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第５章 震災復興実施計画［震災復興計画・７分野］ 
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［ 震災復興計画・７分野 ］ 
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第５章 震災復興実施計画［震災復興計画・７分野］ 

○［震災復興計画・７分野］及び［将来ビジョン・３３の取組］対応表 

 

震災復興計画・７分野 頁数 将来ビジョン・３３の取組 頁数 

(1) 環境・生活・衛生・廃棄物 

① 被災者の生活環境の確保 P.201 取組 24 コンパクトで機能的なまちづくりと地域生

活の充実 

P.145 

② 廃棄物の適正処理 P.214 取組 28 廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利

用）と適正処理の推進 

P.166 

③ 持続可能な社会と環境保全の実現 P.215 取組 27 環境に配慮した社会経済システムの構築と

地球環境保全への貢献 

P.156 

取組 29 豊かな自然環境，生活環境の保全 P.169 

(2) 保健・医療・福祉 

① 安心できる地域医療の確保 P.221 取組 19 安心できる地域医療の充実 P.120 

取組 20 生涯を豊かに暮らすための健康づくり P.125 

② 未来を担う子どもたちへの支援 P.229 取組 13 次代を担う子どもを安心して生み育てるこ

とができる環境づくり 

P.86 

③ だれもが住みよい地域社会の構築 P.238 取組 21 高齢者が元気に安心して暮らせる環境づく

り 

P.129 

取組 22 障害があっても安心して生活できる地域社

会の実現 

P.134 

取組 25 安全で安心なまちづくり P.149 

取組 26 外国人も活躍できる地域づくり P.154 

(3) 経済・商工・観光・雇用    

① ものづくり産業の復興 P.252 取組１ 地域経済を力強くけん引するものづくり産

業（製造業）の振興 

P.24 

取組２ 産学官の連携による高度技術産業の集積促

進 

P.30 

取組８ 県内企業のグローバルビジネスの推進と外

資系企業の立地促進 

P.62 

取組 11 経営力の向上と経営基盤の強化 P.76 

② 商業・観光の再生 P.266 取組４ 高付加価値型サービス産業・情報産業及び地

域商業の振興 

P.38 

取組５ 地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの

実現 

P.42 

取組９ 自律的に発展できる経済システム構築に向

けた広域経済圏の形成 

P.66 
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第５章 震災復興実施計画［震災復興計画・７分野］ 

震災復興計画・７分野 頁数 将来ビジョン・３３の取組 頁数 

③ 雇用の維持・確保 P.286 取組 10 産業活動の基礎となる人材の育成・確保 P.70 

取組 18 多様な就業機会や就業環境の創出 P.112 

(4) 農業・林業・水産業   

① 魅力ある農業・農村の再興 P.295 取組６ 競争力ある農林水産業への転換 P.47 

取組 30 住民参画型の社会資本整備や良好な景観の

形成 

P.177 

② 活力ある林業の再生 P.308 取組６ 競争力ある農林水産業への転換 P.47 

③ 新たな水産業の創造 P.315 

④ 一次産業を牽引する食産業の振興 P.328 取組３ 豊かな農林水産資源と結びついた食品製造

業の振興 

P.33 

取組７ 地産地消や食育を通じた需要の創出と食の

安全安心の確保 

P.58 

(5) 公共土木施設 

① 道路，港湾，空港などの交通基盤の

確保・整備促進 

P.344 取組 12 宮城の飛躍を支える産業基盤の整備 P.81 

取組 31 宮城県沖地震に備えた施設整備や情報ネッ

トワークの充実 

P.180 

② 海岸，河川などの県土保全 P.353 取組 32 洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策

の推進 

P.185 

③ 上下水道などのライフラインの整備 P.360 取組 31 宮城県沖地震に備えた施設整備や情報ネッ

トワークの充実 

P.180 

④ 沿岸市町をはじめとするまちの再構

築 

P.363 取組 24 コンパクトで機能的なまちづくりと地域生

活の充実 

P.145 

取組 30 住民参画型の社会資本整備や良好な景観の

形成 

P.177 

(6) 教育 

① 安全・安心な学校教育の確保 P.367 取組 15 着実な学力向上と希望する進路の実現 P.94 

取組 16 豊かな心と健やかな体の育成 P.102 

取組 17 児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある

教育環境づくり 

P.107 

② 家庭・地域の教育力の再構築 P.385 取組 14 家庭・地域・学校の協働による子どもの健全

な育成 

P.91 

③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充

実 

P.389 取組 23 生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の

振興 

P.139 
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第５章 震災復興実施計画［震災復興計画・７分野］ 

震災復興計画・７分野 頁数 将来ビジョン・３３の取組 頁数 

(7) 防災・安全・安心 

① 防災機能の再構築 P.396 取組 31 宮城県沖地震に備えた施設整備や情報ネッ

トワークの充実 

P.180 

取組 33 地域ぐるみの防災体制の充実 P.188 

② 大津波等への備え P.405 取組 31 宮城県沖地震に備えた施設整備や情報ネッ

トワークの充実 

P.180 

③ 自助・共助による市民レベルの防災

体制の強化 

P.410 取組 33 地域ぐるみの防災体制の充実 P.188 

④ 安全・安心な地域社会の構築 P.413 取組 25 安全で安心なまちづくり P.149 

 

※ 「震災復興計画・７分野」の項目ごとに，対応する主な「将来ビジョン・３３の取組」の取組名を記載しています。 
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第５章 震災復興実施計画［震災復興計画・７分野］ 

 

 

「第５章 震災復興実施計画［ 震災復興計画・７分野 ］」は，下記のように統一的に記載してい

ます。 

 

（１）○○○○○○○○○○ 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

    

    

    

 

１ ○○○○○○○○○○ 

 

＜行動方針＞ 

◇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

○○○○○○○○○○事業        取組○  

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。 

【事業主体：国，県】 

○○○○課      

02        

 

凡  例 

４か年の計画期間中に行う主な取組の

方向を記載しています。 

「第４章 将来ビジョン・震災復興実施計画」に掲載している「宮城の将来

ビジョン推進事業」に該当する事業については， 取組番号 を記載していま

す。また，「取組に関連する宮城県震災復興推進事業」に該当する事業につい

ては， 関連：取組番号 を記載しています。 

４か年の計画期間中に目指す目標を記載しています。（復旧・復興に

係る最終的な目標に対する割合を，括弧内に記載しています。） 

① ○○○○○○○○○○○  

宮城県震災復興計画「６ 分野別の復興の方

向性」に掲載した項目を記載しています。 

本県における「主担当課・室」名

を記載しています。 

個別取組の実施年度を矢印で記載していま

す。 

※復旧期から実施している場合は，Ｈ25から

矢印を記載しています。 

※再生期以降実施予定の場合は，欄外まで矢

印を記載しています。 

「事業名」，「取組の内容」及び「事業主体（事業の実施に関係

する国，県，市町村（財源負担を伴う場合を含む））」を記載し

ています。また，宮城県震災復興計画「４ 緊急重点事項」に

関係する事業については，緊急記号を記載しています。 
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第５章 震災復興実施計画［震災復興計画・７分野］ 

 

○ 取組にかかる「再生期」４か年の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費 ○○○，○○○百万円（うち県事業費○○○，○○○百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各分野の項目毎に，取組に係る４か年の事業費見込額を，百万円単位

で記載しています（再掲している個別取組の事業費見込額を含む）。 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

第５章 震災復興実施計画［ 震災復興計画・７分野 ］ 

（１）環境・生活・衛生・廃棄物 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

災害公営住宅の整備戸数（戸）［累計］ 

0戸 

（0％） 

（H22年度） 

1,351戸 

（8.7％） 

（H25年度） 

15,561戸 

（100％） 

（H29年度） 

被災地におけるコミュニティ再構築活動を行

う団体への助成件数（件）［累計］ 

0件 

（H22年度） 

18件 

（H25年度） 

39件 

（H29年度） 

 

１ 被災者の良好な生活環境の確保 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災者の良好な生活環境の確保のため，仮設住宅における介護・福祉サービスを提供する拠 

点（サポートセンター）による見守り活動を継続するとともに，健康に関する相談・訪問活動 

や消費生活相談など，きめ細かな支援に取り組みます。 

◇ 県外避難者に対して復興状況や各種支援に関する情報を定期的に提供するとともに，県外避 

難者のニーズや課題等について避難先自治体等との情報共有に努め，県外避難者の早期の円滑 

な帰郷を促進します。 

◇ 地域住民の生活交通を確保するため，離島航路及び路線バスの運行支援を行うとともに， 

ＪＲ各線の一日も早い全線運行再開に向けて，関係機関と協力しながら復旧に取り組みます。 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

被災者生活再建支援金支給事業   関連：取組 24  

震災で居住する住宅が全壊するなど，生活基盤に

著しい被害を受けた世帯者に対し，生活の再建を支

援するため，被災者生活再建支援法に基づき，４７

都道府県が拠出した基金と国の補助金により生活再

建支援金を支給します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ30） 

消防課      

① 被災者の生活環境の確保  
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

02 

緊急 

災害弔慰金・見舞金給付事業    関連：取組 24  

震災により家族を失った被災者や障害を負った被

災者に対し，弔慰金・見舞金を給付します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

震災援護室      

03 

 

生活福祉資金貸付事業（生活復興支援体制強化事業） 

 関連：取組 24  

震災特例による生活福祉資金貸付事業を実施する

県社会福祉協議会の基盤強化を図るため，貸付相談

員等を県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会

に配置する経費等に対して補助します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

社会福祉課      

04 

緊急 

災害援護資金貸付事業       関連：取組 24  

震災で家屋を失った被災者や世帯主が負傷した被

災者に対し，生活再建を支援するため，当面の生活

資金を融資します。 
【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

震災援護室      

05 地域支え合い体制づくり事業（サポートセンター等

整備事業）             関連：取組 24  

［分野 (1)①４，(2)③３，(2)③４に再掲］ 

被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう，

地域の支え合い活動の立ち上げ支援や，応急仮設住

宅内等へのサポートセンターの設置・運営等を支援

します。 
【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ32） 

社会福祉課      

06 地域支え合い体制づくり事業（市町サポートセンタ

ー支援事業）             関連：取組 24  

［分野 (1)①４，(2)③３，(2)③４に再掲］ 

 被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう宮

城県サポートセンター支援事務所を設置し，専門職

の相談会やアドバイザー派遣などを行い被災市町が

設置運営するサポートセンターを支援します。 

 また，被災者支援従事者の研修会や被災者支援情

報誌の発行・配布などの支援も行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ28）→（Ｈ25～Ｈ32） 

長寿社会政

策課 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

07 被災地域生活支援体制構築事業   関連：取組 24  

［分野 (1)①４，(2)③３，(2)③４に再掲］ 

 災害公営住宅における支援体制のあり方等を検討

する市町に対して，検討費用等の支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25）→（Ｈ25～Ｈ26） 

社会福祉課      

08 

緊急 

健康支援事業           関連：取組 20  

［分野 (2)①１に再掲］ 

応急仮設住宅，在宅等の被災住民に対して，健康

状態の悪化を防止するとともに健康不安の解消を図

るため，看護職員による健康相談，訪問指導等を支

援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

医療整備課      

09 みやぎ県外避難者帰郷支援事業   関連：取組 24  

 県外避難者の早期帰郷に向け，アンケート調査に

より県外避難者のニーズ等を把握し，関係機関等で

情報を共有するとともに，「県外避難者支援員」や「復

興定期便」により，復興状況や各種支援情報等，定

期的かつ継続的に情報提供を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ29）→（Ｈ24～Ｈ32） 

震災復興推

進課 

     

10 県外避難者支援員設置事業     関連：取組 24  

 県外避難者支援員を配置し，避難先自治体等にお

いて，県外避難者を対象として実施している交流会

等に参加し，避難者に対して生活再建や帰郷に向け

た情報提供や相談援助等を行います． 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

震災復興推

進課 

     

11 みやぎ被災者生活支援事業     関連：取組 24  

 被災者の避難生活の安定や生活再建のため,主な

支援制度や相談窓口等，各行政機関等の情報を取り

まとめた「みやぎ被災者生活支援ガイドブック」 

を発行します。また，被災者支援に係る総合調整を

行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ29） 

震災復興推

進課 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

12 県外避難者支援拠点設置事業    関連：取組 24  

 県外避難者が身近なところで，帰郷に向けた情報

提供や相談援助等を受けられるよう，NPO 等の支援

団体と連携して，支援拠点を設置します。 

 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ29） 

震災復興推

進課 

     

13 

緊急 

被災者生活支援事業（離島航路）     取組 24  

［分野 (5)④１に再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた離島航路事業者に

対し，離島航路補助金，離島島民運賃割引，経営安

定資金貸付事業による運行支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32）  

総合交通対

策課 

     

14 

緊急 

被災者生活支援事業（路線バス）     取組 24  

［分野 (5)④１に再掲］ 

 震災により甚大な被害を受けたバス事業者に対

し，宮城県バス運行対策費補助金による運行支援を

行います。また，仮設住宅における住民バスの運行

に対して，宮城県バス運行維持対策補助金による支

援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

総合交通対

策課 

     

15 仙石線・東北本線接続線整備支援事業 

［分野 (5)④１に再掲］      関連：取組 24  

 ＪＲ東日本が石巻・仙台間の所要時間の短縮や被

災地の復興の一助として行う仙石線と東北本線を結

ぶ接続線の整備に支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ26～Ｈ27） 

総合交通対

策課 

     

16 

緊急 

消費生活センター機能充実事業      取組 25  

震災復興に便乗した悪質商法などから消費者を守

り，被害の未然防止・拡大防止を図るため，県消費

生活センターの相談・指導体制等の機能を拡充する

ほか，市町村の消費生活相談窓口の機能充実・強化

を支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

消費生活・

文化課 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

17 消費者啓発事業          関連：取組 25  

震災復興に便乗した悪質商法などに関する情報提

供や注意喚起に取り組むとともに，学校，家庭，職

域その他の様々な場を通じて消費生活に関する普及

啓発を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

消費生活・

文化課 

     

18 消費生活相談事業         関連：取組 25  

消費生活センター及び県民サービスセンターにお

いて，震災復興に便乗した悪質商法などの消費生活

に関する相談業務を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

消費生活・

文化課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２９，８８０百万円（うち県事業費：２５，８９７百万円） 
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２ 災害公営住宅の早期整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災者が早期に恒久的な住宅に入居できるよう，市町と連携を密にし，災害公営住宅の計画 

的な整備を進めます。 

◇ 災害公営住宅の建設に当たっては，用地確保を含めた民間事業者からの事業提案等の手法や 

民間賃貸住宅の借上げ，買取り等を活用することにより早期の住宅供給に努めます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

応急仮設住宅確保事業       関連：取組 24  

被災した県民が新しい住宅を確保するまでの間，

被災者の生活拠点となる応急仮設住宅等を確保しま

す。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ28） 

震災援護室      

02 

緊急 

災害公営住宅整備事業       関連：取組 24  

震災により甚大な被害を受けた被災者及び入居期

間が限られている応急仮設住宅の入居者の恒久的な

住まいを確保するため，災害公営住宅を整備します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

住宅課 

復興住宅整

備室 

     

03 県営住宅ストック総合改善事業費  関連：取組 24  

「県営住宅ストック総合活用計画」に基づき，県

営住宅における施設の長寿化と居住性を高め，スト

ックの有効活用を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

住宅課      

04 県営住宅管理事業費        関連：取組 24  

建築基準法の規定に基づき，新たに義務付けられ

た定期点検における外壁全面打診点検について，県

営住宅で計画的に実施します。 

【事業主体：国，県】 

 （Ｈ23～Ｈ32） 

住宅課      
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

05 県営住宅リフォーム事業費     関連：取組 24  

「県営住宅ストック総合活用計画」に基づき，県

営住宅のリフォーム事業を行い，ストックの有効活

用を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

住宅課      

06 非予算的手法：復興住宅市町村連絡調整会議 

 関連：取組 24  

災害公営住宅の整備，管理，募集，入居に関する

情報を共有するとともに，自力再建に向けた情報の

共有を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ29） 

住宅課 

復興住宅整

備室 

     

07 住宅再建支援事業（二重ローン対策） 

                 関連：取組 24  

二重ローンを抱えることとなる被災者の負担軽減

を図るため，既住宅債務を有する被災者が，新たな

借入により住宅を再建する場合に，既住宅債務に係

る利子に対して助成を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ32） 

住宅課      

08 

 

小規模住宅地区改良事業      関連：取組 24  

震災により壊滅的な被害を受けた住宅地区におけ

る住環境の改善を図るため，公的住宅の建設や建築

物の敷地の整備等を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ29） 

住宅課      

09 狭あい道路整備等促進事業     関連：取組 24  

安全な住宅市街地の形成を図るため，市町村が実

施する狭あい道路の調査・測量や安全性を確保する

ための整備費用等に対して国が助成を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ30） 

建築宅地課      
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

10 宮城復興住宅マッチングサポート事業 

 関連：取組 24  

住宅再建の本格化に伴い懸念される，工務店の不

足や，職人・資材の不足等に対し，自力再建に向け

て希望条件に合う工務店の紹介や，建設事業者間に

おける職人，資材等の融通を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ29） 

住宅課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４３１，６５４万円（うち県事業費１２６，９６４百万円） 
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３ 恒久的な住宅での安定した生活に向けた支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災者の応急的な住宅から恒久的な住宅への住み替えがスムーズに進むよう，市町村等の関 

係機関と連携を密にし，被災者の住み替え等に係るニーズや課題等の把握に努め，仮設住宅の 

集約や恒久的な住宅への住み替え等に伴う被災者の精神的・経済的負担の軽減に取り組みま 

す。 

◇ 住宅金融支援機構が行う災害復興住宅融資等を活用し，被災者の住宅再建を支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28   Ｈ29 

01 

緊急 

がけ地近接等危険住宅移転事業   関連：取組 31  

がけ地の崩壊，津波等により，住民の生命に危険

を及ぼすおそれのある危険な住宅を安全な場所に移

転する者に補助する市町に対し，その補助事業に要

する経費を国が補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

建築宅地課      

02 

緊急 

特定鉱害復旧事業         関連：取組 24  

震災により誘発された亜炭鉱陥没の被害を受けた

住宅・敷地及び農地等の復旧を実施する団体に対し，

必要な経費を補助します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

産業立地推

進課 

     

03 

緊急 

応急仮設住宅共同施設維持管理事業 

 関連：取組 24  

応急仮設住宅を適切に管理するため，関係市町村

等で組織する応急仮設住宅管理推進協議会等に対

し，共同利用施設の維持管理等に要する経費を補助

します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ28） 

震災援護室      



 

- 210 - 

 

第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28   Ｈ29 

04 

緊急 

木造住宅等震災対策事業         取組 31  

県民の生命と財産の被害の軽減を図るため，倒壊

の危険性が高いとされる昭和５６年５月以前に建て

られた木造住宅等の耐震診断・耐震改修に対し助成

等を行い，耐震化を促進します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

建築宅地課      

05 

 

被災者住宅確保等支援事業     関連：取組 24  

 民間賃貸住宅を再建先とする被災者の方々に，住

宅確保に関する情報提供やマッチング支援を行いま

す。また，転居支援センターを設置し，転居困難者

等の相談や再建支援を行います。 

【事業主体:県】 

（Ｈ27～Ｈ31） 

震災援護室      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１２，１２５百万円（うち県事業費：２，８５０百万円） 
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４ 地域コミュニティの再生と被災地の活力創出に向けた多様な活動への支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 地域コミュニティの再構築を進めるため，市町村やＮＰＯ等，様々な主体と協調・連携し， 

住民主体による地域活動の支援や交流機会の創出，伝統行事や民俗芸能の再開に向けた支援な 

どに取り組みます。 

◇ 被災地において，一人一人が生きがいを持って暮らせる地域づくりを進めていくため，地域 

における活力創出のための様々な活動やその中核となる人材の育成等の支援に取り組みます。 

 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 地域支え合い体制づくり事業（サポートセンター等

整備事業）            関連：取組 24  

［分野 (1)①１，(2)③３，(2)③４から再掲］ 

被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう，

地域の支え合い活動の立ち上げ支援や，応急仮設住

宅内等へのサポートセンターの設置・運営等を支援

します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ32） 

社会福祉課      

02 地域支え合い体制づくり事業（市町サポートセンタ

ー支援事業）           関連：取組 24  

［分野 (1)①１，(2)③３，(2)③４から再掲］ 

 被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう宮

城県サポートセンター支援事務所を設置し，専門職

の相談会やアドバイザー派遣などを行い被災市町が

設置運営するサポートセンターを支援します。 

 また，被災者支援従事者の研修会や被災者支援情

報誌の発行・配布などの支援も行います。 

 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

長寿社会政

策課 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 被災地域生活支援体制構築事業   関連：取組 24  

［分野 (1)①１，(2)③３，(2)③４から再掲］ 

 災害公営住宅における支援体制のあり方等を検討

する市町に対して，検討費用等の支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25）→（Ｈ25～Ｈ26） 

社会福祉課      

04 復興活動支援事業         関連：取組 24  

［分野 (2)③４に再掲］ 

住民が安心して暮らせる地域社会の実現に向け，

様々な主体と協調・連携し，被災地域のコミュニテ

ィを再生するための支援体制を整備するとともに，

住民主体による地域活動を支援し，住民同士の交流

機会を創出します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

地域復興支

援課 

     

05 みやぎ地域復興支援事業      関連：取組 24  

［分野 (2)③４に再掲］ 

被災者の生活再建をきめ細かく支援するために必

要な各種助成を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

地域復興支

援課 

     

06 被災地域交流拠点施設整備事業   関連：取組 24  

［分野 (2)③４に再掲］ 

地域コミュニティの再構築，住民主体の地域活動

の活性化及び地域防災力の向上を図るため，震災に

より甚大な被害を受けた沿岸市町を対象として，集

会所等の住民交流拠点施設の整備及び同施設を活用

した住民活動に対して補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

地域復興支

援課 

     

07 地域コミュニティ再生支援事業   関連：取組 24  

［分野 (2)③４に再掲］ 

自治組織等が自発的，主体的に取り組む地域コミ

ュニティ再生活動のための資金等を補助することに

より，被災地域の生活環境づくりを支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ27～Ｈ32） 

地域復興支

援課 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

08 無形民俗文化財再生支援事業    関連：取組 23  

［分野 (6)③２に再掲］ 

震災で活動母体のコミュニティが失われたり，用

具が流出・損傷したりして，活動の継続が困難にな

った地域の祭礼行事や民俗芸能等の無形民俗文化財

保持団体に対して，行事や芸能の再開を促すととも

に，伝統文化の実施を通したコミュニティ再生の一

助とするために，用具等の備品の整備を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

文化財保護

課 

     

09 震災復興担い手ＮＰＯ等支援事業 

 関連：基礎的取組  

中長期的な被災地の復興や被災者支援の促進を図

るため，震災復興の重要な担い手であるＮＰＯ等の

運営力強化（人材育成やネットワークの形成等）に

資する先駆的取組に対して助成するとともに，ＮＰ

Ｏ等の基礎的能力の向上や活動基盤の整備等を目的

とした各種相談・研修事業等を実施します。 

【事業主体：県】 

(Ｈ25～Ｈ27) 

共同参画社

会推進課 

     

10 多文化共生推進事業           取組 26  

［分野 (2)③４に再掲］ 

国籍や民族等の違いにかかわらず，県民すべての

人権が尊重され，だれもが社会参加できる「多文化

共生社会」の形成を目指し，日本人と外国人の間に

立ちはだかる「意識の壁」，「言葉の壁」，「生活の壁」

を解消することにより，自立と社会参加を促進する

とともに，災害等の緊急時においても外国人の生活

の安全・安心を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

国際経済・

交流課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１３，６２７百万円（うち県事業費：１３，５５２百万円） 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ② 廃棄物の適正処理 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 

災害廃棄物等処理率（県処理分）（％） 
0％ 

（H22年度） 

100％ 

（H25年度） 

 

１ 災害廃棄物の適正処理 

 

＜これまでの取組状況＞ 

◇ 震災で発生した膨大な量の災害廃棄物の処理を迅速かつ適正に行い，１年以内に被災地から

搬出し，廃棄物の再生利用を図りながらおおむね３年以内に処理を完了させるため，継続的な

処理や費用負担等に関する体制の構築に取り組みました。 

◇ こうした中，復興まちづくりを進める上で前提となる災害廃棄物の処理については，県外自

治体の協力を得ながら，当初の目標である「復旧期」で処理が完了しました。 

 

 

 

 

 

② 廃棄物の適正処理  
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ③ 持続可能な社会と環境保全の実現 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換算） 

(TJ) 

24,107TJ 

（H22年度/推計値） 

20,394TJ 

（H25年度/推計値） 

25,740TJ 

（H29年度） 

太陽光発電システムの導入出力数（MW） 
50MW 

（H22年度/推計値） 

226MW 

（H25年度/推計値） 

301MW 

（H29年度） 

 

１ 再生可能エネルギーの導入とスマートシティの形成 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災地のまちづくりにあわせた再生可能エネルギー，省エネルギー設備の導入への支援及び 

市町村に対するエコタウン(スマートシティ)の形成支援などの取組を着実に展開していきま 

す。 

◇ 復興需要等で増加が見込まれる温室効果ガスについては，再生可能エネルギーの導入促進に 

加え，より一層削減効果の高い省エネルギー促進に重点を置いた施策を展開していきます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 環境基本計画推進事業          取組 27  

宮城県環境基本計画が目指す「グリーンな地域社

会構築」に向けて，積極的な環境配慮行動の実践を

宣言する「みやぎｅ行動（eco do!）宣言」を，環境

施策と連携させることで，県民・事業者等の環境配

慮行動を促進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

環境政策課      

02 省エネルギー・コスト削減実践支援事業  取組 27  

ひっ迫するエネルギー供給の中で，企業活動を継

続し，かつ事業コストを削減させるため，県内事業

所における省エネルギー設備の導入を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

環境政策課      

③ 持続可能な社会と環境保全の実現  
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ③ 持続可能な社会と環境保全の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 新エネルギー設備導入支援事業      取組 27  

