
・石巻港湾病院の移転新築 事業者負担等 1,066,550 事業者負担等 1,489,386 事業者負担等 422,836 事業者負担等 422,836

基金充当額 846,550 基金要望額 989,520 要望額 142,970 配分案 142,970

計 1,913,100 計 2,478,906 計 565,806 計 565,806

・二次救急病院（宮城病院）の機能強化 事業者負担等 2,725,000 事業者負担等 2,725,000 事業者負担等 0 事業者負担等 0

基金充当額 175,000 基金要望額 175,000 要望額 0 配分案 0

計 2,900,000 計 2,900,000 計 0 計 0

・女川町保健センターの新築 事業者負担等 0 事業者負担等 0 事業者負担等 0 事業者負担等 0

基金充当額 200,000 基金要望額 200,000 要望額 0 配分案 0

計 200,000 計 200,000 計 0 計 0

・透析医療（仙台社会保険病院）の機能強化 事業者負担等 100,000 事業者負担等 100,000 事業者負担等 0 事業者負担等 0

基金充当額 100,000 基金要望額 100,000 要望額 0 配分案 0

計 200,000 計 200,000 計 0 計 0

・名取市休日夜間急患センターの整備（名取市） 事業者負担等 0 事業者負担等 117,214 事業者負担等 117,214 事業者負担等 117,214

基金充当額 240,000 基金要望額 473,644 要望額 233,644 配分案 233,644

計 240,000 計 590,858 計 350,858 計 350,858

・石巻市夜間急患センターの新築 事業者負担等 事業者負担等 21,114 事業者負担等 21,114 事業者負担等 21,114

基金充当額 240,000 基金要望額 574,360 要望額 334,360 配分案 334,360

計 240,000 計 595,474 計 355,474 計 355,474

・地域医療連携支援センターの設置・運営 事業者負担等 500,000 事業者負担等 916,596 事業者負担等 416,596 事業者負担等 416,596

基金充当額 700,000 基金要望額 1,038,000 要望額 338,000 配分案 338,000

計 1,200,000 計 1,954,596 計 754,596 計 754,596

・特定機能病院（東北大学病院）の機能強化 事業者負担等 4,561,000 事業者負担等 7,044,518 事業者負担等 2,483,518 事業者負担等 2,483,518

基金充当額 2,000,000 基金要望額 2,399,561 要望額 399,561 配分案 399,561

計 6,561,000 計 9,444,079 計 2,883,079 計 2,883,079

・災害拠点病院の機能強化 事業者負担等 435,273 事業者負担等 545,027 事業者負担等 109,754 事業者負担等 109,754

基金充当額 300,000 基金要望額 437,000 要望額 137,000 配分案 137,000

計 735,273 計 982,027 計 246,754 計 246,754

・基幹災害拠点病院の機能強化 事業者負担等 14,115,002 事業者負担等 22,812,549 事業者負担等 8,697,547 事業者負担等 0

基金充当額 853,998 基金要望額 1,187,451 要望額 333,453 配分案 333,453

計 14,969,000 計 24,000,000 計 9,031,000 計 333,453

・拠点薬局の整備 事業者負担等 60,000 事業者負担等 116,400 事業者負担等 56,400 事業者負担等 56,400

基金充当額 60,000 基金要望額 116,400 要望額 56,400 配分案 56,400

計 120,000 計 232,800 計 112,800 計 112,800

事業者負担等 23,562,825 事業者負担等 35,887,804 事業者負担等 12,324,979 事業者負担等 3,627,432

基金充当額 5,515,548 基金要望額 7,490,936 要望額 1,975,388 配分案 1,975,388

計 29,078,373 計 43,378,740 計 14,300,367 計 5,602,820

◇　建設コスト高騰　要望事業一覧

第二期復興計画（600,000千円）で対応

〇平成２７年度 第二期復興計画（600,000千円）で対応

・新築整備費として，定額240,000千円を基金配分
・補助率 10/10
・用地費，外構工事費は対象外

第二期復興 ➝ 復興計画の変更で対応

・Ｈ２５　設計，工事契約済。事業着手。　Ｈ２６ 竣工予定。
・コスト高騰影響による不足額として，137,000千円を追加支援。

●平成２６年度 復興計画の変更で対応

・Ｈ２７から事業着手予定
・災害国庫補助の活用により，既存計画の配分額200,000千円の範囲内で工事完了できる見込み。
（H26.12.25確認）
・再配分の必要なし。

