
重点事業
○ ： 推進事業（候補）として優先的に位置付けることが妥当 Ａ ：

◆ ： Ｂ ：

Ｃ ：

空欄： 現段階では推進事業（候補）に位置付けるには課題あり Ｄ ：

復興事業
Ａ ：

Ｂ1：

「宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画」（H24.3策定）の掲載事業
で，引き続き推進事業（候補）として位置付けることが妥当

重点事業として予算化するには課題あり。課題の解決状況に応じて予算化

重点事業として予算化不可

予算化は認められない

復興事業として優先的に予算化

復興事業として特別交付税等の措置があれば予算化

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び
「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」選定案

新 規 ・ 組 替 事 業 一 覧 表
　候補選定案のうち，震災復興政策課が○又は◆と判定した事業について，震災復興推進事業（候補），ビジョン推進事業（候補）と位置付けています。

　【震災復興政策課の判定】　・・・　推進事業としての妥当性について 　【財政課の判定】　・・・　当初予算要求における予算化の方向性について

重点事業として優先的に予算化

資料６

Ｂ1：

Ｂ2：

Ｃ ：

Ｄ ：

　部局別提案事業数

　２６事業（新規　３事業，組替　０事業，継続　２３事業）

　１３事業（新規　２事業，組替　１事業，継続　１０事業）

　６３事業（新規　６事業，組替　９事業，継続　４８事業）

１３５事業（新規１９事業，組替　４事業，継続１１２事業）

１０２事業（新規　９事業，組替１２事業，継続　８１事業）

１５１事業（新規１１事業，組替１１事業，継続１２９事業）

　８３事業（新規　３事業，組替　６事業，継続　７４事業）

　　３事業（新規　１事業，組替　０事業，継続　　２事業）

１００事業（新規１２事業，組替　２事業，継続　８６事業）

　２０事業（新規　４事業，組替　０事業，継続　１６事業）

６９６事業（新規７０事業，組替４５事業，継続５８１事業）

警察本部・・・・・・

合　計・・・・・

保健福祉部・・・・・

経済商工観光部・・・

農林水産部・・・・・

土木部・・・・・・・

企業局・・・・・・・

教育庁・・・・・・・

復興事業として予算化するには課題あり。課題の解決状況に応じて予算化

復興事業として予算化不可

予算化は認められない

総務部　・・・・・・

震災復興・企画部　・

環境生活部　・・・・

復興事業として特別交付税等の措置があれば予算化
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

総務部 1 1 18-総-1 県庁業務障害者就労事業
人事課
障害福祉課

○ 新 重点 0 0
　知的障害者の就業機会を創出するため非常勤職員として任用する。
　（予算は番号保福部132障害福祉課33にて計上） ○ Ｃ

　県庁での事例がどの程度，民間にとっ
てのモデルケースとなるのかを含め，事
業の効果や財源の確保等について十分に
精査していただきたい。

　法定雇用率の達成であれば，窓口業務
等の非常勤職員を身体障害者に振り替え
ることで対応可能。
　雇用モデルとしては，県庁という組織
での雇用がどれだけの民間企業のモデル
となり得るのか疑問であり，任期付きで
安定雇用に繋がらない施策を将来ビジョ
ン推進事業として増額してまで実施する
のは如何か。

総務部 16 7 津波避難施設等整備事業 危機対策課 ○ ○ 新 復興 1,575,000 1,575,000 0 　津波避難施設等の整備に要する経費の補助を行う。 Ｄ

　復興交付金（都市防災総合推進事業）
により市町は一般財源の負担なく事業の
実施が可能。（実施計画上の位置付けに
ついて整理が必要。）

　復興交付金で実施可能な現状におい
て，県単独での本事業の実施は不要

総務部 22 15 33-総-4 津波体験車整備事業 危機対策課 ○ 新 発展 50,000 50,000 0 　津波体験車の購入 Ｄ
　今回の事業による啓発効果は疑問であ
る。

　津波に対する防災への意識を高めるの
であれば，津波を体験させるのではな
く，まず避難させることが 優先。
　また，超過課税で実施することについ
て，被災者をはじめとする県民の理解が
得られない。

経費
区分

県事業費 県事業費

選定案 コメント（整理すべき課題など）

震災復興
政策課

財政課 震災復興政策課 財政課

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載

総務部 (新規・組替) 1/1 総務部 (新規・組替)
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

企画部 1 1 みやぎ被災者生活支援事業
震災復興推進
課

○ 新 復興 16,985 16,985 0
　被災者に支援制度の情報を届けるため，被災者向けに支援情報を集約した「みや
ぎ被災者生活支援ガイドブック」を発行する。また，県外避難者交流会等に参加
し，ニーズ把握と，宮城県の復興や生活支援の情報を発信して帰郷の一助とする。

○ Ａ
配布方法等を十分検討の上，事業を実施
いただきたい。

執行にあたっては，掲載内容（ページ
数）及び印刷・発送部数の精査を行うこ
と。

企画部 9 1 4-企-5 復興先導型ＩＴ導入支援事業
情報産業振興
室

○ 新 発展 60,500 60,500 0
　生産設備等の復旧や販路回復に取り組む県内産業の復興を確実なものとするた
め，生産性向上，業務改善，新規顧客の獲得など，新たな付加価値創造に資するIT
の共同導入を促進する。

○ Ｂ

生産設備や販路回復に取り組む県内企業
のニーズを十分に踏まえた上で，開発支
援が行われるよう着実に事業を実施いた
だきたい。

H24年度当初ベースの発展税の枠内（情
報通信関連企業立地促進奨励金を除く）
【24,324千円】において,組替等により
対応すること。
　当該補助がビジネスモデルの転換（県
内IT業界の構造的課題の解決）につなが
るのか疑問。一過性の効果しか見込まれ
ないのでは。

企画部 13 5 4-企-4 情報通信関連企業立地促進奨励金
情報産業振興
室

○ ○ 組替 発展 30,000 30,000 10,000
　開発系のIT企業の誘致により情報産業の集積を目指すとともに，関連する製造業
の誘致や地域経済の活性化を図る。 ◆ Ａ

開発系ＩＴ企業等の新規立地につながる
よう着実に事業を進めていただきたい。

当初予算要求については，確度の高い立
地見込み等に基づいて要求すること。

経費
区分

県事業費 県事業費

選定案 コメント（整理すべき課題など）

震災復興
政策課

財政課 震災復興政策課 財政課

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載

震災復興・企画部（新規・組替） 1/1 震災復興・企画部（新規・組替）
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

環生部 3 3 27-環－8 ソーラーハウス促進事業 環境政策課 ○ ○ ○ 組替 環境 248,000 248,000 240,000
　太陽光発電システムを住宅に導入する県民に対し，規模に応じて設置費用の一部
を補助する。

◆ Ｂ
太陽光発電設備の導入を契機として，低
炭素型のライフスタイルへの気運の醸成
が図られるよう検討いただきたい。

補助単価，補助件数，県内産とそれ以外
とで補助額に差を設けること，それぞれ
について環境税導入の趣旨との整合性が
図れるよう検討すること。

17,117 16,346 771 5,020

重点 8,746 7,975 771 1,688 Ｂ
効果的かつ継続可能なスキームとなるよ
う関係企業と調整すること。

環境 8,371 8,371 3,332 Ａ
環境日記の必要部数については，無駄が
生じないよう精査すること。

18,374 8,024 10,350 9,374

重点 636 636 636 Ａ

重点 9,000 9,000 0 Ａ

重点 714 714 714 Ａ

環境 3,117 3,117 3,117 －

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考

選定案 コメント（整理すべき課題など）

震災復興
政策課

財政課 震災復興政策課 財政課
経費
区分

県事業費 県事業費

環生部 4 4 27-環－1 環境基本計画推進事業 環境政策課 ○ ○ ○ 組替
　宮城県環境基本計画が目指す「グリーンな地域社会構築」に向けて，積極的な環
境配慮行動の実践を宣言する「みやぎe行動宣言」の登録を進め，県民・事業者等
各主体の環境配慮行動を促進するとともに，その浸透・定着を図る。

◆
エコ・アクション・ポイントについて
は，導入の必要性や導入済みの自治体に
おける効果を検討いただきたい。

環生部 5 5 27-環－3
みやぎ地球温暖化対策地域推進事
業

環境政策課 ○ ○ 組替

　各業界団体や消費者団体，教育関係機関等を構成団体とし，地球温暖化防止策の
方向性等に関する認識の共有化を図るとともに，県内企業や団体等，地域の先進的
な取組みを県内各界各層の広範な活動の促進に げていくことを目的とした「ダメ
だっちゃ温暖化」県民会議の運営をはじめ，地球温暖化防止に向けた環境に関する
各種施策等に多面的に取り組む。

◆

地球温暖化対策地方公共団体実行計画の
策定に当たっては，産業・業務部門，特
に中小企業の排出削減対策についても検
討いただきたい。

環境 4,907 4,907 4,907 Ａ

20,900 20,000 900 9,200

重点 900 900 900 Ａ

環境 20,000 20,000 5,000 Ｂ

平成２４年度の事業実績を踏まえた課題
の整理も行い，事業の方向性を明らかに
した上で，補助要件，補助額等を検討す
ること。クリーンエネルギー製品開発事
業（新産業振興課）との差別化に留意す
ること。

資源循環推進課 0 3,300 －
2,525 2,374 151 478

重点 151 151 478 Ａ

環境 2,374 2,374 0 Ｂ
当該事業と復興との具体的なつながりが
不明であるので，さらに検討すること。

28,836 12,976 15,860 22,807
重点 12,860 12,860 12,851 Ａ
重点 3,000 3,000 2,956 Ａ
環境 2,976 2,976 0 Ａ