ひっ迫するエネルギー供給の中で，再生可能エネ

ルギーの導入を促進するため，県内事業所における

新エネルギー設備の導入を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

環境政策課      

04 クリーンエネルギーみやぎ創造事業    取組 27  

新たな産業集積と地球温暖化対策の両立を図りな

がら，真に豊かな「富県宮城」の実現を目指すため，

クリーンエネルギー関連産業の集積を促進するとと

もに，クリーンエネルギーの先進的な利活用促進の

取組や県内クリーンエネルギー関連産業の取引拡大

及び同製品の地産地消に向けた取組など，クリーン

エネルギー産業の振興に更に積極的に取り組みま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ32） 

環境政策課      

05 住宅用太陽光発電等普及促進事業     取組 27  

 住宅用太陽光システムの普及を促進するため，設

置する県民に対し，その経費の一部を補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

再生可能エ

ネルギー室 

     

06 再生可能エネルギー等を活用した地域復興支援事業 

 取組 27  

環境に配慮したまちづくり（エコタウン）の形成

を推進するため，市町村への各種の支援を行うとと

もに，県内のエコタウンのＰＲ等を行います。また，

災害公営住宅の屋根貸しによる太陽光発電の導入を

進めます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ26）→（Ｈ24～Ｈ27） 

再生可能エ

ネルギー室 

     

07 防災拠点再生可能エネルギー導入促進事業 

 取組 27  

 自立分散型エネルギーの導入を促進するため，災

害時に防災拠点となる公共施設や民間施設への再生

可能エネルギーや蓄電池の導入に要する経費の補助

を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ27） 

再生可能エ

ネルギー室 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ③ 持続可能な社会と環境保全の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

08 低炭素型水ライフスタイル導入支援事業  

 取組 27  

 節湯・節水機器及び低炭素型社会対応浄化槽を住

宅に導入する県民に対し設置費用の一部を補助する

ことで，家庭における水ライフスタイルの低炭素化

を促します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ27） 

循環型社会

推進課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１２，００１百万円（うち県事業費：１２，００１百万円） 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ③ 持続可能な社会と環境保全の実現 

２ 自然環境の保全の実現 

 

＜行動方針＞ 

 

 

 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 
○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 環境保全地域指定・管理事業    関連：取組 29  

緑地環境保全地域の新規指定のための学術調査を

行います。また，自然環境保全地域等に指定された

山林等に係る固定資産税の課税免除を行う市町に対

する交付事業を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

自然保護課      

02 沿岸被災地における希少野生動植物調査事業 

                 関連：取組 29  

沿岸被災地における希少野生動植物の保護・保全

対策を実施するとともに，宮城県レッドデータブッ

クを発刊し，様々な主体が連携して取り組む「多様

な生物と共存したふるさと宮城の復興」を実現し，

次代に継承していくことを目指します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ27） 

自然保護課      

03 百万本植樹事業             取組 29  

緑化活動の機運の高まりを契機とし，県民一人一

人が身近なみどりを増やす活動を支援することによ

り，緑化思想の高揚と活動意欲の増進を図り，みど

り豊かな県土の発展と潤いのある生活環境の創造を

図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

自然保護課      

 

 

◇ 被災した沿岸域における適正な自然環境の保護体制を確保するとともに，自然再生事業の充実

や，本県の生物多様性の保全を図ります。 

◇ 「三陸復興国立公園」再編をはじめ，国のグリーン復興プロジェクトを効果的に展開するため，

国と連携しながら，本県の自然環境の保全に努めるとともに，必要な人的体制の構築を促進する

ほか，宮城の豊かな自然環境を内外に向けて発信していきます。 

◇ 野生鳥獣の保護管理を計画的に進めます。特に，放射能の影響により出荷制限指示が出されて 

いるイノシシ，ツキノワグマなど野生鳥獣肉の検査を強化します。 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ③ 持続可能な社会と環境保全の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 森・里・川・海がつながる宮城の自然再発見事業 

 取組 29  

環境省が震災復興施策として策定したグリーン復

興プロジェクトに示された「みちのく潮風トレイル」

を県として着実に推進していくため，ソフト事業や

人的体制の整備を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26）     

自然保護課      

05 野生鳥獣放射能対策事業      関連：取組 29  

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の

影響により，出荷制限指示が出されているイノシシ

及びツキノワグマの出荷制限解除の時機を判断する

ため，野生鳥獣の肉の放射能モニタリング調査を実

施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29）   

自然保護課      

06 森林育成事業               取組 6  

［分野 (4)②１から再掲］ 

県産材の安定供給と森林整備の推進による木材産

業の維持・復興及び地球温暖化防止や水源のかん養，

県土の保全など森林の有する多面的機能の発揮を図

るため，搬出間伐を主体とした森林整備に対して支

援します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

森林整備課      

07 温暖化防止間伐推進事業         取組 27  

［分野 (4)②１に再掲］ 

森林の有する二酸化炭素吸収機能を発揮させるた

め,若齢林を中心に間伐への支援を強化し,温暖化防

止に寄与するとともに，多面的機能の発揮，森林整

備による雇用の確保と関連産業の維持・復興を図り

ます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

森林整備課      
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ③ 持続可能な社会と環境保全の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

08 環境林型県有林造成事業         取組 27  

［分野 (4)②１，(4)②３に再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた地域などの県民生

活の保全と，木材資源の長期的な供給を確保するた

め，県行造林地の契約更新による森林整備（再造林・

保育等）を実施し，良好な森林環境を維持すること

により，森林の持つ多面的機能の発揮と下流域にお

ける災害発生の未然防止を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

森林整備課      

09 保健環境センター再建事業     関連：取組 29  

県民が健康で安心して暮らせる生活環境を確保す

るため，震災で損壊した保健環境センターを再建し，

試験検査体制の整備・充実強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

環境対策課      

10 大気環境モニタリング事業（震災対応） 

 関連：取組 29  

 震災により被災した地域においては，建築物の解

体に伴うアスベストの飛散が懸念されていることか

ら，生活環境への影響を確認するため，大気中のア

スベスト濃度の測定を行います。 

【事業主体：県】 

(Ｈ23～Ｈ25)→（Ｈ23～Ｈ29） 

環境対策課      

11 

 

復興木材供給対策間伐推進事業            取組 6  

［分野 (4)②１から再掲］ 

地球温暖化防止とともに，住宅再建等の復興に必

要な木材を供給することを目的に，搬出間伐に対し

て支援します。 

（Ｈ27～Ｈ29） 

森林整備課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：９，９７１百万円（うち県事業費：６，８７７百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

（２）保健・医療・福祉 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

被災した病院，有床診療所の復旧箇所数（箇所）

［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

107箇所 

（99.1％） 

（H25年度） 

108箇所 

（100％） 

（H29年度） 

災害拠点病院の耐震化完了数（箇所）［累計］ 

（分野（７）①に再掲） 

12箇所 

（80.0％） 

（H22年度） 

12箇所 

（80.0％） 

（H24年度） 

15箇所 

（100％） 

（H29年度） 

県の施策による地域医療連携システムへの接

続施設数（施設）［累計］ 

0施設 

（H22年度） 

560施設 

（H26年度） 

2,100施設 

（H29年度） 

 

１ 被災市町村の健康づくり施策の支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災住民の健康状況の把握，健康の保持増進等のため，市町村などと連携し，被災者の健康 

調査，看護職員による健康相談，歯科医師等による歯科保健相談，栄養士による食生活支援， 

リハビリテーション専門職による運動指導等の支援を行います。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 被災者健康支援会議事業      関連：取組 20  

県及び市町村が実施する被災者健康支援施策を企

画・実施・評価するに当たり，保健・医療・福祉の

専門家を招へいし，助言を求めます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ32） 

保健福祉総

務課 

     

① 安心できる地域医療の確保  
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

02 

緊急 

健康支援事業           関連：取組 20  

［分野 (1)①１から再掲］ 

応急仮設住宅，在宅等の被災住民に対して，健康

状態の悪化を防止するとともに健康不安の解消を図

るため，看護職員による健康相談，訪問指導等を支

援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

医療整備課      

03 

緊急 

食生活支援事業          関連：取組 20  

応急仮設住宅の入居者等に対し，食生活の悪化を

予防し，栄養改善を図るため，栄養士等による栄養

改善等の支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

健康推進課      

04 

緊急 

歯科口腔保健支援事業       関連：取組 20  

応急仮設住宅等の入居者に対して，口腔の健康状

態を改善し，誤嚥性肺炎等を予防するため，歯科医

師，歯科衛生士による歯科口腔保健指導等を実施し

ます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

健康推進課      

05 

緊急 

 

リハビリテーション支援事業    関連：取組 19  

生活不活発病や障害の予防，住環境の改善，福祉

用具の調整等を，目的として，応急仮設住宅等の入

居者に対して，市町村の承認を受けた法人等が，リ

ハビリテーション専門職等による相談・指導を支援

実施するための経費を対象とし補助を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

障害福祉課 

  

     

06 被災者特別健診事業        関連：取組 20  

特定健診・保健指導の対象になっていない１８歳

以上３９歳以下の県民が自らの健康状態を把握する

とともに，健康状態の悪化を早期に発見・予防する

ことができるよう，市町村が実施する基本健診・詳

細健診等の経費について補助します。 

【事業主体：県,市町村】 

（Ｈ24～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ27） 

健康推進課 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

07 特定健康診査等追加健診支援事業  関連：取組 20  

震災後の生活の変化に伴う県民の健康状態悪化を

早期に発見するために，市町村が実施する腎機能検

査等の追加健診の経費について補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ27） 

国保医療課 

  

     

08 児童福祉施設等給食安全・安心対策事業 

    関連：取組 13  

児童のより一層の安全・安心確保の観点から，児

童福祉施設等で提供される給食における放射性物質

の有無について把握するため，給食一食分全体につ

いて事後検査を実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

子育て支援

課 

     

09 仮設住宅等入居者健康調査事業   関連：取組 20  

市町村との協働により，応急仮設住宅（プレハブ

仮設住宅及び民間賃貸借上住宅）入居者の健康状態

を把握し，支援を必要とする人を健康支援事業等に

つなげます。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

健康推進課      

10 災害公営住宅入居者等健康調査事業 

 関連：取組 20  

市町村との協働により，災害公営住宅入居者等の

健康状態を把握し，支援を必要とする人を健康支援

事業等につなげます。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ27～Ｈ32） 

健康推進課      

11 健康づくり活動をとおした絆形成プロジェクト事業 

 関連：取組 20  

運動の推進と健康な食事の普及をとおして健康づ

くりを行う仲間づくりの推進を図るとともに，地域

で健康づくりを支え，推進する体制の構築を図りま

す。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ27～Ｈ32） 

健康推進課      
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

12 被災地感染症予防啓発事業  関連：取組 20  

被災者の感染症予防とまん延の防止を図るため，

東北大学大学院医学系研究科などの協力を得て，福

祉施設等の職員に対する研修会の開催や普及啓発の

チラシの配付などを行います。 

【事業主体：県】 

(Ｈ24～Ｈ27) 

疾病・感染

症対策室 

     

13 被災地がん検診受診促進事業  関連：取組 20  

震災による影響がみられるがん検診受診率を向上

させるため，罹患率が特に増加傾向にある乳がんに

ついて，４０歳代女性の乳がん検診未受検者に対し

電話又は郵便により受診を勧める事業を実施する市

町村に対し，必要な経費を補助します。 

【事業主体：市町村】 

(Ｈ27) 

疾病・感染

症対策室 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：９１７百万円（うち県事業費：９１７百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

２ 被災医療機関等の再整備の推進 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 被災市町村の新たなまちづくりの方向性と整合を図りながら，病院，診療所，薬局，訪問看 

護ステーションの復旧・復興に向けた取組を着実に推進し，安心して医療を受けられる体制整 

備を推進します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

薬局整備事業           関連：取組 19  

震災により甚大な被害を受けた被災地における地

域医療の復興のため，仮設住宅近辺における医療機

関の整備に合わせて薬局の整備を支援します。また，

地域の復興計画に沿って，各地域に拠点薬局の整備

を支援し，適切な医薬品の供給体制を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

薬務課      

02 

緊急 

医療施設耐震化事業           取組 31  

［分野 (7)①４から再掲］ 

災害時の医療体制を確保するため，災害拠点病院

等の耐震化（耐震診断及び耐震性を欠く既存施設の

建て替え・補強）の費用を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

医療整備課      

03 

緊急 

大規模災害時医療救護体制整備事業  

［分野 (7)①４から再掲］     関連：取組 31  

大規模災害時に医療救護活動を迅速かつ適切に実

施できるよう，会議や訓練を開催するほか研修に参

加することで，平時から医療救護活動に関する関係

機関・団体の協力体制等の確率を図るとともに災害 

医療に関する知識を深めます。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

医療整備課      
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 

緊急 

救急医療情報センター運営事業   関連：取組 19  

［分野 (7)①４に再掲］ 

大規模災害時に各医療機関が診療の継続に必要と

する物資や人的支援について速やかに把握し，その

支援体制を確保するため，その情報システムを整備

します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

医療整備課      

05 

緊急 

精神障害者救急医療システム運営事業 

 取組 19  

震災に伴いＰＴＳＤ等の精神疾患の発症者の増加

や精神状態の悪化等が懸念されることから，従前の

精神科救急医療体制の充実強化を図り，緊急に精神

科医療を必要とする県民に対して，精神症状や身体

合併症に応じた適切な医療を提供します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

障害福祉課      

06 

緊急 

宮城県ドクターバンク事業        取組 19  

医師不足及び地域・診療科による偏在に対応し，

地域医療を担う市町村立及び一部事務組合の自治体

病院・診療所に勤務する医師を確保します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

医療整備課      

07 看護師確保緊急対策事業         取組 19  

看護師の確保が困難な沿岸部の被災地に看護師等

の新卒者を誘導するため，修学資金の創設や教育環

境整備を行い看護職員の確実な確保を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ27） 

医療整備課      

08 気仙沼地域医療施設復興事業    関連：取組 19  

地域医療復興計画に基づく気仙沼地域における医

療施設等の新築への補助など復興の取組に対する支

援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ27）→（Ｈ24～Ｈ28） 

医療整備課      

09 石巻地域医療施設復興事業     関連：取組 19  

地域医療復興計画に基づく石巻地域における医療

施設等の新築への補助など復興の取組に対する支援

を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ28） 

医療整備課      
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

10 仙台地域医療施設復興事業     関連：取組 19  

地域医療復興計画に基づく仙台地域における医療

施設等の新築への補助など復興の取組に対する支援

を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ27）→（Ｈ24～Ｈ28） 

医療整備課      

11 人材確保・養成事業        関連：取組 19  

地域医療復興計画に基づき医療人材確保に向けた

各種対策を実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ27）→（Ｈ24～Ｈ28） 

医療整備課      

12 医学部設置推進事業         取組 19  

 東日本大震災からの復興と医師不足解消を図るた

め，東北地方の自治体病院への就業を志す臨床医の

養成に重点を置いた新たな医学部の実現に向けて，

大学や国，東北各県等との調整等を行います。 

【実施主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

医学部設置

推進室 

     

13 医療勤務環境改善支援事業      取組 19  

 医師等医療従事者の人材確保を図るため，県内の

医療機関における医療従事者の勤務環境改善の取組

を支援するほか，勤務環境改善相談窓口を設置する

ことなどにより，医療従事者の勤務環境改善と負担

の軽減を図ります． 

【事業主体:県】 

（Ｈ27～Ｈ32） 

医療整備課      

14 医学部設置等支援事業        取組 19  

 東日本大震災からの復興と医師不足解消を図るた

め，医学部を新たに設置する学校法人等に対し,新た

な医学生修学資金（ファンド）制度の創設に係る原

資を拠出するほか,医学部新設に伴う費用に対する

補助を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ32） 

医学部設置

推進室 

     

15 ドクターヘリ運航事業        取組 19  

 救急医療の分野において,治療開始までの時間が

短縮されることで,傷病者の救命効果と予後の改善

効果が期待されるドクターヘリの事業について,授

業主体である医療機関に対し,補助を行います。 

(Ｈ27～Ｈ32) 

医療整備課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：６７，４５４百万円（うち県事業費：４８，５６２百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

３ 保健・医療・福祉連携の推進 

 

＜行動方針＞ 

◇ 医療資源の不足を医療機関の相互協力，東北大学との連携などによりカバーできる状況を整

備し，ライフサイクルに応じた切れ目のない医療提供体制を推進するため，ＩＣＴ（情報通信

技術）を活用した医療福祉情報ネットワークシステムを構築し，病院，診療所，福祉施設，在

宅サービス事業者等の連携強化や情報共有等を推進します。 

 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した医療連携構築事

業                関連：取組 19  

医療従事者の不足が懸念される中，切れ目のない

医療の提供体制を推進するため，ＩＣＴを活用した

地域医療連携システムを構築することにより，病院，

診療所，福祉施設，在宅介護事業者等の連携強化・

情報共有を図り，子どもから高齢者までだれもが，

県内どこでも安心して医療が受けられる体制を構築

します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

医療整備課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４，９８１百万円（うち県事業費：４，４８１百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

被災した保育所の復旧箇所数（箇所）［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

114箇所 

（84.4％） 

（H25年度） 

135箇所 

（100％） 

（H28年度） 

被災した児童館及び児童センターの復旧箇所

数（箇所）［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

16箇所 

（76.2％） 

（H24年度） 

21箇所 

（100％） 

（H27年度） 

 

１ 被災した子どもと親への支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 震災で親を亡くした子どもや里親への支援などを行うため，関係機関との協力体制を強化し， 

長期的・継続的に支援を行います。 

◇ 巡回相談などを行う「子どもの心のケアチーム」の活動を，教育分野をはじめ関係機関と連携 

・協力し，就学等により途切れることのないよう，中長期的な視点を持って子どもたちの心のケ 

アを進めます。 

◇ 母子寡婦福祉資金の貸付の実施，市町村窓口などひとり親家庭支援従事者へ情報提供の強化を 

図るほか，東日本大震災みやぎこども育英基金奨学金等により，経済的な支援等を行います。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

要保護児童支援事業        関連：取組 25  

震災に伴い保護が必要となった子どもを養育する

ため，里親制度や児童養護施設等の活用により，生

活の場を確保するなど，被災した子どもたちを支援

します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 

     

② 未来を担う子どもたちへの支援  
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29 

02 

緊急 

子どもの心のケア推進事業     関連：取組 13  

［分野 (2)③１に再掲］ 

震災の影響に伴う，心的外傷後ストレス障害（Ｐ

ＴＳＤ）等に対応し，児童精神科医及び心理士等に

よる「子どもの心のケアチーム」が巡回指導等を行

います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 

     

03 心のケア研修事業 

［分野 (2)③１，(6)①３から再掲］ 

より長期的視点に立った児童生徒の心理的ケアを

支える教員の支援技術の向上及び学校と地域が連携

した地域の子育て機能の回復・強化が必要であるこ

とから，教職員を対象として，被災した児童生徒等

の心のケアに関する研修会を実施します。 

※教職員 CUP（キャリア・アップ・プログラム）事業 

  取組 17  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

教職員課      

04 被災児童やその家族等を支援するための相談・援助

事業（被災児童健康・生活対策事業） 

                 関連：取組 13  

被災の影響を受けている子どもたちが抱える課題

を解決し，元気で健やかな子どもの成長を見守る安

心な社会づくりの推進を図るため，被災した子ども

の健康・生活面等における支援の強化に必要な施策

を総合的に実施します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 

     

05 子ども支援センター事業      関連：取組 13  

［分野 (2)③１に再掲］ 

震災により心に深い傷を負った子どもたちに対す

る支援を行うため，児童精神科医など専門職の派遣

や研修事業等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

子育て支援

課 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29 

06 

緊急 

教育相談充実事業            取組 16  

［分野 (2)③１，(6)①３から再掲］ 

震災により精神的苦痛を受けた児童生徒が，早期

に正常な学習活動に戻れるようにするため，スクー

ルカウンセラーの配置・派遣などを通して，一人一

人へのきめ細かい心のケアを行うとともに，学校生

活の中で心の安定が図られるよう，相談・支援体制

の一層の整備を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

義務教育課      

07 

緊急 

高等学校スクールカウンセラー活用事業  取組 16  

［分野 (2)③１，(6)①３から再掲］ 

生徒が精神的に安定した学校生活を送れるよう，

臨床心理に関して高度に専門的な知識，経験を有す

るスクールカウンセラーを配置・派遣します。また，

震災後の心のケア対策として，教員とカウンセラー

の研修会や情報交換会を実施するなど，相談体制の

強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      

08 

緊急 

総合教育相談事業            取組 16  

［分野 (6)①３から再掲］ 

心の問題に関する高度な専門的知識・経験を有す

る精神科医や臨床心理士が，いじめ，不登校，非行

等の諸問題について，面接又は電話による教育相談

を行います。また，特に震災による心の傷が癒えず，

様々な環境の変化に適応できない児童生徒に対応し

て心のケアを行うため，相談体制を強化します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      

09 ひとり親家庭支援員設置事業    関連：取組 18  

震災に伴い，ひとり親家庭等からの生活・就労相

談の増加が見込まれるため，関係保健福祉事務所に

ひとり親家庭支援員を配置するなど，ひとり親家庭

等の自立を支援します。 

（旧：母子自立支援員設置事業） 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→ （Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29 

10 母子父子寡婦福祉資金貸付及び利子補給事業 

 関連：取組 18  

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦等に対し，修

学・住宅・生活等に必要な各種の資金の貸付や利子

補給を行うなど，被災した家庭等の自立を支援しま

す。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→ （Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 

     

11 東日本大震災みやぎこども育英基金事業 

［分野 (6)①２に再掲］      関連：取組 15  

震災で親を亡くした子どもたちのため，国内外か

ら寄せられた寄附金を基金に積み立て，活用するこ

とにより子どもたちの修学等を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 

教育庁総務

課 

     

12 震災遺児家庭等支援事業      関連：取組 13  

ひとり親家庭（震災遺児家庭）となった世帯に対

し，経済面，子どもの養育面等様々な側面で困難に

直面していくことになるため，自立し，安定した生

活を送ることができるよう各種支援を実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 

     

13 認可外保育施設利用者支援事業   関連：取組 13  

被災した認可外保育施設利用者に対し，被災状況

に応じて，認可外保育施設の利用料負担が軽減され

るよう支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→ （Ｈ23～Ｈ27） 

子育て支援

課 

     

14 保育所保育料減免支援事業     関連：取組 13  

市町村が行う被災者への保育所（へき地保育所含

む）保育料減免について支援します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→ （Ｈ23～Ｈ27） 

子育て支援

課 

     

15 保育士確保支援事業                    取組 13  

適切な保育環境の確保を図るため，保育士の確

保・定着に向けた取組を推進します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ25）→ （Ｈ25～Ｈ29） 

子育て支援

課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：５，６７１百万円（うち県事業費：５，６７１百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

２ 児童福祉施設等の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災市町村の新たなまちづくりに合わせて保育所，児童館等の移転，建替えなども含め，子 

育て支援施設の整備を支援します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

被災保育所等災害復旧事業     関連：取組 13  

被災した保育所の復旧を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ28）→ （Ｈ23～Ｈ29） 

子育て支援

課 

     

02 

緊急 

保育所再開支援事業        関連：取組 13  

被災した保育所の再開に必要な施設の修繕や備品

の整備等を支援します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ28）→ （Ｈ23～Ｈ29） 

子育て支援

課 

     

03 

緊急 

児童厚生施設等災害復旧事業    関連：取組 13  

被災した児童館や放課後児童クラブ，地域子育て

支援センター等，子育て支援施設の復旧を支援しま

す。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ28） 

子育て支援

課 

     

04 

緊急 

待機児童解消推進事業          取組 13  

待機児童解消に向け，待機児童の多い３歳未満児

の受け入れ拡大に向けた保育所整備や，家庭的保育

者の育成支援等を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ28）→（Ｈ23～Ｈ29） 

子育て支援

課 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

05 保育所等複合化・多機能化推進事業 

 関連：取組 13  

復興計画などに基づき，保育所，認定こども園，

放課後児童クラブ，地域子育て支援拠点などの子育

て関連施設の複合化・多機能化する際の整備費につ

いて補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ26）→ （Ｈ24～Ｈ27） 

子育て支援

課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２９，７１０百万円（うち県事業費：１９，９１２百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

３ 地域全体での子ども・子育て支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 子どもやその家族等を支援するため，ＮＰＯ等の各種団体，関係機関と連携・協力しながら，

多様なニーズに対応した保育サービスの促進や児童虐待及びＤＶ事案の未然防止と適切な支援

の提供を推進します。また，安心して子どもを生み育てることができる地域社会の実現を図る

ため，子育て支援の県民運動を進めます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 サポートセンター支援事業     関連：取組 13  

仮設住宅において，子育て世帯が安心して生活で

きるよう被災市町のサポートセンターを中心に活動

する子育て支援団体の育成，団体間のネットワーク

づくりを促進するため，セミナーや支援団体間の会

議等について，ＮＰＯ法人に委託し，実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 

     

02 子育て支援を進める県民運動推進事業   取組 13  

震災により多くの県民が甚大な被害を受け，長期

の仮設住宅等での生活を余儀なくされる等，地域に

おける子育て支援活動への影響が懸念されることか

ら，県民総参加による県民運動を展開し，これによ

り，地域全体で子育てを支援する気運を醸成し，「子

育てにやさしい宮城県」の実現を目指します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 

     