◆対応不要 計画変更なし

・事業未着手
・東日本大震災以降，人口減少による患者数の落ち込みによる収益の減やH24.4月以降の自立支援法
による収益減により，病院の運営が非常に厳しい状況。病院運営基盤の回復，強化を最優先に取り
組んでおり，建替工事の資金目処が立っていない。

◇事業進捗に応じ，今後も継続して
検討

第二期復興 → 復興計画での対応を検討していく

・Ｈ２５　基本設計。Ｈ２６　工事着手。Ｈ２７　竣工予定。
・H26.11.6 落札決定。　工事費 437,076,000円（税込）。対象外軽費の外構工事分 642,036円含。
・コスト高騰による不足額として， 233,644千円を追加支援。

・新築整備費として，定額240,000千円（国庫単価等参照）を基金配分
・補助率 10/10
・用地費，外構工事費は対象外

・Ｈ２６　基本設計，実施設計完了。Ｈ２７から建設工事着手予定。
・平成27年2月時点で総事業費 595,474千円（予算ベース）。
・補助対象経費 574,360千円から既配分額 240,000千円を差し引いた要望額 334,360千円をコスト
高騰の影響による不足額として追加支援。但し，入札実施による請差等や他市町からの負担金が得
られた場合には減額することを条件とする。

復興計画の変更で対応〇平成２７年度

・震災の被害で検査・手術機能が停止，「新中央診療棟」として建替整備。
・宮城県で未整備である第1種感染症病床（2床）を併せて整備。
・基金 2,000,000千円（公的要素に限定）
・他に文科省予算あり。

・Ｈ２５　基本設計，実施設計完了済。　Ｈ２６ 建設工事着手。H２９　竣工予定
・コスト高騰による影響で，仕様を変更して一部工事を見合わせて既に着手済。
・コスト高騰影響による不足額として，要望額 399,561千円を追加支援。但し，追加工事分の入札
実施による請差等が発生した場合には減額することを条件とする。

〇平成２７年度 復興計画の変更で対応

合計

１１
 気仙沼
石巻 薬剤師会 復興

　地域の薬局で共有できる無菌調剤室や，救急夜間帯の処方箋応需
及び在宅診療に関する調剤等を行う機能を有する薬局を整備する。

・補助率 1/2
・気仙沼，石巻地域に各2カ所の計4カ所を整備。
・総事業費は1カ所あたり施設整備 17,500千円，医療機器整備 12,500千円
計 30,000千円 × 1/2 ＝ 15,000千円　× 4カ所 ＝ 60,000千円
・用地費，外構工事費は対象外

・Ｈ２６　南三陸町のプロポーザルに参加表明。決定すれば，H２７年度より設計着手。それ以外
は，未着手
・コスト高騰による不足額として，1箇所あたり 14,100千円の4箇所分 56,400千円を追加支援。但
し，入札実施による請差等が発生した場合には減額することを条件とする。

