
平成１７年度
重点事業一覧

施 策 体 系

緊急経済産業再生戦略

（地域経済再生のための雇用対策と産業の再生）

くらし

（自然との共生を基本とし、生涯を通じて地域で生き生きと暮らせる社会の実現）

なりわい

（創造性と活力にあふれた産業活動が展開する社会の実現）

ふるさと

（住民参加による、個性と誇りに満ちた自立的な地域社会の実現）

まじわり

（地球時代に対応した世界に開かれた多様な交流が活発化する社会の実現）

（参考）平成１７年重点事業集計表



　緊急経済産業再生戦略

１　雇用の緊急確保

（１）雇用創造「速」プラン

うち一財

離職者向けＩＴ技術習
得・就労支援事業

企画部 56,000 50,000
　県内在住のＩＴ基礎知識を持った求職者を対象に、企業ニーズの高いＩＴス
キルの習得のための職業訓練及び就労の支援を行う。
・職業訓練５ヶ月程度　就労支援３ヶ月程度

水源地域の豊かな森林づ
くり事業

産業経済部 171,000 171,000

　県内のダム上流部及び簡易水道集水区域等水源地域において、森林整
備を行い、水源地の荒廃防止や周辺の自然環境の復元とともに、新たな雇
用創出を図る。
・刈り払い、除伐、間伐、倒木整理撤去、ゴミ拾い　等

松くい虫被害対策加速化
事業

産業経済部 50,000 50,000

　松くい虫被害対策が遅れた地域において、被害木の処理を促進し、松林
の育成とともに、雇用の確保を図る。
・放置された被害木の処理（県管理地）、実施する市町村への補助（補助
率：１／２）（県及び市町村が指定する区域）

環境産業コーディネー
ター派遣事業

環境生活部 21,713 21,713

　企業による環境に配慮した事業活動を促進し、環境産業の育成を図るた
め、環境産業コーディネーター５名を企業に派遣し、リサイクル等環境負荷
低減に関する現況、ニーズ等の把握及び技術、ノウハウについての助言等
を行うとともに、関連分野の新規起業を促進する。

離職者等雇用機会創出事
業

産業経済部 35,500 35,500

　離職者等が自ら起業して新たに行う事業計画を認定し、その実施に向け
て支援する。
・事業計画の実施に必要な経費への補助（補助率：１／２以内 限度額１件２
００万円）
・事業計画に係る雇用奨励金の支給（新規雇用者１人当５０万円）

若年者就職支援ワンス
トップセンター設置事業

産業経済部 教育 77,400 77,400

　若年者や学生を対象にキャリアカウンセリング、職業能力開発等から就職
までワンストップで支援する施設を設置、運営する。また、国の仙台学生職
業センターが併設。
・開設：平成１６年４月（アエル２３階）
・職業訓練、インターンシップ、職業紹介、職業相談　等

職場体験講習事業 産業経済部 42,750 42,750
　中高年求職者を対象とした職場体験講習及びトライアル雇用を行い、求職
者及び求人者の相互理解を促進し、中高年齢者の雇用機会の創出を図
る。

（２）学卒者・障害者の雇用促進

うち一財

新規高卒者就職支援事業 教育庁 教育 123,000 123,000

　新規高卒者の就職率向上のための各種事業を行う。
・就職支援スキルアップ事業
・キャリアカウンセリングセミナー
・就職支援アドバイザー配置
・インターンシップ支援事業

新規高卒者就職支援事業
（私立学校関係）

総務部 教育 35,472 35,472

　私立学校の新規高卒者の就職率向上のための各種事業を行う。
・就職支援スキルアップ事業
・キャリアカウンセリングセミナー
・就職支援アドバイザー配置

障害者雇用促進モデル事
業

産業経済部 40,100 40,100

　障害者の就労・雇用の機会増大を図る新たな取組の企画提案を個人事業
者、中小企業、ＮＰＯ法人等から募集・選定し、補助する。
・初期投資への補助（補助率：１／２、限度額：２千万円）
・選定予定件数：２件程度（公募）

（３）少人数学級編制による雇用増

うち一財

学級編制の弾力化（少人
数学級の実現）事業

教育庁 598,767 344,833
　国の標準で４０人とされている学級編制を、県独自に弾力化を行い、①県
内すべての小学校の１・２年生で３５人超学級の解消を図る。②県内すべて
の中学校において、３年生進級時における前学年の学級数の維持を図る。

２　企業誘致の拡大

うち一財

雇用拡大奨励金事業 産業経済部 290,250 290,250

　県内に工場等を新設、増設又は移転した企業に対する奨励金に加え、新
規雇用に係る奨励金を交付する。
・対象：投下固定資産額１億円（過疎地域等は５千万円）以上
・基準：新規雇用者２１人目から１人につき３０万円交付

企業立地促進奨励金事業 産業経済部 2,325,262 2,325,262

　県内に工場等を新設、増設又は移転した企業に対する奨励金を拡充し、
交付する。
・対象：投下固定資産額１億円（過疎地域等は５千万円）以上
・基準：投下固定資産額の２～１５％交付（限度額：１千万円～１５億円）
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うち一財

工場立地基盤整備補助金
事業

産業経済部 － －
　工場の誘致を促進する基盤整備（道路、橋梁、排水施設の新設・改良等）
を実施する市町村に対して補助する。
・補助率：１／２（限度額：１億円）

コールセンター立地促進
事業

企画部 679,398 679,038

　県内にコールセンターを新設、移転又は増設する企業に対し、新規雇用者に応じた
基本奨励金及びコールセンターのコスト構造に応じた加算奨励金を交付する。
・基本額：新規雇用者２１人目から雇用形態別（新規常用雇用者３０万円、新規短時間
労働者及び新規派遣労働者２４万円）交付
・オペレーター養成セミナーの実施

みやぎエコファクトリー
立地促進事業

環境生活部 510,300 510,300

　環境・リサイクル関連企業の立地を促進するため、みやぎエコファクトリー
に立地する企業に対して奨励金を交付する。
・投下固定資産額の３０％（限度額：３億円）及び新規雇用加算５人目から１
人につき３０万円を交付

３　身近な社会資本の整備

うち一財

緊急輸送道路橋梁震災対
策事業

土木部 地震 830,000 83,000
　災害時・緊急時に安全で円滑な交通路確保を図るため、緊急輸送道路上
にある橋梁の耐震補強工事を行う。
・工事予定箇所数：４橋

災害対応型の交通安全施
設整備事業

警察本部 地震 22,000 7,000

　大規模災害時の交通の混乱の防止と住民等の安全な避難路や緊急輸送
路を確保するため、県内幹線道路の主要交差点に自起動式発動発電機及
び情報板を設置する。
・工事予定設置数：情報板（３基）、自起動式発動発電機（７基）

防潮水門緊急整備事業 土木部 地震 1,494,000 1,494,000
　地震に起因して発生する津波災害から県民の貴重な生命・財産を守るた
め、老朽化し機能不足が懸念される河川防潮水門の耐震補強等を行う。
・工事予定箇所数：１１水門

海岸保全事業（河川） 土木部 地震 169,100 169,100

　地震に起因する津波災害に対する即応性と確実性を確保し、地域住民の
貴重な生命財産を守るため、海岸堤防の角落しを横引き化や自重降下式に
改良する。
・工事予定箇所数：２１箇所

海岸保全事業（港湾） 土木部 地震 77,900 77,900
　港湾・海岸に存在している水門、門扉等を補修し、背後地の多くの人命や
資産を防護することにより、住民の安心・安全な生活を確保する。
・工事予定箇所数：１４箇所

農地海岸保全施設改良事
業

産業経済部 新 地震 52,250 52,250
　農地海岸保全区域にある保全施設（角落し式）を横引きゲートに改良し、
県民の安全・安心な生活を確保する。
・工事予定箇所数：６箇所

津波避難誘導標識設置事
業

土木部 新 地震 15,000 15,000
　河口部や海岸保全区域等の施設周辺において、津波避難誘導標識を設
置し、市町村が行う避難体制の整備を支援する。

津波避難誘導看板設置補
助事業

総務部 新 地震 5,000 5,000
　津波発生時の避難誘導を推進するため、市町村が設置する人口集中箇
所や観光地から津波避難所までの誘導看板設置を補助する。

県有建築物耐震補強推進
事業

土木部 地震 256,100 40,100
　県有建物のうち、防災拠点等となる施設について、耐震補強工事を行う。
・工事予定箇所数：６施設

県立学校施設整備事業
（耐震化促進事業）

教育庁 地震 1,577,000 209,800
　生徒の安全確保及び地域防災機能の強化を図るため、旧耐震基準で建
築された校舎等について、耐震診断及びそれに基づく必要な耐震補強を行
う。

公立小中学校等耐震化促
進事業

教育庁 地震 68,000 68,000
　公立小・中学校等の耐震化を促進するため、耐震診断を実施する市町村
に対して経費の一部を補助する（１６７棟）。
（補助率：事業費の１／４以内）

私立学校耐震化促進事業 総務部 地震 13,000 13,000

　耐震対策を行う私立の高校、中学校、中等教育学校、小学校、養護学校
及び幼稚園の設置者に対して補助する。
・建物耐震補強工事、避難用具の購入・設置、危険塀除去工事、精密耐震
診断
（補助率：１／３以内）
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うち一財