03 子ども・子育て支援対策事業 

（次世代育成支援対策事業）       取組 13  

震災復興における子育て支援施策の推進かつ「み

やぎ子ども・子育て幸福計画」の進捗管理・評価の

ため，次世代育成支援対策地域協議会の意見・提言

等を踏まえ，総合的かつ計画的な事業進捗を図りま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 子ども虐待対策事業           取組 13  

震災の影響による養育環境等の変化に伴い，児童

虐待の増加が懸念されることから，児童相談所及び

保健福祉事務所等の家庭相談室において，専門的な

立場からの支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 

     

05 配偶者暴力（ＤＶ）被害者支援対策事業  取組 25  

震災による生活環境の変化に伴い，配偶者からの

暴力の増加等が懸念されることから，ＤＶ被害者の

保護及び自立の支援を行うため，普及啓発活動や被

害者支援のための関係機関との連携強化を図りま

す。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 

     

06 地域型保育給付費負担金        取組 13  

平成 27年度からの子ども・子育て支援制度におい 

て，地域型保育事業（①小規模保育事業，②家庭的 

保育事業，③居宅訪問型保育事業，④事業所内保育

事業）に対して市町村が支弁する地域型保育給付の 

一部を県が負担します。 

             【事業主体：市町村】 

                （Ｈ27～Ｈ32） 

子育て支援

課 

     

07 施設型給付費負担金           取組 13  

 平成 27 年度からの子ども・子育て支援新制度におい

て，市町村長が私立認可保育所及び認定こども園に要

保育児童を入所させた場合，法の規定に基づき，入所

後の保育に要する費用を負担します。 

                     【事業主体：市町村】 

                         （Ｈ27～Ｈ32） 

子育て支援

課 

   

 

  

08 地域子ども・子育て支援事業       取組 13  

 平成 27年度からの導入される「放課後児童クラブ 

支援員」認定研修事業及び「子育て支援員」養成研

修を実施し，子ども・子育て新制度事業の推進を図

ります。 

              【事業主体：県】 

                （Ｈ27～Ｈ29） 

子育て支援

課 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

09 少子化対策支援市町村交付金事業  関連：取組 13  

 震災以降の人口流出や急速に進展する少子化によ

り疲弊するコミュニティの再生に対応するため，市

町村が実施する地域の実情に応じた出会い・結婚支

援や生み育てやすい環境づくりなど少子化対策事業

に対して交付金を交付します。 

            【事業主体：県，市町村】 

                   （Ｈ27） 

子育て支援

課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：３６，３１９百万円（うち県事業費：１８，２７７百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

被災した高齢者福祉施設の復旧箇所数（箇所）

［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

193箇所 

（97.5％） 

（H25年度） 

198箇所 

（100％） 

（H29年度） 

被災した障害者福祉施設の復旧箇所数（箇所） 

［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

119箇所 

（86.2％） 

（H24年度） 

138箇所 

（100％） 

（H29年度） 

 

１ 県民の心のケア 

 

＜行動方針＞ 

◇ 「みやぎ心のケアセンター」などによる被災者への相談支援体制等を強化するため，人材の 

育成・確保に取り組むとともに，子どもから大人までの切れ目のない心のケアの取組の充実を 

図ります。また，県民への自殺防止のための広報啓発など自殺予防対策を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

心のケアセンター事業       関連：取組 22  

被災者の震災による心的外傷後ストレス障害（Ｐ

ＴＳＤ），うつ病，アルコール依存，自死等の心の問

題に長期的に対応するとともに，被災精神障害者の

医療と地域生活を支援するため，心のケアの拠点と

なるセンターの運営を支援します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

障害福祉課      

③ だれもが住みよい地域社会の構築  
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

02 

緊急 

教育相談充実事業            取組 16  

［分野 (2)②１，(6)①３から再掲］ 

震災により精神的苦痛を受けた児童生徒が，早期

に正常な学習活動に戻れるようにするため，スクー

ルカウンセラーの配置・派遣などを通して，一人一

人へのきめ細かい心のケアを行うとともに，学校生

活の中で心の安定が図られるよう，相談・支援体制

の一層の整備を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

義務教育課      

03 

緊急 

高等学校スクールカウンセラー活用事業  取組 16  

［分野 (2)②１，(6)①３から再掲］ 

生徒が精神的に安定した学校生活を送れるよう，

臨床心理に関して高度に専門的な知識，経験を有す

るスクールカウンセラーを配置・派遣します。また，

震災後の心のケア対策として，教員とカウンセラー

の研修会や情報交換会を実施するなど，相談体制の

強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      

04 

緊急 

被災地精神保健対策事業      関連：取組 22  

被災した精神障害者（未治療者や治療中断してい

る者等）の在宅生活の継続を図るため，専門職によ

る訪問支援を行います。また，被災者の心のケアを

行う市町村に助成を行い，訪問・相談活動の強化等

を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

障害福祉課      

05 自殺対策緊急強化事業          取組 20  

震災で様々な問題を抱え，自死に追い込まれる被

災者が増加することが懸念されることから，自死を

防ぐための人材を養成するとともに，県民への広報

啓発や市町村・民間団体が実施する事業等に助成を

行います。 

【事業主体：県，市町村】 

 （Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ32） 

障害福祉課      

06 ひきこもりケア体制整備事業       取組 20  

ひきこもり状態にある本人や家族を対象に，個別

相談や家族会を開催するとともに，支援者への研修，

情報の提供等を行います。 

【事業主体：県】 

 （Ｈ25～Ｈ32） 

障害福祉課      
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

07 被災地摂食障害治療支援事業    関連：取組 20  

東日本大震災の影響等により思春期に多く見られ

る摂食障害の増加が懸念されることから，精神科又

は心療内科の外来を有する救急医療体制が整備され

た総合病院を摂食障害治療支援センターとして位置

づけ，専門的かつ関係機関と連携した総合的な支援

等を行います。                 【事業主体：県】 

 （Ｈ27～Ｈ29） 

障害福祉課      

08 被災地アルコール関連問題支援緊急強化事業 

                 関連：取組 22  

震災による心の問題，特にアルコール関連問題が

顕在化しており，今後も増加が懸念されることから，

保健所で実施しているアルコール関連問題の専門相

談等の取組の充実を図るとともに，地域住民からの

相談に対応する保健所職員の資質向上を図ります。        

【事業主体：県】 

 （Ｈ27～Ｈ32） 

障害福祉課      

09 

緊急 

子どものこころのケア推進事業   関連：取組 13  

［分野 (2)②１から再掲］ 

震災の影響に伴う，心的外傷後ストレス障害（Ｐ

ＴＳＤ）等に対応し，児童精神科医及び心理士等に

よる「子どものこころのケアチーム」が巡回指導等

を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 

     

10 心のケア研修事業 

［分野 (2)②１，(6)①３から再掲］ 

より長期的視点に立った児童生徒の心理的ケアを

支える教員の支援技術の向上及び学校と地域が連携

した地域の子育て機能の回復・強化が必要であるこ

とから，教職員を対象として，被災した児童生徒等

の心のケアに関する研修会を実施します。 

※教職員 CUP（キャリア・アップ・プログラム）事業 

  取組 17  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

教職員課      

11 子ども支援センター事業      関連：取組 13  

［分野 (2)②１から再掲］ 

震災により心に深い傷を負った子どもたちに対す

る支援を行うため，児童精神科医など専門職の派遣

や研修事業等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

子育て支援

課 
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○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：５，３８９百万円（うち県事業費：５，３８９百万円） 
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２ 社会福祉施設等の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災した特別養護老人ホーム，障害者支援施設等の社会福祉施設やグループホーム・ケアホ 

ーム等の復旧を図ります。 

◇ 被災市町村の新たなまちづくりと歩調を合わせながら，必要な施設，事業所等の適正配置を 

進め，いつでも必要な支援やサービスが利用でき，だれもが安心して生活できる地域環境づく 

りを推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

社会福祉施設等復旧費補助事業   関連：取組 21  

要介護高齢者のサービス提供機能の回復と老人福

祉施設等の早期復旧を図るため，被災施設の復旧費

用の一部を補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ29） 

長寿社会政

策課 

     

02 

緊急 

老人福祉施設等災害復旧支援事業  関連：取組 21  

被災した老人福祉施設等のうち災害復旧費国庫補

助金の支援対象とならない施設へ復旧費用を補助し

ます。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ24）→（Ｈ23～Ｈ27） 

長寿社会政

策課 

     

03 

緊急 

介護サービス事業所・施設等復旧支援事業 

 関連：取組 21  

被災地で生活する要介護高齢者の介護サービス等

を確保するため，震災により被災した介護サービス

事業者に対し，事業再開に要する経費を補助します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ29） 

長寿社会政

策課 

     

04 

緊急 

障害福祉サービス事業所等復旧支援費補助事業 

 関連：取組 22  

 被災した障害福祉サービス事業所等の早期復旧を

図るため,事業展開に要する経費（備品・設備等）に

ついて補助します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

障害福祉課      
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

05 特別養護老人ホーム建設費補助事業    取組 21  

震災により特別養護老人ホーム等への入所希望者

の増加が予想されることから，入所待機者の解消を

図るため，広域型（定員 30人以上）の特別養護老人

ホーム新築等に対して建設費用を補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

長寿社会政

策課 

     

06 介護基盤緊急整備特別対策事業   関連：取組 21  

 被災した地域密着型施設のうち，社会福祉施設等 

災害復旧費補助金の支援対象とならない施設への復 

旧支援を補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

長寿社会政

策課 

     

07 介護基盤復興まちづくり整備事業  関連：取組 21  

被災市町からの申請に基づき，東日本大震災復興

交付金制度の中で基幹事業として位置付けられてい

る介護基盤復興まちづくり整備事業（「定期巡回・随

時対応サービス」や「訪問看護ステーション」の整

備等）を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→ （Ｈ23～Ｈ26） 

長寿社会政

策課 

     

08 

緊急 

障害福祉施設整備復旧事業     関連：取組 22  

福祉施設サービスの回復を図るため，障害者支援

施設など社会福祉施設の復旧費用の一部を補助しま

す。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ26） 

障害福祉課      

09 障害福祉施設整備復旧支援事業  関連：取組 22  

 福祉施設サービスの回復を図るため，障害者支援 

施設等の復旧に当たり，国庫補助の災害復旧事業の 

自己負担金の一部を補助します。 

              【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

障害福祉課  
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

10 被災障害者就労支援事業所等復興支援体制づくり事

業 

 関連：取組 22  

 震災によって影響を受けた就労支援事業所に対し

て，県内に復興拠点を設け，新たな販路や新規業務

の開拓，県内をはじめ，他の地域からの業務マッチ

ングを継続的に行うことで，就労支援事業所の運営

支援と，事業所で働く障害者の就労意欲と賃金向上

を支援します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ32） 

障害福祉課      

11 被災障害者就労支援事業所全国復興支援マッチング

事業                関連：取組 22  

 県内の就労支援事業所の復興を支援するため，被

災県以外の地域からの業務受注及び宮城県からの全

国へ向けた情報発信と営業活動等による新たな流通

経路の開拓や販路拡大を行うことで，就労する障害

者の就労意欲の向上と工賃の向上を支援します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

障害福祉課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７，９５４百万円（うち県事業費：７，９５４百万円） 
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３ 地域包括ケアシステムの構築 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災地域の実情に応じ，医療と福祉の連携など，多職種の連携による地域包括ケア体制の構 

築を図ります。 

   

 

 

   

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

01 地域支え合い体制づくり事業（サポートセンター整

備事業）                関連：取組 24  

［分野 (1)①１，(1)①４，(2)③４から再掲］ 

被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう，

地域の支え合い活動の立ち上げ支援や，応急仮設住

宅内等へのサポートセンターの設置・運営等を支援

します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ32） 

社会福祉課      

02 地域支え合い体制づくり事業（市町サポートセンタ

ー支援事業）              関連：取組 24  

［分野 (1)①１，(1)①４，(2)③４から再掲］ 

 被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう宮

城県サポートセンター支援事務所を設置し，専門職

の相談会やアドバイザー派遣などを行い被災市町が

設置運営するサポートセンターを支援します。 

 また，被災者支援従事者の研修会や被災者支援情

報誌の発行・配布などの支援も行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ28）→（Ｈ25～Ｈ32） 

長寿社会政

策課 

 

     

03 被災地域生活支援体制構築事業   関連：取組 24  

［分野 (1)①１，(1)①４，(2)③４から再掲］ 

 災害公営住宅における支援体制のあり方等を検討

する市町に対して，検討費用等の支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25）→（Ｈ25～Ｈ26） 

社会福祉課      
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

04 被災地域福祉推進事業       関連：取組 22  

［分野 (2)③４から再掲］ 

被災した地域における高齢者，障害者等の孤立を

防ぎ，住民参加による社会的包摂の仕組みをつくる

ことを通じて住民同士の支え合いによる地域福祉を

推進します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

社会福祉課      

05 在宅医療連携推進事業          取組 21  

地域包括ケアにおける多職種連携のため，関係施

設の状況について調査・分析を行うほか，先進的な

取組について支援を行い，体制整備を図っていきま

す。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

医療整備課      

06 在宅医療連携体制支援事業        取組 21  

在宅医療を実施する医療機関を確保し，在宅医療

サービス提供基盤の充実を図る一方，介護・福祉サ

ービスとの連携強化の取組を進めます。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

医療整備課      

07 地域包括ケア推進体制整備事業      取組 21  

関係機関・団体による協議会を新設し，本県にお

ける地域包括ケアシステム体制の構築，施策推進を

図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

長寿社会政

策課 

     

08 地域包括ケア推進支援事業        取組 21  

地域包括ケア体制構築支援のため全県的な普及啓

発を行い，地域包括ケアの重要性についての意識醸

成を図ります。地元専門職の研修会等を実施するな

ど，各圏域における連携・協力体制の構築・強化を

支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ32） 

 

長寿社会政

策課 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

09 薬局・薬剤師活用健康情報拠点推進事業  取組 21  

薬物療法や適切な服薬指導などを在宅で受けられ

るようにするため，薬剤師がチーム医療の一員とし

て訪問や相談，情報提供をスムーズに行える体制を

整備するほか，セルフメディケーションを推進する

ために地域に密着した薬局・薬剤師を活用した健康

情報拠点づくりのモデル事業を実施します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

薬務課      

10 在宅医療基盤整備事業          取組 21  

 地域包括ケア体制構築のため、診療報酬では対象と

ならないソフト事業を中心に，体制整備に対する支

援を行います。 

【事業主体：県】 

 （Ｈ26～Ｈ32） 

医療整備課      

11 在宅医療・介護サービス充実事業     取組 21  

地域包括ケア体制構築のため、関係団体等が実施

する事業に対し補助を行い，宮城県全体での在宅医

療・介護サービスの充実を図っていきます。 

【事業主体：県，市町村】 

 （Ｈ26～Ｈ32） 

医療整備課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１５，８６２百万円（うち県事業費：１５，７６９百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

４ 災害公営住宅を含む地域の包括的な支え合いの体制の構築 

 

＜行動方針＞ 

◇ 仮設住宅から災害公営住宅への移行にあたり，長期的な視野を持って見守り等の支援体制を 

継続し，住民同士による支え合い体制の構築に向け，市町村，社会福祉協議会，ＮＰＯ等と連 

携し，高齢者や障害者等が安心して生活できる地域コミュニティの構築等を進めます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

01 地域支え合い体制づくり事業（サポートセンター整

備事業）             関連：取組 24  

［分野 (1)①１，(1)①４，(2)③３から再掲］ 

被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう，

地域の支え合い活動の立ち上げ支援や，応急仮設住

宅内等へのサポートセンターの設置・運営等を支援

します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ32） 

社会福祉課      

02 地域支え合い体制づくり事業（市町サポートセンタ

ー支援事業）             関連：取組 24  

［分野 (1)①１，(1)①４，(2)③３から再掲］ 

 被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう宮

城県サポートセンター支援事務所を設置し，専門職

の相談会やアドバイザー派遣などを行い被災市町が

設置運営するサポートセンターを支援します。 

 また，被災者支援従事者の研修会や被災者支援情

報誌の発行・配布などの支援も行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ28）→（Ｈ25～Ｈ32） 

長寿社会政

策課 

 

     

03 

 

被災地域生活支援体制構築事業   関連：取組 24  

［分野 (1)①１，(1)①４，(2)③３から再掲］ 

 災害公営住宅における支援体制のあり方等を検討

する市町に対して，検討費用等の支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25）→（Ｈ25～Ｈ26） 

社会福祉課      
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

04 介護人材確保推進事業         取組 21  

県内介護人材確保・定着に向けた介護関係団体協

議会の設立，意見交換の実施，関係団体間の情報共

有及び役割の明確化等の取組を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

 

長寿社会政

策課 

     

05 被災障害者相談支援者養成事業   関連：取組 22  

被災後の障害児者の相談支援に従事する職員への

研修及びアドバイザー派遣による助言等を行いま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

障害福祉課      

06 障害者サポートセンター整備事業  関連：取組 22  

被災した障害児者とその家族に対して，住まい・

交流の場の提供をはじめ，生活相談，緊急時対応，

安否確認等の生活支援を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

障害福祉課      

07 聴覚障害者情報センター設置・運営事業 

 関連：取組 22  

現在被災聴覚障害者支援活動を行っている「みや

ぎ被災聴覚障害者情報支援センター（愛称：みみサ

ポみやぎ）」の業務を引き継ぎつつ，県内の聴覚障害

者を広く支援する「宮城県聴覚障害者情報センター」

を設置します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ32） 

障害福祉課      

08 被災地における知的障害児（者）等地域支え合い体

制づくり事業           関連：取組 22  

被災した知的障害児者とその家族の生活再建のた

め，支援の核となる人材の育成等地域で支え合う体

制づくりを実施する団体へ補助を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ32） 

障害福祉課      

09 復興支援拠点事業         関連：取組 22  

 障害児者に対する福祉サービスが円滑に提供でき

るよう事業所を支援する体制整備を進めます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

障害福祉課 

 

 

 

    

介護職員数［累計］ 

  22,115人（H22） 

→ 26,000人（H29） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

10 発達障害拠点事業          関連：取組 22  

  東日本大震災により被災した発達障害児者のニ

ーズを踏まえた支援体制を整備するため，県域支援

拠点と地域支援拠点を設置し，発達障害児者とその

家族，支援者の連携体制構築に向けた支援を提供し

ます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

障害福祉課      

11 復興活動支援事業         関連：取組 24  

［分野 (1)①４から再掲］ 

住民が安心して暮らせる地域社会の実現に向け，

様々な主体と協調・連携し，被災地域のコミュニテ

ィを再生するための支援体制を整備するとともに，

住民主体による地域活動を支援し，住民同士の交流

機会を創出します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

地域復興支

援課 

     

12 みやぎ地域復興支援事業      関連：取組 24  

［分野 (1)①４から再掲］ 

被災者の生活再建をきめ細かく支援するために必

要な各種助成を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

地域復興支

援課 

     

13 被災地域交流拠点施設整備事業   関連：取組 24  

［分野 (1)①４から再掲］ 

地域コミュニティの再構築，住民主体の地域活動

の活性化及び地域防災力の向上を図るため，震災に

より甚大な被害を受けた沿岸市町を対象として，集

会所等の住民交流拠点施設の整備及び同施設を活用

した住民活動に対して補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

地域復興支

援課 

     

14 地域コミュニティ再生支援事業   関連：取組 24  

［分野 (1)①４から再掲］ 

自治組織等が自発的，主体的に取り組む地域コミ

ュニティ再生活動のための資金等を補助することに

より，被災地域の生活環境づくりを支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ27～Ｈ32） 

地域復興支

援課 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

15 被災地域福祉推進事業       関連：取組 22  

［分野 (2)③３に再掲］ 

被災した地域における高齢者，障害者等の孤立を

防ぎ，住民参加による社会的包容力構築の仕組みを

つくることを通じて住民同士の支え合いによる地域

福祉を推進します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

社会福祉課      

16 多文化共生推進事業           取組 26  

［分野 (1)①４から再掲］ 

国籍や民族等の違いにかかわらず，県民すべての

人権が尊重され，だれもが社会参加できる「多文化

共生社会」の形成を目指し，日本人と外国人の間に

立ちはだかる「意識の壁」，「言葉の壁」，「生活の壁」

を解消することにより，自立と社会参加を促進する

とともに，災害等の緊急時においても外国人の生活

の安全・安心を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

国際経済・

交流課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１７，８９８百万円（うち県事業費：１７，８９８百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

（３）経済・商工・観光・雇用 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補

助金の採択企業数（件）［累計］ 

0件 

（H24年度） 

36件 

（H25年度） 

75件 

（H25～27年度） 

復興に向けた相談助言や取引拡大・販路開拓等

の支援企業数（件）［累計］ 

0件 

（H22年度） 

1,160 件 

（H23～25年度） 

2,604件 

（H23～29年度） 

 

１ 被災事業者の復旧・事業再開への支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 沿岸部を中心として，復旧補助制度の活用による工場・設備等の復旧が完了していない事業 

者等の事業再開に向け，関係機関と連携し，インフラ整備等のまちづくりの進捗状況に応じた， 

制度の柔軟な運用などきめ細かな支援を行います。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

復興企業相談助言事業        関連：取組 1  

［分野 (3)①３に再掲］ 

早期復興を目指す被災中小企業に対して必要な一

連の支援を総合的に実施することにより，計画的な

復興を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

企業復興支

援室  

     

02 

緊急 

中小企業経営支援事業        関連：取組 1  

［分野 (3)①４，(3)②１，(3)②２に再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた県内中小企業に対

し，事業再建に当たっての資金繰りや経営上の課題

等を解決するため，助言等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 

     

① ものづくり産業の復興  
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 

緊急 

中小企業施設設備復旧支援事業    関連：取組 1  

［分野 (3)③１に再掲］ 

被災した中小製造業者の事業再開・継続のため，

工場・倉庫，機械設備に要する経費を補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

新産業振興

課 

     

04 

緊急 

中小企業等復旧・復興支援事業費補助金 

［分野 (3)②１，(3)③１，(4)③１，(4)④１に再掲］ 

 関連：取組 1  

 県が認定した復興事業計画に基づき，被災した製

造業等の中小企業協同組合等が一体となって進める

災害復旧・整備に当たり，その計画に不可欠な施設

等の復旧・整備に要する経費を国と連携して補助し

ます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

企業復興支

援室 

商工経営支

援課 

     

05 

緊急 

小規模企業者等設備導入資金    関連：取組 11  

［分野 (3)①２，(3)②２に再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた小規模企業者等の

早期事業再開を支援するため，（公財）みやぎ産業振

興機構を通じて新たな設備導入に対して無利子貸付

等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

新産業振興

課 

商工経営支

援課 

     

06 

緊急 

企業立地資金貸付事業        関連：取組 1  

［分野 (3)①５に再掲］ 

震災により，被災した企業等（原則中小企業に限

る。）が新たに工場等を新・増設する場合に，金融機

関を通じて工場建屋の建設費及び機械設備導入費を

低利で貸し付けます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

産業立地推

進課 

     

07 

緊急 

工業立地促進資金貸付事業      関連：取組 1  

［分野 (3)①５に再掲］ 

震災により，被災した企業等が新たに工場等を

新・増設する場合に，金融機関を通じて工場等用地

購入費を低利で貸し付けます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

産業立地推

進課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１９６，７３７百万円（うち県事業費：１４７，０４０百万円）  
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

２ 経営安定等に向けた融資制度の充実 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 震災により生産活動に支障を来している中小企業者の経営を安定させるため，信用保証料を 

引き下げて事業資金の融資を促進し，円滑な資金調達の実現を図るとともに，事業復旧・復興 

のための借入資金の利子補給を行うほか，国や関係機関との連携による支援策の周知強化や活 

用促進など，二重債務問題への対応等により，被災中小企業の事業再生を図ります。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

中小企業経営安定資金等貸付金   関連：取組 11  

［分野 (3)②２に再掲］ 

震災により直接・間接の被害を受け，事業活動に

支障を来している中小企業者に対して金融支援を行

い，経営の安定化や復旧・復興を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 

     

02 

緊急 

中小企業等グループ設備等復旧整備資金貸付事業 

［分野 (3)②２に再掲］      関連：取組 11  

事業計画の認定を受けた中小企業等グループの企

業や，中小企業基盤整備機構が整備する仮設工場・

店舗への入居企業等に対し，復旧に必要な設備等の

導入資金について貸付を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

企業復興支

援室 

     

03 

緊急 

中小企業高度化事業        関連：取組 11  

［分野 (3)②２に再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた中小企業協同組合

や商店街振興組合等を支援するため，これらの組合

等が被災した共同施設を復旧又は新たに整備する場

合に長期無利子の貸付を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 

緊急 

小規模企業者等設備導入資金    関連：取組 11  

［分野 (3)①１，(3)②２から再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた小規模企業者等の

早期事業再開を支援するため，（公財）みやぎ産業振

興機構を通じて新たな設備導入に対して無利子貸付

等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

新産業振興

課 

商工経営支

援課 

     

05 

緊急 

被災中小企業者対策資金利子補給事業 

［分野 (3)②２に再掲］      関連：取組 11  

被災中小企業者の金利負担を軽減するため，県中

小企業経営安定資金・災害復旧対策資金（東日本大

震災災害対策枠）及びみやぎ中小企業復興特別資金

を借り入れた中小企業者のうち一定の要件を満たし

た者に対し利子補給を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ30）→（Ｈ23～Ｈ31） 

商工経営支

援課 

     

06 

緊急 

中小企業等二重債務問題対策事業  関連：取組 11  

［分野 (3)②２に再掲］ 

中小企業者等の二重債務問題に対応するため，既

往債務の買い取りを行う「宮城産業復興機構」に出

資し，中小企業者等の円滑な再生を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 

     

