
 

Ⅱ 主な事業 
単位:千円、［  ］:債務負担行為、（  ）:令和 3年度当初予算額 

 
１ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策と社会経済活動の両立                

 

・ワクチン接種加速化推進費 ２,３６２,０００ 新型コロナ調整室 

     新型コロナウイルスワクチンの追加接種の実施に係る大規模接種会場の運営 

 

・ワクチン接種支援費 １,４７２,０００ 新型コロナ調整室 

     新型コロナウイルスワクチンの個別接種を実施する医療機関への支援等 

 

・ワクチン接種体制整備費 １１１,０００ （80,000） 疾病・感染症対策課 

     新型コロナウイルスワクチン副反応相談センターの運営など相談体制の確保 

 

・感染拡大傾向時の一般検査費 ３,８００,０００ 疾病・感染症対策課 

     感染拡大の傾向が見られる場合におけるＰＣＲ検査等の促進 

 

・みやぎ飲食店コロナ対策認証制度運用費 １３６,０００ 食と暮らしの安全推進課 

     飲食店における感染防止策実施の促進と認証制度の運用 

 

（拡充）・医療提供体制整備費 ４４,１５４,０００ （13,608,000） 医療政策課 

     新型コロナウイルス感染症患者専用の病棟を設定する医療機関等における病床の確保等 

 

・診療・検査医療機関等経営支援費 ５７,０００ （200,000） 医療政策課 

     外来診療や入院診療の休止・縮小を余儀なくされた診療・検査医療機関等への経営支援 

 

（拡充）・医療機関等設備整備支援費 ３,０５３,０００ （1,100,000） 疾病・感染症対策課 

外来診療や入院診療、検査を行う医療機関等に対する設備整備への助成 

 

（拡充）・検査体制構築費 １,７００,３１３ （764,988） 疾病・感染症対策課、新型コロナ調整室 

        ドライブスルー形式による検体採取場の運営とＰＣＲ検査の実施等 

 

・地域外来体制整備費 １９８,０００ （488,650） 新型コロナ調整室 

     外来受診やＰＣＲ検査を実施する地域外来・検査センターの運営等 

 

（拡充）・宿泊療養施設等確保費 １７,５７４,１５３（4,591,993）疾病・感染症対策課、新型コロナ調整室 

     民間宿泊施設借上げによる軽症者等宿泊療養施設や医療従事者の確保など療養体制の整備 

 

 



 

・抗体カクテル療法等専用施設運営費 １３１,０００ 新型コロナ調整室 

     軽症患者等を対象とした中和抗体療法等を専用に行う施設の運営 

 

・ケア付き宿泊療養施設確保費 ２９５,０００ （370,000） 疾病・感染症対策課 

     軽症・無症状である認知症要介護高齢者等を対象とした宿泊療養施設の確保 

 

・障害者宿泊療養施設確保費 ９８,０００ 疾病・感染症対策課 

     軽症・無症状である介護が必要な障害者を対象とした宿泊療養施設の確保 

 

・看護職員確保支援費 １７８,０００ （423,000） 医療人材対策室 

     医療機関に対する看護職員の派遣支援による医療提供体制の確保 

 

・社会福祉施設等感染症対策費 ７１,９２６ （174,000） 子育て社会推進課ほか 

     介護施設、児童福祉施設及び障害福祉施設における感染症対策の推進 

 

・社会福祉施設等介護職員等確保支援費 １３０,８４３ （136,050） 長寿社会政策課、障害福祉課 

     介護職員等の応援派遣に向けた体制構築及び派遣に要する経費への助成等 

 

・妊産婦総合対策費 ３６,６３１ （143,655） 子ども・家庭支援課 

     強い不安を抱える妊婦への希望に応じた分娩前のウイルス検査の実施等 

 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 ３６,０００,０００ 富県宮城推進室 

     営業時間短縮等の要請に伴う対象施設を運営する事業者に支給する協力金 

 

・まん延防止措置実態調査費 １５５,０００ 食と暮らしの安全推進課 

     営業時間短縮等の要請に伴う対象施設への実態調査 

 