環境 10,000 10,000 7,000 Ｂ
ニホンジカ保護管理作業の改正作業と並
行して所要額を精査すること。

自然環境や森林 林業を学ぶ中核施設である県民の森の中央記念館を 安全で明 施設の改修内容に いては 環境教育の

環生部 7 7 27-環－6
クリーンエネルギーみやぎ創造プ
ラン推進事業

環境政策課
○ ○ 組替

　新たな産業集積と地球温暖化対策の両立を図りながら，真に豊かな「富県宮城」
の実現を目指すため，クリーンエネルギー関連産業の集積促進や，官民を挙げた
クリーンエネルギーの利活用促進など，地球温暖化対策に積極的に取り組むととも
に，産学官及び地域の多様な主体が参画した未利用エネルギーの活用やエコタウン
の構築等の先進的な取組として，他地域のモデルとなる事業に対する補助を行う。

◆

先導的かつ有望なプロジェクトを支援す
ることで，クリーンエネルギー産業の県
内での集積が進むよう事業を進めていた
だきたい。

環生部 12 4 29-環-8 豊かなみやぎの水循環創造事業 環境対策課 ○ ○ 組替
　県内を５流域に区分し，各流域において健全な水循環のための計画の策定を図る
とともに，各機関，団体等が連携し，普及啓発を含めた取組を進める。

◆
環境立県を支える人材の育成に資するよ
う効果的に事業を進めていただきたい。

環生部 22 6 29-環-4 野生鳥獣保護管理事業 自然保護課 ○ ○ 組替
　第11次鳥獣保護事業計画に基づき特定4獣類の保護管理事業を行うほか，有害鳥
獣駆除対策やガン・ハクチョウ類の生息調査を行う。 ◆

生物多様性及び豊かな自然環境の確保に
つながるよう，事業を進めていただきた
い。

環生部 25 9 29-環-10 県民の森施設改修事業 自然保護課 ○ ○ 組替 環境 139,040 139,040 5,367
自然環境や森林・林業を学ぶ中核施設である県民の森の中央記念館を，安全で明

るく快適な学舎へと改修し，より多くの県民に利用していただき，自然環境教育等
を推進する。

◆ Ａ
施設の改修内容については，環境教育の
観点から十分検討の上，事業を進めてい
ただきたい。

環生部 26 10 29-環-12 七ッ森里山環境学習林整備事業 自然保護課 ○ ○ 新 環境 4,784 4,784 0
　七ツ森県有林において，間伐等野森林整備やネイチャートレイルを開設し，里山
林の学習の場を整備する。

○ Ｂ
復旧期に実施すべき事業であるかを再検
討した上で事業を進めていただきたい。

部として事業費を復旧期に実施すべきか
再検討すること。（平成２５年度に行う
予定の環境税事業見直し後の復興関連需
要も考慮されたい）

環生部 27 11 29-環-13
サンクチュアリセンター機能充実
事業

自然保護課 ○ ○ 組替 環境 10,080 10,080 617
　老朽化した環境教育展示施設の更新と，生物多様性環境教育を推進する展示物の
機能充実を図ることで，自然保護に対する普及啓発を推進する。

◆ Ｂ

長期的に環境学習・体験活動等への活用
が図られるよう，整備内容について十分
に検討の上，事業を進めていただきた
い。

所要額を精査し可能な限り圧縮するこ
と。（平成２５年度に行う予定の環境税
事業見直し後の復興関連需要も考慮され
たい）

環生部 31 15 環境保全地域指定・管理事業 自然保護課 ○ 新 復興 26,535 3,520 23,015 23,206
　津波により地形，動物，植物等の生態系が変化した仙台湾海浜県環境保全地域の
学術調査（モニタリング調査）を実施する。

○ Ｃ

被災した仙台湾海浜地域における生態系
への影響を適切に把握し，当該地域の自
然環境の保全施策に活用されるよう着実
に事業を実施していただきたい。

平成２４年度と同様に，部局枠で実施す
ること。

環生部 32 16 三陸復興国立公園創設推進事業 自然保護課 ○ 新 復興 1,500 1,500 0
　第１回アジア自然公園会議のプレイベントとして，国立公園の創設と地域振興を
テーマとしたシンポジウムを開催するほか，レセプション時のアトラクションを実
施する。

○ Ｃ

三陸復興公園の再編が本県の地域産業や
観光振興の起爆剤となるよう関係機関と
十分に調整の上，事業を実施していただ
きたい。

三陸復興公園に係るイベントは，「アジ
ア自然公園会議準備会合」での要請に基
づき，国が行うべきものであり，県が行
う必要性は認められない。アジア自然公
園会議への協力は，観光課と連携し，部
局枠内で実施すること。

イノシシの狩猟数の減については，原発

環生部 33 17 野生鳥獣放射能対策事業 自然保護課 ○ 新 復興 4,930 4,930 0
　福島原発事故に由来する野生鳥獣肉の放射能物質モニタリング調査等を実施す
る。

○ Ｂ２
効果的な事業の実施に努めていただきた
い。

イノシシの狩猟数の減については，原発
事故との関係が不明。なお，計画上の目
標が未達成である現状に対しては，市町
村との役割分担を整理した上で，環境税
事業としての対応を検討すること。狩猟
数の減については，原発事故との関係が
不明であるため，予算化不可。

6,841 6,841 5,128
重点 3,849 3,849 3,938 Ａ

重点 2,992 2,992 1,190 Ａ
先行事例，類似事例の調査と並行して，
所要額も精査すること。

環生部 62 5
男女共同参画の視点での防災意識
啓発事業

共同参画社会
推進課

○ 新 復興 5,246 5,246 0

　東日本大震災の教訓を活かし，男女共同参画の視点での避難所の運営や防災対策
等についての啓発資料を作成し，広く県民に周知するとともに，作成した資料を活
用した講座等の実施により，震災からの復興，防災への取組に男女共同参画の支援
を取り入れていくためのリーダー養成を行い，県全体の男女共同参画に関する意識
の向上を図る。

Ｂ２

避難所の運営等については，マニュアル
に男女参画社会の視点を取り入れるな
ど，体系的・総合的な整理を図る必要が
ある。

防災関連事業を行う他部局等と連携
（リーフレットの一本化など）した事業
となるよう検討すること。

環生部 59 2 25-環-1 安全・安心まちづくり推進事業
共同参画社会
推進課

○ ○ ○ 組替

　東日本大震災により防犯ボランティアの担い手の多くが被災したことにより，こ
れまでの住民や事業者等による主体的な安全・安心まちづくり活動の停滞が懸念さ
れることから，防犯ボランティア団体への支援や安全・安心まちづくり県民運動の
推進を通して，被災地における安全・安心まちづくりの復旧を進める。

◆

子どもや高齢者等が安全で安心して暮ら
せる地域社会を作るため，地域ぐるみで
防犯活動に取り組むための気運の醸成に
資するよう配慮の上，事業を実施いただ
きたい。

環境生活部 (新規・組替) 1/2 環境生活部 (新規・組替)
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考

選定案 コメント（整理すべき課題など）

震災復興
政策課

財政課 震災復興政策課 財政課
経費
区分

県事業費 県事業費

環生部 63 6 震災復興担い手ＮＰＯ等支援事業
共同参画社会
推進課

○ 新 復興 3,000 3,000 0
　全国から被災地に入って活動しているＮＰＯ，復興支援活動に取り組む被災地の
地元ＮＰＯ，ＮＰＯ法人の設立を目指す地域住民等の活動を側面的に支援するた
め，ＮＰＯ運営等に係る専門家を派遣して現地相談会・講座を開催する。

○ Ｂ２

復興事業を担うＮＰＯ法人が効果的に支
援を受けられるよう，研修会の実施方法
や周知方法について十分検討の上，事業
を進めていただきたい。また，地域復興
支援課が実施する復興活動支援事業と連
携し，進めていただきたい。

新しい公共支援基金に続く財政措置を前
提とする。企画部が行う被災者生活支援
等の復興事業と連携するとともに，役割
分担が整理された事業となるよう調整す
ること。

環境生活部 (新規・組替) 2/2 環境生活部 (新規・組替)
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

保福部 6 7 被災者健康支援会議事業
保健福祉総務
課

○ 新 復興 1,939 1,939 0
　県及び市町村が実施する被災者健康支援施策を企画・実施・評価するに当たり，
保健・医療・福祉等の専門家を招へいし，助言を求める。 ○ Ｂ１

各種支援策との連携を密に図り，事業を
進めていただきたい。

必要経費の精査を行うこと

182,992 8,771 0 174,221 0 0 0 72,542

重点 0 30,000

重点 181,500 8,700 172,800 42,542

保福部 33 24 19-保-23 医師育成機構運営事業 医療整備課 ○ ○ 組替 重点 84,550 33,911 23,145 27,494 44,934
　東北大学，医師会，医療機関，県で構成する「宮城県医師育成機構」において医
師のキャリア形成支援等を通じ，医師にとって魅力的な環境を構築し，宮城県への
医師招へい，定着の促進を図る。

◆ Ｂ
関係機関と連携し，一層の医師確保推進
に努めていただきたい。

・医療再生基金が活用できるH25までに
国庫補助とあわせ集中的に医師確保対策
を図る。

保福部 38 29 19-保-28 緊急看護師確保対策事業 医療整備課 ○ ○ 新 復興 67,317 67,317
　看護師の確保が困難な沿岸部の被災地の医療機関へ看護師を誘導するために修学
資金の創設や教育環境整備のための支援を行う。 ○ Ｂ１

各種施策との連携を図り，被災地看護職
員の確実な確保に繋がるよう，事業を進
めていただきたい。

・地域医療推進委員会での議論を踏ま
え，予算要求を行うこと。

保福部 39 30 気仙沼地域医療施設復興事業 医療整備課 ○ 新 復興 4,756,512 4,756,512 183,845
　地域医療復興計画に基づく気仙沼地域における医療施設等の新築への補助など復
興の取組に対する支援を行う。 ○ Ｂ１

関係機関と十分調整し，事業を進めてい
ただきたい。

・医療再生基金を財源として実施するこ
とを条件とする。

9 008 059 34 540 0 8,973,519 0 0 0 769 930

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載 財政課 震災復興政策課 財政課

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考経費
区分

県事業費 県事業費

選定案 コメント（整理すべき課題など）

○ ○

震災復興
政策課

保福部 24 15 13-保-19 周産期医療再生事業 医療整備課 組替 　地域医療再生計画に基づいて，周産期医療の再生を図るための取組を行う。 ◆ Ｂ
県内の周産期医療体制整備の充実強化に
向けて，関係機関と連携し，事業を推進
していただきたい。

