資料２
宮城県震災復興計画に係る主要政策の次年度に向けた対応方針（案）
１ 主要政策名

１．被災者の生活再建と生活環境の確保

２ 分 野 名

環境・生活・衛生・廃棄物

３ 担当部局等
主担当の部局等

環境生活部

関係する部局等

総務部，震災復興・企画部，保健福祉部，経済商工観光部，農林水産部，土木部，教育庁

４ 現状と課題（分析）
① 被災者の生活環境の確保 （ 担当：震災復興・企画部 ）
【現状】
・地震直後のピーク時（平成23年3月14日）には，1,183箇所の避難所に約32万人が避難したが，その後応急仮設住
宅等への入居が進み（県内初の入居開始は塩竈市の平成23年4月28日）順次避難所が解消され，平成23年12月末には
全ての避難所が閉鎖された（平成24年3月30日現在，建設した応急仮設住宅406団地22,095戸のうち21,609戸に
53,276人，民間賃貸借上住宅26,056戸に71,054人，その他の応急仮設住宅1,114戸に2,608人が入居 ）。
・被災市町は応急仮設住宅の高齢者・障害者など被災者同士又は支援者とのコミュニティの構築・維持のため，集
会場等にサポートセンターを設置し運営している（県内13の被災市町で計55箇所が設置済み，平成24年6月末現
在）。
・建設した応急仮設住宅の住環境の改善については，外壁の断熱材等追加，窓の二重サッシ化，玄関先風除室整
備，団地内の簡易舗装などの寒さ対策は完了し，今後は風呂の追い焚き機能の追加整備・物置の設置を行うことと
している。
・県外の避難先から帰郷したいなど様々な理由から応急仮設住宅への入居待ちが発生している（沿岸9市町で273
戸，平成24年6月8日現在）一方で，空き部屋となっている応急仮設住宅は9市町で520戸となっており，特定の仮設
住宅団地への入居希望が集中している。
・災害公営住宅の整備については，平成27年度末までに21市町で約1万5千戸を整備することとしており，9市町の19
地区・計1,617戸で事業着手している（平成24年6月26日現在）。また，各市町において，被災市街地復興土地区画
整理事業では，約14,400戸分，防災集団移転促進事業では約16,100戸分の宅地造成を計画している。
・県外避難者については，総務省の「全国避難者情報システム」によると，平成24年6月8日時点で，県内34市町村
から全ての都道府県に8,934人が避難している。
・県内（主に沿岸部）の市町村災害ボランティアセンターにおけるボランティア活動数（延べ人数）は，512,925人
(平成24年7月8日現在）。
【課題】
・市町村（特に津波被害を受けた市町村）では職員自身も被災し，行政機能が大きく低下している。災害公営住宅
等の整備や被災者支援に従事する職員のマンパワー・業務ノウハウ不足が課題となっている。
・災害公営住宅の用地の確保が課題となっている。
・恒久住宅への入居までの間，応急仮設住宅での生活の長期化が予想されることから，応急仮設住宅の居住環境の
改善を図る必要がある。
・特に沿岸市町においては，津波被害による家屋被害を受けたものの，再建を目指し在宅での生活をされる方々へ
のフォローが十分なされていない。
・応急仮設住宅等に入居している被災された方々の孤立死や生活不活発病の防止を図る必要がある。
・被災された方々が気軽に相談できる総合的な相談窓口の設置を検討する必要がある。
・県外避難者の所在とニーズを把握し，地元への復帰に向けた支援を行う必要がある。
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② 廃棄物の適正処理 （ 担当：環境生活部 ）
【現状】
○災害廃棄物の処理
・沿岸15市町のうち12市町から受託し，4ブロック(8処理区)に分け，各処理区毎に二次仮置き場を設置し処理を実
施するものであるが，量が膨大なために多くの地方自治体の協力が必要となっている。
・また，木質系バイオマスの利用拡大により木質系瓦礫の処理を早期に進めるため，支援が必要である。
○被災自動車処理
・被災した5市町から事務を受託し,被災自動車の保管場所への移動，所有者の特定と意志確認び売り払いを実施し
ており,被災自動車の被災場所から保管場所への移動は概ね完了している。
○漁港・漁場における災害廃棄物処理
・県営27漁港の災害廃棄物の撤去は完了しており，漁場についても5ブロックに分けて撤去を実施し，養殖漁場にお
いてはほぼ撤去が完了している。
○原発事故に伴う汚染廃棄物等への対応
・放射性物質汚染対処特措法による重点調査地域等の除染が本格化する中，地域住民の放射能に対する不安もあ
り，発生する廃棄物の処分先等が，決定できない状況にある。
・また，稲わら等の農業系汚染物の処理も同様の理由から処理が進んでいない。
・一方，8,000Bq/kgを超える指定廃棄物は国が処理することになっているが，具体的な処理が進んでいない。
【課題】
○災害廃棄物の処理
・災害廃棄物処理について，一部の災害廃棄物が，福島第一原子力発電所事故により放射性物質に汚染されている
のではないかという懸念を背景に，外部への委託処理が進まない状況にあり，受入先施設が所在する自治体との調
整が難航している。
・また，県内における木質系がれきの有効活用を進めるため，木質バイオマス利用施設の整備や体制の構築を図る
必要がある。
○被災自動車の処理
・引き続き，被災自動車の処理を着実に推進する必要がある。
○漁場における災害廃棄物の撤去
・沖合漁場を中心に未だ大量に残存していると思われる漁場のガレキの撤去を進める必要がある。
○原発事故に伴う汚染廃棄物等への対応
・除染に伴う廃棄物や農業系汚染物などの処理を円滑に推進するには，仮置き場などの設置が不可欠であることか
ら，地域住民の理解を得ながら対応していく必要がある。
・指定廃棄物の最終処分までの具体的な対応を早急に示すよう，国に強く求めていく必要がある。
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③ 持続可能な社会と環境保全の実現 （ 担当：環境生活部 ）
【現状】
○再生可能エネルギーやスマートシティ（エコタウン），省エネなどに対する県民意識の向上
・東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故によって，我が国のエネルギー供給の脆弱性が明らかになり，再生
可能エネルギーの重要性があらためて認識さたところである。
・特に住宅用太陽光発電については，震災の電力不足を経験し，停電などの緊急時にも活用可能な，身近な再生可
能エネルギーとしての認識が高まっており，本県における導入実績は増加傾向にある。
・また，被災市町では，復興計画にスマートシティ（エコタウン）構想を盛り込み，その形成に向けて検討を進め
ているところである。
・一方，国においては，震災や原発事故を受け，原子力発電をはじめとするエネルギー政策の見直しが行われてい
る状況にある。
・さらには，今夏においても全国的に節電が求められていることもあり，家庭や事業所等における省エネへの意識
が高まっている。
○津波により自然環境の激変と環境モニタリングの実施
・本県沿岸部は，東日本大震災による津波により被災し，地形や動植物の生態系等の自然環境が大きく改変してお
り，その再生が急務となっている。
・生活環境の保全については，国と連携を図りながら，現体制の中で有害物質や放射線・放射能などの環境モニタ
リングを実施している。
○「三陸復興国立公園」創設の動き
・環境省が平成24年5月7日に「三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビジョン」を策定し，三陸復興
国立公園として再編する区域や施設・設備の整備に関する方針が示された。
○放射性物質の検出による野生鳥獣の捕獲減少
・福島第一原子力発電所の事故による影響により，野生鳥獣の肉から基準値を超える放射性物質が検出されたこと
から，狩猟の減少とそれに伴う野生鳥獣による各種被害の増加が懸念されている。
【課題】
○再生可能エネルギー導入推進とスマートシティ（エコタウン）の形成促進
・県として再生可能エネルギーの導入を進めるため，今年6月に「みやぎ再生可能エネルギー導入推進指針」を策定
した。今後，地域特性を踏まえながら，プロジェクトを具体的に推進する必要がある。
・また，県や各市町の震災復興計画では，震災からの復興に向けた新たなまちづくりにおいて，環境への配慮や防
災の観点から，再生可能エネルギーなどの積極的な導入によるエコタウンの形成が提唱されており，その実現に向
け，県民や事業者が進める再生可能エネルギーの導入や省エネルギーへの取組をより一層促進する必要がある。
・こういった取組を進めると同時並行的に，国のエネルギー政策の動向や震災による情勢の変化を踏まえながら，
「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」について，抜本的に見直す必要が
ある。
○環境配慮行動（エコ活動）への意識定着施策などの必要性
・県民や事業者の環境配慮行動（エコ活動）を促進し，その意識を定着させていくための施策に取り組むほか，県
有施設のスマート化や県事業の環境価値の創出に県自らが率先的に取り組む必要がある。
○豊かな自然環境の再生と生活環境の保全
・本県の豊かな自然環境を保全するため，津波により大きな被害を受けた沿岸部の自然環境の実態や修復を遂げつ
つある砂浜海岸等の再生状況を把握する必要がある。
・また，自然環境の変化が予測される国や県の復旧工事及び市町村の集団移転等の復興関連施策と環境保全施策と
の調整を図っていく必要がある。
・沿岸部の自然環境の保全と豊かな景観を担ってきた海岸防災林の本格的な復旧を着実に推進する必要がある。
・また，震災廃棄物処理の進展に伴い，アスベスト等の有害物質のモニタリングを継続する必要があるほか，放射
線・放射能のモニタリングの強化や測定体制の整備が喫緊の課題となっている。
○「三陸復興国立公園」創設への対応
・三陸復興国立公園構想を，観光の振興や生態系の保全など本県の復興に効果的に結びつける取組が必要である。
○野生生物の保護管理対策の見直し
・狩猟の減少に対応し，有害捕獲や個体数調整による捕獲を増やし，野生鳥獣による各種被害の防止を図る必要が
ある。
・震災の影響により，狩猟者の減少に拍車がかかっており，その確保策が必要となっている。
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５ 次年度に向けた対応方針（案） ＜次年度に向け，特に重点的に取り組む事項＞
①

被災者の生活環境の確保

○被災者の生活支援
・被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう，地域の支え合いの活動の立ち上げ支援や，応急仮設住宅内等へのサ
ポートセンターの設置・運営，避難所等における福祉的ケアの実施・相談・生活支援等を行う。
・応急仮設住宅，在宅等の被災住民に対して，健康状態の悪化を防止するとともに，健康不安の解消を図るため，看護職
員による健康相談，訪問指導等を支援する。
・震災関連の消費者被害の救済・未然防止を図るため，消費者被害への相談対応及び消費生活情報の提供等を行う。
・地域住民の交通手段確保のため，仮設住宅等における住民バスの運行を支援するほか，震災により甚大な被害を受けた
バス事業者，離島航路事業者，第三セクター鉄道事業者に対して運行継続に必要な支援を行う。
・県外避難者については，避難者を受け入れている都道府県や団体等の協力の下，市町村と連携して県外避難者のニーズ
の把握や情報紙やホームページ等を通しての地元の復興状況等の情報提供を図る。
○地域コミュニティの再構築
・様々な主体と協調・連携し，被災地域のコミュニティを再生するための支援体制を整備するとともに，住民主体による
地域活動を支援し，住民同士の交流機会を創出する。
・震災で活動が困難になった地域の祭礼行事や民俗芸能等の無形民俗文化財保護団体に対して，支援や助言等により行事
や芸能の再開を促し，伝統文化の実施を通したコミュニティ再生を図る。
・ＮＰＯ等の民間団体によるコミュニティ再生の支援活動を後押しするため，被災地のＮＰＯ等を対象として，専門相談
及び情報提供等の支援を行う。
○被災者の住宅確保
・震災により甚大な被害を受けた被災者及び入居期間が限られている応急仮設住宅の入居者の生活拠点を確保するため，
災害公営住宅を整備する。
・甚大な被害を受けた被災者及び被災地域の復興と活性化を図るため，県産材の円滑な供給システムを構築するととも
に，被災住宅等の復旧促進や被災地の復旧における拠点施設建築，公共施設等の復旧及び改修等に対して補助を行う。
○安全な住環境の確保
・倒壊の危険性が高い木造住宅等の耐震診断・耐震改修及び津波避難施設等の耐震診断に対し助成等を行い，耐震化を促
進する。

②

廃棄物の適正処理

○災害廃棄物処理
・平成26年3月までの処理完了を目指し，各二次処理プラント間の連携や広域処理などの取組を進める。
・木質系がれき等の処理と併せ，林地残材等の活用促進により，木質バイオマス利用の定着化に向けた施策を総合的に促
進する。
○被災自動車処理
・早期の処理完了を目指し，所有者の特定と意思確認及び売り払いを進める。
○漁場ガレキの撤去
・水深約20ｍよりも深い水域に大量に残存しているものと思われる漁場ガレキについて撤去及び処理を進めるとともに，
継続的な処理体制を構築する。
○原発事故に伴う汚染廃棄物等への対応
・放射性物質汚染対処特措法による重点調査地域の除染が円滑に推進できるよう，住民理解などを通じて実施主体である
市町村の支援を実施する。
・放射性物質に汚染された稲わらや牧草，たい肥等の保管や最終処理のための支援を行う。
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③

持続可能な社会と環境保全の実現

○再生可能エネルギー導入推進とスマートシティ（エコタウン）の形成促進
・「みやぎ再生可能エネルギー導入推進指針」に基づき，県内の再生可能エネルギーの導入を進めるため，県民や事業者
が実施する再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの取組を支援する。
・特に，県民に最も身近な再生可能エネルギーである住宅用太陽光発電システムは，環境への配慮のみならず，節電や防
災の観点からも効果が見込めることから，県内住宅への太陽光発電システム導入を加速化する。
・また，エコタウン形成の実現に向け，被災市町の復興計画に盛り込まれたスマートシティ（エコタウン）構想に対する
助言や情報の共有化を図るとともに，具体的事業との連携等を継続して検討していく。
・上記の取組を進めると同時並行的に，施策の着実な推進及び評価を行うため，震災の影響を勘案した上で，二酸化炭素
削減や自然エネルギー等の導入目標を定めた計画を策定する。
○エコ活動の促進と環境価値の創出
・震災復旧から再生へ向かおうとする段階で，県民や事業者における環境配慮行動の促進及び意識定着は環境と経済の両
立の観点から必須であることから，市場メカニズムを活用する施策を展開する。
・県自らも県有施設をスマート化するとともに，国内クレジットやカーボンオフセット事業などの県事業から率先的に環
境価値を創出することにより，県民や事業者の取組を牽引する。
○宮城を彩る豊かな自然環境の再生
・東日本大震災の津波により地形等が改変した仙台湾以南の砂浜海岸の学術調査を実施し，自然による再生状況等を把握
するとともに，各種復旧事業が自然環境に影響を及ぼさないよう関係機関との調整を図る。
・被災した海岸防災林の植栽を基盤整備の状況に応じて順次進め，平成32年度までに650haの完了を目指す。
○安全・安心な生活環境の維持・保全
・現在実施していいる環境モニタリングの維持・強化を図るとともに，監視測定体制を整備する。
○被災地復興に向けた「三陸復興国立公園」の創設
・国立公園の再編及び東北海岸トレイル構想について，本県の自然環境の保全に止まらず，一日も早い復興に向けて被災
地の振興が図られるよう，国と関係市町との調整を行う。
○野生生物の適正な保護管理対策の推進
・従来の野生鳥獣保護管理対策に加え，野生鳥獣の放射能汚染による生態系や生活環境等への影響を抑制するための対策
を講じるとともに，狩猟者の育成確保を図る。

（参考） 「平成２４年度政策財政運営の基本方針」抜粋
（平成24年度は，）特に，仮設住宅等における被災者の生活支援をはじめ，市町村が中心となって行う災害公営住宅な
どの公的住宅供給の支援や，被災者の住宅再建支援を進める。また，膨大な量の災害廃棄物については，平成26年3月ま
での処理完了を目指し，県内4ブロックに設置する二次仮置き場において，破砕・分別・リサイクル・焼却等の処理を一
元的に実施する。なお，持続可能な社会と環境保全の実現のため，再生可能エネルギーの導入促進に取り組む。
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６ 対応する主な事業
No.

① 被災者の生活環境の確保

想定する事業／手法名

1

被災者生活再建支援金支給
事業

2

災害弔慰金・見舞金給付事
業

3

生活福祉資金貸付事業（緊
急小口資金特例貸付・生活
復興支援資金）

区分

継続

継続

継続

消防課

震災により家族を失った被災者や障害を負った被災者
に対し，弔慰金・見舞金を給付する。

震災援護室

被災した低所得世帯に対して，引き続き当面の生活に
必要となる経費などについて貸付けを実施することによ
り，生活の復興を支援する生活復興支援資金の貸付実施
のための体制整備を行う。
また，償還期が到来する緊急小口資金特例貸付につい
ての償還業務を行う。

社会福祉課

震災で家屋を失った被災者や世帯主が負傷した被災者
に対し，生活再建を支援するため，当面の生活資金を融
資する。

災害援護資金貸付事業

5

地域支え合い体制づくり事
業（サポートセンター等整
備事業）

継続

長寿社会政策課

6

健康支援事業

継続

医療整備課

7

被災者生活支援事業（離島
航路，阿武隈急行，路線バ
ス）

継続

8

消費生活センター機能充実
事業

継続

9

消費者啓発事業

継続

11 応急仮設住宅確保事業

12 災害公営住宅整備事業

継続

継続

継続

震災援護室

震災で住む場所を失った被災者への当面の住居として
応急仮設住宅を供与する。

震災援護室

復興住宅整備室

継続

林業振興課

14 既設公営住宅の復旧事業

継続

住宅課

新規

仮設住宅の期間延長により，被災者のニーズの多様化
等も想定されるため，市町に対してサポートセンターの
追加設置のための財政支援や，支援スタッフの研修など
の支援を継続する。
被災された方を支援する看護職の人材確保のため，仮
設住宅入居者等健康支援事業を行う。また，仮設住宅及
び民間賃貸住宅等入居者への健康調査を行う。

地域住民の交通手段確保のため，バス事業者，住民バ
ス運行市町村及び離島航路事業者に対する運行費補助並
総合交通対策課
びに第三セクター鉄道事業者に対する設備更新補助を行
う。
災害に便乗した悪質商法などの被害から消費者を守る
ため，消費生活センターの相談・指導体制等の機能を拡
消費生活・文化課 充するほか，消費生活相談機能が喪失・低下した市町村
の相談対応機能の向上を支援する。
災害に便乗した悪質商法などの被害の未然防止・拡大
防止を図るため，消費者に対して，情報提供に取り組む
消費生活・文化課 とともに，学校，地域，職域等様々な場を通じて消費生
活に関する普及啓発を行う。
消費生活センター及び県民サービスセンターにおい
て，消費者から寄せられる災害に便乗した悪質商法など
消費生活・文化課 の消費生活に関する相談業務を行う。

13 被災施設再建支援事業

15 住生活基本計画策定

想定する事業内容
被災者生活再建支援法に基づく支援金を被災者に支給
するため，各市町村で受付けた申請書を取りまとめ，支
給等事務を委託している支援法人に送付する。
あわせて，対象となる被災者が漏れなく申請を行える
よう，広く制度の周知を行う。

4

10 消費生活相談事業

継続

担当課（室）名

住宅課

震災により甚大な被害を受けた被災者及び入居期限が
限られている応急仮設住宅の入居者の生活拠点を確保す
るため，災害公営住宅を整備する。
甚大な被害を受けた被災者及び被害地域の復興と活性
化を図るため，県産材の円滑な供給システムを構築しな
がら，被災住宅や拠点施設等の木造・木質化に関する取
組みに対して支援を行う。
震災で被害を受けた県営住宅について，再入居できる
環境を整えるため，被災箇所の復旧整備を図る。

住宅復興及び住宅再建支援を中心とした取組や次世代
に向けての新たなライフスタイル，モデル的な住まい方
等を検討し，新たな住生活基本計画を策定する。
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６ 対応する主な事業
No.

① 被災者の生活環境の確保

想定する事業／手法名

県営住宅ストック総合改善
16
事業費

17 県営住宅管理事業費

18 県営住宅リフォーム事業費

災害公営住宅管理の連絡調
19
整

区分

継続

継続

継続

新規

担当課（室）名

想定する事業内容

住宅課

「県営住宅ストック総合活用計画」に基づき，県営住
宅における施設の長寿命化と居住性を高め，ストックの
有効活用を図る。

住宅課

建築基準法の規定に基づき，新たに義務付けられた定
期点検における外壁全面打診点検について，県営住宅を
計画的に実施する。

住宅課

「県営住宅ストック総合活用計画」に基づき，県営住
宅のリフォーム事業を行い，ストックの有効活用を図
る。

住宅課

住宅供給を効率的に推進するため，災害公営住宅の管
理，募集，入居に関する情報を市町と共有化し，効率性
の高い住宅供給を図る。

住宅再建支援事業（二重
20
ローン対策）

継続

住宅課

21 住宅相談事業

継続

建築宅地課

二重ローンを抱えることとなる被災者の負担軽減を図
るため，既住宅債務を有する被災者が，新たな借入によ
り住宅を再建する場合に，既住宅債務に係る利子に対し
て助成を行う。
震災により甚大な被害を受けた被災者の生活再建を図
るため，住宅相談窓口を整備し，住宅再建に係る多様な
情報を提供する。

22 狭あい道路整備等促進事業

継続

建築宅地課

がけ地近接等危険住宅移転
事業

継続

建築宅地課

継続

産業立地推進課

安全な住宅市街地の形成を図るため，市町村が実施す
る狭隘道路の調査・測量や安全性を確保するための整備
費用等に対して国が助成を行う。（多賀城市，柴田町，
利府町，七ヶ浜町）
がけ地の崩壊により，生命に危険を及ぼすおそれのあ
る危険な住宅から安全な場所へ移転を行う者に補助する
事業主体（市町村）に対し，その補助事業に要する経費
を国が補助する。
震災により誘発された亜炭鉱陥没の被害を受けた住
宅・敷地及び農地等の復旧を実施する団体に対し，必要
な経費を補助する。

震災援護室

応急仮設住宅を適切に管理するため，関係市町村等で
組織する応急仮設住宅管理推進協議会等に対し，共同利
用施設の維持管理に要する経費を補助する。

23

24 特定鉱害復旧事業

25 応急仮設住宅維持管理事業

継続

26 建築関係震災対策事業

継続

建築宅地課

27 木造住宅等震災対策事業

継続

建築宅地課

28 復興活動支援事業

継続

地域復興支援課

無形民俗文化財再生支援事
29
業

継続

震災復興担い手ＮＰＯ等支
援事業

新規

30

31 多文化共生推進事業

32 県外避難者帰郷支援事業

継続

新規

地震災害から建築物を守るため，「宮城県耐震改修促
進計画」に基づき，建築物の耐震診断・耐震改修の促進
に係る普及啓発を行うとともに，建築物や宅地の危険度
を判定する宅地危険度判定士を養成する。
県民の生命と財産の被害の軽減を図るため，倒壊の危
険性が高いとされる昭和56年5月以前に建てられた木造住
宅等の耐震診断・耐震改修及び津波避難施設等の耐震診
断に対し助成等を行い，耐震化を促進する。
被災地の地域づくりを目的とした住民主体の地域活動
を促進するため，市町村及び関係団体と連携して「復興
応援隊」を設置し，一定期間，地域住民の活動支援を行
うとともに，被災地域の復興を支援する取り組みを官民
が協働で支援する中間支援組織を整備する。

伝統文化の実施を通じたコミュニティの再生を図るた
め，被災した地域の祭礼行事や民俗芸能等の無形民俗文
文化財保護課
化財の保護団体に対して，用具の整備等の支援や助言を
行う。
全国から被災地に入って活動するＮＰＯや被災地の地
共同参画社会推進 元ＮＰＯ等を対象として，活動の側面的支援を行うた
め，ＮＰＯの運営等に精通した専門家による現地相談会
課
等を実施する。
外国人被災者等の不安解消を図るため，多言語による
相談窓口を設置するほか，多言語情報の充実や多様な主
国際経済・交流課 体が参画する地域づくりの推進を図る。

震災復興推進課

避難生活の長期化が予想される中で県外避難者に対す
る情報提供などの支援が十分ではない状況を鑑み，市町
に代わって県外避難者の生活と帰郷のための支援を行
う。
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６ 対応する主な事業
No.

