
 

主要政策：NO．１ 『被災者の生活再建と生活環境の確保』 

H25.6.17震災復興・企画部震災復興政策課 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

①被災者の生活環境の

確保 
震災復興・企画部 

 

・ 被災者の避難生活は長期化することが想定されることから，孤立化や慣れない生活環境

による生活不活発病などを防止するための健康相談・指導など，きめ細かな支援が不可欠

である。 

また，県外避難者は今なお8千人を超え，避難先も全国各地に及んでおり，円滑な帰郷

を進めるためには，県内市町村をはじめ，避難先の自治体等との情報や課題等の共有が不

可欠である。 

・ 災害公営住宅の整備など，被災者の恒久的な住まいの確保を円滑に進めるためには，沿

岸市町を中心に不足しているマンパワーの確保や，面整備との調整など，復興事業の進捗

に影響を与えている課題解決が不可欠である。 

・ 仮設住宅等の応急的な住宅から恒久的な住宅への移行に伴い，仮設住宅団地の入居者減 

少による防犯面やコミュニティ活動の維持，その他生活環境の大幅な変化に対応したサポー 

トが必要である。 

 

・ 震災直後より被災地域において支援活動を続けているNPO等の民間団体が，今後も継

続した活動を行うためには，人材育成や組織の強化を図る必要がある。 

 

 

 

・ 被災したＪＲ５路線（常磐線，仙石線，石巻線，気仙沼線，大船渡線）については，現

在もなお一部区間で運休を余儀なくされている。被災地の復興には生活の足としての鉄道

の復旧が不可欠であり，津波対策を踏まえた地元自治体の新たなまちづくりと一体となっ

た整備が必要である。 

 

 

【主な課題】 

（１）避難生活の長期化解消 

（２）災害公営住宅の早期整備と恒久的な住宅への円滑な移行 

（３）被災者の生活環境の変化に係るサポート強化 

（４）地域で活動する民間団体等の人材育成や組織の強化 

 

・ 被災者の良好な生活環境の確保のため，仮設住宅におけるサポートセンターによる見守り 

活動を継続するとともに，健康に関する相談・訪問活動や消費生活相談など，きめ細かな 

支援に取り組む。 

また，県外避難者の早期の円滑な帰郷を促進するため，県外避難者に対して復興状況や各 

種支援に関する情報提供に努めるとともに，県外避難者に関するニーズ等の情報や課題な 

ど，県内市町村及び避難先自治体等との情報共有に取り組む。 

・ 被災者が早期に恒久的な住宅に入居できるよう，市町と連携を密にし，災害公営住宅の計 

画的な整備を進めるとともに，住宅再建に関する相談等，被災者ニーズに対応した支援に取

り組む。 

・ 被災者の応急的な住宅から恒久的な住宅への住み替えがスムーズに進むよう，市町村等の関 

係機関と連携を密にし，被災者の住み替え等に係るニーズや課題等の把握に努め，仮設住宅 

の集約や恒久的な住宅への住み替え等に伴う被災者の精神的・経済的負担の軽減に取り組

む。 

・ 地域コミュニティの再構築を進めるため，市町村やNPO等，様々な主体と協調・連携し， 

住民主体による地域活動の支援や交流機会の創出，伝統行事や民俗芸能の再開に向けた支援 

などに取り組むとともに，被災地において一人ひとりが生きがいを持って暮らせる地域づく 

りを進めていくため，地域における活力創出のための様々な活動やその中核となる人材の育 

成等の支援に取り組む。 

・ ＪＲ各線の一日も早い全線運行再開に向けて，関係機関と協力しながら復旧に取り組むと

ともに，国に対してはルート変更などに伴い増加する事業費について支援を要望する。また，

ＢＲＴ（バス高速輸送システム）により仮復旧している気仙沼線と大船渡線については，関

係機関と調整を図りながら，安全が確保された鉄道の復旧に必要な関係市町の新たなまちづ

くり計画の早期作成を促進する。 

 

【主な取組】 

（１）被災者の良好な生活環境の確保 

（２）災害公営住宅の早期整備と恒久的な住宅への移行支援 

（３）恒久的な住宅での安定した生活に向けた支援 

（４）地域コミュニティ再生と被災地の活力創出に向けた多様な活動への支援 

 

②廃棄物の適正処理 環境生活部 

 

（１）災害廃棄物処理事業 

  ・ 目標とする平成25年度末までの処理完了を達成するため，仮設焼却炉等をはじめとし

た各処理施設の安定稼働を図る必要がある。 

  ・ コンクリートくずや津波堆積物等は，採石や土砂として再生資材化し，委託元の市町

に復興資源として活用してもらう計画だが，一部の市町では復興計画との進度が合わな

いため，活用先を確保する必要がある。 

（２）漁場瓦礫の撤去 

・ 海底のがれきの量や位置の確認は難しく，特に深い場所のがれきの撤去は困難である

ことから，未だに大量のがれきが残存しているものと思われる。また，これまでがれき

処理を行ってきた災害廃棄物処理施設は平成２５年度末までに撤去されることから，市

町のクリーンセンターや廃棄物処理業者による処理を行う必要がある。 

 

（１）災害廃棄物処理事業 

  ・ 国や県の関係機関との調整や，各処理区間の連携に取り組み，目標とする平成 25 年度

末までに災害廃棄物の処理を完了する。 

 

 

 

（２）漁場瓦礫の撤去 

・ 海底のがれきの撤去作業は長期間を要するため当面は現状の撤去作業を継続するととも

に，更に長期間にわたり操業中に回収されることが想定されるがれきを含めて，継続的な

処理や費用負担等に関する体制を構築する必要がある。 

課題及び「再生期」に向けた対応方針  整理表 参考資料 



施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

③持続可能な社会と環境

保全の実現 
環境生活部 

■ 再生可能エネルギーの導入とスマートシティの形成 

・ 東日本大震災に伴う原発稼働停止や復興需要により，今後，温室効果ガス排出量の増加

が見込まれる状況にあり，これまで以上に，環境に配慮したまちづくりが求められている。 

 ・ そのため，復興住宅を含めた住宅や企業における再生可能エネルギーのさらなる導入促

進が必要であるほか，省エネルギー促進の取組が不可欠である。 

・ 被災地域のスマートシティ形成においては，前例がなく，進捗のスピードに地域差が生

じている。多くの被災地のまちづくりが今後本格化していくことを考えると，市町村への

継続的支援が必要であるが，国の財政支援終了の懸念もある。 

 

【主な課題】 

（１）  再生可能エネルギー導入の加速化 

（２）  省エネルギーの促進 

（３） 前例のないスマートシティ形成への取組とその地域差 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 自然環境の保全の実現 

・ 震災によって自然環境が大きく変容した沿岸地域について，継続して学術調査を実施す

るとともに，損なわれた自然環境を再生することにより本県の生物多様性の保全を図って

いく必要がある。 

 ・ グリーン復興プロジェクトを支えるソフトや人的体制整備に着手していく必要がある。

また，今年１１月に本県で開催される「第１回アジア国立公園会議」などあらゆる機会を

とらえ，本県の豊かな自然環境や自然環境を切り口とした復興について内外に発信する。 

・ 農作物被害等をもたらす野生鳥獣の個体数増加・生息域拡大が進む一方で，狩猟者の減

少と高齢化及び原発事故による放射性物質の影響を受け狩猟件数が減少していることか

ら，鳥獣保護事業計画及び特定鳥獣保護管理計画に基づき，引き続き野生鳥獣の適切な保

護管理の推進，担い手確保に取り組む必要がある。 

・ 被災者の心のケアや体力向上のため，自然と触れ合う機会や自然環境について学ぶ機会

を増やし，自然を正しく理解し大切にする人づくりを積極的に推進していく必要がある。 

 

 

【主な課題】 

（１）被災した自然環境のモニタリング継続・生物多様性の保全 

（２）三陸復興国立公園構想への対応・本県の自然環境の魅力発信 

（３）野生生物の適切な保護管理の推進 

（４）自然環境教育の推進体制の整備 

 

■ 再生可能エネルギーの導入とスマートシティの形成 

 ・ 「みやぎ再生可能エネルギー導入推進指針」や平成２５年度に全面的に見直しする「自然エ

ネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する基本的な計画」に基づき，被災地の

まちづくりへの再エネ・省エネ導入やスマートシティの形成など実効性のある取り組みを着実

に展開していく。 

・ また，復興需要等で増加が見込まれる温室効果ガス削減に向け，より削減効果の高い省

エネルギー促進に重点を置いた施策を展開していく。 

 

【主な取組】 

（１）  再生可能エネルギー導入の加速化 

  住宅，企業及び防災拠点等における再生可能エネルギーの導入について，引き続き財政支

援を行うなど，その加速化を図るほか，地域資源の活用を含めたその他の分散型エネルギー

設備の導入についても促進を図る。 

（２）  省エネルギーの促進 

  企業における省エネルギー設備の導入を引き続き促進していくとともに，省エネルギーの

取組運動を県民一丸となって展開していく。 

（３）  スマートシティ形成に向けた市町村への支援 

 スマートシティの形成を進めようとする市町村に対し，民間活力の導入に向けた支援など，

取組の具体化・加速化に向けた支援を引き続き行っていくとともに，国に対し，継続的な取

組・支援を行うよう，要望をしていく。 

 

■ 自然環境の保全の実現 

・ 被災した沿岸域における適正な自然環境保護体制を確保するとともに，自然再生事業の

充実を図るほか，本県の生物多様性の保全を図る。また，ラムサール条約登録湿地に飛来

する渡り鳥への震災の影響を調査するとともに沿岸部の干潟の新規登録について検討する。 

・ 発展期への種まきとして，宮城の豊かな自然環境を切り口とした復興について国際会議な

どの機会をとらえて内外に向けて発信するほか，復興のシンボルとして，自然系国立科学博

物館の誘致活動を行う。 

・ 鳥獣保護事業計画等に基づく有害鳥獣捕獲や個体数調整などの野生鳥獣の保護管理に欠

かせないモニタリング調査を科学的・計画的に行うため，県林業技術総合センター等の研

究機関との連携を一層深め，放射性物質の影響を踏まえた野生生物の保護管理体制の強化

及び狩猟後継者の育成を図る。 

・ 被災者の心のケアや体力向上に向けた取組を展開するため，環境教育や里山体験のほか，

エコツーリズムや野生鳥獣対策，企業等が取り組む森林整備を通じた社会貢献活動を支援

する場として，里山環境学習林を整備するとともに，自然公園，トレイル，里山・森林等の

自然を護り生かす体制整備を図るため，人材やボランティアの活動支援策を強化する。 

【主な取組】 

 ・沿岸域におけるモニタリングと適正な保護体制の確保 

 ・震災の影響を踏まえた生物多様性地域戦略策定，生物多様性センター設置 

 ・震災で損なわれた自然環境を再生する事業の充実 

 ・新規ラムサール条約登録湿地の検討等湿地の保護と活用の推進 

 ・宮城の豊かな自然の認知度向上（世界へ情報発信） 

 ・自然系国立科学博物館の誘致 

 ・野生生物の保護管理対策の推進 

 ・レッドデータブックの改定 

 ・希少野生動植物の保護・保全対策の推進 

 ・里山環境学習林の整備による環境教育等の支援 

 ・みちのく潮風トレイルのサポート体制整備 

 ・自然環境保全・活用のための人材育成・活動支援 



 

