
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

　（１）　感染防止対策の徹底と「オール宮城」の医療提供体制の確保

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

● 保健福祉部 新型コロナ調整室 2,362,000

● 保健福祉部 新型コロナ調整室 1,472,000

● 保健福祉部 疾病・感染症対策課 111,000

● 保健福祉部 疾病・感染症対策課 3,800,000

環境生活部 食と暮らしの安全推進課 7,000

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

拡充 ● 保健福祉部 医療政策課 44,154,000

● 保健福祉部 医療政策課 57,000

保健福祉部 医療政策課 13,000

保健福祉部 新型コロナ調整室 214,000

拡充 ● 保健福祉部 疾病・感染症対策課 3,053,000

保健福祉部 新型コロナ調整室 117,769

拡充 ● 保健福祉部
疾病・感染症対策課，

新型コロナ調整室 1,700,313

● 保健福祉部 新型コロナ調整室 198,000

保健福祉部
疾病・感染症対策課，

新型コロナ調整室 146,397

保健福祉部 疾病・感染症対策課 360,000

拡充 ● 保健福祉部
疾病・感染症対策課，

新型コロナ調整室 17,574,153

● 保健福祉部 新型コロナ調整室 131,000

● 保健福祉部 疾病・感染症対策課 295,000

● 保健福祉部 疾病・感染症対策課 98,000

保健福祉部 障害福祉課 18,200

● 保健福祉部 医療人材対策室 178,000

令和４年度当初予算（案）の主要項目

感染拡大傾向時の一般検査費

医療提供体制整備費

ワクチン接種支援費

地域外来体制整備費

診療・検査医療機関等経営支援費

検査体制構築費

飲食店等ワクチン・検査パッケージ制度運用費

患者搬送調整費

医療機関等設備整備支援費

事業等の名称

ワクチン接種体制整備費

医療従事者研修費

ワクチン接種加速化推進費

医療機関資機材確保費

ケア付き宿泊療養施設確保費

コールセンター運営費

患者入院体制確保費

抗体カクテル療法等専用施設運営費

障害者宿泊療養施設確保費

在宅要介護障害者支援費

看護職員確保支援費

宿泊療養施設等確保費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

保健福祉部 医療人材対策室 10,095

保健福祉部 疾病・感染症対策課 202,671

● 保健福祉部 子育て社会推進課ほか 71,926

● 保健福祉部
長寿社会政策課，

障害福祉課 130,843

保健福祉部 長寿社会政策課 102,497

● 保健福祉部 子ども・家庭支援課 36,631

● 経済商工観光部 富県宮城推進室 36,000,000

● 環境生活部 食と暮らしの安全推進課 155,000

復興・危機管理部 復興・危機管理総務課 12,000

● 総務部 私学・公益法人課 133,000

● 教育庁 義務教育課 16,000

教育庁 教職員課ほか 157,362

教育庁 保健体育安全課 22,240

企画部 スポーツ振興課 2,850

教育庁 生涯学習課ほか 7,348

教育庁 高校教育課ほか 11,747

新規 土木部 港湾課ほか 48,762

社会福祉施設等介護職員等確保支援費

事業等の名称

妊産婦総合対策費

介護基盤整備等支援費

新型コロナウイルス感染症対策本部会議運営費

社会福祉施設等感染症対策費

看護職員確保対策費

保健所体制強化費

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

まん延防止措置実態調査費

私立学校感染症対策費

公立幼稚園感染症対策費

スクールサポートスタッフ配置費

修学旅行キャンセル料等支援費

体育大会感染症対策費

社会教育施設感染症対策費

公共土木施設衛生設備改修費

県有体育施設感染症対策費



　（２）　安定した暮らしの実現と強靭な経済構造の構築

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

地方鉄道対策費 企画部 地域交通政策課 96,470

新規 デジタル技術普及啓発推進費 企画部 デジタルみやぎ推進課 14,845

● つながりサポート型女性活躍推進費 環境生活部 共同参画社会推進課 15,000

● 保健福祉部 社会福祉課 10,000

● 保健福祉部 社会福祉課 56,000

● みやぎ文化芸術応援費 環境生活部 消費生活・文化課 42,000

新規 ● みやぎキャッシュレス推進ポイント還元費 経済商工観光部 富県宮城推進室 1,100,000

新規 ● 航空宇宙・医療機器産業認証維持支援費 経済商工観光部 新産業振興課 12,000

● ＩＴ企業誘致加速化支援費 経済商工観光部 新産業振興課 18,000

● サプライチェーン構築支援費 経済商工観光部 産業立地推進課 500,000

経済商工観光部 商工金融課 68,609,000

［債務負担行為］ [248,000]

経済商工観光部 商工金融課 3,639,370

経済商工観光部 商工金融課 266,000

● 商店街ステップアップ支援費 経済商工観光部 商工金融課 31,000

● まちなか活性化パートナー支援費 経済商工観光部 商工金融課 25,500

● 中小企業等事業再構築支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 270,750

新規 ● デジタルインストラクター養成費 経済商工観光部 産業人材対策課 22,000

● オンラインを活用したＩＴ人材育成費 経済商工観光部 産業人材対策課 10,000

新規 ● 副業・兼業人材活用支援費 経済商工観光部 雇用対策課 20,000

● 観光戦略推進費 経済商工観光部 観光政策課 35,000

● 観光地の空間的魅力創出支援費 経済商工観光部 観光政策課 100,000

新規 ● 観光地満足度向上推進費 経済商工観光部 観光政策課 25,000

新規 未来を担う観光人材レベルアップ推進費 経済商工観光部 観光政策課 12,000

被災中小企業者対策資金利子補給（新型コロナウイルス感染症
対応分）

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

事業等の名称

中小企業経営安定資金等貸付金（新型コロナウイルス感染症対
応分）

フードバンク支援費（新型コロナウイルス感染症対応分）

信用保証協会経営基盤強化対策費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 県内教育旅行等支援費 経済商工観光部 観光政策課 10,000

● 域内誘客・周遊促進費 経済商工観光部 観光プロモーション推進室 80,000

新規 ● 畑地転換支援費 農政部 園芸推進課 195,000

● 県産品インターネット販売支援費 農政部 食産業振興課 225,000

新規 県産品対面販売拡大支援費 農政部 食産業振興課 50,000

● 県産農林水産物需要喚起支援費 農政部 食産業振興課 65,700

● 県産水産物販売促進支援費 水産林政部 水産業振興課 275,000

● 水産業労働力確保支援費 水産林政部 水産業振興課 37,000

外国人船員受入支援費 水産林政部 水産業振興課 24,000

新規 土木部 空港臨空地域課 122,884仙台空港需要回復等支援費

事業等の名称



２　被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポート

　（１）　生活再建の状況に応じた切れ目のない支援

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

復興・危機管理部 復興支援・伝承課 30,111

● 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 118,000

復興・危機管理部 復興支援・伝承課 2,862

● 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 277,300

復興・危機管理部 復興支援・伝承課 1,420

● 環境生活部 共同参画社会推進課 106,500

● 環境生活部 共同参画社会推進課 15,400

環境生活部 消費生活・文化課 37,367

環境生活部 消費生活・文化課 2,500

復興・危機管理部 復興支援・伝承課 5,133

復興・危機管理部 復興・危機管理総務課 23,520

● 保健福祉部 社会福祉課 477,308

保健福祉部 社会福祉課 11,240

保健福祉部 子ども・家庭支援課 8,604

保健福祉部 子ども・家庭支援課 38,924

保健福祉部 子ども・家庭支援課 21,882

保健福祉部 障害福祉課 10,000

● 保健福祉部 精神保健推進室 246,000

保健福祉部 精神保健推進室 25,000

● 教育庁ほか 義務教育課ほか 284,933

総務部 私学・公益法人課 12,551

総務部 私学・公益法人課 53,048

教育庁 総務課 352,260

● 　教育庁ほか 義務教育課ほか 815,184

被災児童生徒等就学支援費

公立大学法人宮城大学運営費交付金（震災対応分）

緊急スクールカウンセラー等派遣費

みやぎ県外避難者支援費

子ども・若者支援体制強化費

先進的文化芸術創造拠点形成費

事業等の名称

復興活動支援費

生活福祉資金貸付費（震災対応分）

文化芸術による心の復興支援費

みやぎ地域復興支援費

被災地域交流拠点施設整備支援費

地域コミュニティ再生支援費

ＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援費

被災者住宅確保対策費

被災地域福祉推進費

災害援護資金貸付金

被災地精神保健対策費

私立小中学校授業料軽減特別支援費

子どもの心のケア推進費

親子滞在型支援施設設置費

障害者就労支援事業所等復興支援費

里親等支援センター費

心のケアセンター運営支援費

東日本大震災みやぎこども育英基金助成費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

教育庁 義務教育課 1,650

● 教育庁 義務教育課 276,000

教育庁 生涯学習課 13,355

1 10

　（２）　回復途上にある産業・なりわいの下支え

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

経済商工観光部 企業復興支援室 46,126

● 経済商工観光部 企業復興支援室ほか 3,367,000

経済商工観光部 新産業振興課 40,000

経済商工観光部 商工金融課 40,000

経済商工観光部 観光政策課 20,000

● 経済商工観光部 商工金融課 11,591,000

［債務負担行為］ [20,000]

経済商工観光部 商工金融課 70,000

［債務負担行為］ [158,000]

経済商工観光部 商工金融課 29,000

経済商工観光部 観光政策課 58,200

経済商工観光部 観光プロモーション推進室 54,200

経済商工観光部 観光プロモーション推進室 84,400

● 経済商工観光部 雇用対策課 365,186

［債務負担行為］ [332,000]

経済商工観光部 国際ビジネス推進室 9,900

水産林政部 水産業振興課 15,910

農政部 食産業振興課 30,000

農政部 みやぎ米推進課 4,940

水産林政部 水産業基盤整備課 106,377

被災中小企業者対策資金利子補給（震災対応分）

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費

事業等の名称

県産品風評対策強化費

信用保証協会経営基盤強化対策費（震災対応分）

中小企業施設設備復旧支援費

復興企業相談助言費

商業機能回復支援費

教育旅行誘致促進費

宮城オルレ推進費

観光誘客推進費

被災農地再生支援費

栽培漁業種苗放流支援費

主要水産物販路開拓費

中小企業等復旧・復興支援費

中小企業経営安定資金等貸付金（震災対応分）

みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援費

学習意識調査費

協働教育推進費（震災対応分）

事業等の名称

輸出基幹品目販路開拓費

観光施設再生・立地支援費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

水産林政部 水産業基盤整備課 120,300

保健福祉部 子育て社会推進課 498,226

土木部 空港臨空地域課 13,898

土木部 空港臨空地域課 60,000

土木部 防災砂防課 144,200
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　（３）　東京電力福島第一原子力発電所事故被害への対応