② 廃棄物の適正処理

想定する事業／手法名

33 災害等廃棄物処理事業

34 被災自動車処理事業

区分

担当課（室）名

想定する事業内容

継続

震災で発生した膨大な量の災害廃棄物を迅速かつ適正
に処理するため，県が被災した沿岸12市町の災害廃棄物
震災廃棄物対策課 処理を受託し実施する。

継続

震災により発生した被災自動車の処理について，被災
自動車の収集・運搬，所有者確認・連絡及び売り払いを
実施する。

資源循環推進課

林地残材を燃料・原料として利用するための搬出経費
や拠点形成への補助，農林水産業施設における利用施設
の導入支援など，木質バイオマス利用を総合的に促進す
る。
概ね水深20ｍ以浅の極沿岸域の漁場に残存・堆積して
いるガレキ等を，起重機船を用い撤去する。

木質がれき等バイオマス利
35
用促進事業

継続

林業振興課

36 みやぎの漁場再生事業

継続

水産業基盤整備課

組替

漁場環境の回復のため，本県沿岸漁場に大量に流入し
たガレキを長期間にわたり継続的に撤去，処理する体制
水産業基盤整備課 を構築する。

37 漁場生産力回復支援事業

38 除染対策支援事業（再掲）

継続

農業系汚染物質処理対策事
業（再掲）

継続

39

６ 対応する主な事業
No.

放射性物質汚染対処特措法に基づき，県民被ばくリス
クを低減させるとともに，県民の不安を解消するため，
原子力安全対策課
市町村が行う除染対策事業に対する支援及び県有施設の
除染対策を進める。
原発事故により，一時保管や農家で区分管理され，利
用できない稲わらや牧草等について，最終処理のための
畜産課
支援を行う。

③ 持続可能な社会と環境保全の実現

想定する事業／手法名

住宅用太陽光発電普及促進
40
事業

新エネルギー設備導入支援
41
事業

省エネルギー・コスト削減
42
実践支援事業
産学官結集型クリーンエネ
43 ルギーみやぎ創造チャレン
ジ事業
みやぎ地球温暖化対策地域
44
推進事業

45 環境基本計画推進事業

区分

継続

継続

継続

組替

組替

組替

担当課（室）名

環境政策課

環境政策課

環境政策課

環境政策課

環境政策課

環境政策課

保健環境センタースマート
46
化事業

新規

環境政策課

森林吸収オフセット推進事
業

組替

環境政策課
林業振興課

47

想定する事業内容
住宅用太陽光発電設備を設置する県民に対して補助す
る。

新エネルギー設備を導入する県内事業者に対して補助
する。

省エネルギー設備を導入する県内事業者に対して補助
する。

産学官が連携し，スマートシティの形成など，クリー
ンエネルギーを活用した，先導的な地域づくりを支援す
る。
新たに両計画を策定するに当たり，温室効果ガスの現
況推計や自然エネの導入可能性などの基礎調査及び計画
策定に係る支援業務を委託する。
環境配慮行動指針の普及及び「みやぎｅ行動宣言」登
録促進事業に加え，市場メカニズム（エコアクションポ
イント）を活用し，県民や事業者の環境配慮行動の促
進・意識定着施策の推進及び被災企業の支援を図る。

保健環境センター新築に伴い，ＢＥＭＳによりエネル
ギー使用の最適化を図るとともに，併設する環境情報セ
ンターにてエネルギー使用状況を「見える化」し，県民
の環境教育の向上に資する。
県有林から発生したオフセット・クレジットを県内で
開催されるイベント等のカーボンオフセットに展開す
る。
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６ 対応する主な事業
No.

③ 持続可能な社会と環境保全の実現

想定する事業／手法名

環境保全地域指定・管理事
48
業

海岸防災林造成事業（再
49
掲）

大気環境モニタリング事業
50
（震災対応）

51 保健環境センター再建事業

環境放射能等監視体制整備
52
事業（再掲）

三陸復興国立公園創設推進
53
事業

54 野生鳥獣保護管理事業

区分

継続

継続

継続

継続

継続

新規

組替

担当課（室）名

自然保護課

森林整備課

環境対策課

環境対策課

想定する事業内容
津波により大きな被害を受けた仙台湾海浜環境保全地
域における動植物，地形の学術調査を実施するととも
に，復旧事業と生態系や生活環境保全との調整を図る。
県土及び県民生活を保全するため，津波により流出・
倒伏・幹折等の被害が発生した海岸防災林について，計
画的な復旧を進める。
被災地におけるアスベスト等の有害物質を含む粉じん
をはじめとする大気環境モニタリングを実施する。

環境モニタリングの測定体制の強化を図るため，保健
環境センターを再建する。

女川原発周辺地域の安全・安心の確保を図るととも
に，福島第一原発事故に対応するため，県内全域におけ
原子力安全対策課
る環境放射線等の監視体制の整備を行う。

自然保護課

自然保護課

三陸復興国立公園の創設に向けて，自然公園に関する
国際会議の招致や関連施設及び東北海岸トレイルの路線
等の調査並びに関係市町との調整などを図る。
引き続き，野生鳥獣の放射性物質の検査を実施し，県
や市町村によるイノシシ等の個体数調整の一層の推進を
図る。
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宮城県震災復興計画に係る主要政策の次年度に向けた対応方針（案）
１ 主要政策名

２．保健・医療・福祉提供体制の回復

２ 分 野 名

保健・医療・福祉

３ 担当部局等
主担当の部局等

保健福祉部

関係する部局等

震災復興・企画部，経済商工観光部，教育庁

４ 現状と課題（分析）
① 安心できる地域医療の確保
【現状】
・被災前の医療機関に対する再開した医療機関数割合は，気仙沼医療圏で72%，石巻医療圏で87%，全県単位
では97%である。（平成24年5月現在）
・災害復旧補助金の活用を申請した医療機関は111箇所(当初113箇所であったが，2箇所がその後廃止届を提
出）となっており，そのうち97.3%が24年5月現在再開を果たしている。
・仮設住宅や民間賃貸に入居している被災住民は，約12万人に上っており，長期に渡り居住地を離れた避難
生活の中でさまざまな課題に直面しており，被災者が県内どこに住んでいても必要な保健福祉サービスの提
供が求められている。
【課題】
・再開を目指す医療機関の復旧にむけた支援が必要である。
・被災地は，震災前から医師や看護師確保など，保健・医療・福祉面の確保において課題があり，震災によ
る事業環境の悪化により，医療人材を中心とした人的資源の確保がさらに困難な状況が続くものと考える。
・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，この間の医療・福祉の提供体制の在り方の検討が必要である。例えば在宅
医療の推進など復興途上の地域の実情にあった地域医療の提供・確保を考える必要がある。
・地域の不利な面をＩCT技術により補完していく上でも医療福祉情報ネットワークの実現が急がれる。

② 未来を担う子どもたちへの支援
【現状】
・児童関係施設1,166箇所のうち被害施設数は 444箇所（うち全壊 51，半壊26)。その中で，保育所につい
ては，被災保育所135箇所のうち，123箇所（91％）が再開している。（平成24年5月末現在）
・震災孤児は135人，震災遺児は902人。（平成24年6月13日現在）
・被災児童等への支援活動を実施するＮＰＯ等の民間団体に対し，その活動経費を助成するため，平成23年
度に新たな補助制度を創設し，被災地域におけるきめ細やかな支援活動の促進に取り組んでいる。
・仮設住宅サポートセンターを中心に活動する子育て支援団体等を対象として，セミナー，ワークショッ
プ，連絡会議等を開催し，その育成や団体間のネットワークづくりのための支援に取り組んでいる。
【課題】
・被災した保育所，児童館等の応急的な復旧を支援するとともに，早期の復旧を図る必要がある。
・震災で親を亡くした子どもなど，保護が必要となった子どもたちの養育を継続して行う必要がある。
・被災し心に深い傷を負った子どもたちに対して巡回相談等を行う「子どもの心のケアチーム」の活動を継
続する必要がある。
・母子世帯等からの生活・就労相談に応じるとともに，ひとり親家庭等に対する経済的支援を継続して行う
必要がある。
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③ だれもが住みよい地域社会の構築
【現状】
・被災した高齢者福祉施設200箇所のうち188箇所（94％代替施設の再開を含む）及び，被災した障害者福祉
施設135箇所のうち131箇所（97％）が復旧を果たしている。（平成24年5月現在）
・震災により心のケアを必要とする被災者を幅広く支援するため，平成23年12月に「みやぎ心のケアセン
ター」を設置するなど，支援体制の整備を行っている。
・被災した高齢者等が応急仮設住宅等で安心して生活できるようサポートセンターを設置し，見守り活動や
福祉的ケアの実施・相談・生活支援等を行っている。
・「宮城県聴覚障害者情報支援センター」を設置し，被災した聴覚障害者の生活再建を支援している。
【課題】
・被災した特別養護老人ホーム，障害者支援施設等の社会福祉施設の更なる復旧を支援し，利用者に対する
サービスの回復を図る必要がある。
・震災により心のケアを必要とする被災者へのサポートを充実させる必要がある。
・被災した聴覚障害者の生活再建支援を充実させる必要がある。

５ 次年度に向けた対応方針（案） ＜次年度に向け，特に重点的に取り組む事項＞
○地域医療の確保と被災者に対する保健活動の支援
・各地域の拠点となる病院の復旧・復興にむけた調整を着実に推進し，安心して医療の受けられる体制を各地域
において整備する。
・沿岸部の気仙沼・石巻医療圏における医療情報ネットワークシステムの整備を進め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。
・被災者の健康状況や支援ニーズの把握につとめ，市町における保健活動を県として支援していく。
○子どもたちの心のケアの充実と子育て環境の向上
・震災で親を亡くした子どもたちの生活の場の確保や，子どもたちの心のケアを進める。
・ひとり親家庭等に対する経済的支援や，被災児童へ支援するＮＰＯ等の民間団体への経費助成等を通じてきめ
細やかな支援活動を推進する。
○被災者の心のケア・生活支援
・「みやぎ心のケアセンター」などによる相談支援体制等の強化とともに，心のケアに関する取組を充実させ
る。
・被災者が応急仮設住宅で安心して生活ができるよう，サポートセンターによる見守り活動や福祉的ケアの実
施・相談・生活支援等を継続するほか，宮城県サポートセンター支援事務所による支援スタッフの人材育成や，
生活不活発病予防の取組を推進する。
○聴覚障害者の生活再建
・「みやぎ被災聴覚障害者情報支援センター」による，生活関連情報の提供や相談支援を推進する。
○被災した社会福祉施設の復旧
・早期に利用者に対するサービスの回復が図られるよう，被災した保育所，特別養護老人ホーム，障害者施設等
の社会福祉施設の復旧に対する支援を行う。
○地域における支え合い体制の構築
・震災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，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，NPO等と連携し，地域福祉を推進する。
（参考）「平成24年度政策財政運営の基本方針」抜粋
（平成２４年度は，）特に，被災地における地域医療の復興を目指して，被災医療機関の再整備をはじめ，医
療機関相互の連携体制の構築に向けた取組を進めるほか，大きな被害を受けた社会福祉施設等の復旧及び事業再
開を支援する。また，保護・養育が必要な子どもたちに対して，心のケアなどの施策を実施する。
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６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

1

健康支援事業

2

医療施設等災害復旧支援事
業

3

医療施設耐震化事業

区分

継続

継続

継続

担当課（室）名

医療整備課

医療整備課

医療整備課

4

災害時医療情報網整備事業

継続

医療整備課

5

大規模災害時医療救護体制
整備事業

継続

医療整備課

6

救急医療情報センター運営
事業

継続

医療整備課

7

(仮）精神科救急医療体制
整備事業

新規

障害福祉課

8

宮城県ドクターバンク事業

継続

医療整備課

9

ＩＣＴ（情報通信技術）を
活用した医療連携構築事業

10 食生活支援事業

11 歯科口腔保健支援事業

12

リハビリテーション支援事
業

13 要保護児童支援事業

継続

医療整備課

継続

健康推進課

継続

健康推進課

継続

健康推進課

継続

子育て支援課
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想定する事業内容
被災された方を支援する看護職の人材確保を支
援するため，仮設住宅入居者等保健支援事業を行
う。
被災した医療提供機能の早期回復と施設等の復
旧を図るため，施設開設者に対して復旧等費用を
補助する。
災害時の医療体制を確保するため，災害拠点病
院等の耐震化（耐震診断及び耐震性を欠く既存施
設の建て替え・補強）の費用を補助する。
震災でＭＣＡ無線端末機が失われた医療機関に
対する再配備と，これまで無線のエリア外であっ
たために端末機が配備されていなかった医療機関
に対する配備に係る費用の一部を補助する。
大規模災害に備えるため，仙台市，東北大学と
共催により災害対策研修会を行う，また，ＤＭＡ
Ｔの養成と政府総合防災訓練への参加支援等を行
う。
大規模災害時に各医療機関が診療の継続に必要
とする物資や人的支援について速やかに把握し，
その支援体制を確保するため，災害モードの運用
と広域災害救急医療情報システムの運用を行う。
東日本大震災に伴い、ＰＴＳＤ等の精神疾患の
発症者の増加や悪化等が懸念されることから、従
前の精神科救急医療体制の充実強化を図り、緊急
な精神科医療を必要とする県民に対して、精神症
状や身体合併症に応じた精神科救急医療体制を整
備する。
医師不足及び地域・診療科による偏在に対応
し，地域医療を担う市町村立及び一部事務組合の
自治体病院・診療所に勤務する医師を確保する。
医療従事者の不足が懸念される中，切れ目のな
い医療の提供体制を推進するため，ＩＣＴを活用
した地域医療連携システムを構築することによ
り，病院，診療所，福祉施設，在宅介護事業者等
の連携強化・情報共有を図り，子どもから高齢者
までだれもが，県内どこでも安心して医療が受け
られる体制を構築する。
応急仮設住宅の入居者に対して，食生活の悪化
を防止するとともに栄養改善を図るため，管理栄
養士による栄養改善等の支援を実施する。
応急仮設住宅の入居者に対して，口腔の健康状
態の改善及び誤嚥性肺炎の防止を目的として，歯
科医師，歯科衛生士による歯科口腔保健指導等を
実施する。
東日本大震災による被災住民の生活不活発病や
障害の防止，住環境の改善，福祉用具の調整等を
目的として,リハビリテーション専門職等による相
談・指導を実施する。
震災に伴い，保護が必要となった子どもを養育
するため，里親制度や児童養護施設等の活用によ
り，生活の場を確保するなど，被災した子どもた
ちを支援する。

６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

区分

担当課（室）名

14 子どもの心のケア推進事業

継続

子育て支援課

15 被災保育所等災害復旧事業

継続

子育て支援課

児童厚生施設等災害復旧事
16
業

17 待機児童解消推進事業

被災児童やその家族等を支
18 援するための相談・援助事
業

19

東日本大震災みやぎこども
育英基金事業

継続

継続

子育て支援課

継続

子育て支援課

(計画未掲載)

継続

東日本大震災みやぎこども
20
育英基金事業

継続

子育て世帯支援のための仮
21 設住宅サポートセンター支
援事業

継続

22 保育士確保支援事業

23 教育相談充実事業

子育て支援課

(計画未掲載)

新規

継続

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

義務教育課

高等学校スクールカウンセ
ラー活用事業

継続

高校教育課

25 心のケアセンター運営事業

継続

障害福祉課

24
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想定する事業内容
震災の影響に伴う，心的外傷後ストレス障害
（ＰＴＳＤ）等に対応し，児童精神科医，及び心
理士等による「子どもの心のケアチームが巡回指
導等を行う。
被災した保育所の復旧を支援する。

被災した児童館や地域子育て支援センター等，
子育て支援施設の復旧を支援する。

待機児童解消に向け，震災等の影響も考慮した
上で，待機児童の多い，３歳未満児の受入拡大に
向けた保育所整備や，家庭的保育者の育成支援等
を行う。
東日本大震災に被災した子ども及びその家族等
への支援を実施するＮＰＯ等の団体に対して県が
市町村を通じて補助金を助成し，被災地における
きめ細やかな支援活動を促進する。
震災で親を亡くした子どもたちのため，国内外
から寄せられた寄附金を基金に積み立て，活用す
ることにより，子どもたちの修学等を支援する。
震災で親を亡くした子どもたちのため，国内外
から寄せられた寄附金を基金に積み立て，活用す
ることにより，子どもたちの修学等を支援する。
仮設住宅において，子育て世帯が安心して生活できる
よう被災市町のサポートセンターを中心に活動する子育
て支援団体の育成，団体間のネットワークづくりを支援
する。
震災後、より困難となっている保育士の確保を支援す
るため、保育士人材バンクの運営及び私立保育所への就
職支援を目的とした合同就職説明会の実施を支援する。

震災により精神的苦痛を受けた児童生徒が，一
刻も早く正常な学習活動に戻れるようにするた
め，スクールカウンセラー派遣を通じてきめ細か
い心のケアを行うほか，相談・支援体制の一層の
整備を図る。
生徒が精神的に安定した学校生活を送れるよ
う，全県立高等学校に，スクールカウンセラー等
を配置・派遣し，生徒・保護者・教職員を対象と
した教育相談，教職員への研修，生徒・保護者へ
の講演・講話等を行う。また，教員とカウンセ
ラーの研修会や情報交換会を実施するなど，相談
体制の強化を図る。
被災者の震災による心的外傷後ストレス障害
（PTSD），うつ病，アルコール依存，自殺等の心
の問題に長期的に対応するとともに，被災精神障
害者の医療と地域生活を支援するため，心の
ケアの拠点となるセンターの運営を支援する。

６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

26 自殺対策緊急強化事業

27 被災障害者等情報支援事業

被災地における知的障害児
28 （者）等地域支え合い体制
づくり事業

29

被災地精神保健対策事業

地域支え合い体制づくり事
30 業（サポートセンター支援
事業）

31 社会福祉施設等復旧費補助

32 被災地域福祉推進事業

33 多文化共生推進事業

区分

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

担当課（室）名

障害福祉課

障害福祉課

障害福祉課

障害福祉課

想定する事業内容
震災で様々な問題を抱え，自殺に追い込まれる
被災者が増加することが懸念されることから，自
殺を防ぐための人材を養成するとともに，県民へ
の広報啓発や市町村・民間団体が実施する自殺対
策事業等に助成を行う。
被災した聴覚障害者の生活再建に向けた情報発
信や相談支援を行うほか，聴覚障害者が地域の中
で安心して暮らすための環境づくりを支援する。
被災した知的障害児者とその家族の生活再建の
ため，支援の核となる人材の育成等地域で支え合
う体制づくりを実施する団体へ補助を行う。
被災した精神障害者の在宅生活の継続を図るた
め，多職種チームによる訪問支援を行うととも
に，被災者の心のケアを行う市町村に助成を行
う。

仮設住宅の期間延長により，被災者のニーズの
多様化等も想定されるため，市町に対してサポー
長寿社会政策課 トセンターの追加設置のための財政支援や，支援
スタッフの研修などの支援を継続する。
要介護高齢者のサービス提供体制の回復と老人
福祉施設等の早期復旧を図るため，被災施設の復
長寿社会政策課
旧費用の補助を継続する。

社会福祉課
障害福祉課

被災地域において「住民同士の絆やつながり」
を持ち続けることができるよう，住民ニーズの把
握や見守り等の支援体制の構築など，市町村，社
会福祉協議会，ＮＰＯ等が行う社会的包摂の取組
に対し助成する。

外国人被災者等の不安解消を図るため，多言語
による相談窓口を設置するほか，多言語情報の充
国際経済・交流課
実や多様な主体が参画する地域づくりの推進を図
る。
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宮城県震災復興計画に係る主要政策の次年度に向けた対応方針（案）
１ 主要政策名