主要政策：NO２『保健・医療・福祉提供体制の回復』 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

①安心できる地域医療の

確保 

保健福祉部 

 

・ 応急仮設住宅での生活の長期化により，被災者の心身の健康状態の悪化や孤立が懸念され

る。 

・ 公的医療機関と地域医療の両輪となる民間の病院や診療所の再開・継続には，地域全体の

復興が不可欠であるが，各地域の本格的な復興にはまだ時間を要するものと考えられ，被災

市町のまちづくりを踏まえ，医療施設を整備する必要がある。 

・ 医師，看護師等の医療従事者の不足や地域・診療科による偏在の解消が必要である。また，

在宅医療の推進など復興後の地域の実情を見通した地域医療の提供体制の在り方について検

討が必要である。 

・ 地域の医療を補完していく上でも，県内全域でのＩCT による医療福祉情報ネットワークの実現

が急がれるところである。 

 

【主な課題】 

(1) 被災者の健康の保持増進を支える体制の整備 

(2) 甚大な被害を受けた被災地域の医療体制の早期整備 

(3) 医師等医療従事者の不足や地域偏在等の解消 

(4) 医療福祉情報ネットワークの早期の基盤構築 

 

 

・ 市町村等と連携し，被災住民の健康状況の把握，健康の保持増進を図る。 

・ 各地域の拠点となる病院の復旧・復興に向けた取組を着実に推進し，安心して医療を受けられ

る体制整備を被災各地域において推進する。 

 

・ 医師，看護師等医療従事者の流出防止や養成・確保に取り組むとともに，医学部新設に係る国

への働きかけを行っていく。 

 

・ 医療資源の不足を医療機関の相互協力，東北大学との連携等によりカバーできる状況を整備す

るため，医療福祉情報ネットワークシステムの整備を進める。 

 

【主な取組】 

(1) 被災市町村の健康づくり施策の支援 

(2) 被災医療機関等の再整備の推進 

(3) 宮城県医師育成機構等と連携した取組による医療従事者の確保など，地域医療提供体制の

構築 

(4) 医療福祉情報ネットワーク構築の強力な推進 

②未来を担う子どもたち

への支援 

 

・ 児童が自立するまでの協力・支援を得るためには，民間団体との相談・協力体制の充実が

必要であるほか，子どもの心のケアについては，児童精神科医，臨床心理士等の専門職を確保

しつつ，教育機関との連携・協力体制を強化することが必要である。 

また，ひとり親家庭に対する各種支援施策の活用促進のため，その積極的な情報提供に努

めるとともに，東日本大震災みやぎこども育英基金による奨学金等の支給については，子ども

たちが希望する進路選択を実現できるよう，適切な支給に努めていく必要がある。 

・ 適切な保育環境等子どもが利用する施設の確保を円滑に進めるためには，被災した保育所，

児童館等の早期復旧への支援のため国の財政支援が不可欠である。 

・ 子どもたちやその家族等の生活環境等が変化しているため，ニーズに応じた適切なサービ

スの提供が重要となるほか，子ども虐待，ＤＶ事案の早期発見・早期対応が必要である。 

また，地域社会全体で子育てを支援していくため，子育ての現状や子育て世帯等を取り巻く 

環境を理解してもらうことが必要である。 

 

 

 

【主な課題】 

(1) 民間団体や教育機関との連携による支援体制の充実 

(2) 国による財政支援の拡充 

(3) 子どもたちやその家族等の環境の変化に伴うニーズの把握 

(4) 子ども虐待及びDV事案に対する早期発見，早期対応 

(5) 子育ての実情や周辺環境への理解と地域社会全体で子育てを支援していく意識の醸成 

 

 

・ 児童への支援，里親への支援を行うため，関係機関との協力体制を強化し，健康上の不安

がある里親世帯に対しては，児童相談所，市町村等と連携し，見守りを継続・強化するほか，

教育機関との連携強化や児童精神科医等専門職の活用を図り，長期的・継続的に支援を行う。 

また，母子寡婦福祉資金の貸付の実施，市町村窓口などひとり親家庭支援従事者へ情報提

供の強化を図るほか，東日本大震災みやぎこども育英基金奨学金等については，市町村及び教

育機関と連携しながら，受給対象者の情報把握に努め，確実な支給を行うとともに，活用支援策

を検討する。 

・ 適切な保育環境等の確保を実現するため，引き続き被災した保育所等の早期復旧に取り組ん

でいくとともに，国に対して財政支援の拡充を要望しながら設置者に対し必要な支援を行う。 

・ 子どもたちやその家族等を支援するため，ＮＰＯ等の各種団体，関係機関と連携・協力し

ながら，ニーズを的確に把握し，各種支援サービスを提供していくほか，児童虐待及び DV 事案

の未然防止と適切な支援の提供を推進する。 

また，安心して子どもを生み育てることができる地域社会の実現を図るため，子育てに対する

正しい理解を社会全体で育んでいくための意識の醸成を深めていく。 

 

【主な取組】 

(1) 民間団体や教育機関との連携による継続的な支援の実施 

(2) 被災した保育所・児童館等の早期かつ計画的な復旧 

(3) ニーズの的確な把握と適切な支援サービスの提供 

(4) 子ども虐待及びＤＶ事案の未然防止と支援体制の強化 

(5) 地域社会における子育て支援のための機運の醸成 

 



 

 

 

 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

③だれもが住みよい地域

社会の構築 
保健福祉部 

 

・ 心のケアを必要とする被災者へのサポートを継続・充実させる必要がある。 

・ 利用者に対するサービスの回復を図るため，被災した社会福祉施設等の復旧の支援を継続

する必要がある。 

・ 仮設住宅から災害公営住宅への移行も視野に入れた健康支援等を継続するとともに災害公営

住宅移行後も地域で支える支援体制を構築する必要がある。 

・ 高齢者や障害者等，日常生活での支援が必要な方が安心して生活できるよう，長期的な支

援の継続を行うとともに，地域コミュニティの再構築を進める必要がある。 

 

 

 

 

【主な課題】 

（１）震災に伴う心の問題の長期化 

（２）社会福祉施設復旧のための財源の不足  

（３）災害公営住宅移行後の被災者支援体制の構築 

（４）長期的な視野を持った支援の継続と地域コミュニティの再構築 

 

・ 「みやぎ心のケアセンター」などによる相談支援体制等を強化するため人材の育成・確保に

取り組むとともに，子どもから大人までの切れ目ない心のケアの取組を充実させる。 

・ 国等からの継続的な財政支援に基づき，社会福祉施設の復旧事業を推進する。 

・ 被災地域の実情に応じ，医療分野等との連携と合わせた地域包括ケア体制（高齢者や障害者，

子育て世帯など各種の支援が必要な人に対して，医療，介護，予防，住まい，生活支援などが連

携し，ネットワーク化された体制）の構築を図る。 

・ 仮設住宅から災害公営住宅への移行により，コミュニティの再構築が求められる地域において 

は，長期的な視野を持って見守り等の支援体制を継続し，災害公営住宅の住民と周辺地域の住 

民を一体的にとらえた住民同士による支え合い体制の構築に向け，市町村，社会福祉協議会，Ｎ 

ＰＯ等と連携し，地域福祉を推進する。 

 

【主な取組】 

（１）心のケアに関する取組や自殺対策の強化 

（２）被災した社会福祉施設の復旧に対する支援 

（３）地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築 

（４）災害公営住宅を含む地域の包括的な支え合い体制の構築 



主要政策：NO３『富県宮城の実現に向けた経済基盤の再構築』 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

①ものづくり産業の振興 

 
経済商工観光部 

１ 被災事業者の早期復旧と事業再開 

沿岸部においては、これから本格的な復旧事業に着手する事業者が多いことから、沿岸部

の復旧状況を踏まえ、事業者が本格復旧を行う時期に合わせた長期的・継続的な復旧支援に係

る予算の確保と支援が必要な状況にある。さらに、財政法、地方自治法の会計制度を踏まえ

つつ、被災事業者の視点に立ったきめ細かなインフラ整備の進捗に応じた支援が求められて

いる。 

 

 

 

 

 

 

２ 雇用確保のための企業誘致等 

みやぎ企業立地奨励金や復興特区制度（宮城県民間投資促進特区）などのインセンティブの

活用により、更なる企業立地の推進が求められている。また、事業用地が不足していることか

ら、大規模な立地案件にも対応可能な事業用地の確保や、「津波・原子力災害被災地域雇用創

出企業立地補助金」の活用により、市町との連携による企業立地の推進や製造業などにもタ

ーゲットを拡大した雇用創出につながる外資系企業の誘致を図る必要がある。さらに、地域

資源を活かしたビジネスや復興を後押しするビジネスの試みが見られることから、新規創

業・新事業活動に向けた取組への支援が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 県内企業の競争力の向上 

生産機能を回復した事業者の一部には、販路喪失や売上減少等に直面しているケースも見

られており、販路の回復と技術開発力の向上に向けた支援や経営環境変化への的確な対応が

求められている。自動車関連産業については、トヨタ自動車株式会社の「国内生産第３の拠

点化」に伴い、東北地方での現地調達が進められており、新規参入の好機となっていること

から、受注獲得に向けた支援に加え、県内企業の競争力を高めるため、企業力（QCD（品質、

コスト、納期）、技術力、人材等）の一層の向上が必要となっている。また、海外でのビジ

ネス展開については、拡大を続ける東アジア市場等の海外取引拡大として、新規の販路開拓

や既存の販路での取引拡大も課題となっている。 

 

 

１ 被災事業者に対する復旧支援の継続 

被災事業者の施設・設備の復旧については、グループ補助金や県単独の支援事業により、引

き続き全力を挙げて、沿岸部を中心とする被災事業者の施設・設備の復旧支援を継続していく。      

また、グループ補助金で既に交付決定を受けたものの、事業が完了していない事業者につ

いては、事業の進捗状況を定期的に把握しながら、被災事業者に対する支援制度の柔軟な運

用などにより、被災事業者の復旧に支障が生じないようきめ細かな対応を図っていく。これ

から申請に至る事業者がグループを編成することが難しくなっていることから、一定の要件

緩和や被災者の現状に即した新たな制度の創設も含め、支援制度の継続を国に対して要望し

ていくとともに、沿岸部のまちづくりの状況に応じた被災事業者に対する支援として、平成

26 年度以降の県単独のものづくり及び商業施設・設備の復旧支援事業のあり方についても検

討を進めていく。 

 

