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ＮＰＯとの協働可能事業一覧表（平成２９年度）

※番号 事業名 事業概要
Ｈ２９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
担当所・課室

班名
電話番号

1 みやぎ地域復興支援事業

被災地域における地域課題の解決を目指す取組
や,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

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

90他
9,000千円

他
公募

2017/2/8
から

地域復興支援課
復興支援第二班

022-211-2424

2
宮城県森林インストラクター養成
講座開催事業

　一般県民に対し「森の案内人」として，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
を行う人材を養成する。
　

1360 委託 － － － H28.12済
自然保護課

みどり保全班
022-211-2676

3
みやぎ自然環境サポーター養成
講座開催事業

　県内の森林公園において，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。 221 委託 － － － Ｈ29.6予定

自然保護課
みどり保全班

022-211-2676

4
みやぎ県民文化創造の祭典（芸
術銀河）主催事業

芸術銀河及び県内の市町村等と共催し，舞台ワー
クショップ・美術ワークショップ・音楽アウトリーチを
開催するもの

12,300 その他 － － －
申込

（審査あり）

4月上旬から
5月下旬まで
を予定

消費生活・文化課
文化振興班

022-211-2527

5
NPO等の絆力を活かした震災復
興支援事業

NPO等による被災者等の見守りやカウンセリング
等の心のケア、健康・生活支援に向けた取組等に
対する助成（予定）

68,850 補助

人件費、諸謝金、旅費、
消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、使用
料及び会場借料、募集
広告費、計画策定費、
委託費、備品費（予定）

９／１０
（予定）

９００万円
（予定）

公募予定 Ｈ２９.４予定
共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576

6
NPO等の絆力を活かした震災復
興支援事業

復興・被災者支援を行うＮＰＯ法人等が支援者や
他の復興・被災者支援を行うＮＰＯ法人等と結びつ
くためのマッチング・交流及びＮＰＯ法人等が効果
的に復興・被災者支援を行うための情報の収集や
提供等（予定）

7,191 委託
公募型プロ
ポーザルに
よる随契

Ｈ２９.７予定
共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576

7
被災者支援総合交付金（ＮＰＯ等
による心の復興支援事業）

NPO等による被災者が主体的に参加し人と人との
つながりや生きがいを持つための取組等に対する
助成（予定）

77,280 補助

報酬、賃金、共済費、報
償費、旅費、需用費、役
務費、委託料、使用料、
賃借料、備品購入費等
のうち県が必要と認め

る経費（予定）

１０／１０
（予定）

２００万
効果が特に
高いと見込
まれる事業
の場合、上
記の上限

額に知事が
認めた額を
加算する。
ただし、１５
０万円を上
限とする。

（予定）

公募予定 Ｈ２９.４予定
共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576

8
県有遊休施設等の有効利用によ
るＮＰＯの拠点づくり事業

県有遊休施設をNPOの活動拠点として比較的安
価な賃借料で貸し付けるもの

1,273 その他 － － － 公募
施設によっ
て異なる

共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576



2 / 5 ページ

ＮＰＯとの協働可能事業一覧表（平成２９年度）

※番号 事業名 事業概要
Ｈ２９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
担当所・課室

班名
電話番号

9 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）

共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576

10 民間非営利活動プラザ
県内のＮＰＯプラザ活動を支援するため、同プラザ
を運営し、ＮＰＯに対する研修、講座等を実施す
る。

32,600 その他 － － － － －
共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576

11 災害医療コーディネート研修事業

宮城県災害医療コーディネーター及び県内行政職
員等を対象とした大規模災害時の医療救護活動
の調整等を学ぶための災害対応研修を実施する
もの。

1,500 委託 随意契約 未定
医療政策課

地域医療第一班
022-211-2622

12 災害医療従事者研修事業

大規模災害対応時に医療従事者等と連携すること
が想定される県内の行政職員及び医療機関に従
事する者等を対象として，大規模災害時の医療救
護活動の調整に関する研修を実施するもの。

1,000 委託 随意契約 未定
医療政策課

地域医療第一班
022-211-2622

13
宮城県介護人材を育む取組宣言
認証制度運営業務

介護事業所の介護職員人材育成の取組を「見える
化」し，一定の水準をクリアしている事業所を認証
するもの。

12,000 委託 － － － 随意契約 H29.3
長寿社会政策課

企画推進班
022-211-2536

14
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

16,500 委託 － － － 随意契約 H29.4
長寿社会政策課
介護保険推進班

022-211-2554

15 被災者支援従事者研修事業
被災者支援に従事している職員・スタッフ向けの研
修事業を体系的に実施

20,000 委託 － － － 随意契約 H29.4
（予定）
長寿社会政策課
介護保険推進班

022-211-2554

16 地域福祉コーディネート研修業務
被災者支援に従事している職員・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の実施