３．「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築

２ 分 野 名

経済・商工・観光・雇用

３ 担当部局等
主担当の部局等

経済商工観光部

関係する部局等

土木部

４ 現状と課題（分析）
① ものづくり産業の復興
【現状】
○被災企業の地域格差の発生
・被災企業の復旧については，津波の被害が甚大だった沿岸部の水産加工などの業種は地盤沈下による嵩上げ問題などで復
旧途上にあり，用地の嵩上げ対応や都市計画の提示を受けて復旧が本格化する状況にある。一方で，内陸部においては，公
的支援を受けた企業等が操業を再開し，震災前の受注水準への回復を目指す動きが見られる。
○県内企業を取り巻く厳しい経営環境
・震災による被害に加え，長引く景気低迷，円高など県内企業にとっては非常に厳しい状況が続いている。
○事業用地の不足
・震災により分譲できない工業団地があること及び被災を原因とした企業の県内移転などによって，事業用地が不足してい
る。
（即時引き渡し可能な工業団地数…18団地（127.4ha）※比較的小規模な区画が多い。）
○トヨタ「第3の拠点化」に即応できる地元企業は少数
・自動車産業は，トヨタグループ3社の統合やエンジン工場の新設，部品の現地調達化が進められているなど，「第3の拠点
化」に向けた動きがあるなかで，自動車メーカーやサプライヤーのニーズに即応できる地元企業は少ない。
○人材育成における震災後の新たな課題等の吸い上げの未実施
・震災後の人材育成事業の実施状況や新たな課題・ニーズ等の吸い上げができていない。
○企業が必要とする人材の需要
・県内ものづくり中小企業等は，震災等の影響により採用休止などの状況もみられるが，機会があれば地元高校生等を積極
的に採用したいという意向や教育機関との接点を求める中小企業の声もあり，企業が必要とする人材の育成・確保が求めら
れている。
○輸出企業の厳しい経営環境
・円高やヨーロッパにおける信用不安に加え，震災等に伴う風評被害や輸入規制など，輸出に取り組む企業にとって経営環
境は厳しい状況にある。
○具体的なビジネスマッチングの不足
・外資系企業の誘致については，海外からの被災地視察団へのブリーフィング等を行っているが，宮城県の投資環境や復興
特区制度などのインセンティブに関する情報を海外へ発信する機会や手段が限られており，具体的なビジネスマッチングに
至っていない。
○生産再開企業の海外取引拡大等に向けた動きの存在
・震災後の企業の復旧・復興状況にはバラつきがあり，また各企業の海外展開に向けたニーズ・課題は多様であるが，生産
再開した企業の中では，順次，途絶・停滞した海外企業との取引再開の動きが見られるほか，積極的な企業においては，今
後の海外取引拡大や今後の海外市場への挑戦の動きが見られる。
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【課題】
○地域の状況に応じた補助金等による支援の継続
・沿岸部と内陸部，公的支援等が受けられた事業者と受けられていない事業者で，復旧の状況に差があることから，地域の
状況に応じて，グループ補助金等の支援を継続していく必要がある。
○企業誘致による産業の集積・振興や様々な地元企業支援
・奨励金や民間投資促進特区等の活用により企業誘致を継続し，「自動車関連産業」「高度電子機械産業」「食品関連産
業」「木材関連産業」「医療・健康関連産業」「クリーンエネルギー関連産業」「航空宇宙関連産業」「船舶関連産業」の
集積・振興を図り，その効果を地域に波及させるとともに，産学官連携による地元企業の技術高度化支援や震災により失わ
れた取引先の確保，取引拡大等を進める必要がある。
○新たな事業用地の確保
・今後新規等による立地を促進していくために，新たな事業用地を確保する必要がある。
○商業慣習の理解と生産技術等の向上
・自動車産業への地元企業の新規参入や取引拡大の機会を増やすため，自動車産業の商業慣習を理解するとともに，自社製
品の品質向上，コスト，納期など生産技術等の向上を図る必要がある。
○震災後の人材育成事業の体系的整理
・震災後の県全体の人材育成事業の実施状況等を把握するため「みやぎ産業人材育成プラットフォーム」や「若年者雇用対
策部会」を，各地域の企業や学校等の人材育成に関するニーズ把握のため「圏域版プラットフォーム」を活用し，震災後の
人材育成事業の体系的な整理をする必要がある。
○効果的な人材確保対策の実施
・地域産業の振興と再生のため，地元中小企業の厳しい経営状況，震災後の課題やニーズ，既存事業の実施状況等を踏まえ
た効果的な人材確保対策を実施する必要がある。
○正確な情報発信による安全性の周知
・国際会議等を積極的に誘致し，会議の場を活用するなど，海外での販路開拓・拡大のため，復旧・復興状況，原発事故等
の状況について正確な情報発信を継続的に行い安全性を周知する必要がある。
○人的ネットワーク活用等によるビジネスマッチングの推進
・外資系企業の県内投資促進のため，これまでに構築した人的ネットワークを積極的に活用するとともに，民間投資促進特
区の枠組みをＰＲし，国内外でビジネスマッチングを進める必要がある。
○関係機関との連携によるきめ細やかな企業支援
・震災による企業の被災，海外での商談会等の機会の減少，本県製品の風評被害や輸入規制により，県の事業をきっかけと
した海外企業との成約件数は大幅に減少しているが（H20年度27件→H23年度5件），企業の復旧状況等に応じた海外との取引
再開・拡大を推進するため，県と関係機関が連携したきめ細かな企業支援を行う必要がある。

② 商業・観光の再生
■商業
【現状】
○被災商業者の地域格差の発生
・沿岸地域においては，地盤の嵩上げなどインフラ整備の進捗状況の問題から，被災した中小企業者の事業再開が進んでお
らず地域格差が生じている。
【H24.3.31現在の調査結果】
商工会・商工会議所会員のうち30.1％（11,685会員）に建物被災が発生しており，うち内陸地域の営業継続が96.5％である
のに対し，沿岸地域では78.1％。
○被災商業者の業種間格差の発生
・グループ補助金等の公的支援が受けられていない業種の事業者（建設業，医療サービス業等）がいる。
○時代の動きに対応した商業の再構築の必要性
・単なる復旧ではなく，時代の動きに対応した商業の再構築が求められている。
○中小企業金融円滑化法の適用期限終了
・中小企業金融円滑化法の適用期限が延長（H25.3月末まで）され，条件変更など金融機関による中小企業者に対する資金繰
り支援が行われているが，同法の適用期限の再度の延長は行われない見込みであり，期限終了後，資金繰りに行き詰まった
企業の倒産が相次いで発生するおそれがある。
○信用保証協会による代位弁済の増加
・宮城県信用保証協会においては，被災した中小企業者の経営悪化に伴い，今後，代位弁済が大幅に増加するおそれがあ
り，経営への影響が懸念される。
○二重債務問題における支援策利用の低迷
・宮城県産業復興相談センターによる相談業務が開始したほか，宮城産業復興機構及び東日本大震災事業者再生支援機構に
よる債権買取業務が開始するなど二重債務問題に対する支援策は充実してきたが，宮城産業復興機構による債権の買取が９
件に止まるなど，利用が進んでいない。
○沿岸部商工会・中小企業組合等の復興の遅れ
・沿岸部の商工会及び中小企業組合等については，被害が甚大であり，また，自治体のゾーニング決定の遅れに伴い，移転
先が確保できていないなどの理由により，事業着手までに時間がかかっている。
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■観光
【現状】
○観光客の減少
・大震災により沿岸部の多くの観光地が壊滅的な被害を受け，さらに福島第一原発事故の影響に起因する風評被害により，
県内の観光客数は大幅に減少（特に関東以西）し，観光業にとどまらず，地域経済全体に大きな悪影響を及ぼしている。
○被災観光事業者の事業者間格差
・国のグループ補助金事業や県単の「観光施設再生支援事業」により県内観光施設の復旧を支援した結果，現在これらの施
設が県内観光客の受け皿として観光復興の牽引役となっている一方で，その被害額の大きさから復旧に踏み出せない事業者
が多く存在しているほか，グループ補助金の採択要件による制約で，復興を進められない事業者もいる。
○原発事故対策
・観光事業者にあっては風評被害による損害の賠償に当たって，原発事故との「相当因果関係」を立証するよう求められて
おり，事業者の大きな負担となっている。

■商業
【課題】
○被災商業者に対する長期の復旧費助成や金融支援
・地盤の嵩上げなどインフラ整備を急ぐとともに，事業再開が進められない商店等の復旧・復興を支援するため，自治体の
復興まちづくり計画に基づく市街地の復興に合わせて，今後も，長期間にわたり，被災商業者に対する復旧費助成や制度融
資，利子補給を実施する必要がある。
○業種間格差の解消
・様々な分野の事業者の早期復興に向けて，復旧費助成や制度融資等の支援制度を見直し，業種間の格差を解消していく必
要がある。
○先進的商店街としての発展的再生
・商店街の復興に当たっては，少子高齢化等の社会問題に対応した先進的な商店街として，発展的な再生を図る必要があ
る。
○適用期限終了後のための支援
・中小企業金融円滑化法の適用期限終了後の企業倒産を防止するため被災中小企業者に対する支援策を実施する必要があ
る。
○信用保証協会の経営基盤安定に向けた支援
・信用保証協会の経営基盤の安定を図るため，信用保証協会に対する財政支援を引き続き実施していく必要がある。
○充実した支援制度の周知
・二重債務問題を解消していくため，充実した各種支援策について，被災事業者への周知を図っていく必要がある。
○沿岸部商工会等への長期にわたる支援の継続
・沿岸部の商工会及び中小企業組合等の復興を支援するため，長期にわたる支援を継続していく必要がある。
■観光
【課題】
○観光自粛ムード・風評の払拭
・観光自粛ムードや風評を払拭するため,県内の復興状況に係る正しい情報と県内観光の魅力の積極的な発信や海外政府要
人，著名人，海外メディアの訪問，友好関係にある海外自治体や海外事務所，県人会等の民の力を活用する必要がある。
○グループ補助金の活用
・甚大な被害を受けた事業者が復旧・再開に踏み出すためには，グループ補助金を活用しての支援が効果的であり，グルー
プ組成の支援や国に対して予算枠の拡大を求めるなど，採択の道を広げていく必要がある。
○賠償に向けた働きかけ
・風評被害の賠償については，国，東電が宮城県を賠償対象地域として認めるよう働きかけていく必要がある。
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③ 雇用の維持・確保
【現状】
○雇用の地域格差の発生
・県内全体の雇用情勢は改善傾向（※有効求人倍率：0.95倍(H24.3)，1.04倍(H24.4)）にあるが，県内においては依然とし
て多くの県民が失業状態や休業状態にあるほか，今後雇用保険の支給期間が終了し，多くの被災失業者が求職活動を本格化
することも予測される。沿岸部においては，地盤沈下の復旧対策がなかなか進まず食料品製造業などの被災企業の事業再開
が遅れていることなどから，地域間の格差が生じており，雇用情勢は依然厳しい。
○雇用のミスマッチの発生
・「建設・土木」などの求人倍率は高いが「食料品製造」や「事務的職業」の求人倍率は低いなど業種間・職種間にも格差
が生じているほか，求人の絶対数の不足と求職者が希望する業種・職種や正社員などの安定した雇用条件の求人不足によ
り，雇用のミスマッチが発生しており，被災離職者の再就職が進まない一因となっている。
○長期化する就職難による労働移動の加速・生産年齢人口の減少
・こういった状況が長引くことにより労働移動が加速し，地域における生産年齢人口の減少に拍車がかかり，地域経済の衰
退が懸念される。
○雇用調整のための大きな企業負担
・震災から1年余りが経過した現在においても，全面操業に至っていない被災企業は多数に上っており，長期間の雇用調整は
被災企業にとって大きな負担になっている。
○技能ミスマッチの発生
・県内の産業構造の変化や労働力需給に伴う技能ミスマッチが発生している。
○H25.3新規学卒者の就職環境の悪化のおそれ
・平成24年3月新規学卒者の就職内定率は97.8％（H24.3月末）と，前年同月を大幅に上回ったが，震災枠と思われる県外求
人の今後の動向や県外就職の増加による人材流出，県内希望からの早急な転換による早期離職の懸念など様々な問題の発生
が予想される。また，県内大学生の就職内定状況については，全国値が93.6％，北海道・東北地区では90.0％（平成24年4月
1日現在：厚労省）に止まっており，高校生に比べて低調となっている。
【課題】
○食料品製造業等の事業再開と産業政策と一体となった雇用面からの支援
・雇用情勢における地域間格差の解消のため，沿岸地域の雇用を支えてきた食料品製造業等の事業再開を急ぐとともに，産
業政策と一体となった雇用面からの支援も行う必要がある。
○支援制度の広報やきめ細やかな対応による求人確保等
・雇用のミスマッチ解消のため，支援制度の広報・周知を図るとともに，相談体制の充実などのきめ細やかな対応により求
人数の確保や求職者の就職促進などを実施する必要がある。
○事業再開までのつなぎ的な雇用創出
・地域からの労働移動を抑制するため，事業再開までの間のつなぎ的な雇用の創出を行う必要がある。
○企業負担軽減のための支援
・長期間の雇用調整の企業負担軽減のため，引き続き被災企業の事業再開に向けた雇用維持を支援する必要がある。
○職業訓練の実施
・県内の産業構造の変化や労働力需給に伴う技能ミスマッチを解消するため，県立高等技術専門校又は委託訓練機関におい
て，ものづくり分野，介護など地域産業の人材ニーズに対応できる職業訓練を実施していく必要がある。
○新規学卒者向け就職支援の強化
・大学生も含め新規学卒者が安定して地元で就職できるようにするため，今後の就職状況を見極めながら，新規学卒者向け
就職支援を強化していく必要がある。
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５ 次年度に向けた対応方針（案） ＜次年度に向け，特に重点的に取り組む事項＞
①ものづくり産業の復興
○グループ補助金や県単補助金等の活用
・県内被災企業の復旧支援については，依然として財政的な支援を継続する必要があることから，まずは中核的な事業となるグ
ループ補助金の予算の拡充及び継続的な実施と本県への十分な予算配分を引き続き国に要望するとともに，県単補助金等を活用
し，復旧・復興をめざすすべての事業者を支援していく。
○あらゆる手段を使った企業誘致の推進と地元企業の高度化，取引拡大等の支援
・県外事務所を中心とした企業訪問や市町村等関係機関との綿密な連携及び奨励金や復興特区制度の活用など，あらゆる手段を使
い企業誘致を推進するとともに，ＫＣみやぎによる地域企業の技術的課題の解決や基盤技術の高度化の支援，商談会の開催やみや
ぎ高度電子機械産業振興協議会の活動などを通した取引拡大の支援などに取り組む。
○市町村支援及び県における事業用地の確保
・工場用地の造成に取り組む市町村を支援していくとともに，県においても将来的に開発が可能な事業用地の確保に努める。
○地元企業の受注獲得，人材育成，技術開発支援
・産学官で構成するみやぎ自動車産業振興協議会が策定した「みやぎ自動車産業振興プラン」（H24.5策定）に基づき，①取引情
報の提供やあっせん，展示商談会の開催等による受注獲得，②開発力・現場力向上のための人材育成，③新技術・新部品を目指す
技術開発支援を行い，地元企業の新規参入及び取引拡大を促進する。
○みやぎ産業人材育成プラットフォーム等の活用
・プラットフォーム構成機関が取り組む人材育成事業を整理・点検するとともに，圏域版プラットフォームや各種調査資料を活用
しながら，関係機関のヒアリング調査などを実施し，震災後に求められている人材像等を明らかにしていく。この人材ニーズに的
確に応えるためには，若者に特化した課題への対応が肝要となることから，若年者雇用対策部会での部局横断による検討も継続し
て実施していく。
○圏域版プラットフォームの活用による人材確保対策の実施
・圏域版プラットフォームにより，地域の産学官連携の取組と多様な主体による人材育成を推進するとともに，地元中小企業の
ニーズ・課題等を把握しながら，効果的な人材確保対策を実施していく。
○国際会議等の積極的な誘致と活用
・復旧・復興状況の周知や原発事故の風評被害払拭を図るため，本県の正確な情報を発信する機会として国際会議等の積極的な誘
致と活用を行う。
○情報発信機会の積極的活用とホームページ等による発信
・外資系企業向けの情報発信の機会（ジェトロ等関係機関主催や人的ネットワークを活用したものなど）を積極的に活用する。さ
らに機会の確保に留まらず，情報発信の質を高めるために，復興情報やビジネス情報などを積極的に収集し，ホームページ等を通
じて対外的に発信し，ビジネスマッチングや直接投資に結びつける。
○海外事務所との連携や商談会開催等の実施
・被災県内企業による海外との取引再開に向けた取組を引き続き支援するとともに，海外との取引拡大に向け，海外事務所及び各
支援機関と連携し，企業への情報提供や相談事業，商談会開催等を実施する。
②商業・観光の再生
■商業
○地域の復興の進捗状況を踏まえた支援の継続実施
・被災地域の復興の進捗状況を踏まえて，商業者の施設・設備の復旧に対する支援や被災中小企業者の円滑な資金調達を支援する
ための制度融資や金利負担を軽減するための利子補給を継続的に実施する。
○復旧支援制度等の新設・見直し
・施設・設備の復旧に対する支援や金融支援制度の新設見直し等により，これまで支援が受けられていなかった業種の事業者の早
期復旧・復興に向けた支援を行う。
○社会問題に対応できる復興商店街の構築
・社会問題に対応できる復興商店街を構築するための計画策定やハード整備，にぎわい回復を図るイベント開催等のソフト事業の
総合的な展開を支援し，先進的で地域復興の中心となる商店街の再生を図る。
○国の政策の補完
・中小企業金融円滑化法の適用期限終了後，経営の維持に支障を来している（来す懸念のある）中小企業者に対し国の政策を補完
する支援を実施する。
※国の政策「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」
○保証料補助，損失補償などの支援の実施等
・保証料補助，損失補償などの支援を通じて保証協会の経営基盤の安定・強化を図るほか，保証協会に対する支援について，引き
続き国への要望を行っていく。
○産業復興相談センター等支援内容の広報の実施
・産業復興相談センターや東日本大震災事業者再生支援機構の支援内容についての広報に努める。
○国庫補助・県単補助の継続実施
・国庫補助事業である「中小企業組合等共同施設等災害復旧事業（商工会，中小企業組合等）」の継続を国に引き続き要望するほ
か，県独自の補助事業を合わせて継続実施する。
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■観光
○正確な観光情報等の発信やプロモーション活動
・自粛ムードや風評による影響を払拭するため，正確な観光情報や県内観光地の魅力の発信を，重層的・継続的に実施するととも
に，本県の復興の支援のため来庁される海外政府要人・著名人，友好関係にある海外自治体等の協力を継続して求めていくほか，
県内，東北地方，首都圏，中部以西，海外などからの観光客の誘致のため，それぞれの対象市場にあわせたプロモーション活動を
積極的に行い，宮城の安全安心のＰＲを積極的に実施する。
○グループ補助金や県単補助金等による支援
・国に対して，グループ補助金の継続と予算の確保について要望し，グループ補助金での支援が難しい・馴染まないケースについ
ては，観光施設再生支援事業等県単事業との組み合わせで，復旧・復興を目指すすべての事業者に対しきめ細やかな支援を実施す
る。
○国・東電に対する要望等
・国に対しては，本県を賠償対象地域として「指針」に位置づけるよう要望するとともに，東京電力に対しても本県観光事業者に
よる損害賠償請求に当たっては，真摯に対応することを求める。
③雇用の維持・確保
○安定的な雇用の創出
・被災者の生活の安定に向けて，産業政策と一体となった雇用面からの事業者に対する支援を行うことにより，安定的な雇用の創
出を図っていく。
このため，特に回復が遅れている沿岸部と内陸部の地域間格差の状況の分析や，地域に特化したきめ細やかな対応を行いつつ，
県全体で約２万人の安定的な雇用の創出を図る宮城県事業復興型雇用創出事業の広報・周知，対象産業政策の追加による対象事業
所数の拡大などを図りながら，当該事業の対象期間の延長を国に対して要望する。
○雇用要請，就職面接会開催，職業相談等の実施
・雇用のミスマッチ解消のために，①事業主に対して，雇用要請を行うほか，被災者雇用による助成金制度等についてガイドブッ
クでの周知などにより求人を確保する。②求職者に対して，各種就職面接会を各地域で開催するとともに，ジョブカフェのキャリ
アカウンセラーやハローワーク職員による職業相談，臨床心理士による心の相談を実施する。
○一時的な雇用・就職機会の創出
・やむを得ず雇用期間が１年以内の一時的な雇用・就職機会を必要とする地域の市町村の実施要望に対し重点的な予算配分を行う
よう努める。
○雇用維持奨励金の継続
・国の「雇用調整助成金」の震災特例の動向も踏まえながら「宮城県雇用維持奨励金」を継続する。
○離職者等再就職訓練による技能等習得支援
・建設機械の操作資格等を取得するための特別訓練コースをはじめ，介護及び環境・エネルギー分野等の成長分野に関連する職業
訓練など，離職者の再就職に必要な知識・技能の習得のための離職者等再就職訓練を実施していく。
○新規学卒者向けの多面的就職支援の実施
・新規学卒者向けの就職支援強化のため，県内外企業への雇用要請による求人の確保や新規高卒向けの早期支援として企業説明会
を新たに開催するとともに，求人開拓やミスマッチ解消をめざした企業情報の理解促進のための助言などの総合支援，出前カウン
セリング，出前ジョブカフェによる就職相談など支援を強化する。
また，中小企業に対する求人手法の助言や，早期離職防止のための新規高卒新入社員向け職場定着セミナーの開催など多面的な支
援を実施する。
未就職卒業者を含め，新規高卒者はもとより新規大卒者に対しても積極的に就職支援を実施していく。

（参考） 「平成２４年度政策財政運営の基本方針」抜粋
（平成24年度は，）特に，本格的な産業復興に向け，一刻も早い事業再開のための支援と自動車関連産業や高度電子機械産業な
どの企業誘致を引き続き実施するとともに，安定的な雇用に向けた多様な雇用機会の創出に取り組む。
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６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