・国庫補助金・医療再生基金を財源とし
て事業を実施することを条件とする。

9,008,059 34,540 0 8,973,519 0 0 0 769,930

復興 4,993,059 34,540 4,958,519 654,930

復興 4,015,000 4,015,000 115,000

保福部 41 32 仙台地域医療施設復興事業 医療整備課 ○ 新 復興 891,699 891,699 811,749
　地域医療復興計画に基づく仙台地域における医療施設等の新築への補助など復興
の取組に対する支援を行う。 ○ Ｂ１

関係機関と十分調整し，事業を進めてい
ただきたい。

・医療再生基金を財源として実施するこ
とを条件とする。

保福部 42 33 人材確保・養成事業 医療整備課 ○ 新 復興 530,000 530,000 1,615,578 　地域医療復興計画に基づき医療人材確保に向けた各種対策を実施する。 ○ Ｂ１
各種施策との連携を図り，確実な医療人
材確保に繋がるよう，事業を進めていた
だきたい。

・医療再生基金を財源として実施するこ
とを条件とする。

保福部 43 34 革新的医療機器創出促進事業 医療整備課 ○ 新 復興 307,961 307,961 528,268
　革新的医療機器等の創出を通じ，産業集積，新産業創出による被災地の復興を図
るため，国から交付された基金を原資しに医療機器開発の支援を行う。 ○ Ｂ１

東北大学等と連携し，医療機器開発の一
層の充実が図られるよう事業を進めてい
ただきたい。

・医療再生基金を財源として実施するこ
とを条件とする。
・事業の進捗管理に努める。

保福部 49 10 21-保-2 明るい長寿社会づくり推進事業
長寿社会政策
課

○ ○ 組替 重点 50,200 25,000 25,200 53,459
　元気な高齢者の社会活動への参加を促進するため，啓発情報誌の発行やスポー
ツ・芸術活動などに対する補助を行う。 ◆ Ｂ

関係機関と十分連携を図りながら，事業
を進めていただきたい。

①H24事業費の枠内で要求すること
②諸収入の額は実態を踏まえて過度にな
らないようにすること

保福部 52 13 21-保-5 認知症地域医療支援事業
長寿社会政策
課

○ ○ 組替 重点 18,070 9,035 9,035 6,590
　かかりつけ医に対する認知症への理解の促進や，認知症サポート医との連携によ
り地域における認知症発見・対応力の向上を図る。 ◆ Ｂ

認知症疾患医療センター運営について
は，関係機関との連携を密にして事業に
取り組んでいただきたい。

補助単価の妥当性について精査すること
（センターの担う業務量，他県の補助単
価，国の概算要求，仙台市との負担割合
など）

保福部 58 21 高齢者生活援助員派遣事業
長寿社会政策
課

○ 新 復興 52,416 52,416
　応急仮設住宅における高齢者等の見守り支援体制について，災害公営住宅（シル
バーハウジング）においても継続的に実施する。

○ Ｂ２
関係する事業と十分整理していただきた
い。

①支援サービスの必要量を把握の上，市
町から要望があればNo.9で対応
②モデル性，対象住宅の精査，事業効果
などを整理の上，要求すること

保福部 40 31 石巻地域医療施設復興事業 医療整備課 ○
関係機関と十分調整し，事業を進めてい
ただきたい。

・医療再生基金を財源として実施するこ
とを条件とする。

新
　地域医療復興計画に基づく石巻地域における医療施設等の新築への補助など復興
の取組に対する支援を行う。 ○ Ｂ１

な を整理 ，要求する

保福部 76 20 地域健康づくり支援事業 健康推進課 ○ 新 復興 8,037 8,037

　仮設住宅等に入居する被災者が自己の健康維持・増進等を図る上で，リハビリ
テーション専門職を活用し，生活の中でより効果がある運動方法を提供し，その活
動を支援する。また，被災者が健康づくり事業を実施するためのリーダー等の養成
を支援する。

○ Ｂ２
既存のリハビリテーション支援事業との
事業内容を整理した上で，事業を進めて
いただきたい。

・リーダー養成の必要性，事業内容，積
算内容が不明瞭。
・既存事業との住み分けの整理が必要。

保福部 95 21
保育所等複合化・多機能化推進事
業

子育て支援課 ○ 新 復興 55,167 3,705 51,462 0
　復興計画などに基づき，保育所，認定こども園，放課後児童クラブ，地域子育て
支援拠点などの子育て関連施設の複合化・多機能化する際の整備費について補助を
行う。

○ Ｂ１
地域の実情に応じて，子育て支援環境の
整備に向けて，引き続き取り組んでいた
だきたい。

必要経費の精査を行うこと

保福部 96 22 保育士確保支援事業 子育て支援課 ○ 新 復興 10,000 2,000 8,000

　震災後，より困難となっている保育士の確保について支援する。
　・保育士人材バンクの設置支援
　・就職合同説明会実施支援
　・保育士試験合格セミナーの開催支援

○ Ｂ２

保育士人材バンク設置支援事業について
は，現状分析をした上で，潜在保育士の
掘り起こしにつながるよう事業を進めて
いただきたい。

①就職説明会及び試験セミナーは必要性
が認められない
②実施方式の検討，目標値の設定，適正
な財源負担等を精査すること

保福部 103 29
被災児童やその家族等を支援する
ための相談・援助事業

子育て支援課 ○ 新 復興 50,000 50,000 81,000
　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，県が市町村を通じて補助金を交付し，被災地におけるきめ細やかな支援活
動の促進を図る。

○ Ｂ１
NPO等の支援団体との連携を図り，事業
を進めていただきたい。

必要経費の精査を行うこと

保福部 104 30
仮設住宅サポートセンター支援事
業

子育て支援課 ○ 新 復興 10,000 10,000 10,000

　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促
進するため，セミナーや支援団体間の会議等について，NPO法人に委託し，実施す
る。

○ Ｂ１
NPO等の支援団体との連携を図り，事業
を進めていただきたい。

必要経費の精査を行うこと

保福部 105 31
児童福祉施設等給食安全・安心対
策事業

子育て支援課 ○ 新 復興 54,288 54,288 0

　児童のより一層の安全・安心確保の観点から，児童福祉施設等で提供される給食
における放射性物質の有無について把握するため，給食一食全体について事後検査
を実施し，また，市町村が検査機関に委託して実施する検査費用について補助す
る。

○ Ｂ１
関係機関と連携を図り，事業を進めてい
ただきたい。

必要経費の精査を行うこと

保福部 106 32 子ども支援センター事業 子育て支援課 ○ 新 復興 121,000 121,000 121,000
　震災により心に深い傷を負った子どもたちに対する支援を行うため，日本子ども
家庭総合研究所が厚生労働省との連携の元設置する「東日本大震災中央子ども支援
センター」により，児童精神科医など専門職の派遣や研修事業等を行う。

○ Ａ
各種施策との連携を図り，事業を進めて
いただきたい。

必要経費の精査を行うこと

保福部 107 33 震災遺児家庭等支援事業 子育て支援課 ○ 新 復興 5,000 5,000 5,000
　東日本大震災により被災し，ひとり親家庭（震災遺児家庭）となった世帯は，経
済面，子どもの養育面等様々な側面で困難に直面していくことになるため，自立
し，安定した生活を送ることができるよう各種支援を実施する。

○ Ｂ１
各種施策との連携を図り，事業を進めて
いただきたい。

必要経費の精査を行うこと
①H24実績見込
②印刷物の更新の必要性

保福部 130 31 22-保-14 障害者虐待防止対策支援事業 障害福祉課 ○ 新 重点 7,344 741 6,603 2,600
　障害者虐待防止法（H24.10月施行）に基づき，障害者虐待の予防や早期発見等を
図るため，関係機関等の連携協力体制の整備や，専門的知識及び技術を有する人材
等の確保及び資質の向上に取り組む。

○ Ｂ
関係機関と連携し，事業を進めていただ
きたい。

①要求額は「通常」⇒「重点」の経費区
分替えとする
②実績を精査の上，要求すること

保福部 131 32 19-保-29 精神障害者救急医療体制整備事業 障害福祉課 ○ ○ 新 重点 149,334 23,366 125,968 87,436

　東日本大震災に伴い，ＰＴＳＤ等の精神疾患の発症者の増加や精神状態の悪化等
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適切な医療を提
供する。

○ Ｂ

県全体として精神科救急医療体制を推進
するできるよう，医師会など関係機関と
の連携を密にして，事業を進めていただ
きたい。

①民間病院や精神医療Ｃ等関係機関と十
分調整すること
②補助単価は国補助単価をベースに整理
すること
③24時間体制にするための方策として原
案がベストであることの整理

保健福祉部 (新規・組替) 1/2 保健福祉部 (新規・組替)
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載 財政課 震災復興政策課 財政課

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考経費
区分

県事業費 県事業費

選定案 コメント（整理すべき課題など）

震災復興
政策課

保福部 132 33 18-保-7 県庁業務障害者就労事業 障害福祉課 ○ 新 重点 15,231 15,231
　知的障害者が従事しやすい業務の集中化・職場環境づくりを実践し，民間企業に
おける障害者雇用が円滑に進むようモデルケースを提起する。 ○ Ｃ

　県庁での事例がどの程度，民間にとっ
てのモデルケースとなるのかを含め，事
業の効果や財源の確保等について十分に
精査していただきたい。

①達成目的が不明確
②目的達成の手段がこれによらなければ
ならない合理性がない

保健福祉部 (新規・組替) 2/2 保健福祉部 (新規・組替)
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