２ 企業立地や新たな事業展開を促進するための事業環境の整備 

新たな雇用の創出には企業立地も有効であることから、県内に工場等を新増設する企業に

対する企業立地奨励金や国の立地補助制度、復興特区を活用した立地促進の強化を図ってい

く。特に、震災後に工場等の閉鎖や内陸部への移転が見られた沿岸部においては、市町と連

携の上、国の立地補助制度である「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」を

最大限に活用しながら、企業立地を強力に推進していく。また、事業用地が不足している状

況を踏まえ、新たな企業立地の要望に対応できるよう、県においても大和リサーチパーク西

側工区の造成を進めていくいほか、市町村等からの空き用地・工場の情報収集や市町村が行

う工業団地造成に向けた支援を行うなど、市町村と連携した工業団地の造成の推進や空き工場

等の確保により、事業用地の確保に努めていく。外資系の企業誘致にあたっては、英語版の企

業誘致ウエブサイト・パンフレット等の広報マテリアルの活用により、本県の投資環境に関

する正確な情報発信に努め、ターゲットを明確にした誘致促進を図っていく。さらに、事業

者数が大幅に減少している沿岸部においては、新たな産業を積極的に育成していくことが必

要であることから、被災地で創業する者に対してスタートアップ資金の助成を行うとともに、

公益財団法人みやぎ産業振興機構と連携しながら、多様な事業者に対する幅広い創業、新事

業活動の支援を展開していく。 

 

３ 県内企業の販路開拓・取引拡大と技術力向上に向けた支援 

震災等により、受注先の確保が困難となっている県内中小企業の販路開拓と取引拡大を図

るため、自動車関連産業・高度電子機械産業等、個別商品の分野と特徴に応じた個別の受注

確保と販路開拓の支援や国内外での商談会の開催を行うとともに、販路喪失や風評被害を受

けた食品加工業についても販路確保や拡大に向けた取組を推進していく。また、海外ビジネ

スに積極的に挑戦しようとする県内企業に対しては、ビジネスの深度と段階に応じた海外ビ

ジネス展開への支援として、専門のアドバイザーによる相談事業の実施や実践的なセミナー

の開催等を行うとともに、復興状況の情報発信等の強化により、グローバルビジネスの展開

を総合的に支援していく。さらに、県内企業が直面している生産能力や研究開発力等の技術

的課題に対応するため、産業技術総合センターの資源の活用や、地域の大学、高専や産学支

援機関等との連携など、企業ニーズに即した産学官の連携による研究開発力の向上に向けた

支援や成長分野における新製品開発の支援を進めていく。 



 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

①ものづくり産業の振興 

 

経済商工観光部 

 

４ 県内企業の経営改善 

復興特需により一部業種の経営状況は好調となっているものの、県内の中小企業の多く

は、震災の影響を受けての販路喪失・売上減少や国内外の景気の低迷により、厳しい経営状

況が続いており、特に食料品製造業においては、原発事故に伴う風評の払拭も課題となって

いる。こうした中、平成 25 年 3 月には中小企業金融円滑化法の適用期限が終了を迎えたこ

とから、資金繰りが困難となる中小企業の増加や倒産を回避し、経営基盤の安定を図るため、

十分な資金融資枠を確保し、被災事業者など県内中小企業者の資金調達の円滑化を図る必要

がある。また、事業再建に向けた既往債務の早期解消などの二重債務問題への対応も必要と

なっているが、宮城産業復興機構や東日本大震災事業者再生支援機構による債権買取につい

ては、支援決定の実績件数が伸び悩んでおり、支援制度の十分な周知が課題となっている。 

 

 

５ 人材ニーズの的確な把握と対応 

企業における最も重要な経営資源の一つに「人材」が挙げられる。特に、本県において集 

積が進んでいる自動車関連産業を始めとした、ものづくり産業の活性化を図るためには、立 

地企業や地元中小企業などのニーズを踏まえた産業振興分野の人材育成・確保が必要となっ 

ている。また、新卒者を中心に県外企業への流出が見られることから、本県産業の振興に向 

けた県内企業への就職の誘導や新たな産業分野を担う人材育成等が課題となっている。さら 

に、次代を担う子ども達のものづくり志向と産業理解の促進が求められている状況にある。 

 

４ 資金調達の円滑化に向けた金融支援の充実 

震災前から、引き続き厳しい経営環境におかれている県内事業者の経営安定に向けて、事

業者の資金需要に対して適確に対応するため、長期・低利の県制度融資の継続的な実施によ

る円滑な資金調達の実現を図るほか、事業復旧・復興のための借入資金の利子補給を行い、

県内事業者の資金繰りを支援していく。また、新たな県制度融資の創設による支援として、

経営支援と金融支援が一体となった県制度融資の創設により、経営革新等支援機関の支援を

受けながら経営改善、経営力の強化を図る中小企業に対して、円滑な資金調達の支援を図っ

ていく。さらに、既往債務の買取を行う宮城産業復興機構に対する出資を行うとともに、二

重債務対策の活用促進として、宮城産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構による

債権買取等の支援策の周知を強化し、活用を促進することで、二重債務問題の早期の解消に

つなげていく。 

 

５ ものづくり人材の育成・確保 

「みやぎ産業人材育成プラットフォーム」の活用により、産学官連携による多様な人材育

成を継続するとともに、立地企業等のニーズに適合する人材育成・確保を重点的に推進する。

また、学生と県内企業との多様なマッチング機会を提供し、学生の県内就職を促進すること

により、県内企業の人材確保を支援していく。 さらに、教育現場と一体となった人材育成

により、次代を担う子ども達の産業理解の促進を図るとともに、地域産業の人材ニーズに対

応できるよう、県立高等技術専門校において職業訓練を実施するほか、新たな産業分野の職

業訓練実施の見極めを行っていく。 

②商業・観光の再生 

 

【商業】 

１地域商業機能の面的な復旧 

地域のコミュニティを支えるため、市街地再開発等の復興まちづくりに伴う新たな商店街の形

成が求められている。この新しい商店街を構成する事業者は、地域で長く事業を営み、地域

住民と密接な関係にあった仮設商店街の事業者が中心と考えられるが、特に、高台に住居、

沿岸に店舗といった職住分離の場合の商店街再形成においては、本設への移行が多額の費用

負担につながることから、本復旧に伴う負担の軽減が課題となっている。 

 

 

【商業】 

１ 被災地域のコミュニティを支える機能的で発展性のある商店街の整備 

グループ補助金や県単独の補助制度により、被災商業者への復旧支援を展開し、個々の商

業者の事業再開については、一定の成果が得られたことから、今後は沿岸部を焦点に、より面

的な商業機能の再生を目指していく。このためには、新市街地への商業施設整備の推進とし

て、復興まちづくりの進捗に合わせて、新しく開発された市街地に地域住民の生活利便性と

地域コミュニティを支える商店街を再形成していくことが必要であり、新しい市街地への商

業施設の整備を推進するため、事業者の店舗建設を支援していく。また、新しく形成される

商店街が、震災による環境変化に対応し、持続的に発展していくことができるよう、関係機

関と連携しながらソフト・ハードの両面からの新商店街の持続的発展の支援を展開していく。 

 



 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

②商業・観光の再生 経済商工観光部 

 

【観光】 

１ 被災事業者の早期復旧と事業展開 

震災発生から2年以上が経過した現在においても、沿岸部においてはこれから本格的な復

旧事業に着手する事業者が多いことから、沿岸部の復旧状況を踏まえた長期的・継続的な復

旧支援に係る予算の確保と支援が必要である。さらに、グループ補助金の交付決定を受けた

ものの、復旧事業が進んでいない事業者についても、財政法・地方自治法の会計制度を踏ま

えつつ、沿岸部の被災事業者に対するインフラ整備の進捗に応じた支援が求められている。 

 

 

 

 

 

２ 風評被害の払拭と震災に対する記憶の風化 

本県の観光客入込数を震災前の水準に回復し、さらに上向きに転じさせていくためには、 

正確で継続的な情報発信による誘客が必要である。特に原発事故に係る風評の払拭について

は、風評被害の原因が実態として掴みにくいものであり、各人のマインドに大きく左右され

ることから、被害の正確な実態把握が求められている。このため、こうした観光客の風評に

よる実態を踏まえた上で、観光客の回復に向けた多様なプロモーション活動の継続的な展開が

必要となっている。特に受入基盤が脆弱な沿岸部と内陸部を繋いだ復興ツーリズムによる観

光客の誘致促進を図るとともに、震災に対する記憶の風化が懸念される中、風化の防止のた

めにも、平成 25年春の「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」の盛り上がりと創

り上げた態勢を一過性のものとすることなく、将来につなげていくことが必要である。また、

防災教育や被災地研修等のニーズの高まりに合わせ、多様なプログラムをマッチングさせた 

教育旅行の誘致を進める必要があり、従来の北海道を中心とした誘客活動から首都圏等の他

の地域への拡大や教育旅行の受入体制の再構築を図っていくことが求められている。さら

に、回復が遅れているインバウンドへの対応として、正確な情報発信と安全・安心の PR、

医療ツーリズムを始めとするニューツーリズム、インセンティブツアー等、外国人観光客の

ニーズに対応した誘客を図る必要がある。 

 

【観光】 

１被災した観光施設の復旧支援の継続 

  甚大な被害を受けた沿岸部では、地域経済及び地域社会が疲弊しており、沿岸部を活性化

させるためには、観光基盤の回復等による交流人口の拡大が重要である。このため、グルー

プ補助金や県単独の補助金により、引き続き全力を挙げて、沿岸部を中心とする被災事業者

の施設・設備の復旧支援の継続を行っていく。 また、グループ補助金で既に交付決定を受

けたものの、事業が完了していない事業者については、事業の進捗状況を把握しながら、被

災事業者に対する支援制度の柔軟な運用により、事業実施に支障が生じないよう適切に対応

していくとともに、沿岸部のまちづくりの状況に応じた被災事業者に対する支援として、県

単独の補助制度である観光施設再生支援事業の平成26年度以降のあり方についても検討を進

めていく。 

 

２ 国内外からの誘客活動の複合的展開 

   風評による影響を払拭し、本県の観光客入込数を回復させるため、風評による被害の実態

把握に努めながら、官民一体となった継続的な観光宣伝、正確で効果的な観光情報の発信に

取り組んでいく。特に、「実際に被災地を訪れたい」というニーズが依然として高い中、宿

泊場所の確保が困難であったり、被災地を訪問するのみで終わるケースも見受けられるた

め、復興の段階に合わせた復興ツーリズムの検証を行い、被災地訪問と本県観光を組み合わ

せた形の「復興ツーリズム」の確立を図っていく。また、平成25年春の「仙台・宮城デスティ

ネーションキャンペーン」を契機として、「みやぎの観光復興」について、継続的な観光宣伝を展

開していくとともに、今後東北各地で開催されるデスティネーションキャンペーンと連携し

ながら、官民一体となった国内での誘客活動により東北観光の活性化を図っていくととも

に、教育旅行を推進するため、防災教育や被災地研修等の新たなニーズに対応したメニュー

を整備するとともに、関係機関と連携し、受入体制の再構築を図っていく。さらに、中部以

西からの誘客促進として、仙台空港への就航地からの誘客活動を展開するとともに、インバ

ウンドの誘致促進として、回復が遅れている重点４市場（中国・台湾・香港・韓国）を始め

とした海外への正確な観光情報の提供に加え、外国人観光客の快適な旅行を支えるため、官

民一体となって受入態勢の充実を図っていく。 



 