15,000 委託 － － － 随意契約 H29.4
（予定）
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 － － － 随意契約 未定
長寿社会政策課
介護保険推進班

022-211-2554

18
若年性認知症支援コーディネー
ター設置事業

若年性認知症支援に特化した専門職をコーディ
ネーターとして配置し，ネットワークづくりや研修会
を開催することで，若年性認知症支援体制を強化
する。

5,910 委託 － － －
プロポーザ

ル
（予定）

H29.5～6
（予定）

長寿社会政策課
地域包括ケア推進班

022-211-2552

19
高齢者権利擁護推進事業（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もの。

560 委託 － － － 随契 未定
長寿社会政策課

地域包括ケア推進班
022-211-2552

20
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
向上させるもの。

1,009 委託 － － － 随契 H29.3
長寿社会政策課

地域包括ケア推進班
022-211-2552
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21 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。

62,618 委託 － － － 随契 未定
長寿社会政策課
介護保険指導班

022-211-2556

22
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

862 補助

介護サービス情報の公表
制度支援事業に必要な賃
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，通信運
搬費

100 862 ― 未定
長寿社会政策課
介護保険指導班

022-211-2556

23 中小企業融資制度
県と金融機関が協調して行う中小企業者向け融資
制度で，県の定める利率，保証料率等の条件によ
り，低利・長期の資金を融資するもの。

87,003,000 その他 － － －
申込（審査

あり）

随時（受
付：取扱金
融機関）

商工金融課
商工金融班

022-211-2744

24
シルバー人材センターに準ずる
者の認定

　シルバー人材センターに準ずる者を認定し，認定
団体は県から特定随意契約による受注が可能に
なる。

154 その他 － － －
申請（審査

あり）
年度中２回

雇用対策課
雇用推進班

022-211-2772

25 地域づくり活性化事業費助成金

魅力ある地域づくりを推進するため，地域の活性
化や課題解決を図る支部会員の自主的な活動に
対して，助成金を交付するもの。助成金交付の対
象となる事業は，会員が取り組む事業で，広く地域
住民が参加でき，その成果が地域住民に還元され
る自主的で公益的な事業とする。

100 補助
事業を実施するために
必要とする経費（飲食

費は除く）
100

予算の範
囲内

書類審査 未定
気仙沼地方振興事務所
地方振興部商工・振興班

0226-24-2593

26 漁港施設管理業務
気仙沼漁港区域内岸壁等清掃業務
○岸壁等の清掃業務　○収集したゴミの処分

3,841 委託 随意契約 H29.3
気仙沼地方振興事務所
水産漁港部漁港管理班

0226-22-6825

27 漁港施設管理業務
気仙沼漁港廃油処理施設管理業務
○廃油（ビルジ）処理業務　○施設・設備等の維持
管理

1,493 委託 随意契約 H29.3
気仙沼地方振興事務所
水産漁港部漁港管理班

0226-22-6825

28
宮城県プロフェッショナル人材UIJ
ターン助成金

県外に居住するプロフェッショナル人材を新たに雇
用，またはお試し就業を実施した県内の中小企業
に対し，その経費の一部を助成

40,000 補助

プロフェッショナル人材
の雇い入れに係る費用
「給与」，「転居費用」，

「紹介手数料」等

１／２（紹介
手数料は２

／３）

プロフェッ
ショナル人
材1人につ
き３００万円

－
通年（予算
が無くなり
次第終了）

雇用対策課
雇用推進班

022-211-2772

29
宮城県女性・中高年人材育成助
成事業

県内沿岸部の中小企業等に対し，女性や中高年
齢者を雇用し，資格取得等の人材育成を行った事
業者に対し，助成金を支給する。

20,000 補助
資格取得のために要し
た経費，研修会の開催
や参加のための経費

・対象労働
者1人あた
り50万円
・左記の

1/2

人材育成
経費の補

助率　上限
50万円

－
通年（予算
が無くなり
次第終了）

雇用対策課
雇用推進班

022-211-2772
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30
宮城県ＮＰＯ活用雇用創出奨励
金