警察施設耐震化推進事業
（待機宿舎改修事業）

警察本部 地震 630,760 630,760
　老朽化が著しい警察職員宿舎の改修を行う。
・予定箇所数：将監職員宿舎ほか６箇所

警察施設耐震化推進事業
（交番・駐在所施設老朽
化対策）

警察本部 地震 230,000 84,000
　老朽化が著しい交番・駐在所の改修を行う。
・予定箇所数：石巻署蛇田交番ほか９箇所

宮城県総合防災情報シス
テム改修改善事業

総務部 地震 518,650 372,650
　総合防災情報システム（ＭＩＤＯＲＩ）について、ハードウェアの老朽化問題
の解消、新技術を導入したシステムの高度化を行う（平成１８年度稼働）。

ブロック塀等地震対策総
合事業

土木部 地震 26,250 26,250

　以下に要する経費について、市町村に対して補助する。
・コンクリートブロック造、石造、れんが造等の門・塀の除却
　（補助予定件数：４００件　補助率：１／２）
・上記の除却箇所に対する生垣、フェンス、板塀等の設置
　（補助予定件数：２５０件　補助率：工事費の１／６）

保育所耐震診断等支援事
業

保健福祉部 地震 46,300 0

　入所児童の安全確保を図るため旧建築基準で建築された保育所につい
て、耐震診断に要する費用に対して補助する（２１施設）。また耐震補強工事
に要する費用に対して補助する(２０施設)
（補助率：１／２）

医療機関耐震化促進事業 保健福祉部 地震 4,295 4,295

　病院建物の耐震化を促進し災害時に円滑な医療救護活動が実施できる
体制を整備するため､救急医療担当病院等が実施する耐震診断に要する経
費に対して補助する（４病院）。
（補助率：１／３）

社会福祉施設等耐震化促
進事業

保健福祉部 新 地震 159,049 0
　県有社会福祉施設について耐震補強工事を行うとともに、県有以外の社
会福祉施設等が実施する耐震診断に要する経費に対して補助する。
（補助率：１／２）

感染症対策推進事業 保健福祉部 10,100 6,369
　感染症対応医療機関等が行う感染症初期診療のための施設整備に対し
て補助する。

４　生活者の支援

うち一財

介護基盤整備促進事業 保健福祉部 888,700 0
　入所希望者が急増している特別養護老人ホーム（５箇所）や介護老人保健
施設（３箇所）の施設整備等に対して補助する。

育児基盤整備事業 保健福祉部 264,079 0
　保育に欠ける児童の福祉増進を図るため、保育所の施設整備に対して補
助する（４箇所）。また、幼稚園と保育所の一体的な取組を行う幼保一元化モ
デル施設を整備する市町村に対して補助する（１箇所）。

住まい整備促進事業 保健福祉部 569,300 0
　家庭的な雰囲気の中で専門スタッフによるケアを受けながら、少人数で共
同生活を送る認知症高齢者グループホームや在宅複合型施設等の施設整
備に対して補助する。

日中活動基盤整備促進事
業

保健福祉部 168,600 0
　高齢者の在宅福祉の拠点となる基盤の整備を促進するため、老人デイ
サービスセンターの施設整備に対して補助する。

地域密着型施設整備事業 保健福祉部 173,270 0
　地域生活のための基盤整備を促進するため、共生型グループホーム（３箇
所）、共生型小規模多機能施設（４箇所）、高齢者小規模多機能施設（１箇
所）の施設整備等に対して補助する。

多機能型地域ケアホーム
モデル事業

保健福祉部 634,440 0

　年齢や障害の程度にとらわれない１０人程度の居住スペースを備え、在宅
福祉系のサービスを付加した、多機能型地域ケアホームの施設整備等に対
して補助する。
・特別養護老人ホーム改修モデル：ケアホーム１箇所及び本体改修
・小規模多機能ホーム連携モデル：２箇所

合併処理浄化槽設置推進
事業

環境生活部 50,000 0
　生活雑排水による公共用水域の汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を
設置する者に対して補助する市町村に、その経費の一部を補助する。
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５　中小企業の再生

（１）企業再生・成長支援のための金融制度の創設

うち一財

（２）中小企業再生支援機能の大幅拡充

うち一財

中小企業再生支援協議会
運営費補助事業

産業経済部 30,000 30,000

　宮城県中小企業再生支援協議会の相談体制の強化・拡充に伴う経費に
対して補助する。
・窓口専門家１人、事務局職員２人の増員及び外部専門家の活用に必要な
経費への補助

みやぎものづくりリー
ディング企業チャレンジ
事業

産業経済部 83,000 83,000
　県内の販路拡大に積極的に取り組む中小企業の販売力強化等の集中支
援を行う。
・（財）みやぎ産業振興機構の事業実施への支援

食材王国みやぎフードマ
ネジメントシステム推進
事業

産業経済部 41,500 41,500

　県内食関連産業の競争力強化及び食関連産業の立地促進を図るため、
総合的な食の流通基盤を整備し、管理運営する仕組みを構築する。
・食材データベースの整備、食材マップ・カレンダーの作成
・関連企業等と共同でのフード・マネジメント・システム推進実行委員会の設
立

６　起業の支援

（１）新事業進出総合支援プロジェクト

うち一財

新事業進出マーケティン
グサポート事業

産業経済部 35,000 29,127

　中小企業等への更なるサポートを図るため、（財）みやぎ産業振興機構が
実施する創業・経営革新支援事業の拡充を支援する。
・実践経営塾個別相談支援体制の整備・拡充
・販路開拓、特許取得支援　等

大学隣接型レンタルラボ
入居者支援事業

産業経済部 6,000 6,000
　インキュベータ施設に入居する中小企業等の負担軽減を図るため、施設
の維持管理費の一部に対して補助する。
・補助先：（財）みやぎ産業振興機構（施設整備主体）

研究成果市場形成推進事
業

産業経済部 76,000 76,000

　県内の大学、公設試験研究機関の研究成果を活用して開発された製品の
市場開拓、販路拡大に向けて集中的に支援する。
・開発製品の商品化への補助（補助率：１／２以内）
・専門家による企業の市場形成に向けたアドバイス　等

海外販路開拓支援事業 産業経済部 12,600 12,600

　海外マーケットで競争力のある製品、サービスを開発し、意欲的なビジネス
プランを構築する県内中小企業に対し、海外販路開拓に向けて集中的に支
援する。
・個別コンサルティング、専門家派遣　等

（２）新世代アグリビジネス創出プロジェクト

うち一財

新みやぎのアグリビジネ
ス戦略経営体育成支援事
業

産業経済部 540,000 540,000

　食産業や流通産業と連携して農業生産の拡大を図るアグリビジネス戦略
の実現に向けた機械、施設等の整備に対して補助する。
・補助先：県内に本社を有する株式会社、農業生産団体　等
・補助率：１／２以内（一部１／３以内）

フードシステム連携型ア
グリビジネス支援事業

産業経済部 100,000 100,000

　県産農林産物利用率の向上、供給システム構築を図るため、食品加工・流
通関連に係る機械、施設等の整備に対して補助する。
・補助先：県内に本社を有する株式会社、農事組合法人等
・補助率：１／２以内（限度額：１億円）

Ｈ１７予算額（千円）

Ｈ１７予算額（千円）

105,500
［86,000］

105,500
［86,000］

部局名 新規
重要
政策
事項

重要
政策
事項

事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

事　業　名 部局名

事　　業　　内　　容

事　　業　　内　　容新規
重要
政策
事項

　中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、融資債権担保証券（ＣＬ
Ｏ）制度を創設する。
・ＣＬＯ実施に係る投資家募集、損失補填、保証料補助等
・発行予定規模：６０億円以上（融資限度額：５千万円）

新規
重要
政策
事項

部局名

事　業　名 部局名

事　業　名

新規事　業　名

宮城県経営改善促進融資
制度
［債務負担行為］

産業経済部

融資債権担保証券（ＣＬ
Ｏ）市場創設支援事業
［債務負担行為］

産業経済部

［150,000］ ［150,000］

　中小企業経営安定資金（経営環境変化対策資金（借換融資））に係る宮城
県信用保証協会の債務保証に対して損失補償する。

宮城県経営改善促進保証
制度
［債務負担行為］

産業経済部 ［18,000］ ［18,000］
　既往の保証付き制度融資を受け、宮城県中小企業再生支援協議会の推
薦を受けた中小企業者の借換に係る宮城県信用保証協会の債務保証に対
して損失補償する。

［120,000］ ［120,000］

　民間ベースで創設した「みやぎ企業再生ファンド」による支援の実効性が
あがるよう、再生途上に要する事業資金の融資に係る（財）みやぎ産業振興
機構の債務保証に対して損失補償を行う。

中小企業再生ファンド事
業
［債務負担行為］

産業経済部

4



うち一財

アグリビジネス推進体制
整備事業

産業経済部 18,500 18,500

　アグリビジネスをより効果的に推進していくため、（財）みやぎ産業振興機
構における組織の整備を支援する。
・アグリマネージャーの配置、指導
・アグリビジネス実践経営塾の開催　等

（３）水産資源ブランド化推進プロジェクト

うち一財

「食の年中商談会」開催
事業

産業経済部 8,000 8,000

　県産食材の取引の促進、販路拡張を図るため、関係団体、企業等と連携
し、多様な商談会等を行う。
・県内展示会の開催（年１回）
・県外商談会の開催（年１箇所）

（４）環境・リサイクル産業育成プロジェクト

うち一財

環境産業新技術開発緊急
支援事業

環境生活部
新エ
ネ

90,711 90,711

　企業の環境・リサイクル関連の技術開発等に対して補助する（補助率：１／
２）。
・廃棄物の発生抑制やリサイクル関連技術開発への補助
・再生資源利用製品等リサイクル製品の開発への補助
・環境保全技術や新エネルギー関連技術開発への補助