 

 

 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

③雇用の維持・確保 経済商工観光部 

 

１ 被災事業者の早期事業再開による雇用の維持 

沿岸地域の本格的な事業再開の遅れに伴い、休業などの雇用調整が長期化し、沿岸地域の

被災事業者にとって大きな負担となっていることから、被災休業者の失業防止に向けて、雇

用維持のために雇用調整を実施する事業主に対する支援が求められている。 

 

 

 

２ 雇用環境の分析、求職者の掘り起こし及びマッチング支援 

求人企業及び求職者ニーズの把握や雇用環境の分析、求職者の就職支援に努めるととも

に、ハローワークとの連携による潜在的求職者の掘り起こしや求人開拓によるマッチングなど

により、支援策を継続していく必要がある。さらに今後は、がれき処理事業終了後の失業者

の増加が懸念されることから、がれき処理等の短期雇用者の安定的な雇用への移行を進める

とともに、失業状態の長期化の解消に努め、被災者の生活安定につなげることが求められて

いる。 

 

 

 

３ 新卒者のマッチング支援と職場定着支援 

新卒者の就職内定率が高い水準で推移しているが、この状況を維持するとともに、ハロー

ワークや教育委員会などと連携しながら、新卒者の求人数の確保・拡大とマッチング支援に

向けて、就職面接会の開催や県内経済団体への要請、新卒者に対するカウンセリングなどに

より、就職内定率維持のための実効性ある就職支援を継続していく必要がある。また、就職

後早い時期での離職を防止し、職場への定着を図るために、離職及び職場定着状況の把握を

進めるとともに、職場定着のための支援策の実施が求められている。 

 

４ 若年求職者（フリーター等）と若年無業者（ニート等）の職業能力の向上とマッチング支援 

若年者の就職改善に向けて、若年求職者等の職業能力の向上を図るとともに、一方では人 

材不足となっている中小企業の人材確保の支援が求められている。このため、就労機会拡大

やマッチング支援のための取組として、若年求職者等の求職ニーズや職業能力等の実態把握

を行うとともに、みやぎジョブカフェ（みやぎ若年者就職支援センター）や地域若者サポー

トステーションを核としながら、地域の企業・学校等との幅広い連携の下、相談体制や能力

開発支援の拡充を図り、若年求職者等に対する就職支援を促進していく必要がある。 

 

１ 沿岸地域の被災事業者に対する雇用維持の支援 

被災事業者の復旧が遅れている沿岸部の雇用維持を継続して支援するため、国の「雇用調

整助成金」制度に上乗せする県単独の奨励金（沿岸地域雇用維持特別奨励金）による支援と

して、沿岸部の事業者に対して制度の周知に努めながら、雇用維持等に要した経費の一部を

助成し、被災者の失業予防を進めていくとともに、一方では被災事業者に対するグループ補

助金等による事業再開の支援に努めていく。 

 

２ 被災地域の実情を踏まえた雇用対策の推進 

ハローワークとの連携による就職阻害要因の実態調査の実施等により、十分に現状を踏ま

えた上で、被災事業者の復旧事業等と連動した事業復興型雇用創出助成金の活用により、こ

れまでの緊急的で短期間の雇用形態から産業政策と連動した安定的な雇用の場の創出に努め、

更なる求人の確保を推進していく。また、求人企業と求職者のマッチング支援の強化を図るた

め、仙台・石巻・気仙沼で就職面接会を開催するとともに、沿岸部を中心に人手不足が深刻化し

ている状況を踏まえ、潜在的求職者の掘り起こしを展開していく。さらに、失業の長期化に

伴う就職意欲の低下の状況を把握するために、福祉部門とハローワークとの連携強化として、

就職支援のための取組を推進する。 

 

３ 新卒者のきめ細かな就職支援及び職場定着支援の更なる推進 

企業誘致の推進等による求人数の拡大を進めるとともに、企業と求職者のマッチング機会

の充実を図っていくことが求められている。このため、新卒者の就職支援のため、企業説明

会や就職面接会の開催及びカウンセリング等の支援策の充実を図るほか、職場定着支援の更

なる推進に向けて、職場定着実態調査の実施や定着支援の強化に向けたセミナーの開催等を

実施する。さらには、ものづくり産業の人材を確保するため、ものづくり産業に対する理解

の促進や職業観の醸成を図るセミナーの開催等を行っていく。 

 

４ 「みやぎジョブカフェ」や「地域若者サポートステーション」の就職支援の強化 

若年者の失業率が、他年代に比べて高く、本県産業を支える若年層の就職問題は、緊急 

に対応すべき課題であることから、若年求職者の就労状況について実態の把握を行うとと

もに、「みやぎジョブカフェ」による就職支援の推進として、地域の企業・学校等との幅

広い連携・協力の下、キャリアカウンセリングや職業能力開発などの就職支援を促進して

いく。また、「地域若者サポートステーション」の支援及び関係機関との連携強化として、

「地域若者サポートステーション」を核としながら、地域の若年無業者等のニーズを把握

し、ジョブトレーニングの推進や支援機関のネットワークの活用などにより、就労支援の

強化を図っていく。 



主要政策：NO４『農林水産業の早期復興』 

 

 

 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

①魅力ある農業・農村の

再興 

農林水産部 

 

１）県内の農業生産の早期回復 

(1)農地復旧・除塩対策を実施する農地約13,000haのうち残る約2,000haの復旧は関連

事業と調整を行い進める必要がある。 

(2)震災により崩壊した地域農業の復興を図るには，被災した農業生産施設や農業機械等の整

備とともに，担い手の育成が必要となっている。 

 

２）新たな時代の農業・農村モデルの構築 

(1)甚大な津波被害地域においては，農地整備事業の実施とともに，地域の期待を担う競争力

のある大規模経営体の育成が必要となっている。また，農地が大半を占める区域において，

防災集団移転促進事業で市町が買収した住宅跡地が農地の中に虫食い状に残地されること

の防止と，同跡地の公共用地等への集積・再配置等の土地利用調整が必要である。 

(2)被災した園芸産地を復活させ，地域農業の牽引役として園芸振興を図っていくためには，

大規模な園芸団地化等の取組が必要となっている。 

(3)畜産については，津波被害地域での復旧・復興を継続して進めるとともに，被害の比較的

少ない内陸部での生産基盤の底上げ等を図る必要がある。 

(4)農業・農村の活性化を図るためには，震災により被災したグリーンツーリズム実践者等へ

の支援と農業・農村を力強く支える都市住民等との交流を一層推進する必要がある。 

 

１）県内の農業生産の早期回復 

(1)東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧復興のロードマップに基づき，関連事業と調

整を図りながら計画的に進め，生産基盤の早期復旧を図る。 

(2)被災した農業生産施設や農業機械の一体的な整備を支援するとともに，担い手への農地集積

や地域農業の将来像を描いた計画の作成とその実現に向けた取組を支援する。 

 

２）新たな時代の農業・農村モデルの構築 

(1)大規模経営体育成を図るため，津波などの被害が著しい農地のうち，未整備の農地を中心に，

単なる復旧にとどまらない農地整備事業によるほ場の大区画化を通じた農地の面的な集約を

行う。また，農地整備事業において土地改良法の換地制度を活用し，防災集団移転促進事業で

市町が買収した住宅跡地の集積・再配置等の土地利用の整序化を行う。 

(2)亘理山元地域のいちご生産団地や石巻地域のトマトやきゅうりの生産団地を整備する取組など

被災地域をリードする園芸産地の復興支援を行う。 

(3)被災した畜産経営体への施設機械の整備を支援するとともに，能力の高い雌牛の導入等を行

い生産基盤の復興を図る。 

(4)都市住民等との交流を推進して，農村地域の活性化を図る。 

②活力ある林業の再生 

 

１）森林・林業・木材産業のサプライチェーンの復興 

・ 今後，復興住宅建設や復興公営住宅，被災した公共施設の再建等が本格化することによ

り，県産材の需要増加が見込まれることから，木材加工施設や乾燥施設のさらなる整備を

促進するほか，搬出間伐を主体とした森林整備や製造・流通体制の整備に対し助成するな

ど，住宅再建等への県産材安定供給体制の整備と県産乾燥木材である「優良みやぎ材」の

供給力強化を図る必要がある。 

 

２）被災した海岸防災林の再生と県土保全の推進 

・ 海岸防潮堤については，用地等の事業調整を早期に完了し工事に着手する必要がある。

また，海岸防災林については，震災がれきの仮置き場等として大半が利用されているため，

処理の進捗状況に合わせて復旧を進める必要がある。併せて，植栽用の苗木の確保も進め

る必要がある。 

 

３）木質バイオマスの多角的利用モデルの構築 

・ 木質バイオマスの活用を図るためには，林地残材等の未利用材の活用が不可欠であるが，

収集・運搬コストの削減や供給体制の整備，利用施設の整備が必要である。 

 

１）森林・林業・木材産業のサプライチェーンの復興 

・ 県産材を使用した被災者・被災地の再建に向けた住宅や地域の拠点となる公共建築物等の

建築に対して継続して支援を推進する。 

 

 

 

 

２）被災した海岸防災林の再生と県土保全の推進 

・ 海岸防災林の復旧にあたっては，抵抗性クロマツなどの優良種苗の安定供給体制を早期

に確立するほか，関係機関との調整を進めながら盛土等の基盤造成を概ね５年（平成 27

年度）で完成させ，概ね10年（平成32年度）で 650haの植栽完了を目指す。 

 

 

３）木質バイオマスの多角的利用モデルの構築 

・ 林地残材等の収集・運搬やチップ化施設の整備，発電・熱利用施設の整備について支援し，

木質バイオマスの多角的な利用を推進する。 



 

 

 

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

③新たな水産業の創造 

農林水産部 

１）水産業の早期再開に向けた取組 

(1) 市場の水揚げに必要な製氷能力・貯氷能力は震災前の70%程度まで回復しているが、 

冷蔵・冷凍施設の復旧に時間を要している。 

(2) 海底のガレキの量や位置の確認は難しく、特に深い場所のガレキの撤去は困難である 

ことから、未だに大量のガレキが残存している。また、これまでガレキ処分を行ってき 

た災害廃棄物処理施設の稼働が終了することから、最終的な処分体制の構築を行う必要 

がある。 

(3) 養殖施設の復旧と合わせて、生産の共同化などによって経営の再建を図るための取組 

や漁船漁業については収益性の高い操業体制への転換を図るための取組など、漁業生産 

活動再開に対して一層の支援が必要である。 

２）水産業集積地域，漁業拠点の集約再編 

(1) 魚市場の水揚げ機能は震災前の状況まで回復していないことから、水揚げの受け入れ 

体制整備のために早期の事業完了、また、付加価値向上等の観点から新たな高度衛生設 

備を整えた魚市場整備が求められている。 

３） 新しい経営形態の導入 

(1) 漁業者の多くが未だ仮設や地域外での生活を余儀なくされるなど、今後廃業による漁 

業就業者の減少が懸念される地域もある。 

 