企業整備等により離職を余儀なくされた方を雇い
入れたＮＰＯ法人に対し奨励金を支給する。

117,300 補助 雇い入れに係る経費

対象労働
者1人あた
り一律45万

円

左同 －
通年（予算
が無くなり
次第終了）

雇用対策課
雇用推進班

022-211-2772

31 子育て女性等就職支援事業

子育て女性等の就職支援が手薄な県内各地方
（仙台を除く６圏域）で，自立的・継続的に当該就職
支援を行う民間拠点を育成するため，事業実施を
希望する団体に最大３年間助成する。

18,000 補助
人件費，広報費，セミ

ナー経費等
100 3,000千円 公募 未定

雇用対策課
若年者雇用担当

022-264-4510
（みやぎジョブカ

フェ内）

32
まちなか創業チャレンジャー支援
事業

まちなかにおける創業支援体制を整備・強化する
取組に対する助成

15,000 補助
謝金,旅費,委託費,事務

費等
50 10,000 公募予定 未定

商工金融課
商業振興班

022-211-2746

33
農産物直売所等PR事業に係る
地域提案型イメージ回復事業

県内直売所等で風評被害が残るエリアのいずれ
かを対象とする取組みでイメージを回復する事業
を実施するもの。

2,000 委託 随意契約 ４月
農産園芸環境課
アグリビジネス班

022-211-2844

34 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，民泊などのグ
リーン・ツーリズム活動を広くＰＲし都市と農山漁村
の交流を図る。

3,500 委託 未定 未定
農村振興課

農村交流対策班
022-211-2866

35 農山村集落体制づくり支援事業
農村活性化に向け，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。

11,820 委託 未定 未定
農村振興課

農村交流対策班
022-211-2866

36
森林・山村多面的機能発揮対
策交付金事業

ＮＰＯ等が自主的かつ主体的に行う植林や森
林整備などの取組に対する助成

2,218 補助

里山林の景観維持，侵
入竹の伐採，森林資源
の利活用等に要する経

費

100 未定 未定 未定
林業振興課

林業基盤整備班
022-211-2913

37
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
・行政，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

3,600 委託 随意契約
東部土木事務所
河川砂防第一班

0225-98-3360

38 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
東部土木事務所登米地域
事務所河川砂防第一班

0220-22-2763

39
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。
・御崎港緑地の公衆トイレを定期的に巡回し，トイ
レットペーパーの補充等を行う。

980 委託 随契契約 2～3月
気仙沼土木事務所

行政班
0226-24-2539

40
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，定着促進を図るも
の。

1,408 委託 随意契約 ４月（予定）
教育企画室

企画班
022-211-3616
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41 「学ぶ土台づくり」市町村等支援事業

地域において，「学ぶ土台づくり」に関する学びの
場等を幼児やその保護者に提供することにより，
幼児教育の充実を図るもの。

2,000 委託 公募 ４月（予定）
教育企画室

企画班
022-211-3616

42 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，企画提案
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

324 委託 公募 ７月（予定）
生涯学習課

生涯学習振興班
022-211-3652

43

仮設住宅の再編等に係る子供の
学習支援によるコミュニティ復興
支援事業
（地域学校協働活動推進事業）

被災地等における家庭・地域・学校が連携・協働し
た活動を通じた児童生徒の心のケア及び・地域住
民のネットワークの構築によるコミュニティの再生

8,000 補助 未定 100 未定 公募予定 未定
生涯学習課
協働教育班

022-211-3690

44
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，定着促進を図るも
の。

1,408 委託 随意契約 ４月（予定）
教育企画室

企画班
022-211-3616

45 「学ぶ土台づくり」市町村等支援事業

地域において，「学ぶ土台づくり」に関する学びの
場等を幼児やその保護者に提供することにより，
幼児教育の充実を図るもの。

2,000 委託 公募 ４月（予定）
教育企画室

企画班
022-211-3616

46 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，企画提案
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

324 委託 公募 ７月（予定）
生涯学習課

生涯学習振興班
022-211-3652

47

仮設住宅の再編等に係る子供の
学習支援によるコミュニティ復興
支援事業
（地域学校協働活動推進事業）

被災地等における家庭・地域・学校が連携・協働し
た活動を通じた児童生徒の心のケア及び・地域住
民のネットワークの構築によるコミュニティの再生

8,000 補助 未定 100 未定 公募予定 未定
生涯学習課
協働教育班

022-211-3690

48 サイバー犯罪被害防止活動事業

サイバー犯罪被害防止を目的として、保有する先
進の情報及び専門的な知見を活かし、大学・専門
学校生や一般成人を対象とした教養を実施するも
の

2,566 委託 公募予定 未定
サイバー犯罪対策課

サイバーセキュリティ推進
係

022-221-7171
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