
ＮＰＯとの協働可能事業一覧表（平成３１年度）

※番号 事業名 事業概要
Ｈ３１予算額

（千円）
補助・委託

の別
※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等支援団体の活動継続
のための資金を助成する。

252,700 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，設備・
備品購入費，工事請負費
その他

90他 9,000千円他公募

H31.2.8
～
H31.3.20

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。

1,328 委託 － － － Ｈ31.4予定 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。 215 委託 － － － Ｈ31.6予定 自然保護課みどり保全班 022-211-2676

4
宮城県文化芸術の力による心の
復興支援助成金

文化芸術の力を活用した心の復興の取組に対す
る助成

46,400 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，備品購入費のうち県
が必要と認める経費

10/10

タイプ1：150
千円（ただ
し優良事例
は300千円）
タイプ2：
2,000千円
（ただし優
良事例は
3,500千円）
タイプ3：200
千円
タイプ4：150
千円

公募予定
４月下旬か
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）

65,610 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

9／10以内
（予定）

900万円
（予定）

公募予定 Ｈ31.4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）

7,004 委託 － － －
公募型プロ
ポーザルに
よる随契

Ｈ31.8予定
共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576
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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）

49,080 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）

200万円
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、150万
円を上限と
する。（予
定）

公募予定 Ｈ31.4予定
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（ＮＰＯ等
による心の復興支援事業）

受益者アンケート業務委託（予定） 825 委託 － － － 随契 Ｈ31.8予定
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５箇所をNPO等に貸し付けるもの 1,879 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

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）

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費
県内のNPO活動を支援するため，みやぎNPOプラ
ザを運営するもの

35,462 その他 － － － － －
共同参画社会推進課
NPO・協働社会推進班

022-211-2576

12
地域生活定着支援センター運営
事業

保護観察所からの依頼に基づき，高齢であり，又
は障害を有する矯正施設退所予定者に対する福
祉サービス等に係るニーズ内容の確認及び受入
施設等のあっせん又は福祉サービス等の申請支
援等を行う。

21,664 委託 - - -
プロポーザ
ル

H31.3
社会福祉課　地域福祉推
進班

022-211-2519

13 再犯防止推進事業
再犯の防止を推進するために、矯正施設退所者
の居住先の確保に関する課題を調査し、その課題
を踏まえた支援のための取組を実施する。

6,249 委託 - - - 未定 未定
社会福祉課　地域福祉推
進班

022-211-2519

14 生活困窮者自立支援事業

生活困窮者の様々な課題に対応するワンストップ
型の相談窓口を設置（県内3ヶ所）し，相談者ごと
に支援プランを策定し，包括的かつ継続的な支援
を行う。また，直ちに一般就労が困難な者に対し，
日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練
を実施する。

110,905 委託 - - -
プロポーザ
ル

H31.3
社会福祉課　生活自立・
支援班

022-211-2517

15 一時生活支援事業
住居を喪失した者に対し，一定期間，衣食住等の
日常生活に必要な支援を提供。

11,400 委託 - - - 随契 H31.3
社会福祉課　生活自立・
支援班

022-211-2517
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16 家計改善支援事業
家計に課題を抱える生活困窮者に対し，家計管理
や債務整理，貸付等に関する支援を行う。

4,565 委託 - - - 随契 H31.3
社会福祉課　生活自立・
支援班

022-211-2517

17 子ども食堂支援事業

子ども食堂の開設を検討している個人・団体に対
し，立ち上げのノウハウを提供する講座を開催す
るとともに，子ども食堂の活動を広く一般の方々に
理解いただくためのシンポジウムを開催し，普及・
啓発を図る。また，WEBサイトを構築し，子ども食
堂運営団体の情報発信・共有を図る。

3,703 委託 - - - 随契 H31.4
社会福祉課　生活自立・
支援班

022-211-2517

18 子どもの学習・生活支援事業

生活困窮世帯の子どもに対し，学習支援及び心の
安定を図る居場所の提供を行うとともに，その保
護者への相談支援等を実施することにより，貧困
の連鎖の防止を図る。

38,467 委託 - - - 随契 H31.3
社会福祉課　生活自立・
支援班

022-211-2517

19
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

15,981 委託 ― ― ― 随意契約 H31.4
長寿社会政策課
介護保険推進班

022-211-2554

20
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

21
ケアプラン点検アドバイザー派遣
事業

市町村が実施するケアプラン点検において，アド
バイザーを派遣し，当該ケアプラン点検に対する
支援・助言を行うことにより，県内ケアマネジャー
の質の向上を図るもの。

2,013 委託 ― ― ― 随意契約 H31.6
長寿社会政策課
介護保険推進班

022-211-2554

22 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

15,000 委託 ― ― ― 随意契約 H31.4
長寿社会政策課
介護保険推進班

022-211-2554

23 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，地域における知育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