 

４）競争力と魅力ある水産業の形成 

(1) 再生期においても経営基盤の安定化に向け、制度資金については、関係機関と連携し

漁業者の資金ニーズに応えていく必要があるほか、必要な資金の借入に係る利子・保証

料負担の軽減や金融円滑化のための環境整備が引き続き必要である。 

(2) 漁協等の事務所機能については、用地造成などの問題から本事務所再建に時間を要し 

ている漁協等もあるため、平成25年度で終了予定である事業期間の延長が必要となる。 

(3) 水産加工業者はある程度の復旧が進んでいるが、震災や原発事故に伴う風評被害等に 

より販路が失われており、販路の回復が大きな課題である。 

５）安全・安心な生産・供給体制の整備 

(1) 水産物の安全性確保のため、引き続き検査体制を強化し、定期的に監視を続けること

が必要である。 

(2) 水産物の放射性物質のレベルは、低下する傾向が見られているが、一方では、汚染水

が海洋へ新たに流出する事態が懸念される。 

(3) 県産水産物の風評被害対策が急務である。 

１）水産業の早期再開に向けた取組 

(1) 製氷、冷凍冷蔵施設及び加工流通施設については、水産業共同利用施設復旧支援事業や水

産業共同利用施設復旧整備事業、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業により支援

してきたが、生産基盤の早期復旧に向けて引き続き支援を実施する。 

(2) 海底のガレキの撤去作業は長期間を要するため当面は現状の撤去作業を継続するととも

に、更に長期間にわたり操業中に回収されることが想定されるガレキを含めて、継続的な

処理や費用負担等について長期的な処分体制の整備を行う。 

 

 

 

２）水産業集積地域，漁業拠点の集約再編 

(1) 水産物が集積される重要拠点漁港については、高度衛生管理に配慮した高機能設備を有し

た魚市場の整備を支援する。 

(2) 漁港施設の早期復旧と機能回復に向けてなお一層の進捗を図る。 

３）新しい経営形態の導入 

(1) 養殖業や漁船漁業者が取り組む経営再建や新たな操業体制の構築に向けた取組に対して

引き続き支援する。 

(2) 浜の中核であり、後継者ともなる担い手の生産再開に向けた取組に対し、引き続き支援

を実施する。 

４）競争力と魅力ある水産業の形成 

(1) 再生期の新たな県単独の金融支援については、これまでの金融動向や今後見込まれる資 

金ニーズ等を踏まえ、支援内容の検討に着手するほか、制度資金の無利子化や無担保・

無保証人型融資の推進、保証料の無償化について国への要望を継続して行っていく。 

(2) まちづくりに時間を要する地区においては、その事情に対応した復興支援を行っていく 

必要があることから、水産業団体への支援事業の期間延長を検討する。 

(3) 震災や風評被害によりシェアを失った本県水産加工品等水産物の販売支援を強力に推進 

する。 

５）安全・安心な生産・供給体制の整備 

(1) 水産物の安全性確保のため、引き続き検査体制を強化し、定期的に監視を続ける。 

(2) 新たな汚染水の海洋への流出等が懸念されることから、これ以上被害が拡大することが

ないよう、国や東京電力に対して強く働きかけを行う。 

(3) 風評被害を払拭するため、安全性のPRを続けるとともに県産水産物や本県水産加工品 

等の販売支援を強力に推進する。 

④一次産業を牽引する 

食産業の振興 

１）食品製造関連施設の早期復旧及び事業再開支援 

・ 震災によって甚大な被害を受けた本県食品製造業は，補助金の活用などにより生産施設

設備の復旧が少しずつ進んでいるものの，製造品出荷額は，震災前の水準まで回復してい

ない。 

２）情報発信の強化による販路の拡大  

・ 生産施設や設備の復旧が進むにつれ，震災により喪失した販路の回復や新たな獲得が喫

緊の課題となっていることから，安定的経営に向けた販売機会の一層の創出場ニーズを踏

まえた新商品・技術の開発，さらには人材育成への支援が必要である。 

３）食材王国みやぎの再構築 

・ また，今後さらなる食産業の振興に向けて，本県農林水産物及びその加工品のブランド

化やイメージアップに向けた取組を一層加速化させることが重要であり，付加価値の高い

商品づくりや良質な商品の積極的なアピール活動等への支援が必要である。 

１）食品製造関連施設の早期復旧及び事業再開支援 

・ まずは，より多くの事業者の事業再開や事業継続，本格復旧を見据えた施設設備支援を行

うとともに，食品製造業の本格復旧を図るため，生産機能の高度化や効率化に向けた施設・

設備整備への支援を行い，生産性の向上と品質向上を促進する。 

２）情報発信の強化による販路の拡大  

・ 商談会の開催や国内外の見本市出展支援等の強化によりマッチング機会を一層創出するほ

か，市場ニーズを的確にとらえた新商品・新技術の開発と営業力，企画提案力等の向上と

いった人材育成を体系的に支援する仕組みを構築する。 

３）食材王国みやぎの再構築 

・ 震災前に生産額等が全国上位にあった宮城米や仙台いちご，仙台牛，カキ，ギンザケ等

を中心とする本県の良質な食材のさらなる知名度向上に向け総合的なプロモーションを展

開するとともに，これらの豊かな食材や高度な加工技術を用いた付加価値の高い商品づくり

を促進する。 



 

 

 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

⑤福島第一原子力発電

所事故による影響への

対応 

 

 

１）農林水産物の放射性物質等検査の充実 

・ 農林水産物の安全性確保のため，引き続き，検査体制を強化し，定期的に検査結果の報

告を行うことが必要である。 

・ 出荷制限指示されている品目等について，出荷制限解除をすすめる必要がある。 

・ 農産物においては，一部の作物で吸収のメカニズムが不明なところがあるがその解明と

吸収抑制対策を確立する必要がある。 

 

２）損害賠償請求の円滑化に向けた支援 

・ 東京電力に対する損害賠償請求支援として，出荷制限指示等による損害賠償と風評被害

にかかる損害賠償請求が円滑に行われるよう支援していく必要がある。 

・ 各地域の生産者や組織等が，具体的に損害賠償請求に取り組む際の協議や検討の場の設

定など，損害賠償を進めるための体制整備が必要である。 

 

 

 

 

３）安全安心な農林水産物の生産等に向けた支援 

・ 農産物においては，稲わら，牧草，堆肥等の汚染物処理が課題となっている。 

・ 林産物においては，汚染されていないほだ木の確保と出荷制限が続く山菜やたけのこの

早期解除が必要である。 

・ 県産品の信頼回復のためには，継続したＰＲ活動が必要である。 

・ 水産物においては，東京電力福島第一原子力発電所からの放射性物質を含む水（汚染水）

の海洋への流出が懸念される。 

 

 

１．農林水産物の放射性物質等検査の充実 

(1)簡易検査と精密検査を計画的に実施し，必要に応じて民間の検査機関も活用するなど，精

密検査の充実を図り，出荷・流通前における県産農林水産物の安全性を確保する。 

(2)検査結果は，速やかに，わかり易い公表に努める。 

 

 

 

２．損害賠償請求の円滑化に向けた支援 

(1)出荷制限指示等による実害のほか風評被害にかかる損害賠償請求について，引き続き，Ｊ

Ａ協議会やＪＦみやぎ，森林組合など関係団体等と調整の上，損害賠償請求を支援する。 

(2)団体に属さない個人生産者等が損害賠償請求に取り組む際，生産者と㈱東京電力との協議

や，生産者等による検討の場の設定，説明会の開催などの支援に取り組む。 

(3)㈱東京電力に対する損害賠償請求が円滑に行われるよう，必要に応じて県産農林水産物の

風評被害の状況や損害賠償に関する情報の収集を行うとともに，生産者等への情報の提供

に努める。 

 

３．安全安心な農林水産物の生産等に向けた支援 

(1)出荷制限指示が出されている品目について，早期解除に向けた取り組みを進める。  

(2)放射性物質等の吸収メカニズムの解明に向け，独立行政法人，大学等の試験研究機関と連

携し調査研究に取り組む。 

(3)市町村が行う汚染牧草の一時保管の取組への支援や国が行う稲わら等の指定廃棄物の最

終処分場選定への協力を行っていく。また，放射性物質吸収抑制対策を行った牧草地から

生産された牧草については，計画的に検査を行っていく。 

(4)特用林産物の早期生産再開に向け，引き続き安全な生産資材の購入等に支援するととも

に，施設栽培等への転換促進，出荷制限措置を受けた品目の早期制限解除に向けて，知見

を集積するための実証事業等に積極的に取り組んでいく。 

(5) 震災や風評被害によりシェアを失っている本県水産加工品等水産物をはじめとする県産

品のイメージアップやブランド再生に関する取組を支援するとともに，安全性のＰＲ等県内

外への情報発信を強化する。 

(6)新たな汚染水の海洋への流出等により，水産物の風評被害が長期化することが懸念される 

ため，これ以上被害が拡大することがないよう，国や東京電力に対して強く働きかけを行 

う。 



主要政策：NO５『公共土木施設の早期復旧』 

 

 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

①道路，港湾，空港など

の交通基盤の確保・整

備促進 

土木部 

 

＜道路＞ 

・ 復興の着実な推進を図り，災害に強い県土づくりを進めるため，骨格となる重要な路線  

の整備を加速して行う必要がある。 

＜港湾＞ 

・ 宮城県のみならず，東北の復興を推進するため，経済活動を支える物流基盤のさらなる

強化が必要である。 

＜空港＞ 

・ 仙台空港の航空ネットワークの拡大や空港機能の強化が必要である。 

 

【主な課題】 

＜道路＞ 

(1) 防災道路として機能する沿岸部の高規格幹線道路や横軸となる地域高規格道路の早期整備 

(2) 防災や復興に向けた幹線道路ネットワークの機能強化と道路施設の機能維持 

(3) 復興まちづくりを支援する道路の早期整備 

＜港湾＞ 

(4) 物流基盤の強化のための機能拡充とさらなる施設の有効活用 

＜空港＞ 

(5) 空港利用者数の確保・増大 

(6) 国際航空貨物取扱量の回復・増大 

(7) 仙台空港の経営一体化及び民間運営委託の実現 

(8) アクセス鉄道の経営安定化 

 

＜道路＞ 

・ 防災道路ネットワークを形成する高規格幹線道路や地域高規格道路のほか，復興を支える 

幹線道路網，復興まちづくりを支援する道路など，求められる道路機能に応じた整備を関 

連事業の整備工程と調整して着実に推進する。 

＜港湾＞ 

・ 新たな仙台塩釜港のさらなる利用拡大やより効率的な管理運営に向けて，埠頭用地拡張や

防波堤の延伸など，港湾機能の拡充を図るとともに，新規航路の開拓や貨物集荷，企業誘致

など，積極的な港湾運営を推進する。 

＜空港＞ 

・ 空港の利用者増に向けた効果的な利用促進事業等を展開するとともに，仙台空港の経営一 

体化及び民間運営委託の実現に向けて取り組む。 

 

