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※番号 事業名 事業概要
Ｈ２８予算額

（千円）
種別

※補助の場合
補助対象経費

補助率 補助限度額 選定方法 募集時期 部局名
担当所・課室

班名
電話番号

1
防災指導員養成講習・フォロー
アップ講習

地域及び事業所における震災対策に関する活動
の中心を担う者（以下「防災指導員」という。）を養
成する講習を実施するもの。
また，防災指導員を対象にして，スキルアップの
ための講習を実施するもの

12,496 委託 － － － 一般競争 H28.6予定 総務部
危機対策課
防災推進班

022-211-2376

2 みやぎ地域復興支援事業

被災者自らが自立した生活を取り戻すために行っ
ている活動及び多様な被災者のニーズに応える
支援を行っているボランティアやＮＰＯ等支援団体
の支援活動の継続のための資金を助成するもの

305,000 補助

人件費，諸謝金，旅
費，消耗品費，広告費・
印刷製本費，通信運搬
費，賃料及び施設使用
料，委託費，設備・備品
購入費，工事請負費そ
の他

9/10他
9,000千円

他
公募

H28.3.31から
4.20まで（ソフト

のみ）
6.15まで（ハー

ドあり）

震災復興・企画部
地域復興支援課
復興支援第二班

022-211-2424

3
宮城県森林インストラクター養成
講座開催事業

　自然環境に対する県民の関心に対し，森林を舞
台とした自然体験活動や自然観察等の指導，森
林・林業についての正しい知識・技術の普及活動
を行う人材の養成を行うもの
　

1,361 委託 － － － H28.5予定 環境生活部
自然保護課
みどり保全班

022-211-2676

4
みやぎ自然環境サポーター養成
講座開催事業

　県内森林公園において，森林管理作業や自然
体験活動等を行うボランティアを養成するもの 220 委託 － － － H28.6予定 環境生活部

自然保護課
みどり保全班

022-211-2676

5
文化芸術による心の復興支援事
業

様々な主体による文化芸術の力を活用した心の
復興への取組に対する助成

50,000 補助 未定 未定 未定 公募 未定 環境生活部
消費生活・文化課

文化振興班
022-211-2527

6 ネクストリーダー養成塾事業

東日本大震災後の宮城を支える次代のリーダー
を養成することを目的に，知事や各界で活躍され
ている方々の講話，仲間とのグループワークなど
を通して，将来の夢や目標について考える機会を
提供するもの

1,000 委託 － － － 随契 － 環境生活部
共同参画社会推進課

青少年育成班
022-211-2577

7
NPO等の絆力を活かした震災復
興支援事業

NPO等が行う事業のうち復興・被災者支援に対す
る助成

76,350 補助

人件費・謝金・消耗品
費
印刷製本費・通信運搬
費・使用料等

9/10
1,350千円
(仮)

公募
(審査あり）

H28.4～5予定 環境生活部
共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576

8
被災者支援総合交付金事業（心
の復興支援事業）

ＮＰＯ等支援団体による心の復興への取組に対す
る助成

100,000 補助 未定 未定 未定 公募 未定 環境生活部
共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576

9
県有遊休施設等の有効利用に
よるNPOの拠点づくり事業

県有遊休施設６箇所をNPO等に貸し付けるもの 1,249 その他 － － － 公募
施設によって
異なる

環境生活部
共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576

10 みやぎNPOサポートローン
NPO法人向けの短期間の融資制度（東北労働金
庫との提携融資）

20,000 その他 － － －
申込

(審査あり）

随時
（受付：東北労
働金庫）

環境生活部
共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576

11
民間非営利活動プラザ
（みやぎＮＰＯプラザ）

県内のNPO活動を支援するため，みやぎNPOプラ
ザを運営し，ＮＰＯに対する講座・相談等を実施す
るもの

34,723 その他 － － － － － 環境生活部
共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576

12 被災地域福祉推進事業

被災者の安定的な日常生活の確保や心身の健
康向上を図るため，市町村や社会福祉協議会等
被災者支援団体が実施する相談支援や孤立防止
の見守り活動，住民同士の交流機会の提供など
の事業に対して間接補助を行うもの

3,050,000 補助

被災者生活支援事業に
必要な報酬，賃金，共
済費，報償費，旅費，
需用費，役務費，委託
料，工事費，使用料及
び賃借料，備品購入費
（予定）

定額 あり - - 保健福祉部
社会福祉課

地域福祉推進班
022-211-2519
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13 被災者支援従事者研修事業
県内沿岸部被災市町に設置している，仮設住宅
サポートセンターで被災者支援に従事しているス
タッフ向けの研修事業を体系的に実施するもの