・私立学校感染症対策費 １３３,０００ 私学・公益法人課 

     私立学校における感染症対策のための保健衛生資材の購入等への助成 

 

・公立幼稚園感染症対策費 １６,０００ 義務教育課 

     公立幼稚園における感染症対策のための保健衛生資材等の購入への助成 

 

・つながりサポート型女性活躍推進費 １５,０００ 共同参画社会推進課 

     新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な困難や不安を抱える女性への支援 

 

・フードバンク支援費（新型コロナウイルス感染症対応分） １０,０００ （10,000） 社会福祉課 

     生活困窮者や子ども食堂等への食料支援を実施しているフードバンク活動団体への助成 

 



 

・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 ５６,０００ 社会福祉課 

     生活困窮自立支援金の支給 

 

・みやぎ文化芸術応援費 ４２,０００ 消費生活・文化課 

     プロとして文化芸術活動を行う者のＷｅｂ配信する動画制作活動への助成 

 

（新規）・みやぎキャッシュレス推進ポイント還元費 １,１００,０００ 富県宮城推進室 

     キャッシュレス決済の推進を通じた小売業やサービス業への支援 

 

（新規）・航空宇宙・医療機器産業認証維持支援費 １２,０００ 新産業振興課 

     高度な品質管理能力を証する認証の維持管理に要する経費への助成 

 

・ＩＴ企業誘致加速化支援費 １８,０００ 新産業振興課 

     人材確保や開業に要する経費への助成など県内に進出する企業への支援 

 

・サプライチェーン構築支援費 ５００,０００ 産業立地推進課 

     サプライチェーンの強靱化に向けた生産拠点等を県内に整備する企業への支援 

 

・商店街ステップアップ支援費 ３１,０００ 商工金融課 

     感染対策を踏まえた集客イベントやＤＸに取り組む商店街等への支援 

 

・まちなか活性化パートナー支援費 ２５,５００ 商工金融課 

     空き店舗など地域資源を活用した新しい人の流れの創出等による活性化に向けた支援 

 

・中小企業等事業再構築支援費 ２７０,７５０ 中小企業支援室 

     持続可能な経営形態への転換など事業の再構築に向けた支援 

 

（新規）・デジタルインストラクター養成費 ２２,０００ 産業人材対策課 

     デジタル分野の職業訓練を行うインストラクターの養成 

 

・オンラインを活用したＩＴ人材育成費 １０,０００ 産業人材対策課 

     オンラインによる求職者へのＩＴ訓練の機会提供 

 

（新規）・副業・兼業人材活用支援費 ２０,０００ 雇用対策課 

     ＥＣサイト構築など業務転換に必要な副業・兼業人材の活用を行う企業への支援 

 

・観光戦略推進費 ３５,０００ 観光政策課 

     地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品の創出等 

 



 

・観光地の空間的魅力創出支援費 １００,０００ 観光政策課 

     観光地における地域一体となった街全体の付加価値向上への支援 

 

（新規）・観光地満足度向上推進費 ２５,０００ 観光政策課 

     観光地の混雑回避や移動の円滑化、観光客の周遊促進等に向けた取組の推進 

 

・域内誘客・周遊促進費 ８０,０００ 観光プロモーション推進室 

     マイクロツーリズムをはじめとする域内周遊観光の促進 

 

（新規）・畑地転換支援費 １９５,０００ 園芸推進課 

     主食用米から園芸作物への作付転換支援 

 

・県産品インターネット販売支援費 ２２５,０００ 食産業振興課 

モール型ＥＣサイトを活用した県産品販売支援、県内事業者のＥＣ販売拡大支援 

 

・県産農林水産物需要喚起支援費 ６５,７００ 食産業振興課 

     飲食店等でのキャンペーンによる県産農林水産物の消費回復・拡大支援 

 

・県産水産物販売促進支援費 ２７５,０００ 水産業振興課 

     県産水産物の消費回復を図るための販売促進支援等 

 