経商部 19 17 2-経-2 地域企業競争力強化支援事業 新産業振興課 ○ ○ 組替 発展 67,994 67,994 5,226

　産学官の連携，公設試等の技術シーズを活用した技術開発，付加価値の高い製品
の開発，実用化を産業技術総合センターが主体となって推進し，高度電子機械，自
動車関連等の分野における地域産業技術総合センターが主体となり，企業等との連
携協力のもと，自動車関連，高度電子機械等の分野に関連する研究開発，技術移転
を行い，地域企業の高付加価値製品の開発や実用化を支援し，県外企業に対する競
争力を強化する。

◆ Ｂ
　事業の趣旨やこれまでの事業内容を踏
まえて，優先すべきテーマを精査してい
ただきたい。

①　事業費は１期目のトータル金額の１
年分を計上
②　事業費の範囲で優先順位をつけて実
施すること

経商部 25 24 2-経-8 １０ｍ法電波暗室整備事業 新産業振興課 ○ 新 発展 25,000 25,000 0 　１０ｍ法電波暗室を導入することにより，県内産業の発展を強力に支援する。 Ｃ

　医療産業の集積に向けた活発な動きが
確認されるまで，10m法電波暗室を持つ

寄りの検査機関における検査に要する
費用を補助するなど，費用対効果に配慮
した事業の実施について再検討していた
だきたい。

　ニーズは理解できるが，発展税の財源
が限られており予算化困難

経商部 26 25 1-経-2
富県宮城技術支援拠点整備拡充事
業

新産業振興課 ○ ○ 新 発展 240,000 240,000 0
　地域の中小企業単独で保有することが難しい機器等を産業技術総合センターに設
置し，ものづくりを行う地域企業が抱える製品の高品質化，生産コストの低減，納
期の短縮化等の課題を解決する。

○ Ｂ

　機器の使用頻度など企業ニーズと施設
整備費用のバランスや近県の公設試の施
設の活用なども含めて，施設整備の必要
性と優先順位を検討していただきたい。

　2期目トータル2億円の範囲で予算化可

経商部 27 26 2-経-7
地域イノベーション戦略支援プロ
グラム事業

新産業振興課 ○ 新 発展 5,000 5,000 0
　国の補助事業を活用し，地域が策定する地域イノベーション戦略の推進のため設
置が必要となるプロジェクトディレクターの人件費負担を行う。（平成24年9月補
正にて3,746千円要求。）

○ Ｂ
　地元企業への波及効果のある医療産業
集積・振興に留意していただきたい。

　１期目の実績と２期目継続の必要性を
当初まで整理すること

経商部 28 27 2-経-9 中小企業ふるさと投資事業 新産業振興課 ○ ○ 新 重点 18,871 18,871 0
　被災中小製造業者の復興支援を長期にわたり行うため，匿名組合のスキームを利
用したマイクロファイナンスの手法により，全国の個人投資家から直接企業に投資
してもらう制度を官民連携して構築する。

Ｄ

　マイクロファイナンスによる被災地支
援の手法に対する一般市民の支持が低下
していることから，課題と対策を十分に
検討していただきたい。

①　県が手数料の一部を補助する必要性
が不明
②　個人投資家が期待する配当を生み出
せるのか疑問
③　組成したファンドの規模で救える事
業者数の想定が不明確

経商部 36 11 1-経-12 産業集積拠点創造事業
産業立地推進
課

○ ○ 新 発展 61,500 61,500 0

　震災により，沿岸工業用地が地盤沈下や仮設住宅用地とされたことにより，分譲
が不可能となっていることに加えて，被災企業の内陸部への移転などから，県内の
工業用地は不足している状況にあり，産業集積による雇用創出を目指す中で，大き
な支障となっていることから，工業用地として有望な築館工業団地，第二仙台北部
中核工業団地松の平三丁目について，工業用地として整備するための基本設計を委
託により実施する。

Ｄ
　既存事業の活用を検討するなど事業内
容を再検討していただきたい。

　公社が実施すべきことであり，県が実
施する必要性がない

経商部 49 15 被災商工会等施設等復旧支援事業
商工経営支援
課

○ ○ 組替 復興 34,500 34,500 60,000
　震災によって被災した商工会館施設等の再建設，修繕に要する経費及び本設取得
時までの代替施設賃料，被災什器備品等の取得に要する経費について予算の範囲内
において補助する。

◆ Ｂ１
　関係者との連携を密にし，まちづくり
の進捗に合わせた事業の推進を図ってい
ただきたい。

　再建設，修繕は補助率1/2（事業者負
担の1/2），上限額10,000千円とする

経商部 51 17 4-経-3 新商店街活動推進事業
商工経営支援
課

○ ○ ○ 新 発展 11,100 11,100 0
　少子高齢化や東日本大震災による環境の変化に直面している地域商店街が，社会
問題に対応できる商店街として発展するための支援を行う。 ○ Ｄ

①　昨年度提案された商業ビジョン策
定，商店街の組織づくり（新商店街活動
計画策定）については，関係者との連携
を密にして事業を推進していただきた
い。
②　その他のソフトやハードの補助につ
いては，市町村総合補助金を活用した対
応を再検討していただきたい。

　市町村振興総合補助金で実施すること

経商部 55 24 24-経-2
コンパクトで活力あるまちづくり
支援事業

商工経営支援
課

○ ○ 組替 重点 1,260 1,260 213
　「コンパクトで活力あるまちづくり」に向けた「集客施設による地域貢献活動」
を支援する。 ◆ Ｂ

　行政評価の事業分析結果を踏まえて事
業内容の検討を進めていただきたい。

　H25のセミナーをもって廃止し，表彰
制度のみを残した通常事業とするよう検
討すること

経商部 59 5 18-経-10 ものづくり産業人材アシスト事業
産業人材対策
課

○ ○ ○ 組替 発展 36,000 36,000 【35,000】

　県内に生産拠点を有する中小企業が，県内の求職者（被災離職者等を含む）を一
定期間雇用した上で研修を実施し，地域のものづくり企業等に就職するための知識
や技術を実践レベルで習得させる場合に，ＯＪＴ，ＯＦＦ－ＪＴに係る経費を助成
することにより，中小企業の人材確保及びレベルアップを図る。（H24年度で「緊
急雇用創出事業　重点分野雇用創出事業　地域人材育成事業」が終了することによ
り，発展税事業とするもの。）

◆ Ｂ

　「ものづくり人材育成確保対策事業」
や「緊急雇用創出事業」など関連する事
業との連携を図りながら事業を推進して
いただきたい。

①　雇用基金で事業目的は達成できると
判断
②　H24と同額の35,000千円で雇用基金
で実施すること
③　雇用基金の事業費は雇用対策課で一
括計上

経商部 61 2 雇用維持対策事業 雇用対策課 ○ ○ 組替 復興 333,887 333,887 1,089,000
　震災により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し，休業等の雇用の維持
のために要した経費を助成する。 ◆ Ｂ１

　事業内容のうち，「沿岸地域雇用維持
特別奨励金」については，対象地域を再
検討していただきたい。

　沿岸部の延長はH25までとすること

経商部 64 5 被災者等再就職促進事業 雇用対策課 ○ ○ 新 復興 360,000 360,000 0
　被災者，震災により離職や廃業を余儀なくされた者など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，奨励金を支給する。 Ｄ

　被災地企業の再雇用に関するニーズや
国の制度の継続状況を踏まえて，事業の
必要性や内容を再検討していただきた
い。

　奨励金制度は事業終了後のデメリット
が大きいため，奨励金制度以外の事業を
検討すること

経商部 73 15 18-経-9 みやぎ雇用創出対策事業 雇用対策課 ○ ○ 組替 重点 12,050 12,050 7,800
　非自発的離職者を雇い入れた事業主等に奨励金を支給することにより，離職者の
再就職を促進する。 ◆ Ｂ

　国の制度の継続状況や経済情勢の変化
などを踏まえて，事業を推進していただ
きたい。

①　雇用開発助成金の状況等を把握し，
当初予算までに必要額を精査すること
②　枠内で実施すること

経商部 74 1 観光復興緊急対策事業 観光課 ○ ○ 組替 復興 27,700 27,700 14,500
　震災により県内観光に大きな影響が生じていることから，県内外からの誘客を早
急に進めるため，正確な観光情報の提供やキャラバン等を実施する。 ◆ Ｂ１

　関連する他事業との違いが明確になる
ように目的・手段による整理・統合を一
層進めていただきたい。

　ＤＣ後の展開も視野に入れ，当初まで
事業内容を精査すること

経商部 76 4
外国人観光客災害復興緊急誘致促
進事業

観光課 ○ ○ 新 復興 22,853 22,853 0
　震災の発生以降，大幅に減少している外国人観光客の積極的な誘致を図るため，
観光地の復興等について正確な情報を提供するとともに，安心して来県できる体制
づくりを行う。

○ Ｂ１
　海外との経済交流を図る事業など関連
事業との連携に留意していただきたい。

①　数次ビザ対応に特化した事業とする
こと
②　旅行博は通常事業で対応すること
③　コーディネーターは大連事務所で補
完すること
④　グリーンツーリズムは農村振興課と
の役割を明確にすること

経商部 78 6 みやぎ観光復興誘客推進事業 観光課 ○ ○ 組替 復興 11,922 11,922 6,000
　本県への観光客の誘致の促進を図るため，旅行会社及び旅館ホテル等に対し，被
災者のリフレッシュ事業の実施など，復興段階に併せた旅行商品の造成及び催行
や，事業の実施に要する経費を補助する。

◆ Ｂ１
　関連事業において事業の成果を活用し
ていただきたい。

　受入態勢研修会は市町村の観光協会等
が実施するよう働きかけること

経商部 89 2 8-経-4 外資系企業県内投資促進事業
国際経済・交
流課

○ ○ ○ 組替 重点 2,998 2,998 1,605
　R＆Dに加え，製造業やIT関連企業の誘致を進めるため，投資環境セミナーの開催
や海外展示会へのブース出展を行う。 ◆

Ｂ
Ｄ

　引き続き企業誘致に努めていただきた
い。

①　継続事業は枠内で実施すること
②　見本市の出展は費用対効果に疑問

経費
区分

県事業費 県事業費

選定案 コメント（整理すべき課題など）

震災復興
政策課

財政課 震災復興政策課 財政課

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載

経済商工観光部 (新規・組替) 1/2 経済商工観光部 (新規・組替)
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金
経費
区分