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

● 303,690

環境生活部 自然保護課ほか 11,280

農林水産物放射性物質対策費 農政部 食産業振興課 2,804

農産物放射性物質対策費 農政部 園芸推進課 18,801

粗飼料等放射性物質影響調査費 農政部 畜産課 11,550

肉用牛出荷円滑化推進費 農政部 畜産課 65,798

水産物安全確保対策費 水産林政部 水産業振興課 39,188

林産物放射性物質対策費 水産林政部 林業振興課 154,269

環境生活部 環境対策課 200

経済商工観光部 新産業振興課 316

農産物放射性物質影響緩和対策費 農政部 園芸推進課 10,168

復興・危機管理部 原子力安全対策課 1,018

新規 処理水対策費 復興・危機管理部 原子力安全対策課 3,300

環境生活部
放射性物質

汚染廃棄物対策室 3,947

農政部 畜産課 23,723

環境生活部 自然保護課 9,450

鳥獣害防止対策費 農政部 農山漁村なりわい課 514,402
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海水等放射性物質検査対策費

野生鳥獣適正保護管理費（震災対応分）

航空路線誘致対策促進費

事業等の名称

食の安全確保対策費

放射性物質汚染廃棄物等処理促進費

放射性物質検査対策費

工業製品放射性物質検査対策費

仙台空港地域連携・活性化推進費

漁場生産力回復支援費

待機児童解消推進費

事業等の名称

河川等災害復旧費

給与自粛牧草等処理円滑化費

福島第一原発事故損害賠償請求支援費



　（４）　震災の記憶・教訓の伝承と復興事業のフォローアップ

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

復興・危機管理部 復興支援・伝承課 44,308

東日本大震災伝承推進費 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 6,500

東日本大震災伝承広域連携費 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 2,500

復興・危機管理部 復興支援・伝承課 1,500

● 東日本大震災被災地情報発信費 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 29,769

● 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 29,000

水産林政部 森林整備課 111,472

● 広域防災拠点整備費 土木部 都市計画課 724,500

土木部 道路課 800,000

土木部 河川課 10,000

３．１１伝承・減災プロジェクト推進費 土木部
防災砂防課，
都市計画課 3,000

教育庁 生涯学習課 13,648

総務部 市町村課 805被災市町村職員確保支援費

震災関連資料保存継承費

海岸防災林管理費（公共事業等）

東日本大震災復興検証費

沿岸域景観再生復興費

首都圏復興フォーラム運営費

震災伝承展示管理費

事業等の名称

道路舗装補修費



３　富県宮城を支える県内産業の持続的な成長促進

　（１）　ものづくり産業等の発展と新技術・新産業の創出

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

経済商工観光部 富県宮城推進室 7,472

経済商工観光部 富県宮城推進室 1,235

27,255

経済商工観光部 富県宮城推進室 13,255

経済商工観光部 富県宮城推進室 6,000

経済商工観光部 富県宮城推進室 8,000

経済商工観光部 新産業振興課 8,453

経済商工観光部 新産業振興課 8,500

経済商工観光部 新産業振興課 8,121

経済商工観光部 新産業振興課 6,808

経済商工観光部 新産業振興課 1,881

経済商工観光部 新産業振興課 206,804

経済商工観光部 新産業振興課 15,642

経済商工観光部 新産業振興課 83,085

新規 ● 経済商工観光部 新産業振興課 50,000

経済商工観光部 新産業振興課 8,430

経済商工観光部 新産業振興課 68,678

経済商工観光部 新産業振興課 10,000

新規 ● 経済商工観光部 新産業振興課 1,000,000

経済商工観光部 新産業振興課 9,683

新規 経済商工観光部 新産業振興課 6,000

経済商工観光部 新産業振興課 12,265

● 企画部 地域振興課 16,340

● 企業立地促進奨励金 経済商工観光部 産業立地推進課ほか 3,981,000

事業等の名称

地域経済構造分析推進費

サテライトオフィス設置推進費

伝統的工芸品産業振興費

地域産業創出費

起業家等育成支援費

継続型地域未来創出費

先導型地域未来創出費

ＳＤＧｓ追求型地域産業振興費

富県共創推進費

みやぎ優れＭＯＮＯ発信費

素材先端技術活用推進費

富県宮城技術支援拠点整備費

デジタルエンジニアリング高度化支援費

高度電子機械産業集積促進費

ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進費

ものづくり基盤技術高度化支援費

次世代リーダー育成支援費

放射光施設設置推進費

新規参入・新産業創出等支援費

地域企業競争力強化支援費

次世代素材活用推進費

ものづくり中核企業ＡＩ・ＩｏＴ導入等支援費

放射光施設設置推進支援費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

経済商工観光部 産業立地推進課 2,126

経済商工観光部 産業立地推進課 13,833

工場立地基盤整備貸付金 経済商工観光部 産業立地推進課 800,000

経済商工観光部 産業立地推進課 50,000

経済商工観光部 新産業振興課 28,313

経済商工観光部 新産業振興課 28,827

● 経済商工観光部 新産業振興課 46,300

経済商工観光部 産業立地推進課 100,000

● 経済商工観光部 自動車産業振興室 11,000

経済商工観光部 自動車産業振興室 57,000

経済商工観光部 自動車産業振興室 65,427

経済商工観光部 中小企業支援室 20,215

経済商工観光部 中小企業支援室 34,846

経済商工観光部 国際政策課 6,077

経済商工観光部 国際政策課 9,559

経済商工観光部 国際ビジネス推進室 14,381

経済商工観光部 国際ビジネス推進室 1,304

東アジア経済交流促進費 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 1,104

東南アジア経済交流促進費 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 10,450

● 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 9,750

中小企業販路開拓総合支援費

ものづくり海外販路開拓支援費

北米及び欧州における販路開拓・定着促進費

姉妹友好関係等活用型海外販路開拓費

みやぎグローバルビジネス総合支援費

外資系企業誘致促進費

自動車関連産業特別支援費

取引拡大チャレンジ支援費

高水質浄水施設整備支援費

次世代自動車技術実証推進費

ユニバーサルデザインタクシー普及促進費

ＡＩ・ＩｏＴ産業創出・活用促進支援費

みやぎＩＴ商品販売・導入促進費

産業用地整備促進費

ＩＴ人材採用・育成支援費

企業誘致活動費

宮城県立地企業雇用確保支援対策費

事業等の名称



　（２）　観光産業と商業・サービス業の振興

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 戦略的関係人口構築・活用費 企画部 総合政策課 1,000

企画部 総合政策課 3,816

環境生活部 食と暮らしの安全推進課 14,170

経済商工観光部 富県宮城推進室 7,472

経済商工観光部 富県宮城推進室 1,235

27,255

経済商工観光部 富県宮城推進室 13,255

経済商工観光部 富県宮城推進室 6,000

経済商工観光部 富県宮城推進室 8,000

● 経済商工観光部 商工金融課 123,136,000

［債務負担行為］ [1,094,000]

経済商工観光部 商工金融課 1,000,000

経済商工観光部 商工金融課 139,000

経済商工観光部 商工金融課 19,000

経済商工観光部 商工金融課 17,000

経済商工観光部 商工金融課 6,806

経済商工観光部 商工金融課 7,842

経済商工観光部 商工金融課 1,737

新規 ● 経済商工観光部 中小企業支援室 158,000

経済商工観光部 商工金融課 4,000

経済商工観光部 観光政策課 15,259

経済商工観光部 観光政策課 4,338

経済商工観光部 観光政策課 58,200

経済商工観光部 観光政策課 61,000

小規模宿泊施設普及拡大費

中小企業経営安定資金等貸付金

富県宮城資金円滑化支援費

次世代型商店街形成支援費

信用保証協会経営基盤強化対策費（通常資金分）

中小企業金融対策費

商店街ＮＥＸＴリーダー創出費

地域の買い物機能強化支援費

先導型地域未来創出費（再掲）

ＳＤＧｓ追求型地域産業振興費（再掲）

地域産業創出費（再掲）

教育旅行誘致促進費（再掲）

継続型地域未来創出費（再掲）

販路拡大推進支援費

地域特産品等販路開拓等支援費

外国人観光客受入環境整備促進費

みやぎ観光振興会議運営費

松島湾周遊体験観光地整備費

中小企業等デジタル化支援費

地域経済構造分析推進費（再掲）

富県共創推進費（再掲）

事業等の名称

地域連携推進費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

経済商工観光部 観光プロモーション推進室 54,200

● 経済商工観光部 観光プロモーション推進室 84,400

経済商工観光部 観光政策課 224,025

● 経済商工観光部 観光プロモーション推進室 44,168

経済商工観光部 観光プロモーション推進室 92,000

農政部 農山漁村なりわい課 4,703

　（３）　地域を支える農林水産業の国内外への展開

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

環境生活部 食と暮らしの安全推進課 1,584

食品検査対策費 環境生活部 食と暮らしの安全推進課 32,289

販路拡大推進支援費（再掲） 経済商工観光部 商工金融課 1,737

経済商工観光部 商工金融課 4,000

経済商工観光部 国際政策課 6,077

経済商工観光部 国際政策課 9,559

経済商工観光部 国際ビジネス推進室 25,293

拡充 ● 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 20,256

農政部 食産業振興課 5,485

農政部 食産業振興課 216,487

● 農政部 食産業振興課 59,000

農政部 食産業振興課 29,284

農政部
農業政策室，
農業振興課 1,238

農政部 農山漁村なりわい課 23,000

新世代アグリビジネス総合推進費 農政部 農業振興課 185,412

● 農政部
農業振興課，

畜産課 31,221

気候変動適応技術開発推進費 農政部 農業振興課 28,790

首都圏県産品販売等拠点運営費

農山漁村発イノベーション対策費

みやぎ食の安全安心県民総参加運動費

むらまち交流拡大推進費

県産ブランド品確立支援費

事業等の名称

アグリテック活用推進費

県産品デジタルマーケティングモデル構築費

宮城オルレ推進費（再掲）

観光誘客推進費（再掲）

外国人観光客誘致促進費

みやぎ観光戦略受入基盤整備費

みやぎ観光デジタルプロモーション費

東南アジア県産品マーケティング等支援費

北米及び欧州における販路開拓・定着促進費（再掲）

事業等の名称

食材バリューチェーン構築推進費

姉妹友好関係等活用型海外販路開拓費（再掲）

地域特産品等販路開拓等支援費（再掲）

県産食品海外ビジネスマッチング支援費

みやぎの農業参入サポート推進費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

● 農政部 みやぎ米推進課 81,934

農政部 みやぎ米推進課 55,428

ＧＡＰ認証取得推進費 農政部
みやぎ米推進課，

畜産課 5,415

農政部 みやぎ米推進課 3,980

新規 農政部 園芸推進課 195,000

● 266,850

農政部 園芸推進課 24,718

農政部 園芸推進課 68,432

農政部 園芸推進課 24,000

農政部 園芸推進課 83,000

農政部 園芸推進課 63,000

農政部 園芸推進課 3,700

農政部 園芸推進課 65,000

農地中間管理事業費 農政部 農業振興課 230,395

［債務負担行為］ ［25,000］

農政部 農業振興課 187,000

農政部 農村整備課ほか 12,911,755

[386,000]

