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３．災害対応公共事業関係費 億円

(1) 災害復旧等公共事業 億円

○公共土木施設（河川･海岸･道路･港湾･漁港･下水道等）　8,235億円　

○農地・農業用施設　500億円

○有料道路　492億円　

○既設公営住宅　468億円　

○空港　237億円

○その他（水道・工業用水・廃棄物処理施設等）　506億円　

(2) 一般公共事業 億円

○災害公営住宅の整備等　1,116億円　

○災害復旧に関連して緊急に必要となる公共土木施設等の緊急補修等　465億円　

４．施設費災害復旧費等  億円

(1) 学校施設等 億円

○学校施設等災害復旧費　1,831億円　

○学校施設耐震化　340億円　

(2) 介護、医療、障害者施設などの社会福祉施設等 億円

(3) 農業・林業用施設等 億円

(4) 警察・消防防災施設等 億円

(5) 中小企業組合等共同施設等 億円 等
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５．災害関連融資関係経費 億円

(1) 中小企業等の事業再建及び経営安定のための融資等 億円

（うち、地方団体等を通じてゼロ金利融資を可能とするための措置100億円）

(2) 災害復興住宅融資等 億円

(3) 農林漁業者の事業再建及び経営安定のための融資等 億円

(4) 私立学校の施設整備等のための低利融資 億円 等

６．地方交付税交付金 億円

地方が自由に使える資金として、災害対応の特別交付税を増額

７．その他東日本大震災関係経費 億円

(1) 自衛隊・消防・警察・海上保安庁活動経費等 億円

○自衛隊活動・復旧経費等　1,886億円

○緊急消防援助隊等活動経費等　414億円

○警察活動経費等　164億円

○海上保安庁活動経費等　130億円

(2) 医療保険制度等の保険料減免等に対する特別措置 億円

(3) 漁船保険・漁業共済の支払支援 億円

(4) 漁場・養殖施設等復旧対策 億円

5,100

939

681

400

560

226

1,200

8,018

2,593

1,142

6,407

3



(5) 被災者生活再建支援金 億円

(6) 雇用関係 億円

○重点分野雇用創造事業の拡充　500億円

○ジョブサポーターによる就職支援等　9億円

○職業転換給付金の支給　5億円

(7) 被災児童生徒等就学支援 億円

○児童生徒等に対する就学支援  113億円　

○大学生等向け授業料等減免・奨学金事業 76億円

○スクールカウンセラー等派遣　30億円　

(8) 企業等の電力需給対策 億円

○自家発電設備導入促進　100億円

○電力需要抑制対策　77億円

(9) 燃料安定供給対策 億円

○給油所向け資金繰り支援　51億円　

○タンク補修等給油所早期復旧支援　46億円　 等

億円

（注）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。
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Ⅲ 主な事業