・水産業労働力確保支援費 ３７,０００ 水産業振興課 

     水産加工業等における国内人材確保への支援 

 

２ 被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポート                       

 

・みやぎ地域復興支援費 １１８,０００ （139,000） 復興支援・伝承課 

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 ２７７,３００ （285,800） 復興支援・伝承課 

住民主体の地域コミュニティ再生活動への支援 

 

・ＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援費 １０６,５００ （106,500） 共同参画社会推進課 

     復興の進展に伴う課題に対応した切れ目のない支援による被災者の心の復興の促進 

 

・子ども・若者支援体制強化費 １５,４００ （10,600） 共同参画社会推進課 

     子ども・若者総合相談センター運営によるひきこもりやニート、不登校、貧困等への対応 

 

 



 

・被災地域福祉推進費 ４７７,３０８ （543,118） 社会福祉課 

     被災者への相談支援や孤立防止のための見守り活動等への助成 

 

・心のケアセンター運営支援費 ２４６,０００ （270,000） 精神保健推進室 

     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 

 

・被災児童生徒等就学支援費 ２８４,９３３ （388,415） 私学・公益法人課、義務教育課、高校教育課 

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 ８１５,１８４ （871,048） 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 

 

・みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援費 ２７６,０００ （300,000） 義務教育課 

学校生活に困難を抱えている児童生徒への支援 

 

・中小企業等復旧・復興支援費 ３,３６７,０００ （11,514,000） 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）１１,５９１,０００[２０,０００] （14,587,000） 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 

 

・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 ３６５,１８６[３３２,０００] （337,175） 雇用対策課 

     被災求職者の安定的な雇用の創出等 

 

・食の安全確保対策費 ３０３,６９０ （255,402） 林業振興課、畜産課ほか 

     農林水産物や粗飼料等の放射性物質検査の実施 

 

・東日本大震災被災地情報発信費 ２９,７６９ （34,727） 復興支援・伝承課 

震災記憶の風化防止及び教訓の伝承のための情報発信 

 

・東日本大震災復興検証費 ２９,０００ （58,800） 復興支援・伝承課 

県職員の経験を基にした復旧・復興の取組の検証 

 

・広域防災拠点整備費 ７２４,５００ （4,090,500） 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 

 

 

 

 



 

３ 富県宮城を支える県内産業の持続的な成長促進                       

 

（新規）・ものづくり中核企業ＡＩ・ＩｏＴ導入等支援費 ５０,０００ 新産業振興課 

     地域経済を牽引する中小企業に対する生産性向上や省力化に向けた支援 

 

（新規）・放射光施設設置推進支援費 １,０００,０００ 新産業振興課 

     次世代放射光施設整備に向けた整備・運用事業者への支援 

 

・サテライトオフィス設置推進費 １６,３４０ （44,100） 地域振興課 

サテライトオフィス県内設置への支援 

 

・企業立地促進奨励金 ３,９８１,０００ （5,366,000） 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 

 

・ＡＩ・ＩｏＴ産業創出・活用促進支援費 ４６,３００ （51,194） 新産業振興課 

     先進的なＡＩ・ＩｏＴビジネスの創出や市場形成に向けた実証事業や人材育成の推進 

 

・次世代自動車技術実証推進費 １１,０００ （11,000） 自動車産業振興室 

     環境負荷の少ない電動モビリティを活用した、地域における新ビジネスの創出等の推進 

 

・ものづくり海外販路開拓支援費 ９,７５０ （10,000） 国際ビジネス推進室 

     海外市場での販路開拓を目指す県内製造業やＩＴ企業等への支援 

 

・中小企業経営安定資金等貸付金 １２３,１３６,０００[１,０９４,０００] （130,488,000） 商工金融課 

     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）・中小企業等デジタル化支援費 １５８,０００ 中小企業支援室 

     デジタル技術を活用した生産性向上や事業拡大に取り組む中小企業等に対する支援 

 

・観光誘客推進費 ８４,４００ （70,400） 観光プロモーション推進室 

     県制１５０周年記念観光キャンペーンの実施などによる誘客の推進 

 