乳用牛群検定普及定着化推進費 農政部 畜産課 5,699

第１２回鹿児島全共出品対策費 農政部 畜産課 8,132

みやぎの畜産銘柄推進強化費 農政部 畜産課 3,509

新規 ● 農政部 畜産課 24,530

みやぎの牛づくり活性化対策費 農政部 畜産課 38,504

● 水産林政部 水産業振興課 285,372

［債務負担行為］ ［642,000］

みやぎの主要農作物種子等生産体制整備費

機構集積協力金

いちご１００億円産地育成推進費

採卵養鶏・養豚ＩＣＴ化・販路開拓促進費

産地生産基盤パワーアップ推進費

水田農業高収益作物導入推進費

園芸作物サプライチェーン構築費

みやぎの園芸振興プロジェクト推進費

みやぎの園芸法人ステージアップ推進費

大規模園芸総合推進費

養殖生産体制強化費

農業農村整備費（公共事業）

［債務負担行為］

データ駆動型農業実践支援費

事業等の名称

作付転換支援費（園芸作物）

畑地転換支援費（再掲）

実需対応型みやぎ米普及費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 ● 水産林政部
水産業振興課，

水産業基盤整備課 7,842

水産林政部 水産業振興課 4,300

有用貝類毒化監視対策費 水産林政部 水産業基盤整備課 8,814

水産林政部 水産業基盤整備課 11,297

養殖振興プラン推進費 水産林政部 水産業基盤整備課 12,566

養殖海水温上昇対策費 水産林政部 水産業基盤整備課 7,513

水産林政部 水産業基盤整備課 1,400

水産林政部 水産業基盤整備課 12,309

栽培漁業推進費 水産林政部 水産業基盤整備課 27,850

水産林政部 漁港復興推進室 1,684,614

森林認証取得支援費 水産林政部 林業振興課 3,700

● 水産林政部 林業振興課 12,466

水産林政部 林業振興課 68,902

水産林政部 林業振興課 1,900

水産林政部 林業振興課 375,000

水産林政部 林業振興課 466,297

　（４）　若者をはじめとした多様な産業人材の育成・確保

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 人口減少・少子化等地域対策強化費 企画部 地域振興課 35,000

移住・定住推進体制強化費 企画部 地域振興課 64,149

移住支援金支給費 企画部 地域振興課 76,620

サテライトオフィス設置推進費（再掲） 企画部 地域振興課 16,340

企画部 総合政策課 3,816

企画部 デジタルみやぎ推進課 26,180

環境生活部 共同参画社会推進課 8,542

漁港漁場整備費（公共事業）

秋さけ来遊資源安定化推進費

森林管理道整備費（公共事業）

事業等の名称

地域連携推進費（再掲）

伊達いわな生産体制強化推進費

女性活躍推進費

みやぎ材イノベーション創出支援費

ＣＬＴ活用建築物普及推進費

水産物流通・販路拡大支援費

持続可能なみやぎの漁場環境づくり推進費

デジタルみやぎ推進費

みやぎ材新流通システム構築推進費

林業成長産業化総合対策費

スマート水産業推進費

事業等の名称



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 女性応援プロジェクト推進費 環境生活部 共同参画社会推進課 19,500

27,255

経済商工観光部 富県宮城推進室 13,255

経済商工観光部 富県宮城推進室 6,000

経済商工観光部 富県宮城推進室 8,000

拡充 蛻変プロジェクト推進費 経済商工観光部 富県宮城推進室 23,000

経済商工観光部 商工金融課 123,136,000

［債務負担行為］ [1,094,000]

水産林政部 水産業振興課 150,000

水産林政部 林業振興課 100,000

経済商工観光部 商工金融課 1,000,000

経済商工観光部 商工金融課 139,000

経済商工観光部 商工金融課 19,000

県中小企業支援センター運営費 経済商工観光部 中小企業支援室 195,257

創業加速化支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 69,125

みやぎ創業推進支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 10,925

新事業創出支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 19,000

生産現場改善強化支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 41,285

事業承継支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 16,625

経済商工観光部 中小企業支援室 32,732

水産加工業競争力強化支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 54,429

経済商工観光部 産業人材対策課 1,437

ものづくり人材育成確保対策費 経済商工観光部 産業人材対策課 35,713

みやぎｄｅインターンシップ促進費 経済商工観光部 産業人材対策課 17,046

課題解決型インターンシップ推進費 経済商工観光部 産業人材対策課 4,872

林業・木材産業改善資金貸付金（特別会計）

小規模事業者伴走型支援体制強化費

ＳＤＧｓ追求型地域産業振興費（再掲）

中小企業経営安定資金等貸付金（再掲）

地域産業創出費（再掲）

継続型地域未来創出費（再掲）

事業等の名称

産業人材育成プラットフォーム推進費

沿岸漁業改善資金貸付金（特別会計）

先導型地域未来創出費（再掲）

信用保証協会経営基盤強化対策費（通常資金分）（再掲）

富県宮城資金円滑化支援費（再掲）

中小企業金融対策費（再掲）



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

経済商工観光部 産業人材対策課 11,264

経済商工観光部 産業人材対策課 7,284

拡充 ● 安定就労に向けた人材育成費 経済商工観光部 産業人材対策課 19,000

新規 ● 高等技術専門校再編整備費 経済商工観光部 産業人材対策課 92,200

［債務負担行為］ [138,000]

働き方改革促進費 経済商工観光部 雇用対策課 6,365

● 移住・起業・就業支援費 111,370

ＵＩＪターン就業者支援費 企画部ほか 地域振興課ほか 93,320

ＵＩＪターン起業者支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 18,050

● 39,373

経済商工観光部 雇用対策課 25,023

ＵＩＪターン学生支援費 経済商工観光部 雇用対策課 14,350

経済商工観光部 雇用対策課 58,979

宮城ＵＩＪターン助成費 経済商工観光部 雇用対策課 38,000

● みやぎ人財活躍推進費 経済商工観光部 雇用対策課 143,300

拡充 ● 経済商工観光部 国際政策課 21,000

新規 経済商工観光部 国際政策課 10,100

新規 経済商工観光部 国際政策課 7,484

新規 ● 経済商工観光部 国際政策課 2,500

● 農政部ほか 農業振興課ほか 571,247

新規 人・農地将来ビジョン確立・実現支援費 農政部 農業振興課 20,700

● 水産林政部 水産業振興課 39,384

拡充 ● 水産林政部 林業振興課 21,428

水産業人材・経営体育成推進費

みやぎ森林・林業未来創造カレッジ運営費

プロフェッショナル人材戦略拠点運営費

ＵＩＪターン学生等就職支援拠点運営費

外国人材マッチング支援費

外国人材高度化転換支援費

日本語学校開設検討費

農林水産業担い手対策費

地域日本語教育体制構築費

ＵＩＪターン学生等就職支援費

社会人との対話によるキャリア形成支援費

事業等の名称

みやぎ学生・企業コミュ活促進費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

利子補給 180,418

農政部 農業振興課 94,866

［債務負担行為］ ［111,325］

水産林政部 水産業振興課 85,552

［債務負担行為］ ［202,869］

農政部 農村整備課 359,684

　（５）　宮城・東北の価値を高める産業基盤の整備・活用

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

企画部 総合政策課 3,816

経済商工観光部 商工金融課 123,136,000

［債務負担行為］ [1,094,000]

経済商工観光部 商工金融課 1,000,000

経済商工観光部 商工金融課 139,000

経済商工観光部 商工金融課 19,000

土木部 道路課 627,000

土木部 道路課 41,800

港湾事業費（公共事業等） 土木部 港湾課 892,407

2,891,771

土木部 港湾課 2,021,000

［債務負担行為］ [60,000]

