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「宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画【平成 24年度改訂版】」（案）について 

 

H25.2.4 震災復興・企画部震災復興政策課 

 

１ 実施計画の改訂について 

平成 24 年 3 月に策定した「宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画」について，平成 25 年度当初

予算の編成状況等を踏まえて一部改訂を行い，復旧期の最終年度となる平成 25 年度に向け，新たな

取組や目標指標などを取りまとめた「宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画【平成 24 年度改訂版】」

を策定するもの。 

 

２ 主な改訂内容 

（１）「宮城県震災復興推進事業」及び「宮城の将来ビジョン推進事業」の追加等 

平成 25 年度当初予算の編成状況等を踏まえ，新たに取り組む事業の追加や，事業内容・事業期

間の見直し等を行うもの。 

＜事業数及び県事業費の比較（再掲除き）＞                  ＜単位：百万円＞ 

事業区分 

実施計画 
実施計画 

【H24 改訂版】（案） 
増 減 

事業数 
県事業費 

（H23～25） 
事業数 

県事業費 

（H23～25） 
事業数 

県事業費 

（H23～25） 

宮城県震災復興推進事業 414 2,636,226 481 2,745,103 67 108,877 

 共通事業 120 220,826 146 248,232 26 27,406 
 

宮城の将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ推進事業 247 273,189 245 264,987 ▲2 ▲8,202 

合  計 781 3,130,241 872 3,258,322 91 128,081 

＜実施計画【平成 24 年度改訂版】（案）掲載事業数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮城の将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ推進事業  

391事業（245+146） 

（うち共通事業 146事業） 

 宮城県震災復興推進事業  

627事業（481+146） 

（うち共通事業 146事業） 

資料１-１ 

第４章：震災復興実施計画（掲載事業：627事業） 

第３章：将来ビジョン・震災復興実施計画（掲載事業：872 事業） 
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（２）行動方針の一部見直し 

実施計画に掲げている各取組，分野の「行動方針※」について，復旧・復興の状況や課題等を踏

まえて一部見直しを行うもの。 

※ 「行動方針」は計画期間中に県が行う主な取組の方向を示すものであり，「宮城の将来ビジョン」（H19.3 策

定）及び「宮城県震災復興計画」（H23.10 策定）に掲げている内容を基本として掲載 

 

 取組 20 生涯を豊かに暮らすための健康づくり  

＜行動方針：実施計画＞ 

◇ 「みやぎ２１健康プラン」に基づく事業の推進により，バランスの取れた食生活・食習慣の実現や運動習慣

の普及・定着を図るなど，１０の項目により県民の健康づくりを推進します。 

↓ 

＜行動方針：実施計画【H24 改訂版】（案）＞ 

◇ 「みやぎ２１健康プラン」に基づき，栄養・食生活，身体活動・運動，たばこ対策に重点を置いた県民の健

康づくりの取組を推進します。 

 

 分野（7）防災・安全・安心  

① 防災機能の再構築 １ 被災市町村における行政機能の回復 

＜行動方針：実施計画＞ 

◇ 震災により被災した市町村の行政機能の回復を図るため，職員派遣や事務の受託による支援等を行います。 

↓ 

＜行動方針：実施計画【H24 改訂版】（案）＞ 

◇ 震災により被災した市町村の行政機能の回復を図るため，マンパワー確保や事務の受託による支援等を行い

ます。 

 

② 大津波等への備え １ 津波避難施設の整備等 

＜行動方針：実施計画＞ 

◇ 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います。また，避難施設等の特定建築物

の耐震化を促進します。 

↓ 

＜行動方針：実施計画【H24 改訂版】（案）＞ 

◇ 震災を踏まえ，今後，沿岸市町において策定する津波避難計画に資するため，「津波対策ガイドライン」の再

構築を図るとともに，自主防災活動や避難所運営に必要となる資機材の購入補助を通じて，地域の防災・減災

活動を支援します。また，避難施設等の特定建築物の耐震化を促進します。 
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（３）目標指標の変更等 

