推進等 

 

・食の安全確保対策費 ２９７,６０９ （H29:349,021）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 

 

（新規）・きのこ生産資材供給体制整備費 ２９,５８７ 林業振興課 

県内産きのこ原木の放射能検査体制の整備等 

 

５ 公共土木施設の早期復旧 

 

・高規格幹線道路整備費 １０,９１６,４００ （H29:14,654,667）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 ５,４３８,４００［４,５３０,０００］ 

（H29:8,085,500）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 ２２,３１４,３２６［１０,２５５,０００］ 

（H29:28,380,200）道路課 

大島架橋や市街地相互の接続道路の整備推進 

 

・港湾建設復興費 ５,４９９,１７０［３,３２０,０００］ （H29:15,177,630）港湾課 

仙台港区、石巻港区の防潮堤の新設等 

 

・海岸保全復興費 １,１８４,５８０ （H29:1,994,000）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 ７２,１００,０００［９,７１９,０００］ 

                            （H29:61,800,000）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 ８,５３４,５００［７,５００,０００］ （H29:14,042,000）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 

 

（新規）・松島海岸駅整備支援費（地域整備推進基金） ２０,０００ 総合交通対策課 

ＪＲ仙石線松島海岸駅のバリアフリー化改修への助成 

 

６ 安心して学べる教育環境の確保 

 

・被災児童生徒等就学支援費 ３,７４５,４６９ （H29:4,345,930）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 

 

（拡充）・みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援費 ２２３,０００ （H29:167,100）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 

 

・緊急スクールカウンセラー等派遣費 １,２９１,６７１ 

 （H29:1,324,323）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 

 

・小中学校学力向上推進費 １１８,１１６ （H29:122,286）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 

 

・自然の家災害復旧費 １３９,６７３［２,０６６,０００］ 生涯学習課 

松島自然の家本館等の復旧工事 

 

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） ３,１９６,０００ 

（H29:3,165,100）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） ３４７,５００ 

（H29:255,800）危機対策課 

圏域防災拠点における活動用資機材等の整備 

 

 

・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） 

５０,０００［２９,０００］ （H29:46,500）震災復興推進課 

復旧・復興の取組の検証や伝承のあり方等の検討、記録誌の作成等 

 



 

・防災指導員養成費 １５,０００ （H29:13,082）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 

 

・復興人材育成費（震災復興基金） ７５,０００ （H29:75,000）私学文書課 

宮城大学等が実施する復興人材の育成に資する教育への助成 

 

・地域防災力向上支援費（震災復興基金） ２３,１００ （H29:16,000）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 ４４６,３８７ （H29:352,399）警察本部 

南三陸警察署、被災交番等警察施設の復旧等 

 

２ 地域経済の更なる成長                             

 

・企業立地促進奨励金 １,９８２,７００ （H29:3,434,300）産業立地推進課ほか 

県内に工場等を新増設した企業への奨励金等 

 

・放射光施設設置推進費 ３,１７８ （H29:2,779）新産業振興課 

東北放射光施設推進協議会の運営を通じたセミナーや勉強会の開催等 

 

（新規）・地域の買い物機能強化支援費 ８,０７０ 商工金融課 

新たな販売手法により地域の買い物機能強化に取り組む商店街等への助成 

 

（新規）・ＩＴ人材採用・育成支援費 ４４,８８０ 新産業振興課 

県内ＩＴ企業における高度ＩＴ人材の確保・育成支援 

 

（新規）・世界農業遺産誘客促進費 ４,０００ 富県宮城推進室 

大崎地域の世界農業遺産認定を記念した事業の実施による観光客誘致 

 

（拡充）・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策費 １,３１２,５１８ （H29:300,000）畜産課 

収益力向上に向けた家畜飼養管理施設等の整備への助成 

 

・産地パワーアップ推進費 １０５,０００ （H29:1,150,000）農産園芸環境課 

収益力向上に向けた園芸施設・設備の整備・導入への助成 

 

・みやぎの企業的園芸等整備モデル推進費 ８２,０００ （H29:112,000）農産園芸環境課 

企業的経営に取り組む園芸法人等への育成支援及び施設・設備整備への助成 

 

 



 

・新みやぎ米創出推進費 ７２,５００ （H29:92,000）農産園芸環境課 

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

 

・新世代アグリビジネス総合推進費 １２８,０５８ （H29:156,463）農産園芸環境課 

アグリビジネスへの意欲のある農業法人等への支援 

 

・ＣＬＴ等普及推進費 １８１,５２９ （H29:143,243）林業振興課 

ＣＬＴ・ＬＶＬの普及推進や技術開発支援、ＣＬＴ工法建築物への助成等 

 

（新規）・第４０回全国豊かな海づくり大会推進費 ７,１５４ 水産業振興課 

平成３２年に開催される第４０回全国豊かな海づくり大会の開催準備 

 

（新規）・ＧＡＰ認証取得推進費 ２５,０９８ 農産園芸環境課、畜産課、林業振興課 

ＧＡＰ認証の取得拡大に向けた支援等 

 

・農林水産業担い手対策費 ６４９,７５４ 

（H29:665,588）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 ２５６,３３８［５０,０００］ （H29:244,309）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）・ＵＩＪターン学生就職支援費 ２９,０００ 雇用対策課 

首都圏大学へのアプローチと県内企業の求人開拓を行う拠点を東京・仙台に設置 

 

（新規）・県内企業求人情報発信支援費 １９,３８６ 雇用対策課 

民間就職サイトでの県内企業の求人情報発信支援 

 