仙台国際貿易港振興対策費 土木部 港湾課 3,888

土木部 港湾課 866,883

土木部 空港臨空地域課 13,293

土木部 空港臨空地域課 13,898

土木部 空港臨空地域課 60,000

富県宮城資金円滑化支援費（再掲）

信用保証協会経営基盤強化対策費（通常資金分）（再掲）

中小企業経営安定資金等貸付金（再掲）

農業経営高度化支援費（公共事業）

事業等の名称

仙台港区事業費（公共事業等）

仙台国際貿易港整備費（特別会計）

仙台塩釜港仙台港区整備費（公共事業等）

みやぎ県北高速幹線道路整備費（公共事業）

航空路線誘致対策促進費（再掲）

仙台空港６００万人・５万トン実現推進費

仙台空港地域連携・活性化推進費（再掲）

広域道路ネットワーク整備費（公共事業）

農業近代化資金

漁業近代化資金

中小企業金融対策費（再掲）

地域連携推進費（再掲）

事業等の名称



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 土木部 空港臨空地域課 1,000

新規 土木部 空港臨空地域課 122,884

新規 企業局 水道経営課 35,935

警察本部 警察本部 6,500

仙台空港需要回復等支援費（再掲）

企業立地型交通安全施設整備費

仙台空港国際貨物拡大促進費

上工下水一体官民連携運営費（企業会計）

事業等の名称



４　社会全体で支える宮城の子ども・子育て

　（１）　結婚・出産・子育てを応援する環境の整備

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 ● 企画部 総合政策課 1,000,000

新規 ● 人口減少・少子化等地域対策強化費（再掲） 企画部 地域振興課 35,000

新規 ● 企画部 スポーツ振興課 13,840

環境生活部 共同参画社会推進課 8,542

新規 女性応援プロジェクト推進費（再掲） 環境生活部 共同参画社会推進課 19,500

保健福祉部 医療政策課 3,011,009

保健福祉部 医療政策課 144,123

保健福祉部 医療政策課 35,902

● 保健福祉部 子ども・家庭支援課 1,400,000

保健福祉部 子ども・家庭支援課 187,000

保健福祉部 子ども・家庭支援課 9,482

保健福祉部 子ども・家庭支援課 5,777

新規 ● 保健福祉部 子ども・家庭支援課 40,000

保健福祉部 子ども・家庭支援課 259,976

保健福祉部 子育て社会推進課 2,715

保健福祉部 子育て社会推進課 41,190

保健福祉部 子育て社会推進課 200,190

新規 ● 保健福祉部 子育て社会推進課 12,000

新規 ●
保健福祉部

経済商工観光部
水産林政部

子育て社会推進課
中小企業支援室

林業振興課
11,423

保健福祉部 子育て社会推進課 245,980

保健福祉部 子育て社会推進課 47,712

保健福祉部 子育て社会推進課 546,053

● 保健福祉部 子育て社会推進課 498,226

● 保健福祉部 子育て社会推進課 2,800,000

次世代育成・応援基金造成費

小学校入学準備支援費

保育士離職防止支援費

こども病院運営費負担金

周産期医療対策費

認定こども園促進費

女性活躍推進費（再掲）

乳幼児医療助成費

不妊検査費用助成費

結婚応援パスポート・子育て支援パスポート普及費

地域子ども・子育て支援費

子育て世帯支援貸付金

子育て支援県民運動推進費

不妊治療医療助成費

待機児童解消推進費（再掲）

小児救急医療対策費

乳幼児精神発達精密健診等支援費

保育士確保支援費

事業等の名称

不妊・不育症支援費

総合型地域スポーツクラブと連携した子育て支援費

母子父子家庭医療助成費

みやぎ・どこでも授乳室プロジェクト推進費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

保健福祉部 子育て社会推進課 14,798

● 保健福祉部 子育て社会推進課 38,000

保健福祉部 子育て社会推進課 2,625

保健福祉部 子育て社会推進課 17,337

● 保健福祉部ほか 子育て社会推進課ほか 3,993,602

拡充 ● 保健福祉部 子育て社会推進課 122,000

保健福祉部 子ども・家庭支援課 38,278

新規 保健福祉部 子ども・家庭支援課 189,343

保健福祉部 子ども・家庭支援課 6,252

保健福祉部 精神保健推進室 8,000

拡充 ● 保健福祉部 精神保健推進室 46,395

● 保健福祉部 精神保健推進室 122,480

　（２）　家庭・地域・学校の連携・協働による子どもを支える体制の構築

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

保健福祉部 社会福祉課 13,500

保健福祉部 社会福祉課 46,713

保健福祉部 子ども・家庭支援課 21,882

保健福祉部 子ども・家庭支援課 1,200

保健福祉部 子ども・家庭支援課 20,385

保健福祉部 子ども・家庭支援課 104,996

保健福祉部 子ども・家庭支援課 38,924

保健福祉部 子ども・家庭支援課 2,546

保健福祉部 子ども・家庭支援課 27,195

● 保健福祉部 子育て社会推進課 23,000

水産林政部 水産業振興課 657

子どもの貧困対策推進費

フードバンク支援費

学習支援費

子ども食堂魚食普及活動支援費

養育費確保対策費

幼児教育無償化推進費

親子滞在型支援施設設置費（再掲）

要保護児童学習支援費

子どもメンタルサポート推進費

児童虐待対策費

里親等支援センター費（再掲）

子ども・子育て支援人材育成費

多様な子どもの安心子育て支援費

認可外保育施設事故防止推進費

保育士・保育所支援センター設置費

少子化対策支援市町村交付金

若い世代への少子化対策強化費

母子保健指導普及費

医療的ケア等体制整備推進費

発達障害児者総合支援費

事業等の名称

児童養護施設整備支援費

ＤＶ被害者支援費

乳児院整備支援費

事業等の名称



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 ● 保健福祉部 子ども・家庭支援課 6,043

新規 ● 保健福祉部 子ども・家庭支援課 17,000

教育庁 教育企画室 7,048

教育庁 義務教育課 2,403

拡充 ● コミュニティ・スクール推進費 15,614

教育庁 義務教育課 454

教育庁 高校教育課 12,660

新規 県立特別支援学校コミュニティ・スクール推進費 教育庁 特別支援教育課 2,500

家庭教育支援費 教育庁 生涯学習課 5,015

教育庁 生涯学習課 65,651

　（３）　多様で変化する社会に適応し，活躍できる力の育成

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

環境生活部 共同参画社会推進課 3,260

基本的生活習慣定着促進費（再掲） 教育庁 教育企画室 7,048

教育庁 義務教育課 2,403

拡充 教育ＩＣＴ活用促進費 教育庁 教育企画室 48,847

拡充 ● 学力向上推進費 教育庁 義務教育課ほか 74,439

教育庁 高校教育課 37,864

拡充 ● 教育庁
義務教育課，

保健体育安全課 38,542

地域部活動実践研究費 教育庁 保健体育安全課 5,800

英語力向上推進費 教育庁 義務教育課 5,955

志教育支援費 教育庁 義務教育課 4,090

高等学校志教育推進費 教育庁 高校教育課 2,071

教育庁 義務教育課 4,267

教育庁 高校教育課 2,929

事業等の名称

ヤングケアラー支援体制整備費

基本的生活習慣定着促進費

進路達成支援費

学ぶ土台づくり普及啓発費（再掲）

みやぎ若者活躍応援費

協働教育推進費

社会的養護従事者処遇改善支援費

事業等の名称

小中学校コミュニティ・スクール推進費

県立高校コミュニティ・スクール推進費

個別最適な学びに関するモデル事業費

部活動指導員配置促進費

地学地就産業人材育成費

学ぶ土台づくり普及啓発費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

みやぎグローバル人材育成費 教育庁
教職員課，
高校教育課 123,845

みやぎクラフトマン２１事業費 教育庁 高校教育課 4,880

英語実践力向上推進費 教育庁 高校教育課 4,222

教育庁 保健体育安全課 1,327

教育庁 保健体育安全課 5,796

　（４）　安心して学び続けることができる教育体制の整備

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

拡充 ● 教育ＩＣＴ活用促進費（再掲） 教育庁 教育企画室 48,847

新規 外国人児童生徒受入拡大対応費 教育庁 教育企画室 13,265

拡充 スクールサポートスタッフ配置費 教育庁 教職員課 20,075

教育庁 教職員課 9,678

教育相談充実費 教育庁 義務教育課 161,814

● 教育庁
義務教育課，
高校教育課 424,249

拡充 ● 教育庁 義務教育課 26,523

魅力ある学校づくり推進費 教育庁 義務教育課 870

教育庁 義務教育課 4,267

総合教育相談費 教育庁 高校教育課 37,413

教育庁 高校教育課 105,597

ＩＣＴ教育環境整備促進費 教育庁 高校教育課 22,155

特別支援教育総合推進費 教育庁 特別支援教育課 8,012

特別支援学校外部専門家活用費 教育庁 特別支援教育課 6,362

拡充 医療的ケア推進費 教育庁 特別支援教育課 244,070

共に学ぶ教育推進モデル事業費 教育庁 特別支援教育課 2,788

新規 学びの多様性を活かした教育プログラム開発費 教育庁 特別支援教育課 3,000

教育庁 特別支援教育課 4,828

事業等の名称

個別最適な学びに関するモデル事業費（再掲）

不登校等児童生徒学び支援教室運営費

ＩＣＴを活用した研究・研修推進費

いじめ対策・不登校児童生徒支援等推進費

体力・地域スポーツ力向上推進費

事業等の名称

特別支援学校プログラミング教育推進費

高等学校スクールカウンセラー活用費

子どもの体力運動能力充実費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

● 県立学校施設整備費 教育庁 施設整備課 14,358,317

［債務負担行為］ [1,609,000]

特別支援学校狭隘化対策費 教育庁 特別支援教育課 80,544

保健福祉部ほか 子育て社会推進課ほか 3,993,602

遺児等修学支援費 教育庁 総務課 157,770

拡充 ● 私立学校助成費 総務部 私学・公益法人課 10,449,587

私立学校施設設備災害対策費 総務部 私学・公益法人課 2,829

私立高等学校不登校生徒支援費 総務部 私学・公益法人課 24,000

私立高等学校安全設備整備助成費 総務部 私学・公益法人課 10,000

私立高等学校入学金軽減支援費 総務部 私学・公益法人課 36,000

● 私立高等学校等就学支援費 総務部 私学・公益法人課 4,144,201

私立高等学校等修学支援費 総務部 私学・公益法人課 254,596

私立専門学校修学支援費 総務部 私学・公益法人課 1,250,000

公立大学法人宮城大学修学支援費 総務部 私学・公益法人課 110,000

● 公立高等学校就学支援費 教育庁 高校教育課 3,855,704

高等学校等修学支援費 教育庁 高校教育課 669,982

総務部 私学・公益法人課 2,382,033

事業等の名称

公立大学法人宮城大学運営費交付金

幼児教育無償化推進費（再掲）



５　誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり

　（１）　就労や地域活動を通じた多様な主体の社会参画の促進

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

総務部 広報課 23,639

企画部 総合政策課 3,816

新規 企画部 地域振興課 5,600

新規 企画部 地域振興課 35,000

● 企画部 地域振興課 64,149

企画部 地域振興課 76,620

企画部 地域振興課 16,340

● 環境生活部 共同参画社会推進課 5,460

環境生活部 共同参画社会推進課 3,260

環境生活部 共同参画社会推進課 8,542

新規 ● 女性応援プロジェクト推進費（再掲） 環境生活部 共同参画社会推進課 19,500

拡充 ● 環境生活部 食と暮らしの安全推進課 9,800

保健福祉部 社会福祉課 6,371

保健福祉部 社会福祉課 26,748

保健福祉部 社会福祉課 18,904

保健福祉部 子ども・家庭支援課 14,492

保健福祉部 子ども・家庭支援課 39,989

保健福祉部 社会福祉課 144,056

保健福祉部 障害福祉課 73,468

保健福祉部 障害福祉課 5,000

新規 保健福祉部 障害福祉課 10,000

新規 保健福祉部 障害福祉課 4,300

保健福祉部 障害福祉課 24,236

経済商工観光部 雇用対策課 4,459

事業等の名称

地域連携推進費（再掲）

地域共生社会形成推進費

移住・定住推進体制強化費（再掲）

サテライトオフィス設置推進費（再掲）

宮城県戦略的魅力発信費

みやぎ若者活躍応援費（再掲）

女性活躍推進費（再掲）

過疎地域等特定地域振興推進費

人口減少・少子化等地域対策強化費（再掲）

ＮＰＯ活動推進費

福祉・介護人材マッチング機能強化費

動物愛護推進費

図書館蔵書デジタル化拠点整備費

退所児童等アフターケア体制整備費

ひとり親自立支援費

障害者就業・生活支援費

ＢＰＯを活用した障害者工賃向上モデル推進費

生活困窮者自立支援費

移住支援金支給費（再掲）

生活福祉資金貸付費

就労移行支援事業所機能強化費

働く障害者のための官民応援共生社会推進費

新規学卒者等就職支援費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 ● 経済商工観光部 雇用対策課 34,000