県事業費 県事業費

選定案 コメント（整理すべき課題など）

震災復興
政策課

財政課 震災復興政策課 財政課

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載

経商部 94 1
被災中小企業海外ビジネス支援事
業

海外ビジネス
支援室

○ ○ 組替 復興 2,000 2,000 4,000
　震災により海外との取引が断絶・停滞してしまうおそれのある企業に対し，その
ビジネスの可能性を絶やすことなく将来に持続させるための各種補助・措置を行
う。

◆ Ｂ１
　自動車関連産業や高度電子機械産業な
ど重点分野の企業に対する周知に努めて
いただきたい。

経商部 98 6 8-経-5 東アジアとの経済交流促進事業
海外ビジネス
支援室

○ ○ 組替 重点 5,900 5,900 5,112
　東アジアの経済成長の中心である中国との経済交流を促進するため，商談会の開
催等により，本県経済を活性化する。 ◆

Ｂ
Ｄ

　食品の販路開拓については食産業振興
課と十分な協議を行い，戦略的な展開を
図っていただきたい。

①　継続事業は枠内で実施すること
②　食品商談会は東南アジアへの販路開
拓の方向性が定まっていない現状では不
可

経商部 99 7 8-経-6 ロシアとの経済交流事業
海外ビジネス
支援室

○ ○ 組替 重点 6,388 6,388 2,206 　近年経済成長が続くロシア地域との経済交流を促進する。 ◆
Ｂ
Ｃ

　中期的な視点に基づく目標を設定し，
効果的な事業の推進に努めていただきた
い。

①販路拡大事業は当初まで企業の要望調
査を実施し実施可能性を判断すること
②商談会は他県と連携することで課題が
解決するとは考えにくい

経商部 101 9
仙台港国際ビジネスサポートセン
ター災害復旧事業

海外ビジネス
支援室

○ 新 復興 605,000 310,000 65,000 230,000 0
　東日本大震災の大津波により被災したみやぎ仙台港国際ビジネスサポートセン
ター（アクセル）の修繕を平成25年度に行う。 ○ Ｂ１

　イベントホール等の新設後の活用方法
にも留意していただきたい。

　管理経費は通常事業の自然増で対応

経済商工観光部 (新規・組替) 2/2 経済商工観光部 (新規・組替)
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

農水部 20 7
県産農林水産物放射性物質対策事
業

食産業振興課 ○ ○ 組替 復興 28,994 15,000 13,994 11,100
　原子力災害対策特別措置法第20条の規定に基づく農林水産物の放射性物質検査及
び放射性物質対策に係る正確な情報発信と県産農林水産物の安全性をＰＲする。 ◆ Ａ

放射性物質に関する正確な情報が浸透
し，理解が深まるよう効果的な事業の実
施に努めていただきたい。

サンプル購入費については購入しない調
達方法を検討すること

農水部 32 20 食品製造業生産力向上支援事業 食産業振興課 ○ 新 発展 410,000 410,000 0

　震災を受け，各食品製造業者は，企業活動を再開したものの，商品販売（既成商
品の売上げ増）や販路確保（取り返し，新規開拓）に苦慮している。
　一方で，復興状況や企業活動再生過程は企業ごとに異なることから，企業活動を
取り巻く厳しい環境の中での販路を開拓する上で，個々の事業者が自社が抱えてい
る課題を洗い出し，その解決に必要な費用の一部を助成する。

Ｃ

事業内容の「２ 生産・技術力向上支
援」については，既存事業との違いを明
確にした上で，同事業の組換・拡充で対
応できないか検討していただきたい。

既存のスキームを十分活用し対応するこ
と

農水部 33 21 食品製造業経営安定支援事業 食産業振興課 ○ 新 復興 100,300 300 100,000 0

 県内の食品製造事業者は，農林水産物原材料調達先の被災により，原料供給が不
能または減少していることから，その代替原材料を他産地から調達，原料高騰への
支援のため，新たに発生する原材料価格や流通コストなどの掛かり増し経費を助成
する。

○ Ｂ１
関係課及び生産者団体等と連携し，可能
な限り県産加工用米の確保に努めていた
だきたい。

①対象70社の掛かり増し状況を把握して
おくこと
②事業実施期間の長短にかかわらず全体
補助額2億円以内で実施すること
③1社当たり2回までの補助とすること

農水部 48 3 被災農地再生支援事業
農産園芸環境

○ ○ 新 復興 30 300 300 30 000 0

　除塩対策実施の農地においては，地力の低下や海成の土砂の混入による土壌の強
酸性化が引き起こされると想定され，作物の収量・品質への影響が懸念されること

○ Ｂ２
農地の復旧状況や復旧した農地の実態を
十分把握した上で事業を進めていただき

①東日本大震災農業生産対策交付金の対
象として継続された場合，本事業の執行
は行わないこと
②測定経費は補助の前提条件とし補助対
象経費としないこと

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考

選定案 コメント（整理すべき課題など）

震災復興
政策課

財政課 震災復興政策課 財政課
経費
区分

県事業費 県事業費

農水部 48 3 被災農地再生支援事業
農産園芸環境
課

○ ○ 新 復興 30,300 300 30,000 0
酸性化が引き起 されると想定され，作物の収量 品質 の影響が懸念される と
から，農業者等のグループが共同で実施する地力回復等のための取組を支援する。 ○ Ｂ２ 十分把握した上で事業を進めていただき

たい。

象経費としな と
③畜産課スキーム，産地資金スキームと
整合を取るため補助率は1/4とすること
④総補助額1.7億円以内で実施するとと
もに年度間事業費について適正に見積も
ること

農水部 66 20 6-農-29 みやぎの茂洋普及拡大推進事業 畜産課 ○ ○ 組替 通常 95,000 95,000 27,500

　肉質・肉量ともに優れた本県基幹種雄牛「茂洋」号の産子の県内保留を支援し，
強い畜産経営体づくりを推進する。平成２３年度の牛の出荷制限以降，出荷牛の停
滞や枝肉価格の減少で，優良子牛の県内保留意欲の低下が，今後の肉牛産地のブラ
ンド力低下を招くこととなるため，経営環境が厳しいこの時期に畜産経営体を支援
する。

Ｃ

・茂洋産子購入費補助
①単なる更新ではなく，畜産経営の規模
拡大・経営強化を目指す生産者を対象者
とすることを検討いただきたい。
②「茂洋」産子県内保有率を着実に高め
るため，導入による優位性等の周知に努
めていただきたい。
・ハード増設補助
既存事業での対応を検討いただきたい

・茂洋産子購入費補助：Ｃ
①補助創設時と比べ素牛市場へ出荷頭数
が増え価格差が小さくなっていること，
一定数量の枝肉出荷がなされ評価は高
まっていると思慮されることから畜産農
家の経常的経費に属する当該経費補助は
終了すること
・ハード増設補助：Ｃ
①H25までは継続事業とし通常事業とし
て対応すること
②施設復旧と単価・補助率をあわせるこ
と

農水部 67 22
みやぎの繁殖雌子牛保留推進復興
支援事業

畜産課 ○ 新 復興 80,000 80,000 0

　茂洋産子の一時的な高騰があり，優良な雌牛保留ができないことに加え，繁殖農
家の廃業の増加の影響などにより，子牛市場への上場頭数が平成２２年度の19,944
頭に比べ，平成２３年度は17,754頭と２千頭を超える牛が大幅に減少したことか
ら，子牛生産基盤の再生復興が緊急課題である。
　そのため，「茂洋」号をはじめとした本県基幹種雄牛産子の優良子牛の県内保留
を支援し，増頭を促進するとともに強い畜産経営体づくりを推進する。

○ Ｂ２
仙台牛のブランドを一層高めるため，計
画的な生産基盤の整備に努めていただき
たい。

①子牛市場への上場頭数の減少要因及び
その影響頭数等を分析・整理した上で，
復興と絡めてマクロの補助必要総数を明
確化すること
②子牛市場の 新状況(県内外購入頭
数，価格，Ａ3以上の価格等）を的確に
把握しておくこと
③補助単価の考え方を整理しておくこと

農水部 68 23 6-農-31 基幹家畜保健衛生所施設整備事業 畜産課 ○ 新 その他 201,896 75,500 126,396 0

　平成２２年の宮崎県における口蹄疫の発生や同年に９県で発生した高病原性鳥イ
ンフルエンザの発生状況を踏まえ，「発生の予防」「早期の発見・通報」「迅速・
的確な初動対応」に重点を置いて平成２３年４月に家畜伝染病予防法が改正され
た。
　早期の発見，迅速・的確な初動体制を構築するためには，的確な診断体制の充実
が肝要であり，この診断業務を，仙台家畜保健衛生所の病性鑑定班で実施してい
る。
　しかし，仙台家畜保健衛生所は，築４０年が経過し，検査施設の老朽化や病原体
管理の観点から施設のハード面での対応に難点があり，今後の診断業務を円滑かつ
安全に遂行するためには，感染症法や病原体の所持等の規制に準拠する検査施設の
新設が必要である。
　もって，今後の畜産振興の礎とするため，家畜伝染病等不測の事態の発生に備え
た施設整備を行い，震災からの復興を図る。

Ｃ
施設の一部を新設する施設整備事業であ
りビジョン推進事業にはあたらない。

被災者感情に配慮し当面県有施設の整備
は行わないこと。(枠内で小規模な修繕
等で対応すること）

農水部 69 24 家畜改良施設整備事業 畜産課 ○ 新 その他 18,000 18,000 0

　近年国内の伝染性疾病（口蹄疫等）の発生と周辺諸外国での継続的かつ広範囲の
悪性伝染病が発生している。現在の畜産試験場においてはできうる限りの衛生対策
を講じているが，不備な点が多く，早急に対応する必要がある。
　また，「茂洋」号に代表される県有の黒毛和種種雄牛の能力は，全国のトップク
ラスとなっており，貴重な遺伝資源の有効な活用のため，健康で長期間の供用によ
り，県内畜産農家への安定的な精液供給が可能となり，本県の肉用牛の能力向上が
図られ，県内の畜産経営の安定化に寄与できる。
　しかしながら，現在の畜産試験場の施設は，昭和４２年建設で既に４５年経過
し，何度も修理をしているが老朽化が激しく，衛生環境及び飼養環境は劣悪な状況
となっているため，新たに種雄牛舎を建設するものである。また，精液採取場につ
いては，種雄牛自体が大型化していることや，衛生面の課題や冬期間の凍結による
事故，家畜人工授精用精液保管本数の増加等から種雄牛舎に近接した場所での施設

