
 

Ⅱ 主な事業 
（単位：千円,［   ］は債務負担行為） 

 

１ 力強くきめ細かな震災復興                           

 

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） ２８,６９０ （H30:115,883）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 

 

・みやぎ地域復興支援費（震災復興基金） ２５２,７００ （H30:305,000）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） １３２,０００ 

（H30:179,000）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） ２２３,５００ 

（H30:198,800）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 ７４,０１２ （H30:98,701）再生可能エネルギー室 

燃料電池自動車や再エネ水素発電設備等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 ３１,９４７ （H30:34,671）健康推進課ほか 

災害公営住宅入居者の健康調査等 

 

・医療施設復興支援費（地域医療再生基金） １８７,１４４ （H30:1,849,701）医療政策課 

被災自治体の保健センターの再建等への助成 

 

・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 

（H30:1,500,000）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 

 

・いじめ・不登校等対策費 ２３５,４８３ （H30:240,708）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 

 



 

（拡充）・みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援費 ３６１,０００ （H30:223,000）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 

 

・心のケアセンター運営支援費 ３２０,０００ （H30:330,000）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 ２１,８８７,０００ 

（H30:21,900,000）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） ２０,２８１,０００［４０,０００］ 

（H30:24,834,000）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 

 

（新規）・次世代自動車技術実証推進費 ２１,０００ 自動車産業振興室 

立ち乗り型電動車や超小型ＥＶ等の電動モビリティを活用した実証への助成 

 

・創業加速化支援費（震災復興基金） １０２,５００ （H30:103,500）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 

 

（拡充）・長期滞在型観光プロモーション費 ７２,０００ （H30:20,800）国際企画課 

欧米豪からの誘客促進に向けた観光コンテンツ整備等 

 

（新規）・みやぎデジタルマーケティング推進費 ７０,０００ 国際企画課 

インバウンド向けＷＥＢサイト「Ｖｉｓｉｔ Ｍｉｙａｇｉ」の多言語化や動画配信等 

 

・宮城オルレ推進費 ３１,８２０ （H30:50,000）観光課 

宮城オルレによる韓国等からの誘客促進 

 

（新規）・国際トレイル誘客促進費 ３０,０００ 観光課 

トレイル団体等が参加する国際的イベントの開催 

 

・通年観光キャンペーン推進費（地域整備推進基金） ２２０,０００ （H30:170,000）観光課 

アニメキャラクターと連携した観光キャンペーンの実施 

 

 

 



 

（拡充）・仙台空港運用時間延長（２４時間化）推進費（地域整備推進基金） ７,４０１ 

（H30:2,000）空港臨空地域課 

仙台空港の運用時間延長に向けた取組の推進 

 

（新規）・航空路線誘致対策促進費（地域整備推進基金） ６０,０００ 空港臨空地域課 

仙台空港における国際線及び国内線の新規定期航空路線誘致のための助成 

 

・沿岸地域就職サポートセンター運営費（震災復興基金） １１４,６９８ 

（H30:111,877）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 

 

・農山漁村地域復興基盤総合整備費 ５,６８０,７９８ （H30:7,371,201）農村整備課 

津波被害を受けた農地におけるほ場整備、集落道路の整備等 

 

・海岸防災林造成費 ２,０６４,３６７ （H30:2,761,813）森林整備課 

津波被害を受けた海岸防災林の復旧等 

 

・三陸リアスの森保全対策費（地域整備推進基金） ９０,０００ （H30:90,000）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 

 

・水産業人材確保支援費（震災復興基金） ２７５,７３６ （H30:285,827）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 ７,６１６,０３５［８００,０００］ 

（H30:16,155,362）水産業基盤整備課 

県営漁港施設の復旧工事等 

 

（拡充）・第４０回全国豊かな海づくり大会推進費（震災復興基金） ５３,３３４ 

（H30:7,154）全国豊かな海づくり大会推進室 

第４０回全国豊かな海づくり大会の開催準備及びプレイベントの開催等 

 

・県産品風評対策強化費（地域整備推進基金） １１６,０００ （H30:162,000）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） １３７,００４ 

（H30:150,780）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 

 

・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 

（H30:15,000）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 ３０１,９２２ （H30:297,609）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 １０,９１６,４００ （H30:10,916,400）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 ４,３２６,０００［１,８６４,０００］ 

（H30:5,438,400）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 ２６,８１８,０１５［９,９９０,０００］（H30:22,314,326）道路課 

市街地相互の接続道路の整備推進 

 

・港湾建設復興費 ８,４７８,９６０［１,４２０,０００］ （H30:5,499,170）港湾課 

仙台港区、塩釜港区、石巻港区の防潮堤の新設等 

 

・海岸保全復興費 ３,７９４,５０２［３００,０００］ （H30:1,184,580）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 ６６,２０２,５００［１５,６１４,０００］ 

（H30:72,100,000）防災砂防課 

公共土木施設の復旧工事等 

 

・都市公園整備費 １,３１５,２５７［３１３,０００］ （H30:793,707）都市計画課 

石巻南浜津波復興祈念公園の整備等 

 