【主な取組】 

＜道路＞ 

(1) 三陸縦貫自動車道やみやぎ県北高速幹線道路などの整備促進，石巻新庄道路の事業化に向

けた調整 

(2) 主要幹線となる国道・県道の改築，橋梁等の耐震化・長寿命化 

(3) 復興まちづくり関連道路のまちづくりと一体となった整備 

＜港湾＞ 

(4) 埠頭用地の拡張や防波堤の整備などの港湾機能の拡充整備，新規航路の開拓や貨物集荷，

企業誘致などのポートセールスの強化 

＜空港＞ 

(5) 仙台空港利用の旅行需要の喚起，トップによるエアポートセールスの展開 

(6) 関係機関と連携したセールスの展開 

(7) 仙台空港の経営一体化及び民間運営委託による空港の経営改革に向けた調整 

(8) 仙台空港鉄道改革支援プランによる行動計画の着実な推進 

②海岸，河川などの県土

保全 

 

・ 被災市町のまちづくり計画との連携や地域の合意形成を図り，海岸及び河川の災害復旧工

事を早期に完了し，県土の保全を図る必要がある。 

・ 地盤沈下により低下した沿岸部の治水安全度の回復を図る必要がある。 

・ 壊滅的な被害を受けた貞山運河は，歴史的な土木遺産であることから，早期の復旧・復興

を図り，復興のシンボル，誇れる運河群として再構築を図る必要がある。  

 

 

【主な課題】 

(1) 被災市町のまちづくり計画との連携や地域の合意形成に向けた調整 

(2) 地盤沈下した沿岸部の治水安全度向上 

(3) 「貞山運河再生・復興ビジョン」の関連施策の推進体制の構築 

 

・ 災害復旧事業を早期に完了させるため，被災市町や庁内関係課（室）などと連携を図り，

災害復旧に関連する事業の工程調整や地域の合意形成を図る。 

・ 地盤沈下により，洪水被害のリスクが高まった低平地の治水安全度を早期に向上させるため，

河道改修やダムなどの整備による総合的な治水対策を実施する。 

・ （仮称）貞山運河再生・復興推進会議を設立し，「貞山運河再生・復興ビジョン」に基づく取組の具

体化や実施，進捗管理，総合的な調整を行う。 

 

【主な取組】 

(1) 復興まちづくり事業との計画調整，工程調整，ホームページや Facebook を活用した復旧・復

興事業の進捗状況のＰＲ 

(2) 上下流一体となった総合治水対策の推進 

(3) （仮称）貞山運河再生・復興推進会議を発足し，施策や事業の総合調整の実施 



 

 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

③上下水道などのライフ

ライン 

土木部 

 

・ 県が管理する処理場は，機能が平成２５年度に完全復旧するが，沿岸市町の公共下水道に

ついては，復興まちづくり事業との関連があり，本格的な復旧はこれからである。また，沿

岸市町の管渠被害による不明水の流入，入札不調に伴う復旧工事の遅延による影響が発生し

ている。 

・ 津波浸水区域の水道施設は，市町の復興計画との整合性を図った水道施設の復旧方法を確

定した後，改めて国と協議の上，事業実施の保留を解除する手続きが必要となる。 

・ 広域水道，工業用水道は，被災箇所の復旧工事は完了したが，今後の地震動に対する基幹

施設等の耐震化及び緊急時（漏水時）における送水停止防止対策として連絡管整備が必要で

ある。 

 

【主な課題】 

(1) 沿岸市町と連携した不明水対策 

(2) 公共土木施設災害復旧事業の協議設計の保留解除及び入札不調対策，水道施設災害復旧 

事業の特例査定の保留解除に係る協議 

(3) 復興計画と整合させた復旧工事の早期着手 

(4) 広域水道，工業用水道の施設ごとの耐震化スケジュール策定及び連絡管整備事業の早期 

着手 

 

・ 県は沿岸市町が実施する災害復旧工事の技術的支援や指導を加速させ，早期のライフライ

ン機能復旧と健全な施設機能回復に努める。また，沿岸市町が執行上，支障となる事案解消

を支援し，復旧・復興を加速させる。 

・ 広域水道，工業用水道の安定供給を図るため，耐震化事業や緊急時バックアップ用の連絡管整

備事業の促進を図る。 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

(1) 沿岸市町の復旧工事執行状況の確認 

(2) 復旧工事執行に係る支障案件の解消支援 

(3) 都市計画決定及び事業認可等の諸手続き等のサポート 

(4) 広域水道及び工業用水道の耐震化事業及び連絡管整備事業の加速化 

④沿岸市町をはじめとす

るまちの再構築 

 

・ 被災市街地復興土地区画整理事業の事業化においては，住民の合意形成や意向確認など，

相当な調整期間を要している。 

・ 防災集団移転促進事業は，着手に必要な事業計画の大臣同意，開発許可等の許認可の取得

等を計画的に進めていくため，被災１２市町が平成２５年度内に着手できるよう支援する必

要がある。 

・ 防災集団移転促進事業の工事着手は，移転先の地権者との交渉や造成計画の精査等に調整

期間を要している。 

・ 都市公園の災害復旧は，予定どおり平成２５年度末までに完了する見込みであるが，沿岸

部に位置する公園については，再び県民が安心して利用できるよう防災対策を講じていく必

要がある。 

・ 東日本大震災では，広域避難場所や救援物資の中継・後方支援の拠点が無いことが初動期

の活動において課題となった。 

・ 被災経験を活かし伝承していくため，新たなまちづくりの中に震災犠牲者の鎮魂・追悼や

記録の伝承，防災・減災に関する要素を組み込んでいく必要がある。 

 

【主な課題】 

(1) 事業の計画的な推進 

(2) 都市公園利用者の安全確保 

(3) 大規模災害時における活動拠点等の確保 

(4) まちづくりの中への犠牲者の鎮魂・追悼と伝承・減災の要素の位置づけ 

 

・ 被災市街地復興土地区画整理事業は，都市計画決定や事業認可に向けた調整，発注計画支

援に取り組む。 

・ 防災集団移転促進事業は，事業計画の大臣同意や開発許可等の許認可の取得等に向けた調

整，相談対応などに今後も継続して取り組んでいくとともに，課題解決に向けて市町との情

報共有に努める。 

・ 津波災害時の都市公園利用者の安全確保を図るため，防災機能の向上のための整備に取り

組む。 

・ 新たなまちづくりにあたり，東日本大震災の教訓を踏まえ，広域避難場所や救援物資の中継・

後方支援などに資する拠点を確保していく。 

・ 震災の鎮魂・追悼と記録の伝承・減災に資する拠点をまちづくりの中に組み込む。 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

(1) 事業計画の策定や発注計画の支援 

(2) 都市公園の安全性の向上（一時避難地となる築山や避難路となる公園アクセス道路の整備，

施設の配置計画の見直し） 

(3) 広域防災拠点の整備 

(4) （仮称）東日本大震災メモリアルパークの整備 



主要政策：NO６『安心して学べる教育環境の確保』 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

①安全・安心な学校教育

の確保 
教育庁 

 

・ 津波により甚大な被害を受け移転を余儀なくされた県立高校２校(農業高校・気仙沼向洋高

校)の復旧・再建に向けて計画的な事業の実施及び私立学校の復旧に向けての支援のほか，単

なる復旧にとどまらない，地域や時代のニーズに応じた安全で質の高い教育環境の整備が求

められている。 

・ 震災等の影響による経済的な理由から就学困難な児童生徒等が依然として多くいるため，

継続的な就学支援が求められており，就学援助や奨学金の貸付による支援を継続するための

国からの財政支援が必要である。 

・ 阪神・淡路大震災の前例によると，教育的配慮を必要とする児童生徒の数が，震災後３年

を経過した年に最大になるなど，震災の影響が長期にわたったことが示されていることか

ら，長期的・継続的な心のケアが求められており，支援を継続するための国からの財政支援

やスクールカウンセラー等の高度な専門性を有する人材の確保が必要である。 

・ 今後，学校において継続的に防災教育を推進するための仕組みを構築するため，防災主任

等に限らず多くの教職員に防災教育の大切さを理解させるとともに，防災に関する知識や能

力を習得させていく必要がある。また，防災教育を面的に広げていくため，学校のみならず，

市町村や地域，関係機関との連携を強化していく必要がある。 

・ 宮城の復興を担う人材を育成するため，今回の震災の経験を生かしながら，本県独自の「志

教育」の一層の推進と普及啓発が必要であるほか，未来を生き抜く力を支える「確かな学力」

の定着・向上に向けた取組の充実を図っていく必要がある。 

 

【主な課題】 

（１） 津波被災校の計画的な再建，地域や時代のニーズに応じた安全で質の高い教育環境の 

整備 

（２） 就学支援を継続するための財源確保等 

（３） 長期的・継続的な心のケアを図るために必要な人材・財源確保 

（４） 教職員の防災に関する知識・能力の向上，地域と連携した防災体制の強化 

（５） 志教育の推進・普及啓発，確かな学力の定着 

 

本県教育の復旧からの更なる発展を視野に入れ，被災した児童生徒等へのきめ細かな就学支

援や心のケアに引き続き取り組むとともに，本県独自の志教育の一層の充実を図り，宮城の発

展を支える高い志をもった人材の育成のほか，グローバル化や情報化などの多様で変化の激し

い社会を生き抜く力を養成する。あわせて，単なる復旧にとどまらない質の高い教育を推進し

ていくほか，県全体の防災・減災の取組と連携を図りながら，学校における防災教育や防災機

能の強化等に取り組む。 

 

【主な取組】 

（１） 地域や時代のニーズに応じた安全で質の高い教育環境の整備 

震災で甚大な被害を受けた学校施設の復旧・再建に取り組むとともに，単なる復旧にとどま

らず，時代に応じた質の高い教育を実現するための基盤となるＩＣＴ教育環境の整備や非構造部

材の耐震化などの震災の教訓を生かした学校の防災機能の強化に取り組む。あわせて，被災

地域における医師不足の解消を図るため，保健福祉部と連携を図りながら，医師を目指す人材

を掘り起こし，育成するための教育体制の整備に取り組む。 

 

（２） 被災児童生徒等への就学支援 

被災した児童生徒等が安心して就学できる環境を整えるため，引き続き国の支援を受け

ながら，学用品費・通学費・給食費などの援助に取り組むとともに，被災高校生等に対す

る育英奨学資金の貸付や，保護者を亡くした児童・生徒等が希望する進路選択を実現でき

るよう，みやぎこども育英基金奨学金の給付による継続的な支援に取り組む。 

 

（３） 児童生徒等の心のケア 

震災後の様々な環境の変化に伴う児童生徒等の心のケアにきめ細かく対応するため，国

や他県，関係団体等からの支援を受けながら，スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー等の専門職員を配置・派遣するほか，被災地の学校を中心にした教職員の加配

