
令和３年度
当初予算の概要

富県躍進！
新ビジョンスタートアップ予算

　新たな県政運営の指針である「新・宮城の将来ビジョン」の初年度となる本年度は、緊急を要する課題である新型コ
ロナウイルス感染症対策に取り組みつつ、震災復興の完遂や富県宮城の更なる発展に向けた施策を推進するととも
に、子育て支援や教育・福祉の充実、各分野における人材確保対策やデジタル改革の推進などの県政課題を解決する
ための施策を積極的・重点的に予算化しました。
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特 集 1

　予算規模は、前年度当初予算から８０４億円減少の１兆５３２億円です（グラフ１・２）。
　通常分は、１兆１２２億円を計上し、「宮城の将来像」の実現に向けた取組や新型コロナウイルス感染症への対応などに予算を重点配
分しています。震災対応分は、被災地の実情を踏まえ震災復興の完遂に向けた施策に必要な額として４１０億円を計上しています。

1兆532億円
通常分 ……… １兆１２２億円

震災対応分 … 410億円
令和３年度当初予算（一般会計）

人件費

公債費
扶助費
普通建設事業費
補助費等

……………

……………
……………

…
…………

公立学校の教員や警察官などを含む職員の給料など
に使うお金です
県の借金に当たる県債の返済などに使うお金です
児童手当や生活保護などの給付に使うお金です
道路や学校の建設などに使うお金です
高齢者の医療費や介護保険の給付など、市町村などが
実施する事業に交付するお金です

県税
国庫支出金
地方交付税

県債

………………
………
………

………………

県民税、事業税など県に納めていただく税金です
国が使用目的を特定して交付するお金です
所得税などの国税収入の一部が国から交付されるお
金で、使用目的は特定されません
公共施設の整備や財源不足を補うための借入金です

歳
入

歳
出

用語の解説

歳入では、新型コロナウイルス感染症等の影響により県税収
入は大幅な減少が見込まれていますが、その減少分は、普
通交付税および臨時財政対策債の増額により補うこととして
います。

歳出では、震災対応分の復旧・復興事業が減少しましたが、医
療提供体制や検査体制の整備など新型コロナウイルス感染症
対策への経費が大きく増加しており、財源不足対策として、
財政調整基金を１５０億円取り崩しました。

※表示単位未満で四捨五入しているため、合計額や割合が一致しない箇所があります。
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問 財政課　☎０２２（２１１）２３１５

今後の財政運営
●財政の健全化、持続可能な財政運営の実

現及び富県躍進に向けた予算重点配分の
実現を目標に掲げた、「みやぎ財政運営戦略

（第３期）」（令和３年度～令和６年度）を策定
しました。

●今後、歳出面では、高齢化の進行により、
社会保障関係経費の増加が続く（グラフ３）
ことに加え、復興事業により整備した施設・
設備の維持管理費、公共施設の老朽化対
策費等の増加のほか、毎年度、一定程度
の公債費が見込まれています。

●さらに、新型コロナウイルス感染症対策が
長期化すれば、必要となる歳出予算が拡大
する可能性もあります。

●歳出に応じた財源を確保するため、県の貯
金に当たる財政調整基金を毎年度取り崩す
必要があることや、震災対応基金の取り崩
しにより、基金の残高は減少が続いていま
す（グラフ４）。

●このように、我が県の財政は依然として厳
しい状況が続きますが、健全な財政運営を
堅持しつつ、復興の完了に向けたきめ細か
な支援の継続とともに、富県躍進による今
後の県勢発展のための確固たる基盤を構築
し、県民ひとりひとりが安心して暮らせる地
域づくりを目指していきます。

※平成27～令和元年度は年
度末現在高、令和2年度は3
月補正（第13号）後年度末
現在高見込額、令和3年度
は当初予算後年度末現在高
見込額です。

※県債の満期一括償還のため
の積立分を除きます。	

※表示単位未満で四捨五入し
ているため、合計額が一致し
ない箇所があります。	

特定目的基金（震災対応分）
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（単位：億円）基金の状況基金の状況グラフ4グラフ4

（単位：億円）予算額の推移（一般会計）予算額の推移（一般会計） 震災対応分
通常分

グラフ2グラフ2

8,1597,9518,5688,1288,688 9,008 8,785 8,332 8,837 10,824 10,1228,2738,982

※平成21～令和元年度は年間予算額、令和2年度は3月補正（第13号）後予算額、令和3年度は当初予算額です。      
※表示単位未満で四捨五入しているため、合計額が一致しない箇所があります。  