区分

担当課（室）名

想定する事業内容

1

中小企業等グループ施設等
復旧整備補助事業

継続

新産業振興課

2

みやぎ企業立地奨励金事業

継続

産業立地推進課

被災企業等が直面する技術的課題や新規参入，取引拡大等に対
応するため，大学教員等を派遣するなど，技術的支援を行うほ
か，産学共同による研究会活動を通じて，地域企業の技術力・提
案力の向上を図る。
高度電子機械産業の集積を促進するため，取引拡大施策として
「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」を，技術高度化施策とし
て「ＭＥＭＳ関連産業支援」を，人材育成施策として「みやぎ高
度電子機械人材育成センター」を一体的に運営・展開する。
震災により受注先の確保が困難となった中小企業の販路開拓と
取引拡大を図るため，東京等で商談会を開催するなど，商品の受
注確保と販路開拓を支援する。

3

ＫＣみやぎ推進事業

継続

新産業振興課

4

高度電子機械産業集積促進
事業

継続

新産業振興課

5

中小企業販路開拓・取引拡
大支援事業

継続

新産業振興課

6

被災中小企業商品販売力等
育成支援事業

継続

新産業振興課

7

企業立地促進法関連産業集
積促進事業＜工場立地基盤
整備事業貸付金＞

継続

産業立地推進課

8

9

工業立地促進資金貸付事業

企業立地資金貸付事業

自動車関連産業特別支援事
10
業（マッチング支援事業）

継続

継続

継続

自動車関連産業特別支援事
11
業（人材育成）

継続

自動車関連産業特別支援事
業（製品開発支援）

継続

12

みやぎ産業人材育成プラッ
13
トフォーム推進事業

ものづくり人材育成確保対
14
策事業

継続

継続

外資系企業県内投資促進事
15
業

継続

16 海外事務所運営費補助事業

継続

被災地域の中小企業等のグループが復興事業計画を作成し，地
域経済・雇用に重要な役割を果たすものとして県から認定を受け
た場合に，施設・設備の復旧・整備に対して，国・県が補助す
る。
県内に工場等の新設や増設等を行う企業に対して，設備投資の
初期費用負担の軽減を図ることにより，企業立地を促進し，地域
産業の活性化及び雇用機会の拡大を図る。

産業立地推進課

産業立地推進課

震災により被害を受けた中小企業の商品販売力等の育成支援の
ため，専任のアドバイザー等を配置・活用し，商品力・営業力の
向上支援や取引機会の提供支援を行うことで，首都圏を中心とし
た県外への販路拡大活動を支援する。
工場用地開発に積極的に取り組む市町村に対し，工場用地造成
事業に係る事業費への無利子等貸付を行うことにより，新たな工
場等の誘致が可能な産業用地の造成を促す。
企業等が新たに工場等を新・増設する場合に，金融機関を通じ
て工場等用地購入費を低利で貸し付ける。

企業等(原則中小企業)が新たに工場等を新・増設する場合に，
金融機関を通じて工場建屋の建設費及び機械設備導入費を低利で
貸し付ける。

取引情報の提供やあっせん及び展示商談会等の開催により取引
拡大や新規参入を支援する。また，自動車産業振興ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを活
自動車産業振興室 用し，企業訪問を行い，有望技術を持つ企業の発掘に努める。
自動車産業振興ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰにより，生産改善に向けた指導・助言
を行うほか，社外向け研修に従業員を派遣する企業を支援する。
自動車産業振興室 また，従業員や学生を対象に研修を行い，自動車の設計開発に携
わる技術者を養成する。
自動車の機能・構造を理解するための研修会等を開催するとと
もに，新技術・新工法を開発するため共同研究を行う。
自動車産業振興室

産業人材対策課

①県版プラットフォームの運営，②人材育成プロジェクトの実
施支援，③圏域版プラットフォームの運営支援，④若年者雇用対
策部会の運営，⑤人材育成機運の醸成

産業人材対策課

①高校生等への企業セミナー・工場見学会，②企業への採用力
向上等セミナー③高校等へのキャリアカウンセラー派遣による職
業観醸成セミナー等

販路拡大につながる情報発信を行うため，国内外で実施される
外資系企業向けセミナーや国際会議へ参加する。また，外資系企
国際経済・交流課 業への訴求度を高めるため，ウエブサイトを活用して情報発信を
行う。
韓国ソウル及び中国大連で海外事務所を運営する社団法人宮城
海外ビジネス支援 県国際経済振興協会の活動を支援し，県内企業の海外展開，本県
への観光客誘致及び復旧・復興状況の正確な情報発信を図る。
室
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６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

被災中小企業海外ビジネス
17
支援事業

区分

継続

みやぎグローバルビジネス
18
総合支援事業

継続

東アジアとの経済交流促進
事業

継続

19

担当課（室）名

想定する事業内容

震災により海外との取引が断絶・停滞するおそれのある県内企
海外ビジネス支援 業に対し，事業の継続を支援するため，県内企業の復興に資する
各種補助を行う。
室
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，ビ
海外ビジネス支援 ジネスの深度及び段階に応じて，専門のアドバイザーによる相談
事業，海外に拠点を置くアドバイザーによる販路開拓支援サービ
室
ス，実践的なセミナー等の支援を行う。
商談会開催等の取組により各地域との経済交流を行う。
海外ビジネス支援
室
商談会開催等の取組により各地域との経済交流を行う。

香港・台湾との経済交流促
20
進事業

継続

海外ビジネス支援
室

継続

海外ビジネス支援
室

商談会開催等の取組により各地域との経済交流を行う。
21 ロシアとの経済交流事業

日本貿易振興機構仙台貿易
22
情報センター負担金

継続

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと
海外ビジネス支援 連携し，海外展開を目指す県内企業からの各種相談に応じる体制
を整備する。
室
被災商店等の復旧費用等を助成する。

地域商業等事業再開支援事
23
業

（仮）新商店街活動推進事
24
業

継続

新規

商工経営支援課

商工経営支援課

社会問題に対応した先進的な復興商店街として再生するための
計画策定・ハード整備・ソフト事業の総合的な展開を支援する。

金融機関に対して県制度融資に係る原資を預託する。
中小企業経営安定資金等貸
25
付金（震災対応分）

被災中小企業者対策資金利
26
子補給事業
（仮）中小企業経営安定資
27 金等貸付金（再生支援資
金）
宮城県信用保証協会経営基
28
盤強化対策事業

継続

継続

商工経営支援課

商工経営支援課

被災した中小企業者による県制度融資の借入に対して利子補給
を行う。

中小企業者に対して，再生に必要な資金調達を支援する。
新規

継続

商工経営支援課

商工経営支援課

保証料軽減に伴う保証協会の減収分について，一部を補助す
る。

保証協会が代位弁済した場合，損失の一部を補填する。
中小企業経営安定資金等損
29
失補償

産業復興相談センター等の
30
広報活動

中小企業組合共同施設等災
31
害復旧事業

被災中小企業組合等共同施
32
設等災害復旧支援事業

被災商工会等機能維持支援
33
事業

継続

継続

継続

継続

継続

商工経営支援課

商工経営支援課

震災で被害を受けた事業者の事業再開や事業再生を支援するた
めの設置した当センターの広報活動を行う。

商工経営支援課

国の「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法
律」に基づき，事業協同組合等の共同施設（倉庫，生産施設等）
の建替え・補修費用などに対し補助する。

商工経営支援課

国庫補助事業の対象とならない企業組合等を含む各組合の共同
施設(組合会館・事務所等)の復旧経費について県が独自に補助す
る。

商工経営支援課

震災により被災した商工会・商工会議所の商工会館が復旧する
までの間，相談・指導機能を維持するために必要な仮設事務所，
ＯＡ機器のリース料金などに対し県が独自に補助する。
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６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

被災商工会等施設等復旧支
34
援事業

区分

継続

担当課（室）名

想定する事業内容

商工経営支援課

国庫補助対象となる商工会・商工会議所の会館施設等の再建
設・修繕に対して県が上乗せ補助するもの。対象外となる復旧経
費については県が独自に補助する。
仙台・宮城ＤＣの実施による全国からの観光客の誘致を行う。

仙台・宮城観光キャンペー
35
ン推進事業

観光施設再生支援事業補助
36
金

37 観光復興緊急対策事業

観光復興イメージアップ事
38
業

39 外国人観光客誘致促進事業

40 海外交流基盤強化事業

41 原発事故対策

宮城県事業復興型雇用創出
42
事業

43 震災等緊急雇用対応事業

被災者等再就職支援対策事
44
業

45 被災者等再就職促進事業

46 雇用維持対策事業

47 緊急雇用対策訓練事業

継続

継続

継続

継続

継続

継続

新規

継続

継続

継続

新規

継続

継続

観光課
計画最終年である観光施設再生支援事業補助金による再建支援
を行う。

観光課

情報誌，広報材等による観光ＰＲ，首都圏キャラバンの実施，
コンベンションの誘致を行う。

観光課

プロスポーツチームやＪＲと連携し，宮城のイメージアップに
よる誘客を行う。

観光課

東アジアを中心とする対象市場からの誘致のため，現地旅行博
への出展をはじめとするプロモーションの実施や，マスコミや旅
行会社などの招請事業を行う。

観光課

ホームページによる海外への発信頻度を高め，外務省・各国大
使館等への定期的な情報提供を図る。来庁要人等のための提供資
料を様式化し，常に最新の復興関連情報を提供する体制とする。
国際経済・交流課 訪問団の派遣・受入や通常の情報交換を通じて本県の理解深化と
相手国における情報発信を依頼する。

観光課

国に対しては，本県を賠償対象地域として「指針」に位置づけ
るよう要望するとともに，東京電力に対しても本県観光事業者に
よる損害賠償請求に当たっては，真摯に対応することを求める。

雇用対策課

被災地である本県で安定的な雇用を創出するため，将来的に雇
用創出の中核となることが期待される事業所に対して，産業政策
と一体となって，雇用面で支援するため助成金を支給する。

雇用対策課

被災地である本県での雇用の復興には，なお時間を要すること
から，県及び市町村が直接雇用や委託事業を実施することによっ
て，雇用期間が1年以内の一時的な雇用・就職機会を創出するもの
で，市町村実施事業に対しては，県は補助事業を実施する。

再就職の支援及び被災企業の事業再開に向けた人材確保のため
の合同面接会を開催する。

雇用対策課

被災者等の再就職を促進するため，被災者等を雇い入れた事業
主に対して助成する。
（国の被災者雇用開発助成金の動向による。）

雇用対策課

平成26年3月31日までに実施された雇用維持に対して「宮城県雇
用維持奨励金」を支給する。

雇用対策課

産業人材対策課

48 高卒就職者援助事業

継続

雇用対策課

49 新規大卒者等就職援助事業

継続

雇用対策課

職業転換あるいは新たな職業に就こうとする離職者に対し，再
就職に必要な知識・技能の習得のため，専門学校等の民間教育訓
練機関への委託により離職者等再就職訓練を実施する。
新規高卒者の就職を支援するための合同就職面接会，企業説明
会の開催や求人開拓，求人情報の収集・提供，求人・企業情報の
理解促進によるミスマッチ解消のための助言などの総合支援を行
う。
県内企業への優秀な人材確保のため，合同就職面接会を開催す
る。
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６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

被災新規学卒者就職支援対
50
策事業

区分

継続

担当課（室）名

雇用対策課

みやぎ出前ジョブカフェ事
51
業

継続

雇用対策課

若年者就職支援ワンストッ
プセンター設置事業

継続

雇用対策課

52

みやぎ復興人材ネットワー
53
ク事業

継続

雇用対策課

想定する事業内容
被災した新規学卒者の就職支援のため，既存の合同就職面接会
を拡充して開催する。

地方の若年求職者向けの就職支援セミナーや就職個別相談を開
催するほか，企業が求める人材を育成するため，大学生や学卒未
就職者向けの就業スキルを習得させるための集中型セミナーを開
催する。
企業・学校等と連携し，キャリアカウンセリング，各種就職支
援セミナーを行う。

避難や就職などで県外への移転を余儀なくされた方や首都圏等
居住者で，宮城県へのＵＩターン希望者に対する就職支援及び復
興に向けた県内企業の人材確保を促進する。
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宮城県震災復興計画に係る主要政策の次年度に向けた対応方針（案）
１ 主要政策名

４．農林水産業の早期復興

２ 分 野 名

農業・林業・水産業

３ 担当部局等
主担当の部局等

農林水産部

関係する部局等

環境生活部

４ 現状と課題（分析）
① 魅力ある農業・農村の再興
【現状】
・平成23年10月に「みやぎの農業・農村復興計画」を策定し，農地・農業用施設や生産施設等の計画的な復
旧と営農再開に向けた支援を進めている。
・農地・農業用施設の復旧については，平成25年度完了を目標として復旧工事に着手し，平成23年度は
5,780haの農地で復旧・除塩対策を実施した。
・園芸施設の復旧については，震災後の残存面積624haに対して，平成25年度の840haを目標として復旧に取
り組み，平成23年度は47ha増加の671haまで回復した。
・東京電力福島第一原発事故の影響により，汚染稲わらを給与した牛肉から暫定基準値を超える放射性セシ
ウムが検出されたことから，平成23年7月に牛の出荷制限指示等を受け，同年8月から放射性物質の全頭検査
を実施した上で出荷している。また，平成24年4月から「食品中の放射性物質の新たな基準」が適用されたこ
とにより，県内で新基準値を超える農畜産物の品目の増加が懸念されている。
【課題】
・引き続き「みやぎの農業・農村復興計画」を着実に推進する必要がある。生産基盤の復旧はおおむね順調
に進んでいるものの，競争力強化に向けたほ場の大区画化など，抜本的な農地の再編整備や集落コミュニ
ティの回復・機能向上をより一層進める必要がある。
・「収益性の高い農業経営の実現」に向けて，効率的な土地利用や施設園芸への転換，畜産の生産拡大を図
るとともに，アグリビジネスや６次産業化を推進する必要がある。
・東京電力福島第一原発事故による影響が長期化することが予想されることから，農畜産物の安全・安心の
確保に向けた放射能対策を講じ，生産者の生産意欲の維持を図る必要がある。

② 活力ある林業の再生
【現状】
・平成23年10月に「みやぎの森林・林業の震災復興プラン」を策定し，森林・林業・木材産業のサプライ
チェーンの復旧・復興や被災した海岸防災林の再生等を進めている。
・治山施設の復旧については，平成27年度完了を目標として，平成23年度末時点で被災した23施設のうち4施
設に着手した。林道施設については，平成25年度完了を目標として，平成23年度末時点で被災した62箇所の
うち15箇所に着手した。
・海岸防災林については，地盤沈下や海岸地形が変貌していることから，今後，植栽に先行して防潮堤の整
備や盛土など造成基盤の整備が必要である。
・木材加工施設については，早期から被災施設の復旧を支援した結果，県内主要工場における平成23年の製
品出荷額は平成22年と比較し約23％まで回復した。
・東京電力福島第一原発事故による影響については，平成24年4月から「食品中の放射性物質の新たな基準」
が適用されたことにより，県内林産物から新基準値を超える検出結果が増加し続け，出荷制限区域が拡大し
ている。併せて，風評被害による林産物の取引減少が深刻化している。
【課題】
・引き続き「みやぎの森林・林業の震災復興プラン」を着実に推進する必要がある。特に，「木材利用を通
じた被災者支援」のため，住宅や公共施設等の再建に必要な県産材の安定的な供給を確保するとともに，木
質系がれきの有効活用などを含め，木質バイオマス利用の定着化を図る必要がある。
・海岸防災林の復旧については，国・市町など関係機関との調整や方針の決定が必要であったことから，本
格的な復旧は平成24年度以降となるとともに，再生に必要な苗木の調達が課題となっている。
・東京電力福島第一原発事故による影響が長期化することが予想されることから，林産物の安全・安心の確
保や生産者に対する経営支援など生産継続に向けた迅速な対応が必要である。
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４ 現状と課題（分析）
③ 新たな水産業の創造
【現状】
・平成23年10月に策定した「宮城県水産業復興プラン」に基づき，復旧・復興に向けた支援を進めている。
・被災した県内142漁港について，応急仮工事は既に終了している。現在は平成24年1月に終了した災害査定
結果を踏まえ，本格復旧工事を開始している。
・今回被災した漁協の正組合員約5千名の85％が漁業の再開を希望しており，46％は既に漁業を再開してい
る。しかし，漁業収入が主である者はまだ15％にとどまっている。
・県内の産地魚市場は全て被災したが，主要魚市場（塩釜，石巻，女川，気仙沼）は昨年7月までに修繕や仮
設荷さばき所で業務を再開している。震災後１年間の水揚量は約10万ﾄﾝ（前年同期比の34％）となってい
る。
・平成24年4月１日に新たな基準値（100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）が適用されたことから，水産関係団体が連携して検査体
制・管理体制を構築している。現在まで，スズキ，マダラなど8魚種が水揚自粛等の対象となっており，風評
被害等による影響も出ていることから，本県水産業復興の大きな妨げとなっている。
【課題】
・漁協の正組合員のうち約40％については，漁業の再開を希望しながらも依然として再開を果たせていない
ことから，流通加工も含め復旧復興に向けた財政的支援を引き続き継続する必要がある。
・特に，漁港及び漁業関連施設の復旧復興や，継続的なガレキ処理方策の構築など漁場機能の回復に取り組
むとともに，より効率的な生産体制の検討・推進など漁業経営体の再生と安定的な経営に向け支援する必要
がある。
・東京電力福島第一原発事故による影響が長期化することが予想されることから，水産物の安全・安心の確
保，風評被害の払拭，漁業者の経営意欲維持に向けた継続的な対応が必要である。

④ 一次産業を牽引する食産業の振興
【現状】
・食品製造業の経営再建に向けて，新たな販路開拓等の商流見直しや，地域や企業の実情に応じた支援が早
急に求められている。
・東京電力福島第一原発事故による影響により，一部の農林水産物から放射性物質が検出される状況が続
き，風評により県産農林水産物が敬遠され，本県の豊富な食材と結びついた食品製造業の復興が困難な状況
が続いている。
・平成23年度の県産農林水産物等の輸出額は，円高傾向の継続や福島第一原発事故による各国・地域の輸入
規制により，前年比8.3％の減となった。
【課題】
・食品製造業者の事業再開に向け，施設整備，原材料の安定確保などの支援を行う必要がある。
・県産農林水産物等のイメージの回復を図るため，引き続き放射性物質検査体制の整備など，安全性の確保
に取り組むとともに，大消費地におけるキャンペーンや広報宣伝等を展開する必要がある。
・商品開発・製造能力の復旧や向上，県内外への情報発信の強化や生産者と実需者とのマッチング，輸出の
拡大，商品の高付加価値化，ブランド化に向けた取組等を食産業事業者の復興の段階に応じて中長期的に支
援する必要がある。
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５ 次年度に向けた対応方針（案） ＜次年度に向け，特に重点的に取り組む事項＞
①魅力ある農業・農村の再興
○ 早期の営農再開に向けた生産基盤の整備及び経営支援
・農地の復旧や除塩対策・地力向上を計画的に進めるとともに，防潮堤や排水機場の復旧を推進し，農業の生産
基盤の早期復旧を図る。また，津波の被害が甚大な区域等においては，農地復旧と平行し，新たな土地利用計画
に基づくほ場の大区画化を推進する。
・意欲ある農業者が営農再開できるよう，復旧に向けた共同作業の支援を行うとともに，既往負債の返済負担軽
減や円滑な資金融通を図るとともに，専門家等の活用による経営再建支援を行う。
○ 収益性の高い農業経営の実現
・震災により崩壊した地域農業の再構築を図るため，集落・地域での話し合いに基づき，経営再開マスタープラ
ンを作成し，被災地域の農業を担う経営体を定め，農地集積による効率的かつ安定的な農業経営体を育成する。
・東日本大震災農業生産対策交付金や復興交付金事業を活用し，大規模な土地利用型農業経営体の育成，団地の
整備による効率的な園芸生産，畜産の生産拡大，経営の法人化を推進する。また，先進技術の実証と体系化や民
間との連携を含め，アグリビジネスや６次産業化の推進を図り，収益性の高い農業経営を実現させる。
○ 福島第一原子力発電所事故による影響への対応
・安全な農畜産物を供給するため，検査を計画的に実施するとともに影響軽減対策を実施する。
・放射性物質により汚染された稲わらや牧草，たい肥等の保管や最終処理のための支援を行う。
○ 活力ある農村の復興
・被災により低下した集落共同活動を支援し，地域の主体性・協働力を生かした地域資源の保全管理を行うとと
もに，都市住民との交流を推進することにより，農村の多面的な機能の維持と農村地域の活性化を図る。
②活力ある林業の再生
○ 木材利用を通じた被災者・被災地への支援
・震災から復旧した林業・木材産業のサプライチェーンを活用し，今後本格化する被災住宅の再建や，復興まち
づくりに必要な地域の拠点施設等の建築に支援していく。併せて，大規模な木材需要に的確に対応するため，森
林整備や路網整備を進めるとともに，安定的な県産材の供給と利用拡大を図っていく。
○ 被災した海岸防災林の再生と県土保全の推進
・津波により甚大な被害が発生した治山施設（海岸防潮堤等）の復旧を加速化するとともに，震災により被災し
た林道施設の復旧を完了する。あわせて，基盤整備の状況に応じて被災した海岸防災林の植栽を順次進め，平成
32年度までに650haの完了を目指す。
○ 木質バイオマスの多角的利用モデルの構築
・再生エネルギー固定買取制度における買取単価が決定し，木質がれきをはじめとする木質燃料の需要機運が高
まってきていることから，木質バイオマスの有効活用促進に向け，木質バイオマス発電施設等の整備など活用基
盤を強化していく。あわせて，未利用間伐材等の収集支援や木質バイオマス製造拠点の形成を進め，搬出コスト
の軽減と，川上から川下までの連携による需給体制の構築を図っていく。
○ 原発事故に伴う特用林産物への対応
・原木しいたけや山菜類等をはじめとした特用林産物の検査に加え，森林内及び落ち葉，ほだ木等の放射線量の
計測及び処分等の対策を講じ，安全・安心な特用林産物の提供と生産者支援を図っていく。
③