（単位：千円,［ ］は債務負担行為）

１ 災害復旧

（１）民間施設等の復旧支援

・社会福祉施設等復旧支援費 ６,６４４,０２３

介護施設、保育所、障害福祉施設等の復旧への助成

（新規 ・中小企業等復旧・復興支援費 ６,５３０,０００）

再建計画に参加する中小企業の生産施設や商店街の共同施設等の復旧への助成

・中小企業組合等共同施設等復旧支援費 ８７０,０００

事業協同組合、協業組合の共同施設等の復旧への助成

・農業用共同利用施設復旧費 ９２０,０００

農協等の倉庫や加工施設等の復旧への助成

（新規 ・東日本大震災農業生産対策費 ５,９８１,３７９）

農業用施設等の復旧及び生産再開に必要な資材購入等への助成

（新規 ・木材供給等緊急対策支援費 ４,５００,０００）

木材加工流通施設の復旧及び流通コスト等への助成

（既決:1,500,000）・水産都市活力強化対策支援費 １,１１６,５６９

魚市場の再開に向けた施設・機器の復旧への助成

・小型漁船・定置網共同化支援費 ３,２００,０００

共同利用小型漁船の建造及び定置網取得への助成

（既決:450,000）・鉄道施設復旧支援費 ２,５９４,０００

阿武隈急行、仙台空港鉄道に対する災害復旧助成及び短期運転資金の貸付

（新規 ・フェリー埠頭復旧支援費（特別会計） ２５６,５００）

フェリーターミナル施設の復旧費の運営団体への貸付

（既決:4,320,000）・仙台空港旅客ターミナルビル復旧支援費 １,１８０,０００

仙台空港旅客ターミナルビルの復旧のための運営会社への出資



（２）公共土木施設等の復旧

（既決:2,490,000）・農地等災害復旧費 ２６,１３３,０６１

農地及び農業用施設の復旧工事等

（既決:18,140,000）・河川等災害復旧費 ４３,７１１,０００ ［３,０００,０００］

公共土木施設の復旧工事等

（既決:3,056,000）・港湾施設等災害復旧費 ２１,８８７,０００

港湾施設、海岸施設の復旧工事等

（ ） ［ ］・流域下水道施設等災害復旧費 特別会計 ２２,３７０,３７５ １６,３４５,０００

（既決:11,187,000 ［13,000,000 ）］

流域下水道施設の復旧工事等

（３）県有施設の復旧

（既決:1,191,059）・庁舎等災害復旧費 ５３６,８３１

行政庁舎、総合研修センターの復旧等

（既決:1,500）・社会教育施設等災害復旧費 1,０１９,８７３

県民会館、図書館の復旧等

（既決:28,000）・産業振興施設等災害復旧費 ４,５３９,２０５

みやぎ産業交流センター、高等技術専門校の復旧等

（既決：349,000）・交通安全施設災害復旧費 １,７１１,４８０

交通信号機の復旧等

（既決：648,500）・教育施設等災害復旧費 ６,９１７,６００

高等学校、特別支援学校の復旧等

・社会体育施設等災害復旧費 ２,４２７,０００

総合運動公園、第二総合運動場の復旧等



２ 災害対策

（１）被災者の生活支援

（既決：121,901,097）・応急救助費 １０９,５００,０００

災害救助法に基づく応急仮設住宅建設や市町村の応急救助に対する負担金等

（２）被災市町村の行政機能の回復

（新規 ・市町村振興資金貸付金（震災対応分） ５,０００,０００）

災害復旧に取り組む被災市町村の資金繰りに対応する短期貸付金の創設

（既決:109,000）・復興まちづくり計画策定支援費 １００,０００

被災市町村の復興まちづくり計画策定に向けた支援

（３）災害廃棄物の処理

（既決：3,000,000）・漁船漁業構造改革促進支援費 ６,７００,０００

被災して陸揚げされた船舶の解体撤去

（４）教育環境の確保

（新規 ・私立学校授業料等軽減特別助成費（高校授業料減免基金） ９６０,０００）

被災し就園、就学困難な幼児、児童生徒の入学金や授業料等を減免する私立学校への助成

（新規 ・被災児童生徒就学支援費（高校授業料減免基金） ２,４５８,０００）

被災し就園、就学困難な幼児、児童生徒に対する就学支援を行う市町村への助成等

・高等学校等育英奨学資金貸付基金造成費（高校授業料減免基金） ２,８００,０００

被災し修学困難な生徒への奨学金貸付のための基金積立

（新規 ・スクールカウンセラー等緊急派遣費 ５３２,０００）

被災した児童生徒の心のケア、教職員等への助言を行うスクールカウンセラーの派遣

（５）保健・医療・福祉の確保

（新規 ・診療確保支援費 ４９４,３５９）

仮設診療所、仮設歯科診療所の整備等への助成

・医療施設近代化施設整備助成費 ５７７,０００

被災した病院の建替への助成



（新規 ・医療・福祉施設電力確保対策費 １,１２４,６４３）

救命救急センターや特別養護老人ホーム等の自家発電設備整備への助成

（拡充 ・地域支え合い体制づくり事業費（介護基盤緊急整備基金） １,００６,１９６）

（既決：480,000）

仮設住宅等への介護・福祉サービス拠点整備やその運営への助成等

（６）雇用・生活資金の確保

（新規 ・被災者等再就職支援対策費 ２０,０００）

合同就職面接会を開催し、被災離職者や来年３月の新規学卒者の就職を支援

（既決：5,459,612）（拡充 ・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 １１,６４０,０００）

被災した求職者に対する雇用機会の創出

（新規 ・生活福祉資金貸付事業費（生活復興支援資金） ２,２５０,０００）

被災した低所得世帯への生活復興支援資金の創設に伴う貸付原資の助成

（７）農林水産業の初期復興

・農林水産業天災融資資金利子補給 ６１,０１２

被災した農林漁業者の経営資金借入に対する利子補給への助成

・農林水産業災害対策資金利子補給 ５２,７９６

被災した農林漁業者の経営再建資金借入に対する利子補給への助成

・県産農林水産物等輸出促進費 １５,８６７

輸出向け農林水産物の放射能検査機器の購入

（新規 ・被災農家経営再開支援費 ３,７５３,８６４）

被災地域において営農再開に向け共同で復旧作業を行う農業者に対する支援

（新規 ・漁場生産力回復支援費 ３,０００,０００）

漁業者グループが行う漂流物の回収等の取組に対する支援

（８）商工業の復興

（新規 ・中小企業経営安定資金等貸付金（震災対応分） ６２,０００,０００ ［３６３,０００］）

被災中小企業の資金繰りに対応する融資制度の創設



（新規 ・中小企業等グループ設備等復旧整備資金貸付金（特別会計） １４,８５０,０００）

中小企業等のグループ、組合、商店街の施設・設備の復旧費の無利子貸付

３ その他

・消防賞じゅつ金 ２,６２０,８００

震災で殉職した消防職員、消防団員に対する殉職者賞じゅつ金

・警察賞じゅつ金 ７８０,０００

震災で殉職した警察職員に対する殉職者賞じゅつ金

（既決:766,000）・県議会議員選挙費 １０５,０００

県議会議員選挙に要する選挙執行事務費等