・外国人観光客誘致促進費 ４４,１６８ （27,420） 観光プロモーション推進室 

     インバウンドの回復に向けたプロモーションなど外国人観光客の誘客促進 

 

（拡充）・県産食品海外ビジネスマッチング支援費 ２０,２５６ （15,128） 国際ビジネス推進室 

県産食品の輸出拡大に向けた取組への支援 

 

 



 

・県産品デジタルマーケティングモデル構築費 ５９,０００ （59,000） 食産業振興課 

県産品のＥＣ販売及びデジタルマーケティングの推進 

 

・アグリテック活用推進費 ３１,２２１ （32,127） 農業振興課、畜産課 

     アグリテック活用による農畜産物の生産性向上や仙台牛の高品質化の推進 

 

・実需対応型みやぎ米普及費 ８１,９３４ （84,259） みやぎ米推進課 

     金のいぶき、だて正夢及び多収米の普及促進等 

 

・みやぎの園芸振興プロジェクト推進費 ２６６,８５０ （327,178） 園芸推進課 

     園芸生産の拡大に向けた取組の総合的な推進 

 

（新規）・採卵養鶏・養豚ＩＣＴ化・販路開拓促進費 ２４,５３０ 畜産課 

     採卵養鶏農家及び養豚農家における生産性向上、銘柄畜産物の販路開拓への支援 

 

・養殖生産体制強化費 ２８５,３７２［６４２,０００］ 水産業振興課 

     水産業の成長産業化に向けた閉鎖循環式陸上養殖研究施設の整備 

 

（新規）・スマート水産業推進費 ７,８４２ 水産業振興課、水産業基盤整備課 

     水産業におけるスマート化の推進 

 

・みやぎ材イノベーション創出支援費 １２,４６６ （12,854） 林業振興課 

     県内木材産業による新たな木質建材開発への支援 

 

（拡充）・安定就労に向けた人材育成費 １９,０００ （6,500） 産業人材対策課 

     質の高い雇用など安定就労に向けたキャリア形成支援やＩＴスキル等の職業訓練の推進 

 

（新規）・高等技術専門校再編整備費 ９２,２００[１３８,０００] 産業人材対策課 

     富県躍進に向けたものづくり人材の育成を目的とした高等技術専門校の再編整備 

 

・移住・起業・就業支援費 １１１,３７０ （155,074） 地域振興課、中小企業支援室、雇用対策課 

首都圏からのＵＩＪターンの促進 

 

・ＵＩＪターン学生等就職支援費 ３９,３７３ （39,453） 雇用対策課 

ＵＩＪターンを希望する学生への就職支援等による県内企業の人材確保の促進 

 

・みやぎ人財活躍推進費 １４３,３００ （144,200） 雇用対策課 

     潜在的労働者の掘り起こしや就職支援を行うみやぎ人財活躍応援センターの運営等 

 



 

（拡充）・外国人材マッチング支援費 ２１,０００ （17,073） 国際政策課 

     相談から就職・定着までのワンストップ支援の提供による県内中小企業の採用・活用促進 

 

（新規）・日本語学校開設検討費 ２,５００ 国際政策課 

     市町村と連携した公的関与による日本語学校の開設に向けた可能性調査 

 

・農林水産業担い手対策費 ５７１,２４７ （559,735） 農業振興課ほか 

新規就業者支援や女性就労環境整備等の農林水産業の総合的な担い手確保対策 

 

・水産業人材・経営体育成推進費 ３９,３８４ （39,506） 水産業振興課  

新規就業者確保や漁業者の技術向上・連携強化、漁業経営体育成の一体的な推進 

 

（拡充）・みやぎ森林・林業未来創造カレッジ運営費 ２１,４２８ （7,753） 林業振興課 

みやぎ森林・林業未来創造カレッジにおける人材育成 

 

４ 社会全体で支える宮城の子ども・子育て                          

 