Ｃ

①施設の不具合の状況や宮城県の畜産振
興を推進する上で必要不可欠な設備等を
整理した上で，必要な整備を再検討して
いただきたい。
②事業の性質上，震災復興推進事業には
なじまないと思料される。

被災者感情に配慮し当面県有施設の整備
は行わないこと。(枠内で小規模な修繕
等で対応すること）

の新築が必要となる。

農水部 70 25 6-農-30 第１１回全共宮城大会推進事業 畜産課 ○ 新 重点 22,979 22,979 0
　平成29年に宮城県で開催する第11回全国和牛能力共進会を行うため，開催に必要
な諸準備を行うとともに，円滑な運営に必要な各種事業を行う。 ○ Ｂ

宮城県産牛の知名度向上に向けて，効果
的な取組・PR等について検討いただきた
い。

①県拠出金は1億円以内とすること
②県拠出金以外は枠内対応とすること

農水部 74 5 30-農-2 中山間地域等直接支払交付金事業 農村振興課 ○ ○ ○ 組替 重点 220,769 143,730 77,039 220,769
　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。

◆ Ｂ
中山間地域等の条件不利地域において，
農業生産活動が継続されるよう支援いた
だきたい。

①一般財源1,000万円以内の増額で事業
を実施すること
②従来制度の特例措置であることから重
点事業として対応すること

農水部 81 13 5-農-1
グリーン・ツーリズム促進支援事
業

農村振興課 ○ ○ 組替 重点 6,200 6,200 5,332
　都市住民と農山漁村の住民が，交流活動を通じて互いに支え合い，関係者全員が
楽しく活動を継続できるグリーン・ツーリズムを目指し，推進環境の整備，人材育
成，情報発信，地域活動の活性化に係る支援を行う。

◆ Ｂ

都市と農村の交流促進のための受入体制
整備や商品ツアーの開発・検討等につい
ては，関係課等と連携の上，取組を進め
ていただきたい。

①起業前と起業後に分類した上で，起業
前の対策に重点化すること
②誘客促進については観光課・観光連盟
にて他の観光施設と一体的に対応するこ
と
③資源開発支援・パンフについては協議
会事業内での対応とすること

農林水産部 (新規・組替) 1/2 農林水産部 (新規・組替)
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考

選定案 コメント（整理すべき課題など）

震災復興
政策課

財政課 震災復興政策課 財政課
経費
区分

県事業費 県事業費

農水部 82 14 27-農-15
農業用水利施設を活用した再生可
能エネルギー利用促進調査事業

農村振興課 ○ 新 環境 10,000 10,000 0

　震災や原子力発電所の事故により，我が国のエネルギー供給の脆弱性が明らかと
なり，再生可能エネルギーによる自立･分散型エネルギーシステムの実現を図るこ
とが喫緊の課題となっている。宮城県には多くの農業用水利施設が整備されてお
り，これらの施設を活用した小水力発電の賦存量も多く，再生可能エネルギーの供
給源として期待されている。
　こうしたことから，将来に向けた円滑な小水力発電の導入を促進するため，県内
の農業用水利施設について小水力発電導入の可能性調査を行う。

○ Ｂ
基礎調査箇所については，現状把握等の
簡易調査をした上で地域バランス等を考
慮し選定していただきたい。

1,000万円の範囲内で実施し,H25をもっ
て終了とすること

443,850 0 0 0 436,500 0 7,350 0 0 240,000

環境 120,000 120,000 40,000

環境 323,850 316,500 7,350 200,000

農水部 96 4 27-農-9

木質がれき等バイオマス利用促進
事業
（木質バイオマス活用拠点形成事
業）

林業振興課 ○ ○ ○ 組替 環境 120,000 120,000 30,000

　津波により発生した膨大な倒木，流木等の木質ガレキの早期処理や，木質バイオ
マスの有効活用を図るため，木材チップ集積・製造拠点の整備及び木質燃料製造施
設・利用施設の導入に対して支援する。
　・P32木質バイオマス活用拠点形成事業（環境税）

◆ Ｂ
木質系廃棄物の有効活用と間伐材等の木
質バイオマスの利用促進に向けた取組を
着実に進めていただきたい。

特に既に事業を開始しているものについ
ては，必ず実績をベースに予算要求を行
うこと

震災による東京電力福島第 原子力発電所事故に伴う放射性物質の放出により 継続的な人員不足は まずは人員の配置

農水部 94 2 27-農-7,8

被災施設再建支援事業
（木の香る公共建築・おもてなし
普及促進事業
県産材利用エコ住宅普及促進事
業）

林業振興課 ○ ○ ○ 組替

　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，被災住宅等の復旧促進や，被災地の復旧におけ
る拠点施設の建築や木質化の推進などに補助する。
　・P29木の香る公共建設・おもてなし普及促進事業
　・P30県産材利用エコ住宅普及促進事業

◆ Ｂ
住宅再建に際し，県産材を円滑に供給で
きるよう体制・仕組み作りに努めていた
だきたい。

委託業務については雇用基金が継続でき
るよう調整を行うこと
全体として需要動向を精査(特に災害公
営住宅の木造率）すること

農水部 98 6 林産物放射性物質対策事業 林業振興課 ○ ○ 組替 復興 151,775 31,326 96,229 24,220 4,734

震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の放出により，
森林などに放射性物質が蓄積したことから，特用林産物を始めとした各種林産物の
安心・安全の確保に向け，検査の徹底を行うとともに，特用林産物の生産再開に向
けた支援を実施する。

◆ Ｂ２
生産再開に取り組む生産者に対してフォ
ローアップも含めた継続的な支援を行っ
ていただきたい。

継続的な人員不足は，まずは人員の配置
変更によるべき
各貸付については具体的なスキームを精
査のこと

892,657 0 0 0 0 852,514 0 40,143 0 441,882

892,657 852,514 40,143 400,000

0 41,882

農水部 115 7 27-農-11 温暖化防止間伐推進事業 森林整備課 ○ ○ ○ 組替 環境 243,100 243,100 64,929
　震災により木材の主要な需要先が被災したことにより，林業事業体における事業
確保や雇用の維持が難しくなっている現状を受け，若齢林を中心とした間伐を実施
し，森林整備事業による雇用確保と産業の維持・復興を図る。

◆ Ｂ
森林整備と間伐を一体的かつ計画的に進
めるとともに既存の取組と併せて効果的
な森林整備を進めていただきたい。

他の間伐制度との棲み分け・整合性，搬
出困難の定義，必要となる全体事業量を
精査の上で予算要求すること

農水部 122 16 林業種苗生産施設体制整備事業 森林整備課 ○ 新 復興 3,200 3,200 0
　海岸林等被災した森林を再生し，被災地の復興を進めるための優良種苗の安定供
給体制の確立に必要な育苗機械や育苗生産施設等を整備する。 ○ Ｂ

被災した海岸防災林の円滑な再生に向
け，優良種苗の安定供給体制の整備を着
実に進めていただきたい

国庫の継続が前提

17,498 0 0 0 0 0 0 17,498 0 651

5,000 5,000 651 Ｂ１
他団体への貸付分の保守費用について
は，特交の措置がない場合の費用の負担
について要検討

12,498 12,498 0 Ａ

運行回数については，H24.9補と同様に
月4回とする。なお，漁網の購入の必要
性については，当初予算編成時に再度確
認

農水部 99 7 森林整備加速化・林業再生事業 林業振興課 ○ 新 復興

　間伐などの森林整備の加速化と，間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業
の再生を図るとともに，震災からの復興に必要な木材の安定供給を行うため，国の
交付金によって造成された基金を用いて，川上から川下まで幅広い支援を一体的に
行う。

○ Ｂ１
森林における路網整備と間伐を一体的に
進めるとともに，既存の取組と併せ森林
整備を加速させていただきたい。

特交の継続が前提

農水部 129 11 水産物安全確保対策事業 水産業振興課 ○ ○ 組替 復興
　国の「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」において本件海域が検査対象
になったことから，県水産物の安全流通に資するため，放射能検査機器を導入し，
水産物の放射性物質濃度のモニタリング調査を実施する。

◆ 放射性物質に関する安全・安心が十分に
確保できるよう，適切な事業の実施に努
めていただきたい。

認

110,000 110,000 3,950

発展 110,000 110,000 3,600 Ｂ
H25年度事業として何を実施するのかを
当初予算編成時までに精査のこと。

重点 0 200 － 要求なし

その他 0 150 － 通常事業

11,576 180 11,396 22,096

重点 11,396 11,396 6,216 Ｂ

がんばる養殖復興支援事業推進について
は，基本的には国事業の管理であり，特
定の財源がない限り別途の予算化は困
難。共同利用施設機能高度化について
は，現在の基準を使用する客観的な弊害
を予算要求までに整理すること

通常 180 180 15,880 － 通常事業

農水部 150 42 広域漁港整備事業
水産業基盤整
備課

○ 新 公復 498,500 498,500 0
　東日本大震災により被災した，女川漁港の荷さばき施設について周辺漁港施設と
合わせ早急に復旧する。
　・荷さばき施設　N=１棟 （A=6,000m2）

○ Ｂ１
早期復旧を目指し，関連事業も含め円滑
に事業を進めていただきたい。

復興枠での国庫採択が前提

農水部 134 22 6-農-14 水産都市活力強化対策支援事業 水産業振興課 ○ ○ 組替
　水産都市の経済の中心である①魚市場機能の強化等による水揚げ確保と②水産物
の販売力強化を柱とした取組により，水産都市の活力強化を図る。 ◆