新たな水産業の創造

○ 水産業の早期再開に向けた取組
・地元漁業者が円滑に漁業を再開できるよう，引き続き，共同利用施設の復旧や漁船，漁具，養殖施設の取得に
対し支援する。また，再開した漁業生産が安定するよう，ガレキの撤去や漁場施設の修復・保全などによる漁場
環境の回復及び効率的な漁場利用による生産サイクルの回復を図る。
○ 水産業集積拠点，漁業拠点の集約再編
・水産業集積拠点漁港（5港）と機能強化漁港（55港）について本格復旧を目指すとともに，未整備区間の海岸保
全施設整備を進める。また，魚市場や加工場の本格復旧に向けた地盤嵩上げなど，漁港背後地の整備と冷凍・冷
蔵施設や水産加工施設の整備を一体的に実施する。
○ 新しい経営形態の導入
・漁船漁業，養殖業等の経営体の強化を図るため，経営体の体質改善，新規就業者の確保や後継者育成等の取組
を支援する。
○ 安全・安心な生産・供給体制の整備
・放射性物質の影響への対応として，水産物の検査体制・管理体制を構築し，検査結果の公表，風評被害の防止
に努める。また，共同利用施設の衛生機能の強化等を図りながら，安全で安心できる水産物の生産体制を整備す
る。
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④一次産業を牽引する食産業の振興
○ 食品製造関連施設の早期復旧及び事業再開支援
・食品製造業者の事業再建に向けた各種相談に取り組むとともに，施設整備に係る金融支援や仮設施設の整備に
より早期の事業再開を支援する。また，食品製造業者の事業再開に向け，原材料の安定確保などに係る取組を支
援する。
・需要先である小売業の被災や消費低迷に対処するため，県産農林水産物の販売促進に係る取組を支援する。
・被災や原子力災害による風評被害に対処するため，引き続き放射性物質検査を適切に実施して，安全性の確保
に取り組むとともに，県産農林水産物のイメージアップの取組を支援する。
○ 情報発信の強化による販路の拡大
・県産農林水産物等の販路拡大を図るため，ウェブサイトの活用やイベント，セミナー等の開催による県内外へ
の情報発信の強化，商談会等の開催による実需者とのマッチングの強化などに取り組む。
・県外向けの広報宣伝の強化や首都圏での販売促進のほか，有望な市場である海外への輸出拡大に取り組む。
○ 食材王国みやぎの再構築
・「食材王国みやぎ」の復興，再構築を図るため，県産農林水産物等の高付加価値化，ブランド化や市場ニーズ
にマッチした商品開発など食産業事業者の復興の段階に応じて中長期的に支援するとともに，農商工連携の手法
を活用し，県産農林水産物等の需要拡大に取り組む。

（参考） 「平成２４年度政策財政運営の基本方針」抜粋
（平成24年度は，）特に，生産力の回復を目指し，生産基盤の計画的な復旧及び担い手の確保と事業継続支援
を重点的に実施するとともに，将来を見据え，新しい経営形態の導入や水産業の集積，施設園芸への転換，畜産
の生産拡大等を推進する。

６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

区分

担当課（室）名

想定する事業内容

継続

農村振興課
農村整備課

震災により著しく損なわれた農業生産力の維持・
向上を図るため，農地・農業用施設の復旧工事を実
施することにより，生産基盤の早期回復を図る。

1

東日本大震災災害復旧事業

2

東日本大震災復興交付金事
業（農山漁村地域復興基盤
総合整備事業）

継続

3

農地整備推進支援事業

継続

4

農業団体被災施設等再建整
備支援事業

継続

5

被災農地再生支援事業

新規

6

被災農家経営再開支援事業

継続

7

畜産経営復興総合支援事業

8

津波被害土地改良区償還支
援事業

継続

継続

津波により被災した農村地域において，農山漁村
地域の復興に必要な生産基盤の総合的な整備を実施
するとともに，農地集積に係る促進費を助成し，農
家の負担軽減を図る。
甚大な津波被害地域において，まちづくりと調整
を行いつつ短期間に合意形成を図るため，専門的知
農村振興課
識を有する者への委託等を行い，農地整備事業等の
効果促進と早期の効果発現を図る。
農業協同組合等の施設，設備等の再建を支援し，
農林水産経営支援 当該団体の運営基盤の復興，強化を図ることによ
り，被災地域農業の再生を推進する。
課
農村振興課
農村整備課

除塩対策実施後の農地において，地力の低下や海
成の土砂の混入による土壌の強酸性化に対応するた
農産園芸環境課
め，農業者等のグループが共同で実施する地力回復
の取組を支援する。
復旧作業を共同で行う農業者に対して，復興組合
等を通じて，その作業に応じ，経営再開支援金を交
農産園芸環境課
付し，被災農地の復旧と営農再開を支援する。

畜産課

農村振興課
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被災を受けた畜産経営体等に対し，畜産関連施設
の復旧並びに経営再建のための家畜の導入を支援す
る。
津波によって農地・農業用施設に壊滅的な被害を
受けた国営土地改良事業に係る地元負担金につい
て，賦課金徴収に見通しがつかない土地改良区に対
して支援する。

６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

区分

9

農業近代化資金

継続

10

地域農業経営再開復興支援
事業

継続

11

被災農地農業復興総合支援
事業

継続

12

東日本大震災農業生産対策
事業

継続

宮城県農業生産早期再興対
13
策事業

継続

新世代アグリビジネス総合
14
推進事業

継続

15 農業参入支援事業

継続

担当課（室）名

県が融資機関に対して利子補給を行って，被災農
農林水産経営支援 業者の金利負担を軽減することにより，早期の営農
再開のための農機具や農業用施設の導入などを支援
課
する。
被災地域農業の復興を推進するため，被害を受け
た地域において，市町村が実施する経営再開マス
農業振興課
タープランの作成や農地集積等の取組に対して支援
を行う。
著しい被害を受けた被災地域の早期復興を図るた
め，被害を受けた市町村が実施する農業用施設の整
農業振興課
備及び農業用機械の導入等の取組に対して総合的に
支援する。
農業生産力の回復を図るため，共同利用施設の復
旧及び再編整備，営農再開に要する農業機械及び資
農産園芸環境課
機材導入等を支援する。
東日本大震災農業生産対策交付金と併せて，農業
生産の復旧や再興に取り組む農業者の投資負担軽減
農産園芸環境課
の軽減を目的とした支援を行う。
関連産業の付加価値を取り込んで農業経営を発展
させるアグリビジネスの取組を牽引するマーケティ
農産園芸環境課
ング戦略をもつ大規模経営体の育成と直売ビジネ
ス，農産加工ビジネス等の展開を支援する。
民間投資を活用した農業生産力の維持・向上，地
域農業の活性化，雇用の促進を図るため，企業の農
農業振興課
業参入を促進する。

青年農業者育成確保推進事
16
業

継続

農業振興課

みやぎの優良肉用牛生産振
興対策事業

継続

畜産課

17

18

19

震災復興に向けた農業技術
の開発・導入支援事業

食料生産地域再生のための
先端技術展開事業

組替

継続

第１１回全国和牛能力共進
20
会（平成２９年度開催）

新規

21 農作物放射能対策事業

継続

22

放射性物質対策事業（畜
産）

継続

想定する事業内容

農業振興課

農業振興課

就農関連情報の提供から研修等の相談，就農まで
の一貫した支援体制の整備と新規就農者に対する技
術・経営研修の実施体制の整備を行い，優れた青年
農業者の確保育成を図る。
肉用牛生産の振興と畜産経営の安定化を図るた
め，「宮城県肉用牛改良プラン」の着実な実行と経
営安定対策を連携し展開する。
被災農地の農業生産力の早期復旧並びに農作物へ
の放射性物質の吸収を抑制するため，試験研究機関
では除塩・除染に係る技術開発を進め，普及セン
ター等では現場へ技術が効果的に導入されるよう土
壌分析等による支援を行う。
津波被災農地を新たな食料供給基地として再生さ
せるため，県・独法の試験研究機関，民間企業，大
学等に蓄積されている多様な先端技術を組合せ，大
規模実証を行うとともに，先端技術を体系化し，県
内への普及を図る。

公益社団法人全国和牛登録協会主催の全国規模の
和牛の品評会を本県で開催することにより，雄牛・
畜産課
雌牛の和牛改良と肉質改善に対する農業者の意欲を
喚起する。（全国から約30万人の来場者を見込む）
原発事故により，放射能汚染が懸念されるため，
主要県産農畜産物等を対象に放射性物質の濃度を把
農産園芸環境課
握し，安全確認を行うとともに，得られたデータを
活用し，営農対策等の指導助言を行う。
本県産畜産物の安全性を確保するための放射性物
質検査を実施するとともに，粗飼料の清浄化を図る
畜産課
ための除染や作型変更への対応を支援する。
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６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

農業系汚染物処理対策事業
23
（畜産）

区分

継続

担当課（室）名

畜産課

中山間地域等直接支払交付
24
金事業

継続

農村振興課

25 農地・水保全管理事業

継続

農村振興課

継続

農村振興課

26

農地・水保全管理復旧活動
支援事業

グリーン・ツーリズム復興
27
支援事業

継続

農村振興課

みやぎ農業水利ストックマ
ネジメント推進事業

継続

農村整備課

28

農産物直売所等経営支援事
29
業

せせらぎ水路小水力発電普
30
及推進事業

31 被災施設再建支援事業

32

林業・木材産業活力維持緊
急支援事業

継続

継続

農村振興課
農村整備課

継続

林業振興課

継続

林業振興課

継続

森林整備課

34 温暖化防止間伐推進事業

継続

森林整備課

36 林道施設早期復旧事業

37 海岸防災林造成事業

38 新しい植林推進事業

継続

継続

継続

継続

原発事故により，一時保管や農家で区分管理さ
れ，利用できない稲わらや牧草等について，最終処
理のための支援を行う。
震災により被害を受けた中山間地域等の条件不利
地域において，農地の荒廃等を防ぎ多面的機能を継
続的，効果的に発揮させるため，農業生産活動及び
サポート体制の構築を支援する。
地域の農業用用排水路等の震災による被害や長寿
命化対策のため，非農家を含め，地域主体による農
村地域資源の保全管理の取組を強化し，集落コミュ
ニティの回復・向上を支援する。
震災により被害を受けた農業用用排水施設等の速
やかな復旧を図るため，機動的かつきめ細やかに農
地周りの補修等に取り組む組織を支援する。
震災により被災した沿岸部実践団体（者）への支
援と県全体のグリーン・ツーリズム活動の底上げを
支援し，都市住民との交流による農林水産業や農山
漁村を力強く支えるサポーターを増加させる。
農業水利施設の長寿命化に向け，適時適切な機能
診断と機能保全計画を策定し，必要な対策（補修整
備，更新）を行う。

農業者の生活再建と地域社会の復興を図るため，
農林水産経営支援 震災により売上げが減少した農産物等直売所の経営
改善を支援する。
課

33 森林育成事業

35 治山施設災害復旧事業

想定する事業内容

森林整備課

林業振興課

森林整備課

森林整備課
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農業用水を活用したマイクロ発電施設（100kw以
下）の普及拡大を推進するため，モデル施設整備と
効果検証等を緊急的に実施する。
被災者及び被害地域の復興と活性化を進めるた
め，県産材の円滑な供給システムを構築しながら，
被災住宅や拠点施設等の木造・木質化に関する取組
みに対して支援を行う。
林業・木材産業の活性化のため，丸太等の需要先
への輸送経費に対し補助する。

県産材の安定供給と森林整備の推進による木材産
業の維持・復興，県土の保全など森林の多面的機能
の発揮を図るため，搬出間伐を主体とした森林整備
に対して支援する。
森林整備事業による雇用確保と産業の維持・振興
を図るため，若齢林を中心とした間伐を実施する。

震災により被災した治山施設（海岸防潮堤等）に
ついて，県土及び県民生活を保全するため，早期復
旧を進める。
震災により被災した林道施設について，県民生活
の保全と木材の安定供給を確保するため，早期復旧
を進める。
県土及び県民生活を保全するため，津波により流
出・倒伏・幹折等の被害が発生した海岸防災林につ
いて，計画的な復旧を進める。
震災により被害を受けた地域の県民生活保全や２
次災害の未然防止を図るため，被災森林や上流域の
造林未済地等に花粉の少ないスギ等の植栽を進め，
森林の公益的機能の向上を図る。

６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

区分

担当課（室）名

木質がれき等バイオマス利
39
用促進事業

継続

林業振興課

40 林産物放射性物質対策事業

継続

林業振興課

水産業団体被災施設等再建
41
整備支援事業

継続

42 漁場生産力回復支援事業

組替

43 水産環境整備事業

44

水産業活力増進プロジェク
ト推進事業

組替

新規

海岸保全事業（農山漁村地
45
域整備交付金事業）

継続

46 水産基盤整備災害復旧費

継続

漁港施設機能強化事業費
47
（復興交付金事業）

48 漁業経営改善支援強化事業

継続

継続

がんばるみやぎの養殖復興
49
支援事業

新規

50

漁船漁業構造改革促進支援
事業

継続

51

沿岸漁業担い手活動支援事
業

継続

52

共同利用施設機能高度化事
業

新規

53

食品加工原材料調達支援事
業

組替

想定する事業内容
林地残材を燃料・原料として利用するための搬出
経費や拠点形成への補助，農林水産業施設における
利用施設の導入支援など，木質バイオマス利用を総
合的に促進する。
きのこ・山菜類等をはじめとした特用林産物の検
査や，森林内及び落ち葉，ほだ木等の放射線量の計
測及び確認等の実施する。

被災地域の水産業の再生を図るため，震災により
甚大な被害を受けた水産業団体（漁業協同組合等）
農林水産経営支援課
の施設・設備等の再建を支援し，当該団体の運営基
盤の復興・強化を図る。
漁場環境の回復のため，本県沿岸漁場に大量に流
入したガレキを長期間にわたり継続的に撤去，処理
水産業基盤整備課
する体制を構築する。
甚大な被害を受けたアサリやアワビ等重要資源の増
大のため，被害漁場の環境変化の把握とともに，そ
水産業基盤整備課
の環境に適した漁場の整備を行う。

水産業振興課

復興に向けて刻一刻と変化する情勢の中で，漁業
から水産加工業に至る水産業者が，施設復旧後に安
定した経営を行えるよう，現状を適確に把握した上
で，販売力の強化など現場ニーズに沿ったソフト面
の支援を展開する。

漁村地域住民の生命財産を守るため，県営及び市
町営漁港のうち海岸保全施設の未整備箇所につい
水産業基盤整備課
て，既存施設を対象とした災害復旧事業と併せて整
備する。
被災した漁港施設等の公共土木施設について，施
設復旧を行う。
水産業基盤整備課
震災で甚大な被害を受けた地域において，漁港機
能の回復を図るために用地の嵩上げ，排水対策を行
水産業基盤整備課
う。
関係機関と連携し，被災により個別での再起が難
しい漁業者に対して，共同化や協業化による経営再
農林水産経営支援課
開や経営安定に向けた取組を支援する。
壊滅的な被害を受けた本県沿岸養殖業の復興のた
め，協業化等の新たな経営体の構築や漁場の適正利
水産業基盤整備課
用等，取り巻く環境の変化に対応できる養殖業を構
築のため調査・指導・助言を行う。
収益性の向上・財務状況の改善等を目的とし，産
地魚市場・流通加工業等の関係者との連携の下，漁
水産業振興課
獲方法から販売方法に至までの総合的な改革を実践
するグループを支援する。
新しい水産業の創造と再構築を進めるための生産
技術，経営感覚を持った担い手を育成するととも
水産業振興課
に，それらの推進母体である漁業士会，漁協青年
部，漁協女性部の活動を支援する。
水産宮城の復興に必要不可欠なより安全で安心な
養殖水産物の供給体制構築のため，震災により機能
水産業基盤整備課
を失った共同利用施設の衛生処理機能について，そ
の再生と強化を行う。
食品製造事業者が代替原料を確保するなどして，
事業を継続する際の掛かり増し経費を補助する。
（補助率 1/2以内 限度額5百万円）
食産業振興課
※H25年度は，対象を水産加工業者に，酒，味噌製
造業者の追加を検討。
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６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

54 食育・地産地消推進事業

区分

担当課（室）名

継続

食産業振興課

55

みやぎの「食」ブランド再
生支援事業

継続

食産業振興課

56

県産農林水産物等イメージ
アップ推進事業

継続

食産業振興課

農林水産物等放射性物質実
57
態調査事業

58 地域イメージ確立推進事業

食材王国みやぎ販路拡大支
59
援事業

県産農林水産物・食品等利
60
用拡大事業

継続

継続

継続

継続

食産業振興課

食産業振興課

食産業振興課

県産農林水産物等輸出促進
事業

継続

食産業振興課

62

県産ブランド品確立支援事
業

継続

食産業振興課

64 食産業クラスター支援事業

農商工連携加速化推進プロ
65
ジェクト事業

継続

継続

継続

・「食材王国みやぎ地産地消の日」等の周知定着を
進め，地産地消の意識の高揚を図る。
・地産地消を推進する取組を支援する。（交付率
1/2以内）
・食育関係者・学校関係者等を対象とした研修会等
を開催する。
ブランド再生戦略の策定やパッケージングの再デ
ザイン，イベント開催など，ブランド再生に向けた
取組を支援する。（補助率 1/2以内 限度額1,500
千円）
商談会等やメディアを活用した県産農林水産物等
のＰＲ費用を補助する。（補助率 1/2以内 限度
額1,000千円）
・農林水産物等の放射性物質検査を実施する。
・市町村が実施する放射性物質測定検査に係る経費
を補助する。
・県産食材の情報発信サイトを創設する。
・知事のトップセールス等の実施により，全国に向
けて「食材王国みやぎ」の情報を発信する。
県内食品製造業等の商品を県内外のバイヤーに売
り込むためのビジネス商談会を開催する。

県産農林水産物や加工品等の販路拡大を目的とし
た展示商談会の開催又は出展に要する費用を補助す
農林水産政策室
る。

61

「売れる商品づくり」支援
63
事業

想定する事業内容

食産業振興課

食産業振興課

・輸出相談会・輸出促進セミナーを開催する。
・海外バイヤーを招聘し，現地商談会を開催する。
・海外スーパーで「宮城フェア」の開催を働きかけ
る。
・海外食品見本市に宮城県ブースを設置し，商談機
会を提供する。
・県産農林水産物のブランド化に必要な取り組みを
支援する。
・ブランド品の創出を担う人材を育成する。
県内食品製造業者が行う商品開発やマーケティン
グ等の経費の一部を補助する。（補助率 1/2以
内）
地域の大学や試験研究機関，流通・小売業者，行
政等が参加する「クラスター協議会」の活動費を補
助する。

・食品製造企業に県産農林水産物や生産者に関する
情報を提供する。
農林水産政策室
・生産者と実需者との連携や商品開発を支援する。
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宮城県震災復興計画に係る主要政策の次年度に向けた対応方針（案）
１ 主要政策名

５．公共土木施設の早期復旧

２ 分 野 名

公共土木施設

３ 担当部局等
主担当の部局等

土木部

関係する部局等

環境生活部，農林水産部，企業局

４ 現状と課題（分析）
① 道路，港湾，空港などの交通基盤の確保・整備促進
【現状】
・被災した道路・橋梁について，内陸部では大規模な災害箇所を除いて全て施設復旧を図った。甚大な被害
を受けた沿岸部では調査・設計に着手し，通常査定箇所は平成24年度まで，協議設計箇所は平成25年度まで
の復旧を目指す。また，まちづくり計画等と事業調整を必要とする箇所については平成27年度までの復旧を
目指している。
・仙台塩釜港及び石巻港は，平成23年4月1日から一般貨物船の入港が可能となり，応急復旧を平成23年8月ま
でに完了した。今後，本格的な復旧工事の早期着手に努め，平成25年度内の完了を目指している。
・仙台空港は，空港機能の早期復旧により国内線は被災前の全ての路線で運航が再開（平成23年7月25日）さ
れ，国際定期路線についても，平成24年7月末には全ての路線が再開される見通しである。
【課題】
・被災市町のまちづくり計画と連携を図り，地域の合意形成の中で，施設計画を策定し復旧させていく必要
がある。
・協議設計（県59件，市町村79件）や重要変更の手続き，構造審査の事務量が膨大である。
・航空機材の大型化，運航便数の増に向け，航空旅客・貨物増に向けた取組と連携したエアポートセールス
が必要である。

② 海岸，河川などの県土保全
【現状】
・緊急対策を要する河川・海岸箇所については，本復旧に先立ち平成23年8月までに応急復旧工事を完了し
た。また，頻度の高い津波を想定した沿岸域河川及び海岸堤防の復旧に向けて，平成23年12月までに災害査
定を全て終了させ，まちづくりと調整を図りながら平成24年度中に全河川・全海岸の事業着手を目指す。平
成27年度までに全ての災害復旧の完了を目指している。
【課題】
・被災市町のまちづくり計画と連携を図り，地域の合意形成の中で，施設計画を策定し復旧させていく必要
がある。
・津波により破堤・仮復旧した河川の被災箇所など，著しく治水安全度が低下している箇所については，先
行着手に努めることとし，平成24年度の台風期までに一定レベルの治水安全度を確保することで本格的な復
旧工事に備える必要がある。