20,000 委託 － － － 随契 未定 保健福祉部
長寿社会政策課
企画推進班

022-211-2536

14
地域福祉コーディネート研修業
務

沿岸部の被災市町サポートセンタースタッフ等を
対象に，地域における，地域福祉コーディネートの
理解及び技術習得のための研修を実施するもの

20,000 委託 － － － 随契 H28.4～5予定 保健福祉部
長寿社会政策課
企画推進班

022-211-2536

15
生活支援コーディネーター養成
研修等実施事業

生活支援コーディネーター養成研修の実施及び
広報誌の作成・配付

15,000 委託 － － － 随契 H28.4～5予定 保健福祉部
長寿社会政策課
介護保険推進班

022-211-2554

16 介護支援専門員資質向上事業
介護支援専門員の研修（主任介護支援専門員研
修，主任介護支援専門員更新研修）の実施

1,224 委託 － － － 随契 H28.4.9予定 保健福祉部
長寿社会政策課
介護保険推進班

022-211-2554

17
ケアマネジャー多職種連携支援
体制強化事業

介護支援専門員への巡回相談指導の実施 2,066 委託 － － － 随契 H28.5予定 保健福祉部
長寿社会政策課
介護保険推進班

022-211-2554

18 高齢者権利擁護推進事業
「宮城県高齢者権利擁護推進研修業務」

高齢者の身体拘束廃止など権利擁護の具体的な
指導･助言ができる人材を養成し，高齢者虐待防
止に向けた幅広い取組を推進することを目的とす
る

641 委託 － － － 随契 H28.5予定 保健福祉部
長寿社会政策課

地域包括ケア推進班
022-211-2552

19
高齢者虐待対策事業
「高齢者虐待対策機能強化業務」

市町村・地域包括支援センター職員等の高齢者
虐待対応担当機関からの相談を受け，虐待対応
力を向上させることを目的とする

1,003 委託 － － － 随契 H28.3予定 保健福祉部
長寿社会政策課

地域包括ケア推進班
022-211-2552

20 介護サービス情報の公表

　国が設置する介護サービス情報公表システムに
おいて公表される介護サービス情報の客観性を
担保し，利用者及びその家族等による介護サービ
ス事業者の評価・選択等が適切に行われ，これに
より介護サービスの質の向上が図られることを目
的として，介護保険法（平成9年法律第123号）第
115条の42第1項に規定する情報公表事務及び，
同条の36第1項に規定する調査を実施するもの

43,892 委託 － － － 随契 ― 保健福祉部
長寿社会政策課
介護保険指導班

022-211-2556

21
介護サービス情報の公表制度支
援事業

介護サービス情報の公表制度の運営が円滑に実
施できるよう必要な支援を行うことを目的とする
○普及・啓発事業
○研修等事業
○円滑な施行のための事業

907 補助

普及・啓発及び新制度
の周知事業に要する賃
金，需用費，役務費，
委託料，使用料及び賃
借料，備品購入費，負
担金，報酬，報償費，
旅費及び通信運搬費

10/10 907 ― ― 保健福祉部
長寿社会政策課
介護保険指導班

022-211-2556

22 食生活支援事業
応急仮設住宅入居者を対象に管理栄養士等によ
る栄養相談会や戸別訪問など被災者の食生活改
善を目的とした事業の委託

5,555 委託 － － － 未定 未定 保健福祉部
健康推進課
食育・栄養班

022-211-2637

23
健康な食事をとおした絆づくり事
業

災害公営住宅入居者等を対象に管理栄養士等に
よる栄養相談会や交流会等，「食」を通して，地域
や入居者同士の絆づくりを目的とした事業の委託

4,953 委託 － － － 未定 未定 保健福祉部
健康推進課
食育・栄養班

022-211-2637

24 難病相談支援センター事業

地域で生活する難病患者及びその家族の日常生
活における相談支援，地域交流活動の促進及び
就労支援などを行う拠点として「宮城県難病相談
支援センター」を設置し，患者等の悩みや不安等
の解消を図るとともに，患者等の生活の質の向上
を図るもの

9,990 委託 － － － 随契 H28.3 保健福祉部
疾病・感染症対策室

難病対策班
022-211-2636

25
障害福祉関係施設人材確保支
援事業

障害福祉サービス事業所において，無資格・未就
業の者を雇用し，介護初任者研修を受講させるた
めの経費補助

7,800 補助
介護初任者研修費，代
替職員相当分

10/10 あり 公募 未定 保健福祉部
障害福祉課
企画推進班

022-211-2539
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26
地域生活支援拠点整備推進事
業