・復興関連街路整備費 ９,９７８,２５０［２,３００,０００］ （H30:8,534,500）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 

 

・被災児童生徒等就学支援費 ３,０９０,６６３ （H30:3,745,469）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）・東日本大震災みやぎこども育英基金助成費 ４４９,６６０ （H30:212,430）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 

 

・緊急スクールカウンセラー等派遣費 ９８７,３６７ 

（H30:1,291,671）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 １１０,８７８ （H30:118,116）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 ７２６,８４５［４５２,０００］ （H30:139,673）生涯学習課 

松島自然の家本館等の復旧工事 

 

（拡充）・先進的文化芸術創造拠点形成費（震災復興基金） １００,１８０ 

（H30:100）消費生活・文化課 

被災地域で開催されるリボーンアート・フェスティバルに対する支援 

 

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） ２,６８４,５９０［６,３１０,０００］ 

（H30:3,196,000）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） １００,５００ 

（H30:347,500）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） ３２,０００ 

（H30:50,000）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、記録映像の収集等 

 

・防災指導員養成費 １６,０００ （H30:15,000）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 

 



 

・警察施設機能強化費 ２２２,３７２［１,３９１,０００］ （H30:446,387）警察本部 

南三陸警察署、被災駐在所の復旧等 

 

２ 地域経済の更なる成長                             

 

・企業立地促進奨励金 ２,７８０,３００ （H30:1,982,700）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 

 

（新規）・ＥＭＣ総合試験棟整備費 ２９,７２６ 新産業振興課 

産業技術総合センターＥＭＣ総合試験棟の整備 

 

（拡充）・放射光施設設置推進費 ２,４６２,０００ （H30:3,178）新産業振興課 

放射光施設整備のための土地造成への助成等 

 

（新規）・商店街ＮＥＸＴリーダー創出費 ５,２００ 商工金融課 

若者や女性など商店街活動の新たな担い手の育成支援 

 

（新規）・地域活性化型みやぎキャッシュレス推進費 ２０,０００ 富県宮城推進室 

キャッシュレス決済の推進に向けたＱＲ決済等の導入実証、普及セミナーの開催等 

 

・グリーン・ツーリズム促進支援費 ２２,３８８ （H30:20,458）農村振興課 

都市と農山漁村の交流拡大に向けたグリーン・ツーリズムの推進 

 

（新規）・特定複合観光施設導入可能性調査費 ５,０００ 富県宮城推進室 

統合型リゾート導入の可能性調査 

 

・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策費 １,１６１,１０６ （H30:1,312,518）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 

 

（新規）・第１２回鹿児島全共出品対策費 ９,０００ 畜産課 

第１２回全国和牛能力共進会鹿児島大会に向けた出品対策 

 

（新規）・いちご新品種にこにこベリー展開推進費 １５,０００ 園芸振興室 

県育成いちご新品種にこにこベリーの生産拡大とブランド化への取組推進 

 

・みやぎ米新品種ブランド力強化費 ８１,０００ （H30:82,586）食産業振興課 

だて正夢や金のいぶきのブランド力強化に向けた取組等 

 

 



 

（拡充）・スマート農業先進県みやぎプロジェクト推進費 ２０,５００ （H30:5,649）農業振興課 

ＩＣＴやロボット技術を活用したスマート農業の普及推進、技術検証等 

 

（新規）・森林経営管理市町村支援費 ５０,０００ 林業振興課 

森林経営管理制度において市町村が実施する森林整備等への支援 

 

（拡充）・ホタテガイ地先種苗安定確保促進費 ８,５７６ （H30:2,652）水産業基盤整備課 

地種種苗増産による県産半生貝・小型貝の供給体制構築に向けた取組の推進 

 

（新規）・働き方改革促進費 ７,０００ 雇用対策課 

働き方改革宣言企業・実践企業支援制度の創設等 

 

（新規）・移住・起業・就業支援費 １６５,０００ 地域復興支援課、中小企業支援室、雇用対策課 

東京圏からのＵＩＪターンの促進、就業を希望する女性・高齢者等の掘り起こし 

 

（拡充）・外国人雇用アシスト費 １５,０００ （H30:11,410）雇用対策課 

外国人の雇用に係る相談窓口の設置、企業や外国人対象のセミナー開催等 

 

・農林水産業担い手対策費 ６６３,３１８ （H30:649,754）農業振興課ほか 

新規就農者支援や女性就農促進等の農林水産業の総合的な担い手確保対策 

 

・農山村集落体制づくり支援費 ２９,４４０ （H30:20,937）農村振興課 

地域資源を活用した交流拡大や地域コミュニティの維持向上、農山村集落の活性化等 

 

・上工下水一体官民連携運営構築費（企業会計） １２８,０４０ 

（H30:202,713）下水道課、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 １,６１０,０００ （H30:1,660,000）子ども・家庭支援課 

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） ８２９,２８２ （H30:1,303,083）子育て社会推進室 

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 

 

・認定こども園促進費 ２２７,７２６ （H30:160,482）子育て社会推進室 

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 ２,５７０,０００ （H30:2,480,000）子育て社会推進室 

放課後児童クラブ等の地域子ども・子育て支援への助成 

 