〇平成２７年度から 復興計画の変更で対応

７ 仙台 宮城県医師会 復興

６

仙台 仙台医療センター 復興
　重篤救急患者を受け入れる救命救急センター機能を拡充し，建物
は大規模災害時にも対応出来る免震構造として新築整備する。

９

８ 仙台 東北大学 復興
　特定機能病院である東北大学病院において，老朽化している中央
診療棟を新築し，機能向上を図る。

　県全域において，各種分野におけるＩＣＴ技術を活用した医療連
携体制を構築するための活動の拠点となる施設を整備する。

仙台 坂総合病院
 二期再生

復興

　坂総合病院内に，検査機器、器材庫、備蓄倉庫、医薬備品、発電
設備等の設備を備えた「災害地域医療・包括的在宅ケア支援セン
ター」を整備する。

１０

５ 仙台

・補助率 10/10
・新築整備費として，定額200,000千円を基金配分
・用地費，外構工事費は対象外

1 石巻 石巻港湾病院 復興
　東日本大震災で津波の浸水被害を受けた石巻港湾病院について，
高台への移転を検討の上，新築する。

・補助率 1/2
・新築整備費として，846,550千円の基金配分
・用地費，外構工事費は対象外

２ 仙台 宮城病院 復興
　東日本大震災で被災した宮城病院の外来治療棟を建て替えし，二
次救急病院の機能の維持及び強化を図る。

３ 石巻 女川町 復興

名取市 復興
　施設の狭隘が問題とされている名取市休日夜間急患センターを拡
充整備する。

４

・補助率 1/2
【地域医療連携及び被災者医療支援整備】　地域医療連携室78㎡　32,760千円①
外来診察・待合室108㎡　45,360千円②
【災害対策整備】　災害対策本部及び医療班拠点243㎡　102,060円③
自家発電機移設，貯水槽整備　79,100千円④
【救急医療体制整備】　救急診察室216㎡　90,720千円⑤
①＋②＋③＋④＋⑤＝350,000千円×補助率1/2＝175,000千円

No 対象 事業主体 事業内容 計画

事業費（千円）
コスト高騰対策配分

（案）
計画策定時　A 建設コスト影響額　B 要望額　（ B － A ）

計画策定時の配分の考え方等 事業進捗・対応方針等

資料　４

・補助率 1/2
・二期再生で救急医療体制の強化として260,000千円配分。①
・復興計画 40,000千円。②
・救急医療体制の強化（二期再生）も含め，病棟機能の再配置により「災害地域医療・包括的在
宅ケアセンター」を一体的に整備する。
基金配分額 ①+②= 300,000千円

・補助率 1/2
・立体駐車場を除くﾍﾘﾎﾟｰﾄ部分費用 289,997千円×1/2=144,998千円①
・救急部門，手術部門，ﾍﾘﾎﾟｰﾄに係る費用 1,418,000千円×1/2=709,000千円②
基金配分額 ①+②= 853,998千円

・Ｈ２８年度中に竣工予定。設計着手。Ｈ２６　工事入札実施するも３回不調。
・コスト高騰による不足額として,要望額の 333,453千円を追加支援。

◇事業進捗に応じ，今後も継続して
検討

復興計画の変更で対応を検討

仙台 JCHO仙台病院 復興
　東日本大震災時において数多くの透析医療が出来ない事態に陥っ
た経験を踏まえ，県内の人工透析医療の中心的な役割を担っている
仙台社会保険病院の透析医療部門を拡充・強化する。

・用地確保（H25）
・現段階では設計着手・着工は早くても平成27年度以降になる予定

◇事業進捗に応じ，今後も継続して
検討

復興計画での対応を検討していく

・補助率 1/2
・新築整備（透析部門）費として，100,000千円の基金配分
・用地費，外構工事費は対象外
・透析部門整備　200,000千円　×　補助率　1/2　＝　100,000千円

石巻市 復興
　東日本大震災で全壊した石巻市夜間急患センターを新築する。

石巻

・Ｈ２５　基本設計，実施設計。Ｈ２６ 建設工事着手。H２７　竣工予定
・地域医療連携支援センター，MMWIN事務室など 6階部分は 10/10，それ以外は公益性を反映して
8/10で算出。
・コスト高騰影響による不足額として 338,000千円を追加支援。

〇平成２７年度

・県医師会館内に医療連携の拠点となる施設を整備
・総事業費 1,200,000千円　基金 700,000千円
・用地費，外構工事，解体撤去費等は対象外

・Ｈ２６年度中に竣工
・コスト高騰による不足額として，142,970千円を追加支援。

●平成２６年度中に竣工

　東日本大震災で全壊した女川町保健センターを新築する。

 

  ＜配分案内訳＞ 

     復興計画       1,403,744千円 

   第二期復興計画   571,644千円 