07 

緊急 

宮城県信用保証協会経営基盤強化対策事業  取組 1  

［分野 (3)②２に再掲］ 

県融資制度を利用した中小企業者（自動車産業等

に関連する事業を行う中小企業者や震災により被災

した中小企業者など）の保証料負担を軽減するため，

県の制度として協会基本料率から引き下げた保証料

率を設定するとともに，協会に対して引き下げ分の

一部を補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ29） 

商工経営支

援課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２９３，０５１百万円（うち県事業費：２５１，８８４百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

３ 企業の競争力向上に向けた技術開発，人材育成等への支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 県内企業等が直面する生産能力や研究開発力等の技術的課題等に対応するため，宮城県産業 

技術総合センターの技術力の活用や産学官連携により企業のニーズに即した支援を行います。 

◇ 特に自動車関連産業や高度電子機械産業等では，地元企業に対し，産業の特性に応じた現場 

力・技術力支援などの様々な支援を強化するとともに，産学官連携によるものづくり人材の育 

成・確保を図ります。 

◇ 震災時におけるＢＣＰの効果等を検証しながら，県内中小企業等の災害時の事業継続力の強 

化に向けた取組を支援します。 

 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

復興企業相談助言事業        関連：取組 1  

［分野 (3)①１から再掲］ 

早期復興を目指す被災中小企業に対して必要な一

連の支援を総合的に実施することにより，計画的な

復興を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

企業復興支

援室  

     

02 新規参入・新産業創出等支援事業         

［分野 (3)①４から再掲］        取組 2  

高度電子機械産業や自動車産業分野等での新事

業，新産業創出などを促進するため，産学官連携に

よる技術高度化などを図るための技術・商品開発費

用の一部を支援するとともに，川下企業等への参入

を目指して，試作開発等に取り組む県内企業に対し，

その費用の一部を助成し，新規参入の推進を図りま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

新産業振興

課 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進事

業                    取組 1  

被災企業等が直面する技術的課題や新規参入及び

取引拡大等に対応するため，大学教員等を派遣する

など，技術的支援を行うほか，産学共同による研究

会活動を通じて，地域企業の技術力・提案力の向上

を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

新産業振興

課 

     

04 産業技術総合センター技術支援事業  関連：取組 2  

被災企業等が抱える技術的課題の解決を図るた

め，産業技術総合センターの資源を活用して施設・

機器開放を行うほか，試験分析や技術改善支援等を

実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

新産業振興

課 

     

05 中小企業ＢＣ（事業継続）力向上支援事業  

［分野 (3)②４に再掲］         取組 33  

県内中小企業のＢＣ（事業継続）力を高めるため，

専門家の協力を得ながら，事業継続の取組促進に資

する調査検証，普及啓発を行うとともに，支援担当

者の能力向上等を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 

     

06 

緊急 

工業製品放射線関連風評被害対策事業 

                  関連：取組 1  

震災に係る東京電力株式会社福島第一原子力発電

所事故の影響に対する不安を原因として，県内企業

が自社製品に対する残留放射能測定を求められる事

例が増大していることから，技術支援の一環として，

県内で生産される工業製品の残留放射能を測定し，

その結果を報告書として提供します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

新産業振興

課 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

07 産業人材育成プラットフォーム推進事業  取組 10  

［分野 (3)③４に再掲］ 

地域産業復興の重要な要素である産業人材を育成

するため，産学官の連携によって，ライフステージ

に応じた多様な人材育成を推進するとともに，地域

の教育現場と地域産業界が一体となった産業人材育

成体制を確立し，地域企業の生産性向上に寄与でき

る人材の育成を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

産業人材対

策課 

     

08 ものづくり人材育成確保対策事業     取組 10  

［分野 (3)③４に再掲］ 

県内中小企業及び誘致企業等が必要とする優秀な

人材を確保するため，ものづくり人材の育成と企業

認知度の向上や高校生の技術力向上に取り組むとと

もに，企業の採用力の強化を支援し，学生等の県内

企業への就職促進を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

産業人材対

策課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７５２百万円（うち県事業費：６１９百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

４ 更なる販路開拓・取引拡大等に向けた支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 事業再開を果たしたものの，震災により受注先の確保が困難となっている県内中小企業の販 

路開拓と取引拡大を図るため，国内外での商談会の開催等によるマッチング支援や企業ニーズ 

に応じて技術力の向上に向けた支援を行います。 

◇ 海外ビジネス展開への支援として，震災により喪失した販路の回復を積極的に支援するた  

め，実践的なセミナーの開催や相談事業等，県内企業のグロ―バルビジネスを総合的に支援し 

ます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

中小企業経営支援事業          関連：取組 1  

［分野 (3)①１，(3)②１，(3)②２から再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた県内中小企業に対

し，事業再建に当たっての資金繰りや経営上の課題

等を解決するため，助言等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 

     

02 自動車関連産業特別支援事業        取組 1  

［分野 (3)①５，(3)③３に再掲］ 

トヨタ自動車東日本（株）の発足や，大手部品メ

ーカーの県内進出など，本県の自動車関連産業を取

り巻く環境の変化に対応して，地元企業の新規参入

と取引拡大を促進することにより自動車関連産業の

一層の振興を図るため，取引機会の創出や人材育成，

技術支援など総合的な支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

自動車産業

振興室 

     

03 高度電子機械産業集積促進事業       取組 2  

［分野 (3)①５，(3)③３に再掲］ 

高度電子機械産業の取引の創出・拡大を図るため，

県内企業及び関係機関で構成する「みやぎ高度電子

機械産業振興協議会」を運営するほか，高度電子機

械産業の技術に関するセミナーや大型展示会への出

展支援等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

新産業振興

課 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 ものづくり企業販路開拓・取引拡大支援事業 

                  関連：取組 1  

震災により受注先の確保が困難となった中小企業

の販路開拓と取引拡大を図るため，東京等で商談会

を開催するなど，商品の受注確保と販路開拓の支援

を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

新産業振興

課 

     

05 

 

ものづくり企業販売力等育成支援事業  

 関連：取組 1  

 震災により被害を受けた中小企業の商品販売力等

の育成支援のため，専任アドバイザーを配置し，商

品力の向上支援や営業力の向上支援など，それぞれ

の企業の課題と状況に応じた多角的な支援を行いま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ29） 

新産業振興

課 

     

06 仙台港国際ビジネスサポートセンター災害復旧・改

修事業              関連：取組 1  

［分野 (5)①４に再掲］ 

 東北唯一の国際拠点港湾である仙台港の港湾業務

機能支援と交流機能集積を目的に設置された「仙台

港国際ビジネスサポートセンター（アクセル）」が震

災により甚大な被害を受けたため，修繕を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ26） 

海外ビジネ

ス支援室，

公営事業課 

     

07 新規参入・新産業創出等支援事業         

［分野 (3)①３に再掲］         取組 2  

高度電子機械産業や自動車産業分野等での新事

業，新産業創出などを促進するため，産学官連携に

よる技術高度化などを図るための技術・商品開発費

用の一部を支援するとともに，川下企業等への参入

を目指して，試作開発等に取り組む県内企業に対し，

その費用の一部を助成し，新規参入の推進を図りま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

新産業振興

課 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

08 被災中小企業海外ビジネス支援事業  関連：取組 8  

震災により従来の取引が中断しこれを再開する必

要がある企業及び国内外での従来の販路・棚の喪失

を受けて,海外において新規に販路を開拓しようと

する企業に対し，そのビジネス展開の深度に応じた

支援を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

海外ビジネ

ス支援室 

     

09 みやぎグローバルビジネス総合支援事業   取組 8  

海外ビジネスに積極的に挑戦しようとする県内企

業に対し，ビジネスの深度及び段階に応じて，専門

のアドバイザーによる相談事業，海外に拠点を持つ

アドバイザーによる販路開拓支援サービス，実践的

なセミナー等の必要な支援を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

海外ビジネ

ス支援室 

     

10 起業家等育成支援事業           取組 1  

震災復興に向けた新たな産業の創出のため，東北

大学等との連携により新たな事業活動を行う事業者

のうち，経営基盤が脆弱な事業者に対し，東北大学

に併設されているビジネスインキュベータ「T-Biz」

への入居賃料を補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

新産業振興

課 

     

11 被災地再生創業支援事業      関連：取組 11  

被災地で創業する者に対して，スタートアップ資

金を助成します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

新産業振興

課 

     

12 

 

地域起業・新事業創出活動拠点運営事業 

 取組 11  

 被災した沿岸地域など人口減少が進んでいる地域

において，人口の回復・定着に向けた新たな雇用の

創出を図るため，起業・新事業創出の活動拠点を設

置し，地域内外との人的ネットワーク構築の促進す

ることにより新たなビジネスの創出を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ29） 

新産業振興

課 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

13 

 

ミラノ国際博覧会出展事業        取組 8  

 国際博覧会条約に基づく 5 年に 1 回の大規模博覧

会として開催される「ミラノ国際博覧会」日本館の

イベント広場で，岩手県・石巻市・東北経済連合会

と合同で食・食文化等のＰＲを実施することで，県

産品の安全性を世界へ発信し，風評払拭や輸出機会

の拡大につなげるとともに，「東北ブランド」の知名

度向上を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27） 

国際経済・

交流課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，１２５百万円（うち県事業費：１，９９３百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

５ 更なる企業誘致の展開と新たな産業集積の促進 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 更なる産業の集積を図るため，産業基盤を強化するほか，自動車関連産業や高度電子機械産 

業など県内に工場等を新増設する企業に対して企業立地奨励金や復興特区を活用した企業誘致 

活動を強化します。 

◇ 特に沿岸部を中心として，廃業により事業者数が大きく減少している状況を踏まえ，沿岸部 

の地域経済の再生と安定的な雇用の確保に向けて，津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立 

地補助金を最大限に活用しながら，積極的な誘致を展開するとともに，被災地における創業を 

支援します。 

◇ 事業用地が不足している状況を踏まえ，新たな企業立地の要望に対応できるよう，県におい 

ても工業団地の分譲を進めていくほか，市町村と連携した工業団地造成の推進や空き工場等の 

情報提供など，事業用地の確保に努めていきます。 

◇ 本県の経済・産業の発展に資する新たな産業分野（クリーンエネルギー，医療等）の産業集 

積に向けた企業誘致活動等を展開するほか，最先端の研究シーズを有する東北大学等と連携し 

ながら外資系研究開発型企業等の誘致を図るとともに，雇用の創出につながる製造業等の外資 

系企業の進出を促進します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

01 みやぎ企業立地奨励金事業         取組 1  

［分野 (3)③３に再掲］ 

県内に工場等の新設や増設等を行う企業に対し

て，設備投資の初期費用負担の軽減を図ることによ

り，企業立地を促進し，地域産業の活性化及び雇用

機会の拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

産業立地推

進課 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

02 外資系企業県内投資促進事業        取組 8  

［分野 (3)③３に再掲］ 

県内企業のグローバル化による産業の活性化を図

るため，本県の投資環境を国内外に発信するととも

に，これまで構築したネットワーク等を活用し，本

県への投資を促進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

国際経済・

交流課 

     

03 

緊急 

企業立地資金貸付事業        関連：取組 1  

［分野 (3)①１から再掲］ 

震災により，被災した企業等（原則中小企業に限

る。）が新たに工場等を新・増設する場合に，金融機

関を通じて工場建屋の建設費及び機械設備導入費を

低利で貸し付けます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

産業立地推

進課 

     

04 

緊急 

工業立地促進資金貸付事業      関連：取組 1  

［分野 (3)①１から再掲］ 

震災により，被災した企業等が新たに工場等を

新・増設する場合に，金融機関を通じて工場等用地

購入費を低利で貸し付けます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

産業立地推

進課 

     

05 自動車関連産業特別支援事業        取組 1  

［分野 (3)①４，(3)③３から再掲］ 

トヨタ自動車東日本（株）の発足や，大手部品メ

ーカーの県内進出など，本県の自動車関連産業を取

り巻く環境の変化に対応して，地元企業の新規参入

と取引拡大を促進することにより自動車関連産業の

一層の振興を図るため，取引機会の創出や人材育成，

技術支援など総合的な支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

自動車産業

振興室 

     

06 高度電子機械産業集積促進事業       取組 2  

［分野 (3)①４，(3)③３から再掲］ 

高度電子機械産業の取引の創出・拡大を図るため，

県内企業及び関係機関で構成する「みやぎ高度電子

機械産業振興協議会」を運営するほか，高度電子機

械産業の技術に関するセミナーや大型展示会への出

展支援等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

新産業振興

課 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

07 革新的医療機器創出促進事業     関連：取組 2  

革新的医療機器等の創出を通じ，産業集積，新産

業創出による被災地の復興を図るため，医療機器開

発の支援を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ27） 

医療整備課      

08 医療機器製造販売業等促進計画事業  関連：取組 2   

医療機器産業への新規参入を促進するため，医療

機器製造販売業者の責任技術者の資格要件のうち，

実務経験を緩和するため，特別講習を開催します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ28）→（Ｈ24～Ｈ26） 

薬務課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１３，９５１百万円（うち県事業費：１３，９５１百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

仮設店舗から本設店舗への事業者移行率（％） 
0％ 

（H24年度） 

5.8％ 

（H25年度） 

80％ 

（H29年度） 

観光客入込数（万人） 
6,129万人 

（H22年） 

5,569万人 

（H25年） 

6,700万人 

（H29年） 

 

○ 商業 

１ 沿岸部のまちづくりの状況に応じた商業機能の再生 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 被災地の新たなまちづくりとコミュニティの再生に資するため，沿岸部の復興まちづくりの 

進捗に合わせ，より面的な商業機能の再生に向けた支援を行います。 

◇ 沿岸部に新しく形成される商店街が，人口流出の阻止・住民の定着や雇用の確保につながる 

よう，関係機関と連携しながら，ソフト・ハードの両面から新商店街の持続的発展に向けた支 

援を行います。 

◇ 被災した商業者が，震災前の売上等を回復し，順調に事業拡大が図られるよう継続的に相談 

事業等を行います。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

中小企業経営支援事業        関連：取組 1  

［分野 (3)①１，(3)①４，(3)②２から再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた県内中小企業に対

し，事業再建に当たっての資金繰りや経営上の課題

等を解決するため，助言等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 

     

② 商業・観光の再生  
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

02 

緊急 

中小企業等復旧・復興支援事業費補助金 

［分野 (3)①１，(3)③１，(4)③１，(4)④１ 

から再掲］           関連：取組 1  

県が認定した復興事業計画に基づき，被災した製

造業等の中小企業協同組合等が一体となって進める

災害復旧・整備に当たり，その計画に不可欠な施設

等の復旧・整備に要する経費を国と連携して補助し

ます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

企業復興支

援室 

商工経営支

援課 

     

03 商店街再生加速化支援事業         

［分野 (3)②４から再掲］        取組 4 

少子高齢化や震災による環境の変化に直面してい

る地域商店街が，社会問題に対応できる商店街とし

て発展するための支援を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

商工経営支

援課 

     

04 

 

商業機能回復支援事業       関連：取組 4  

 被災地域における商業機能の回復を図るため，店

舗等の施設及び設備を復旧する被災事業者に対し

て，費用の一部を助成します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ30）→（Ｈ26～Ｈ29） 

商工経営支

援課 

 

     

05 

緊急 

がんばる商店街復興支援事業     関連：取組 4  

震災により甚大な被害を受けた沿岸市町の商店街

の復興を図るため，商店街の復興に必要な業務に従

事する「商店街復興サポーター」を配置します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ27） 

商工経営支

援課 

     

06 商談会開催支援事業           取組 4  

震災により販路を喪失した商工業者の販路回復・

拡大のため，中小企業支援団体が開催する商談会等

に係る経費を補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ27） 

商工経営支

援課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１９５，６３８百万円（うち県事業費：１４５，９２６百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

２ 経営安定等に向けた融資制度の充実 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 震災により事業活動に支障を来している商業者の経営を安定させるため，信用保証料を引き 

下げて事業資金の融資を促進し，円滑な資金調達の実現を図るとともに，事業復旧・復興のた 

めの借入資金の利子補給を行うほか，国や関係機関との連携による支援策の周知強化や活用促 

進など，二重債務問題への対応等により，被災中小企業の事業再生を図ります。 

 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

中小企業経営支援事業        関連：取組 1  

［分野 (3)①１，(3)①４，(3)②１から再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた県内中小企業に対

し，事業再建に当たっての資金繰りや経営上の課題

等を解決するため，助言等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 

     

02 

緊急 

中小企業経営安定資金等貸付金   関連：取組 11  

［分野 (3)①２から再掲］ 

震災により直接・間接の被害を受け，事業活動に

支障を来している中小企業者に対して金融支援を行

い，経営の安定化や復旧・復興を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 

     

03 

緊急 

中小企業等グループ設備等復旧整備資金貸付事業 

［分野 (3)①２から再掲］     関連：取組 11  

事業計画の認定を受けた中小企業等グループの企

業や，中小企業基盤整備機構が整備する仮設工場・

店舗への入居企業等に対し，復旧に必要な設備等の

導入資金について貸付を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

企業復興支

援室 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 

緊急 

中小企業高度化事業        関連：取組 11  

［分野 (3)①２から再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた中小企業協同組合

や商店街振興組合等を支援するため，これらの組合

等が被災した共同施設を復旧又は新たに整備する場

合に長期無利子の貸付を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 

     

05 

緊急 

小規模企業者等設備導入資金    関連：取組 11  

［分野 (3)①１，(3)①２から再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた小規模企業者等の

早期事業再開を支援するため，（公財）みやぎ産業振

興機構を通じて新たな設備導入に対して無利子貸付

等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

新産業振興

課 

商工経営支

援課 

     

06 

緊急 

被災中小企業者対策資金利子補給事業 

［分野 (3)①２から再掲］     関連：取組 11  

被災中小企業者の金利負担を軽減するため，県中

小企業経営安定資金・災害復旧対策資金（東日本大

震災災害対策枠）及びみやぎ中小企業復興特別資金

を借り入れた中小企業者のうち一定の要件を満たし

た者に対し利子補給を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ30）→（Ｈ23～Ｈ31） 

商工経営支

援課 

     

07 

緊急 

中小企業等二重債務問題対策事業  関連：取組 11  

［分野 (3)①２から再掲］ 

中小企業者等の二重債務問題に対応するため，既

往債務の買い取りを行う「宮城産業復興機構」に出

資し，中小企業者等の円滑な再生を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 

     

08 

緊急 

宮城県信用保証協会経営基盤強化対策事業  取組 1  

［分野 (3)①２から再掲］ 

県融資制度を利用した中小企業者（自動車産業等

に関連する事業を行う中小企業者や震災により被災

した中小企業者など）の保証料負担を軽減するため，

県の制度として協会基本料率から引き下げた保証料

率を設定するとともに，協会に対して引き下げ分の

一部を補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ29） 

商工経営支

援課 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２９３，０５４百万円（うち県事業費：２５１，８８６百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

３ 商工会，商工会議所等の機能強化に向けた支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 被災した商業者の事業継続と経営の安定，沿岸部の復興まちづくりの進捗に応じた新たな商 

店街の形成を促進するため，地域の商業者に対する商工会，商工会議所の相談・指導，販路開 

拓等の業務に対する支援を引き続き行います。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

01 

緊急 

被災商工会等施設等復旧支援事業   関連：取組 4  

震災により甚大な被害を受けた商工会や商工会議

所について，被災中小企業組合等共同施設等復旧支

援事業（国補助）の対象となる商工会館等の建設・

修繕に要する経費や，従来，同事業の対象とならな

かった商工会館等の附帯施設の建設・修繕に要する

経費等について補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

商工経営支

援課 

     

02 小規模事業経営支援事業費補助金   関連：取組 4  

小規模事業者等の振興と安定に寄与することを目

的として，商工会等が行う小規模事業者等の経営又

は技術の改善発達のための事業に要する経費を補助

します。また，宮城県商工会連合会が行う商工会の

運営に関する指導事業に要する経費を補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７，７２９百万円（うち県事業費：７，７２９百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

４ 先進的な商業の確立に向けた支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 地域コミュニティの核となる商店街が復興を果たし，更なる発展を遂げ，少子高齢化などの

時代の動きに対応した先進的な商業を確立するため，新しいまちづくりと調和した新たな商業

ビジョン作成や経営革新の支援などを行うほか，事業継続力の向上に向けた取組を行います。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

01 商店街再生加速化支援事業         

［分野 (3)②１に再掲］         取組 4 

少子高齢化や震災による環境の変化に直面してい

る地域商店街が，社会問題に対応できる商店街とし

て発展するための支援を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

商工経営支

援課 

     

02 中小企業経営革新・創業支援セミナー等開催事業 

                  関連：取組 4  

震災により甚大な被害を受けた沿岸部等の地域の

商工業の早期復興を図るため，経営革新，創業等を

テーマとしたセミナーの開催を委託します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

商工経営支

援課 

     

03 中小企業ＢＣ（事業継続）力向上支援事業  

［分野 (3)①３から再掲］        取組 33  

県内中小企業のＢＣ（事業継続）力を高めるため，

専門家の協力を得ながら，事業継続の取組促進に資

する調査検証，普及啓発を行うとともに，支援担当

者の能力向上等を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

商工経営支

援課 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

04 管内小規模事業者動向調査・復興促進事業 

 関連：取組 4  

震災により甚大な被害を受けた沿岸部等の地域の

商工業の早期復興を図るため，経営革新，創業等を

テーマとしたセミナーの開催を委託します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

商工経営支

援課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２８０百万円（うち県事業費：１４４百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

５ ＩＴ企業等の支援・活用 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 地域産業の効率化，高付加価値化を図るため，県内ＩＴ関連企業を活用したＩＴ技術導入の 

支援を行うとともに，県内ＩＴ企業等の売上高の回復を図るため，首都圏等からの市場獲得等 

に向けた支援を行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

01 みやぎＩＴ市場獲得支援・形成促進事業   取組 4  

情報関連産業において，特定分野等へ県内ＩＴ企

業の技術者を派遣し，ＯＪＴ・共同研究による知識・

技術の習得を図るとともに，震災による発注減等の

影響により売上高が減少している県内中小ＩＴ企業

などの域外からの市場獲得を後押しするため，首都

圏等で開催される展示会への地域ＩＴ関連企業など

の出展を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

情報産業振

興室 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２９百万円（うち県事業費：２９百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

○ 観光 

６ 沿岸被災地の観光回復 

 

＜行動方針＞ 

 ◇ 沿岸部の観光回復を促進するため，震災と東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の風評 

の払拭に努めるとともに，沿岸市町の復興まちづくりと連動して観光資源の再生・創出を図りま 

す。 

◇ 他圏域に比べ遅れている沿岸部の観光客の回復に向けて，沿岸部の食・自然・産業を生かした 

体験型観光や，大災害の被災地の状況を見て，学んで，支援する「本県でしか体験できない防災 

・減災を目的とした旅行」等の復興ツーリズムを推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 観光施設再生・立地支援事業    関連：取組 5  

被災した施設及び設備の復旧に要する経費及び施

設を新規立地する経費等について助成します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ29） 

観光課      

02 自然公園施設災害復旧事業      関連：取組 5  

震災により被害を受けた県内の観光施設の復旧と

施設整備を推進します。 
【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ32） 

観光課      

03 

 

松島公園津波防災緑地整備事業    関連：取組 5  

防災対策を目的に県立都市公園松島を津波防災緑

地として整備します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ25～Ｈ27）→（Ｈ25～Ｈ29） 

観光課      

04 気仙沼大島地域観光再生支援事業  関連：取組 5  

東日本大震災で大きな被害を受けた気仙沼市の大

島地域の復興支援として，観光資源の調査・整備を

行い，教育旅行・体験学習等の受入態勢強化を支援

するとともに，平成３０年度の大島架橋開通を見据

え，観光資源，地場産品の高付加価値化に取り組む

団体を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ29） 

観光課      
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

05 沿岸部交流人口拡大モデル施設整備事業   

  関連：取組 5  

沿岸部で宿泊施設や観光集客施設の立地等により

地域の交流人口拡大に貢献するモデル事業者を支援

します。 

【事業主体：県】 

(Ｈ27～Ｈ29) 

観光課      

06 沿岸部観光復興情報等発信事業   

  関連：取組 5  

沿岸部の観光情報等を首都圏のマスメディア等を

活用して発信します。 

【事業主体：県】 

(Ｈ27～Ｈ29) 

観光課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４，３５５百万円（うち県事業費：４，３５５百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

７ 外国人観光客の回復 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 震災により減少した外国人観光客の回復に向けて，海外での風評を払拭するための正確な観 

光情報の継続的な提供や外国人が過ごしやすい環境整備の推進などにより，従来の東アジアの 

重点市場（中国，韓国，台湾，香港）に加え，増加が期待できる東南アジア諸国（タイ，シン 

ガポール，マレーシア等）もターゲットとした誘客を展開します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 外国人観光客災害復興緊急誘致促進事業  

［分野 (3)②９から再掲］     関連：取組 5  

震災の発生以降，大幅に減少している外国人観光

客の積極的な誘致を図るため，観光地の復興等につ

いて正確な情報を提供するとともに，海外において

誘客プロモーションを行います 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

観光課      

02 インバウンド誘客拡大受入環境整備事業   

［分野 (3)②９に再掲］         取組 5  

東京オリンピックの県内開催等を踏まえ，外国人

が安心して旅行しやすい環境の整備を行うための事

業を展開します。 

【事業主体：国，県】 

(Ｈ27～Ｈ29) 

観光課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２３７百万円（うち県事業費：２３７百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

８ 東北が一体となった広域観光の充実 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 東北地方全体の観光の底上げを図るため，ＬＣＣ就航や今後予定されている仙台空港の民営 

化等を契機として，東北各県及び関係団体等と連携した東北全体の観光資源の魅力のＰＲなど 

により，アクセスの良い本県を玄関口とした東北域内の広域観光の充実を推進します。 

 

 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

 