● 経済商工観光部 雇用対策課 34,193

経済商工観光部 雇用対策課 56,811

経済商工観光部 雇用対策課 1,990

経済商工観光部 雇用対策課 53,000

経済商工観光部 国際政策課 12,274

拡充 経済商工観光部 国際政策課 21,000

新規 経済商工観光部 国際政策課 10,100

新規 経済商工観光部 国際政策課 7,484

新規 経済商工観光部 国際政策課 2,500

新規 ● 外国人児童生徒受入拡大対応費（再掲） 教育庁 教育企画室 13,265

新規 ● 農政部 農業振興課 22,000

農政部 農業振興課 5,853

農政部 農山漁村なりわい課 28,659

農政部 農山漁村なりわい課 25,079

新規 ● 水産林政部 水産業振興課 5,000

拡充 ● 企画部 企画総務課 29,500

　（２）　文化芸術・スポーツ活動と生涯学習の振興

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 ● 企画部 スポーツ振興課 10,900

新規 企画部 スポーツ振興課 40,000

企画部 スポーツ振興課 136,540

企画部 スポーツ振興課 7,420

環境生活部 消費生活・文化課 14,900

環境生活部 消費生活・文化課 37,367

日本語学校開設検討費（再掲）

地域日本語教育体制構築費（再掲）

Ｚ世代推し事（お仕事）はかどるプロジェクト推進費

多文化共生推進費

みやぎの若者の職業的自立支援対策費

オリンピック・パラリンピック競技大会レガシー継承費

外国人材マッチング支援費（再掲）

就職氷河期世代支援費

みやぎ農業女子育成プロジェクト推進費

地域資源・キャリア人材フル活用推進費

みやぎ型農福連携推進費

外国人材高度化転換支援費（再掲）

事業等の名称

プロスポーツチームとの連携によるスポーツ機会拡大費

スポーツ選手強化対策費

広域スポーツセンター事業費

令和のむらづくり推進費

事業等の名称

水産加工業女性活躍推進費

県制１５０周年記念事業費

みやぎ県民文化創造の祭典開催費

先進的文化芸術創造拠点形成費（再掲）

障害者雇用プラスワン推進費

若年者就職支援ワンストップセンター運営費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 ● 環境生活部 消費生活・文化課 369,700

［債務負担行為］ [524,000]

新規 環境生活部 消費生活・文化課 15,514

［債務負担行為］ [21,000]

● 環境生活部 消費生活・文化課 651,500

［債務負担行為］ [1,216,000]

教育庁 生涯学習課 1,632

教育庁 生涯学習課 14,886

● 教育庁 生涯学習課 53,586

拡充 ● 教育庁 文化財課 125,720

新規 ● 教育庁 義務教育課 11,142

　（３）　生涯を通じた健康づくりと持続可能な医療・介護サービスの提供

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

保健福祉部 健康推進課 17,814

● スマートみやぎプロジェクト推進費 保健福祉部 健康推進課 21,505

保健福祉部 健康推進課 10,390

みやぎのデータヘルス推進費 保健福祉部 健康推進課 5,209

受動喫煙防止対策推進費 保健福祉部 健康推進課 2,678

保健福祉部 健康推進課 35,237

保健福祉部 健康推進課 2,088

保健福祉部 健康推進課 1,517

糖尿病医療従事者養成費 保健福祉部 健康推進課 10,000

保健福祉部 健康推進課 3,879

保健福祉部 医療人材対策室 108,142

[42,000]