国の基本的な指針に則し，目標指標の一部を変更するほか，国の調査項目の変更に伴う目標指標

の廃止，復旧・復興の進捗状況を踏まえた事業内容・事業期間の見直し等に伴う目標値の変更等を

行うもの。 

イ 目標指標の変更 

 取組 22 障害があっても安心して生活できる地域社会の実現  

＜変更前＞「受入条件が整えば退院可能な精神障害者数（人）」 

↓ 

＜変更後＞「入院中の精神障害者の地域生活への移行」 

・１年未満入院者の平均退院率（％） 

・高齢長期退院者数：5 年以上かつ 65 歳以上の退院者数（人） 

ロ 目標指標の廃止 

 取組 24 コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実  

「県内移動における公共交通の利用率（％）」 

※ 廃止理由：国の調査項目の変更に伴い，データの把握が困難となったため。 

ハ 目標値の変更 

No. 取組･分野 目標指標等 現況値 目標（H25） 

1 取組 14 
学校と地域が協働した教育活動（学社融合事

業）に取り組む小・中学校の割合（％） 

87.5％ 

（H23 年度） 

変更前：70.2％ 

変更後：93.6％ 

2 取組 18 障害者雇用率（％） 
1.63％ 

（H24 年度） 

変更前：1.80％ 

変更後：2.00％ 

3 取組 19 

病院及び介護サービス施設，事業所に従事する

リハビリテーション専門職（理学療法士・作業

療法士・言語聴覚士）の数（人） 

1,858 人 

（H22 年度） 

変更前：1,500 人 

変更後：2,160 人 

4 取組 19 認定看護師数（人） 
172 人 

（H24 年度） 

変更前：155 人 

変更後：207 人 

5 取組 21 認知症サポーター数（人）［累計］ 
73,295 人 

（H24 年度） 

変更前：70,000 人 

変更後：85,000 人 

6 取組 21 主任介護支援専門員数（人）［累計］ 
847 人 

（H24 年度） 

変更前：617 人 

変更後：884 人 

7 取組 21 介護予防支援指導者数（人）［累計］ 
126 人 

（H24 年度） 

変更前： 68 人 

変更後：140 人 

8 取組 21 特別養護老人ホーム入所定員数（人）［累計］ 
9,526 人 

（H24 年度） 

変更前： 9,272 人 

変更後：10,177 人 

9 取組 22 
就労支援事業所等における工賃の平均月額

（円） 

15,066 円 

（H23 年度） 

変更前：27,000 円 

変更後：17,500 円 

10 取組 22 グループホーム・ケアホーム利用者数（人） 
1,799 人 

（H23 年度） 

変更前：2,253 人 

変更後：1,874 人 
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No. 取組･分野 目標指標等 現況値 目標（H25） 

11 
取組 25 

(7)④ 
刑法犯認知件数（件） 

19,562 件 

（H24 年） 

変更前：23,500 件以下 

変更後：19,200 件以下 

12 取組 30 アドプトプログラム認定団体数（団体）［累計］ 
309 団体 

（H21 年度） 

変更前：377 団体 

変更後：371 団体 

13 (1)① 災害公営住宅の整備戸数（戸）［累計］ 
58 戸（0.4％） 

（H24 年度） 

変更前：3,400 戸（28.3％） 

変更後：3,800 戸（25.3％） 

14 (1)① 
被災地におけるコミュニティ再構築活動を行

う団体への助成件数（件）［累計］ 

53 件 

（H24 年度） 

変更前：65 件 

変更後：88 件 

15 (2)① 
被災した病院，有床診療所の復旧箇所数（箇所）

［累計］ 

107 箇所（97.3％） 

（H24 年度） 

変更前：113 箇所（100％） 

変更後：110 箇所（100％） 

16 (2)① 
県の施策による地域医療連携システムへの接

続施設数（施設）［累計］ 

0 施設 

（H23 年度） 

変更前：22 施設 

変更後：77 施設 

17 (2)② 被災した保育所の復旧箇所数（箇所）［累計］ 
98 箇所（72.6％） 

（H23 年度） 

変更前：119 箇所（88.1％） 

変更後：114 箇所（84.4％） 

18 (2)② 
被災した児童館及び児童センターの復旧箇所

数（箇所）［累計］ 

13 箇所（59.1％） 

（H23 年度） 

変更前：17 箇所（81.0％） 

変更後：18 箇所（81.8％） 

19 (2)③ 
被災した高齢者福祉施設の復旧箇所数（箇所）

［累計］ 

184 箇所（92.9％） 

（H24 年度） 

変更前：39 箇所（100％） 

変更後：198 箇所（100％） 

20 (2)③ 
被災した障害者福祉施設の復旧箇所数（箇所）

［累計］ 

109 箇所（79.0％） 

（H24 年度） 

変更前：125 箇所（92.6％） 

変更後：129 箇所（93.5％） 

21 (3)① 
製造業等復旧・復興支援制度の活用事業所数

（件） 

1,705 件 

（H23 年度） 

変更前：2,041 件 

変更後：3,859 件 

22 (3)② 商業再開支援制度の活用店舗数（件） 
1,717 件 

（H23 年度） 

変更前：3,400 件 

変更後：4,517 件 

23 (3)② 観光産業再開支援制度の活用事業所数（件） 
492 件 

（H24 年度） 

変更前：918 件 

変更後：644 件 

24 (5)① 
公共土木施設災害復旧事業（道路・橋梁）の執

行状況（％） 

59.0％ 

（H24 年度） 

変更前：83.0％ 

変更後：71.0％ 

25 (5)④ 
被災市街地復興土地区画整理事業の工事着手

地区数（地区）［累計］ 

5 地区（16.1％） 

（H24 年度） 

変更前：26 地区（100％） 

変更後：31 地区（100％） 

26 (6)① 
災害復旧工事が完了した県立学校数（仮設校舎

等の設置完了数含む）（校）［累計］ 

70 校（76.9％） 

（H24 年度） 

変更前：91 校（100％） 

変更後：87 校（95.6％） 

27 (6)② 
家庭教育に関する講座への参加延べ人数（人）

［累計］ 

7,818 人 

（H23 年度） 

変更前：25,500 人 

変更後：36,500 人 

28 (6)③ 
災害復旧工事が完了した県立社会教育施設・社

会体育施設数（施設）［累計］ 

10 施設（66.7％） 

（H24 年度） 

変更前：13 施設（100％） 

変更後：14 施設（93.3％） 

29 (7)① デジタル化する衛星系無線設備数（局）［累計］ 
0 局（0％） 

（H24 年度） 

変更前：4 局（7.0％） 

変更後：4 局（6.7％） 

30 (7)① 
年間放射線量１ミリシーベルト未満の学校等

の数（校） 

292 校（91.5％） 

（H24 年度） 

変更前：320 校（100％） 

変更後：319 校（100％） 
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（４）その他 

計画期間（平成 23 年度～平成 25 年度）以降も実施予定の事業については，実施年度を示す矢印

を欄外まで記載することとしたもの。 

 

３ 実施計画【平成 24 年度改訂版】の公表 

「宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画【平成 24 年度改訂版】」については，宮城県議会（平成

25 年 2 月定例会）閉会後，平成 25 年 3 月下旬に震災復興政策課ホームページ上において公表予定 