20,000 委託 ― ― ― 随意契約 H31.4
長寿社会政策課
介護保険推進班

022-211-2554

24
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。

764 委託 ― ― ― 随意契約 ―
長寿社会政策課
地域包括ケア推進班

022-211-2552

25
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。

1,032 委託 ― ― ― 随意契約 H31.3
長寿社会政策課
地域包括ケア推進班

022-211-2552

26
みやぎ介護人材を育む取組宣言
認証制度

介護保険事業所の介護職員人材育成や職場環境
改善の取組を「見える化」する制度であり，所定の
項目をクリアしている事業所からの宣言を受け，達
成している事業所を認証するもの。

13,810 委託 ― ― ― 随意契約
長寿社会政策課
介護保険指導班

022-211-2556
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27
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
施できるよう必要名支援を行うことを目的とする。

764 補助

介護サービス情報の公表
制度支援事業に必要名賃
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

100 764 ― ―
長寿社会政策課
介護保険指導班

022-211-2556

28 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。

27,091 委託 ― ― ― 随意契約 ―
長寿社会政策課
介護保険指導班

022-211-2556

29 買い物機能強化支援事業
商業機能を強化・補完するための新たな販売手法
に取り組む商店街や商業者，NPO法人等に対する
助成

8,070 補助
備品購入費，工事請負
費，広告宣伝費等

50 2,000 公募予定 ４月予定 商工金融課商業振興班 022-211-2746

30
次世代型商店街形成支援事業
（ビジョン形成支援）

商店街の課題や魅力を調査しビジョンを形成に取
り組む商店街や商業者，NPO法人等に対する助
成

6,000 補助 委託料，講師謝金等 2/3 2,000 公募予定 ５月予定 商工金融課商業振興班 022-211-2746

31
次世代型商店街形成支援事業
（課題解決支援）

商店街の課題解決のためのソフト・ハード事業を
実施する商店街や商業者，NPO法人等に対する
助成

6,000 補助
委託料，備品購入，工事
請負費，広告宣伝費等

50
ｿﾌﾄ  1,500
ﾊｰﾄﾞ  3,000

公募予定 ５月予定 商工金融課商業振興班 022-211-2746

32
商店街ＮＥＸＴリーダー創出事業
（商業者セミナー）

商店街活動を担う若手・助成の商業者に対する先
進事例やＰＲ戦略などのセミナー開催を委託

2,037 委託 － － － 公募予定 ５月予定 商工金融課商業振興班 022-211-2746

33
商店街ＮＥＸＴリーダー創出事業
（トライアル活動・魅力発信支援）

若手・女性の商業者グループが実施する商店街
活性化事業やＮＰＯやまちづくり会社との連携によ
る魅力発信事業に対する助成

3,000 補助
備品購入費，広告宣伝費
等

定額 300 公募予定 ７月予定 商工金融課商業振興班 022-211-2746

34
創業推進連携事業（地域創業推
進事業の一部）

本県での創業を促進する取組のうち，他地域の参
考となりうる又は全県での展開が可能となる取組
に対し，県が連携事業として委託

4,500 委託 － － －
プロポーザ
ル公募

未定
中小企業支援室企画調整
班

022-211-2745

35
社会人との対話によるキャリア発
達支援事業

児童・生徒を対象とした社会人との対話プログラム
の体制の検討・整備及び実践・普及の実施

20,398 委託 － － － 公募予定 平成31年4月産業人材対策課企画班 022-211-2764

36
宮城県NPO活用雇用創出奨励
金

企業の事業整理等により離職を余儀なくされた方
を雇い入れたNPO法人に対して奨励金を支給する
もの。

58,150 補助
対象労働者１人当たり一
律45万円

同左 同左 －
通年（予算
がなくなり
次第終了）

雇用対策課労政調整班 022-211-2771
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37
宮城県プロフェッショナル人材UIJ
ターン助成金

首都圏など県外に居住するプロフェッショナル人材
を有料人材紹介会社を介し新たに雇用した県内中
小企業に対し，その紹介手数料の一部を助成す
る。

40,000 補助
有料人材紹介会社に支
払った紹介手数料

2/3

プロフェッ
ショナル人材
1人につき３
００万円

通年（予算
がなくなり
次第終了）

雇用対策課雇用推進班 022-211-2772

38
みやぎ防災林パートナーシップ
事業

海岸防災林の役割・重要性についての普及啓発を
行うシンポジウム等の開催や育林活動を行う団体
へ作業指導講師の派遣を行う。

2,418 委託 随意契約 5月予定 森林整備課　保安林班 022-211-2325

39
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 未定 未定
東部土木事務所河川砂防
第一班

0225-98-3360

40 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

4,500 委託 随意契約 未定
東部土木事務所登米地域
事務所河川砂防第一班

0220-22-2763

41 小田ダム管理費事業

小田ダム周辺に宮城県で準絶滅危惧種指定され
ているトンボ，希少種であるミクリ等を移植してお
り，これら希少種を良好に保全・管理をするための
調査等を行うもの。

600 委託 未定 未定 栗原地方ダム総合事務所 0228-56-2233

42 みやぎ県民大学推進事業

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

230 委託 公募 ６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

10,000 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