みやぎ２１健康プラン推進費

公立夜間中学校設置支援費

県民会館・ＮＰＯプラザ複合施設整備推進費

地域・大学連携による健康づくり対策促進費

みやぎの食育推進費

自治体病院等医師確保対策費

多賀城創建１３００年記念事業費

県民会館・ＮＰＯプラザ複合施設整備費

事業等の名称

事業等の名称

働き盛り世代の歯周疾患対策費

生涯学習プラットフォーム運用費

図書館貴重資料保存修復費

美術館リニューアル整備費

働く人のための健康づくりプラス推進費

歯科保健対策費

［債務負担行為］

慶長使節船ミュージアム展示等リニューアル整備費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

● 保健福祉部 医療人材対策室 220,885

拡充 ● 保健福祉部 医療人材対策室 33,420

保健福祉部 医療人材対策室 1,000

保健福祉部 医療政策課 3,440,776

救急医療施設運営費 保健福祉部 医療政策課 201,730

保健福祉部 医療政策課 24,494

保健福祉部 医療政策課 96,203

保健福祉部 医療政策課 19,580

拡充 ● ドクターヘリ運航費 保健福祉部 医療政策課 277,498

保健福祉部 医療政策課 210,000

● 保健福祉部 医療政策課 240,000

● 保健福祉部 医療政策課 600,900

新規 ● 保健福祉部 医療政策課 83,600

保健福祉部 医療人材対策室 1,842

保健福祉部 医療人材対策室 201,686

保健福祉部 医療人材対策室 6,233

保健福祉部 医療人材対策室 2,153

新規 ● 保健福祉部 医療人材対策室 429,867

保健福祉部 医療人材対策室 93,514

保健福祉部 社会福祉課 691

認知症地域ケア推進費 保健福祉部 長寿社会政策課 10,857

保健福祉部 長寿社会政策課 53,264

保健福祉部 長寿社会政策課 22,959

● 保健福祉部 長寿社会政策課 156,000

看護職員定着促進費

認知症疾患医療センター運営支援費

救急電話相談費

救急搬送情報共有システム運営費

看護職員等処遇改善支援費

仙台医療圏地域医療構想推進費

病床機能再編支援費

看護職員確保総合対策費

救急患者退院コーディネーター配置費

地域の中核的な病院整備推進費

県立病院機構運営費負担金

医学生交流支援費

病床機能分化・連携推進基盤整備費

認知症対策費

病院内保育所運営費

ロボット等介護機器導入促進費

女性医師就労支援費

保健師確保対策費

看護師養成所支援費

バリアフリーみやぎ推進費

事業等の名称

医療機関勤務環境改善費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

82,451

保健福祉部 医療政策課 25,195

保健福祉部 医療政策課 19,098

拡充 ● 保健福祉部 長寿社会政策課 34,588

保健福祉部 薬務課 3,570

保健福祉部 長寿社会政策課 42,409

保健福祉部 長寿社会政策課 11,990

介護人材確保推進費 保健福祉部 長寿社会政策課 48,400

介護職員初任者研修受講支援費 保健福祉部 長寿社会政策課 32,070

拡充 ● 保健福祉部 長寿社会政策課 197,140

保健福祉部 長寿社会政策課 33,600

保健福祉部 社会福祉課 20,524

新規 ● 保健福祉部 長寿社会政策課 2,957,000

拡充 ● 1,492,400

拡充 保健福祉部 長寿社会政策課 1,362,400

新規 保健福祉部 長寿社会政策課 130,000

保健福祉部 長寿社会政策課 2,633,348

保健福祉部 長寿社会政策課 68,850

がん対策総合推進費 保健福祉部 健康推進課 92,656

がん患者生殖機能温存治療助成費 保健福祉部 健康推進課 6,081

感染症対策費 76,246

エイズ等対策費 保健福祉部 疾病・感染症対策課 3,661

感染症指定医療機関運営助成費 保健福祉部 疾病・感染症対策課 72,585

保健福祉部 疾病・感染症対策課 1,500

保健福祉部 疾病・感染症対策課 185,985

高齢者施設職員処遇改善支援費

介護人材確保対策緊急アクションプラン推進費

肝炎対策費

地域密着型介護基盤等整備費

地域介護・福祉空間整備等支援費

生活支援サービス開発支援費

予防接種対策費

福祉系高校修学資金等貸付金

在宅医療連携推進費

在宅医療人材育成費

認定薬局等の整備促進費

介護保険研修推進費

地域包括ケア総合推進・支援費

介護職員就業促進プロジェクト推進費

地域包括ケアシステム体制推進費

事業等の名称

特別養護老人ホーム建設等支援費

特別養護老人ホーム等大規模改修支援費

特別養護老人ホーム建設支援費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

保健福祉部 疾病・感染症対策課ほか 5,313

保健福祉部 精神保健推進室 114,271

保健福祉部 精神保健推進室 2,546

保健福祉部 精神保健推進室 9,852

保健福祉部 精神保健推進室 5,907

保健福祉部 薬務課 4,032

保健福祉部 薬務課 11,174

　（４）　障害の有無に関わらず安心して暮らせる社会の実現

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

保健福祉部 医療政策課 25,195

保健福祉部 疾病・感染症対策課 11,858

保健福祉部 疾病・感染症対策課 21,730

ＡＬＳ等総合対策費 保健福祉部 疾病・感染症対策課 7,533

情報保障・合理的配慮推進費 保健福祉部 障害福祉課 28,628

保健福祉部 精神保健推進室 2,196

保健福祉部 精神保健推進室 31,750

保健福祉部 精神保健推進室 3,232

保健福祉部 精神保健推進室 66,036

保健福祉部 障害福祉課 2,070,000

障害福祉関係施設人材確保支援費 保健福祉部 障害福祉課 8,763

新規 ● 保健福祉部 障害福祉課 1,169,000

● 保健福祉部 障害福祉課 17,000

保健福祉部 障害福祉課 6,054

新規 保健福祉部 障害福祉課 8,265

保健福祉部 障害福祉課 37,752

新型インフルエンザ対策費

高次脳機能障害者支援費

障害者医療助成費

障害者虐待防止・差別解消推進費

障害福祉施設介護人材確保・育成支援費

聴覚障害者情報センター運営費

精神科救急医療システム運営費

依存症対策総合支援費

骨髄提供希望者登録推進費

薬剤師確保対策費

難病等在宅患者対策費

事業等の名称

在宅医療連携推進費（再掲）

障害者差別のない共生社会推進費

自死対策費

難病特別対策推進費

てんかん地域診療連携体制整備費

摂食障害治療支援費

自死対策強化費

ひきこもり対策推進費

障害福祉施設職員処遇改善支援費

事業等の名称



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

拡充 保健福祉部 精神保健推進室 46,395

保健福祉部 精神保健推進室 122,480

保健福祉部 障害福祉課 73,468

保健福祉部 障害福祉課 5,000

新規 保健福祉部 障害福祉課 10,000

新規 ● 保健福祉部 障害福祉課 4,300

保健福祉部 障害福祉課 24,236

保健福祉部 精神保健推進室 1,709

保健福祉部 障害福祉課 1,348,028

● 保健福祉部 障害福祉課 1,652,778

[1,589,000]

教育庁 特別支援教育課 8,012

教育庁 特別支援教育課 2,788

　（５）　暮らし続けられる安全安心な地域の形成

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

企画部 地域交通政策課 358,215

地方生活バス路線対策費 企画部 地域交通政策課 165,023

企画部 地域交通政策課 20,000

新規 新交通体系構築支援費 企画部 地域交通政策課 11,000

地方鉄道対策費 企画部 地域交通政策課 248,757

環境生活部 消費生活・文化課 61,381

拡充 ● 安全・安心まちづくり推進費 環境生活部 共同参画社会推進課 25,790

再犯防止推進費 保健福祉部 社会福祉課 2,080

保健福祉部 薬務課 1,223

薬物乱用防止推進費 保健福祉部 薬務課 1,427

消費生活対策費

危険ドラッグ対策費

特別支援教育総合推進費（再掲）

共に学ぶ教育推進モデル事業費（再掲）

医療的ケア等体制整備推進費（再掲）

就労移行支援事業所機能強化費（再掲）

精神障害者地域移行支援費

障害者福祉施設整備支援費

［債務負担行為］

鉄道駅舎等エレベーター整備助成費

事業等の名称

離島航路対策費

船形の郷建替整備費

障害者就業・生活支援費（再掲）

ＢＰＯを活用した障害者工賃向上モデル推進費（再掲）

働く障害者のための官民応援共生社会推進費（再掲）

図書館蔵書デジタル化拠点整備費（再掲）

事業等の名称

発達障害児者総合支援費（再掲）



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

経済商工観光部 商工金融課 17,000

経済商工観光部 商工金融課 6,806

経済商工観光部 商工金融課 7,842

都市計画基礎調査費 土木部 都市計画課 93,614

土木部 都市計画課 1,156,534

交番・駐在所建設費 警察本部 警察本部 57,340

● 警察署建設費 警察本部 警察本部 606,100

［債務負担行為］ [2,655,000]

交番相談員等設置費 警察本部 警察本部 160,929

警察本部 警察本部 28,541

拡充 ● 特殊詐欺被害防止対策費 警察本部 警察本部 15,288

新規 女性・子供の見守り推進費 警察本部 警察本部 5,100

拡充 ● サイバー犯罪対策推進費 警察本部 警察本部 16,904

安全安心なまち創生費 警察本部 警察本部 9,283

交通安全施設等整備費 4,404,853

道路管理者分 土木部 道路課 1,544,635

［債務負担行為］ [85,000]

公安委員会分 警察本部 警察本部 2,860,218

事業等の名称

非行少年を生まない社会づくり推進費

商店街ＮＥＸＴリーダー創出費（再掲）

地域の買い物機能強化支援費（再掲）

次世代型商店街形成支援費（再掲）

街路事業費（公共事業等）



６　強靱で自然と調和した県土づくり

　（１）　環境負荷の少ない地域経済システム・生活スタイルの確立

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

環境生活部 環境政策課 21,000

拡充 ● 環境生活部 環境政策課 189,300

拡充 ● 環境生活部 環境政策課 44,160

環境生活部 環境政策課 6,126

環境生活部 環境政策課 320,099

環境生活部 環境政策課 2,700

拡充 ● 環境生活部 環境政策課 310,260

環境生活部 環境政策課 29,670

新規 ● 土木部 港湾課 29,954

拡充 ● 環境生活部 再生可能エネルギー室 289,300

環境生活部 再生可能エネルギー室 18,076

環境生活部 再生可能エネルギー室 3,091

● 90,208

環境生活部 再生可能エネルギー室 69,630

環境生活部 再生可能エネルギー室 13,750

環境生活部 再生可能エネルギー室 2,200

環境生活部 再生可能エネルギー室 4,628

拡充 ● 環境生活部 再生可能エネルギー室 31,000

拡充 ● 環境生活部 再生可能エネルギー室 3,130

環境生活部 循環型社会推進課 18,770

環境生活部 循環型社会推進課 11,680

拡充 環境生活部 循環型社会推進課 55,191

新規 農政部 農業政策室 1,547

新規 農政部 農業振興課 36,000

カーボンニュートラルポート形成計画策定費

スマートエネルギー住宅普及促進費

再生可能エネルギーを活用した地域づくり支援費

Ｊ－クレジット導入費

みやぎ産業廃棄物３Ｒ等推進支援費

事業等の名称

環境産業コーディネーター派遣費

みやぎ環境税市町村支援費

みやぎ新エネルギー・環境関連産業振興支援費

水素エネルギー産業創出費

水素ステーション導入促進費

ＰＣＢ廃棄物処理推進費

再生可能エネルギー地域共生推進費

太陽光発電を活用したＥＶ利用モデル等導入促進費

循環型社会形成推進費

児童・生徒のための環境教育推進費

みやぎ二酸化炭素排出削減支援費

みどりの食料システム戦略推進費

グリーンな栽培体系への転換サポート費

２０５０ゼロカーボン推進費

みやぎ環境税広報費

水素エネルギー利活用推進費

みやぎの３Ｒ普及啓発費

燃料電池自動車導入推進費

水素エネルギー利活用普及促進費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 農政部 みやぎ米推進課 7,802

水産林政部 林業振興課 267,891

水産林政部 森林整備課 114,800

水産林政部 森林整備課 126,913

教育庁 生涯学習課 2,444

　（２）　豊かな自然と共生・調和する社会の構築

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

● 環境生活部 自然保護課 80,520

環境生活部 自然保護課 1,700

環境生活部 自然保護課 1,000

環境生活部 自然保護課 855

拡充 ● 環境生活部 自然保護課 322,664

環境生活部 自然保護課 4,960

● 鳥獣害防止対策費（再掲） 農政部 農山漁村なりわい課 514,402

環境生活部 自然保護課 1,458

環境生活部 自然保護課 6,926

環境生活部 自然保護課 2,384

環境生活部 環境対策課 82,593

環境生活部 循環型社会推進課 65,368

農政部 農山漁村なりわい課 28,659

農政部 農山漁村なりわい課 25,079

農政部 農山漁村なりわい課 6,691

農政部 農山漁村なりわい課 265,924

農政部 農山漁村なりわい課 13,000

農政部 農山漁村なりわい課 2,190,264

大気汚染観測局管理費

海岸漂着物等地域対策推進費

令和のむらづくり推進費（再掲）

農業農村多面的機能維持向上費

地域資源・キャリア人材フル活用推進費（再掲）

農山漁村デジタルトランスフォーメーション推進費

中山間地域等直接支払交付金事業費

みやぎの地域資源保全活用支援費

温暖化防止間伐推進費

野生鳥獣保護管理対策費

再造林推進費

人と自然の交流推進費

湿地環境保全・利活用推進費

狩猟者確保対策費

昭和万葉の森アカマツ林保全費

金華山島生態系保護保全対策費

事業等の名称

環境緑化推進費

生物多様性総合推進費

事業等の名称

蒲生干潟自然再生推進費

森林環境共生育成費

県産材利用サステナブル住宅普及促進費

みやぎの有機農業推進費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

農政部 家畜防疫対策室 108,599

新規 水産林政部 水産林業政策室 1,479

水産林政部 林業振興課 65,790

水産林政部 林業振興課 3,633

水産林政部 森林整備課 240,607

水産林政部 森林整備課 34,200

水産林政部 森林整備課 20,883

水産林政部 森林整備課 5,500

新規 水産林政部 森林整備課 4,928

　（３）　大規模化・多様化する災害への対策の強化

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

● 復興・危機管理部 防災推進課 9,854

復興・危機管理部 消防課 614,847

地域防災リーダー育成等推進費 復興・危機管理部 防災推進課 17,159

新規 女性に優しい防災推進費 復興・危機管理部 防災推進課 2,000

● 復興・危機管理部 復興・危機管理総務課 23,500

復興・危機管理部 原子力安全対策課 311,503

復興・危機管理部 原子力安全対策課 30,859

復興・危機管理部 原子力安全対策課 292,251

拡充 ● 原子力防災研修調査費 復興・危機管理部 原子力安全対策課 110,224

新規 ● 復興・危機管理部 原子力安全対策課 22,000

保健福祉部 医療政策課 106,496

保健福祉部 医療政策課 10,500

中小企業ＢＣＰ策定支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 131

農政部 農山漁村なりわい課 29,400防災・減災・国土強靱化対策費（公共事業）

家畜伝染病予防費

環境放射能等監視体制整備費

放射線・放射能広報費

原子力災害医療体制強化費

災害医療体制強化費

参加型森林整備活動推進費

森林病害虫等防除費

マツ林景観保全費

防災ヘリコプター活動拠点管理運営費

水災補償付き火災保険等加入支援費

ナラ林保全対策費

自伐型林業育成支援費

緊急時避難円滑化推進費

森林経営管理市町村支援費

未来へつなぐ豊かな海づくり推進費

海岸防災林普及啓発費

事業等の名称

事業等の名称

地震被害等想定調査費

原子力防災活動強化費



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

農政部 農村振興課 4,000

農政部 農村整備課 630,500

治山事業費（公共事業） 水産林政部 森林整備課 929,135

災害防除事業費（公共事業） 土木部 道路課 668,700

［債務負担行為］ [166,000]