　「4 水産物の販売強化」については，
食産業振興課の県産品の販売戦略・支援
内容等との違いを整理し，重複がないよ
う事業を進めていただきたい。

農水部 148 37 6-農-27 養殖振興プラン推進事業
水産業基盤整
備課

○ ◆

本県養殖業の復興に向けて，現況・課
題・目標等を整理し，達成・改善するた
めに必要かつ効果的な事業の実施に努め
ていただきたい

○ 組替

1　無病ホヤの人工種苗生産技術開発し，これを用いた疾病モニタリングによる防
疫対策を指導する。
2　良好な漁場環境が維持されることや適切な情報提供と養殖指導の実施により，
安定的な養殖生産の持続及び調査結果に基づく，採苗や生育に関する情報提供や指
導を実施する。
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

3,985,000 2,164,250 0 64,000 0 0 0 1,756,750 0 2,741,206

公復 3,325,800 1,818,250 1,507,550 2,741,206

発展 659,200 346,000 64,000 249,200 0

土木部 28 13 32-土-1 河川流域情報等提供事業 河川課 ○ ○ 組替 重点 98,479 98,479 77,150
　河川の災害情報提供システムを適切に運用し，県民や市町村に災害情報を提供を
行う。 ◆ －

　適切な維持管理を行うとともに，維持
管理経費軽減を進めていただきたい。

土木部 43 6 海岸改修事業（復興） 港湾課 ○ ○ 新 公復 709,000 351,000 358,000 0 0

　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，防災機能を強化した
海岸保全施設の整備を行う。
・社会資本整備総合交付金（復興）：仙台港区　栄地区エネルギー関連ゾーン　津
波対策施設整備

○ Ｂ１
　石油コンビナート等における津波被災
の軽減を図るため，事業を進めていただ
きたい。

復興枠は，H24年度のような年度途中で
の大幅減額は避けなければならない。
H25当初予算では，より確実な事業に
絞って予算措置する。

69,378 38,950 0 0 19,000 7,290 4,138 0 0 12,378

環境 57,000 38,000 19,000

重点 5,088 950 4,138 5,088

重点 7 290 7 290 7 290

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載

震災復興
政策課

財政課 震災復興政策課 財政課

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容
県事業費

選定案 コメント（整理すべき課題など）

備考

○

経費
区分

県事業費

土木部 12 11 31-土-12 橋梁耐震化事業 道路課 ○ ○ 組替
　地震時における耐震性，安全性を確保するため，地域の主要幹線道路の橋梁耐震
化を行う。 ◆ Ｂ１

　路線の重要度など箇所毎の優先度を十
分検討し，効率的な耐震化を進めていた
だきたい。

復興枠は，H24年度のような年度途中で
の大幅減額は避けなければならない。
H25当初予算では，より確実な事業に
絞って予算措置する。

土木部 44 7 12-土-7 港湾振興対策事業 港湾課 ○ ○ 組替

　コンテナ貨物の集荷促進と新規航路の開設や既存航路の安定化のため，45フィー
トコンテナ輸送車両購入費補助や誘致活動（ポートセールス），港湾内の放射線測
定を行う。

◆
Ｂ
Ｃ

　45フィートコンテナ輸送車両購入支援
事業においては，４５フィート以外のコ
ンテナの利用制限について，整理を行っ
た上で事業を進めていただきたい。

45フィートコンテナ輸送車両購入支援事
業については，クリアすべき課題が多い
ものの，荷台のみに対する補助金として
査定。
その他は，要求上限内で対応されたい。
ただし，首都圏セミナーの負担金は，仙

重点 7,290 7,290 7,290

60,000 0 0 0 0 0 60,000 0 0 27,770

復興 52,000 52,000 20,000

重点 8,000 8,000 7,770

土木部 48 6
仙台空港アクセス鉄道利用促進事
業

空港臨空
地域課

○ ○ 組替 重点 5,750 5,750 6,000
　仙台空港鉄道㈱改革支援プラン・行動計画に基づき，鉄道会社の経営改善計画へ
の支援を充実・強化する。 Ｄ

　非予算的手法を含め，鉄道会社が自立
できるようアクセス鉄道の利用促進に関
する支援を進めていただきたい。

収益改善の努力は，一義的には会社が行
うべきもの。
要求内容について，非予算的手法で取り
組むことを妨げるものではない。

土木部 58 12 27-土-4 仙台北部地域急行バス運行事業 都市計画課 ○ ○ 新 環境 8,333 4,583 3,750 0
　鉄道軸のない仙台都市圏北部において急行バスの試験運行を行う。このことによ
り，通勤時の自家用車の使用を抑制し，バス利用への転換による交通渋滞の緩和と
環境負荷の低減を図る。

○ Ａ

　試験運行の結果を十分検証し，急行バ
スの一般運行化を図れるよう，公共交通
機関の利用促進を進めていいただきた
い。

H26年度からのミヤコーによる本格運行
が確実に実施されるよう取り組まれた
い。

土木部 64 2 地盤沈下対策事業
復興まちづく
り推進室

○ ○ 新 0 0
　震災の影響による地盤沈下を解消するため，被災市町の復興まちづくりに係る地
盤嵩上げ及び排水処理対策等の実施に向けた調整を図る。（市町実施事業）

市町村事業 ○ －
　各被災市町に対して，情報提供や各種
調整を行い，迅速なまちづくりに寄与し
ていただきたい。

170,596 43,396 0 8,000 0 16,500 102,700 0 0 153,516

重点 162,596 43,396 16,500 102,700 153,516

発展 8,000 8,000 0

台市と同額とすること。

土木部 47 3 12-土-8 仙台空港利用促進事業
空港臨空
地域課

○ ○ ○ 組替
　国管理空港の民間委託の動きに合わせた仙台空港の民営化を実現させるため必要
な調査を委託する。

◆
Ａ
Ｃ

　仙台空港の民営化に向け，事業を進め
ていただきたい。

仙台空港活性化等調査事業については，
国庫を獲得し，真水の支出を極力抑える
こと。金額は予算編成で精査するので，
それに耐えうる材料を用意すること。
その他は，要求上限内で対応されたい。

土木部 73 6 31-土-11 木造住宅等震災対策事業 建築宅地課 ◆ Ａ
　木造住宅や津波避難施設等の耐震化の
ため，効率的に事業を推進していただき
たい。

H24当初と同額の査定（発展税除く）と
し，増額の必要性については，申請状況
をみながら判断する。

○ ○ ○ 組替
　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５
６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。
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

企業局 3 5
広域水道緊急時バックアップ体制
整備事業

水道経営管理
室

○ 新 公共 70,000 70,000 0
　安全で安定的な水道用水の供給を図るため，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結管などの整備を行う。平成24年度に大規模事業評価（計画評
価）を実施予定であり，平成25年度からの詳細設計に着手する。

○ Ｂ２
　災害時などの非常時にも広域水道を安
定的に供給が行えるよう計画的に事業を
進めていただきたい。

事業の国庫補助金化に向けた働きかけを
行うとともに不要不急の事業見直しや工
事の実施内容を精査し，事業費の圧縮を
図ること。

経費
区分

県事業費 県事業費

選定案 コメント（整理すべき課題など）

震災復興
政策課

財政課 震災復興政策課 財政課

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

教育庁 11 6 33-教-1 高校防災専門教育体制整備事業 教育企画室 ○ ○ 新 発展 1,000 1,000 0

　震災時に他の人の人命や生活を支えることのできる人材を育成するとともに，県
立学校における防災教育のリーディングケースとしての役割を担うため，県立高校
に防災学科等の防災専門教育体制を整備することとし，開設に向けた準備を教育庁
と設置校が行う。

○ Ｃ

防災専門教育体制の整備に当たっては，
設置場所，カリキュラム等について十分
に検討の上，事業を進めていただきた
い。

発展税事業としての予算化は不可（直接
的な防災体制の強化ではないため）
なお，防災学科の設立（専門常勤講師配
置）については，必要性と目的に疑問が
残る。

教育庁 13 2
防災主任・防災担当主幹教諭配置
事業

教職員課 ○ ○ 組替 義務 444,464 136,666 307,798 362,464
　学校教育における防災教育等の充実を図るため，全学校に防災主任，地域の拠点
となる学校に防災担当主幹教諭を配置する。
※「防災主任配置事業」から組替

◆ －
防災担当主幹教諭により，学校，家庭，
地域社会が一体となった防災教育を一層
進めていただきたい。

義務枠事業

20,686 2,600 0 0 0 3,319 14,767 0 0 22,988

重点 3,319 3,319 4,440

重点 0 1,442

重点 300 300 250

重点 6,500 6,500 12,710

重点 210 210 210

重点 1,804 1,804 1,804

重点 366 366 0

重点 2,488 2,488 2,439

通常 3,099 3,099 3,100

通常 2,600 2,600 2,475

教育庁 60 30 16-教-14 ネット被害未然防止対策事業 高校教育課 ○ ○ 新 通常 6,924 6,924 6,924

　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。
　※平成２４年度は通常事業として実施

○ －

各関係事業を総合的に実施し，いじめや
不登校の未然防止，早期発見・早期解消
や，児童生徒等の心のケアにつながるよ
う，事業を進めていただきたい。

通常事業

教育庁 61 31 16-教-15 生徒指導対策強化事業 高校教育課 ○ ○ 新 復興 40,746 40,746 38,816

　各学校が設置する生徒指導問題に係る各種委員会の実効性を高め，生徒指導問題
に対する組織的対応を強化する。また，いじめ，不登校等の問題行動等で課題を抱
えている学校に対し，支援員を配置したりするなど問題行動の未然防止，早期発見
に努める。