森林資源活用パイロット
事業

産業経済部 274,619 65,060

　県産材の利用拡大を図るため、間伐材生産の低コスト化の取組及び合板
製造施設の整備等に対して補助する。
・低コスト間伐の推進、作業路開設への補助
・県産材スギ合板の新商品開発及び施設整備への補助

（５）未来型ＩＴ技術開発産学官連携プロジェクト

うち一財

地域中核ＩＴ企業成長支
援事業

企画部 81,000 81,000

　全国的な企業へ成長する潜在的能力を持つ県内ＩＴ関連企業の事業計画
を公募の上、技術の先進性や市場価値等について外部の有識者等が審
査・認定し、その企業が行う事業活動に要する経費を補助する（補助率：１／
２以内　限度額1千万円）。また、支援企業のＰＲも兼ねた事業計画発表会を
東京で開催する。

高度ＩＴ人材養成事業 産業経済部 7,000 3,500

　県内ＩＴ関連企業の若年層の雇用機会を拡大するため、新人技術者育成
に要する経費に対して補助する他に、県内のＩＴ技術者の技術力向上を促
進するため、東北テクノロジーセンターにおいて高度ＩＴ技術研修等を実施
する。

（６）みやぎウェルカム５０００万人プロジェクト

うち一財

温泉の保健的利用観光推
進事業

保健福祉部 2,600 2,600

　県内温泉地の活性化を図るため、温泉の保健的利用に関するソフト事業
を実施する。
・対象：鳴子温泉郷周辺（鳴子町、栗駒町、花山村）
・温泉入浴指導員の設置　・湯めぐり案内人の養成
・湯治・栄養・運動相談会の開催

奥羽山麓広域温泉郷活性
化事業

産業経済部 5,000 5,000
　奥羽山麓の各温泉郷への誘客促進に向けて、事業展開を図る。
・山形県と連携し、「蔵王」に関するガイドマップポスターの作成
・首都圏をターゲットにした観光プロモーションの実施　等

アジア観光客仟客萬来事
業

産業経済部 40,000 40,000
・中国を中心にアジアからの観光客の受け入れに向けた整備を推進
・観光通訳ボランティアの紹介、ホテル等従業員対象研修会の開催
・高画質プロモーションツールの作成　等

映像文化活用観光客誘致
事業

産業経済部 5,631 5,631

　ＮＨＫ大河ドラマ「義経」が放映される機会をとらえ、みやぎの観光地、県産
品を広くＰＲし、観光客誘致を図る。
・エリアマップ・ポスターの作成、掲示
・観光業界とのタイアップキャンペーンの実施

（７）みやぎの住宅産業振興プロジェクト

うち一財

みやぎ版注文住宅供給シ
ステム構築事業

土木部 41,600 41,600
　スクラップアンドビルド型から長期的に良好な居住性能を持つストック型の
新たな住宅市場形成を確立するため、各種事業を展開する。
・新工法・新材料の研究開発等への補助（補助率：１／２）　等

みやぎ版注文住宅の普及
支援事業

土木部
新エ
ネ

65,000 65,000

　地元工務店による「長持ちし、住み継がれ、流通していく住宅」として県独
自の住宅特性を表示した「みやぎ版住宅」の普及を図る。
・モデル住宅展示場の運営費補助
・住宅特性評価実施への補助
・住宅用太陽光発電導入への補助　等

Ｈ１７予算額（千円）

Ｈ１７予算額（千円）

Ｈ１７予算額（千円）

事　業　名 部局名 新規
重要
政策
事項

事　　業　　内　　容事　業　名 部局名
Ｈ１７予算額（千円）

重要
政策
事項

新規

新規
重要
政策
事項

新規
重要
政策
事項

事　業　名 部局名 新規
重要
政策
事項

事　　業　　内　　容

事　　業　　内　　容

事　　業　　内　　容

事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

事　業　名 部局名

事　業　名 部局名

事　　業　　内　　容
重要
政策
事項

事　業　名 部局名 新規
Ｈ１７予算額（千円）
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うち一財

木造住宅震災対策事業 土木部 地震 235,400 232,700

　大規模地震による木造住宅の倒壊防止に向けた耐震改修の実施を促進
するため、各種支援を行う。
・木造住宅耐震診断助成事業
・木造住宅耐震改修工事助成事業

７　市町村連携

うち一財

緊急経済産業再生市町村
連携事業

企画部 258,000 258,000

　市町村が地域性を踏まえて自ら提案した地域経済・産業再生策を支援す
る。
・ハード事業（補助率：１／２以内、限度額５００万円以上１億円以下）
・ソフト事業（補助率：１／２以内、限度額２００万円以上１億円以下）

地域振興戦略推進事業 産業経済部 16,000 16,000
　各圏域の地方振興事務所が管内市町村と連携して、地域の実情に応じ産
業振興に軸足を置いた地域振興策を展開し、地域経済の活性化を図る。

Ｈ１７予算額（千円）
事　業　名 部局名 事　　業　　内　　容新規

重要
政策
事項

事　　業　　内　　容新規
重要
政策
事項

Ｈ１７予算額（千円）
部局名事　業　名
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　くらし

１　生涯を通じて地域で安心して自分らしく暮らせる社会の実現

（１）障害者・高齢者が地域で自分らしい生活を送るための環境づくり

うち一財

共生型地域生活援助事業 保健福祉部 29,000 29,000
　重度・重複障害児者が、知的障害者や高齢者とともに、互いに役割を持
ち、また、地域と関わりながら、地域で自分らしい生活を安心して送れるよう、
共生型のグループホームの運営を行う。

総合マネジメント支援事
業

保健福祉部
解体
宣言

126,287 126,287

　障害児（者）の福祉の向上並びに地域生活への移行を促進するため、安
心して地域での生活を選択できる総合的な支援体制を構築する。
・各圏域への「地域生活プランナー」等の配置
・緊急に保護が必要となった障害児（者）の受入体制の整備

知的障害者グループホー
ム整備促進事業

保健福祉部
解体
宣言

17,850 17,850
　知的障害者の施設から地域生活への移行を促進するため、市町村又は社
会福祉法人が行うグループホーム整備事業に対し補助する。（補助率：１／
２）

精神障害者自立生活支援
事業

保健福祉部
解体
宣言

18,900 18,900
　精神障害者の自立、地域生活への移行を促進するため、地域の受け皿が
ないなどの理由で入院を余儀なくされている精神障害者に対し、外出支援
や宿泊体験など、地域生活を体験する場を提供する。

ＡＬＳ等総合対策事業 保健福祉部 29,111 24,749

　筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）等の重症難病患者が安心して療養生活を送
れるようにするとともに、介護する家族等への支援を図るため、緊急時に対
応できる在宅医療体制や地域における医療・保健・福祉が連携した在宅療
養支援体制などを整備する。

知的障害者援護施設特別
処遇加算補助事業

保健福祉部
解体
宣言

51,711 51,711
　通所更生施設等に通所している重度障害者の適切な処遇を図るため、指
導員の法定職員定数7.5人に1人を、3人に1人の配置するよう人件費の補助
を行う。

重症心身障害児（者）通
園事業

保健福祉部
解体
宣言

94,176 51,085
　在宅の重症心身障害児（者）に対し、通園の方法による日常生活動作・運
動機能等に係る訓練や、保護者の療育技術習得を目的とした重症心身障
害児（者）通園事業を実施する。

特別養護老人ホーム建設
費補助事業

保健福祉部 52,500 0
　既存特別養護老人ホームにおける施設サービスの質の向上を図るため、
既存特別養護老人ホームの増改築等に対し補助する。

ユニットケア促進研修事
業

保健福祉部 2,702 1,351
　生活支援に視点を置いた介護サービスとして注目をあびているユニットケ
アについて、理解を深めるとともに、導入支援のため、施設の運営方針に関
わる管理者とユニットケア実践の中心となるユニットリーダーの養成を行う。

特養ショートステイ居室
増築補助事業

保健福祉部 24,000 0
　介護保険制度下におけるサービス基盤の整備を促進するため、特別養護
老人ホーム建設におけるショートステイ用居室の増築に対し補助する。

老人デイサービスセン
ター整備費補助事業

保健福祉部 14,000 0

　居宅要介護者等に対し、通所により各種サービスを提供することで、高齢
者の自立的生活の助長及び社会的孤立の解消、心身機能の維持向上を図
るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減のため、在宅福祉の拠点
として老人デイサービスセンターの整備に対し補助する。（補助率：１／２）

認知症高齢者グループ
ホーム整備事業

保健福祉部 7,000 0

　在宅で生活が困難な認知症高齢者が、少人数で家庭に近い環境の中で
専門的なケアを受け、認知症の進行を穏やかにし、認知症高齢者の生活の
質と介護家族の負担軽減を図るため、認知症高齢者グループホームの整備
に対し補助する。（補助率：１／２）

ケアマネジメントリー
ダー活動支援事業

保健福祉部 新 3,099 3,099
　地域で介護支援専門員の支援を担うケアマネジメントリーダーの活動をより
効果的なものとするために、ケアマネジメントリーダーを支える人材の養成、
ケアマネジメントリーダー等を核とした地域支援体制の整備に取り組む。

（２）どこに住んでいても必要な医療や保健サービスが受けられる環境づくり

うち一財

地域の中核的な病院整備
推進事業

保健福祉部 415,993 415,993
　二次医療圏ごとに医療提供体制を整備するため、地域医療を支援する機
能を有する病院を「地域の中核的な病院」として指定し、その建設、施設・設
備整備に対し、１病院当たり最大２０億円の財政支援を行う。