● 1,209,600

大規模特定河川事業費 土木部 河川課 945,000

河川改良費 土木部 河川課 264,600

［債務負担行為］ [1,700,000]

● 土砂災害基礎調査費（公共事業） 土木部 防災砂防課 725,949

土砂災害対策費（公共事業） 土木部 防災砂防課 1,606,185

［債務負担行為］ [1,055,000]

土木部 河川課 2,373,563

［債務負担行為］ [4,825,000]

広域防災拠点整備費（再掲） 土木部 都市計画課 724,500

木造住宅等震災対策費 土木部 建築宅地課 67,393

土木部 建築宅地課 20,984

防災教育等研修費 教育庁 教職員課 3,528

教育庁 保健体育安全課 10,000

教育庁 保健体育安全課 1,803

警察本部 警察本部 3,800

災害対応型交通安全施設整備費 警察本部 警察本部 28,600

防災重点ため池緊急対策費（公共事業）

地域連携型学校防災体制構築推進費

防災ジュニアリーダー養成費

警察施設震災対策促進費

新・災害に強い川づくり緊急対策費（公共事業）

小学校スクールゾーン内ブロック塀等除却助成費

田んぼダム実証モデル構築費

事業等の名称

ダム建設費（公共事業等）



新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

公共施設等長寿命化対策費 29,543,768

県庁舎等施設改修費 総務部ほか 管財課ほか 3,160,009

公共土木施設等維持補修費 土木部ほか 道路課ほか 19,490,692

学校施設改修費 教育庁 施設整備課 5,676,313

環境生活部ほか 消費生活・文化課ほか 430,532

企画部 スポーツ振興課 786,222

土木部ほか 防災砂防課ほか 7,934,259

　（４）　生活を支える社会資本の整備，維持・管理体制の充実

新規
拡充

主な
事業

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

環境生活部 食と暮らしの安全推進課 30,529

農政部 農村整備課 499,850

農政部 農山漁村なりわい課 265,924

農政部 農山漁村なりわい課 2,190,264

新規 ● 土木部 道路課 11,000

土木部 河川課 2,373,563

［債務負担行為］ [4,825,000]

新規 ● 企業局 水道経営課 35,935

企業局 水道経営課 793,139

流域下水道建設費（企業会計） 企業局 水道経営課 3,608,640

土地改良施設維持管理適正化費

道路維持管理技術実証費

ダム建設費（公共事業等）（再掲）

農業農村多面的機能維持向上費（再掲）

スポーツ施設改修費

事業等の名称

水道広域化推進プラン策定費

文化関係施設改修費

広域水道基幹施設耐震化推進費（企業会計）

上工下水一体官民連携運営費（企業会計）（再掲）

中山間地域等直接支払交付金事業費（再掲）

災害復旧費

事業等の名称



７　デジタル技術の活用

　（１）　最適化による県民サービスの向上

新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

新規 総務部 行政経営推進課 2,900

新規 総務部 税務課 164,615

総務部 税務課 78,017

総務部 税務課 34,196

新規 総務部 税務課 6,815

企画部 デジタルみやぎ推進課 22,059

企画部 デジタルみやぎ推進課 8,433

新規 企画部 デジタルみやぎ推進課 1,000

新規 企画部 デジタルみやぎ推進課 3,700

新規 企画部 デジタルみやぎ推進課 10,000

新規 企画部 デジタルみやぎ推進課 13,500

新規 企画部 デジタルみやぎ推進課 6,500

新規 企画部 デジタルみやぎ推進課 9,000

新規 企画部 デジタルみやぎ推進課 14,845

保健福祉部 障害福祉課 15,178

新規 出納局 契約課 1,100

拡充 教育庁 教育企画室 48,847

教育庁 生涯学習課 1,632

コンビニ収納等システム運用費

電子入札等総合システム運用費

教育ＩＣＴ活用促進費

デジタル技術普及啓発推進費

生涯学習プラットフォーム運用費

無料公衆無線ＬＡＮ整備費

電子申請システム構築費

事業等の名称

地方税電子申告システム運用費

オープンデータ支援ツール共同利用推進費

行政手続きオンライン化推進費

市町村ＤＸ推進支援費

みやぎ障害者ＩＴサポート費

マイナンバーカード普及促進費

預貯金照会システム運用費

高齢者デジタルデバイド解消支援費

携帯電話不感地域解消調査費

行政手続等デジタル化推進費

県税における電子収納促進費



　（２）　地域の課題解決と活力の創出

新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

企画部 デジタルみやぎ推進課 26,180

企画部 地域振興課 16,340

新規 企画部 地域振興課 8,000

保健福祉部 医療政策課 24,494

新規 経済商工観光部 新産業振興課 50,000

経済商工観光部 新産業振興課 28,827

経済商工観光部 新産業振興課 46,300

経済商工観光部 中小企業支援室 3,599

新規 経済商工観光部 中小企業支援室 158,000

農政部 食産業振興課 59,000

農政部 農山漁村なりわい課 6,691

農政部 農業振興課，
畜産課 31,221

農政部 園芸推進課 24,000

新規 農政部 畜産課 24,530

新規 水産林政部 水産業振興課，
水産業基盤整備課 7,842

新規 水産林政部 林業振興課 3,900

新規 土木部 道路課 11,000

新規 教育庁 文化財課 10,000

ＷＥＢ営業活動強化支援費

ものづくり中核企業ＡＩ・ＩｏＴ導入等支援費

救急搬送情報共有システム運営費

採卵養鶏・養豚ＩＣＴ化・販路開拓促進費

スマート水産業推進費

多賀城創建１３００年記念事業費

データ駆動型農業実践支援費

林業・木材産業デジタル人材確保・育成費

アグリテック活用推進費

中小企業等デジタル化支援費

道路維持管理技術実証費

事業等の名称

サテライトオフィス設置推進費

デジタルみやぎ推進費

市町村統合型地理情報システム移行支援費

ＩＴ人材採用・育成支援費

県産品デジタルマーケティングモデル構築費

農山漁村デジタルトランスフォーメーション推進費

ＡＩ・ＩｏＴ産業創出・活用促進支援費



　（３）　デジタル化による働き方改革の推進

新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額 (千円)