（新規）・次世代育成・応援基金造成費 １,０００,０００ 総合政策課 

     子ども・子育て支援や若者の職業生活における活躍の推進のための基金造成 

 

（新規）・人口減少・少子化等地域対策強化費 ３５,０００ 地域振興課 

     各圏域の実情に応じた人口減少・少子化対策等の推進 

 

（新規）・総合型地域スポーツクラブと連携した子育て支援費 １３,８４０ スポーツ振興課 

総合型地域スポーツクラブを活用した子育て女性支援プログラムの実施 

 

・乳幼児医療助成費 １,４００,０００ （1,400,000） 子ども・家庭支援課 

     就学前の子どもの医療費への助成 

 

（新規）・不妊検査費用助成費 ４０,０００ 子ども・家庭支援課 

不妊を心配する夫婦や子どもを望む夫婦の早期の不妊検査受診に向けた支援 

 

（新規）・結婚応援パスポート・子育て支援パスポート普及費 １２,０００ 子育て社会推進課 

結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の充実に向けた応援パスポートの普及推進 

 

（新規）・みやぎ・どこでも授乳室プロジェクト推進費 １１,４２３ 子育て社会推進課、中小企業支援室、林業振興課 

県産木材を活用した置き型授乳室の製作、市場ニーズの把握や販路構築の推進 

 

 



 

・待機児童解消推進費 ４９８,２２６ （438,476） 子育て社会推進課 

     待機児童解消に向けた保育所等の整備支援 

 

・地域子ども・子育て支援費 ２,８００,０００ （2,770,000） 子育て社会推進課 

     放課後児童クラブ等の地域子ども・子育て支援への助成 

 

・若い世代への少子化対策強化費 ３８,０００ （57,900） 子育て社会推進課 

     ＡＩマッチングシステムによる結婚希望者への支援強化や学生へのライフプラン形成支援 

 

・幼児教育無償化推進費 ３,９９３,６０２ （4,129,354） 私学・公益法人課、子育て社会推進課、障害福祉課 

     幼児教育無償化に係る市町村への負担金等 

 

（拡充）・少子化対策支援市町村交付金 １２２,０００ （112,000） 子育て社会推進課 

地域の実情に応じた少子化対策を行う市町村への総合的な支援 

 

（拡充）・医療的ケア等体制整備推進費 ４６,３９５ （17,395） 精神保健推進室 

医療的ケア児等相談支援センターの新規開設、地域で支援を受けられる体制の構築 

 

・発達障害児者総合支援費 １２２,４８０ （119,673） 精神保健推進室 

     発達障害児者及び家族がライフステージに応じて地域で支援を受けられる体制の構築 

 

・子どもの貧困対策推進費 ２３,０００ （21,110） 子育て社会推進課 

     子どもの貧困対策に取り組む市町村や団体への助成、子ども食堂への支援 

 

（新規）・社会的養護従事者処遇改善支援費 ６,０４３ 子ども・家庭支援課 

社会的養護を担う施設及び事業所に従事する職員を対象とした賃金引上げへの支援 

 

（新規）・ヤングケアラー支援体制整備費 １７,０００ 子ども・家庭支援課 

実態調査の実施と早期発見や対応力の向上を通じたヤングケアラーへの支援 

 

（拡充）・コミュニティ・スクール推進費 １５,６１４ （13,166） 義務教育課、高校教育課、特別支援教育課 

学校運営協議会設置の推進による学校・家庭・地域の連携・協働体制の構築 

 

（拡充）・学力向上推進費 ７４,４３９ （73,138） 教職員課、義務教育課、高校教育課 

児童生徒に対する学習支援、校内指導体制への支援等 

 

（拡充）・部活動指導員配置促進費 ３８,５４２ （29,043） 義務教育課、保健体育安全課 

県立学校への部活動指導員の配置、市町村立中学校への配置に対する助成等 

 



 

（拡充）・教育ＩＣＴ活用促進費 ４８,８４７ （36,000） 教育企画室 

県立学校へのＩＣＴ支援員の派遣などによる教育の情報化の推進 

 