仙台・宮城観光キャンペーン推進事業    取組 5  

［分野 (3)②９から再掲］ 

県内外の一般消費者及び旅行エージェントや報道

関係者などに対し，本県の観光の情報や復興の状況

を正確に伝えることにより観光客の誘致を図るた

め，関係自治体等と協力して観光キャンペーンなど

を実施します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

観光課      

02 仙台空港活用誘客特別対策事業    関連：取組 5  

［分野 (3)②９から再掲］ 

仙台空港就航地（中部，伊丹，福岡，札幌）にお

いて，航空会社とも連携した観光ＰＲ活動を実施し，

誘客を促進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ27）→（Ｈ25～Ｈ32） 

観光課      

03 仙台空港 600万人・5万トン実現推進事業 

［分野 (3)②９，(5)①５から再掲］    取組 5  

仙台空港の民営化を契機とした宮城・東北の復興

加速化を図るため，民営化に向けた機運醸成，情報

発信を行う官民連携会議の開催のほか，旅客数 600

万人/年・貨物量 5 万トン/年の将来目標実現に向け

た調査実証事業を実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

富県宮城推

進室 

     

04 航空会社と連携した観光キャンペーン事業   

[分野(3)②９に再掲]        関連：取組 5  

航空機を利用した中部以西からの誘客強化を図る

ため，航空会社と連携した航空版の観光キャンペー

ンを展開します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ28） 

観光課      
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４５７百万円（うち県事業費：２９７百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

９ 国内外からの誘客強化と受入態勢の整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 県内客を維持しつつ，中部以西等からの県外客の誘致の拡大を図るため，本県の「食」や  

「温泉」，「自然」などの多様な観光資源の情報発信やポストＤＣをはじめとしたプロモーション 

活動の強化等を行います。 

◇ 本県を訪れる観光客に満足していただけるよう，居心地の良い空間の提供や食・産業・文化 

等を生かした多様な観光メニューの提供や観光事業者などの観光を担う人材の育成等により， 

観光資源の魅力の向上や観光客の受入態勢の整備を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

01 観光復興緊急対策事業        関連：取組 5  

震災により県内観光に大きな影響が生じているこ

とから，県内外からの誘客を早急に進めるため，正

確な観光情報の提供や誘客キャラバン等を実施しま

す。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

観光課      

02 仙台・宮城観光キャンペーン推進事業    取組 5  

［分野 (3)②８に再掲］ 

県内外の一般消費者及び旅行エージェントや報道

関係者などに対し，本県の観光の情報や復興の状況

を正確に伝えることにより観光客の誘致を図るた

め，関係自治体等と協力して観光キャンペーンなど

を実施します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

観光課      

03 

 

外国人観光客災害復興緊急誘致促進事業  

［分野 (3)②７に再掲］      関連：取組 5  

震災の発生以降，大幅に減少している外国人観光

客の積極的な誘致を図るため，観光地の復興等につ

いて正確な情報を提供するとともに，海外において

誘客プロモーションを行います。 

【事業主体：国，県】 

 （Ｈ25～Ｈ32） 

観光課 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

04 非予算的手法：海外交流基盤再構築事業 

                  関連：取組 8  

震災により大幅に減少した外国人観光客の誘致を

図るため，本県がこれまで築いてきた海外自治体等

との交流基盤を活用し，海外政府要人の来県を促す

とともに，国際会議や訪問団等を積極的に受け入れ

ます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

国際経済・

交流課 

     

05 海外交流基盤強化事業           取組 8  

中国吉林省，米デラウェア州，露ニジェゴロド州

等外国政府等との関係を強化するとともに，本県 

ＰＲ等を効果的に実施し，販路開拓等を下支えしま

す。また，震災後，被災地支援等で交流があった各

国政府・経済団体等に県内企業の情報を積極的に発

信するなど，具体的な企業間交流につながる支援を

行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

国際経済・

交流課 

     

06 みやぎ観光復興イメージアップ事業  関連：取組 5  

震災の発生に伴い，県内への観光にも大きな影響

が生じていることから，本県のイメージアップや県

内への旅行意欲の喚起を図るため，プロスポーツチ

ームやＪＲ等と連携した首都圏ＰＲを行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

観光課      

07 みやぎ復興ツーリズム推進事業    

  関連：取組 5  

本県への観光客の誘致を促進するため，被災地と

内陸部との連携を密にし，被災地訪問と観光とをむ

すびつけた復興ツーリズムへの参加者を増やし，定

着させていきます 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ32）→（Ｈ24～Ｈ26） 

観光課      

08 風評被害等観光客実態調査事業    関連：取組 5  

東京電力株式会社福島第一原発事故にかかる，観

光客の動態及び県内観光事業の被害実態調査に基づ

き，風評被害の実態を検証し，今後の施策を検討し

ます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ25～Ｈ26）→（Ｈ25～Ｈ29） 

観光課      
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

09 仙台空港活用誘客特別対策事業    関連：取組 5  

［分野 (3)②８に再掲］ 

仙台空港就航地（中部，伊丹，福岡，札幌）にお

いて，航空会社とも連携した観光ＰＲ活動を実施し，

誘客を促進します。 

  【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ27）→（Ｈ25～Ｈ32） 

観光課      

10 仙台空港利用促進事業          取組 12  

［分野 (5)①５に再掲］ 

仙台空港の路線充実・拡大のため，エアポートセ

ールスを行うほか，航空機を使った旅行需要を喚起

するための利用促進事業を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

空港臨空地

域課 

     

11 仙台空港民営化推進事業             取組 12  

［分野 (5)①５から再掲］ 

仙台空港の更なる活性化を図るため，国が進める

空港経営改革の動きに合わせ，空港の経営一体化及

び民間運営委託を推進します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

空港臨空地

域課 

     

12 仙台空港周辺整備対策事業         取組 12  

［分野 (5)①５から再掲］ 

 仙台空港と空港周辺地域との調和ある発展を図る

ため，仙台空港周辺対策協議会に対して運営費を補

助します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

空港臨空地

域課 

     

13 仙台空港 600万人・5万トン実現推進事業 

［分野 (3)②８，(5)①５に再掲］   取組 5  

仙台空港の民営化を契機とした宮城・東北の復興

加速化を図るため，空港民営化に向けた機運醸成，

情報発信を行う官民連携会議の開催のほか，旅客数

600万人/年・貨物量 5万トン/年の将来目標実現に向

けた調査実証事業を実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

富県宮城推

進室 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

14 航空会社と連携した観光キャンペーン事業 

［分野 (3)②８から再掲］        関連：取組 5  

 航空機を利用した中部以西からの誘客強化を図る

ため，航空会社と連携した航空版の観光キャンペー

ンを展開します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ28） 

観光課 

 

     

15 県外観光客支援事業        関連：取組 5  

県外観光客に本県を快適に観光していただくた

め，教育旅行・インセンティブツアーについては「み

やぎ教育旅行等コーディネート支援センター」，復興

ツーリズムについては「みやぎ観光復興支援センタ

ー」を設置し，旅行会社や学校，企業に対して観光

情報を提供するとともに，被災地の受入先とマッチ

ングを行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ29） 

観光課      

16 東南アジア等地域外国人観光客受入基盤整備事業 

 関連：取組 5  

今後増加が見込まれる東南アジア等地域からの外

国人観光客に快適な観光を楽しんでいただくための

受入態勢の整備を行い、本県への外国人観光客の誘

致を促進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ26） 

観光課      

17 仙台空港おもてなし促進事業    関連：取組 5  

仙台空港におけるおもてなしの強化や観光情報の

発信を強化することを通じて国内外からの観光客誘

致を促進します 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

観光課      

18 観光復興映像制作事業       関連：取組 5  

営業を再開した施設や新たに始まった取組など，

震災復興への歩みを進める県内観光地の今を伝える

ＤＶＤを制作し，観光イベントや物産展などにおい

て観光ＰＲを実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ29） 

観光課      
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

19 市町村観光物産展支援事業     関連：取組 5  

市町村等が行う観光展，物産市などにおいて観光

ＰＲの支援を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ26） 

観光課      

20 日本三景松島再発見プロジェクト事業 

 関連：取組 5  

松島湾全体の観光資源の発掘と磨き上げ，さらに

有機的に結びつけたテーマ性やストーリー性のある

観光地づくりを行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ29） 

観光課      

21 仙台・宮城おもてなし態勢向上事業 

 関連：取組 5  

 仙台・宮城観光ＰＲキャラクター「むすび丸」を

活用した本県観光のＰＲ活動により，県内への誘客

を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

観光課      

22 宮城県観光ＰＲ動画拡充事業 

 関連：取組 5  

 仙台・宮城観光ＰＲキャラクター「むすび丸」を

活用した映像を制作し，インターネット配信による

正確な情報発信を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ26） 

観光課      

23 次世代の観光担い手による観光ルート発掘事業 

 関連：取組 5  

 将来の本県の観光業界を担う若手人材を集めた

「みやぎ観光未来塾」を開催し，担い手の育成と新

たな客層に対応出来る観光ルートの発掘に取り組み

ます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26） 

観光課      
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ29 

24 市町村観光協会等情報発信強化事業 

 関連：取組 5  

 市町村観光協会の訪問による地域特有の観光情報

の収集や，地域における着地型の観光資源の発掘や

磨き上げを行う場合の助言，相談などを行います。 

 また「仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会」

事務局が設置しているホームページに掲載する観光

情報サイトの充実管理業務を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

観光課      

25 仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会ホームペー

ジ等情報管理発信事業       関連：取組 5  

仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会事務局が

設置しているホームページに掲載する観光情報サイ

トの充実管理を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ26） 

観光課      

26 インバウンド誘客拡大受入環境整備事業 

［分野 (3)②７から再掲］       取組 5  

 東京オリンピックの県内開催等を踏まえ，外国人

が安心して旅行しやすい環境の整備を行うための事

業を展開します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ27～Ｈ29） 

観光課      

 

○取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１，１５１百万円（うち県事業費：９８８百万円） 
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＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

基金事業における新規雇用者数（震災後）（人） 

［累計］ 

0人 

（H22年度） 

60,348 人 

（H23～25年度） 

72,000人 

（H23～27年度） 

正規雇用者数（人） 
592,100 人 

（H24年度） 

603,800 人 

（H25 年度） 

600,000人 

（H29年度） 

新規高卒者の就職内定率（％） 
94.3％ 

（H20年度） 

99.4％ 

（H25 年度） 

100.0％ 

(H29年度) 

 

１ 緊急的な雇用と安定的な雇用の維持・確保 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 再生期の前半においては，沿岸部を中心に産業の復興に引き続き時間を要すると見込まれる 

ことから，直ちに安定的な雇用機会を得ることができない被災者等の状況を踏まえ，緊急雇用 

創出事業により，短期の雇用機会の確保を図ります。 

◇ 産業施策と一体となって雇用面での支援を行う事業復興型雇用創出助成金の活用により，継 

続して安定的な雇用の確保を図ります。 

◇ 沿岸部を中心に人手不足が深刻化している状況を踏まえ，ハローワーク等関係機関と連携し 

た潜在的な求職ニーズの掘り起こしや求人企業とのマッチングなど就職支援の取組を強化しま 

す。 

◇ 被災者を含め，新たな職業に就こうとする求職者に対し，知識・技能の習得のため，離職者 

等再就職訓練を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 雇用の維持・確保  
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【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

緊急雇用創出事業            取組 18  

離職者等（被災求職者を含む。）の生活安定を図る

ため，国からの追加交付による「緊急雇用創出事業

臨時特例基金」を活用し，緊急かつ一時的な雇用機

会を創出するとともに，産業政策と一体となった安

定的な雇用の創出を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

雇用対策課      

02 

緊急 

雇用維持対策事業         関連：取組 18  

震災により事業活動の縮小を余儀なくされた事業

主に対し，休業等の雇用の維持のために要した経費

を助成します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

雇用対策課      

03 

緊急 

勤労者地震災害特別融資制度    関連：取組 18  

被災者の生活再建を支援するため，震災で被災し

た勤労者に対し，東北労働金庫と提携して低利の生

活資金を融資します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

雇用対策課      

04 みやぎ雇用創出対策事業         取組 18  

中高年齢の非自発的離職者を雇い入れた事業主等

に奨励金を支給することにより，離職者の再就職を

促進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

雇用対策課      

05 沿岸地域就職サポートセンター事業 

 関連：取組 18  

人手不足が顕著となっている沿岸３市に就職支援

のためのサポートセンターを設置し，求職者の掘り

起こしから，被災求職者等の様々な状況，段階に応

じた就職関連支援策を提供することにより，被災求

職者等の再就職を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

雇用対策課      

06 

緊急 

中小企業施設設備復旧支援事業    関連：取組 1  

［分野 (3)①１から再掲］ 

被災した中小製造業の事業再開・継続のため，工

場，倉庫，機械設備に要する経費を補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

新産業振興

課 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

07 

緊急 

中小企業等復旧・復興支援事業費補助金 

［分野 (3)①１,(3)②１,(4)③1,(4)④１から再掲]             

 関連：取組 1  

県が認定した復興事業計画に基づき，被災した製

造業等の中小企業協同組合等が一体となって進める

災害復旧・整備に当たり，その計画に不可欠な施設

等の復旧・整備に要する経費を国と連携して補助し

ます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

企業復興支

援室 

商工経営支

援課 

     

08 

緊急 

離職者等再就職訓練        関連：取組 10  

震災により離職を余儀なくされた方々を含め，職

業転換あるいは新たな職業に就こうとする離職者に

対し，積極的に支援するとともに，県内の職業能力

開発機能を維持・拡充するため，「離職者等再就職訓

練」を実施します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

産業人材対

策課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２９８，７６２百万円（うち県事業費：２４９，３４０百万円） 
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２ 新規学卒者等の就職支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 新規学卒者等の就職状況は，復興需要により一時的に改善されているものの，経済情勢の先 

行きは不透明であることから，新規学卒者等の就職促進を図るため，合同面接会や就職支援セ 

ミナー等の支援策の充実を図るとともに，新規学卒者等の職場定着率が低いことから，早期離 

職防止のための支援を行います。 

◇ 若年者の就職支援や中小企業の人材確保を図るため，みやぎ若年者就職支援センター（みや 

ぎジョブカフェ）や地域若者サポートステーションを核として，地域の企業・学校等と幅広い 

連携を進めながら，職業能力の向上やマッチング支援を進めます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 みやぎ出前ジョブカフェ事業    関連：取組 18  

仙台からの遠隔地に居住する若年求職者の支援ニ

ーズにこたえるため，キャリアカウンセラー等のス

タッフが地域に赴き，就職に関する情報提供やカウ

ンセリング等の支援を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ26）→（Ｈ24～Ｈ32） 

雇用対策課      

02 被災者等再就職支援対策事業    関連：取組 18  

震災により離職や廃業を余儀なくされた方等の再

就職を支援するため，合同就職面接会を開催します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

雇用対策課      

03 高卒就職者援助事業           取組 18  

県内の新規高卒者の就職を促進するため，合同就

職面接会や企業説明会を開催するほか，求人開拓，

企業情報の収集及び求人・企業情報の理解促進によ

るミスマッチ解消のための助言等の支援を総合的に

実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

雇用対策課      
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 新規大卒者等就職援助事業        取組 18  

新規大卒者等の就職と復興に向けた県内企業の優

秀な人材確保を支援するため，合同就職面接会の開

催や求人情報の提供を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

雇用対策課      

05 宮城しごと支援センター事業  

 関連：取組 18  

震災により多くの県民が県外への避難や就職を余

儀なくされていることから，相談窓口の設置や各種

情報の提供などにより復興に向けた被災企業の人材

確保及び本県へのＵターンを希望する方の就職を支

援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

雇用対策課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：８５百万円（うち県事業費：８５百万円） 
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３ 被災事業者の事業再開と企業誘致等による雇用の確保 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 被災者の生活安定に向けて，沿岸部を中心として復旧補助制度等により，被災事業者の事業 

    展開を図り，被災者の失われた雇用機会の確保を図ります。 

◇ 沿岸部を中心として，事業者の廃業により雇用の場が失われていることから，新たな雇用の 

場を創出するため，企業立地奨励金や国の立地補助制度，復興特区を活用した企業誘致活動を 

強化するとともに創業を支援します。 

◇ 高度電子機械産業や自動車関連産業に加え，多様な雇用機会の創出につながる次代を担う産 

業（クリーンエネルギー，医療などの分野）を育成し，新たな雇用の場を創出します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 みやぎ企業立地奨励金事業         取組 1  

［分野 (3)⑤１から再掲］ 

県内に工場等の新設や増設等を行う企業に対し

て，設備投資の初期費用負担の軽減を図ることによ

り，企業立地を促進し，地域産業の活性化及び雇用

機会の拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

産業立地推

進課 

     

02 外資系企業県内投資促進事業        取組 8  

［分野 (3)⑤１から再掲］  

県内企業のグローバル化による産業の活性化を図

るため，本県の投資環境を国内外に発信するととも

に，これまで構築したネットワーク等を活用し，本

県への投資を促進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

国際経済・

交流課 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 自動車関連産業特別支援事業        取組 1  

［分野 (3)①４，(3)①５から再掲］ 

トヨタ自動車東日本（株）の発足や，大手部品メ

ーカーの県内進出など，本県の自動車関連産業を取

り巻く環境の変化に対応して，地元企業の新規参入

と取引拡大を促進することにより自動車関連産業の

一層の振興を図るため，取引機会の創出や人材育成，

技術支援など総合的な支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

自動車産業

振興室 

     

04 高度電子機械産業集積促進事業       取組 2  

［分野 (3)①４，(3)①５から再掲］ 

高度電子機械産業の取引の創出・拡大を図るため，

県内企業及び関係機関で構成する「みやぎ高度電子

機械産業振興協議会」を運営するほか，高度電子機

械産業の技術に関するセミナーや大型展示会への出

展支援等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

新産業振興

課 

     

05 非予算的手法：地域経済活性化・人材育成連携事業 

                  関連:取組 10  

 宮城大学との連携により，沿岸被災地など人口減

少地域における復興と経済活性化に向けた人材の育

成を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ29） 

震災復興政

策課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１２，０００百万円（うち県事業費：１２，０００百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ③ 雇用の維持・確保 

４ 復興に向けた産業人材育成 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ ものづくり産業の集積に合わせ，ものづくり人材の需要が高まっていくことから，自動車関 

連産業や高度電子機械産業をはじめ，立地企業等のニーズに対応した人材の育成と確保を図る 

とともに，技能・技術の向上への積極的な支援を行います。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 産業人材育成プラットフォーム推進事業  取組 10  

［分野(3)①３から再掲］ 

地域産業復興の重要な要素である産業人材を育成

するため，産学官の連携によって，ライフステージ

に応じた多様な人材育成を推進するとともに，地域

の教育現場と地域産業界が一体となった産業人材育

成体制を確立し，地域企業の生産性向上に寄与でき

る人材の育成を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

産業人材対

策課 

     

02 ものづくり人材育成確保対策事業     取組 10  

［分野(3)①３から再掲］ 

県内中小企業及び誘致企業等が必要とする優秀な

人材を確保するため，ものづくり人材の育成と企業

認知度の向上や高校生の技術力向上に取り組むとと

もに，企業の採用力の強化を支援し，学生等の県内

企業への就職促進を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

産業人材対

策課 

     

03 ものづくり産業人材アシスト事業     取組 10  

県内の中小規模の製造企業において，被災離職者

などの県内求職者を雇用し，ＯＪＴやＯＦＦ－ＪＴ

を組み合わせた研修を実施することにより，就業に

役立つ実践的なスキルを身につける支援を行いま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ26） 

産業人材対

策課 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ③ 雇用の維持・確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 訓練環境整備促進事業       関連:取組 10  

被災地における技術者育成の活性化や若年者の技

術向上を図るため，沿岸部を中心とした県立高等技

術専門校において，安全に実習できるよう施設及び

設備の改修等を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ25～Ｈ26） 

産業人材対

策課 

     

 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１２３百万円（うち県事業費：１２３百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

（４）農業・林業・水産業 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

津波被災農地の復旧面積（ha）［累計］ 

0ha 

（0％） 

（H22年度） 

11,692ha 

（90％） 

（H25年度） 

13,000ha 

（100％） 

（H29年度） 

津波被災地域における農地復興整備面積（ha） 

［累計］ 

0ha 

（H24年） 

1,984ha 

（H25年） 

6,900ha 

（H29年） 

被災地域における先進的園芸経営体（法人）数 
22法人 

（H24年） 

22法人 

（H24年） 

50法人 

（H29年） 

高能力繁殖雌牛導入・保留頭数（頭）［累計］ 
1,800頭 

（H25年） 

1,800頭 

（H25年） 

9,000頭 

（H29年） 

効率的・安定的農業経営を営む担い手への農地

利用集積率（％） 

62.5％ 

（H23年） 

61.0％ 

（H24年） 

68.4％ 

（H29年） 

  

１ 生産基盤の復旧及び営農再開支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧復興のロードマップに基づき，関連事業と調 

整を図りながら，引き続き生産基盤の復旧を図ります。 

◇ 被災した農業生産施設や農業機械の一体的な整備を推進するとともに，農業経営の再建に向 

け専門家による経営指導等を行います。 

◇ 被災した農業者の負担軽減を図るため，各種制度資金の融通の円滑化を図ります。 

◇ 被災した農業団体の施設・設備等の再建を支援します。また，被災した土地改良区などの農 

業関係団体を支援するため，借入金償還の軽減などを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 魅力ある農業・農村の再興  
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

東日本大震災災害復旧事業（農村整備関係）      

［(4)①２に再掲］         関連：取組 6  

震災により著しく損なわれた農業生産力の維持・

向上を図るため，農地・農業用施設等の復旧工事を

実施することにより，生産基盤の早期回復を図りま

す。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

農村振興課

農村整備課 

     

02 

緊急 

東日本大震災農業生産対策事業    関連：取組 6  

［(4)①３に再掲］ 

農業・経営の早期再生のため，被災した施設等の

改修，再編整備，農業機械の再取得,被災農地の生産

性回復の取組等に対して助成します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27）→(Ｈ23～Ｈ29) 

農産園芸環

境課 

畜産課 

      

03 

緊急 

被災農家経営再開支援事業      関連：取組 6  

被災農家の経営再開を支援するため，地域復興組

合で行う農地復旧の取組や，園芸施設，畜舎等の復

旧に係る共同作業に対して支援金を交付します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

農産園芸環

境課 

 

 

 

 

    

04 畜舎等施設整備支援対策事業     関連：取組 6  

［(4)①３に再掲］ 

震災により畜舎が流出するなど生産基盤に被害を

受けた生産者が農業生産力を維持するため，経営再

建や新たな生産開始に必要な家畜飼養管理用施設等

を整備するための経費を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

畜産課      

05 被災地域農業復興総合支援事業    関連：取組 6  

被害を受けた市町村が実施する農業用施設の整備

及び農業用機械の導入を総合的に支援し，地域の意

欲ある多様な経営体の育成・確保及び早期の営農再

開を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

農業振興課      
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

06 

緊急 

耕作放棄地活用支援事業       関連：取組 6  

被災した農業者や農業法人が，県内の耕作放棄地

を活用して営農を再開する取組に対して支援しま

す。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ29） 

農業振興課      

07 農業制度資金活用者等経営支援事業  関連：取組 6  

 被災農業者の経営体等に対して，民間の専門家等

を活用し，経営の再建・継続・発展に向けて支援し

ます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

農業振興課      

08 

緊急 

津波被害土地改良区債償還支援事業 関連：取組 11  

津波によって農地・農業用施設に壊滅的な被害を

受けた国営土地改良事業地区に係る地元負担金につ

いて，賦課金徴収に見通しがつかない土地改良区に

対して支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

農村振興課      

09 

緊急 

東日本大震災農林業災害対策資金利子補給事業 

市町村農林業災害対策資金特別利子助成事業 

 関連：取組 11  

災害復旧の促進及び経営の維持・回復を図るため，

震災及び東京電力株式会社福島第一原子力発電所の

事故に伴う出荷停止等による損害を受けた農林業者

に対して，災害対策資金の円滑な融通を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ30） 

農林水産経

営支援課 

     

10 天災資金利子補給（農林業）    関連：取組 11  

災害復旧の促進及び経営の維持・回復を図るため，

震災により被害を受けた農林業者に対して，農林業

の復旧に必要な資金の円滑な融通を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

農林水産経

営支援課 

     

11 農林業災害対策資金に伴う信用保証制度円滑化対策

事業               関連：取組 11  

県単独事業である農林業災害対策資金について，

県が新たに特別準備金等を出えんすることにより，

被災農林業者へ資金融通の円滑化を図るとともに，

信用基金協会の安定経営を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

農林水産経

営支援課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

12 農林業震災復旧支援利子負担軽減事業  

［(4)④４に再掲］        関連：取組 11  

災害復旧を目的として農林業者が農業協同組合か

ら借り入れる低利の独自資金について，金利負担の

軽減のために農業協同組合が負担する経費を県が補

助することにより，復旧途上にある農林業経営を支

援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ27） 

農林水産経

営支援課 

     

13 農業団体被災施設等再建整備支援事業 

                  関連：取組 6  

被災地域の農業の再生を図るため，震災により甚

大な被害を受けた農業団体（協同組合等）の施設・

設備等の再建を支援し，当該団体の運営基盤の復

興・強化を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ29） 

農林水産経

営支援課 

     

14 農林水産金融対策事業          取組 11  

［(4)③１に再掲］ 

農林水産業者が経営改善や規模拡大等に取り組む

場合に必要な資金について，円滑な融通と負担軽減

を図り，経営の安定と競争力の強化に取り組みます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ32） 

農林水産経

営支援課 

     