Ｈ１７予算額（千円）
事　　業　　内　　容

事　業　名 部局名
重要
政策
事項

新規 事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

事　業　名 部局名
重要
政策
事項

新規
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うち一財

救急医師養成事業 保健福祉部 7,000 7,000
　県内の救急医療担当医師の不足を緩和し、救急医療体制の充実を図るた
め、各圏域を単位として外科や内科医等の医師を対象に救急医療に最も必
要とされるＡＣＬＳ（心肺蘇生法）などの研修会を開催する。

災害時救急医療体制整備
推進事業

保健福祉部 地震 13,928 13,928
　震災等の大規模な災害時に円滑な医療救護活動を実施するため、無線
通信等による医療機関相互の情報連絡網の整備に対し補助する。（補助
率：１／２）

小児救急医療対策事業 保健福祉部 新 9,500 9,500

　小児救急医療の充実を図るため下記の事業を実施する。
・土・日・休日・年末年始の準夜帯に小児の保護者からの相談に対して、看
護師による助言を行う｢こども夜間安心コール事業｣の実施
・小児科専門医師の不足を補うため、他科の医師に対し小児救急患者への
対応のための研修会の開催

緊急救命措置普及事業 保健福祉部 新 5,832 5,832
　県民の救命行為への関心や協力意欲の高揚を図るため、自動体外式除
細動器（ＡＥＤ）の普及を推進する。
・県有スポーツ施設など県民が多く訪れる県有施設（14箇所）にＡＥＤを設置

自治体病院開設者協議会
支援事業

保健福祉部 医師 1,000 1,000
　宮城県自治体病院開設者協議会の行う医師確保対策事業（医師確保対
策専門委員会の開催等）について支援する（負担金の支出）。

自治体病院等臨床研修支
援事業

保健福祉部 医師 16,800 16,800 　医師不足地域での自治体病院等が行う臨床研修事業に対し、補助する。

宮城県ドクターバンク事
業

保健福祉部 新 医師 13,243 13,243
　県が全国から地域医療に従事する医師を募集し、医師不足の自治体病院
等に配置する事業を実施する。

医学生修学資金貸付事業 保健福祉部 新 医師 16,169 16,169
　地域医療に従事する医師を確保するため、医学部生、大学院生に対し修
学資金を貸し付ける制度を実施する。

臨床研修医・専門研修医
研修資金貸付事業

保健福祉部 新 医師 12,669 12,669
　地域医療に従事する医師を確保するため、臨床研修医、専門研修医に対
する研修資金を貸し付ける制度を実施する。

地域医療システム学講座
設置事業

保健福祉部 新 医師 40,000 40,000
　地域医療システムの研究により効率的な医師配置が可能となる体制を整
備するため、東北大学に「地域医療システム学」の講座を寄附により設置す
る。

地域医療システム検討促
進事業

保健福祉部 新 医師 2,000 2,000
　２次医療圏ごとに中核的な病院を中心とした医療体制の構築を検討する
ため、会議経費、調査経費等を補助する事業をモデル的に実施する。

地域医療医師登録紹介事
業

保健福祉部 新 医師 600 600
　定年を迎えた医師や子育てのため臨床を離れた女性医師等を全国から募
集・登録し、医師不足の自治体病院等に紹介する事業を実施する。

（３）子どもを安心して生み育てることができる環境づくり

うち一財

延長保育事業 保健福祉部 170,679 56,893
　多様化する就労形態に対応して、11時間を越えて延長保育を実施してい
る保育所に対し補助する。（補助率：３／４）

仕事と家庭の両立支援事
業

産業経済部 5,076 4,938
　仕事と家庭の両立を支援するファミリー・サポート・センターの設置市に対
し、運営費を補助する。また、未設置市町村への啓発を行い、設置促進を図
る。

6,200 6,200
・「次世代育成支援対策地域協議会」の開催
・ＮＰＯとの協働による健全育成や相談事業、子育てシンポジウムの開催
・県次世代育成支援行動計画の広報　　　等

子ど
も

Ｈ１７予算額（千円）

次世代育成支援対策推進
事業

事　業　名 部局名
重要
政策
事項

新規

保健福祉部

Ｈ１７予算額（千円）
新規

重要
政策
事項

事　　業　　内　　容

事　　業　　内　　容

事　業　名 部局名
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うち一財

親(母)と子の宿泊型生活
サポート事業

保健福祉部 新 38,000 38,000
　虐待等において、親子関係をうまく築くことができなくなってしまった親子の
ために、全国に先駆けた家族再統合プログラムを開発、提示することにより、
地域における健康的な親子関係づくりを支援する。

子どもメンタルサポート
事業

保健福祉部
子ど
も

11,475 5,451

　児童精神科医による、心の問題を有する子どもの治療や親に対する専門
的なケアを行うとともに、子どもの状態に応じて社会適応訓練を行い、さらに
は学校不適応児童生徒の復学や社会的精神的自立を図るための支援を行
う。

放課後児童健全育成事業 保健福祉部 128,501 66,038
　放課後における児童の健全育成を図るため、市町村が実施する児童クラ
ブ活動、同クラブの障害児受入れ、放課後児童衛生・安全対策に対し補助
する。

ファミリーグループホー
ム事業

保健福祉部 新
子ど
も

4,000 4,000
　保護を要する児童ができる限り家庭的な環境のもとで養育されることを目
的として、登録里親が運営するグループホームの運営費に対し補助する。

育児支援家庭訪問事業 保健福祉部 新
子ど
も

24,600 8,200
　児童虐待の発生を予防するため、育児ストレスや産後うつ病、育児ノイロー
ゼ等の問題を抱える家庭に対し、家庭訪問等により養育支援を行う市町村
に対し補助する。　（補助率：３／４）

不妊治療相談・助成事業 保健福祉部 14,554 9,477
　子どもが欲しくても妊娠できず悩んでいる夫婦等に対して、精神的・身体
的な相談に応ずる不妊専門相談センターを運営するとともに、高額な不妊
治療に要する経済的負担を軽減するため、その経費の一部を助成する。

社会的引きこもりケア体
制整備事業

保健福祉部
子ど
も･
教育

5,020 5,020

　「社会的引きこもり」に対する専門的な相談ができるよう保健福祉事務所に
おいて相談窓口を設置するとともに、より効果的な相談を実施するため、「引
きこもり」の支援について先進的な活動やフリースペース等を運営しているＮ
ＰＯ法人等においても一部相談業務を実施する。

（４）誰もが暮らしやすいバリアフリー・ユニバーサルデザイン環境の整備

うち一財

離島航路運行維持対策事
業

企画部 新 2,000 2,000
　補助対象離島航路を運行する船舶のバリアフリー化に対し補助する（補助
率：２／５）

（５）生涯を健康に暮らすための健康づくりと病気の予防への取組

うち一財

総合リハビリテーション
体制整備推進事業

保健福祉部 新 15,500 15,500

　リハビリテーションの全県的なネットワークの構築等に関して中枢を担う「県
リハビリテーション支援センター」の機能整備に関し基本計画を策定する。ま
た、医療機関、介護老人保健施設における訪問リハビリテーション提供体制
について調査研究を行うほか、リハビリテーション専門職員や福祉用具関係
者等の資質向上のための研修を行う。

地域リハビリテーション
支援体制整備事業

保健福祉部 19,099 11,268

　県民が身近な地域において総合的かつ一貫したリハビリテーションサービ
スを受けられるよう、各種体制を整備する。
・地域リハビリテーション推進体制の整備
・情報提供システム事業の整備
・市町村事業等への技術的支援、人材育成支援

２　暮らしの安心・安全が確保された社会の実現　

（１）県民が安心して安全な生活を送るための環境づくり

うち一財

地域安全対策推進事業
（県民の相談に的確に対
応するための体制強化事
業）

警察本部 9,305 9,305

　 増え続ける県民からの多種多様な相談等に的確に対応し、県民の身近な
不安を解消するとともに、警察官の街頭活動時間を確保するための地域安
全対策を推進する。
・　「交番相談員」の体制強化
・　「警察相談員」の体制強化

新たな違法駐車対策事業 警察本部 新 87,000 87,000
　 道路交通法の一部を改正する法律を受けて「放置駐車管理システム」を
構築し、良好な駐車秩序の確立を図るとともに、業務の合理化・効率化を推
進する。

9,000 9,000

Ｈ１７予算額（千円）

事　業　名 部局名 新規

事　業　名

事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

事　　業　　内　　容

新規
重要
政策
事項

重要
政策
事項

新規

事　　業　　内　　容

事　業　名 部局名
重要
政策
事項

Ｈ１７予算額（千円）

Ｈ１７予算額（千円）
事　　業　　内　　容

事　業　名 部局名

犯罪被害者支援基盤整備
事業

警察本部

　 急増する犯罪被害者等の精神的苦痛の軽減、二次的被害の防止を図る
とともに、被害者等の求めに応じた支援活動を安定的かつ継続的に行う総
合的な被害者支援事業を推進する。
・　警察署被害者相談室改修等整備
・　（社）みやぎ被害者支援センターに対する運営補助

新規部局名
重要
政策
事項
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うち一財

食品検査体制強化事業 環境生活部 16,700 16,700
　食の安全性を確保し、県民の健康危害を防止するため、食品検査体制の
強化を図る。

（２）美しい県土の保全と災害に強い地域づくり

うち一財

災害ボランティア受入体
制整備事業

保健福祉部 地震 8,200 4,200

　大規模災害時に県内外から駆けつけるボランティアの受入れが円滑、効
果的かつ安全に行われるよう、災害救援ボランティアセンターが迅速に設置
できる体制の整備、災害救援ボランティアセンタースタッフの育成・確保及び
災害発生時の情報ネットワーク構築等を行う。