（新規）・外国人留学生マッチング推進費 １１,４１０ 雇用対策課 

人手不足企業と外国人留学生をマッチングするための合同説明会の開催等 

 

（新規）・生産現場改善強化支援費 ４３,２００ 中小企業支援室 

ものづくり産業の生産現場における生産性向上等の伴走型支援 

 

（新規）・事業承継支援費 １７,５００ 中小企業支援室 

相談員の配置や関係機関のネットワーク化等による支援 

 

・上工下水一体官民連携運営構築費（企業会計） ２０２,７１３ 水道経営管理室 

水道用水供給・工業用水道・流域下水道の３事業一体とした公共施設等運営権の設定 



 

３ 安心していきいきと暮らせる宮城の実現                     

 

・乳幼児医療助成費 １,６６０,０００ （H29:1,700,000）子育て支援課 

就学前の子どもの医療費への助成 

 

・待機児童解消推進費（震災復興基金） １,３０３,０８３ （H29:2,499,501）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 

 

（新規）・保育補助者採用推進費 ２５,０００ 子育て支援課 

保育士の業務負担軽減や離職防止のための保育補助者雇用への助成 

 

・認定こども園促進費 １６０,４８２ （H29:173,247）子育て支援課 

認定こども園への移行を促進するための助成やアドバイザー派遣等 

 

・地域子ども・子育て支援費 ２,４８０,０００ （H29:2,057,000）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）・県立学校ＩＣＴ機器整備推進費 ２５０,０００ 教育企画室 

県立学校におけるＩＣＴ機器の整備、機器活用による授業の推進 

 

（新規）・みやぎグローバル人材育成費 ２３,５００ 教職員課、高校教育課 

県立学校における国際バカロレアの認定取得に向けた取組の推進 

 

・県立学校施設整備費 ５,７９５,６２１［１,３９０,０００］（H29:7,534,354）施設整備課 

校舎改築（水産高校、名取高校等）等 

 

・特別支援学校狭隘化対策費 ３０３,６８９［９９,０００］（H29:101,789）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 １２,０６６,３２７ （H29:12,121,185）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 ６,９７４,８２４ （H29:7,129,280）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 １,０４７,８２０ （H29:1,047,737）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）・救急医療情報システム機能強化費 ４９,０００ 医療政策課 

仙台医療圏における救急搬送の効率化に向けたシステムの機能強化 

 

（拡充）・精神科救急医療システム整備費 １３７,０３３ （H29:106,290）障害福祉課 

精神医療センター等による２４時間受入体制の整備等 

 

（新規）・アピアランス支援費 ５,０００ 健康推進課 

がん患者の医療用ウィッグ購入費助成 

 

（拡充）・骨髄提供希望者登録推進費 ３,７２０ （H29:870）薬務課 

骨髄提供者への助成制度の創設等 

 

（新規）・次世代介護事業経営者支援費 ５,１４２ 長寿社会政策課 

介護事業への参入を希望する法人経営者等向けのセミナー開催 

 

・ロボット等介護機器導入促進費 ８４,９６２ （H29:80,905）長寿社会政策課 

介護職員の労働環境改善のためのロボット等導入への支援 

 

・介護機能構築費（震災復興基金） １８,８７１ （H29:11,000）長寿社会政策課 

高齢化が進む集合住宅への介護機能の構築に向けた調査検討 

 

（拡充）・バリアフリーみやぎ推進費 ６,４２７ （H29:1,179）社会福祉課 

パーキングパーミット制度の推進等 

 

（拡充）・障害者虐待防止・差別解消推進費 １３,８５９ （H29:8,497）障害福祉課 

障害者権利擁護センターの運営やヘルプマークの導入等 

 

（新規）・国民健康保険事業費（特別会計） １９４,３８９,９５２ 国保医療課 

市町村への保険給付費等交付金等 

 

（拡充）・スポーツ選手強化対策費 １１１,７５５ （H29:95,954）スポーツ健康課 

スポーツ選手の競技力向上に向けた助成 

 

・多賀城創建１３００年記念整備費 ７７,２５０ （H29:27,000）文化財保護課 

特別史跡多賀城跡附寺跡の環境整備 

 

・（仮称）若林警察署建設費 ２,５０６,７４７ （H29:240,916）警察本部 

（仮称）若林警察署の建設 

 



 

（新規）・（仮称）栗原警察署建設費 ５３,０００ 警察本部 

（仮称）栗原警察署の用地取得等 

 

・交番相談員等設置費 １２３,０１４ （H29:122,611）警察本部 

交番相談員、警察安全相談員の配置 

 

４ 美しく安全なまちづくり                            

 

（新規）・みやぎ防災林パートナーシップ推進費 ２,４１８ 森林整備課 

官民一体となった海岸防災林の管理体制の構築等 

 

（拡充）・鳥獣害防止対策費（震災復興基金） ２９８,６１２ （H29:216,502）農産園芸環境課 

市町村が取り組む鳥獣害防止対策への助成等 

 

（拡充）・野生鳥獣保護管理対策費 １０５,５２０ （H29:62,967）自然保護課 

保護管理事業の実施強化、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 ２,４７２,５０５ （H29:2,556,505）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 ７６３,００９ （H29:819,200）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 

 

・木造住宅等震災対策費 ９８,０２０ （H29:120,569）建築宅地課 

木造住宅の耐震診断及び改修への助成等 

 

・公共施設等長寿命化対策費 ２５,７６０,２３８ 

 （H29:28,424,950）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 （H29:681,800）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 ２,３０９,２４２ （H29:2,173,138）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 

 