・いじめ対策・不登校児童生徒支援等推進費 ４２４,２４９ （444,369） 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）・不登校等児童生徒学び支援教室運営費 ２６,５２３ （23,067） 義務教育課 

小中学校への学び支援教室の設置による学習支援及び社会的自立支援 

 

・県立学校施設整備費 １４,３５８,３１７[１,６０９,０００] （8,988,286） 施設整備課 

校舎改築（宮城第一高校、佐沼高校等）、南部地区職業教育拠点校整備等 

 

（拡充）・私立学校助成費 １０,４４９,５８７ （10,744,688） 私学・公益法人課 

私立学校に対する運営費や保護者の負担軽減を図る授業料軽減への助成等 

 

・私立高等学校等就学支援費 ４,１４４,２０１ （4,395,090） 私学・公益法人課 

就学支援金制度に加え世帯収入による支給額格差に対する追加支援 

 

・公立高等学校就学支援費 ３,８５５,７０４ （4,073,134） 高校教育課 

授業料負担軽減のための就学支援金の助成 

 

５ 誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり                     

 

・移住・定住推進体制強化費 ６４,１４９ （54,526） 地域振興課 

県内全市町村が参加する首都圏での移住イベント開催等による移住・定住の推進 

 

・ＮＰＯ活動推進費 ５,４６０ （4,560） 共同参画社会推進課 

     多様な主体の協働に向けたＮＰＯ活動への支援 

 

（新規）・女性応援プロジェクト推進費 １９,５００ 共同参画社会推進課 

     女性活躍に向けた若年女性層の就職・定着の推進 

 

（拡充）・動物愛護推進費 ９,８００ （7,000） 食と暮らしの安全推進課 

     ミルクボランティア制度の導入など犬猫の殺処分低減を通じた動物との共生社会の推進 

 

（新規）・Ｚ世代推し事（お仕事）はかどるプロジェクト推進費 ３４,０００ 雇用対策課 

     推し活と就活の相互推進による若者の県内定着と県外からの人材確保の推進 

 

 



 

・障害者雇用プラスワン推進費 ３４,１９３ （34,193） 雇用対策課 

     県内企業に「まず一人あと一人」の雇用を働きかけることによる障害者雇用率の向上の推進 

 

（新規）・外国人児童生徒受入拡大対応費 １３,２６５ 教育企画室 

外国人児童生徒に対する教育環境の整備 

 

（新規）・みやぎ農業女子育成プロジェクト推進費 ２２,０００ 農業振興課 

     女性の新規就農者確保に向けた農業体験の実施、女性農業者の就労環境整備への支援 

 

（新規）・水産加工業女性活躍推進費 ５,０００ 水産業振興課 

     水産加工業において女性が多分野にわたり活躍できる職場づくりへの支援 

 

（拡充）・県制１５０周年記念事業費 ２９,５００ （2,225） 企画総務課 

     記念式典の実施、記念誌の発行及びプロモーションの実施等 

  

（新規）・オリンピック・パラリンピック競技大会レガシー継承費 １０,９００ スポーツ振興課 

大会を通じて生まれた交流やスポーツの機運醸成などの未来への継承 

 

（新規）・県民会館・ＮＰＯプラザ複合施設整備費 ３６９,７００[５２４,０００] 消費生活・文化課 

     県有施設の再編に向けた基本構想に基づく新築設計等 

 

・慶長使節船ミュージアム展示等リニューアル整備費 ６５１,５００[１,２１６,０００]  

（455,000） 消費生活・文化課 

     展示物の改修や後継船の製作など慶長使節船ミュージアムのリニューアル工事の推進 

 

・美術館リニューアル整備費 ５３,５８６ （56,022） 生涯学習課 

美術館リニューアル基本方針を踏まえた施設改修等 

 

（拡充）・多賀城創建１３００年記念事業費 １２５,７２０ （132,412） 文化財課 

     多賀城創建１３００年に向けた記念事業の企画・運営及び史跡の環境整備 

 