15 土地改良区運営資金利子補給事業  関連：取組 11  

農業用水利施設等の維持管理を担う土地改良区の

運営について，地震・津波被害により組合員から経

常賦課金が徴収できず運営費や維持管理費が不足す

る場合等，土地改良区が金融機関から借入をする場

合に，組合員（農業者）の負担軽減を図るため，利

子補給を行います。 

【事業主体：国】 

（Ｈ23～Ｈ28） 

農村振興課      
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

16 自治法派遣職員・任期付職員専門研修事業 

 関連：取組 6  

 農業農村整備事業に携わる地方自治法による派遣

職員や任期付職員の能力向上を目指して，災害復

旧・復興を主体とした技術研修を実施するとともに，

再生期に求められる人材を育成するため，技術力の

強化・継承，人づくりを充実します。また，地方自

治法による職員の派遣をいただいている都道県の要

請に基づき派遣元におけるセミナーを実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ29） 

農村振興課      

17 次世代施設園芸導入加速化対策事業 

 関連：取組 6 ［(4)①３に再掲］ 

被災農業者等が，地域資源エネルギーや高度な環

境制御などの先端技術を取り入れ，周年生産から調

製・出荷までを一体的に行う被災地域の拠点となる

次世代型の大規模園芸施設整備の取組等に対して助

成します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ26～Ｈ28） 

農産園芸環

境課 

     

18 先進的農業被災地導入支援事業  

  取連：取組 6 ［(4)①３に再掲］  

 被災地域において，知事が指定する国の先導的な

プロジェクトを活用し，農業の創造的な復興に取り

組む被災農業者に対して助成します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ29） 

農林水産政

策室 

農産園芸環

境課 

 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７８，９５９百万円（うち県事業費：７３，１２１万円） 

 

 

  



 

- 300 - 

 

第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

２ 新たな地域農業の構築に向けた生産基盤の整備 

 

＜行動方針＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

地域農業経営再開復興支援事業    関連：取組 6  

震災により被害を受けた地域において，経営再開

マスタープランを作成し，プランの実現に向け農地

集積等に必要な取組を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ29） 

農業振興課      

02 

緊急 

復興整備実施計画事業（農村整備関係） 

 関連：取組 6  

 甚大な津波被害区域において，農地の再編整備や

施設整備に係る地域の諸条件等についての調査・計

画及び設計を行い，農業生産基盤整備の実施計画を

策定します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

農村振興課      

03 

緊急 

東日本大震災災害復旧事業（農村整備関係） 

［(4)①１から再掲］        関連：取組 6  

震災により著しく損なわれた農業生産力の維持・

向上を図るため，農地・農業用施設等の復旧工事を

実施することにより，生産基盤の早期回復を図りま

す。 

【事業主体：国，県，市町村】 

(Ｈ23～Ｈ27)→（Ｈ23～Ｈ29） 

農村振興課 

農村整備課 

     

 

 

◇ 津波の被害が著しい未整備の農地を中心に，農地の面的な集約，経営規模の拡大等を図り，

競争力のある経営体を育成するため，大区画ほ場整備等，生産基盤の整備を行います。同時に，

防災集団移転促進事業で市町が買い取る住宅跡地等を集積・再配置し，公共用地等の創出など，

土地改良法の換地制度を活用し，土地利用の整序化を行います。 

◇ 津波による被災市町において，地域農業の将来像を描いた計画を作成し，その実現に向け農

地集積等に必要な取組を支援します。 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 

緊急 

東日本大震災復興交付金事業（農村整備関係） 

                  関連：取組 6  

津波により被災した農村地域において，農山漁村

地域の復興に必要な生産基盤の総合的な整備を実施

します。 

あわせて，認定農業者等，将来の農業生産を担う

者への農用地の利用集積を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ32） 

農村整備課 

農地復興推

進室 

     

05 農村地域復興再生基盤総合整備事業（農村整備関係） 

                  関連：取組 6  

 被災した農地・農業用施設等について，被災地等

の農業が速やかに再生できるよう農業生産基盤等の

整備を総合的に実施することにより，東日本大震災

からの復興を円滑かつ迅速に推進し，安全で安心し

て暮らせる地域の再生を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

(Ｈ23～Ｈ27)→（Ｈ24～Ｈ32） 

農村整備課      

06 復興再生整備実施計画事業（農村整備関係） 

 関連：取組 6  

 津波被害地域やその隣接地域において，農地の再

編整備や施設整備に係る地域の諸条件等について

の調査・計画及び設計を行い，農業生産基盤整備の

実施計画を策定します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25～Ｈ26） 

農村振興課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１６２，２２５百万円（うち県事業費：１６１，９９０百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

３ 競争力ある農業経営の実現 

 

＜行動方針＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

農業参入支援事業        取組 6  

被災地域においては，農地や農業生産施設はもと

より，農業の中核的人材も失うなど，地域全体の農

業生産力の減退が懸念されることから，民間投資を

活用した農業生産力の維持・向上，地域農業の活性

化，雇用の促進に資するため，企業の農業参入を推

進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ28） 

農業振興課      

02 

緊急 

東日本大震災農業生産対策事業    関連：取組 6  

［(4)①１から再掲］  

農業・経営の早期再生のため，被災した施設等の

改修，再編整備，農業機械の再取得,被災農地の生産

性回復等に対して助成します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27）→(Ｈ23～Ｈ29) 

農産園芸環

境課， 

畜産課 

     

 

 

◇ 競争力のある農業経営を実現するため，多様な担い手の参入や共同化・法人化，６次産業化

などに向けた支援を行います。 

◇ 大規模な土地利用型農業を実現するため，地域水田農業を支える認定農業者や農業法人等，

地域の中心となる経営体への農地集積を図るとともに，農業用施設や機械などの導入を支援し

ます。 

◇ 園芸団地を整備する取組等を支援し，被災地域をリードする園芸産地の復興を図ります。ま

た，畜産経営体の施設機械整備を支援するとともに，能力の高い雌牛の導入等を行い生産基盤

の復興を図ります。 

◇ 他産業のノウハウを積極的に取り込むなど，付加価値の高いアグリビジネスの振興を図りま 

す。 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 

緊急 

畜舎等施設整備支援対策事業     関連：取組 6  

［(4)①１から再掲］  

震災により畜舎が流出するなど生産基盤に被害を

受けた生産者が農業生産力を維持するため，経営再

建や新たな生産開始に必要な家畜飼養管理用施設等

を整備するための経費を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

畜産課      

04 

緊急 

経営再建家畜導入支援対策事業    関連：取組 6  

震災により畜舎の流出等生産基盤に被害を受けた

生産者の負担軽減を図るため，経営再建，生産回復

のために必要な新たな代替家畜の導入経費を補助し

ます。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

畜産課      

05 

緊急 

食料生産地域再生のための先端技術展開事業 

（農業関係）            関連：取組 6  

津波被災農地を新たな食料供給基地として再生さ

せるため，県や独法の試験研究機関，民間企業，大

学等に蓄積されている多様な先端技術を組み合わせ

最適化し，農業法人等のほ場において大規模実証を

行います。 

あわせて，実証された先端技術を体系化し，新し

い産業としての農業を支える技術として発信するこ

と等により，復旧・復興に活用します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

農業振興課      

06 集落営農ステップアップ支援事業     取組 11  

被災地集落営農の早期営農再開を目的にプランの

策定から経営再開に向けた取組を支援します。また，

集落営農組織の実践プランの策定，園芸品目など新

たな作物導入や農産加工などの取組を支援し，経営

基盤の確立と組織体制の強化を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ26） 

農業振興課      

07 新技術導入広域推進事業（農業）  関連：取組 6  

 農業の生産性向上及び復興の加速に向け，試験研

究機関，大学等で開発された新技術や低コスト・省

力化技術等を現地で実証し，技術の導入・普及定着

を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ26） 

農業振興課      
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

08 「魅力あるみやぎの農業・農村の再興」加速化事業 

 取組 6  

圏域の特性を活かした農業関連事業を展開し，地

域の独自性を活かした取組を行うことなどにより,

本県農業の復興を推進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ28） 

農業振興課      

09 ＩＴ活用営農指導支援事業     関連：取組 6  

ＩＴ技術を活用して被災地のいちご団地生産者の

栽培管理データをリアルタイムに集約し，養液管理

技術の定着・向上を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ27） 

農業振興課      

10 園芸振興戦略総合対策事業        取組 6  

園芸産地の構造改革を進め，競争力を強化すると

ともに，技術的な課題の解決，県産農産物の認知度

向上や販売対策の展開により園芸特産品目産出額の

向上を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

農産園芸環

境課 

     

11 みやぎの農産物直売所等魅力発信支援事業 

  関連：取組 6  

農産物直売所等への周遊を促すスタンプラリーを

実施するとともに，雑誌やフリーペーパーを活用し

たＰＲなどにより，農産物直売所等への集客及び販

売額の拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～H29） 

農産園芸環

境課 

     

12 みやぎの子牛生産基盤復興支援事業 

                  関連：取組 6  

「茂洋」号や「好平茂」号等の本県基幹種雄牛産

子の優良子牛の県内保留を支援し，県内の生産基盤

を強固にすることで，県内畜産業の復興と畜産経営

体の拡大を推進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ26）→（Ｈ25～Ｈ27） 

畜産課      

13  大規模経営体育成支援事業              取組 11   

本県農業を牽引する先進的な大規模経営体の育成

を図るため，先端技術の導入や新規品目・新規部門

の導入により，経営の高度化を支援します。 

（Ｈ27～Ｈ32） 

農業振興課      
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

14 地域農業担い手育成支援事業            取組 11  

東日本大震災からの復興と地域の発展のため，そ

の担い手となる認定農業者及び集落営農組織の経営

力の強化を支援します。 

（Ｈ23～Ｈ32） 

農業振興課      

15 次世代施設園芸導入加速化対策事業  

 関連：取組 6 ［(4)①３に再掲］ 

被災農業者等が，地域資源エネルギーや高度な環

境制御などの先端技術を取り入れ，周年生産から調

製・出荷までを一体的に行う被災地域の拠点となる

次世代型の大規模園芸施設整備の取組等に対して助

成します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ26～Ｈ28） 

農産園芸環

境課 

     

16 先進的農業被災地導入支援事業   

 関連：取組 6 ［(4)①３に再掲］ 

 被災地域において，知事が指定する国の先導的プ

ロジェクトを活用し,農業の創造的な復興に取り組

む被災農業者に対して助成します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ29） 

農林水産政

策室 

農産園芸環

境課 

 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１２，２７２百万円（うち県事業費：９，２５１百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

４ にぎわいのある農村への再生 

 

＜行動方針＞ 

 

 

 

 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 食育・地産地消推進事業          取組 7  

［(4)④３から再掲］ 

県内で生産される農林水産物に対する理解の向上

や消費・活用の促進を図るため，地産地消を全県的

に推進します。また，県産食材や地産地消の必要性

について理解を深めるため，食育を推進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

02 中山間地域等直接支払交付金事業     取組 30  

中山間地域等の条件不利地域において，農地の荒

廃を防ぎ，多面的機能を継続的，効果的に発揮させ

るため，農業生産活動及びサポート体制の構築を支

援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

農村振興課      

03 多面的機能支払事業           取組 30  

農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため，

地域共同で行う，多面的機能を支える活動や，地域

資源の質的向上を図る活動を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

農村振興課      

04 農地・水保全管理復旧活動支援事業 

 関連：取組 30  

震災により被災を受けた農業用施設等の速やかな

復旧を図るため，機動的かつきめ細やかに農地周り

の施設の補修等に取り組む組織を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ26） 

農村振興課      

 

 

◇ 都市と農村の交流を推進して，農村地域の活性化を実現する農村振興に向けた取組を支援し

ます。 

◇ 農村の持つ多面的機能維持のため，地域主体による地域資源の保全管理の取組を支援し，防

災対策や自然環境，景観を意識した活力のある農村の形成を図ります。 



 

- 307 - 

 

第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

05 みやぎの農業・農村復旧復興情報発信事業 

                  関連：取組 6  

東日本大震災の風化防止，支援への感謝，継続的

な復興への支援及び防災対策の重要性を喚起するた

め，パネル展等を開催し，復旧・復興の情報発信に

努めます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

農村振興課      

06 農山漁村絆づくり事業 

                  関連：取組 5  

震災復興に取り組む農山漁村と将来のサポーター

となりうる県内外の学生との絆づくりを支援するた

め，宮城県でしか体験できない「農林漁業体験＋復

興の手伝い」等の体験メニューを実施する地域グリ

ーン・ツーリズム実践団体を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ29） 

農村振興課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１３，５２１百万円（うち県事業費９，０４０百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ② 活力ある林業の再生 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

被災した木材加工施設における製品出荷額 

（億円） 

0億円 

（H22年度） 

411億円 

（H25年度） 

273億円 

（H29年度） 

優良みやぎ材の出荷量（㎥） 
22,900 ㎥ 

（H20年度） 

24,967㎥ 

（H25年度） 

39,000㎥ 

（H29年度） 

海岸防災林（民有林）復旧面積（ha）［累計］ 

0ha 

（0％） 

（H22年度） 

4ha 

（0.6％） 

（H25年度） 

250ha 

（38.5％） 

（H29年度） 

被災地域における木質バイオマス活用量 

（万トン） 

0 万トン 

（H22年度） 

37万トン 

（H25年度） 

35万トン 

（H29年度） 

 

１ 復興に向けた木材供給の拡大・産業発展への支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 間伐等の森林整備を推進し，県産材の安定供給を図ります。 

◇ 木材加工施設や乾燥施設等の整備を更に推進し，｢優良みやぎ材｣の供給力を強化します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

林業・木材産業活力維持緊急支援事業 

                  関連：取組 6  

東日本大震災復興に必要な木材を安定的に供給す

るため，国の交付金によって造成された基金を用い

て，間伐材原木等の流通コストを支援します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

林業振興課      

② 活力ある林業の再生  
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第５章（４）農業・林業・水産業 ② 活力ある林業の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

02 森林整備加速化・林業再生事業    関連：取組 6  

［(4)②２に再掲］ 

間伐などの森林整備の加速化と，間伐材等の森林

資源を活用した林業・木材産業の再生を図るととも

に，震災からの復興に必要な木材の安定供給を図る

ため，木材加工流通施設の整備や未利用間伐材・林

地残材等の活用促進に向けた木質バイオマス利活用

施設の整備など，川上から川下まで幅広い取組を支

援します。  

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ26）→（Ｈ24～Ｈ27） 

林業振興課      

03 森林育成事業               取組 6  

［(1)③２に再掲］ 

県産材の安定供給と森林整備の推進による木材産

業の維持・復興及び地球温暖化防止や水源のかん養，

県土の保全など森林の有する多面的機能の発揮を図

るため，搬出間伐を主体とした森林整備に対して支

援します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

森林整備課      

04 温暖化防止間伐推進事業         取組 27  

［(1)③２から再掲］  

森林の有する二酸化炭素吸収機能を発揮させるた

め,若齢林を中心に間伐への支援を強化し,温暖化防

止に寄与するとともに，多面的機能の発揮，森林整

備による雇用の確保と関連産業の維持・復興を図り

ます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

森林整備課      

05 里山林健全化事業            取組 27  

カシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害の拡大

を防止するため，被害木の駆除を行い，里山広葉樹

の健全化を図ります。 

また，枯損した松くい虫被害木や，くん蒸処理さ

れて林内に集積された被害材を林外搬出し，バイオ

マス燃料等として有効活用するとともに，被害跡地

に松くい虫抵抗性マツを植栽し，森林環境と機能の

向上を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

森林整備課      
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第５章（４）農業・林業・水産業 ② 活力ある林業の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

06 環境林型県有林造成事業         取組 27  

［分野(1)③２，(4)②３から再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた地域などの県民生

活の保全と，木材資源の長期的な供給を確保するた

め，県行造林地の契約更新による森林整備（再造林・

保育等）を実施し，良好な森林環境を維持すること

により，森林の持つ多面的機能の発揮と下流域にお

ける災害発生の未然防止を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

森林整備課      

07 

 

復興木材供給対策間伐推進事業            取組 6  

［分野(1)③２に再掲］ 

地球温暖化防止とともに，住宅再建等の復興に必

要な木材を供給することを目的に，搬出間伐に対し

て支援します。 

（Ｈ27～Ｈ29） 

森林整備課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１０，６８４百万円（うち県事業費：５，６２５百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ② 活力ある林業の再生 

２ 被災住宅等の再建及び木質バイオマス利用拡大への支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 県産材を使用した住宅の建築や公共施設等の木造･木質化を支援します。 

◇ 木材チップ処理加工施設や発電・熱利用施設の整備を支援するとともに，未利用間伐材等の 

収集・運搬を促進し，木質バイオマスの利用拡大を図ります。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

被災施設再建支援事業 

復興住宅や公共施設等の木造・木質化を支援する

とともに，復興に必要な県産材の供給力強化を図り

ます。 

※木の香る公共建築・おもてなし普及促進事業 

※県産材利用エコ住宅普及促進事業  

 取組 27  

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

林業振興課      

02 森林整備加速化・林業再生事業    関連：取組 6  

［(4)②１から再掲］ 

間伐などの森林整備の加速化と，間伐材等の森林

資源を活用した林業・木材産業の再生を図るととも

に，震災からの復興に必要な木材の安定供給を図る

ため，木材加工流通施設の整備や未利用間伐材・林

地残材等の活用促進に向けた木質バイオマス利活用

施設の整備など，川上から川下まで幅広い取組を支

援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ26）→（Ｈ24～Ｈ27） 

林業振興課      

03 木質バイオマス活用拠点形成事業   取組 27  

木質バイオマス（未利用間伐材等)を燃料や原料へ

利活用することで，県産材の有効利用と二酸化炭素

の排出抑制による地球温暖化防止対策を推進しま

す。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ29） 

林業振興課      

 

 



 

- 312 - 

 

第５章（４）農業・林業・水産業 ② 活力ある林業の再生 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７，７１０百万円（うち県事業費：３，８７９百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ② 活力ある林業の再生 

３ 海岸防災林の再生と県土保全の推進 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 県土の保全や県民生活の安全を確保するため，治山施設（海岸防潮堤等）の早期復旧を図る 

とともに，海岸防災林の計画的な復旧を進めます。 

◇ 海岸防災林の復旧に必要な抵抗性クロマツ等の優良種苗を安定的に生産するため，生産施設 

等の整備を支援します。 

◇ 被災森林や造林未済地の再植林を進めるとともに，間伐等の森林整備を推進し，下流域にお 

ける災害の未然防止など森林の公益的機能の持続的な発揮を確保します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

治山事業（復興）         関連：取組 32  

震災により新たに発生した林地崩壊について，降

雨等による崩壊の拡大や土石の流出等を防止するた

め，治山ダムや山腹施設を設置し，県土及び県民生

活の保全を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

森林整備課      

02 

緊急 

治山施設災害復旧事業（海岸事業） 関連：取組 32  

津波により甚大な被害が発生している治山施設

（海岸防潮堤等）について，県土及び県民生活を保

全するため，早期に復旧を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

森林整備課      

03 

緊急 

海岸防災林造成事業        関連：取組 32  

県土及び県民生活を保全するため，津波により流

出・倒伏・幹折等の甚大な被害が発生している海岸

防災林（潮害・飛砂防備保安林）等について早期復

旧を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

森林整備課      
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第５章（４）農業・林業・水産業 ② 活力ある林業の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 

緊急 

海岸防災林造成事業（国直轄事業） 関連：取組 32  

県土及び県民生活を保全するため，津波により流

出・倒伏・幹折等の甚大な被害が発生している海岸

防災林（潮害・飛砂防備保安林）等について早期復

旧を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

森林整備課      

05 林業種苗生産施設体制整備事業   関連：取組 29  

海岸林等被災した森林を再生し，被災地の復興を

進めるため，優良種苗の安定供給体制の確立に必要

な育苗機械や育苗生産施設等の整備を支援します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ27）→（Ｈ24～Ｈ29） 

森林整備課      

06 新しい植林対策事業           取組 27  

震災により甚大な被害を受けた沿岸地域の県民生

活の保全や二次災害の未然防止を図るため，被災森

林や上流域の造林未済地等に花粉の少ないスギ等の

植栽を進め，森林の公益的機能の向上を図ります。 

あわせて，花粉の少ないスギの増産のための施設

を整備します。また，津波で被災した海岸防災林復

旧のための林業種苗の増産を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

森林整備課      

07 環境林型県有林造成事業         取組 27  

［分野(1)③２，(4)②１から再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた地域などの県民生

活の保全と，木材資源の長期的な供給を確保するた

め，県行造林地の契約更新による森林整備（再造林・

保育等）を実施し，良好な森林環境を維持すること

により，森林の持つ多面的機能の発揮と下流域にお

ける災害発生の未然防止を図ります。  

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

森林整備課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：９３，５６４百万円（うち県事業費：３０，０５６百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

主要５漁港（気仙沼・志津川・女川・石巻・塩

釜）における水揚金額（億円） 

716 億円 

（H20年） 

482億円 

(H25年) 

602億円 

（H29年） 

水産加工品出荷額（億円） 

2,817億円 

（H19年） 

1,400 

億円 

（H24年） 

2,582億円 

（H29年） 

沿岸漁業新規就業者数（人） 
26人 

（H23年度） 

28人 

（H25年度） 

25人 

（H29年度） 

 

１ 水産業の早期再開に向けた支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 震災からの本県水産業の復興のために展開すべき施策を示す，「水産業の振興に関する基本 

的な計画」に基づき，水産業の復興に努めます。 

◇ 海底のがれきの撤去作業は長期間を要するため当面は現状の撤去作業を継続するとともに， 

更に長期間にわたり操業中に回収されることが想定されるがれきを含めて，継続的な処理や費 

用負担等について長期的な処分体制を整備します。 

◇ 漁船漁業や養殖業については漁船・漁具，養殖施設などの復旧整備を引き続き支援します。 

◇ 流通・加工業については魚市場の衛生高度化や共同利用施設の整備促進，事業者の早期再開 

に向けた支援を継続し，流通・加工機能の一層の回復を図ります。 

◇ 震災により経営基盤や生産基盤を失った漁業者・事業者が事業を再開できるまでの間，借入 

金の償還などにかかる負担軽減や有利な資金調達などが可能となるよう支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 新たな水産業の創造  
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

みやぎの漁場再生事業       関連：取組 28  

県内の漁場を５ブロックに分け，起重機船等を用

い，津波により漁場に堆積したがれき等を撤去しま

す。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

水産業基盤

整備課 

     

02 

緊急 

漁場生産力回復支援事業       関連：取組 6  

漁業生産力の回復を図るため，漁場に堆積したが

れきの回収作業や操業中に回収したがれきの処分等

に要する経費を補助します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

水産業基盤

整備課 

     

03 

緊急 

漁港災害復旧事業１（県営５漁港） 

    関連：取組 12  

甚大な津波被害を受けた水産業集積拠点となる県

営漁港５港（気仙沼・志津川・女川・石巻・塩釜）

において，宮城県漁港整備計画に基づく災害復旧工

事を実施します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

漁港復興推

進室 

     

04 

緊急 

漁港災害復旧事業２（県営・市町営漁港） 

 関連：取組 12  

甚大な津波被害を受けた県営漁港及び市町営漁港

について，漁港整備計画に基づく災害復旧工事を実

施します。 

【事業主体：国，県,市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

漁港復興推

進室 

     

05 

緊急 

水産業共同利用施設復旧支援事業  関連：取組 12  

震災により被災した水産業共同利用施設の修繕及

び機器等の復旧費を補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

水産業基盤

整備課 

     

06 

緊急 

水産業共同利用施設復旧整備事業  関連：取組 12  

震災により被災した水産業共同利用施設等の本格

復旧費を補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

水産業基盤

整備課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

07 

緊急 

水産物加工流通施設復旧支援事業   関連：取組 6  

［(4)③２，(4)④１に再掲］ 

被災した漁協，水産加工組合等の共同利用施設等

の復旧及び機器の整備費を補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

水産業振興

課 

     

08 

緊急 

水産物加工流通施設整備支援事業   関連：取組 6  

［(4)③２，(4)④１に再掲］ 

被災した漁協，水産加工業協同組合等の共同利用

施設等の整備に係る費用を補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（H24～Ｈ27） 

水産業振興

課 

     

09 広域漁港整備事業         関連：取組 12  

震災により甚大な被害を受けた女川漁港・志津川

漁港の荷さばき施設について，高度な衛生管理に対

応するため，周辺漁港施設と合わせて早急に復旧工

事を実施します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ29） 

漁港復興推

進室 

     

10 養殖生産物衛生管理対策事業     関連：取組 6  

［(4)③４に再掲］ 

生ガキによる食中毒を未然に防止するため，漁協

が自主的に実施している生ガキのノロウイルス検査

を補助することにより，安全管理体制を強化し，漁

業者の検査費用の負担を軽減することで，本県カキ

養殖業の早期復興に努めます。 

 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ27） 

水産業基盤

整備課 

     

11 漁業経営震災復旧特別対策資金利子補給事業 

 関連：取組 11  

 災害復旧の促進及び経営の維持・再建を図るため，

被災した漁業者の事業資金を円滑に融通します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ31）→（Ｈ24～Ｈ32） 

農林水産経

営支援課 

     

12 

緊急 

小型漁船及び定置網共同化支援事業  関連：取組 6  

漁業者が共同利用するための漁船建造費，中古船

取得・修繕費，定置網購入費用等を助成します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

水産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

13 

緊急 

中小企業等復旧・復興支援事業費補助金 

［(3)①１，(3)②１，(3)③１，(4)④１から再掲］ 

 関連：取組 1  

県が認定した復興事業計画に基づき，被災した製

造業等の中小企業協同組合等が一体となって進める

災害復旧・整備に当たり，その計画に不可欠な施設

等の復旧・整備に要する経費を国と連携して補助し

ます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

企業復興支

援室 

商工経営支

援課 

     

14 東日本大震災水産業災害対策資金利子補給事業 

市町村水産業災害対策資金特別利子助成事業 

          関連：取組 11  

災害復旧の促進及び経営の維持・回復を図るため，

被災した漁業者に対して，災害対策資金の円滑な融

通を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

農林水産経

営支援課 

     