３　人と自然が共生する地域社会の実現

（１）地球環境の保全

うち一財

みやぎ地球温暖化対策地
域推進事業

環境生活部 10,930 10,930

　特定の地域を重点モデル地区に選定し、当該地区における二酸化炭素排
出量削減に向けたモデル的取組みを実施し、その成果の県内外への波及
を目指すほか、温暖化対策に積極的に取組む市町村等で構成する地球温
暖化対策地域協議会の活動等を通じ、温暖化問題に対する県民の一層の
意識啓発等を図る。

自然エネルギー等・省エ
ネルギー促進事業（基本
計画策定事業）

環境生活部
新エ
ネ

860 860

　自然エネルギー等の導入や省エネルギーの促進に係る諸課題や、宮城
県における今後の導入目標や施策内容等を明示する計画（宮城県自然エ
ネルギー等・省エネルギー促進条例第９条の基本計画）を策定するほか、自
然エネルギー等導入促進に関する普及啓発活動を行う。

（２）環境負荷の少ない地域づくりの推進

うち一財

水循環保全基本計画及び
流域水循環計画策定事業

環境生活部 新 8,800 8,800
　「ふるさと宮城の水循環保全条例」第７条に規定する水循環保全基本計画
及び第12条に定める流域水循環計画を策定する。

（３）豊かな自然環境の保全・創造

うち一財

蔵王芝草平保全対策事業 環境生活部 新 20,000 20,000

　蔵王国定公園の貴重な湿原、高山植物エリアである芝草平の登山者踏み
付けによる荒廃状況を改善するため、湿原の一部を周回する高架式の木道
と休憩デッキを設置する。また、踏み込みにより刻まれた溝の修復や規制
ロープの設置を行い優れた自然環境の保全を行う。

（４）循環型社会の形成

うち一財

リサイクル設備等整備支
援事業

環境生活部 新 121,000 0
　産業廃棄物の発生抑制やリサイクルに関する設備機器の整備を行う事業
者に対し、経費の一部を助成する。＜産業廃棄物税充当事業＞

環境・リサイクル産業団
地整備事業

環境生活部 2,124 2,124
　環境・リサイクル産業の立地を促進するため、みやぎエコファクトリー立地
企業に対する奨励金の交付その他の支援等を行う。

企業間連携型廃棄物処理
システム構築支援事業

環境生活部 新 5,000 0
　複数の排出事業者、廃棄物収集運搬業者及び処分業者が業種の枠を越
えて連携し、廃棄物の適正処理やリサイクルを効率的に行えるシステム構築
を支援する。＜産業廃棄物税充当事業＞

産業廃棄物処理システム
健全化促進事業

環境生活部 新 2,000 0

　ＧＰＳ・画像情報等の先進情報技術を活用した産業廃棄物処理過程管理の可能性に
ついて、県立病院から排出される産業廃棄物を例に県が試験的にシステムを導入し実
地検証を行う。また、ウェブカメラ・インターネット等の情報技術を活用し、廃棄物処理業
者の処理状況をリアルタイムで公開することにより廃棄物処理システムの信頼性の向上
を目指す。＜産業廃棄物税充当事業＞

産業廃棄物不法投棄監視
強化事業

環境生活部 新 8,000 0

　産業廃棄物の不法投棄・不適正処理の根絶に向け、早朝・夜間・休日に
重点を置いたパトロール事業を強化するとともに、ヘリコプターを活用した
「スカイパトロール」等を実施し、上空からの監視体制を強化する。また、暗
視撮影機能を備えた可搬式の監視カメラを導入し、悪質事案等への対応を
強化する。＜産業廃棄物税充当事業＞

みやぎ食の安全安心確保
県民総参加運動

ＩＴ 15,726

新規事　業　名 部局名

新規部局名事　業　名

環境生活部

事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

　食の安全安心確保の取組が持続的かつ着実に行われるように、県民総参
加運動を展開する。
・みやぎ食の安全安心消費者モニター制度及び取組宣言事業
･ホームページによる情報提供　等

重要
政策
事項

Ｈ１７予算額（千円）
事　　業　　内　　容

重要
政策
事項

15,726

事　業　名 部局名
重要
政策
事項

新規

事　業　名 部局名
重要
政策
事項

事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

新規

事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

重要
政策
事項

新規

事　業　名 部局名
重要
政策
事項

新規

事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

事　業　名 部局名
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　なりわい

４　産業の高度化や新しい産業の創出に挑戦する社会の実現

（１）新成長産業の創出・育成

うち一財

生活支援機器産業育成・
支援事業

産業経済部 5,500 5,500
　福祉関連産業は有望な成長産業と位置付けられているものの、本県の福
祉関連産業の下地は薄く、裾野の広がりが見えないことから、県内の中小企
業を生活支援機器の開発へ誘導し、県内の産業として育成、支援を行う。

医療・福祉機器等研究成
果育成事業

産業経済部 15,000 15,000

　医療・福祉産業は今後成長が期待されるものの、医学的・人間工学的な知
識・技術を必要とするとともに、治験等により多大な経費がかかるなど、中小
企業単独では事業化が困難な状況にあるため、医療・福祉機器に関する優
れた研究成果を実用化する計画に対して、補助金を交付する。（補助率：２
分の１）

ＩＴビジネス市場開拓支
援事業

企画部 新 4,928 4,328
　今後市場拡大が見込まれる情報セキュリティ分野、保健医療福祉分野、組
込システム分野において、地元企業がビジネスチャンスを獲得するために必
要な調査、ノウハウの取得、スキル向上などを支援する。

（２）新しい時代を担う産業人の育成

うち一財

（３）高度な産業技術の普及推進

うち一財

先端・基盤技術高度化支
援事業

産業経済部 新 9,000 9,000

　本県製造業の特徴を活かし、ナノテク・材料・加工等関連技術（先端基盤
技術：電気機械、精密機械ｅｔｃ）の高度化を推進することによって、企業の受
発注等で本県と一体性を有する産業圏域の、国際競争力のある産業地域
への転換を図る。

５　地域の特性を生かして産業が新たな展開を見せる社会の実現

（１）産業間の連携と地域資源の活用による産業活力の創出

うち一財

グリーン・ツーリズム促
進支援事業

産業経済部 7,500 7,500
　グリーン・ツーリズムの振興に向けて、県、市町村が連携した取組を行う。
・協議会組織設立への補助
・推進体制の強化、指導・助言等

みやぎの観光イメージ
アップ事業

産業経済部 2,500 2,500
　「みやぎ寿司海道」の各地域の独自企画の取り組みを推進し、観光客誘致
を図る。
・「みやぎ寿司海道」ガイド作成、各種ＰＲ

中国人観光客誘致促進事
業

産業経済部 3,107 3,107

　訪日団体観光旅行のビザ発給対象地域の拡大に伴い、中国からの観光
客誘致に向けたプロモーションを行う。
・中国旅行エージェント招請
・中国国際観光展出展

やる気商人（あきんど）
育成支援事業

産業経済部 1,142 1,025
　地域の商業における経営改善や商店街活性化への意欲的な取組を支援
する。
・若手経営者等（10名程度）による大型店での体験研修の実施等

重要
政策
事項

重要
政策
事項

22,500

40,845 37,163

35,000 35,000

Ｈ１７予算額（千円）

22,500

900 900

事　業　名 部局名
重要
政策
事項

新規 事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

機能性食品等開発普及支
援事業

環境関連新技術開発支援
事業

　本県からクリーンエネルギーや環境保全・リサイクル等の新たな環境関連
技術の確立を目指し、学術機関の研究シーズや企業の技術シーズを活用し
ながら、産学連携のもと行われる共同研究に対し、研究開発費及び事業化
に要する経費の一部を補助する。（補助率：２分の１）

産業経済部

産業経済部

　大学等の研究シーズを活用し、食材の機能性成分の探求及び新規測定
法の開発を図り、これら成分を活用した健康補完食品の研究開発を実施す
る。

新エ
ネ

事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

新規就農者支援事業 産業経済部

　次代の宮城県農業を担う青年農業者を計画的・継続的に確保育成するた
め、就農希望者が技術・経営能力を養う研修に要する経費について、負担
軽減等の支援を行う。

事　業　名 部局名 新規

事　　業　　内　　容

事　業　名 部局名
重要
政策
事項

新規 事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

事　業　名 部局名 新規

　地域特性や地域資源などを活かし、地域の産業活動の活性化や産業の
創出を図るため、地方振興事務所が自主的な取り組みを行う。

産業経済部地域産業振興事業
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うち一財

商店街魅力アップ総合支
援事業

産業経済部 3,792 3,792
　商店街等の魅力アップや競争力強化等を図るための自発的な取組を支援
し、商店街の再生・活性化を図る。

（２）消費者ニーズに即した産業活動の展開

うち一財

米ビジネス推進事業 産業経済部 39,410 36,964

　「みやぎ米」がブランドとして確立し、水田農業の経営安定に向けて、適切
に流通・販売が図れる体制づくりを行う。
・（仮称）みやぎ米情報ネット整備事業
・リモートセンシング技術導入、ブランド力の強化等

みやぎの養液栽培普及推
進事業

産業経済部 3,600 3,600
・宮城型養液栽培システム導入農家の技術向上と普及推進を図る。
・簡易施設と宮城型養液栽培装置による低コスト生産システムを現地で実証
するとともに、環境条件の変動に対応した培養液管理技術を確立する。