（新規）・公立夜間中学校設置支援費 １１,１４２ 義務教育課 

仙台市が開設準備を進める夜間中学校の設置費用への助成 

 

・スマートみやぎプロジェクト推進費 ２１,５０５ （23,245） 健康推進課 

     日常的に健康づくりを実践できる社会環境の整備 

 

・医療機関勤務環境改善費 ２２０,８８５ （332,679） 医療人材対策室 

     医師の勤務環境の改善に向けた取組を実施する医療機関への支援等 



 

（拡充）・女性医師就労支援費 ３３,４２０ （22,280） 医療人材対策室 

働きやすい職場環境の整備や就労環境の改善、離職防止等に向けた支援 

 

（拡充）・ドクターヘリ運航費 ２７７,４９８ （254,013） 医療政策課 

救急医療の効率的な提供体制の確保に向けたドクターヘリ基地病院への運航費の助成等 

 

・病床機能再編支援費 ２４０,０００ （292,000） 医療政策課 

地域医療構想の実現に向けた病床機能再編への支援 

 

・病床機能分化・連携推進基盤整備費 ６００,９００ （580,250） 医療政策課 

地域医療構想を踏まえた急性期病床から回復期病床への転換等に向けた医療機関への支援 

 

（新規）・仙台医療圏地域医療構想推進費 ８３,６００ 医療政策課 

政策医療の課題解決に向けた仙台医療圏の現状分析及び新たな拠点病院構想の検討 

 

（新規）・看護職員等処遇改善支援費 ４２９,８６７ 医療人材対策室 

一定の救急医療を担う医療機関に勤務する看護職員等を対象とした賃金引上げへの支援 

 

・ロボット等介護機器導入促進費 １５６,０００ （168,300） 長寿社会政策課 

     介護職員の勤務環境改善に向けた介護ロボット・ＩＣＴの導入への支援 

 

（拡充）・地域包括ケア総合推進・支援費 ３４,５８８ （31,664） 長寿社会政策課 

フレイルや介護の予防など効果的な自立支援・重度化防止の取組推進 

 

（拡充）・介護人材確保対策緊急アクションプラン推進費 １９７,１４０ （184,569） 長寿社会政策課 

     介護施設の働き方改革、介護人材確保への支援、イメージアップキャンペーンの実施等 

 

（新規）・高齢者施設職員処遇改善支援費 ２,９５７,０００ 長寿社会政策課 

介護事業所・施設に勤務する職員を対象とした賃金引上げへの支援 

 

（拡充）・特別養護老人ホーム建設等支援費 １,４９２,４００ （665,000） 長寿社会政策課 

広域型特別養護老人ホームの創設や増改築、大規模改修への助成等 

 

（新規）・障害福祉施設職員処遇改善支援費 １,１６９,０００ 障害福祉課 

障害福祉施設に勤務する職員を対象とした賃金引上げへの支援 

 

・障害者差別のない共生社会推進費 １７,０００ （17,000） 障害福祉課  

     障害を理由とする差別を解消し障害の有無に関わらず共生する社会づくりの推進 

 



 

（新規）・働く障害者のための官民応援共生社会推進費 ４,３００ 障害福祉課 

     県内企業等との応援体制構築による障害者の経済的自立と社会参加による共生社会づくり 

 

・船形の郷建替整備費 １,６５２,７７８[１,５８９,０００] （2,444,415） 障害福祉課 

     高齢化や障害の重度化への対応、利用者の生活の質の向上を目的等とした船形の郷の整備 

 

（拡充）・安全・安心まちづくり推進費 ２５,７９０ （19,780） 共同参画社会推進課 

性暴力被害相談支援センター宮城の２４時間・３６５日対応に向けた環境整備等 

 

・警察署建設費 ６０６,１００[２,６５５,０００] （154,200） 警察本部 

（仮称）栗原警察署及び岩沼警察署の新庁舎建設 

 

（拡充）・特殊詐欺被害防止対策費 １５,２８８ （12,665） 警察本部 

特殊詐欺被害の未然防止のための防犯意識の醸成及び特殊詐欺電話撃退装置等の購入助成 

 