障害者の地域生活を支援する「相談」「体験の機
会・場の提供」「緊急時の対応」等の機能を備えた
グループホーム等を整備する法人に対する経費
補助

203,230 補助
・施設整備費
・連携体制構築経費
・開設準備経費

3/4 あり 公募 未定 保健福祉部
障害福祉課
施設支援班

022-211-2544

27 グループホーム整備促進事業

精神障害者の地域生活移行推進または重度の障
害者のためのグループホームの創設若しくは既
存の家屋を改修して障害者グル－プホームの整
備を行う法人に対する経費補助

344,520 補助 施設整備費 3/4 あり 公募 4月 保健福祉部
障害福祉課
施設支援班

022-211-2544

28
地域起業・新事業創出活動拠点
運営事業

沿岸被災地や人口減少地域において，「コワーキ
ングスペース運営事業」，「創業支援事業」，「起業
者交流促進事業」の実施を委託するもの

9,000 委託 － － － 公募による H28.4 経済商工観光部
中小企業支援室
経営支援班

未定
※新設

29 みやぎ農山漁村交流促進事業

グリーン・ツーリズム推進のため，地域グリーン・
ツーリズム実践団体を対象として宿泊体験や情報
発信等に係る事業費を補助するとともに，活動を
広くＰＲし都市と農山漁村の交流を図るもの

15,000 補助・委託 未定 未定 未定 未定 未定 農林水産部
農村振興課

農村交流対策班
022-211-2866

30 農山村集落体制づくり支援事業

農村活性化に向けた地域の実態把握を行うととも
に，援農ボランティア等の取組機会の創出支援を
行うことで，条件不利地域における新しい体制づく
り等を促進するもの

5,961 委託 － － － 未定 未定 農林水産部
農村振興課

農村交流対策班
022-211-2866

31
みやぎの田園回帰促進人材確
保・支援事業（農山漁村交流推
進調査事業）

農山漁村交流活動の推進のため，学校や企業・
団体等に交流活動事業ＰＲと意向調査を実施する
もの

5,000 委託 － － － 未定 未定 農林水産部
農村振興課

農村交流対策班
022-211-2866

32
北北上運河外環境保全事業（子
ども体験観察楽校）

・子どもの総合体験学習
・教職員等の自然体験学習，人命救助訓練
・河川環境調査
・河川清掃，除草等

3,100 委託 － － － 随意契約 土木部
東部土木事務所
河川砂防第一班

0225-98-3360

33 蕪栗沼河川管理業務
蕪栗沼遊水地周辺や観察路の除草・投棄ゴミ等
清掃。環境モニタリング調査

4,000 委託 － － － 随意契約 土木部
東部土木事務所登米地
域事務所河川砂防班

0220-22-2763

34 小田ダム管理費事業

小田ダム湖周辺に宮城県で準絶滅危惧種指定さ
れているトンボ，希少植物であるミクリ，キンセイラ
ンが確認されており，これら希少種を良好に保全・
管理するための調査を行うもの

600 委託 － － － 未定 未定 土木部
栗原地方ダム総合事務所

管理第一班
0228-56-2233

35
気仙沼港海域清掃及び御崎港
緑地維持管理業務委託

・県が指定する気仙沼湾内の清掃区域（海域）を
定期的に巡回し，海面上の漂流ゴミ及び漂着ゴミ
等を回収・処分する。
・御崎港内の緑地を定期的に清掃する。
・御崎港緑地の公衆便所を定期的に巡回し，消毒
液の散布及びトイレットペーパーの補充を行う。

980 委託 － － － － － 土木部
気仙沼土木事務所

行政班
0226-24-2539

36
基本的生活習慣定着促進事
業（紙芝居演劇上演事業）

幼児・児童とその保護者に対して，紙芝居と演劇
を組み合わせた紙芝居演劇を上演し，視聴覚的
に基本的生活習慣の大切さを訴え，定着促進を
するもの

2,700 委託 － － － 随契
H28.4
（予定）

教育庁
教育企画室
企画班

022-211-3616

37 「学ぶ土台づくり」市町村等支援事業

第２期「学ぶ土台づくり」推進計画に掲げる４つの
目標の達成に資する以下の内容のうち，いずれ
かを含む事業
・地域に於ける学習活動等の実施
・情報交換や関係機関との連絡調整等を行う連絡
協議会等の開催

2,000 委託 － － － 公募
H28.5
（予定）

教育庁
教育企画室
企画班

022-211-3616
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38
みやぎ県民大学「自主企画講
座」

県民の多様な学習ニーズに応えるため，提案型
の学習講座を開設する。
（講座内容）
・県民が豊かで生きがいのある生活を送るための
課題解決を目的としたもの
・産業廃棄物の発生抑制やリサイクル推進の循環
型社会に関するもの

432 委託 － － － 公募 未定 教育庁
生涯学習課

生涯学習振興班
022-211-3652

39
宮城県協働教育プラットフォーム
事業

家庭・地域・学校が連携・協働して子どもを育てる
仕組みづくりを行い，地域住民の参画による学び
の場の提供や支援活動（家庭教育支援，地域活
動支援，学校教育支援）を実施する。

未定 委託 － － － 公募 未定 教育庁
生涯学習課
協働教育班

022-211-3690
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