山の幸振興総合対策事業 産業経済部 4,046 4,046

　県産特用林産物（きのこ等）の生産販売の強化、需要の拡大に向けた取組
を支援する。
・しいたけの生産販売施設等の整備への補助（補助率：１／３以内）
・品評会、きのこ料理講習会の開催等への支援等

肉用牛集団育種推進事業 産業経済部 32,723 26,724
　計画交配により基幹種雄牛候補を買い上げ、産肉能力検定を行い優れた
基幹種雄牛を選抜する。

みやぎ材ブランド化促進
事業

産業経済部 7,464 6,725

　「みやぎブランド材」の生産・流通体制の構築、木材市場、住宅施工者認
知度の向上に向けた取り組みを行う。
・県内流通拡大を図るための需給情報や生産企業等の情報化
・公共施設等の内装等木質化や木製品導入、ＰＲ活動に対する補助

みやぎの水産物トップブ
ランド形成事業

産業経済部 10,300 10,300
　市場流通関係者や生産者団体等が中心となり、「高品質」「高鮮度」「安
全・安心」を前面に打ち出しながら、戦略的なマーケティング活動を展開し、
本県水産物のブランドの構築と販路･シェアの拡大を図る。

エコファーマー支援普及
事業

産業経済部 3,186 1,078
　環境と調和した持続的な農業への転換を図り、将来にわたり営農可能な農
業環境を整備するため、持続的な農業生産方式の導入に取り組むモデル
的な農業者（エコファーマー）の育成等を図る。

青果物トレーサビリティ
システム導入促進対策事
業

産業経済部 ＩＴ 10,264 10,264

　青果物のトレーサビリティの確立に向けその取組に支援する。
・協議会の開催、関連技術等の情報収集・提供
・農協等の取組、（研修会の開催、情報機器等の整備）への補助
 （補助率：1／2以内）

水産物産地衛生管理定着
事業

産業経済部 3,000 3,000

　食の安全・安心に対する社会的要請が高まる中、水産食品（生鮮魚介類、
水産加工品）の衛生対策の高度化を促進し、衛生管理の定着を図るため、
産地魚市場開設者、水産加工業者・団体等が行う取り組みに必要な経費を
補助する。（補助率１／２）

有用貝類毒化監視対策事
業

産業経済部 5,040 5,040

　消費者に安心・安全な供給を図るため定期的に本県産有用二枚貝の貝毒
検査を行うとともに監視体制の強化や出荷自主規制措置等の対策を講じ、
食中毒の未然防止を図る。
　さらにトゲクリガニについても、新たに麻痺性貝毒の監視対象種として貝毒
検査を行うほか、生態を解明し貝毒安全体制の確立を図る。

養殖水産物ブランド化推
進・強化事業

産業経済部 16,552 2,608

　ノリ、カキ、ホタテ、ギンザケ及びワカメ養殖業に係る地域ブランド化のため
に地域推進計画を策定し、養殖水産物のブランド化を推進する。またカキ及
びワカメ養殖業において、競争力強化等を図るため、養殖水産物のブランド
化に必要なカキ浄化施設等を整備する。

生がき安全安心対策事業 産業経済部 9,611 5,196
　本県基幹養殖種であるカキを安全な食品として生産、販売するためにノロ
ウィルスの汚染の可能性を排除するための浄化手法及び短時間で確認でき
る検査手法の開発を進める。

首都圏県産品販売等拠点
整備事業

産業経済部 255,500 215,700
　本県の首都圏における物産観光振興の拠点施設として平成１６年度に着
手した東京アンテナショップ（仮称）の運営を行う。

学校給食地域食材利用拡
大事業

産業経済部 3,200 3,200

　県内で生産・加工される農林水産物の食材について、学校給食への利用
拡大の推進を行う。
・地域食材の供給システムの確立
・「すくすくみやぎっ子　みやぎ米とふるさと食材週間」（11月第2週）の実施

事　業　名 部局名 新規 事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）重要

政策
事項

Ｈ１７予算額（千円）
事　　業　　内　　容事　業　名 部局名 新規

重要
政策
事項
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（３）産業基盤の整備による生産力の強化

うち一財

産学共同研究開発費奨励
金

産業経済部 － －

　県内への企業誘致を促進するため、県外企業が県内の工業団地等に立
地し、県内の大学等と共同研究を行う経費に対して、奨励金を交付する。
・対象：固定資産取得額（土地除き）3千万円以上
・基準：県内の大学等との共同研究費（限度額：1千万円）

（４）足腰の強い産業育成に向けた経営基盤の強化

うち一財

中小企業金融対策事業
（中小企業経営安定資金
等貸付金）

産業経済部 35,436,000 0
　県内の中小企業に対し安定的に資金を融通するため、制度融資取扱金
融機関に対し、預託原資を貸し付ける。

建設業経営多角化支援事
業

土木部 新 1,890 1,890

　建設業者の経営多角化等を支援するため次の事業を行う。
　・建設業総合相談窓口の設置
　・経営多角化説明会の開催
　・経営多角化支援パッケージの提示
　・合併協業化等の手続書の作成、配布

みやぎグローバルビジネ
ス総合支援事業

産業経済部 7,074 7,074

　ボーダレスでグローバルな経済環境の中、県内企業のグローバルなビジネ
ス展開を総合的に支援する。
・総合コンサルティング事業
・みやぎ海外支援ネットワーク構築事業
・海外セールス円滑化推進事業

東アジアとの経済交流促
進事業

産業経済部 42,200 42,200

　東アジアを中心とした海外とのビジネスを通じて足腰の強い企業を育成す
るとともに、県内経済の活性化を図る。
・「東北フェアin上海」（ビジネスフェア、食材フェア、観光フェア等）の開催、
「大連商談会」の開催、韓国市場開拓支援、大連事務所の設置

６　雇用の安定が確保され職業能力の開発向上に挑戦し続ける社会の実現

（１）雇用の安定と勤労者福祉の充実

うち一財

工場再活用等雇用創出促
進奨励金

産業経済部 10,000 10,000

　廃業した工場等の建物を活用し、新たに工場を操業した企業に対して、職
員の採用人数に応じた奨励金を交付する。
・交付対象：要件を満たす新規常時雇用者10人以上
・交付予定件数：7件（うち1件は16年度からの継続）

みやぎ雇用創出対策事業 産業経済部 12,100 12,100
　厳しい雇用情勢に対応するため、国の施策とは別に、事業主が非自発的
離職者等を雇用する際に奨励金を支給し、これら離職者の再就職促進を図
る。

障害者就労総合支援事業 保健福祉部
解体
宣言

21,600 20,231
・知的障害者ホームヘルパー養成研修事業
・障害者就労アドバイザー事業
・県庁業務障害者就労モデル事業

みやぎ障害者ＩＴサポー
ト事業

保健福祉部

解体
宣
言・
IT

17,200 14,700

　障害者が中心となって運営する「みやぎ障害者ＩＴサポートセンター」を中
核機関として、以下の事業を実施する。
・障害者を対象としたパソコン教室の開催や講師の派遣
・ＩＴ利活用に関する相談対応
・ＩＴに関する資格取得に関する相談、就労に向けた人材育成等

障害者就農支援モデル事
業

産業経済部
解体
宣言

4,259 4,259
　農業への就業を希望する知的障害者が円滑に就農できるよう、知的障害
者の教育機関と連携しながら就農適応訓練等を実施するとともに、就農環
境の整備に必要な機具・設備に対し補助する。（補助率１／２）

障害者就業・生活サポー
ト事業

産業経済部
解体
宣言

13,600 13,600

　職業生活における自立を図るため継続的な支援を必要とする障害者のた
めの職場実習や就職先の開拓及び職場定着支援を行うことを目的とした障
害者就業・生活サポートセンターの設置を促進し、障害者の雇用促進と職業
生活の安定を図る。

新規高卒未就職者対策事
業

産業経済部 48,818 48,818
　新規高卒未就職者を県の非常勤職員として採用し、雇用の確保を図るとと
もに、実務経験や研修を通じて就業意欲・職業能力を高め、次の就職につ
なげる。

新規

新規
重要
政策
事項

［96,000］ ［96,000］

重要
政策
事項

事　　業　　内　　容

事　業　名 部局名
重要
政策
事項

Ｈ１７予算額（千円）

Ｈ１７予算額（千円）
事　　業　　内　　容

事　業　名 部局名 新規

事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

事　業　名 部局名

中小企業金融対策事業
（企業再生特別保証事
業）
［債務負担行為］

　(財)みやぎ産業振興機構が、県内中小企業者等に対する債務保証を行っ
た場合、生じた損失について補填する。

産業経済部
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　ふるさと

７　個人の夢や行動が尊重される社会の実現

（１）個性・創造性・豊かな心を培う教育の推進

うち一財

高等学校基礎学力向上事
業

教育庁 教育 6,000 6,000

　学力向上の課題を攻略するための戦術と戦略を具体的に組立てるため、
学力向上課題別プログラム開発を行うとともに、国語・数学（算数）・英語につ
いて小中高の連携を図った研修を重点的に実施する。
　生徒の学力の実態を確実に把握するため、学力状況を併せて調査する。

学校活性化プロポーザル
事業

教育庁 教育 6,000 6,000

　校長の自主性に基づき「選択」、「競争」、「評価」、「公開」を原則とする新
しい学校のあり方に関する実践を支援し、その普及を図る。
　地域・生徒・保護者のニーズに応える特色ある学校づくりができるよう情報
の公開や外部評価を実施する。