③ 上下水道などのライフラインの復旧
【現状】
・被災した流域下水道施設は，平成23年度内に応急工事及び調査設計を行うとともに，災害査定を完了させ
た。今後は平成24年度上半期から段階的に高級処理（生物処理）に切り替え，平成25年度内の完全復旧を目
指している。
・広域水道，工業用水道は，全て応急復旧が完了した。本復旧は平成23年度に着工し，一部繰越となってい
る工事も平成24年度中には全て完了する予定となっている。
・県内の廃棄物処理施設，市町村管理型の浄化槽についても，震災による被害が大きく，日常生活に密着す
る施設であることから，早急な復旧を図る必要がある。
【課題】
・被災した下水道，上水道及び工業用水道の復旧に向けて，今後も継続的な取組が必要である。
・特に下水道施設については段階的に水質改善を図っていくため，設備の一つ一つが復旧しても事業効果が
目に見えて分かるわけではないことから，粘り強い継続的な事業の推進が必要である。
・沿岸部の水道施設の復旧については，高台への集団移転等の計画が全て決定した後になるため，長期的な
支援が必要となる。
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④ 沿岸市町をはじめとするまちの再構築
【現状】
・平成24年7月上旬までに，被災市街地復興土地区画整理事業では4地区で都市計画決定が，防災集団移転促
進事業では72地区で大臣同意がされた。平成24年度末までには全ての地区で事業着手に向けた都市計画決定
と大臣同意を完了させる予定である。
・東日本大震災復興交付金は，面的整備事業をはじめ，復興に必要な各種施策が展開できる交付金として創
設されており，平成24年6月の復興交付金の第二回内示では，被災市街地土地区画整理事業や防災集団移転促
進事業の事業費として，平成24年度（一部平成25年度）の設計調査費や用地買収費等が配分された。また，
交付金の使い勝手を抜本的に向上し，市町村の自由な事業実施による市街地の再生を加速するため，区画整
理事業や防災集団移転促進事業等の市街地整備関連事業費の20％を効果促進事業として一括配分されること
となった。
・平成23年度には県立の5都市公園では災害査定が完了したため，一部で災害復旧工事に着手した。平成25年
度には全てにおいて施設の復旧を完了する予定であるが，現在も3公園については東日本大震災の津波により
発生したがれきが仮置きされているため，復旧・復興事業が進められない状況である。
【課題】
・復興交付金については，市街地復興効果促進費の一括配分により，使い勝手の向上が図られ，今後の早期
復興に大きく寄与していくものと思われるが，より加速的な復興まちづくりの推進に向けて，引き続き，被
災市町のニーズを把握しながら，国と調整を進めていく必要がある。
・被災全市町が平成25年度までに被災市街地復興土地区画整理や防災集団移転等のまちづくり事業に着手す
ることとしているため，着手に必要な都市計画決定や事業認可，事業着手等，計画的に進めていく必要があ
る。
・平成25年度末までに県立都市公園5箇所の復旧を完了させるために，支障となっているがれきについて平成
24年度中旬頃までに撤去する必要がある。

５ 次年度に向けた対応方針（案） ＜次年度に向け，特に重点的に取り組む事項＞
○宮城県社会資本再生・復興計画の推進
〔復旧〕
・基幹的な役割を果たす緊急輸送道路の通行規制を早期に解除する。
・空港や港湾などの広域交通拠点へのアクセス道路の本格復旧と，市町村道の復旧を支援する。
・頻度の高い津波を想定した沿岸域河川及び海岸堤防の復旧に着手し，平成24年度の台風期までに一定レベルの
治水安全度を確保した上で，次年度に向け本格的復旧に取り組む。
・砂防・地すべり・急傾斜地崩壊防止施設の被災及び土砂災害による人家の被害等が発生した箇所について，二
次災害防止を進めており，平成24年度復旧完了を目指す。
・下水道処理施設は，平成24年度内に従前の処理能力を回復し，平成25年度内の完全復旧を目指す。
・現在，がれき置場となっている3都市公園のうち，2公園は予定通り平成24年度夏頃までに撤去されるよう関係
機関に働きかけていく。残りの1公園については，現位置における原形復旧の適否などを勘案しながら，事業手法
や公園配置計画の検討を進める。
〔復興〕
・三陸縦貫自動車道や常磐自動車道などの高規格幹線道路網の整備促進・充実強化を図る。また，東西の連携軸
を形成し，県土の復興を支えるみやぎ県北高速幹線道路の整備を推進し，地域連携を強化する。
・災害に強い幹線道路ネットワークを図るため，国道・県道の主要幹線道路の整備を推進する。
・防災機能の強化や充実を図るため，社会資本（道路・橋梁・下水道など）の耐震化計画及び長寿命化計画の見
直し及び対策を推進する。
・沿岸市町のまちづくり計画と併せて，多重防御の機能を有する道路及び海岸堤防の整備を推進する。
・自動車産業をはじめとする東北地方の産業集積を支援する国際拠点港湾仙台塩釜港におけるふ頭の整備を推進
する。また，地域の産業基盤である重要港湾石巻港における防波堤及びふ頭の整備を推進する。
・さらなる仙台空港の路線の充実・拡大に向け，官民一体となって，早期の国内外の航空ネットワークの再構築
を図るとともに，エアポートセールスを強力に取り組む。
・地盤沈下に対応した放流路・ダム・遊水地等の整備による総合的治水対策を推進する。
・人口・資産が集積する大規模河川や都市部河川，水害常襲河川における重点整備を実施する。また，ダム事業
の検証作業やダム既存施設の機能向上・延命化を推進する。
○復興まちづくりの推進
・沿岸被災市町において，土地区画整理事業や集団移転促進事業等のまちづくり整備を迅速かつ円滑に展開して
いけるよう，発災当初から有効的な事業の活用や住民との合意形成等，早期復興に必要とされる課題への対応に
ついて，引き続き，被災市町へ必要な助言を行う。また，効果的な整備が出来るよう，国交省や復興庁と各種制
度，事業に関する調整を図ってきており，今後とも事業の進捗にあわせ，引き続き，円滑に推進できるよう最大
限の支援を行っていく。
○見える復旧・復興の取組み
・被災市町の町づくり計画と連携を図り,地域の合意形成を図るため，地域住民に対し復旧方法・復旧予定が理解
されるような，イベントや広報等を活用した情報発信を行う。
○広域水道緊急時バックアップ体制の整備
・安全で安定的な水道用水を供給するため，緊急時におけるバックアップ用の連絡管整備に向けて，詳細設計を
行う。
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（参考） 「平成２４年度政策財政運営の基本方針」抜粋
（平成24年度は，）特に，沿岸の復興まちづくりの促進とあわせ，比較的頻度の高い津波を対象とした海岸堤
防の整備や沿岸防災道路ネットワークの整備を促進する。また，仙台塩釜港などの主要港湾については，平成25
年度末までに本格復旧を完了する。

６ 対応する主な事業
No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

想定する事業／手法名

公共土木施設災害復旧事業

高規格幹線道路整備事業

地域高規格道路整備事業

道路改築事業

道路改築事業（復興）

離島振興事業（道路）

交通安全施設等整備事業

災害防除事業

橋梁耐震化事業

10 橋梁長寿命化事業

11 港湾整備事業

12 港湾整備事業（復興）

13 港湾立地企業支援事業

区分

担当課（室）名

継続

道路課，港湾課，河川
課，防災砂防課，下水
道課，都市計画課

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

道路課

道路課

道路課

道路課

道路課

道路課

道路課

道路課

道路課

港湾課

港湾課

港湾課
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想定する事業内容
被災した道路，橋梁等の公共土木施設について，
施設復旧を行う。

国が事業主体となる三陸縦貫自動車道などの高規
格幹線道路の整備等について，その事業費の一部を
負担する。
復興支援道路として位置づけられた地域高規格道
路のみやぎ県北高速幹線道路の整備を促進し，地域
連携の強化を図る。
震災により被災した地域を支援するため，国道や
県道の整備を行う。

震災により被災した地域を支援するため，津波対
策を推進し，防災機能を強化した国道や県道の整備
を行う。
震災により被災した離島地域を支援するため，架
橋整備や島内道路整備を行う。

歩行者・自転車の安全確保や，交通の円滑化を図
るため，歩道整備や交差点改良を行う。

道路利用者の安全を確保するため，法面対策等の
危険箇所について災害防除事業を行う。

地震時における橋梁の耐震性，安全性を確保する
ため，耐震化を行う。

橋梁の長寿命化をはかるため，橋梁長寿命化計画
に基づき，老朽化した橋梁について予防保全的に補
修を行う。
港湾機能の充実を図り，被災市町の復興を支援す
るための港湾施設の整備を推進する。また，岸壁，
航路等の基本施設の整備に合わせ，港湾機能を発揮
させるためのふ頭用地の造成や荷役施設を整備す
る。
津波や高潮から生命・財産を保護するための防潮
堤を整備する。また，エネルギー関連施設や物流施
設の防護のための防潮堤を整備する。
企業が所有する岸壁や護岸などの復旧を支援す
る。

６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

14 海岸改修事業

15 仙台空港利用促進事業

区分
継続

継続

担当課（室）名
港湾課

継続

河川課

17 海岸調査費

継続

河川課

19 河川改修事業（復興）

20 河川総合開発事業（ダム）

21 砂防事業

継続

継続

継続

継続

河川課

河川課

河川課

防災砂防課

22 地滑り対策事業

継続

防災砂防課

23 急傾斜地崩壊対策事業

継続

防災砂防課

24 砂防設備等緊急改築事業

継続

防災砂防課

25 情報基盤緊急整備事業

継続

防災砂防課

26 砂防・急傾斜基礎調査

継続

防災砂防課

27 流域下水道事業

廃棄物処理施設
28
災害復旧事業

継続

継続

津波や高潮からの安全性の確保及び被災の軽減を
図るための海岸保全施設を整備する。

仙台空港の路線の充実・拡大と利用促進を図るた
め，エアポートセールスを行い，旅客需要を喚起す
空港臨空地域課
る。

16 海岸改良事業

18 河川改修事業

想定する事業内容

下水道課

廃棄物対策課
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被災した海岸保全施設等の機能強化を図るため,
施設復旧と併せて堤防の拡幅や新設を行うととも
に,津波情報提供設備や避難誘導標識等の設置を行
う
震災の影響により沈下した海岸や浸食が繰り返さ
れる海岸の機能状況を確認するため定期的な調査を
実施する。
震災の影響による地盤沈下や集中豪雨の多発,都
市化の進展に伴う被害リスクの増大などに対し,流
域が一体となって総合的な浸水対策を行う
まちづくりと連携し,防災機能を強化した総合的
な浸水対策を行う。

震災の影響による地盤沈下等により，洪水被害ポ
テンシャルが高まった低平地等の洪水防御対策を図
るため，建設中のダム事業の整備促進を図る。
流域における荒廃地域の保全及び土石流等の土砂
災害から，下流部の人家,耕地,公共施設等を守るた
め，砂防設備を整備する。
人家や道路,河川などの公共施設等に対する地滑
りによる被害を除去し・軽減し,県土の保全と住民
生活の安定を図るため,地滑り防止施設を整備す
る。
急傾斜地の崩壊による災害から人命保護及び国土
の保全を図るため,急傾斜地崩壊防止施設を設置す
る。
地域の安全性を向上させるため，既存の砂防設備
及び地すべり防止施設について緊急改築を行う。

過去に土砂災害（土砂流，地滑り，がけ崩れ等）
が発生した地区又は，発生する恐れの高い地区にお
ける防災体制を確立するため，予報警報システムを
整備する。
土砂災害からの防災対策を推進するため，地形，
地質，降水等の状況や土砂災害の恐れがある土地の
利用状況等を調査する。
流域下水道の流入量の増加と施設の老朽化に対応
するため，整備を行う。

震災で被害を受けた一般廃棄物処理施設及び市町
村設置型浄化槽の復旧を図るため，国庫補助金交付
制度を有効に活用できるよう市町村に対し支援す
る。

６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

29 水道施設復旧事業

工業用水道基幹施設
30
耐震化等事業

区分

継続

継続

復興まちづくり計画策定等
31
支援事業

継続

被災市街地復興土地区画整
理事業

継続

32

33 防災集団移転促進事業

都市公園津波防災緑地整備
34 事業（復興交付金事業(基
幹事業））
都市公園植栽再整備事業
35 （復興交付金事業(効果促
進事業））
広域水道緊急時バックアッ
36
プ体制整備事業

継続

継続

継続

新規

担当課（室）名

想定する事業内容

安全な水を安定的に供給するため，震災で被害を
食と暮らしの安全 受けた市町村等が所管する水道施設について復旧・
復興支援を行う。
推進課
工業用水を安定的に供給するため，管路，施設等
の基幹水道構造物について耐震化工事や緊急時にお
水道経営管理室
けるバックアップ用の施設の整備を行う。
被災市町の震災復興計画に基づく復興まちづくり
復興まちづくり推 の実現に向けて，復興交付金事業計画の作成支援
や，各種制度等に関する国交省及び復興庁調整を行
進室
う。
震災により被災した沿岸11市町の市街地の復興を
図るため，土地区画整理事業の実施に向けた調整を
都市計画課
図る。

建築宅地課

都市計画課

都市計画課

震災により被災した沿岸12市町の集団移転を促進
するため，防災集団移転促進事業の実施に向けた調
整を図る。
公園防災機能を強化する（岩沼海浜緑地・矢本海
浜緑地）。

公園の植栽を復元する（岩沼海浜緑地・多賀城地
区緩衝緑地・矢本海浜緑地）。

安全で安定的な水道用水を供給するため，緊急時
におけるバックアップ用の連絡管や他事業との連絡
水道経営管理室
管などの整備を行う。
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宮城県震災復興計画に係る主要政策の次年度に向けた対応方針（案）
１ 主要政策名

６．安心して学べる教育環境の確保

２ 分 野 名

教育

３ 担当部局等
主担当の部局等

教育庁

関係する部局等

総務部，環境生活部，保健福祉部，農林水産部

４ 現状と課題（分析）
① 安全・安心な学校教育の確保
【現状】
・被災した学校施設の復旧を急ぐとともに，校舎等の経年劣化に伴う施設整備及び東日本大震災を踏まえた
施設整備を進めている。
・被災児童生徒等の就学環境を整えるため，学用品費や給食費等の援助，奨学資金貸付等の就学支援を行う
とともに通学困難な児童生徒に対する交通手段の確保に努めるほか，学習支援や就職支援等を行っている。
・心のケアに関しては，スクールカウンセラーの配置・派遣等によるきめ細かな対応を図るほか，被災地区
の学校を中心に教職員などの人的体制を強化し，教育相談等の充実を図っている。
・震災の実態を踏まえ，地域の特色や各学校の特性に応じ，自校化した，独自のマニュアルの作成や地域住
民との連携による防災体制の強化など，従来の防災教育のあり方を見直していくことが必要であるという認
識から，全ての公立学校に防災主任を配置するとともに，拠点となる学校には防災担当主幹教諭を配置し，
防災教育を含めた学校安全の指針の策定に取り組んでいる。
・震災経験を生かし，「志教育」を推進し，復興を支える人づくりを進めているほか，学力向上に重点的に
取り組んでいる。
【課題】
・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については，本県における教育復興のシンボ
ル的な学校づくりも含めて，計画的に再建を進めていく必要があるとともに，学校施設の安全性や防災機能
の向上を図る必要がある。
・引き続き被災児童生徒の就学支援等を行うほか，被災地における学習支援や高校生の就職支援のさらなる
充実に取り組む必要がある。
・震災からの時間の経過に伴い，これまで無意識に抑圧してきた感情から一気にＰＴＳＤが発症することも
懸念されることから，中長期的視点に立った継続的な心のケアに，引き続き，きめ細かに取り組む必要があ
る。
・防災主任や防災担当主幹教諭の配置を継続するとともに，防災教育等の資質能力向上のための研修等を充
実させていく必要がある。また，教職員が児童生徒に対して計画的・継続的に安全教育を行い「危険を回避
する力と他者及び社会の安全に貢献できる心」を育て，市町村や地域，関係機関と連携した安全管理体制及
び組織活動の再構築を進め，安全教育の一層の充実を図る必要がある。
・復興を支える人づくりを視野に入れ，被災地での復興状況の変化も踏まえた上で子どもたちの未来を生き
抜く力の育成を引き続き推進するほか，学力の向上に一層取り組んでいく必要がある。

② 家庭・地域の教育力の再構築
【現状】
・学校及び地域の実態に即し，市町村や地域，関係機関との連携を含めた学校防災マニュアルを整備すると
ともに，学校の地域における避難所としての利用に係るガイドラインを作成することとしている。
・震災により，家庭・地域・学校がともに被害を受け，子どもを育てる環境が大きく損なわれている。
・震災前から幼児期の親子の関わる時間の減少や子どもたちの生活リズムの乱れが指摘されていたことに加
え，震災後の被災生活においては，その傾向が一層顕著になっている。
【課題】
・地域と連携した学校における防災体制の整備を図り，あらゆる災害を想定し，学校，市町村や地域，関係
機関との役割の明確化，連携体制の構築を図る必要がある。
・家庭や地域の教育力の向上を図り，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し，
地域全体で子どもを育てる体制の再構築とその環境づくりが必要である。
・基本的生活習慣の定着促進を今後とも図っていく必要があり，特に幼児期における家庭の教育力向上のた
めの「学ぶ土台づくり」を一層推進させる必要がある。
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地域全体で子どもを育てる体制の再構築とその環境づくりが必要である。
・基本的生活習慣の定着促進を今後とも図っていく必要があり，特に幼児期における家庭の教育力向上のた
めの「学ぶ土台づくり」を一層推進させる必要がある。
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③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実
【現状】
・被災した社会教育施設，社会体育施設の復旧に取り組んでいる。
・復興に向けて，県民が力強く取り組んでいくための学習機会の提供や，地域づくりを推進する人材育成に
取り組んでいる。また，震災後の精神的な支えや地域コミュニティの再生の核となる文化芸術の振興を図っ
ている。
・被災生活の中でもスポーツやレクリエーションへの強い関心が見られる。
・校庭や公園が仮設住宅用地やがれき置き場となり，子どもたちが思い切り体を動かせる場が減少してい
る。
・被災した文化財の修理・修復や歴史資料の保全，復興事業に伴う埋蔵文化財調査を行っている。
【課題】
・津波で被災した松島自然の家は現地建替が不可能であり，施設再建を計画的に進めていく必要がある。
・県民の心の復興に向けて，引き続き，生涯学習や地域の復興を支える人材育成，文化芸術の振興の充実を
図っていく必要がある。
・年齢や関心，障害の有無に応じて充実したスポーツライフが送れる県民総スポーツ社会の実現に向けて取
り組んでいく必要がある。
・運動の十分な環境が整わない中で，子どもたちの体力・運動能力の低下の抑止に取り組む必要がある。
・引き続き文化財の被災状況や所有者の意向等の把握に努め，被災文化財の適切な修理・保存を図るととも
に，多額の修理費用に対して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。また，迅速な
埋蔵文化財の発掘調査により，復興事業の円滑化と埋蔵文化財保護の両立を図る必要がある。

５ 次年度に向けた対応方針（案） ＜次年度に向け，特に重点的に取り組む事項＞
①被災した学校施設等の復旧
学校教育及び社会教育における安全・安心な教育環境を提供するため，震災で甚大な被害を受けた文教施設や
社会教育施設の復旧・再建を引き続き計画的に進めていく。
②被災児童生徒等の学び・就学等の支援
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，学用品費や給食費等の援助，通学困
難な児童生徒に対する交通手段の確保，学習支援の充実を図る。また，被災高校生に対する奨学資金貸付等の修
学支援の充実や各種就職支援を行う。
③被災児童生徒等の心のケアの充実
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，引き続きスクールカウン
セラーなどの専門職員の派遣を行うほか，被災地の学校を中心に教職員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，持続的・長期的な支援体制の充実を図る。
④学校等における防災教育の充実と防災機能の強化
市町村教育委員会との連携の下，防災主任が中心となって，地域と連携した防災体制の整備を図るほか，震災
の教訓を次代に継承し，児童生徒に災害に対する日頃からの心構えや災害に対応する力を身に付けさせるなど，
防災教育の見直しを含めた更なる充実を図るとともに，防災におけるリーダーシップを発揮する人材育成の充実
を図る。
また，市町村教育委員会と連携の下，学校の防災機能の更なる強化を図るほか，市町村地域防災計画に位置づ
けられた学校等の防災拠点機能の強化，災害発生を見据えた学校，市町村，地域住民の役割の明確化，連携体制
の構築を図る。
⑤未来を生き抜く力を備えた人材の育成・地域コミュニティ意識の醸成
復興を支え次代を担う人材の育成も視野に入れ，「志教育」を強力に推進するとともに，高校の統合を通じた
特徴ある学校づくりや中高一貫教育の充実を図るほか，児童生徒の実践的な研修等（社会教育を含む。)に取り組
む。
また，引き続き，児童生徒の学習習慣の定着や学力向上，望ましい職業観・勤労観の育成に重点的に取り組む
ほか，震災後に不規則になりがちな児童生徒の生活リズムの改善を図るため，基本的生活習慣の更なる定着促進
に取り組む。あわせて，児童生徒の問題行動の未然防止に努める。
さらに，震災による運動・スポーツ環境の変化に伴う児童生徒の体力・運動能力の低下を防ぐため，幼児，児
童生徒の体力・運動能力向上を図るとともに，スポーツをする場の創設・確保及び競技力向上に取り組むほか，
多様な学習ニーズに応じた生涯学習活動等を通じて地域コミュニティ意識の醸成を図る。
⑥地域全体で子どもを育てる体制の再構築
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し，地域・家庭の教育力の向上を図る。特
に，家庭教育を中心とした幼児教育の振興を図り，「学ぶ土台づくり」を一層加速させるため，家庭や地域に対
する普及啓発，親の学びの場の充実を図るとともに，幼稚園・保育所・小学校の主体的取組や相互連携を支援す
る。
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⑦地域に根ざした文化芸術活動の振興
県民の心の復興等を図るため、関係機関・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する
など，地域に根ざした文化芸術活動の振興に取り組む。
⑧被災した文化財の修復及び復興事業に伴う埋蔵文化財調査の円滑な実施・震災を後世に伝える環境整備
被害を受けた文化財の適切な修理保存のための指導・助言等を行うとともに，国・県・市町村指定，国登録文
化財の修復に係る個人・法人の所有者や自治体の費用負担軽減を図る。
また，沿岸部を中心に本格化する高台移転，道路建設等の復興事業の円滑な推進のため，埋蔵文化財調査に係
る人的体制の強化や市町村が行う調査に対して支援する。
さらに，今回の震災を後世に伝える環境を整備するため，震災に関する図書・雑誌・映像などを収集する。

（参考） 「平成２４年度政策財政運営の基本方針」抜粋
（平成24年度は，）特に，学校施設等の早期復旧，被災児童生徒等の心のケア，就学支援に重点的に取り組
む。また，今回の震災の経験を生かし，防災教育の充実に努めるとともに，生命の尊さや将来自らが社会で果た
すべき役割を主体的に考えるよう促す「志教育」を推進する。