措置などの人的体制を強化し，生徒指導，進路指導，教育相談など，長期的・継続的な支

援体制の充実を図る。 
 
（４） 防災教育の充実 

県全体の防災･減災の取組と連携し，防災教育の一層充実を図るため，教職員の資質能力
の向上に努めるほか，全ての公立学校への防災主任の配置や地域の拠点となる小，中学校
への防災担当主幹教諭の配置を継続し，児童生徒の災害対応能力の育成や学校と地域が連
携した防災体制の強化に取り組む。また，平成28年度設置に向けた多賀城高校への防災系
学科の本格的な準備を進めるとともに，防災教育のパイロットスクールとしての先進的な学校
運営を展開するために必要な施設設備等の整備を進め，社会の様々な分野で防災・減災の立
場からリーダーシップを発揮できる人材の育成と災害時の拠点となる学校づくりに取り組む。 

 
（５） 志教育の推進 

宮城の発展を支える人材を育成するため，学校だけにとどまらず，家庭や地域にも「志教
育」の在り方や意義を啓発し，家庭や地域の理解や協力を得ながら児童生徒等が夢や志を育
む取組を一層推進していくほか，関係部局と連携を図りながら，復興に必要な地域の産業を担
う生徒等の育成に取り組む。 
あわせて，「志教育」を通じて「学ぶことの意義」を実感させながら，児童生徒の学習習

慣の定着や一層の学力向上を図るとともに，確かな学力を効果的に育成するためにＩＣＴを活
用するなど，質の高い教育の推進に取り組む。  

 



 

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

②家庭・地域の教育力の

再構築 

教育庁 

・ 家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる仕組みをつくるため，地域における人材の育

成や，幼児期における「学ぶ土台づくり」の重要性の啓発等，家庭における親の育ちを支援

する取組を充実させる必要がある。 

・ 震災による様々な環境の変化により，子どもたちの生活習慣の乱れが懸念されているため，

家庭・地域と一丸となった基本的生活習慣の定着に向けた一層の取組が必要である。 

・ 地域や企業等との連携を強化し，様々な世代との交流，自然・社会体験等の充実に取り組

む必要がある。 

・ 防災教育のみならず，交通安全や生活安全を含めた３領域にわたる学校安全教育を児童生

徒の発達段階に応じて系統的に実施していく必要がある。 

・ 学校における安全管理を一層充実させるため，地域と連携した学校安全体制の整備が求め

られており，あらゆる災害や事故を想定し，学校，市町村や地域，関係機関における役割の

明確化を図っていく必要がある。 

 

【主な課題】 

（１） 子育てを支援する地域人材の育成と家庭教育支援の充実，子どもたちの基本的生活習慣 

の定着地域や企業等と連携した体験活動の充実 

（２） 地域と連携した学校安全(災害安全・交通安全・生活安全)の系統的な実施と安全体制 

の整備 

家庭と地域の教育力の更なる向上を図るため，地域の子育てに必要な人材の育成をはじめ，子ども

たちの体験活動や家庭教育支援の充実，子どもたちの基本的生活習慣の定着に向けた普及啓発等，地

域全体で子どもを育てる体制の整備に取り組む。また，児童生徒の発達段階に応じた学校安全教育を

推進するため，地域と連携した学校安全の確保に取り組むほか，将来の「地域とともにある学校づく

り」の推進を見据え，防災を通じた地域との連携・交流の促進に取り組む。 

 

【主な取組】 

（１） 地域全体で子どもを育てる体制の整備 

家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる仕組みづくりを推進するため，その仕組み 

づくりの調整役（コーディネーター）や地域での子育てを支援する子育てサポーター等の人

材を育成するとともに，地域住民や企業，ＮＰＯ，ジュニアリーダー等の協力を得ながら，

子どもたちの豊かな心情や社会性を育む体験活動等の充実を図る。また，幼児期における「学

ぶ土台づくり」の大切さや重要性に関する啓発等，親の学びを支援するための家庭教育支援

の充実を図るほか，社会総がかりで子どもたちの基本的生活習慣の定着の促進に取り組む。 

（２） 地域と連携した学校安全の確保と防災を通じた連携・交流の促進 

事件や事故，災害に対する児童生徒の危機回避能力を高めるため，「みやぎ学校安全基本 

指針」に基づき，児童生徒の発達段階に応じた安全教育の一層の推進に取り組むとともに，

防犯教室の開催やスクールガード(学校安全ボランティア)の養成等を通じて，地域と連携し

た学校安全体制の強化に取り組む。また，将来の「地域とともにある学校づくり」を視野に入れ，

学校に配置する防災主任や防災担当主幹教諭を活用し，地域との合同防災訓練を実施するな

ど，防災を通じた学校と地域の連携・交流の促進に取り組む。 

③安心して学べる教育 

環境の確保 

・ 地域の復興に向けた人づくりや地域コミュニティの形成も視野に入れ，生涯学習に関する多
様なニーズを提供するため，津波により甚大な被害を受けた「松島自然の家」の早期再建や市
町村の公民館等の社会教育施設の再建・復旧に対して支援するとともに学習機会の更なる充実
が必要である。 

・ 震災の影響により，学校の校庭や地域の公園等に仮設住宅が建設されるなど，子どもたち
を取り巻く運動・スポーツ環境は必ずしも十分とは言えない状況であり，子どもたちの体
力・運動能力の向上が一層求められている。また，子どもだけでなく大人も含めて，県民誰
もが身近でスポーツに親しめる環境を整えるとともに，スポーツの国際大会等で活躍できる
アスリートを育成することが必要である。 

・ 文化財の修理・修復には多額の費用が掛かるため，所有者及び補助を行う自治体の費用負担を
軽減する必要があるほか，迅速な埋蔵文化財発掘調査による復興事業の円滑化を図る必要がある
。 

・ 震災の影響により，子どもたちが感性を磨く機会が不足しているほか，地域コミュティの
活力が低下しているため，豊かな感性や地域づくりを支援する文化芸術活動の充実が必要で
ある。 

 

【主な課題】 

（１） 生涯学習機会の充実，松島自然の家や市町村の社会教育施設の再建・復旧支援 

運動・スポーツ環境の整備，児童生徒の体力・運動能力の向上，トップアスリートの育成 

 

（２） 被災文化財の修理・修復のための財源確保，円滑な埋蔵文化財発掘調査の実施 

豊かな感性や地域づくりのための文化芸術活動の充実 

 

  生涯学習・文化・スポーツ活動の更なる充実を図るため，社会教育施設の早期復旧・再建に取

り組むとともに，地域づくりを支える県民の学習機会の充実等に取り組む。また，子どもたちの

遊び場や運動場の確保をはじめとした，県民誰もが運動やスポーツに親しめる環境の整備とあわ

せて，児童生徒の体力・運動能力の向上，国際的なスポーツ競技会で活躍できるトップアスリート

の育成に取り組む。 

さらに，被災した地域の貴重な文化財の修理・修復とともに，その活用を図っていくほか，復

興事業に係る埋蔵文化財発掘調査の促進や東日本大震災に関する震災記録や被災地域の資料等を

デジタル化し，保存・活用等に取り組む。また，子どもたちの豊かな感性を育み，地域コミュニ

ティの活性化に資するための文化芸術事業の充実に取り組む。 

 

【主な取組】 

（１） 社会教育施設の復旧・再建と生涯学習・スポーツ活動の推進 

松島自然の家や市町村の公民館等の社会教育施設の復旧・再建を急ぐほか，住民主体の 

地域づくりに向けた生涯学習活動を支援する。また，総合型地域スポーツクラブの設置や地

域のスポーツ施設の更なる利活用等の検討なども含めて，子どもたちの遊び場や運動場の確

保，県民誰もが身近に運動やスポーツを楽しむことができる環境を整備する。あわせて，学校体

育・運動部活動等の充実を図り，児童生徒の体力・運動能力の向上に取り組むほか，世界を舞台

に活躍できるトップアスリートの育成などに取り組む。 

（２） 文化財の修理・修復と地域文化の振興 

 震災で被害を受けた文化財の修理・修復を継続して支援し，貴重な文化財の保存・継承・ 

活用に取り組むほか，復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査を加速化させ，復興まちづくりの

円滑化を図る。また，東日本大震災に関する震災記録や被災地域の資料等をデジタル化し，

デジタル化した資料をweb で公開するためのシステムを構築するなどして，資料の適切な

保存と利活用の促進を図る。 

さらに，将来を担う子どもたちの豊かな感性や創造性を育み，地域コミュニティ意識の醸

成や個性豊かな地域づくりを支援するため，関係機関や施設と連携しながら県民が身近に文

化芸術に触れる機会を充実させるなど，地域に根差した文化芸術活動の振興に取り組む。 



 

主要政策：NO７『防災機能・治安体制の回復』 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

①防災機能・治安体制の

回復 
総務部 

 

①被災市町村における行政機能の回復 

・ 平成25年5月1日現在の沿岸15市町の不足人数は217人であり，未だ不足人数の解消

に至っていない。復興関連事業の本格化に伴い，今後も確保が必要な人数の増加が見込ま

れている。 

 

②防災体制の再整備等 

・ 消防施設等の復旧にあたっては，被災市町の復興のまちづくりの中で調整が必要となる

箇所もあることから，平成２６年度以降の復旧計画の時期が未定となっている施設等が多

く存在し，引き続き国の財政支援が不可欠である。 

・ デジタル化が未了となっている４消防本部については，消防救急無線のデジタル化の期

限である平成２８年５月末までに整備が完了する必要がある。 

・ 新ヘリポートについては，保安林解除や地元住民等の理解を得ながら，関係機関との様々

な調整を要する必要がある。 

・ 建築・設備版や下水道版などの分野別ＢＣＰのさらなる充実。 

・ ＢＣＰに基づく実践的な防災訓練の実施により新たな課題の掘り起こしと課題解決のた

めの見直し（ＰＤＣＡサイクル）を行う必要がある。 

・ 広域防災拠点の整備には，多額の事業費を要することから，その財源を確保する必要があ

る。また，広域防災拠点の用地確保のため，仙台貨物ターミナル駅の移転が必要である。 

 

③原子力防災体制等の再構築 

・ 原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針は，今後検討とされた項目が多く，今

後も改定される予定であることから，この指針に基づいて策定している地域防災計画（原

子力災害対策編）は指針の改定に併せて修正する必要がある。 

・ 中間指針第三次追補を踏まえた東京電力の賠償方針等について，県民会議構成員のうち

多数の傘下会員が所属する団体やどの団体にも所属しない個人事業者等に対して情報の

周知徹底を図るため，庁内関係課と調整の上，平成２５年度の早期に説明会等を開催する

必要がある。 

・ 除去土壌については，除染から保管，収集・運搬，処分までを除染実施者（市町村，県
など）が実施することになっているが，処分に関する基準は定められていない。（環境省
令）そのため，当面，発生した除去土壌は現場内保管をするか，仮置場における保管を国
から指導されている。これまで，除去土壌の多くは敷地内に保管されているため大きな問
題となっていないが，今後，仮置場や処分場がないために進捗が遅れることが懸念される。 

 