中高一貫教育推進事業 教育庁 25,000 24,620
　平成１７年４月に開校する古川黎明中学校のハード・ソフト両面での整備を
進める。

県立高校将来構想推進事
業

教育庁 10,000 10,000
　県立高校将来構想の具体化に向けて、前期計画（１３～１７年度）及び後
期計画（１８～２２年度）の円滑な推進に向けた取組を行い、また男女共学化
の検討調整等を図る。

高等学校スクールカウン
セラー活用事業

教育庁
子ど
も

70,139 70,139
　高校生の不登校や中退等の問題行動に対応するため、県立高校に専門
カウンセラーを配置し、生徒・保護者や教職員の相談に応じ、生徒の悩み等
の解消を図るとともに、生徒の健全育成に資する。

障害児就学支援調査研究
事業

教育庁 8,472 8,472
　障害のある児童が小学校に就学し、適切な教育を受けるための諸条件等
について、石巻市、岩沼市、東和町において調査研究を行う。

共に学ぶ学習システム整
備事業

教育庁 新 171,750 171,750
　「共に学ぶ教育」の学習システムを確立するための事業を展開する。
・学習システム整備モデル事業
・居住地校学習推進事業

共に学ぶ教育研修充実事
業

教育庁 新 2,757 2,757

　障害児担当教員実践研修事業や管理職研修等を実施し、教職員の意識
の向上と指導力の向上を図る。同時に適切な教育的支援を展開するため、
全ての学校において校内委員会の企画運営担当や校内外の連絡・調整役
であるコーディネーターを段階的に養成する。

要医療行為通学児童生徒
学習支援事業

教育庁 87,242 87,242

　特殊教育諸学校に通学する児童生徒のうち医療的ケアを必要とする児童
生徒の学習環境を整え、学校における教育の普及奨励を図るとともに、対象
児童生徒の保護者の付添い介護の負担軽減を図る。また、対象児童生徒
に対して必要な医療的ケアを実施するため、訪問看護ステーションから看護
師を学校へ派遣する。

養護学校医療的ケア支援
事業

教育庁 12,949 12,949

　特殊教育諸学校において、一定の条件下で看護師資格のある養護教諭
等が医療的ケアを行うことができるようになったことから、モデル事業として、
養護教諭が医療的ケアを実施するために必要な支援体制の整備について
調査研究する。

学校評価支援事業 教育庁 3,000 3,000
　自己評価、授業評価、外部評価等の学校評価を推進していくため、集計・
分析の効率化を図る学校評価支援システムの開発を行う。また、学校評議
員の外部評価者としての活用を促す。

206,000

10,000 10,000

新規事　業　名 部局名
重要
政策
事項

Ｈ１７予算額（千円）
事　　業　　内　　容

小中学校学力向上推進事
業

教育庁

学校活性化プロポーザル
モデル事業

教育庁

教育

・小５年（４教科）、中２年（５教科）全員を対象に学習状況調査を実施
・研究指定校担当教員等による各校への研究成果等の普及
・休業日に児童生徒の自学自習を支援する地域学習支援センターを県立
高校５校に設置
・学力向上の取組参考となるモデル的な授業例をみやぎSWANで配信

12,650 12,650

教育

・既存１０校（小５校、中５校）を継続
・校長の自主性に基づき、学力向上、不登校対策等の課題解決に向けた取
組を推進
・保護者や地域住民等で構成する学校支援委員会設置及び評価指標を設
定し、その実現状況を公表

教育

　県内の各地域の進学指導拠点校に財政支援と指導助言を行い、進学指
導のノウハウに関する研究を進め、その成果を県内各地に発信、普及するこ
とによって地域に信頼される学校づくりを推進する。

12,479進学指導充実支援事業 教育庁 12,479

　児童生徒等の相談体制整備（中学校スクールカウンセラー及び心の教室
相談員の配置、小学校への子どもと親の相談員配置、教育事務所への在学
青少年育成員及び専門カウンセラーの配置等）、心の教育フォーラムの開
催、その他道徳教育推進等の取組を進める。

教育庁 112,471
子ど
も･
教育

新
子どもの心すこやか育成
事業
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うち一財

１３歳の社会へのかけ橋
づくり事業

教育庁 新 教育 9,820 9,820

　県内公立中学校の全一年生が、奉仕や福祉体験、援農をはじめとする産
業現場や地域づくりへの支援等、社会との接点となる体験活動を県内一斉
に同一時期に行い、思いやりの心や公共心、勤労観、自己達成感の育成・
醸成等、将来にわたり社会の中で生きていく力の涵養を図る。

（２）男女共同参画社会の実現と全ての人が参加できる社会の形成

うち一財

男女共同参画相談と自立
サポート事業

環境生活部 5,864 5,864
  複雑・多様化する男女共同参画に関する諸問題について、県民が相談で
きる総合的な窓口である「みやぎ男女共同参画相談室」を運営する。また、
相談者の自立に向けサポートするため講座等を実施する。

福祉サービス第三者評価
推進事業

保健福祉部
解体
宣言

9,092 7,146

　福祉サービスの質の向上や権利擁護意識の定着等を目的に、以下の事業を行う。
・福祉サービス第三者評価事業推進のための機関設置・第三者評価機関の育成等の
体制整備
・介護サービスの情報開示の標準化に関する連絡調整会議開催
・評価基準の作成、評価調査員養成研修、説明会開催　　　等

高齢者虐待対策事業 保健福祉部 4,430 2,800

　高齢者虐待に対する発見から対応、アフターフォローまでの仕組みを構築
するため、以下の事業を実施する。
・圏域ごとの検討会や学習会
・高齢者虐待について専門的な知識を有する団体への助成
・法定外高齢者介護サービス等提供事業所の実態把握と研修

９　多様な主体により自立した地域づくりが進められる社会の実現

（１）多様な主体の協働による地域づくりの推進

うち一財

みやぎＮＰＯサポート
ローン事業

環境生活部 新 10,000 0
　ＮＰＯ活動の支援をするため、金融機関との連携により、ＮＰＯ向けの融資
制度を創設・運用する。

みやぎＮＰＯ夢ファンド
事業

環境生活部 5,000 5,000

　ＮＰＯが自らの目的に即した公益活動を展開する上で必要とされる活動資
金について、県拠出金と市民・企業等からの寄付金を原資とするファンドか
ら助成することにより、県内のＮＰＯの自主・自立的かつ継続的活動を促進
する。

県有遊休施設等の有効利
用によるＮＰＯ活動拠点
づくり事業

環境生活部 13,000 13,000

　県有遊休施設とＮＰＯのニーズのマッチングにより、施設の有効活用、ＮＰ
Ｏの活動促進及び県とＮＰＯの連携強化を図る。
・施設の利用計画の募集、選考及び貸付の実施
・施設の状況調査（耐震診断、修繕等）の実施

ＮＰＯマネジメント・サ
ポート事業

環境生活部 5,000 5,000
　ＮＰＯの組織マネジメント力向上を推進する。
・ＮＰＯマネジメントセミナーの開催
・中間支援ＮＰＯ職員等を対象としたリーダー研修等の実施

（２）分権社会の形成

うち一財

市町村振興総合支援事業 企画部 新
市町
村

837,000 837,000
　市町村重視の県政を一層推進するとともに市町村の自主・自立を促進す
るため、市町村が自ら必要な事業を選択することができる総合補助金制度を
創設し、個性的・重点的な市町村施策を支援する。

4,616

事　業　名 部局名 新規 事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

事　　業　　内　　容新規

　企業における女性の積極的活用のための措置（ポジティブ・アクション）を、
県の入札参加登録制度と関連付けて加点対象とすることなどにより、女性の
活用を推進するための取組みを行う。
・ポジティブ・アクション・シ－トの配付
・事業所訪問調査　　　　　・好事例の公表等

事　業　名 部局名 新規
重要
政策
事項

ポジティブ・アクション
推進事業

環境生活部 4,616

事　　業　　内　　容

事　業　名 部局名
重要
政策
事項

Ｈ１７予算額（千円）

Ｈ１７予算額（千円）
事　　業　　内　　容

重要
政策
事項

事　業　名 部局名
Ｈ１７予算額（千円）

新規

重要
政策
事項

（参考）市町村振興総合支援事業（市町村振興総合補助金）の主な補助メニュー

部　局 ﾒﾆｭｰ数 主なメニュー事業

総　務　部 1 消防防災施設等整備事業

企　画　部 2 魅力ある地域づくり事業、市町村交通安全対策推進事業

環境生活部 4 公衆浴場安定確保対策事業、ごみ減量化・再資源化促進事業等

保健福祉部 13 低年齢児保育施設助成事業、心身障害者通所援護事業等

産業経済部 23 地域産業振興事業、園芸特産重点強化整備事業等

個別ﾒﾆｭｰ計 43

提　案　分 1 市町村提案事業

合　計 44 　（メニュー担当課：５部２２課）
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　まじわり

１０　総合交通ネットワークが充実し、世界から人・モノ・情報が集まる社会の実現

（１）国内外との交流の窓口となる空港や港湾機能の強化

うち一財

仙台空港国際空港化促進
事業

土木部 13,500 13,500
　既存路線の安定化及び拡充並びに新路線の開設を図るため、航空会社
等に対するセールスや各種の利用促進策を関係機関とともに推進する。

仙台空港アクセス鉄道整
備推進事業（補助金）

土木部 1,876,076 39
　アクセス鉄道の事業主体である仙台空港鉄道（株）が名取から仙台空港ま
での区間(7.1km）に新たな鉄軌道を建設するに当たり、事業資金の補助を
行う。

仙台空港アクセス鉄道整
備推進事業（貸付金）

土木部 4,086,000 0
　アクセス鉄道の事業主体である仙台空港鉄道（株）が名取から仙台空港ま
での区間(7.1km）に新たな鉄軌道を建設するに当たり、事業資金の貸付を
行う。