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 R1 R2H30 （年度）R3

5,9078,189
10,797

15,432

256
5,733 4,920 3,836 2,931 4102,823

8,944

16,140 14,741
12,168 11,096 11,768 10,532

19,364

14,067 13,704

23,560

12,889
2,064

（単位：億円）

※平成26～令和元年度は決算額、令和2～3年度は当初予算額、令和4～6年度は推計値です。

H26 H27 H28 H29 R1 R2H30 （年度）R6R5R3 R4

1001
1102

1226 1223 1186 1218
1423 1459 1495 1539 1579

社会保障関係経費の見通し社会保障関係経費の見通しグラフ3グラフ3

参考 44万1833円（40万1833円）（　）は令和2年度当初予算の数値 

このほか、震災対応分1万7887円（９万７９９円）

令和3年度 県民１人当たりの歳出予算額

¥

教育費 １７．７％
7万8214円（8万711円）

衛生費 ５．７％
2万4994円（１万２８１３円）

農林水産業費 ４．３％
1万8947円（2万773円）

その他 １７．２％
7万6115円（７万２９４７円）

土木費 ５．４％
2万3641円（２万８００４円）

警察費 ５．３％
2万3212円（2万3007円）

総務費 ４．７％
2万636円（1万7766円）

商工費 １５．６％
6万8885円（4万376円）

民生費 １３．７％
6万708円（5万8500円）

公債費 １０．５％
4万6481円（4万6903円）
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児童虐待の未然防止と早期発見に向けた体制づくりを進めます
 ◦ 拡充 児童虐待対策費 ………………………………………１億４２１６万円

教育のICT化を推進します
 ◦ 新規 教育ICT活用促進費  …………………………………… ３６００万円

不登校児童生徒などの学習や自立を支援します
 ◦いじめ対策・不登校児童生徒支援等推進費 ……４億４４３７万円
 ◦ 拡充 不登校等児童生徒学び支援教室運営費 …… ２３０７万円
 ◦ 新規 私立高等学校不登校生徒支援費  ……………… ２４８０万円

河川の災害防止などの対策を行います
 ◦新・災害に強い川づくり緊急対策費 ………………１４億４９０万円

仙台空港の運用時間２４時間化を推進します
 ◦ 新規 仙台空港運用時間２４時間化環境整備費 …１０億２２００万円
 ◦ 新規 仙台空港運用時間２４時間化騒音対策費 … ２億２７０万円

障害者の就労機会の拡大を図ります
 ◦ 新規 BPOを活用した障害者工賃向上モデル推進費 …… 500万円

将来にわたり持続可能な医療提供体制の構築を進めます
 ◦ 新規 病床機能再編支援費 ………………………………２億９２００万円
 ◦病床機能分化・連携推進基盤整備費 ……………５億８０２５万円

障害の有無に関わらず共生する社会づくりを進めます
 ◦ 新規 障害者差別のない共生社会推進費 …………… １７００万円

介護人材の確保を進めます
 ◦ 拡充 介護人材確保対策緊急アクションプラン推進費 

…………………………………………………………………… １億８４５７万円

誰もが安心していきいきと暮らせる
地域社会づくり5

不妊に悩む方への支援を拡充します
 ◦ 拡充 不妊治療医療助成費 ………………………………５億８４２７万円

結婚を希望する方への支援を強化します
 ◦ 拡充 若い世代への少子化対策強化費 ……………… ５７９０万円

4 社会全体で支える宮城の子ども・子育て

特 集 1

デジタル技術を活用し産業振興を図ります
 ◦ 新規 AI・IoT産業創出・活用促進支援費  …………… ４５８０万円
 ◦ 新規 県産品デジタルマーケティングモデル構築費 … ５９００万円

園芸生産の拡大に取り組みます
 ◦ 拡充 みやぎの園芸振興プロジェクト推進費 … ３億２７１８万円

農林水産業の人材確保を進めます
 ◦農林水産業担い手対策費 ……………………………… ５億５９７４万円

 ◦ 新規 みやぎ森林・林業未来創造カレッジ運営費 ……… ７７５万円 
 ◦ 新規 水産業人材・経営体育成推進費 ………………… ３９５１万円

多様な「人財」の活躍を推進します
 ◦ 新規 みやぎ人財活躍推進費 …………………………１億４４２０万円

企業誘致を推進します
 ◦企業立地促進奨励金 …………………………………… ５３億６６００万円
 ◦ 新規 産業用地整備促進費  …………………………………………… １億円