④教育施設における地域防災拠点機能の強化 

・ 避難所に指定されている県立学校等について，備蓄倉庫の整備等ハード面の対応と共に，

学校，市町村，地域等の連携体制の推進等ソフト面での対応も強化していく必要がある。 

 

【主な課題】 

(1) 教職員の防災に関する知識・能力の向上，地域と連携した防災体制の強化 

(2) 避難所に指定されている県立学校等のハード・ソフト両面からの防災機能の強化 

 

 

①被災市町村における行政機能の回復 

・ これまで同様，沿岸15市町や国と連携しながら，「市町村復興関係職員確保アクション・ 

プラン」に基づく対口支援的な派遣要請や県による任期付職員の代行採用など職員確保の

取組を継続するほか，民間企業からの応援や公務員ＯＢの活用などあらゆる方策により更

なる職員確保を図っていく。 

 

②防災体制の再整備等 

・ 国に対して継続的な財政支援を要望し必要な支援を市町村に対して行っていく。 

・ 期限までに消防救急無線のデジタル化整備が進むよう，必要な支援を行っていく。 

・ 新ヘリポートについては，平成２８年度中の供用開始を目途に，関係機関等と調整しなが 

ら事業を進めていく。 

・ ＢＣＰに基づく実践的な防災訓練の実施により新たな課題の掘り起こしと課題解決のた

めの見直し（ＰＤＣＡサイクル）を行っていく。 

・ 広域防災拠点の整備には，仙台貨物ターミナル駅の移転が必要であることから，関係機関と

調整を行い，円滑な用地買収を進め，事業の推進を図る。 

 

 

 

③原子力防災体制等の再構築 

・ 新たな原子力防災体制の整備については，地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき

実施することとしており，原子力災害対策指針及び防災基本計画を踏まえ，関係自治体等

と連携し，避難活動や被ばく医療活動等について実効性のある計画策定に取り組んでいく。 

・ 民間事業者等の損害賠償請求に係る支援については，東京電力による賠償の状況や東京

電力の対応に対する被害者の意見等を勘案し，支援の継続の必要性を検討する予定として

いる。 

・ 目標達成に向けて引き続き市町の支援を継続することとしている。なお，生活空間に係

る除染は確実に進んでいるが，除去土壌が処分されず保管されたままとなるおそれがある

ことから，引き続き，国に対し処分基準を早急に策定するよう要望していく。 

 

 

 

 

④教育施設における地域防災拠点機能の強化 

・ 全ての公立学校への防災主任の配置や地域の拠点校となる小・中学校への防災担当主幹

教諭の配置を継続し，児童生徒の学校と地域が連携した防災体制の強化に取り組む。 

・ 引き続き県立学校の防災機能強化に向け，備蓄倉庫等の整備や学校，市町村，地域等の

連携体制の推進等に取り組む。 

 



 

 

 

 

  

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

②大津波等への備え 

総務部 

 

①津波避難施設の整備等 

・ 本県は過去においても度重なる津波災害に見舞われていることから，引き続き地震・津

波に対する注意が必要であり，地震津波災害対策を講じていく必要がある。 

・ 耐震診断の結果，耐震性能が不足している住宅の耐震改修工事を促進する必要がある。  

・ 指定避難所や特定建築物等，多数の者が利用する建築物で，耐震性能が不足している建

築物の耐震診断・耐震改修工事を促進する必要がある。 

 

 

【主な課題】 

（１）耐震化を促進するため，普及啓発の充実 

 

 

②震災記録の作成と防災意識の醸成 

・ 東日本大震災の記憶を風化させないために，県や関係機関の対応を検証・記録し，そ

の教訓を後世へ伝えていく必要がある。 

・ 3.11伝承・減災プロジェクトの推進にあたり，全庁あげての取り組みが必要であると

の認識に基づき全庁横断的な組織の立ち上げが必要である。 

・ 3.11伝承・減災プロジェクトの体系別進捗をあげるため，各メニューの取り組み方法

について精査を行う。 

・ 東日本大震災復興祈念プロジェクトにおいて，防災・減災関連の資料収集が，各地，

各署ばらばらで行われているのが現状である。 

・ 沿岸市町において震災遺構を残すか否かで議論が続いているが，瓦礫の撤去が完了し，

復興が急速に進んだ場合，千年に一度ともいわれる今回の津波がどんなものだったの

か，後世に継承しなければならない命を守るための貴重な情報が失われる可能性が極め

て高い。 

 

①津波避難施設の整備等 

・ 沿岸市町及び各地域ごとに津波避難計画を策定するための指針である国の「津波対策推

進マニュアル検討報告書」の見直しに併せて，平成14年度に県が策定した「津波対策ガイ

ドライン」を見直し，沿岸市町における津波被害の軽減を図るとともに，県民に対しては，

地震・津波に対する普及啓発を継続して行っていくこととする。 

・ 建築物の耐震化を促進するため，木造住宅等震災対策事業の木造住宅耐震診断助成事業

等の事業に取り組んでいく。 

 

【主な取組み】 

(1) 木造住宅耐震診断助成事業等の継続 

(2) 特定建築物の耐震診断助成事業の創設 

 

②震災記録の作成と防災意識の醸成 

・ 県，市町村，国，自衛隊，ライフライン関係機関等の対応を検証した「東日本大震災検証記録

誌（仮称）」を発行するとともに，これまで作成した記録誌の配布，記録映像の貸し出し，または

シンポジウムの開催等を通じて，県民の防災意識の醸成を図っていくこととする。 

・ 記録の保存による震災の伝承は早急に行わなければ風化する一方であるため，再生期中

の完了を目指し取り組んでいく。 

・ 3.11伝承・減災プロジェクトに県民を巻き込んだものにするため「伝承サポーター制度」

を導入し，再生期中において同制度を軌道に乗せるよう取り組んでいく。 

・ 東日本大震災の教訓を後世に語り継ぐ上で必要となるメモリアルパーク構想の中核施設「震

災津波博物館」の整備を国において推進するよう継続的に要望していく。 

・ 記憶を風化させることなく，確実に後世に継承する必要性があるが，各地，各署ばらばらで行

われているのが現状であることから，県として一定の方向性を示していく。 

 

③自助・共助による市民

レベルの防災体制の

回復 

 

①地域防災リーダーの養成等 

・ 自主防災組織の組織率は増加傾向にあるものの，自主防災組織を運営する担い手の不足

や高齢化，さらには自主防災組織の活動に係る地域間格差が見受けられる。また，当該施

策に対する県民の認知度等がやや低い傾向が見受けられることから，引き続き出前講座や

各種シンポジウム等を通じて，広く防災意識の普及及び啓発に努めていく必要がある。 

 

②木造住宅等の震災対策 

・ 耐震診断の結果，耐震性能が不足している住宅の耐震改修工事を促進する必要がある。  

・ 指定避難所や特定建築物等，多数の者が利用する建築物で，耐震性能が不足している建

築物の耐震診断・耐震改修工事を促進する必要がある。 

 

 

①地域防災リーダーの養成等 

・ 防災意識を地域に根付かせるため，自主防災組織の活動主体となる実質的リーダーの育

成と構成員の防災意識・活動の拡充を推進していく。 

 

 

 

②木造住宅等の震災対策 

・ 建築物の耐震化を促進するため，木造住宅等震災対策事業の木造住宅耐震診断助成事業

等の事業に取り組んでいく。 

 

【主な取組み】 

(1) 木造住宅耐震診断助成事業等の継続 

(2) 特定建築物の耐震診断助成事業の創設 

 



 

 

 

 

 

施策 主担当部局 課題 「再生期」に向けた対応方針 

④安全・安心な地域社会

の構築 
県警本部 

 

(1) 警察施設を早期に復旧させるとともに，震災発生時における警察機能を維持させるため施

設機能を高める必要がある。 

(2) 震災復興作業に伴う県外からの流入人口の増加，震災関連事業による利益に狙いをつけた

窃盗事件や詐欺事件等の各種犯罪の増加が懸念され，さらには，被災地周辺は交通事情が悪

いため，車両を使用した犯罪発生の可能性が高い。 

(3) 震災復旧・復興に伴い，新たに必要となる道路交通環境の変化及びその後の道路整備や沿

道利用状況の変更等に基づく総合的な交通規制が必要である。 

(4) 信号機の滅灯防止等，防災機能を強化した交通安全施設整備が必要である。 

(5) 県民が不安を強く感じる空き巣等の侵入窃盗や，高齢者が被害者となる特殊詐欺が依然と

して多発しているなど，治安に対する県民の満足度は未だ十分でないことから，行政，県民，

事業者及び関係団体等による重層的な防犯ネットワークの整備，及び地域防犯サポーターや

防犯ボランティア団体の活動促進を図り，各種犯罪を抑止する必要がある。 

(6) 被災地を中心としたパトロール活動の強化と不在交番の解消を図る必要がある。 

(7) 長引く避難生活や生活再建がうまく進まないなどのストレスなどが背景と思われるＤ

Ｖ・ストーカーの相談件数が増加しているとともに性犯罪の増加が懸念されている。 

 

 

・ 震災により壊滅的な被害を受けた警察施設を早期に復旧させ警察機能を回復させるとともに,震災発生

時における警察機能を維持させるため施設機能を高める。 

・ ２４時間対応可能である対車両使用犯罪用のシステムを強化する。 

・ 震災復興により新たに必要となる道路交通環境の変化及びその後の道路整備や沿道利用状

況の変更等に基づく交通安全施設の整備を推進する。 

・ 信号機の滅灯防止等防災機能を強化した交通安全施設の整備を推進する。 

・ 安全・安心な地域社会の復興には「地域の安全は自分たちで守る」といった防犯意識に基

づく，地域住民による自主防犯活動が必要不可欠であることから，防犯ボランティア団体の

再生・支援を継続して行うことにより，地域防犯基盤の強化を図る。 

・ 被災地域のニーズを把握した上で，各分野・各層にきめ細かなネットワークが整備されて

いるかを確認し，必要に応じて再構築を図る。また，犯罪抑止に資する犯罪情報等を広範な

地域・組織へ伝達するための情報ネットワークの構築及び同ネットワークを活用した積極的

な情報発信を図る。 

・ 安全・安心な地域社会を構築するためには，被災地を中心としたパトロール活動の強化と

不在交番の解消を図る必要があることから，その役割を担う交番相談員を増員する。 

・ 誰もが安心して暮らすことができる環境づくりを進めていくため，ＤＶ・ストーカーや性

犯罪などへの対策や被害者支援の充実を図っていく。 

 

【主な取組】 

(1) 警察施設の復旧及び機能強化 

(2) 緊急配備支援システム路上装置の増設  

(3) 震災復興に伴う道路交通環境の変化に対応した交通安全施設整備の推進 

(4) 防災機能を強化した交通安全施設整備の推進 

(5) 防犯ボランティア団体の育成による地域防犯基盤の強化及び官民を挙げた重層的な防犯ネ

ットワークの構築  

(6) 地域安全対策の推進（交番相談員を増員） 

(7) 女性と子どもに対するＤＶ・ストーカーや性犯罪をはじめとした暴力的行為の根絶のための対

策の推進 