15 天災資金利子補給（水産業）    関連：取組 11  

災害復旧の促進及び経営の維持・回復を図るため，

震災により被害を受けた漁業者に対して，漁業の復

旧に必要な資金の融通の円滑化を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

農林水産経

営支援課 

     

16 水産業災害対策資金に伴う信用保証制度円滑化対策

事業               関連：取組 11  

県単独事業である水産業災害対策資金について，

県が新たに特別準備金等を出えんすることにより，

被災漁業者へ資金融通の円滑化を図るとともに，信

用基金協会の安定経営を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

農林水産経

営支援課 

     

17 水産業団体被災施設等再建整備支援事業 

                  関連：取組 6  

被災地域の水産業の再生を図るため，震災により

甚大な被害を受けた水産業団体（漁業協同組合等）

の施設・設備等の再建を支援し，当該団体の運営基

盤の復興・強化を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ29） 

農林水産経

営支援課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

18 農林水産金融対策事業          取組 11  

［(4)①１から再掲］ 

農林水産業者が経営改善や規模拡大等に取り組む

場合に必要な資金について，円滑な融通と負担軽減

を図り，経営の安定と競争力の強化に取り組みます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（H23～H32） 

農林水産経

営支援課 

     

19 漁業取締待機所復旧事業       関連：取組 6  

震災の津波により流出した漁業取締待機所を新築

し復旧します。 

【事業主体：国，県】 

               （Ｈ25～Ｈ27) 

水産業振興

課 

     

20 水産加工業人材確保支援事業          取組 6  

震災により水産業に従事する人材不足が顕著なこ

とから，遠隔地からの通勤手段確保と宿舎整備等に

係る整備支援を行うことにより人材確保を図り，水

産業の復興を支援します。 

【事業主体：国，県】 

               （Ｈ27～Ｈ29) 

水産業振興

課 

     

21 有用貝類毒化監視対策事業      関連：取組 7  

［(4)③４に再掲］ 

 本県産二枚貝等のうち産業上重要な種類につい

て，定期的に貝毒検査及び有毒プランクトンの監視

を実施し，貝毒による食中毒の未然防止を図ります。 

【事業主体：県】 

                （Ｈ22～Ｈ27) 

水産業基盤

整備課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４２５，３５６百万円（うち県事業費：３０２，５７２百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

２ 水産業集約地域，漁業拠点の再編整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 水産物が集積される水産業集積拠点漁港については，競争力と魅力ある本県水産業の集積拠 

点として再構築を図ります。 

◇ 漁業関連施設の早期復旧と機能回復に向けて取組を推進します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

漁港施設機能強化事業       関連：取組 12  

震災により甚大な被害を受けた流通拠点となる県

営漁港の機能回復を図るため，漁港背後地の荷さば

き用地等の漁港施設用地等の嵩上げ等を実施しま

す。また，漁港機能の集約再編を含む漁港復旧復興

計画を策定します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

漁港復興推

進室 

     

02 漁港環境整備事業         関連：取組 12  

東日本大震災の被災地域における農山漁村地域の

復興に必要な漁港環境施設の復旧を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ29） 

漁港復興推

進室 

     

03 

緊急 

水産物加工流通施設整備支援事業   関連：取組 6  

［(4)③１，4)④１から再掲］ 

被災した漁協，水産加工業協同組合等の共同利用

施設等の整備に係る費用を補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

水産業振興

課 

     

04 

緊急 

水産物加工流通施設復旧支援事業   関連：取組 6  

［(4)③１，4)④１から再掲］ 

被災した漁協，水産加工組合等の共同利用施設等

の復旧及び機器の整備費を補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ27） 

水産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

05 

緊急 

水産環境整備事業         関連：取組 12  

 震災により被害を受けた漁場施設を復旧し，干潟

による環境浄化や藻礁の設置による漁場改善を図る

ための整備を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

水産業基盤

整備課 

     

06 漁場生産力向上対策事業      関連：取組 12  

円滑な漁業・養殖業の再開と漁場生産力の向上に

寄与するため，被災漁場において沿岸漁業，養殖業

を円滑に行うための漁具改良，漁場機能回復技術及

び油分等が残留する漁場の環境改善技術の開発を行

うとともに，これら技術開発に必要な資源状況や環

境収容力の把握を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ25）→（Ｈ25～Ｈ27） 

水産業基盤

整備課 

     

07 栽培漁業種苗放流支援事業      関連：取組 6  

震災により，水産技術総合センター養殖生産部種

苗生産施設が壊滅状態となり，アワビやヒラメ等の

種苗生産，放流が実施不可能となっていることから，

当該施設が整備されるまでの間，他県から放流用種

苗を確保し放流を行います。また，さけ稚魚につい

ても引き続き支援を行い，放流種苗の確保に努めま

す。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ28） 

水産業基盤

整備課 

     

08 水産技術総合センター種苗生産施設復旧整備事業 

    関連：取組 6  

震災により甚大な被害を受けた水産技術総合セン

ター養殖生産部種苗生産施設の復旧・整備を行いま

す。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ26） 

水産業基盤

整備課 

     

09 

緊急 

水産試験研究機関復旧整備事業    関連：取組 6  

震災により甚大な被害を受けた水産技術総合セン

ター本所，水産加工開発部，気仙沼水産試験場の復

旧・整備を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ25～Ｈ27） 

水産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

10 災害関連漁業集落環境施設復旧事業 

 関連：取組 12  

 東日本大震災により被災した，寒風沢漁港，野々

島漁港，志津川漁港，長崎漁港の漁業集落環境施設

を復旧します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ27） 

漁港復興推

進室 

     

11 廃油処理施設災害復旧事業     関連：取組 12  

東日本大震災で被災した，気仙沼漁港の廃油処理

施設の復旧・整備を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ26） 

漁港復興推

進室 

     

12 被災地域情報化推進事業     関連：取組 6  

海岸無線局の効果的・効率的な無線通信ネットワ

ークシステム再構築への取組に対し，支援を行い，

本県沿岸漁船の安全・安心な操業体制を構築します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ26～Ｈ27） 

水産業振興

課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７０，３４７百万円（うち県事業費：６４，２２７百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

３ 競争力と魅力ある水産業の形成 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 強い経営体を育成するため，漁業種類ごとの経営モデルの検討，６次産業化などの取組を推 

進します。あわせて，新規就業者の確保や，後継者となる担い手の育成などの取組を推進します。 

◇ 水産都市としての活力を強化するため，生産段階だけでなく水産加工などに携わる経営体に 

おける経営体質強化，関連産業の集積高度化を推進し，地域の総合産業として飛躍するよう努 

めます。併せて水産物・水産加工品のブランド化，産学官の連携強化などによる付加価値向上 

の取組や流通促進，販路確保・拡大に向けた取組を推進します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

加工原料等安定確保支援事業（水産業）  

［(4)④１に再掲］         関連：取組 6  

漁協，水産加工業協同組合に対し，震災の影響で

遠隔地から加工原料を確保した際に生じた掛かり増

し経費を補助します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

水産業振興

課 

     

02 沿岸漁業担い手活動支援事業       取組 10  

本県水産業の復興と持続的発展に向けて，浜の中

核であり，後継者となる漁業士や漁協青年部などの

活動を支援するとともに，新たな担い手となる漁業

就業者の確保や育成を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

水産業振興

課 

     

03 水産流通加工業者復興支援事業    関連：取組 6  

［(4)④１に再掲］ 

水産流通加工業及び国，県等の補助事業に関する

知見を持つ「水産業復興支援コーディネーター」を

設置し，県内の水産業者に対し，活用可能な補助事

業の紹介，事務手続き等の支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

水産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 漁業集落防災機能強化効果促進事業 

   関連：取組 12  

漁業集落防災機能強化事業と連携して復興に相乗

効果を与え，事業の促進を図るため，水産業の再生

と漁村の活性化や漁村における防災体制の強化に取

り組みます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

漁港復興推

進室 

     

05 

緊急 

水産物安全確保対策事業       関連：取組 7  

［(4)③４，(4)④４から再掲］ 

国の「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」

において本県海域が検査対象になったことから，県

水産物の安全流通に資するため，放射能検査機器を

導入し，水産物の放射性物質濃度のモニタリング調

査を実施します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

水産業振興

課 

     

06 水産都市活力強化対策支援事業      取組 6  

［(4)④２，(4)④４に再掲］ 

水産都市の経済の中心である魚市場機能の強化等

による水揚げ確保と水産物の販売力強化を柱とした

取組により，水産都市の活力強化を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

水産業振興

課 

     

07 漁業経営改善支援強化事業     関連：取組 6  

 関係機関と連携し，被災により個別での再起が難

しい漁業者に対して，共同化や協業化等による経営

再開や経営安定に向けた取組みを支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

水産業振興

課 

     

08 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 

（水産業関係）           関連：取組 6  

 被災地域を新たに食料生産地域として再生するた

め，復興地域の特色を踏まえつつ，先端的な農林水

産技術を駆使した大規模実証研究を推進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

水産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

09 沿岸漁業・養殖業復興支援強化対策事業 

                  取組 6  

東日本大震災からの復旧・復興を図るため，県が

実施する補助事業等の業務支援，漁業者団体が運営

する種苗生産施設の技術者の確保育成の支援などを

外部委託し，事業の円滑な推進と被災休職者の雇用

を促進します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ25～Ｈ27） 

水産業振興

課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１，０７３百万円（うち県事業費：１，０２３百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

４ 安全・安心な生産・供給体制の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 水産物の安全性確保のため，引き続き検査体制を強化し，定期的に監視を行います。 

◇ 風評被害を払拭するため，安全性のＰＲを行うとともに，県産の水産物や水産加工品等の販 

売支援を行います。 

◇ 漁業者団体が実施している貝毒やノロウイルス等の衛生検査の取組に対し支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

水産物安全確保対策事業       関連：取組 7  

［(4)③３，(4)④４から再掲］ 

国の「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」

において本県海域が検査対象になったことから，県

水産物の安全流通に資するため，放射能検査機器を

導入し，水産物の放射性物質濃度のモニタリング調

査を実施します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

水産業振興

課 

     

02 養殖生産物衛生管理対策事業     関連：取組 6  

［(4)③１から再掲］ 

生ガキによる食中毒を未然に防止するため，漁協

が自主的に実施している生ガキのノロウイルス検査

を補助することにより，安全管理体制を強化し，漁

業者の検査費用の負担を軽減することで，本県カキ

養殖業の早期復興に努めます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ27） 

水産業基盤

整備課 

     

03 

緊急 

県産農林水産物放射性物質対策事業  関連：取組 7  

［(4)④４から再掲］ 

原子力災害対策特別措置法に基づく農林水産物の

放射性物質検査を実施します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 「食材王国みやぎ」魅力発信プロジェクト事業 

 関連：取組 7  

［(4)④１，(4)④３，(4)④４から再掲］ 

原発事故の影響とみられる需要の落ち込み等に対

応するため，県産農林水産物等の広報ＰＲ等を行い

信頼回復と消費拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ30） 

食産業振興

課 

     

05 県産農林水産物等イメージアップ推進事業 

［(4)④１，(4)④３，(4)④４から再掲］ 

   関連：取組 3  

震災で県産農林水産物等が大規模な被害を受けた

ことから，復興状況に合わせた県産品のイメージア

ップを図るため，被災前の状況に回復するまでの間，

メディアの活用，海外バイヤー対応などの事業に対

して補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ30） 

食産業振興

課 

     

06 有用貝類毒化監視対策事業      関連：取組 7     

［(4)③１から再掲］ 

 本県産二枚貝等のうち産業上重要な種類につい

て，定期的に貝毒検査及び有毒プランクトンの監視

を実施し，貝毒による食中毒の未然防止を図ります。 

 

【事業主体：県】 

                （Ｈ22～Ｈ27） 

水産業基盤

整備課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１，２２２百万円（うち県事業費：１，１８９百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

製造品出荷額等（食料品製造業）（億円） 
6,014億円 

（H19年） 

4,733億円 

（H25年） 

5,762億円 

（H29年） 

 

１ 食品製造事業者の本格復旧への支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 多くの事業者の事業再開や事業継続，本格復旧を見据えた施設設備支援を行うとともに，食 

品製造業の本格復旧を図るため，生産機能の高度化や効率化に向けた施設・設備整備への支援 

を行い，生産性の向上と品質向上を促進します。 

◇ 食品製造業者の事業再開に向け，原材料の安定確保などに係る取組を支援します。 

 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

 

中小企業等復旧・復興支援事業費補助金 

［(3)①１，(3)②１，(3)③１，(4)③１から再掲］   

   関連：取組 1  

県が認定した復興事業計画に基づき，被災した製

造業等の中小企業協同組合等が一体となって進める

災害復旧・整備に当たり，その計画に不可欠な施設

等の復旧・整備に要する経費を国と連携して補助し

ます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

企業復興支

援室 

商工経営支

援課 

     

02 食品加工原材料調達支援事業     関連：取組 6  

県内水産加工品製造業者等において，農林水産物

原材料調達先が被災し，代替原材料を他産地から調

達する場合に，新たに発生する原材料価格や流通コ

スト等の掛かり増し経費を助成します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→(Ｈ23～Ｈ29) 

食産業振興

課 

     

④ 一次産業を牽引する食産業の振興  
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 県産農林水産物等イメージアップ推進事業 

［(4)③４，(4)④３，(4)④４から再掲］      

  関連：取組 3  

震災で県産農林水産物等が大規模な被害を受けた

ことから，復興状況に合わせた県産品のイメージア

ップを図るため，被災前の状況に回復するまでの間，

メディアの活用，海外バイヤー対応などの事業に対

して補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ30） 

食産業振興

課 

     

04 「食材王国みやぎ」魅力発信プロジェクト事業 

 関連：取組 7  

［(4)③４，(4)④３，(4)④４から再掲］ 

原発事故の影響とみられる需要の落ち込み等に対

応するため，県産農林水産物等の広報ＰＲ等を行い

信頼回復と消費拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ30） 

食産業振興

課 

     

05 

緊急 

水産物加工流通施設復旧支援事業   関連：取組 6  

［(4)③１，(4)③２から再掲］ 

被災した漁協，水産加工組合等の共同利用施設等

の復旧及び機器の整備費を補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

水産業振興

課 

     

06 

緊急 

水産物加工流通施設整備支援事業   関連：取組 6  

［(4)③１，(4)③２から再掲］ 

被災した漁協，水産加工組合等の共同利用施設等

の整備に係る費用を補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（H24～Ｈ27） 

水産業振興

課 

     

07 

緊急 

加工原料等安定確保支援事業（水産業関係）  

［(4)③３から再掲］        関連：取組 6  

漁協，水産加工業協同組合に対し，震災の影響で

遠隔地から加工原料を確保した際に生じた掛かり増

し経費を補助します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

水産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

08 

 

水産流通加工業者復興支援事業    関連：取組 6  

［分野(4)③３から再掲］ 

水産流通加工業及び国，県等の補助事業に関する

知見を持つ「水産業復興支援コーディネーター」を

設置し，県内の水産業者に対し，活用可能な補助事

業の紹介，事務手続き等の支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

水産業振興

課 

     

09 みやぎの肉用牛イメージアップ事業 

［分野(4)④３，(4)④４から再掲］      

  関連：取組 3  

東京電力福島第一原子力発電所事故の風評によ

り，宮城県産牛肉が敬遠され牛肉価格が急激に下落

するなどの影響があったことから，低下した県産牛

肉イメージを回復させるため消費拡大等の対策を実

施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ29） 

畜産課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２１５，５５４百万円（うち県事業費：１６２，５６６百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

２ 競争力の強化による販路の拡大 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 県産農林水産物等の販路拡大を図るため，商談会の開催や国内外の見本市出展支援等の強化 

によりマッチング機会を一層創出するほか，市場ニーズを的確にとらえた新商品・新技術の開 

発と営業力，企画提案力等の向上といった人材育成を体系的に支援する仕組みを構築します。 

  ◇ 需要先である小売業の被災や消費低迷に対処するため，県産農林水産物の販売促進に係る取 

組を支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム

事業（地域イメージ確立推進事業）     取組 3  

［(4)④３から再掲］ 

県産食材の競争力の強化と，食関連産業の本格復

旧・復興を牽引するため，これまで取り組んでいる

「食材王国みやぎ」をテーマとした宮城の「食」に

関する地域イメージを，知事のトップセールス等を

契機としたフリーパブリシティの活用などにより，

復旧・復興に関する情報とともに全国へ発信するこ

とで宮城の「食」に関する地域イメージの確立を推

進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

02 物産展等開催事業          関連：取組 3  

本県産品の展示販売，観光の積極的なＰＲを展開

するため，主要都市等の百貨店を中心に物産展を開

催します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

03 みやぎまるごとフェスティバル開催事業 

［(4)④３に再掲］         関連：取組 7  

県内の関係団体・自治体等が連携し，産業の分野

を横断した県産品の展示・実演・販売を行う「みや

ぎまるごとフェスティバル」を開催し，地域産業の

活性化並びに県産品の消費拡大を図る。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 食産業ステージアッププロジェクト 

（商談会マッチング強化事業）       取組 3  

商談会を開催するとともに，商品の提案や交渉力

を高めるセミナー開催を通じ，県内食品製造業者等

の販路開拓を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

05 食産業ステージアッププロジェクト 

（首都圏販路開拓支援事業）        取組 3  

商品カタログを配布し，首都圏バイヤーの希望に

よる商談会や試食商談会を開催し，県内製造業者等

の販路開拓を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

06 食産業ステージアッププロジェクト 

（商品ブラッシュアップ専門家派遣事業）  

 取組 3  

沿岸部等で販路を失った県内中小企業に対し，商

談会出展に向け，商品開発や営業力強化の知見を有

する専門家を派遣し，個社の競争力向上を支援しま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

07 食産業ステージアッププロジェクト 

（復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業） 

［(4)④３，(4)④４に再掲］       取組 3  

沿岸部等で販路を失った県内中小企業に対し，首

都圏等県内外での販路開拓を支援するため，商品づ

くりや売り上げ向上を目指した商談会への出展等を

支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

08 首都圏県産品販売等拠点運営事業      取組 3  

県産品の紹介・販路拡張及び観光案内・宣伝のほ

か，被災した県内事業者の復興を支援するため，首

都圏アンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」の運

営管理を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

食産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

09 首都圏県産品販売等拠点機能強化事業   取組 3  

東京アンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」の

持つ各種機能の強化を図り,被災した県内事業者の

復興を支援するとともに,産業振興の推進を図りま

す。          

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ27） 

食産業振興

課 

     

10 県産品販路開拓バックアップ事業      取組 3  

 首都圏及び関西向けの専任スタッフを配置し,県

産品をバイヤー等に売り込むことにより,その販路

の開拓及び販売の拡大を通じて,県産品の信頼回復

と風評払拭を図ります。 

 【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ29） 

食産業振興

課 

     

11 宮城県産品販路拡大サポート事業      取組 3  

 首都圏の卸・小売業者等との商談を円滑に進める

ための商談シートの整備や県内事業者の販路開拓ニ

ーズの掘り起こし等を行うことにより,県産品の販

路回復・拡大と震災により被災した失業者等の緊急

的雇用機会創出を図ります。 

 【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

食産業振興

課 

     

12 県産食品海外ビジネスマッチングサポート事業  

                 取組 6  

宮城県食品輸出促進協議会と連携し，セミナー等

の開催，海外見本市への出展や商談会の実施により，

輸出に取り組もうとする県内事業者の販路拡大を支

援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

13 輸出基幹品目販路開拓事業         取組 6  

県産農林水産物を輸出する際の基幹となる品目を

定め，輸出基幹品目のプロモーションや継続的な取

引への支援等を実施することにより，海外市場での

より実効的な販路開拓を図ります。 

 

（Ｈ27～Ｈ29） 

食産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

14 県外事務所県産品販路拡大事業    関連：取組 3  

県外事務所において県産品の販路拡張を図るた

め，県産品の展示・販売等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

15 食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム

事業（県産ブランド品確立支援事業）    取組 3  

［(4)④３に再掲］ 

県産食材の競争力の強化と食関連産業の本格復

旧・復興を牽引するため，県産食材のブランド価値

向上に取り組む生産者等の育成，県産食材の実需者

とのマッチング支援，食材王国みやぎフェアなどを

支援し，県産食材の付加価値と認知度の向上を図り

ます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

16 水産都市活力強化対策支援事業      取組 6  

［(4)③３，(4)④４から再掲］ 

水産都市の経済の中心である魚市場機能の強化等

による水揚げ確保と水産物の販売力強化を柱とした

取組により，水産都市の活力強化を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

水産業振興

課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，１２６百万円（うち県事業費：１，７７１百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

３ 食材王国みやぎの再構築 

 

＜行動方針＞ 

◇ 震災前に生産額等が全国上位にあった宮城米や仙台いちご，仙台牛，カキ，ギンザケ等を中 

心とする本県の良質な食材の更なる知名度向上に向け，総合的なプロモーションを展開すると 

ともに，これらの豊かな食材や高度な加工技術を用いた付加価値の高い商品づくりを促進しま 

す。 

◇ 「食材王国みやぎ」の復興，再構築を図るため，６次産業化や農商工連携の手法を活用し， 

県産農林水産物等の需要拡大に取り組みます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム

事業（県産ブランド品確立支援事業）    取組 3  

［(4)④２から再掲］ 

 県産食材の競争力の強化と食関連産業の本格復

旧・復興を牽引するため，県産食材のブランド価値

向上に取り組む生産者等の育成，県産食材の実需者

とのマッチング支援，食材王国みやぎフェアなどを

支援し，県産食材の付加価値と認知度の向上を図り

ます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

02 食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム

事業（地域イメージ確立推進事業）     取組 3  

［(4)④２に再掲］  

県産食材の競争力の強化と食関連産業の本格復

旧・復興を牽引するため，これまで取り組んでいる

「食材王国みやぎ」をテーマとした宮城の「食」に

関する地域イメージを，知事のトップセールス等を

契機としたフリーパブリシティの活用などにより，

復旧・復興に関する情報とともに全国へ発信するこ

とで宮城の「食」に関する地域イメージの確立を推

進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 食産業ステージアッププロジェクト 

（選ばれる商品づくり支援事業）      取組 3  

県内の中小食品製造業者等が行う地域の食材を活

用した商品開発への取組を支援するとともに，食料

産業クラスター機能等を活用し，企業間の連携を促

進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

04 食産業ステージアッププロジェクト 

（復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業） 

［(4)④２，(4)④４から再掲］       取組 3  

沿岸部等で販路を失った県内中小企業に対し，首

都圏等県内外での販路開拓を支援するため，商品づ

くりや売り上げ向上を目指した商談会への出展等を

支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

05 食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム

事業（みやぎの「食」ブランド再生支援事業） 

［(4)④４に再掲］            取組 3  

 震災により被害を受けた県産ブランド食材のブラ

ンド価値再生に向けた取組を支援し，再生のスピー

ドを速め，更なる付加価値と販売力の向上を図りま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ28） 

食産業振興

課 

     

06 みやぎの園芸・畜産物消費拡大事業  関連：取組 3  

震災後の本県畜産業及び園芸作物の復興と健全な

発展を図るため，県，ＪＡなど関係団体等で組織す

る各協議会が行う消費拡大，銘柄確立の事業に対し

て補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

07 宮城米広報宣伝事業         関連：取組 7  

「米どころ宮城」の知名度を維持し，更なる消費

及び販路の拡大を図るため，宮城米マーケティング

推進機構を実施主体として，広報宣伝事業，首都圏

等大消費地ＰＲ等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

08 みやぎの農商工連携・６次産業化支援強化事業 

 取組 6  

農林漁業者が自ら，または商工業者（２次産業・

３次産業者）と連携して取り組む，地域資源を活用

した新たな商品の開発や販路開拓等の事業を推進す

るため，地域の実情を踏まえた農商工連携・６次産

業化の取組の掘り起こしや推進を目的として，各地

方振興事務所等が中心となり，取り組みを支援しま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ29） 

農林水産政

策室 

     

09 農林漁業者等地域資源活用新事業創出支援事業 

                  関連：取組 6  

事業の多角化・高度化を目指す，被災した沿岸農

林漁業者等に対する事業構想の策定支援を行いま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ27） 

農林水産政

策室 

     

10 食育・地産地消推進事業          取組 7  

［(4)①４に再掲］ 

県内で生産される農林水産物に対する理解向上や

消費・活用の促進を図るため，地産地消を全県的に

推進します。また，県産食材や地産地消の必要性に

ついて理解を深めるため，食育を推進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

11 県産農林水産物等イメージアップ推進事業 

［(4)③４，(4)④１，(4)④４から再掲］ 

    関連：取組 3  

震災で県産農林水産物等が大規模な被害を受けた

ことから，復興状況に合わせた県産品のイメージア

ップを図るため，被災前の状況に回復するまでの間，

メディアの活用，海外バイヤー対応などの事業に対

して補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ30） 

食産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

12 「食材王国みやぎ」魅力発信プロジェクト事業 

 関連：取組 7  

［(4)③４，(4)④１，(4)④４から再掲］ 

原発事故の影響とみられる需要の落ち込み等に対

応するため，県産農林水産物等の広報ＰＲ等を行い

信頼回復と消費拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ30） 

食産業振興

課 

     

13 みやぎまるごとフェスティバル開催事業 

［(4)④２から再掲］        関連：取組 7  

県内の関係団体・自治体等が連携し，産業の分野

を横断した県産品の展示・実演・販売を行う「みや

ぎまるごとフェスティバル」を開催し，地域産業の

活性化並びに県産品の消費拡大を図る。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

14 みやぎの肉用牛イメージアップ事業 

［(4)④１，(4)④４から再掲］      

  関連：取組 3  

東京電力福島第一原子力発電所事故の風評によ

り，宮城県産牛肉が敬遠され牛肉価格が急激に下落

するなどの影響があったことから，低下した県産牛

肉イメージを回復させるため消費拡大等の対策を実

施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ29） 

畜産課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，０８８百万円（うち県事業費：１，６２２百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