総務部 行政経営推進課 5,202

企画部ほか デジタルみやぎ推進課ほか 66,254

新規 デジタル人材育成研修費 企画部 デジタルみやぎ推進課 4,441

新規 企画部 デジタルみやぎ推進課 7,000

電子県庁推進費 企画部 デジタルみやぎ推進課 1,047,178

自治体情報セキュリティ強化対策費 企画部 デジタルみやぎ推進課 104,372

新規 航空機騒音対策強化費 環境生活部 環境対策課 13,255

新規 子ども総合センター電子カルテシステム導入費 保健福祉部 子ども・家庭支援課 4,800

ペーパーレス化推進費

ＡＩ・ＲＰＡ等導入推進費

事業等の名称

Ｗｅｂ会議システム環境整備費



８　主な基金事業

　（１）　富県宮城推進基金事業（主なもの）

新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額（千円）

富県宮城推進基金造成費 経済商工観光部 経済商工観光総務課 5,170,274

〔産業振興〕

１　企業集積促進

みやぎ企業立地奨励費 経済商工観光部 産業立地推進課 3,875,700

情報通信関連企業立地促進奨励費 経済商工観光部 新産業振興課 105,300

名古屋産業立地センター運営費 経済商工観光部 産業立地推進課 11,931

工場立地基盤整備貸付金 経済商工観光部 産業立地推進課 400,000

産業用地整備促進費 経済商工観光部 産業立地推進課 50,000

高水質浄水施設整備支援費 経済商工観光部 産業立地推進課 100,000

２　技術高度化支援

素材先端技術活用推進費 経済商工観光部 新産業振興課 1,881

富県宮城技術支援拠点整備費 経済商工観光部 新産業振興課 206,804

高度電子機械産業集積促進費 経済商工観光部 新産業振興課 65,278

新規 ものづくり中核企業ＡＩ・ＩｏＴ導入等支援費 経済商工観光部 新産業振興課 50,000

事業等の名称

（単位：千円）

基金充当額 備　　考

〔産業振興〕 6,163,472 

 1 企業集積促進 4,517,959 

 2 技術高度化支援 492,111 

 3 中小企業・小規模事業者活性化 443,500 

 4 人材育成促進 122,252 

 5 人材確保支援 126,810 

 6 地域産業振興促進 460,840 

〔震災対策〕 93,662 

 1 災害に対応する産業活動基盤の強化 37,984 

 2 防災体制の整備 55,678 

6,257,134 

区　　　　　分

合　　　　　　計　　



新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額（千円）

新規参入・新産業創出等支援費 経済商工観光部 新産業振興課 68,678

放射光施設設置推進費 経済商工観光部 新産業振興課 10,000

次世代素材活用推進費 経済商工観光部 新産業振興課 9,683

地域企業競争力強化支援費 経済商工観光部 新産業振興課 12,265

自動車関連産業特別支援費 経済商工観光部 自動車産業振興室 45,857

３　中小企業・小規模事業者活性化

起業家等育成支援費 経済商工観光部 新産業振興課 6,000

経済商工観光部 商工金融課 19,000

地域特産品等販路開拓等支援費 経済商工観光部 商工金融課 4,000

県中小企業支援センター運営費 経済商工観光部 中小企業支援室 195,257

創業加速化支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 69,125

みやぎ創業推進支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 10,925

新事業創出支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 19,000

生産現場改善強化支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 41,285

取引拡大チャレンジ支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 20,215

事業承継支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 16,625

新規 中小企業等デジタル化支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 158,000

小規模事業者伴走型支援体制強化費 経済商工観光部 中小企業支援室 32,732

水産加工業競争力強化支援費 経済商工観光部 中小企業支援室 54,429

４　人材育成促進

高度電子機械産業集積促進費 経済商工観光部 新産業振興課 2,607

自動車関連産業特別支援費 経済商工観光部 自動車産業振興室 10,483

ＩＴ人材採用・育成支援費 経済商工観光部 新産業振興課 28,827

ものづくり人材育成確保対策費 経済商工観光部 産業人材対策課 35,713

地学地就産業人材育成費 教育庁 高校教育課 37,864

富県宮城資金円滑化支援費

事業等の名称



新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額（千円）

５　人材確保支援

宮城県立地企業雇用確保支援対策費 経済商工観光部 産業立地推進課 2,126

みやぎ学生・企業コミュ活促進費 経済商工観光部 産業人材対策課 7,284

ＵＩＪターン学生支援費 経済商工観光部 雇用対策課 14,350

宮城ＵＩＪターン助成費 経済商工観光部 雇用対策課 38,000

拡充 外国人材マッチング支援費 経済商工観光部 国際政策課 21,000

待機児童解消推進費 保健福祉部 子育て社会推進課 498,226

６　地域産業振興促進

ＳＤＧｓ追求型地域産業振興費 経済商工観光部 富県宮城推進室 8,000

みやぎＩＴ商品販売・導入促進費 経済商工観光部 新産業振興課 28,313

ＡＩ・ＩｏＴ産業創出・活用促進支援費 経済商工観光部 新産業振興課 46,300

次世代自動車技術実証推進費 経済商工観光部 自動車産業振興室 11,000

ユニバーサルデザインタクシー普及促進費 経済商工観光部 自動車産業振興室 57,000

次世代型商店街形成支援費 経済商工観光部 商工金融課 17,000

商店街ＮＥＸＴリーダー創出費 経済商工観光部 商工金融課 6,806

地域の買い物機能強化支援費 経済商工観光部 商工金融課 7,842

販路拡大推進支援費 経済商工観光部 商工金融課 1,737

外国人観光客誘致促進費 経済商工観光部 観光プロモーション推進室 44,168

東南アジア経済交流促進費 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 10,450

拡充 県産食品海外ビジネスマッチング支援費 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 20,256

新世代アグリビジネス総合推進費 農政部 農業振興課 185,412

新規 農政部 畜産課 24,530

土木部 空港臨空地域課 13,293仙台空港６００万人・５万トン実現推進費

採卵養鶏・養豚ＩＣＴ化・販路開拓促進費

事業等の名称



新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額（千円）

〔震災対策〕

１　災害に対応する産業活動基盤の強化

土木部 建築宅地課 20,984

防災機能強化支援費 教育庁 施設整備課 17,000

２　防災体制の整備

私立学校施設設備災害対策費 総務部 私学・公益法人課 2,829

地震被害等想定調査費 復興・危機管理部 防災推進課 9,854

地域防災リーダー育成等推進費 復興・危機管理部 防災推進課 17,159

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

防災ジュニアリーダー養成費 教育庁 保健体育安全課 1,803

小学校スクールゾーン内ブロック塀等除却助成費

事業等の名称



　（２）　環境創造基金事業（主なもの）

新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額（千円）

環境創造基金造成費 環境生活部 環境政策課 1,745,657

視点１　脱炭素社会の推進

拡充 ２０５０ゼロカーボン推進費 環境生活部 環境政策課 44,160

拡充 みやぎ二酸化炭素排出削減支援費 環境生活部 環境政策課 310,260

拡充 スマートエネルギー住宅普及促進費 環境生活部 再生可能エネルギー室 289,300

環境生活部 再生可能エネルギー室 18,076

Ｊ－クレジット導入費 環境生活部 再生可能エネルギー室 3,091

燃料電池自動車導入推進費 環境生活部 再生可能エネルギー室 69,630

拡充 環境生活部 再生可能エネルギー室 31,000

拡充 再生可能エネルギー地域共生推進費 環境生活部 再生可能エネルギー室 3,130

新規 みやぎの有機農業推進費 農政部 みやぎ米推進課 7,802

視点２　森林の保全及び機能強化

温暖化防止間伐推進費 水産林政部 森林整備課 114,800

再造林推進費 水産林政部 森林整備課 126,913

マツ林景観保全費 水産林政部 森林整備課 34,200

ナラ林保全対策費 水産林政部 森林整備課 20,883

海岸防災林普及啓発費 水産林政部 森林整備課 5,500

県産材利用サステナブル住宅普及促進費 水産林政部 林業振興課 267,891

太陽光発電を活用したＥＶ利用モデル等導入促進費

再生可能エネルギーを活用した地域づくり支援費

事業等の名称

（単位：千円）

基金充当額 備　　考

視点１　脱炭素社会の推進 794,914 

視点２　森林の保全及び機能強化 683,695 

視点３　気候変動の影響への適応 36,292 

視点４　生物多様性，自然・海洋環境の保全 112,146 

視点５　地域循環共生圏形成のための人材の充実 13,767 

その他 320,099 

1,960,913 

区　　　　　分

合　　　　　　計　　



新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額（千円）

ＣＬＴ活用建築物普及推進費 水産林政部 林業振興課 68,902

新規 県産材活用型授乳室設置促進費 水産林政部 林業振興課 5,683

視点３　気候変動の影響への適応

気候変動適応技術開発推進費 農政部 農業振興課 28,790

養殖海水温上昇対策費 水産林政部 水産業基盤整備課 7,513

視点４　生物多様性，自然・海洋環境の保全

環境生活部 自然保護課 80,520

環境生活部 自然保護課 1,700

拡充 野生鳥獣適正保護管理費 環境生活部 自然保護課 236,630

野生鳥獣適正管理費 環境生活部 自然保護課 42,326

狩猟者確保対策費 環境生活部 自然保護課 4,960

新規 水産林政部 水産林業政策室 1,479

水産林政部 水産業基盤整備課 11,297

環境生活部 環境政策課 6,126

環境生活部 環境政策課 2,700

人と自然の交流推進費 教育庁 生涯学習課 2,444

その他　

みやぎ環境税市町村支援費 環境生活部 環境政策課 320,099

みやぎ環境税広報費

児童・生徒のための環境教育推進費

視点５　地域循環共生圏形成のための人材の充実

湿地環境保全・利活用推進費

蒲生干潟自然再生推進費

持続可能なみやぎの漁場環境づくり推進費

未来へつなぐ豊かな海づくり推進費

事業等の名称



　（３）　東日本大震災復興基金事業（主なもの）

新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額（千円）

１　被災者の生活支援

みやぎ地域復興支援費 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 118,000

地域コミュニティ再生支援費 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 277,300

子ども・若者支援体制強化費 環境生活部 共同参画社会推進課 15,400

環境生活部 消費生活･文化課 37,367

保健福祉部 社会福祉課 11,240

待機児童解消推進費 保健福祉部 子育て社会推進課 498,226

私立小中学校授業料軽減特別支援費 総務部 私学・公益法人課 12,551

２　教育支援

学習意識調査費 教育庁 義務教育課 1,650

３　農林水産業支援

輸出基幹品目販路開拓費 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 9,900

主要水産物販路開拓費 水産林政部 水産業振興課 15,910

４　商工業支援

復興企業相談助言費 経済商工観光部 企業復興支援室 46,126

経済商工観光部 新産業振興課 40,000

経済商工観光部 商工金融課 40,000

経済商工観光部 観光政策課 20,000

事業等の名称

先進的文化芸術創造拠点形成費

生活福祉資金貸付費（震災対応分）

観光施設再生・立地支援費

中小企業施設設備復旧支援費

商業機能回復支援費

　（単位：千円）

区　　　　　分 基金充当額 備　　考

1 被災者の生活支援 645,099 

2 教育支援 1,650 

3 農林水産業支援 28,840 

4 商工業支援 298,975 

合　　　　　計 974,564 



新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額（千円）

経済商工観光部 商工金融課 70,000

経済商工観光部 商工金融課 29,000

教育旅行誘致促進費 経済商工観光部 観光政策課 58,200

　（４）　地域整備推進基金事業（主なもの）

新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額（千円）

震災伝承展示管理費 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 44,308

東日本大震災伝承推進費 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 6,500

東日本大震災伝承広域連携費 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 2,500

首都圏復興フォーラム運営費 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 1,500

東日本大震災被災地情報発信費 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 29,769

東日本大震災復興検証費 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 29,000

沿岸域景観再生復興費 土木部 河川課 10,000

３．１１伝承・減災プロジェクト推進費 土木部
防災砂防課，
都市計画課 3,000

震災関連資料保存継承費 教育庁 生涯学習課 13,648

２　被災者の生活支援

被災地域交流拠点施設整備支援費 復興・危機管理部 復興支援・伝承課 2,862

事業等の名称

事業等の名称

信用保証協会経営基盤強化対策費（震災対応分）

１　防災体制の強化

被災中小企業者対策資金利子補給（震災対応分）

　（単位：千円）

区　　　　　分 基金充当額 備　　考

1 防災体制の強化 134,921 

2 被災者の生活支援 5,562 

3 農林水産業支援 82,266 

4 商工業支援 1,440,298 

5 その他 1,172,586 

合　　　　　計 2,835,633 



新規
拡充

担当部局 担当課室 予算額（千円）

３　農林水産業支援

主要水産物販路開拓費 水産林政部 水産業振興課 15,910

県産品風評対策強化費 農政部 食産業振興課 30,000

利子補給・農業近代化資金 農政部 農業振興課 94,866

利子補給・漁業近代化資金 水産林政部 水産業振興課 85,552

４　商工業支援

新規 経済商工観光部 新産業振興課 1,000,000

唐桑半島ビジターセンター等施設整備支援費 経済商工観光部 観光政策課 228,993

宮城オルレ推進費 経済商工観光部 観光プロモーション推進室 54,200

経済商工観光部 観光プロモーション推進室 84,400

経済商工観光部 観光プロモーション推進室 44,168

経済商工観光部 観光プロモーション推進室 92,000

５　その他

海岸防災林管理費（公共事業等） 水産林政部 森林整備課 111,472

道路舗装補修費 土木部 道路課 800,000

仙台空港地域連携・活性化推進費 土木部 空港臨空地域課 13,898

航空路線誘致対策促進費 土木部 空港臨空地域課 60,000

　 航空機騒音対策強化費 環境生活部 環境対策課 45,845

福島第一原発事故損害賠償請求支援費 復興・危機管理部 原子力安全対策課 1,018

新規 処理水対策費 復興・危機管理部 原子力安全対策課 3,300

外国人観光客誘致促進費

みやぎ観光デジタルプロモーション推進費

放射光施設設置推進支援費

観光誘客推進費

事業等の名称
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