○ Ｂ１

各関係事業を総合的に実施し，いじめや
不登校の未然防止，早期発見・早期解消
や，児童生徒等の心のケアにつながるよ
う，事業を進めていただきたい。

国庫による予算措置があれば予算化とす
るが，国庫が終了した後に一財での予算
措置ができないため，それを見据えた人
員配置等を行うこと。

教育庁 62 32 15-教-16
全国産業教育フェア宮城大会開催
準備事業

高校教育課 ○ ○ 新 復興 6,320 6,320 0
　専門高校等の生徒が日ごろの学習成果を全国規模で総合的に発表する全国産業教
育フェアが平成２６年宮城県を会場として開催されることが決定されていることか
ら，その開催に向けての準備等を行う。

○ Ｃ
平成２６年度の開催に向け，震災復興に
十分資するよう，事前準備を進めていた
だきたい。

本来であれば，重点の自然増減でエント
リーすべき事業である。他県の実績（開
催前年度）をみると増減が5,000千円に
満たないため，0査定とするもの。（た
だし枠内での要求は可）

教育庁 63 33 部活動用施設確保支援事業 高校教育課 ○ 新 復興 18,000 18,000 0

　震災により仮設校舎での学校生活を余儀なくされたり，地元自治体の仮設住宅用
地としてグラウンド等を提供するなどして部活動の施設を十分確保できない県立高
校の部活動に対し，他の施設への移動経費や施設使用料を負担することにより，部
活動用施設の確保を支援する。

○ Ｂ２
震災後の現況を踏まえ，対象校，対象経
費等について十分検討の上，事業を進め
ていただきたい。

復興基金での補助は，原則として1/2が
上限である。また，H23～24までの部活
動後援会等が負担している実績に基づき
当初予算要求を行うこと。

教育庁 67 3 17-教-19 県立学校非構造部材安全調査 施設整備課 ○ ○ 新 発展 24,162 24,162 22,689
　学校施設安全確保のため，天井，窓等の非構造部材の安全性，機能維持性及びそ
の修復性を点検し改善計画を策定する。 ○ Ｂ

調査，点検後の対応についても考慮の
上，事業を進めていただきたい。

発展税の範囲内で実施。

教育庁 68 4 県立学校管理運営 施設整備課 ○ 新 復興 1,351 1,351 1,351
　東日本大震災復興事業として，農業高校の仮設校舎のある名取市高舘周辺の水田
を農業実習を行うため６ha借用する。 ○ Ａ

被災校の早期再建に向けて，関係事業を
進めていただきたい。

教育庁 76 8 23-教-9 運動部活動指導者支援事業
スポーツ健康
課

○ ○ 新 重点 16,000 8,000 8,000 8,072

　学校と地域が連携し，地域の優れたスポーツ指導者を「外部指導者」として活用
し，運動部活動の充実及び教員の指導力向上を図る。
　さらに，平成２９年度に南東北３県で開催される全国高等学校総合体育大会に向
けて，各種目の競技力を向上させるために，５年間において県が独自で県立学校へ
の外部指導者を支援する。

○ Ｂ
（仮称）宮城県スポーツ推進計画に基づ
き，運動部活動の環境の充実に向け，事
業を進めていただきたい。

「通常」から「重点」への組替は可。た
だし，外部指導者派遣の拡充について
は，国庫の上乗せがない限り不可。

教育庁 77 9 23-教-10 ジュニアアスリート育成事業
スポーツ健康
課

○ 新 重点 30,000 30,000 0

　宮城県スポーツ推進計画（H25～）に基づき，スポーツにおける国際大会・全国
大会等で活躍できる選手を計画的に育成するため，県内全域小学性の体力。運動能
力の向上を図るととものに，ジュニアアスリートを発掘・育成。個人の適正に応じ
た競技種目選択の機会充実を図る。

○ Ｂ２

ジュニア・アスリートの発掘・育成に向
け，事業の実施形態やプログラム等につ
いて十分検討の上，事業を進めていただ
きたい。

東日本大震災復興支援財団からの助成金
があれば予算化。（一財での予算化は不
可）

教育庁 78 10 防災教育推進事業
スポーツ健康
課

○ 新 復興 41,300 41,300 0

　東日本大震災を踏まえ，平成２４年度は防災主任・防災担当主幹教諭を配置し，
「みやぎ学校安全基本指針」を策定し，平成２５年度以降は震災の教訓，指針の内
容を盛り込んだ防災教育副読本を作成し，県内全域の防災教育の一層の充実を図
る。
　さらに，防災教育を推進するため，関係機関のネットワークを整備し，学校・家
庭・地域の連携による防災教育・学校防災体制の充実を図る。

○ Ｂ２
防災教育の充実に向け，各関係事業を総
合的に実施し，事業を進めていただきた
い。

防災教育副読本作成については，ゼロ査
定（被災地の児童生徒の心の傷が残る中
で，震災の記録などに基づく防災教育は
時期尚早）。みやぎ防災教育推進ネット
ワーク会議のみ予算化。（会議のなか
で，学識経験者の意見や，被災地の児童
生徒の保護者などと十分に協議した上
で，防災教育の方向性（副読本作成も含
め）検討すべき）

教育庁 91 14 27-教-2
自然の家ハイブリッド街路灯整備
事業

生涯学習課 ○ ○ 新 環境 6,426 6,426 0

　省エネルギー対策を講じている太陽光・風力を利用したハイブリッド街路灯設備
を自然の家に整備し，利用者の安全・安心を図るとともに，設備の設置による自然
エネルギーの有効活用にふれる機会の提供や 先端技術の学習機会の創出を通じ
て，環境立県を支える人材を育成する。

○ Ｂ
本件事業により，環境教育や温暖化対策
等の啓発につながるよう，事業を進めて
いただきたい。

設置数については，必要 小限の２基と
する。

教育庁 100 9 被災ミュージアム再興事業 文化財保護課 ○ 新 復興 380,000 190,000 190,000 0
　東日本大震災により被災した博物館等のミュージアムの再興に向けて，資料の修
復等の支援を行うとともに，被災したミュージアムの代替えで活動するミュージア
ムの活動についても支援する。

○ Ｂ１
施設管理者と十分連携を図りながら，事
業を進めていただきたい。

国庫による予算措置があれば予算化

◆ Ｂ
（仮称）宮城県総合教育センターの活用
により，学力向上に向けた総合的な対策
を更に進めていただきたい。

継続事業（H24当初予算の枠内で実施す
ること）
なお，当該事業に含まれる雇用基金によ
る予算化は可。ただし，フレーム上は雇
対で一括計上。

○ ○ ○ 組替

　新たに設置する（仮称）宮城県総合教育センターに「学力向上に関する総合的な
支援機能」を整備し，児童生徒のさらなる学力向上を目指し，教員の実践力や実践
力の基盤となる自己研鑽などを高める総合的な対策を講じる。
※「学力向上サポートプログラム事業」から組替

教育庁 26 11 15-教-3 学力向上推進事業 義務教育課

経費
区分

県事業費 県事業費

選定案 コメント（整理すべき課題など）

震災復興
政策課

財政課 震災復興政策課 財政課

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
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ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課
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推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載

教育庁 (新規・組替) 1/1 教育庁 (新規・組替)
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国庫 県債 発展税 環境税
その他

(発展,環境税
を除く)

一財(真水) 一財(特交) 復興基金

警察 5 7 31-警-3 非常用警察活動燃料確保対策事業 装備施設課 ○ ○ ○ 新 発展 1,498 1,498 0
　自家用給油施設の整備を行う。（警察機動センター，警察学校，気仙沼警察署）
　（Ｈ２５は警察機動センター分設計委託） Ｃ

　ランニングコストなど財源を十分に確
保した上で事業を進めていただきたい。

国費整備の警察機動隊給油設備により対
応可能

警察 11 23 食糧等備蓄事業 警備課 ○ ○ 新 復興 4,585 4,585 0
　災害発生時の警察活動を円滑に行うため，全警察職員の非常用飲食物を整備す
る。 ○ Ｂ２

　先の震災対応を踏まえ，適正な量を確
保できるよう内容を精査の上，進めてい
ただきたい。

警察官定数を踏まえた必要数量，価格の
精査を行うこと

警察 16 28 非-警-3
非予算的手法：防犯ボランティア
活動促進事業

生活安全企画
課

○ ○ 新 0 0

　被災地における安全で安心な生活の基盤となる地域治安組織を強固にするため，
防犯ボランティア団体の結成及び防犯リーダーの育成を促進し，避難所，仮設住
宅，復興住宅，学校及び地域を対象に，ボランティア活動への支援を行う。
　また，被災し活動が停止，又は活動を縮少したボランティア団体の活動再開等を
支援する。（非予算的手法）

○ －

　安全・安心な地域社会の構築に向け，
防犯ボランティア団体及び防犯リーダー
の育成を図るなど，事業を進めていただ
きたい。

警察 20 34 31-警-4
現場急行支援システム整備事業
（大規模災害対策事業 2/2）

交通規制課 ○ 新 発展 6,200 4,600 1,600 0
　災害時の円滑な避難誘導及び人命救助活動を支援するため，仙台市内及び石巻地
区に緊急車現場急行支援システムを整備する。 Ｄ

　今回は2地区3医療機関を対象とする計
画だが，その後の事業展開の見通しや，
効果，ランニングコスト（基本的な管理
費，将来的な機器の更新等）など十分に
精査・検討いただきたい。

現時点での予算化不可
導入路線の交通状況，救急搬送の現状等
を踏まえ，必要性を十分検証のこと

経費
区分

県事業費 県事業費

選定案 コメント（整理すべき課題など）

震災復興
政策課

財政課 震災復興政策課 財政課

新規
・

組替

Ｈ２５概算事業費（千円） Ｈ２４当初予算

事業内容 備考

「平成２５年度宮城県震災復興推進事業（候補）」及び「平成２５年度宮城の将来ビジョン推進事業（候補）」（案）一覧表

部局 番号
課(室)
通し
番号

ビジョン
整理番号

事業名
(事業名が違う場合のビジョン事業名)

担当課

宮城の
将来ビ
ジョン
推進事
業

宮城県
震災復
興推進
事業

実施
計画
掲載

警察本部 (新規・組替) 1/1 警察本部 (新規・組替)