臨空都市関連道路整備事
業

土木部 2,327,500 1,563,500
　関下、下増田臨空両土地区画整理事業施行区域内への幹線道路として、
一般県道杉ヶ袋増田線及び主要地方道塩釜亘理線を整備するとともに、仙
台空港へのアクセス道路として主要地方道岩沼蔵王線を整備する。

関下・下増田臨空土地区
画整理補助事業

土木部 2,717,000 571,700
　仙台空港を核として国際交流・物流・情報の拠点となる機能を有し、東北
の玄関口にふさわしい臨空都市としての整備を推進するため、名取市関下
地区、下増田地区の土地区画整理事業を実施する組合に対して補助する。

仙台空港臨空都市整備推
進支援事業

土木部 100,500 100,500
　仙台空港臨空都市整備事業の円滑な推進を図るため、名取市下水道事
業に対して補助する。

仙台空港臨空都市土地区
画整理事業資金貸付金

土木部 新 200,000 100,000
　仙台空港臨空都市整備事業の円滑な推進を図るため、名取市関下地区、
下増田地区の土地区画整理事業を実施する組合に対して事業資金を貸付
する。

仙台国際貿易港振興対策
事業

土木部 7,727 7,727
　国際定期コンテナ航路の安定化と新規航路の誘致を図るため、荷主企業
や船社等に対するポートセールスを行うとともに、各種の利用促進策を関係
機関と共に推進する。

高砂コンテナターミナル
再配置事業（港湾特会）

土木部 新 174,450 0
　コンテナ貨物の大型Ｘ線検査場の設置に対応するため、コンテナヤードの
ゾーニングの再編を行う。

仙台港背後地土地区画整
理事業

土木部 3,388,024 1,251,552
　国際貿易拠点、流通、工業機能を持つ地区としての整備を進めている仙
台港背後地土地区画整理事業において、道路、上下水道等を整備する。

（２）国内の交流を進めるための交通基盤の整備

うち一財

高規格幹線道路整備事業 土木部 7,000,533 3,581,433
　東北縦貫自動車道と三陸縦貫自動車道を東西につなぐみやぎ県北高速
幹線道路の整備や、国が自ら実施する事業のうち、三陸縦貫自動車道及び
仙台北部道路の改築費用の一部を負担する。

第三セクター鉄道対策事
業

企画部 新 54,382 54,382
　阿武隈急行線の保全整備事業及び大規模修繕事業について福島県及び
沿線市町と協調して補助を行う。

１１　多彩な国際交流が日常化した社会の実現

（１）国際性豊かな人材の育成と県民参加型の国際交流・国際協力の推進

うち一財

外国語指導助手招致事業 教育庁 278,435 244,435

　外国語教育の充実を図るとともに、地域レベルにおける国際交流を推進
し、諸外国との相互理解を深め、もって国際化の促進に資するため、語学指
導等を行う外国青年を招致する。
　平成１７年度は５０名を招致し、日本語研修会、オリエンテーション、中間期
研修会等を実施する。

事　　業　　内　　容

事　業　名 部局名

Ｈ１７予算額（千円）
事　業　名 部局名 新規

重要
政策
事項

事　　業　　内　　容
重要
政策
事項

Ｈ１７予算額（千円）
新規

事　　業　　内　　容
Ｈ１７予算額（千円）

新規
重要
政策
事項

事　業　名 部局名
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うち一財

小学校英語教育推進事業 教育庁 1,750 1,750
  実践モデル地域を拡大し(H16年度４市町１３校)、地方分権研究会参画県
共同で作成した教材等の活用と専門家を講師とした教員の指導力向上のた
めの研修会開催等を行う。

学校英語教育充実推進事
業

教育庁 15,500 15,500

　中学校、高等学校の英語教育の一層の充実のため、英語担当教員の研
修体制を整備する。また、生徒の英語によるコミュニケーションへの関心・意
欲の高揚及び実践的コミュニケーション能力の向上を図る。さらに教員の指
導技術の向上と授業実施上の諸問題解決のため、ＡＬＴも含めた地域レベ
ルの研修会の活性化を図る。

１２　高度情報ネットワークを活用している社会の実現

（１）高度情報化に対応した社会の形成

うち一財

みやぎハイパーウェブ構
築事業

企画部 ＩＴ 8,277 8,277
　共通基盤システムの運用開始に向けてインフラを整備するとともに、気仙
沼保健福祉事務所移転に伴う接続変更作業を行う。

南東北ＩＴビジネス集積
促進支援事業

企画部 新 2,000 2,000
　南東北３県（宮城、山形、福島）における新規ＩＴビジネス集積促進に向け
て、民間主導で設置する（仮称）「東北ＩＴ産業バーチャルクラスタ推進機構」
の運営に要する経費を支援する。

情報通信関連企業立地促
進奨励金

企画部 110,450 110,450

　県内に情報通信関連事業所（ｺｰﾙｾﾝﾀｰ、ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ）を新設又は移転す
る企業及び県内にｿﾌﾄｳｪｱﾊｳｽ業を営む事業所を新設若しくは増設又は移
転する企業に対し、土地を除く投下固定資産額に応じた奨励金を交付する
ことにより、雇用の場の確保と県民所得の向上を図る。

総合情報ネットワーク再
構築事業

企画部 新 ＩＴ 400,000 400,000
　現在運用している「総合情報ネットワーク」について、電子県庁の基盤とな
る共通基盤システムの運用開始などに備え、より高速かつセキュリティレベ
ルの高い新しいネットワークとして再構築する。

【凡例】

　１　「重要政策事項」の欄には、「平成１７年度重要政策事項」に関連する重点事業についてその略称を記載。

　　　・（略称）地震…………（重要政策事項）宮城県沖地震の再来に備えた取り組み

　　　・（略称）市町村………（重要政策事項）分権時代の市町村支援

　　　・（略称）ＩＴ…………（重要政策事項）ＩＴ化の推進

　　　・（略称）新エネ………（重要政策事項）新エネルギーの導入促進

　　　・（略称）子ども………（重要政策事項）悩みを抱えた子ども・青少年対策

　　　・（略称）解体宣言……（重要政策事項）みやぎ知的障害者施設解体宣言の理念の実現

　　　・（略称）医師…………（重要政策事項）県内地域医療体制の整備と医師不足の解消に向けて

　　　・（略称）教育…………（重要政策事項）みやぎらしい教育

　２　「Ｈ１７予算額（千円）」の欄のうち［］書きの額については、債務負担行為の設定額。

9,265
ＩＴ
・
地震

新規

　外国籍県民の生活上の不安を解消するため、多言語で相談が可能な「外
国人相談センター」を設置する。また災害発生時の被災外国人を支援する
ため、「災害時外国人サポート・ウェブ」を構築するとともに、「災害時通訳ボ
ランティア」の設置等の事業を行う。

9,265

事　業　名 部局名
重要
政策
事項

Ｈ１７予算額（千円）

重要
政策
事項

外国籍県民支援事業 環境生活部

みやぎ電子県庁構築事業 企画部 ＩＴ

　県民サービス向上のために電子申請システムの構築を進めるとともに、シ
ステム開発や運用を効率的に行うための電子県庁の基盤（プラットホーム）と
なる共通基盤システムの運用及び内部事務システムの構築を行う。

598,451 598,451

事　　業　　内　　容

Ｈ１７予算額（千円）
事　業　名 部局名 新規 事　　業　　内　　容
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（参考）

うち新規 うち新規

［374,000］
16,188,716

11

5

20 4

7

7

19

2

54 21 1,794,419 439,012

39 14

6 1

9 6

［96,000］
36,170,351

7 2

26 1

7

25 6 1,548,260 1,237,327

20 4

5 2

21 5 23,369,820 830,832

12 3

4

5 2

［470,000］
79,071,566

3 15,818

合　　　　　　　　　計 211 39 2,754,288

　９　多様な主体により自立した地域づくりが進められる社会の実現

　12　高度情報ネットワークを活用している社会の実現

　　ま　じ　わ　り
　　　（地球時代に対応した世界に開かれた多様な交流が活発化する社会の実現）

平成１７年度重点事業集計表

事業費
（千円）

　１　雇用の緊急確保

　２　企業誘致の拡大

施　　　策　　　体　　　系 事業数　

　　緊急経済産業再生戦略
　　　（地域経済再生のための雇用対策と産業の再生）

71 4 231,299

　３　身近な社会資本の整備

　７　個人の夢や行動が尊重される社会の実現

　８　歴史、文化、伝統などに育まれる地域社会の実現

　４　生活者の支援

　　な　り　わ　い
　　　（創造性と活力にあふれた産業活動が展開する社会の実現）

　２　暮らしの安心・安全が確保された社会の実現

　３　人と自然が共生する地域社会の実現

　５　中小企業の再生

　６　起業の支援

　７　市町村連携

　 く　　ら　　し
　　（自然との共生を基本とし、生涯を通じて地域で生き生きと暮らせる社会の実現）

　１　生涯を通じて地域で安心して自分らしく暮らせる社会の実現
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　10　総合交通ネットワークが充実し、世界から人・モノ・情報が集まる社会の実現

　11　多彩な国際交流が日常化した社会の実現

　　ふ　る　さ　と
　　　（住民参加による、個性と誇りに満ちた自立的な地域社会の実現）

　４　産業の高度化や新しい産業の創出に挑戦する社会の実現

　５　地域の特性を生かして産業が新たな展開を見せる社会の実現

　６　雇用の安定が確保され職業能力の開発向上に挑戦し続ける社会の実現
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