６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

1 県立学校施設災害復旧事業

2 松島自然の家再建事業

東日本大震災みやぎこども
3
育英基金事業

4 被災幼児就園支援事業

公立専修学校授業料等減免
5
事業

区分

継続

継続

継続

継続

継続

担当課（室）名

施設整備課

生涯学習課

総務課

総務課

総務課

想定する事業内容
震災で被害を受けた県立学校施設について復旧工
事を行う。

震災で被害を受けた松島自然の家本館及び屋外施
設の再建を行う。

震災で親を亡くした子どもたちのため，国内外か
ら寄せられた寄付金を基金に積み立て，活用するこ
とにより，子ども達の就学等を支援する。
被災した幼児を対象に幼稚園就園奨励事業を行っ
た市町村に対し，所要の経費を補助する。

被災した生徒の就学機会を確保するため，授業料
等を減免する公立専修学校の設置者に対して補助を
行う。

6 被災児童生徒就学支援事業

継続

被災児童生徒等特別支援教
育就学奨励事業

継続

震災により被災し就学困難となった児童又は生徒
に対して，必要な就学援助を実施した市町村を支援
義務教育課
することにより，児童生徒の就学の機会を確保す
る。
震災により被災し，就学困難と認められる幼児児
童生徒（特別支援学校）の保護者等に対して，学用
特別支援教育室 品の購入や給食費等必要な就学援助を行う。

継続

私学文書課

被災した幼児児童生徒の就学機会を確保するた
め，授業料等を減免する私立学校の設置者に対して
補助を行う。

高校教育課

震災で被害を受け現校舎と離れた場所に仮設校舎
が建設された職業系高校において，実習を行うため
の施設までバスを運行する。

7

私立学校授業料等軽減特別
8
事業

9 県立学校実習確保事業

被災生徒の入学者選抜手数
10
料等の免除

継続

継続

高校教育課
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被災生徒の入学者選抜手数料，入学金及び寄宿舎
料を免除する。

６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

高等学校等育英奨学資金貸
11
付事業

12

学校復興支援対策教職員加
配事業

13 教育相談充実事業

区分

継続

継続

継続

担当課（室）名

想定する事業内容

高校教育課

高等学校等育英奨学資金貸付基金から，経済的な
理由によって修学困難な高校生等に奨学資金の貸付
けを行う。

教職員課

義務教育課

14 登校支援ネットワーク事業

継続

義務教育課

15 生徒指導支援事業

継続

義務教育課

継続

高校教育課

16

高等学校スクールカウンセ
ラー活用事業

私立学校スクールカウンセ
17
ラー等派遣事業

18 総合教育相談事業

19

20

特別支援学校外部専門家活
用事業

心の復興支援プログラム推
進事業

防災拠点としての学校づく
21
り事業

継続

継続

私学文書課

高校教育課

被災した児童生徒に対して，手厚い指導・支援体
制を図るため，震災で大きな被害を受けた被災地の
学校を中心に，教職員などの人的体制を強化し，学
校現場を早期に正常化するとともに，特に悲惨な体
験をした児童生徒に対し心のケアを行う。
震災により精神的苦痛を受けた児童生徒が，一刻
も早く正常な学習活動に戻れるようにするため，ス
クールカウンセラー派遣を通じてきめ細かい心のケ
アを行うほか，相談・支援体制の一層の整備を図
る。
震災により問題や不安を抱えた児童生徒の環境問
題の改善を図るため，スクールソーシャルワーカー
等の設置のほか，学校，家庭，関係機関が連携した
多様な支援を行う。
不登校，いじめ，校内暴力等児童生徒の問題行動
等で課題を抱えている学校に対し，教員の加配や支
援員を配置するなど重点的に支援し，問題行動等の
未然防止，早期発見に努める。
生徒が精神的に安定した学校生活を送れるよう，
全県立高等学校に，スクールカウンセラー等を配
置・派遣し，生徒・保護者・教職員を対象とした教
育相談，教職員への研修，生徒・保護者への講演・
講話等を行う。また，教員とカウンセラーの研修会
や情報交換会を実施するなど，相談体制の強化を図
る。
被災した私立学校の幼児児童生徒が精神的に安定
した学校生活を送れるよう支援するため，心のケア
を行うスクールカウンセラー等を派遣する。
心の問題に関する高度な専門的知識・経験を有す
る精神科医や臨床心理士が，いじめ，不登校，非行
等の諸問題について，面接又は電話による教育相談
を行う。学校の要請に応じ，不登校・不適応に関す
る研修講師の派遣を行ったり，学校の抱える相談
ケースのコンサルテーションを行う。また，いじめ
について24時間電話相談可能な体制を維持する。

継続

障害に応じた，よりきめ細やかな授業づくりを支
援するため，行動に専門的な知識，経験を有する理
学療法士等の外部専門家を県立特別支援学校に配
特別支援教育室 置・派遣します。また，外部専門家を講師とした研
修会の開催などにより県立特別支援学校の相談体制
強化を図る。

継続

みやぎアドベンチャープログラム（ＭＡＰ）の手
法を取り入れた集団活動等を，児童生徒の震災によ
るストレスや困難等を共に乗り越え復興に向けて心
をひとつにして行動していこうという集団の意志へ
と高めるプログラムとして普及・啓発・実践できる
よう，研修や講師派遣を行う。

継続

高校教育課

総務課
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各県立学校等について，ハード面，ソフト面から
の防災機能の強化に取り組む。

６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

22 防災担当主幹教諭の配置

23 防災教育等推進者研修事業

大規模改修及び改築事業等
24
への反映

25

地域に根ざした防災体制の
整備事業

26 学校安全教育推進事業

27 志教育支援事業

28

高等学校「志教育」推進事
業

29 県立高校将来構想推進事業

区分

組替

継続

新規

新規

継続

担当課（室）名

教職員課

教職員課

施設整備課

地域内の防災主任の中心的役割を担わせる防災担
当主幹教諭を配置し，当該地域に所在する学校や市
町村教育委員会及び市町村防災担当部局と連携し，
学校，家庭，地域社会が一体となった防災教育の推
進を図る。
児童生徒等の安全確保のため，学校における防災
教育の充実を図り，地域の特性や学校の実情に応
じ，防災拠点としての学校の防災機能を整備すると
ともに，地域との連携を図り，学校における防災教
育等に係る推進的な役割を担う人材を養成する。
非構造部材の耐震化調査に基づき，必要な改善を
行うとともに，県立学校の防災機能強化検討の内容
を必要に応じ設計等に反映していく。

「みやぎ学校安全基本指針」（仮称）策定を受け
て，学校が地域に根ざした防災教育が図られるよ
う，防災体制の整備を推進する。なお，外部専門家
スポーツ健康課 の意見及び防災主任の取組状況を確認しながら，今
後事業内容の検討を深めていく
学校安全教育における，生活安全，交通安全，防
災安全の3領域に渡る研修会を大学や民間と連携し
て開催する。また，通学路などで巡回等に従事する
地域の学校安全ボランティアを養成するための研修
スポーツ健康課 会を開催する。さらに，学校安全の基本的事項及び
内容等を示した「みやぎ学校安全基本指針（仮
称）」を策定し，県内学校等へ配布する。

継続

義務教育課

継続

高校教育課

継続

想定する事業内容

高校教育課

30 中高一貫教育推進事業

継続

高校教育課

31 県立高校将来構想管理事業

継続

教育企画室
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震災の経験を踏まえ，児童生徒に自らが社会で果
たすべき役割を主体的に考えながら，よりよい生き
方を目指し，その実現に向かって意欲的に物事に取
り組む姿勢をはぐくむ教育を推進する。
高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考
えながら，より良い生き方を目指し，その実現に向
かって意欲的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推
進するため，地域における志教育の推進体制の充実
を図るとともに，学校設定教科・科目による志教育
の推進，志教育に関する情報発信事業，マナーアッ
プ運動，地域貢献活動及び特色ある高等学校づくり
を実施する。
（仮）登米総合産業高等学校開校準備事業
登米地区の産業振興や課題解決に貢献できるスペ
シャリストの資質育成など特徴ある学校づくりを進
めるため，早期に開校準備室を独立設置・運営す
る。
南三陸町の連携型中高一貫教育について地域復興
の一助となるよう各種連携事業を展開するととも
に，併設型中高一貫教育においても，より積極的な
事業を展開する。
県立高校将来構想（H23～32年度)の成果・課題等
を検証し，適正に進行管理を行うとともに，県の復
興計画や各地域の復興の方向性などを踏まえて実施
計画を策定し，当該計画に基づき学校施設及び教育
環境の整備等を進める。

６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

32 小中学校学力向上推進事業

区分

継続

担当課（室）名

想定する事業内容

義務教育課

震災の体験から学ぶことの意義を再認識させなが
ら学習習慣の形成を図るとともに，教員の指導力向
上を図る。また，学力向上や長期休業期間等の学習
支援を行おうとする市町村に対し支援を行う。

33 高等学校学力向上推進事業

継続

高校教育課

34 進学拠点校学力向上事業

継続

高校教育課

35

36

37

県立高等学校キャリアアド
バイザー事業

宮城県版キャリアセミナー
コーディネート事業

教職員ＣＵＰ（キャリア・
アップ・プログラム）事業

38 ネット被害未然防止事業

はやね・はやおき・あさご
39
はん推奨運動

（仮称）子どもの体力運動
40 能力向上及び生活習慣充実
プログラム

41

子どもの運動・スポーツの
場の確保

42 スポーツ選手強化対策事業

継続

新規

高校教育課

高校教育課

継続

教職員課

新規

高校教育課

継続

組替

新規

継続

教育企画室

生徒の学力状況・学習状況の把握に努め，研修や
研究会をとおして教員の指導力の向上を図り，生徒
の学力状況と生徒の希望する進路の達成を目指すと
ともに，宮城の高校生の質的充実を図る。
平成22年度入学生からの全県一学区制に伴う仙台
への一極集中を防ぐため，仙台市以外の県内各地域
の10拠点校の一層の活性化をめざし，指定校におけ
る生徒の学習意欲及び教員の指導力を向上させ，国
公立大学の進学達成率の向上を図る。
県立高等学校にキャリアアドバイザーを配置し，
生徒・保護者に対する大学・企業等の情報提供及び
生徒の勤労観の育成等を行うとともに，進路選択な
どに関する生徒・保護者との相談業務を行う。ま
た，インターンシップ受入先の開拓及び受入先との
連絡調整支援を行う。
「志教育」コーディネーターの養成を行うほか，
県立高等学校にコーディネーターを配置し，地域振
興事務所やハローワーク等の関係機関と連携を図り
ながら進路指導に係る会議への参加や業務等を行
う。
平成20年3月に策定した「宮城県教員研修マス
タープラン」に基づき，初任研・10年経験者研修な
ど，教員のキャリアに応じた資質の向上，校内研修
の充実，校外での研修機会の充実，特別支援教育の
研修及び防災教育等の推進的役割を担う人材の養成
等のための各種研修等を実施する。
新たないじめ問題の温床となっている学校裏サイ
トの検索・監視を実施し，速やかな対処を図るとと
もに，携帯電話やインターネット等の利用に関する
情報モラル育成のための教員研修，生徒・保護者向
け講話の講師派遣等を行う。
「はやね・やはおき・あさごはん」といった基本
的生活習慣の子どもへの定着に向けて，広く県民や
家庭への普及活動を実施する。

震災により，活動場所が制限されている幼児，児
童生徒の体力・運動能力を向上させ，また児童生徒
の運動習慣化を図れる運動処方の開発や教員の研修
スポーツ健康課 等の充実を図る。さらには，特に肥満傾向にある児
童生徒の体格と体力の相関関係を生活習慣及び食生
活の関連から検討する。
震災により，活動場所が制限されている児童生徒
に対応するため，運動・スポーツの場の確保・提供
に努める。例えば，被災し，現在未復旧となってい
スポーツ健康課 る学校の校庭等を簡易運動場として仮整備する等の
各種支援策を検討・実施する。
国際的なスポーツ大会や国民体育大会等で活躍で
きる選手を育成し，もって本県の競技力向上を図る
ため，競技団体強化事業，高体連強化事業，中体連
スポーツ健康課 強化事業，ジュニア選手育成強化事業，指導者育成
対策事業等を実施する。
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６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

43 広域スポーツセンター事業

44 学校保健研修事業

区分

継続

継続

学校・地域保健連携推進事
業

継続

46 みやぎの文化育成支援事業

継続

45

47

48

みやぎ県民文化創造の祭典
（芸術銀河）開催事業

「学ぶ土台づくり」普及啓
発事業

継続

継続

49 発達障害早期支援事業

継続

50 協働教育基盤形成事業

継続

51 協働教育普及・振興事業

52 教育応援団事業

継続

継続

担当課（室）名

想定する事業内容

生涯スポーツ社会の実現に向けた環境を整備する
ため，県民の誰もが，いつでも，どこでも，いつま
でも，主体的にスポーツを楽しむことができる「総
合型地域スポーツクラブ」の創設・育成を支援する
「みやぎ広域スポーツセンター」の充実を図る。
スポーツ健康課
生涯スポーツの普及・振興に大きな役割を担う指
導者の育成と資質の向上を図るため，講習会・研修
会等を開催するとともに，文部科学省等が主催する
各種講習会等に担当者を派遣する。
県立学校及び公立小・中学校の教員を対象とし
て，学校保健に関する研修会の開催に要する経費。
スポーツ健康課 また，宮城県学校保健会の運営費を助成し，学校保
健活動の推進と充実を図る。
児童生徒の様々な心身の健康問題に対応するた
め，地域保健機関等と連携して，学校への専門医の
スポーツ健康課 派遣などを通じ，学校における健康教育の充実を図
る。
県民が芸術文化を鑑賞する機会を提供するととも
に，県内の文化活動への支援を行う。
生涯学習課
県民に対して，優れた芸術文化の鑑賞と発表の機
会を広く提供するとともに，被災市町等の学校や公
共施設，福祉施設等に重点的にアーティストを派遣
消費生活・文化課 し，子どもたちを中心に地域住民が身近に芸術文化
に触れ合うことのできる少人数・体験型の事業を実
施する。

教育企画室

「学ぶ土台づくり」推進計画の推進のため，子育
てに関わる親を中心に「親子間の愛着形成」「基本
的生活習慣の確立」「豊かな体験活動」の必要性に
ついて普及啓発を図るとともに，高校生を対象とし
た親になるための教育の推進，関係団体・機関等と
の連携体制の推進，市町村事業への支援等の取組を
行う。また，第２期計画（H26～29）の策定に向け
ての作業を進め，「普及啓発」から「総合推進」に
発展させての事業展開ができるようにしていく。

「学ぶ土台づくり」推進計画に基づき，乳幼児検診
等において発達障害等の疑いがある未就学児を早期
特別支援教育室 に発見し，関係機関が連携して，適切な支援を継続
的に行うための情報共有の取組を進める。
学校・家庭・地域の連携・協働の促進と理解のた
め研修会等を開催し，協働教育推進となる人材の充
実を図る。（協働教育コーディネーター養成研修
生涯学習課
会，地域活動支援指導者養成研修会子育てサポー
ター養成講座，子育てサポーターリーダー養成講座
等）

生涯学習課

生涯学習課
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多様な担い手の協働により地域全体で子どもを育
てる環境を整える事業で，普及につながる事業の開
催と情報収集・情報提供をする。（協働教育推進功
績者表彰，コミュニティづくり研修会，「親の学び
のプログラム」作成委員会，モデル講座の実施
等）
子どもの教育活動を支援する個人や企業等を「み
やぎ教育応援団」として認証・登録し，「教育応援
団リスト」を学校等に提供する。

６ 対応する主な事業
No.

53

想定する事業／手法名
協働教育プラットフォーム
事業

54 放課後子ども教室推進事業

55

指定文化財等災害復旧支援
事業

復興事業に伴う埋蔵文化財
56
の発掘調査事業

57 震災資料収集・公開事業

区分

継続

継続

継続

継続

継続

担当課（室）名

想定する事業内容

生涯学習課

家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる仕組
みづくりを行い，地域の教育力の向上や活性化を図
り，地域全体で子どもを育てる環境の整備を図る。
（家庭教育支援・学校教育支援・地域活動支援）

生涯学習課

放課後や週末等に小学校の余裕教室や公的施設等
を活用し，子どもたちの安全で安心な活動拠点を設
け，地域の参画を得て子どもたちへの学習支援をと
おし，心豊かに育まれる環境づくりを推進する。

文化財保護課

国・県・市指定文化財，国登録有形文化財の修
理・修復費用への補助。指定無形民俗文化財の保護
団体に対し，用具等の修理・修復に係る費用への補
助を行う。

文化財保護課

生涯学習課
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高台移転や道路建設等の復興事業に伴う埋蔵文化
財の発掘調査を迅速に実施する。

東日本大震災を後世に伝えるため，震災に関する
図書・雑誌などを収集するとともに，県図書館内に
コーナーを設置し，広く県民の利用に供する。

宮城県震災復興計画に係る主要政策の次年度に向けた対応方針（案）
１ 主要政策名

７．防災機能・治安体制の回復

２ 分 野 名

防災・安全・安心

３ 担当部局等
主担当の部局等

総務部

関係する部局等

震災復興・企画部，環境生活部，保健福祉部，土木部，教育庁，警察本部

４ 現状と課題（分析）
① 防災機能の再構築 （ 担当：総務部 ）
【現状】
・東日本大震災の被害により庁舎が全壊した女川町，南三陸町では仮庁舎を設けて行政サービスを提供してい
るが，南三陸町では30名を超える職員が犠牲となっている。
・東京電力福島第一原子力発電所事故被害の対策に取り組むとともに，専門家等を含めた参加者間での総合的
な対策の検討や情報提供・情報共有などを通じ，原発事故被害へのきめ細かな対応につなげていくため，「東
京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議」を平成23年9月12日に設置した。
・震災前の全医療機関数は2,825機関（内訳：病院 147機関，医科診療所 1,616機関，歯科診療所 1,062機
関）のうち,平成24年3月11日現在で震災により廃止・休止の状態となっている医療機関は88機関となってい
る。（内訳：病院 5機関，医科診療所 50機関，歯科診療所 33機関）
・国では東日本大震災を踏まえた地震・津波対策の抜本的強化，最近の災害等を踏まえた防災対策の見直しを
反映させた防災基本計画を平成23年12月27日に一部修正した。（津波災害対策編の追加等）
・東日本大震災により，女川原子力発電所の周辺環境の放射能等を測定するための施設，設備機器等がほとん
ど破壊された。
・東京電力福島第一原子力発電所の事故後，平成24年3月末までに東北大学などの協力により実施した空間放
射線量の測定によって，事故に伴い県内に降下した放射性物質が県内全域に影響を及ぼしていることが判明し
ている。特に，県南部の一部では比較的高いレベルの汚染が確認されているほか，県北部や牡鹿半島北部の一
部においても周辺より若干高いレベルの放射線量であることが確認されている。
・放射性物質による生活環境からの外部被ばくや飲食物の汚染に伴う内部被ばくに対する不安が広がっている
ほか，農林水産物の出荷制限や風評被害などによる販売額の減少，輸出の縮小や観光客の減少など，様々な分
野において経済的被害が発生している。
・福島第一原発事故による県内の風評被害に係る東京電力への損害賠償請求について，国が定めた指針に明示
されていない損害の賠償が進んでいない。
【課題】
・震災が及ぼした甚大な被害から行政機能を回復させるためには，復興の進捗状況にあわせて継続的かつ集中
的な人的支援が不可欠であり，防災体制の再構築に当たっては流失した消防・防災施設の復旧強化はもとより
情報伝達・情報通信基盤の再構築，さらには医療機関，教育施設について防災機能の向上を図る必要がある。
・女川原子力発電所周辺地域を含めた県内全域の安全・安心の確保に向け，東京電力福島第一原子力発電所事
故の対策を踏まえ，新たな放射能監視センターを設置するなど環境放射能等の監視体制の再構築を図る必要が
ある。
・監視体制の再構築に当たっては，国の示す方針に基づき進めるとともに，東京電力福島第一原子力発電所事
故を踏まえた全県的な監視体制とする必要がある。
・食品衛生法による食品の放射性物質濃度の基準が，平成24年4月1日から，一層厳しい基準に変更されたこと
もあり，林産物や水産物では基準を超え，出荷制限の指示が多発し，不安が拡大している。
・放射性物質汚染対処特措法の施行により，県内9市町が汚染状況重点調査地域に指定され，平成24年度から
本格的な除染が開始されるが，除染にあたっては，除去土壌や除染廃棄物の処分先の確保と仮置場の設置が課
題となっている。
・国に対し，風評被害を含む本県のすべての損害を指針に明示するよう引き続き求めるとともに，東京電力に
対し，指針に明示されていない損害についても，被害者の立場に立って迅速かつ十分な賠償を行うよう働きか
けを強化する必要がある。また，民間団体等の組織的な損害賠償請求の動きに対しても,支援していく必要が
ある。
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② 大津波等への備え （ 担当：総務部 ）
【現状】
・東日本大震災などの大規模災害の経験を踏まえ，ハード・ソフト面から災害時の被害を最小にする取組が求
められている。
・国では，東日本大震災により甚大な被害受けた地域の復興にあたっては，将来を見据えた津波災害に強い地
域づくりを推進し，将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため，全国で活用可能な一般的な制度創設が必要
であるとして「津波防災地域づくりに関する法律」を制定した。（施行日 平成23年12月27日）
・また，東日本大震災を踏まえた地震・津波対策の抜本的強化，最近の災害等を踏まえた防災対策の見直しを
反映させた防災基本計画を平成23年12月27日に一部修正した。（津波災害対策編の追加等）
・未曽有の大災害となった東日本大震災に対する宮城県の経験とその対応を明らかにし，それを検証すること
により，宮城県における今後の大規模災害への体制強化を図るための基礎資料として活用するとともに，今後
国内で発生する大規模災害への備えとなる教訓として，多くの機関に幅広く活用してもらえる行政資料とする
ことを目的に，「東日本大震災-宮城県の6か月間の災害対応とその検証-」を平成24年3月に取りまとめた。
【課題】
・震災による被害が甚大であり，特に沿岸部の被災市町では個々の復興計画に基づき新たなまちづくりに取り
組んでいるが，集団防災移転促進事業をはじめとする各種の事業は文字通り進行中であることから，ハード整
備事業の実施については，これらのまちづくりとの調整を図る必要がある。
・また，震災から1年が経過し，マスコミのみならず県内においても震災に対する意識が希薄となってきてい
る傾向が感じられる。
・東日本大震災の教訓が次世代に引き継がれるよう県・市町村等関係機関の対応や課題を記録として取りまと
め，今後想定される災害対応に幅広く活用されることが求められる。