・県立学校ＩＣＴ機器整備推進費 ２５０,０００ （H30:250,000）教育企画室 

県立学校における教員用ＩＣＴ機器の整備、機器活用による授業の推進 

 

（新規）・ＩＣＴ教育環境整備促進費 １２,０００ 高校教育課 

県立学校における生徒用ＩＣＴ機器の整備 

 

・みやぎグローバル人材育成費 ８６,０００ （H30:23,500）教職員課、高校教育課、施設整備課 

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 

 

（新規）・海洋総合実習船代船建造費 １６,０００ 高校教育課 

海洋総合実習船「宮城丸」の代船建造 

 

（新規）・体力・地域スポーツ力向上推進費 １０,１００ スポーツ健康課 

地域人材を活用した児童生徒の体力及び地域スポーツ力の向上 

 

（新規）・遺児等修学支援費 １６０,０００ 教育庁総務課 

病気や事故等により孤児・遺児となった児童生徒に対する支援 

 

・県立学校施設整備費 ７,４５３,２４１［９,８３５,０００］（H30:5,795,621）施設整備課 

校舎改築（石巻好文館高校、宮城第一高校等）等 

 

（新規）・幼児教育無償化推進費 ２,９８６,７８３ 子育て社会推進室、教育庁総務課ほか 

幼児教育無償化に係る市町村への負担金等 

 

・私立学校助成費 １１,４６６,９６９ （H30:12,066,327）私学・公益法人課 

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 

 

・高等学校就学支援費 ７,３３２,０３５ （H30:6,974,824）私学・公益法人課、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 ９５０,１８７ （H30:1,047,820）私学・公益法人課、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 

 

・救急搬送情報共有システム運営費 ２１,６２２ （H30:49,000）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運営 

 



 

（新規）・結核医療提供施設運営費負担金 １３２,７６３ 医療政策課 

栗原中央病院の結核病棟運営に係る負担金 

 

・精神科救急医療システム運営費 １４５,８８４ （H30:137,033）障害福祉課 

精神医療センター等による２４時間受入体制の構築等 

 

（拡充）・心身障害者医療助成費 ２,１２０,０００ （H30:1,990,000）障害福祉課 

重度心身障害者への医療費助成 

 

（新規）・働き盛り世代の歯周疾患対策費 ５,０００ 健康推進課 

青・壮年期の働き盛り世代への歯周病予防対策の普及啓発等 

 

（拡充）・外国人介護人材受入推進費 ８,５２３ （H30:3,710）長寿社会政策課 

外国人介護職に関する相談・支援窓口の設置等 

 

（拡充）・発達障害者総合支援費 １２７,１６６ （H30:91,103）障害福祉課 

発達障害者支援センターによる相談・発達・就労支援、地域支援マネージャーの配置等 

 

・オリンピック・パラリンピック推進費 １,２７６,３６９［５９,０００］ 

（H30:61,697）オリンピック・パラリンピック大会推進課、スポーツ健康課 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の推進 

 

・スポーツ選手強化対策費 １２２,０４８ （H30:111,755）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 

 

・（仮称）栗原警察署建設費 ４９,０００［１１５,０００］ （H30:53,000）警察本部 

（仮称）栗原警察署の用地造成 

 

（拡充）・交番・駐在所安全緊急対策費 ５６,０００ （H30:1,343）警察本部 

交番・駐在所への防犯カメラの設置等 

 

（新規）・再犯防止推進費 ９,０３７ 社会福祉課 

保護観察対象少年に対する職業定着支援等 

 

 

 

 

 

 



 

４ 美しく安全なまちづくり                            

 

（新規）・Ｊ－クレジット導入費 ２,７２１ 再生可能エネルギー室 

温室効果ガスの排出削減量等の売買制度による太陽光発電の自家消費促進 

 

・鳥獣害防止対策費（震災復興基金） ２４５,４３２ （H30:298,612）農産環境課 

市町村が取り組む鳥獣害防止対策への助成等 

 

・野生鳥獣保護管理対策費 １１１,４１０ （H30:105,520）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 

 

（新規）・水道基盤強化計画策定費 ４０,５４２ 食と暮らしの安全推進課 

水道基盤強化計画の策定に向けた水道広域化シミュレーション調査等 

 

・防災・減災・国土強靱化対策費 ６,１０４,７８４ 農村整備課、河川課ほか 

防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策 

 

・災害に強い川づくり緊急対策費 ２,１７７,０３５ （H30:2,472,505）河川課 

河川の再度災害防止と河川堤防の安全度確保対策等 

 

（新規）・総合防災情報システム改修費 １２,８００［３９４,０００］ 危機対策課 

総合防災情報システム「ＭＩＤＯＲＩ」の改修 

 

（新規）・県有施設再編等調査費 ３７,０００ 震災復興政策課 

震災復興計画の終了後を見据えた県有施設のあり方検討 

 

・公共施設等長寿命化対策費 ２６,８６４,５３５ 

（H30:25,760,238）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 （H30:681,800）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 ２,６２４,６５５ (H30:2,309,242）私学・公益法人課 

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 

 