富県宮城を支える県内産業の
持続的な成長促進3

大和リサーチパーク

２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロを目指します
 ◦ 拡充 ２０５０ゼロカーボン推進費 …………………………… ４１００万円

防災・減災、国土強靭化のための対策を推進します
 ◦防災・減災・国土強靭化対策費 …………………… １４億８２８４万円

6 強靭で自然と調和した県土づくり

再生可能エネルギーや水素エネルギーの導入を推進します
 ◦ 新規 太陽光発電を活用したEV利用モデル等導入促進費 

…………………………………………………………………………… ２５００万円
 ◦水素エネルギー利活用推進費 ………………………１億３８８０万円

水素で走る燃料電池バス（宮城交通株式会社提供）
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　今年の３月まで、宮城県には長期間にわた
る計画が３つもありました。1つ目は私が知事
に就任してすぐに策定した「宮城の将来ビジョ
ン」、２つ目は東日本大震災後に策定した「震
災復興計画」、３つ目が安倍政権下に全国で
一斉に策定した「地方創生総合戦略」です。こ
れらの計画には、内容が重なっている部分が
多くあったにも関わらず、計画期間がそれぞれ
異なっており、結果的に、非常に分かりづらい
ものになっていました。そこで、震災１０年を
契機にこれらを1つにまとめて、新しい１０年間
の総合計画「新・宮城の将来ビジョン」を策定
することにしました。最も大切な県政運営の理
念を、「民の力を最大限に生かし、宮城県を
東北全体の発展に貢献する存在として、更に
大きくしたい」という想いを込めて「富県躍進！
PROGRESS Miyagi」といたしました。
　これまでの将来ビジョンとの大きな違いは、  
SDGs（２０１５年９月の国連サミットで採択され
た、２０３０年までに持続可能でより良い世界を
目指す国際目標）の考え方を反映させながら、
被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポー
トや子ども・子育て分野の政策を大きな柱に据
えたこと、デジタル化の推進などによるイノベー
ションを一層促すことにあります。今年度は、
この新ビジョンの初年度に当たる年になります
ので、新年度予算を「富県躍進！新ビジョンス
タートアップ予算」と命名しました。コロナ禍を
一日も早く終息させ、計画を軌道に乗せるよう、
全力を尽くしてまいります！

富県躍進！
新ビジョンスタートアップ予算

令和３年度の主な事業
緊急を要する新型コロナウイルス感染症対策のほか、「政策推
進の基本方向」の柱立てに沿って、復興完了に向けたきめ細か
なサポートや富県宮城の躍進に向けた取り組みを推進します。

被災地のコミュニティ再生や心の復興を支援します
 ◦みやぎ地域復興支援費 …………………………………………… 1億3900万円
 ◦地域コミュニティ再生支援費 ………………………………… 2億8580万円
 ◦NPO等の絆力を活かした震災復興支援費 …………… 1億650万円

１０月２日・３日に第４０回全国豊かな海づくり大会 
～食材王国みやぎ大会～を開催します
 ◦第４０回全国豊かな海づくり大会推進費 ………………………………… ４億円

被災者の心の問題への対応を支援します
 ◦心のケアセンター運営支援費 ……………………………… 2億7000万円
 ◦みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援費 ………………………… 3億円

被災した中小企業の復旧・復興を支援します
 ◦中小企業等復旧·復興支援費 …………………………… 115億1400万円

知知事事ココララムム

病床確保を進めます
 ◦医療提供体制整備費 ………………………………………………１３６億８００万円

医療機関や検査機関の設備整備を支援します
 ◦医療機関等設備整備支援費 ………………………………………………１１億円

PCR検査の実施など検査体制を整備します
 ◦検査体制構築費  …………………………………………………………７億６４９９万円

ホテルなどの療養施設を確保します
 ◦宿泊療養施設確保費  ………………………………………………４５億９１９９万円
 ◦ケア付き宿泊療養施設確保費  …………………………………３億７０００万円

保健所の人員増員など体制強化を図ります
 ◦保健所体制強化費 …………………………………………………………１億６００万円

不安を抱える妊婦に対するウイルス検査を実施します
 ◦妊産婦総合対策費 ………………………………………………………１億４３６６万円

生活困窮者や子どもへ食料支援を行います
 ◦フードバンク支援費 ………………………………………………………… １０００万円
 ◦子どもの食緊急支援費 ……………………………………………………… ５００万円

新型コロナウイルス感染症対策1

2 被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポート

子どもの笑顔元気プロジェクト in 山元
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