③ 自助・共助による市民レベルの防災体制の強化 （ 担当：総務部 ）
【現状】
・県民・企業の役割と県の責務を明らかにした「震災対策推進条例」を制定した。（平成21年4月1日施行）
・東日本大震災の経験を踏まえ，大規模災害時の被害を最小にするため，地域のおける防災体制の再構築が求
められている。
・国では東日本大震災を踏まえた地震・津波対策の抜本的強化，最近の災害等を踏まえた防災対策の見直しを
反映させた防災基本計画を平成23年12月27日に一部修正した。（津波災害対策編の追加等）
【課題】
・地域ぐるみの防災体制の拡充は「防災意識の高揚」が不可欠であり，住民だけでなく企業や事業所等も含
め，関係機関が相互に連携した教育や訓練の実施が不可欠である。
また，県民の生命と財産に対する被害を軽減を図るためには，引き続き木造住宅等の耐震診断・耐震改修な
どの耐震化を促進する必要がある。

④ 安全・安心な地域社会の構築 （ 担当：警察本部 ）
【現状】
・震災に関連あるいは便乗した強盗や窃盗，詐欺，暴力団による公的資金制度の不正利用のほか，電話やダイ
レクトメールによる社債，未公開株などの取引や犯罪被害救済を装う利殖勧誘事犯等が増加している。
・東日本大震災に直面しながらも，刑法犯認知件数が10年連続で減少し，治安のバロメーターとしての統計面
では多大な成果を上げたほか，震災で被災した交通安全施設等の早期復旧及び機能強化を行い，被災地におけ
る交通安全対策の向上を図っている。
・被災地において，一日も早く，犯罪がない安心して暮らすことができる安全なまちづくりを復旧するため，
被災した防犯ボランティア団体に対する活動用品貸与を通じた再生支援や新たな安全・安心まちづくりの担い
手の育成を進めている。
【課題】
・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。
・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。
・不透明な社会・経済情勢が続く中，震災による避難生活の長期化等を背景とした犯罪の質的・量的悪化が懸
念されるほか，新たな形態の犯罪の発生も懸念される。
・県民が不安を強く感じる殺人，強盗等の凶悪犯罪や住宅を対象とした侵入盗，高齢者等が被害者となる特殊
詐欺等が依然として多発しているなど，体感治安としての県民の満足度はまだ不十分であることから，行政，
県民，事業者及び団体等の共同による防犯ネットワークの整備，防犯ボランティアの再生，犯罪の防止に配慮
したまちづくりなどを推進し，体感治安を改善する必要がある。
・被災地における誰もが犯罪がなく安心して暮らせる安全なまちづくりを復旧していくには，息の長い取組が
必要なため，継続的な支援が必要である。
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５ 次年度に向けた対応方針（案） ＜次年度に向け，特に重点的に取り組む事項＞
①防災体制の再構築等
○防災体制の再整備
・震災により流出した情報伝達システムの再構築を引き続き実施する。
○暫定的な放射能監視体制の整備
・平成24年1月から旧消防学校に仮設分析拠点施設を設置するとともに，放射能監視資機材を整備し，女川原子力発
電所周辺環境の放射能監視体制の復旧を図っているが，次年度以降も引き続き資機材の整備を継続し，監視体制の
充実を図る。
・津波により滅失したモニタリングステーションについては，可搬型モニタリングポストをその代替として設置
し，モニタリング体制の復旧を図る。
○恒久的な放射能監視体制の整備
・福島第一原発事故の影響が広範囲に及んでいる実態を踏まえ，放射能等監視センターの建設と必要な機器の整備
を実施し，平成26年度までに全モニタリングステーション・モニタリングポイントの復旧を図る。
○計画的な測定の推進
・5月に策定した「宮城県放射線・放射能測定実施計画」に基づき，県民の安心・安全の確保に向け，計画的に放射
線や放射能の測定を実施するとともに，新たな測定項目が生じた場合は，柔軟に対応していく。
○円滑な除染の推進
・除染を実施する指定市町に対する各種支援（除染支援チーム，除染アドバイザー，除染対策連絡調整会議，研修
会・講習会の開催など）を引き続き行うほか，県有施設の除染を石巻市を除く指定8市町の策定した除染実施計画に
基づき円滑に進めていく。
・特に，除去土壌の仮置場，処分先の確保や除染廃棄物の処理方策の検討・調整など，円滑な除染の実施に向けて
の市町村への支援をしながら，一体となって対応していく。
○分かりやすい放射線・放射能の広報
・放射能情報サイトみやぎの運営や相談窓口の設置，出前講座への職員の派遣など，放射線・放射能の測定結果を
引き続き分かりやすく公表するとともに，データの持つ意味を正しく理解できるよう，県民の放射線・放射能の知
識をより深くするための広報を推進する。
○風評被害等原子力損害に係る迅速かつ十分な賠償の実現
・国に対して，審査会のそれまでの調査・審議に関する詳細な資料の提供を求めるとともに，中間指針策定以降の
期間を対象として，審査会が自ら本県の風評被害について調査・分析するよう求める。
・県独自に風評被害に係るデータの収集・分析を行い，県内の風評被害を裏付ける資料を作成し，風評被害を含む
すべての損害を指針に明示するよう，国に対して引き続き要望する。
・東京電力に対して，本県の風評被害の実態を正確に把握し，指針への明記のない損害についても，被害者の立場
に立って，迅速かつ十分な賠償を行うよう要請活動を実施する。
・上記要望・要請活動に当たっては，県内市町村及び岩手県との連携を検討する。
・みやぎ県民会議に設置した損害賠償ワーキンググループにおいて，仙台弁護士会の協力を得て損害賠償に係る業
種毎の研修会や法律相談会を開催し，民間団体の組織的な損害賠償請求の動きを支援していく。
②大津波等への備え
○津波避難施設の整備
・大津波に備えるため沿岸市町に対し，津波避難に資するための建築物（津波避難ビルなど）の建築・改修や，津
波避難タワーの建設，避難誘導に資する施設整備に必要な支援を行う。
○震災記録の作成と情報発信
・本県における今後の大規模災害への体制強化を図ることや，今後国内で発生するであろう大規模災害への備えと
なる教訓として，本県のみならず各自治体を初めとした多くの機関に活用していただくことを目的に取りまとめを
行う。
③自助・共助による市民レベルの防災体制の強化
○地域防災リーダーの養成
・大規模災害発生時には，公的機関の対応に加え，地域コミュニティの中で組織される自主防災組織による対応が
不可欠であるため，この組織において中心的役割を果たす地域防災リーダーの養成等を行う。
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④安全・安心な地域社会の構築
【警察施設の早期機能回復及び機能強化】
○警察施設の復旧及び機能強化
・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。
○緊急配備支援システム路上装置の増設
・復興作業に伴う県内への流入人口の増加や震災による生活困窮を理由とした窃盗事件等の各種犯罪の増加が予想
され，さらには，被災地周辺は交通事情が悪く，車両を使用した事案の可能性が高いことなどから，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。
【交通安全施設等の早期機能回復及び機能強化】
○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
・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。
○防災機能を強化した交通安全施設整備の推進
・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。
【防犯・防災に配慮した安全・安心な地域社会の構築】
○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
・被災地域においては，震災後1年を経過しても，防犯基盤となる地域コミュニティの整備が不十分で，仮設住宅等
に居住する被災者の体感治安は悪い状況にある。地域住民による自主防犯活動は，安全・安心な地域社会を復興す
るために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・支援を行い地域防犯基盤の強化を図る。
○重層的ネットワークの構築
・被災地域のニーズを把握した上で，犯罪抑止に資する犯罪情報等について，仮設住宅，地域，学校及び職域等に
広範な地域・組織へ伝達するための情報ネットワークの整備を図り，各種広報手段による積極的な生活安全情報の
提供に取り組むとともに，関係機関との連携による被災地治安対策に努める。
○地域安全対策の推進
・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はか
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。
○犯罪のない安全・安心まちづくりの復旧支援
・犯罪のない安全・安心まちづくりを担う防犯ボランティア団体の活動支援及び担い手の育成を推進するととも
に，県民の防犯意識の向上を図る。

（参考） 「平成２４年度政策財政運営の基本方針」抜粋
（平成24年度は，）特に，防災機能の回復のため，防災体制の再整備を重点的に進めるとともに，震災記録を作
成する。また，治安体制の回復については，警察施設の早期回復に併せ，機能強化を図るとともに，緊急車両等装
備品の補充・確保や，被災地を中心としたパトロール活動を強化するための体制を整備する。
さらに，東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による県民生活への様々な影響については，県民の不安
解消に向けた取組や風評被害払拭のための取組を行うなど，全庁的な対応を図る。
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６ 対応する主な事業
No.

1

2

想定する事業／手法名
市町村の行政機能回復に向
けた総合的支援（人的支援
を含む。）

消防力機能回復事業

区分

継続

継続

担当課（室）名

市町村課

消防課

3

消防救急無線ネットワーク
構築支援事業

4

防災ヘリコプター防災基地
整備事業

継続

消防課

5

情報伝達システム再構築事
業

継続

危機対策課

6

災害情報通信基盤強化事業
（地デジ共聴施設）

7

地域防災計画再構築事業

継続

継続

継続

8

災害時要援護者支援事業

継続

9

土木部業務継続計画（ＢＣ
Ｐ）

継続

10 原子力防災体制整備事業

地域防災計画再構築事業
11
（原子力災害対策編）

12

環境放射能等監視体制整備
事業

13 放射線・放射能広報事業

継続

新規

継続

継続

消防課

情報政策課

危機対策課

想定する事業内容
震災により本庁舎に壊滅的な被害を受けた市町村
の行政機能の回復を図るため，必要に応じ，職員派
遣や事務の委託による支援等を行う。
震災により消防庁舎や多くの消防車両が流出し，
沿岸部の市町を中心に消防力が著しく低下している
ため，早急に消防力を回復，増強する。
大災害時における通信手段を確実に確保するた
め，各消防本部の消防救急無線のデジタル化への移
行に合わせて，国，県，各消防本部を結ぶネット
ワーク（共通波：全国波・県波）の多網化やバック
アップ機能を構築する。
津波により県防災ヘリコプター基地である管理事
務所が被災し，使用不能となっており，防災航空隊
員の活動に甚大な支障を来していることから，新た
な防災基地の整備を図る。
震災により流出・損傷した防災に関する情報伝達
システムの再構築を行うため，防災行政無線等を整
備する。
住民の貴重な情報インフラであるテレビの地上デ
ジタル放送の難視聴を解消するため，被災した共聴
施設の再整備を支援する。
震災を踏まえて地震・津波への対策を根本的に見
直す必要があるため，新たな県の地域防災計画の見
直しを図る。

地震等の災害発生時に災害時要援護者が安全・確
実に避難できる体制を確保するため，「災害時要援
保健福祉総務課
護者支援ガイドライン」の周知・啓発を通じて，市
町村の取組を支援する。
災害時において，業務の停止を最小限にするた
め，業務継続計画（ＢＣＰ）を再構築し，災害時を
防災砂防課
想定した訓練を行うなど継続的に改善する。
東北電力株式会社女川原子力発電所周辺地域の安
全・安心の確保を図るとともに，東京電力株式会社
福島第一原子力発電所の事故への対応を踏まえ，新
たな原子力防災拠点施設を設置するなど，県内全域
原子力安全対策課 における原子力防災体制の整備を行う。
なお，整備に当たっては，国の示す方針に基づき
進めるとともに，県の全庁的な原子力災害対応体制
を構築する。
福島第一原発事故を踏まえて原子力災害への対策
を根本的に見直す必要があるため，新たな県の地域
原子力安全対策課
防災計画（原子力災害対策編）の見直しを図る。
東北電力株式会社女川原子力発電所周辺地域の安
全・安心の確保を図るとともに，東京電力株式会社
福島第一原子力発電所の事故への対応を踏まえ，新
原子力安全対策課 たな放射能等監視センターを設置するなど，県内全
域における環境放射能等の監視体制の整備を行う。
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に
伴う放射線や放射性物質の県内への影響を把握し，
県民に正しい情報を提供するため，県内全市町村に
おける放射線・放射能測定機器の整備・測定，ホー
原子力安全対策課 ムページによる放射線・放射能情報の提供，及びセ
ミナーの開催等を行う。
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６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

区分

14 みやぎ県民会議運営事業

継続

15 除染対策支援事業

継続

16 放射性物質検査対策事業

17 医療施設耐震化事業

継続

継続

担当課（室）名

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に
伴う本県の放射線・放射能被害に対応するため，事
故被害対策に係る総合調整を行うとともに，「東京
原子力安全対策課 電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会
議」及び同県民会議に設置する損害賠償請求に係る
ワーキンググループの企画・運営を行う。
平成24年1月1日に全面施行された放射性物質汚染
対処特措法に基づき，県民の被ばくリスクを低減さ
せるとともに，県民の不安を解消するため，市町村
原子力安全対策課 が行う除染対策事業に対する支援及び県有施設の除
染対策を進める。
食の安全・安心を確保するため，食肉処理施設に
食と暮らしの安全 保管された市場出荷前の牛肉や流通食品等に含まれ
る放射性物質の検査を実施する。
推進課

医療整備課

18 災害時医療情報網整備事業

継続

医療整備課

大規模災害時医療救護体制
整備事業

継続

医療整備課

19

救急医療情報センター運営
20
事業

継続

医療整備課

21 防災担当主幹教諭の配置

組替

教職員課

22 防災教育等推進者研修事業

継続

教職員課

防災拠点としての学校づく
23
り事業

継続

教育庁総務課

24 津波避難施設等整備事業

継続

危機対策課

25 木造住宅等震災対策事業

継続

建築宅地課

大震災検証記録作成普及事
26
業

27 津波対策強化推進事業

継続

継続

想定する事業内容

危機対策課

防災砂防課
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災害時の医療体制を確保するため，災害拠点病院
等の耐震化（耐震診断及び耐震性を欠く既存施設の
建て替え・補強）の費用を補助する。
震災でＭＣＡ無線端末機が失われた医療機関に対
する再配備と，これまで無線のエリア外であったた
めに端末機が配備されていなかった医療機関に対す
る配備に係る費用の一部を補助する。
大規模災害に備えるため，救命救急センター等に
おける自家発電設備の強化，ＤＭＡＴの養成と政府
総合防災訓練への参加支援等を行う。
大規模災害時に各医療機関が診療の継続に必要と
する物資や人的支援について速やかに把握し，その
支援体制を確保するため，その情報システムを整備
する。
地域内の防災主任の中心的役割を担わせる防災担
当主幹教諭を配置し，当該地域に所在する学校や市
町村教育委員会及び市町村防災担当部局と連携し，
学校，家庭，地域社会が一体となった防災教育の推
進を図る。
公立小，中学校及び県立学校における防災教育の
充実や防災等に係る対応能力を高めるため，防災教
育等の推進的役割を担う人材を養成する。
今回の震災では多くの公立学校が避難所や防災拠
点として活用された事実を踏まえ，公立学校の防災
機能及び防災教育機能を高めることにより，今後の
災害の現実的な対応に備える。
大津波に備えるため，沿岸市町に対し，津波避難
ビルや津波避難タワーなどの津波避難に資するため
の建築物及び避難誘導に資する施設の建設・整備に
努める。
県民の生命と財産の被害の軽減を図るため，倒壊
の危険性が高いとされる昭和56年5月以前に建てら
れた木造住宅等の耐震診断・耐震改修及び津波避難
施設等の耐震診断に対し助成等を行い，耐震化を促
進する。
未曾有の災害となった東日本大震災の概要，応急
対応や教訓を後世に残すとともに，防災意識の風化
を防ぐため，記録を作成する。
今回の被災体験から得た教訓を風化させず，後世
に広く伝承していくための県民協働の取組や津波防
災シンポジウム等を開催することにより，住民への
意識啓発活動を行う。

６ 対応する主な事業
No.

想定する事業／手法名

28 県政広報展示室運営事業

区分

担当課（室）名

継続

広報課

継続

危機対策課

防災リーダー養成事業との
30
連携事業

継続

警察本部
警備課

31 木造住宅等震災対策事業

継続

建築宅地課

29

防災リーダー（宮城県防災
指導員）養成事業

男女共同参画の視点での防
32
災意識啓発事業

新規

33 警察本部機能強化事業

継続

想定する事業内容
震災の記憶を風化させないため，県政広報展示室
を活用し，写真パネルや大型ビジョンによる映像な
どにより，来庁者や見学者に分かりやすく紹介す
る。
企業や地域において防災活動の中心となる防災
リーダーの育成を支援し，自主防災組織の育成，防
災訓練への参加促進，防災教育の充実を図る。
防犯・防災に配慮した安全・安心な地域社会の構
築を図るため，県が実施する防災リーダー養成等の
事業や防災訓練，避難訓練等を通じた防災体制確立
に関して，警察的見地から連携等を行う。
県民の生命と財産の被害の軽減を図るため，倒壊
の危険性が高いとされる昭和５６年５月以前に建て
られた木造住宅等の耐震診断・耐震改修及び津波避
難施設等の耐震診断に対し助成等を行い，耐震化を
促進する。

防災対策を進めていく上では，男女共同参画の視
共同参画社会推進 点が必要であり，そのため，避難所運営ガイド等を
作成し，一般県民への普及啓発を図るとともに，地
課
域で実践するリーダー養成講座等を実施する。
警察本部機能の強化のため，庁舎の改修及び各種
設備の高度化整備を行う。
警察本部
装備施設課

継続

警察本部
装備施設課ほか

警察ヘリコプターによる24時間運用の災害対策活
動拠点としての機能向上を図るため，庁舎の拡張及
び付帯設備の充実強化を行う。

継続

警察本部
装備施設課

災害時の警察署機能の強化のため，警察署設置の
非常用発動発電設備を大容量の設備に更新整備す
る。

継続

警察本部
装備施設課

継続

警察本部
警務課ほか

警察施設の早期機能回復・強化のため，被災し使
用不能となった警察署，交番，駐在所等について，
地域の復興状況を見ながら整備を進める。

新規

警察本部
生活安全企画課

被災地における防犯リーダーの育成及び専門的知
見によるアドバイスにより防犯ボランティアの活性
化を支援する。

継続

警察本部
生活安全企画課
ほか

地域安全対策推進事業
40
（交番相談員）

継続

警察本部
地域課

各種警察活動装備品等整備
41 事業（ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾃﾚﾋﾞｼｽﾃﾑのﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙ化・増強）

継続

警察本部
地域課

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
解消をはか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。
ヘリコプターテレビシステムで得られるリアルタ
イムの映像は，震災対応に欠かせない情報源となる
ことから，システムのデジタル化と増強等を行う。

継続

警察本部
刑事総務課

震災便乗犯罪や震災復興に伴う各種犯罪の増加が
予想されるため，緊急配備支援システム機器を増設
する。（40箇所106車線）

警察航空隊施設機能強化事
34
業

警察署非常用発動発電設備
35
強化事業

非常用警察活動燃料確保対
36
策事業

37 警察施設機能強化事業

自主防犯ボランティア活動
38
支援事業

39 生活安全情報発信事業

緊急配備支援システム整備
42
事業
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災害時の警察活動維持のため，警察施設内に自家
用給油設備を整備し車両用燃料の備蓄を行う。

仮設住宅，学校等を対象に，各種広報手段を活用
した防犯情報や生活安全情報等を提供する。

６ 対応する主な事業
区分

担当課（室）名

緊急輸送交通管制施設等整
43
備事業

継続

警察本部
交通規制課

震災に強い交通安全施設整
備事業

継続

警察本部
交通規制課

震災時における緊急交通路の円滑化や迅速な救援
活動を支援する交通環境を確保するため，交通管制
センター端末機器や交通信号機の付加装置等を整備
する。
折損しない鋼管製信号柱への改良や信号灯器の軽
量・省エネ化のための信号灯器のＬＥＤ化改良等，
震災時に対応可能な交通安全施設を整備する。

継続

警察本部
交通規制課

震災復興等における交通の安全で円滑な道路環境
を実現するため，最新の情報通信技術を活用した震
災に強い交通管制センターを構築する。

継続

警察本部
警備課

非予算的手法：防災計画策
定・防災訓練等開催事業

継続

警察本部
警備課

48 安否確認システム構築事業

新規

警察本部
警備課

仙台市との防災対策強化事
業

新規

警察本部
警備課

No.

44

想定する事業／手法名

震災に強い交通管制セン
45
ター整備事業

非予算的手法：防災リー
46
ダー養成事業と連携事業

47

49

50

安全・安心まちづくり推進
事業

継続

想定する事業内容

防犯・防災に配意した安全/安心な地域社会の構築
を図るため，県が実施する防災リーダー養成等の事
業や防災訓練，避難訓練等を通じた防災体制確立に
関して，警察的見地から連携等を行う。
今後の震災に備えるため，各自治体の防災計画，
防災訓練の企画及び実施への参画並びに県庁内各部
局，各自治体，消防等防災関係機関の災害担当者に
よる定期的な会議に参画する。
大規模災害発生時，県民の生命，身体及び財産の
保護のため，数日から数週間継続して警備に従事す
る警察職員の警備体制構築に必要な警察職員安否確
認システムを整備する。
仙台市と相互受信し情報収集活動，捜索・救難活
動等の情報共有を行っているヘリコプターテレビシ
ステム映像について，高層ビル等の影響を受けない
有線（光ケーブル）を使用した送受信設備を構築す
る。

防犯ボランティアの活動支援のため，活動用品の
貸与を行う。
共同参画社会推進 担い手育成のための養成講座を開催する。
県民の防犯意識向上のための地域安全教室の開催
課
を支援する。
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