（拡充）・サイバー犯罪対策推進費 １６,９０４ （15,745） 警察本部 

サイバー犯罪に的確に対応するためのサイバーパトロール支援システムの運用等 

 

６ 強靱で自然と調和した県土づくり                             

 

（拡充）・みやぎ産業廃棄物３Ｒ等推進支援費 １８９,３００ （189,300） 環境政策課  

     産業廃棄物の３Ｒや適正処理への事業者支援を通じた循環型社会の形成推進 

 

（拡充）・２０５０ゼロカーボン推進費 ４４,１６０ （41,000） 環境政策課  

     ２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロに向けた地球温暖化対策と気候変動適応策の推進 

 

（拡充）・みやぎ二酸化炭素排出削減支援費 ３１０,２６０ （281,630） 環境政策課 

     脱炭素社会の形成に向けた二酸化炭素排出削減に取り組む事業者への支援 

 

（新規）・カーボンニュートラルポート形成計画策定費 ２９,９５４ 港湾課 

仙台塩釜港におけるカーボンニュートラルポート形成計画の策定に向けた調査等 

 

（拡充）・スマートエネルギー住宅普及促進費 ２８９,３００ （285,360） 再生可能エネルギー室 

     みやぎゼロエネルギー住宅の普及促進など家庭部門の脱炭素化の推進 

 

・水素エネルギー利活用推進費 ９０,２０８ （138,800） 再生可能エネルギー室 

     燃料電池自動車の導入助成など水素エネルギーの利活用促進 

 

 



 

（拡充）・太陽光発電を活用したＥＶ利用モデル等導入促進費 ３１,０００ （25,000） 再生可能エネルギー室 

     需給一体型の再生可能エネルギー利用モデルの導入に向けた取組への支援 

 

（拡充）・再生可能エネルギー地域共生推進費 ３,１３０ （2,000） 再生可能エネルギー室 

     地域社会と共生できる太陽光発電事業の実施に向けた事業者への普及啓発等 

 

・湿地環境保全・利活用推進費 ８０,５２０ （78,680） 自然保護課 

     伊豆沼・内沼の生物多様性の回復と魅力の発信に向けた取組推進 

 

（拡充）・野生鳥獣保護管理対策費 ３２２,６６４ （260,498） 自然保護課 

     ニホンジカ・イノシシ等の個体数調整など保護管理の推進 

 

・鳥獣害防止対策費 ５１４,４０２ （377,729） 農山漁村なりわい課 

市町村が取り組む鳥獣害防止対策への助成等 

 

・地震被害等想定調査費 ９,８５４ （16,690） 防災推進課 

防災・減災対策の基礎資料となる第５次地震被害想定調査の実施 

 

・水災補償付き火災保険等加入支援費 ２３,５００ （23,500） 復興・危機管理総務課 

被災からの迅速な生活再建を図るための水災・地震保険等への加入促進 

 

（拡充）・原子力防災研修調査費 １１０,２２４ （27,929） 原子力安全対策課 

研修や他道府県の訓練調査、地域防災計画の修正等を通じた原子力防災の強化 

 

（新規）・緊急時避難円滑化推進費 ２２,０００ 原子力安全対策課 

避難時間の短縮に向けた避難退域時検査等場所の改善策の検討 

 

・新・災害に強い川づくり緊急対策費 １,２０９,６００[１,７００,０００] （1,404,900） 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 

 

・土砂災害基礎調査費 ７２５,９４９ （796,950） 防災砂防課 

土砂災害防止法に基づく基礎調査 

 

（新規）・道路維持管理技術実証費 １１,０００ 道路課 

道路・橋梁の維持管理におけるＡＩ・ＩｏＴ技術の活用に向けた実証 

 

（新規）・上工下水一体官民連携運営費（企業会計） ３５,９３５ 水道経営課 

広域水道・工業用水道・流域下水道の３事業一体としたみやぎ型管理運営方式の実施 

 