４ 県産農林水産物の安全性確保と風評の払拭等 

 

＜行動方針＞ 

◇ 簡易検査と精密検査を計画的に実施し，必要に応じて民間の検査機関も活用するなど，精密 

検査の充実を図り，出荷・流通前における県産農林水産物の安全性を確保します。また，土壌 

や飼料，きのこ原木等における放射性物質検査を実施することによって，農林水産物の生産環 

境整備に努めます。 

◇ 出荷制限指示が出されている品目等について，早期生産再開と出荷制限解除に向けた取組を 

進めます。 

◇ 風評被害によりシェアを失っている本県水産加工品等水産物をはじめとする県産品のイメ 

ージアップに関する取組を支援するとともに，安全性のＰＲなど，県内外への情報発信を強化 

します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

水産物安全確保対策事業       関連：取組 7  

［(4)③３，(4)③４に再掲］ 

国の「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」

において本県海域が検査対象になったことから，県

水産物の安全流通に資するため，放射能検査機器を

導入し，水産物の放射性物質濃度のモニタリング調

査を実施します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

水産業振興

課 

     

02 

緊急 

放射性物質検査対策事業       関連：取組 7  

県内産牛肉の食の安全・安心を確保するため，放

射性物質の検査機器を整備するとともに，継続した

検査体制を構築し，市場出荷前の牛肉や流通食品等

に含まれる放射性物質の検査を実施します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食と暮らし

の安全推進

課 

     

03 

緊急 

県産農林水産物放射性物質対策事業  関連：取組 7  

［(4)③４に再掲］ 

原子力災害対策特別措置法に基づく農林水産物の

放射性物質検査を実施します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 残留放射性物質検査関係事業（農業） 

 関連：取組 7  

 農作物等に残留する放射性物質の検査を円滑に進

めるため，普及センターや試験研究機関において実

施されるサンプル測定に伴う業務補助作業を行いま

す。 

【事業主体：県】

（Ｈ26）→（Ｈ26～Ｈ27） 

農業振興課      

05 

緊急 

農産物放射能対策事業        関連：取組 7  

農産物等の安全確認を行うため，主要県産農産物

等を対象に放射性物質の濃度を把握し，今後の営農

対策等の検討に資するデータ等を整備します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

農産園芸環

境課 

     

06 

緊急 

放射性物質影響調査事業（畜産）   関連：取組 7  

本県農畜産物等の放射性物質を測定し，消費者の

健康への影響を未然に防ぐとともに，放射性物質を

低減する栽培技術を指導するための調査を実施しま

す。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ28） 

畜産課      

07 

緊急 

特用林産物放射性物質対策事業    関連：取組 7  

特用林産物を始めとした各種林産物の安心・安全

の確保に向け，放射性物質検査を徹底するとともに，

特用林産物の生産再開に向けた無汚染原木の確保等

へ支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

林業振興課      

08 農林業震災復旧支援利子負担軽減事業 

［(4)①１に再掲］        関連：取組 11  

災害復旧を目的として農林業者が農業協同組合か

ら借り入れる低利の独自資金について，金利負担の

軽減のために農業協同組合が負担する経費を県が補

助することにより，復旧途上にある農林業経営を支

援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ27） 

農林水産経

営支援課 

     

09 

緊急 

給与自粛牧草等処理円滑化事業    関連：取組 7  

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故によ

り放射性物質に汚染された稲わら及び牧草の処理を

円滑に進めるため，一時保管等について支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ29） 

畜産課      
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

10 

緊急 

肉用牛出荷円滑化推進事業      関連：取組 7  

県産牛肉の信頼性を確保するため，当分の間，出

荷される肉用牛全頭を対象とした放射性物質の検査

を行います。また，廃用牛の放射性物質低減対策を

支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

畜産課      

11 草地土壌放射性物質低減対策事業   関連：取組 7  

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴

い，牧草地から牧草への放射性セシウムの移行を低

減するため，牧草地の反転耕等の事業を実施します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ28） 

畜産課      

12 

緊急 

森林除染実証事業              関連：取組 7  

特用林産物の生産再開に向けて，ほだ場や竹林の

除染実証と効果調査等を実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ29） 

林業振興課      

13 

緊急 

特用林産物産地再生支援事業     関連：取組 7  

特用林産物の出荷制限解除に向けて，栽培工程管

理に必要な資機材の整備を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ29） 

林業振興課      

14 県産農林水産物等イメージアップ推進事業 

［(4)③４，(4)④１，(4)④３に再掲］  

                  関連：取組 3  

震災で県産農林水産物等が大規模な被害を受けた

ことから，復興状況に合わせた県産品のイメージア

ップを図るため，被災前の状況に回復するまでの間，

メディアの活用，海外バイヤー対応などを支援しま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ30） 

食産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

15 「食材王国みやぎ」魅力発信プロジェクト事業 

  関連：取組 7  

［(4)③４，(4)④１，(4)④３に再掲］ 

原発事故の影響とみられる需要の落ち込み等に対

応するため，県産農林水産物等の広報ＰＲ等を行い

信頼回復と消費拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ30） 

食産業振興

課 

     

16 食産業ステージアッププロジェクト 

（復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業） 

［(4)④２，(4)④３に再掲］        取組 3  

沿岸部等で販路を失った県内中小企業に対し，首

都圏等県内外での販路開拓を支援するため，商品づ

くりや売り上げ向上を目指した商談会への出展等を

支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

食産業振興

課 

     

17 食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム

事業（みやぎの「食」ブランド再生支援事業） 

［(4)④３から再掲］           取組 3  

 震災により被害を受けた県産ブランド食材のブラ

ンド価値再生に向けた取組を支援し，再生のスピー

ドを速め，更なる付加価値と販売力の向上を図りま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ28） 

食産業振興

課 

     

18 水産都市活力強化対策支援事業      取組 6  

［(4)③３，(4)④２から再掲］ 

水産都市の経済の中心である魚市場機能の強化等

による水揚げ確保と水産物の販売力強化を柱とした

取組により，水産都市の活力強化を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

水産業振興

課 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

19 みやぎの肉用牛イメージアップ事業 

［(4)④１，(4)④３に再掲］      

  関連：取組 3  

東京電力福島第一原子力発電所事故の風評によ

り，宮城県産牛肉が敬遠され牛肉価格が急激に下落

するなどの影響があったことから，低下した県産牛

肉イメージを回復させるため消費拡大等の対策を実

施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ29） 

畜産課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：５，２５７百万円（うち県事業費：４，５２７百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

（５）公共土木施設 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

公共土木施設災害復旧事業（道路・橋梁）の執

行状況（％） 

－ 

（H22年度） 

67％ 

（H25年度） 

100％ 

（H29年度） 

主要幹線道路等の橋梁の耐震化完了数（橋） 

［累計］ 

0橋 

（0％） 

（H22年度） 

25橋 

（20％） 

（H25年度） 

87橋 

（69％） 

（H29年度） 

仙台塩釜港（仙台港区）のコンテナ貨物取扱量

［実入り］（TEU） 

155,454TEU 

（H22年） 

145,991TEU 

（H25年） 

176,000TEU 

（H29年） 

 

○ 道路 

１ 高規格幹線道路等の整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 復興道路に位置づけられた三陸縦貫自動車道などの整備を促進し，防災道路ネットワークを 

形成する高規格幹線道路の充実強化を図ります。 

◇ みやぎ県北高速幹線道路など地域高規格道路の整備を推進し，東西広域連携軸を強化します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 高規格幹線道路整備事業         取組 12  

国が事業主体となる三陸縦貫自動車道などの高規

格幹線道路の整備等について，その事業費の一部を

負担します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

道路課      

① 道路，港湾，空港などの交通基盤の確保・整備促進  
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

02 地域高規格道路整備事業         取組 12  

県土の復興を支える，みやぎ県北高速幹線道路な

どの地域高規格道路の整備を促進し，地域連携の強

化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

道路課      

03 仙台東部地区道路ネットワーク検討調査  取組 12  

 東日本大震災後の道路環境の変化などを踏まえ,

仙台東部地区の道路ネットワークについて検証を行

い，沿岸部の高規格道路と仙台都心間の円滑なアク

セス策について検討します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ27） 

道路課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：５２，６９８百万円（うち県事業費：５２，６９８百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

２ 主要幹線となる国道，県道の整備及び復興まちづくりと一体となった関連道路の整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 災害に強い幹線道路ネットワークを整備するため，国道 108 号，国道 113 号，国道 347 号，

国道 398 号等の主要幹線道路の整備を推進します。また，安全な道路利用が図られるよう交通 

安全施設等の整備や災害防除対策を着実に進めます。 

◇ 沿岸部においては，離島振興のため大島架橋事業を進めるほか，海岸保全施設の整備と併せ 

て，多重防御による防災・減災機能を有する高盛土構造の防災道路について検討し，復興まち 

づくりと一体的に整備を進めます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

公共土木施設災害復旧事業（道路） 関連：取組 12  

被災した道路及び橋梁等について，公共土木施設

災害復旧事業により施設復旧を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

道路課      

02 道路改築事業           関連：取組 12  

震災により被災した地域を支援するため，国道や

県道，市町村道（代行受託）の整備を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

道路課      

03 道路改築事業（復興）       関連：取組 12  

［(5)④１に再掲］ 

震災により被災した地域を支援するため，防災機

能を強化した国道や県道の整備を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ32） 

道路課      

04 離島振興事業（道路）       関連：取組 12  

震災により被災した離島地域を支援するため，架

橋整備や島内道路整備を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ30） 

道路課      
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

05 交通安全施設等整備事業      関連：取組 12  

歩行者・自転車の安全確保や交通の円滑化を図る

ため，歩道整備や交差点改良を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

道路課      

06 災害防除事業           関連：取組 32  

道路利用者の安全性を確保するため，落石等の危

険箇所について災害防除事業を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

道路課      

07 道路維持修繕事業         関連：取組 12  

災害時における緊急輸送道路の通行確保や復旧・

復興を確実に実施するため，適切な道路管理を行い

ます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

道路課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１９９，１８９百万円（うち県事業費：１９９，１８９百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

３ 橋梁等の耐震化・長寿命化 

 

＜行動方針＞ 

◇ 橋梁などの道路関連施設における耐震化計画及び長寿命化計画に基づき，順次新たな対策を

推進し，耐震化・長寿命化を着実に実施します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 橋梁耐震化事業             取組 31  

地震時における主要幹線道路等の橋梁耐震性，安

全性を確保するため，耐震化を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

道路課      

02 橋梁長寿命化事業         関連：取組 31  

橋梁の長寿命化を図るため，橋梁長寿命化計画に

基づき，老朽化した橋梁について予防保全的に補修

を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ31）→（Ｈ23～Ｈ32） 

道路課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２３，６９２百万円（うち県事業費：２３，６９２百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

○ 港湾，空港 

４ 港湾機能の拡充と利用促進 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 仙台塩釜港のさらなる利用拡大や効率的な管理運営に向けて，埠頭用地拡張や防波堤の延伸 

など，港湾機能の拡充を図ります。 

◇ 貨物集荷，企業誘致や新規航路の開拓など，積極的なポートセールスを推進します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

公共土木施設災害復旧事業（港湾） 関連：取組 12  

被災した港湾施設等について，公共土木施設災害

復旧事業により施設の復旧を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

港湾課      

02 港湾整備事業              取組 12  

宮城のみならず東北の復興と発展をけん引する中

核的国際拠点港湾を目指し，より適切な管理・運営

を図るとともに，港湾機能の拡充のための施設整備

を推進します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

港湾課      

03 港湾整備事業（復興）       関連：取組 12  

［(5)④１に再掲］ 

津波や高潮に対して安全な物流拠点機能を確保

し，災害に強い港湾を形成するため，岸壁背後にお

いて防潮堤や漂流物対策施設を整備します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ29） 

港湾課      

04 港湾立地企業支援事業       関連：取組 12  

仙台塩釜港（石巻港区）において，被災した企業

岸壁や護岸を公共岸壁として再整備し，港湾立地企

業の復興を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ25～Ｈ28） 

港湾課      
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

05 海岸改修事業（港湾）           取組 31   

港湾海岸における津波や高潮からの安全性を保持

するため，海岸保全施設の整備及び適切な管理を推

進します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ30）→（Ｈ23～Ｈ32） 

港湾課      

06 港湾利用促進事業                    取組 12  

コンテナ貨物等の集荷促進と新規航路の開設や既

存航路の安定化のための誘致活動（ポートセールス）

を行います。 

               【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

港湾課      

07  非予算的手法：港湾活性化推進事業    取組 12  

統合した新たな仙台塩釜港において，各港の機能

と役割を明確にし，スケールメリットを活かした効

率的・効果的な港湾の管理・運営並びに利活用促進

を図るため，港湾関係者との連携の強化及び協働活

動を推進します。 

               【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

港湾課      

08 仙台港国際ビジネスサポートセンター災害復旧・改

修事業              関連：取組 1  

［分野 (3)①４から再掲］ 

 東北唯一の国際拠点港湾である仙台港の港湾業務

機能支援と交流機能集積を目的に設置された「仙台

港国際ビジネスサポートセンター（アクセル）」が震

災により甚大な被害を受けたため，修繕を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ25）→（Ｈ24～Ｈ26） 

海外ビジネ

ス支援室，

公営事業課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む） 

 総事業費：１４２，０２０百万円（うち県事業費：１４２，０２０百万円） 

 

 

  



 

 

 

- 351 - 

 

第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

５ 仙台空港の利用促進 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 仙台空港利用の旅客・貨物需要を喚起するとともに，エアポートセールスに取り組みます。 

◇ 国が進める空港経営改革の動きに合わせ，仙台空港の経営一体化及び民間運営委託を推進し，

空港の機能充実と周辺地域の活性化を図ります。 

◇ 仙台空港鉄道株式会社改革支援プラン行動計画を着実に推進し，仙台空港鉄道株式会社の早 

期経営安定化を図ります。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 仙台空港整備事業 

仙台空港の運用に必要な空港施設を改修するとと

もに，救急・救命活動等の拠点機能や緊急物資・人

員等の輸送受入機能等を確保するため，空港の耐震

化を推進します。 

※仙台空港整備事業（耐震化）  取組 31  

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ30）→（Ｈ23～Ｈ32） 

空港臨空地

域課 

     

02 仙台空港利用促進事業          取組 12  

［(3)②９に再掲］ 

仙台空港の路線充実・拡大のため，エアポートセ

ールスを行うほか，航空機を使った旅行需要を喚起

するための利用促進事業を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

空港臨空地

域課 

     

03 仙台空港民営化推進事業                取組 12  

［(3)②９に再掲］ 

仙台空港の更なる活性化を図るため，国が進める

空港経営改革の動きに合わせ，空港の経営一体化及

び民間運営委託を推進します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

空港臨空地

域課 
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 仙台空港周辺整備対策事業        取組 12  

［(3)②９に再掲］ 

仙台空港と空港周辺地域との調和ある発展を図る

ため，仙台空港周辺対策協議会に対して運営費を補

助します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

空港臨空地

域課 

     

05 仙台空港 600万人・5万トン実現推進事業 

［(3)②８，(3)②９から再掲］      取組 5  

仙台空港の民営化を契機とした宮城・東北の復興

加速化を図るため，空港民営化に向けた機運醸成，

情報発信を行う官民連携会議の開催のほか，旅客数

600万人/年・貨物量 5万トン/年の将来目標実現に向

けた調査実証事業を実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

富県宮城推

進室 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１，７６５百万円（うち県事業費：１，７６３百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

比較的発生頻度の高い津波に対し，施設の防護

機能が確保された海岸数（海岸） 

0海岸 

（H22年度） 

1海岸 

（H26年度） 

61海岸 

（H29年度） 

比較的発生頻度の高い津波に対し，施設の防護

機能が確保された河川数（河川） 

0河川 

（H22年度） 

0河川 

（H26年度） 

62河川 

（H29年度） 

地震により土砂災害が発生した箇所における

土砂災害防止施設整備率（％） 

－ 

（H22年度） 

100％ 

（H26年度） 

100％ 

（H27年度） 

  

１ 海岸の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 津波や高潮から防御するため，背後地で行われるまちづくりと連携し，海岸防災林との組合

せなどにより，防災・減災機能の強化を図りながら，海岸の整備を進めます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 海岸保全施設整備事業（漁港）   関連：取組 31  

国民経済上及び民生安定上重要な地域を，高潮・

津波・波浪等による被害から守るため，海岸保全施

設の新設を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ29） 

漁港復興推

進室 

     

02 

緊急 

公共土木施設災害復旧事業（海岸） 関連：取組 31  

被災した海岸保全施設等について，公共土木施設

災害復旧事業により施設復旧を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

河川課      

② 海岸，河川などの県土保全  
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 海岸改良事業           関連：取組 31  

被災した海岸保全施設等の機能強化を図るため，

施設復旧と併せて堤防の拡幅や新設を行うととも

に，津波情報提供設備や避難誘導標識等の設置を行

います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

河川課      

04 海岸管理費            関連：取組 31  

海岸保全区域及び海岸保全施設の適正な管理を行

うため，県内一円の海岸清掃及び人口リーフに設置

された灯浮標の点検整備を実施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

河川課      

05 海岸調査費            関連：取組 31  

震災の影響により沈下した海岸や侵食が繰り返さ

れる海岸の海浜状況を調査するとともに，整備した

海岸の機能状況を確認するため定期的な調査を実施

します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

河川課      

06 津波避難表示板設置事業      関連：取組 31  

 市町が策定する地域防災計画に位置づけられる避

難道路の整備や市町が検討している津波シミュレー

ションの結果と併せて，地域の津波に対する防災力

の向上を図るための支援として津波避難表示板の設

置を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ27）→（Ｈ25～Ｈ29） 

河川課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む） 

 総事業費：１４５，７５０百万円（うち県事業費：１４５，７５０百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

２ 河川の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 地盤沈下により，洪水被害のリスクが高まった低平地の治水安全度を早期に向上させるため，

河道改修やダムなどの整備による，上下流一体となった総合的治水対策を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

公共土木施設災害復旧事業（河川） 関連：取組 32  

被災した河川施設等について，公共土木施設災害

復旧事業により施設復旧を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

河川課      

02 河川改修事業 

震災の影響による地盤沈下や集中豪雨の多発，都

市化の進展に伴う被害リスクの増大などに対し，流

域が一体となって総合的な浸水対策を行います。 

※基幹的河川改修・ダム建設事業  取組 32  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

河川課      

03 河川改修事業（復興）       関連：取組 32  

[(5)④１に再掲] 

まちづくりと連携し，防災機能を強化した総合的

な浸水対策を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ30） 

河川課      

04 河川総合開発事業（ダム） 

震災の影響による地盤沈下等により，洪水被害ポ

テンシャルが高まった低平地等の洪水防御対策を図

るため，建設中のダム事業の整備促進を図ります。 

※基幹的河川改修・ダム建設事業  取組 32  

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

河川課      
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

05 河川管理費            関連：取組 32  

河川堤防等の適正な機能と河川環境を確保するた

め，堤防除草や河道掘削，水門等の維持修繕を行い

ます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

河川課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２９７，０６２百万円（うち県事業費：２９７，０６２百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

３ 土砂災害対策の推進 

 

＜行動方針＞ 

◇ 土砂災害危険箇所における基礎調査の実施や土砂災害警戒区域等の指定を推進し，県土全体

の土砂災害防止対策を実施するとともに，住民の防災意識の醸成を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 砂防事業 

流域における荒廃地域の保全及び土石流等の土砂

災害から，下流部の人家，耕地，公共施設等を守る

ため，砂防えん堤等の砂防設備を整備します。 

※総合的な土砂災害対策事業（ハード整備事業） 

 取組 32  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

防災砂防課      

02 地すべり対策事業 

人家や道路，河川などの公共施設等に対する地す

べりによる被害を除去・軽減し，県土の保全と住民

生活の安定を図るため，地すべり防止施設等を整備

します。 

※総合的な土砂災害対策事業（ハード整備事業） 

 取組 32  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ32） 

防災砂防課      

03 急傾斜地崩壊対策事業 

急傾斜地の崩壊による災害から人命保護及び国土

の保全を図るため，急傾斜地崩壊防止施設を設置し

ます。 

※総合的な土砂災害対策事業（ハード整備事業） 

 取組 32  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

防災砂防課      
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 砂防設備等緊急改築事業 

地域の安全性を向上させるため，既存の砂防設備

及び地すべり防止施設について緊急改築を行いま

す。 

※総合的な土砂災害対策事業（ハード整備事業） 

 取組 32  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ32） 

防災砂防課      

05 情報基盤緊急整備事業 

過去に土砂災害（土石流，地すべり，がけ崩れ等）

が発生した地区又は発生するおそれの高い地区にお

ける防災体制を確立するため，予警報システムを整

備します。 

※総合的な土砂災害対策事業（ソフト対策事業） 

 取組 32  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

防災砂防課      

06 砂防事業（維持修繕事業）     関連：取組 32  

がけ崩れや土石流等の災害時に，砂防関係施設の

機能を確保するため，適切な維持管理を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

防災砂防課      

07 砂防・急傾斜基礎調査 

土砂災害からの防災対策を推進するため，地形，

地質，降水等の状況や土砂災害のおそれがある土地

の利用状況等を調査します。 

※総合的な土砂災害対策事業（ソフト対策事業） 

 取組 32  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

防災砂防課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：９，１８７百万円（うち県事業費：９，１８７百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

４ 貞山運河再生・復興ビジョンに基づく運河の復旧・復興 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 国，県，市町，民間等からなる「貞山運河再生復興会議」を発足し，施策や事業間の総合 

調整を図り，「貞山運河再生・復興ビジョン」に基づく取組の具体化を進めます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 沿岸域景観再生復興事業      関連：取組 30  

（貞山運河再生・復興ビジョン関係） 

桜・松などにより美しい景観を形成し，地元の人々

に親しまれてきた沿岸域の河川について，景観の再

生を沿川地域の復興のシンボルとするべく，沿川に

桜等の植樹を地元・民間企業・ボランティア等によ

り協働で実施します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ25～Ｈ28）→（Ｈ25～Ｈ32） 

河川課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：８０百万円（うち県事業費：８０百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ③ 上下水道などのライフラインの整備 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

緊急時バックアップ用の広域水道連絡管整備

事業の進捗率（％） 

0.8％ 

（H25年） 

3.6％ 

（H26年） 

76.8％ 

（H29年） 

 

１ 下水道の整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 流域下水道においては，長寿命化支援制度に基づく計画の策定や下水道施設の補修・修繕を 

実施し，施設の老朽化対策や延命化によるコスト縮減を図り，耐震化等の機能向上を含めた長 

寿命化対策を計画的に推進します。また，工業団地や住宅団地整備に伴う流入量増加を見込ん 

だ水処理施設の増設工事を実施します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 流域下水道事業          関連：取組 31  

流域下水道の流入量の増加と施設の老朽化に対応

するため，整備を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

下水道課      

02 流域下水道事業（維持管理）    関連：取組 31  

清潔で良好な生活環境の確保と水質の保全を図る

ため，流域下水道施設の適切な維持管理を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

下水道課      

03 流域下水道事業（調査）      関連：取組 31  

自然災害に対してより強固かつ柔軟な対応が可能

となる生活排水処理基本構想や流域別下水道整備総

合計画を策定するため，被害状況等の調査を実施し

ます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

下水道課      

 

③ 上下水道などのライフラインの整備  
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第５章（５）公共土木施設 ③ 上下水道などのライフラインの整備 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：３５，３２８百万円（うち県事業費：３５，３２８百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ③ 上下水道などのライフラインの整備 

２ 広域水道，工業用水道の整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 広域水道及び工業用水道の安定供給を図るため，耐震化及び緊急時のバックアップ機能を担 

う連絡管の整備促進を図ります。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

水道施設復旧事業         関連：取組 31  

震災で被害を受けた市町村所管の水道施設につい

て復旧支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

食と暮らし

の安全推進

課 

     

02 広域水道緊急時バックアップ体制整備事業 

 関連：取組 31  

安全で安定的な水道用水の供給を図るため，緊急

時におけるバックアップ用の連絡管の整備を行いま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32）→（Ｈ25～Ｈ31） 

水道経営管

理室 

     

03 広域水道基幹施設等耐震化事業     関連：取組 31  

 安全で安定的な水道用水の供給を図るため，調整

池や浄水場等の基幹水道構造物の耐震化工事を行い

ます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ26～Ｈ31） 

水道経営管

理室 

     

04 工業用水道基幹施設耐震化等事業  関連：取組 31  

工業用水を安定的に供給するため，管路，施設等

の基幹水道構造物について耐震化工事や緊急時にお

けるバックアップ用の施設の整備を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

水道経営管

理室 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１１，５１１百万円（うち県事業費：１１，５１１百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ④ 沿岸市町をはじめとしたまちの再構築 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

防災公園事業の着手数（箇所）［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H25年度） 

4箇所 

（19％） 

（H25年度） 

21箇所 

（100％） 

（H29年度） 

住宅等建築が可能となった被災市街地復興土

地区画整理事業地区数（地区）［累計］ 

１地区 

（H25年度） 

１地区 

（H25年度） 

34地区 

（H29年度） 

住宅等建築が可能となった防災集団移転促進

事業地区数（地区）［累計］ 

12地区 

（6.2％） 

（H25年度） 

12地区 

（6.2％） 

（H25年度） 

195地区 

（100％） 

（H29年度） 

 

１ まちづくりと多様な施策との連携 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 津波被害を受けた沿岸市町において，住民が震災前よりも確実に安全に暮らすことができる 

よう防災機能が強化された都市構造への転換を図るとともに，地域産業や地域経済の一層の活 

性化につなげる新たなまちづくり支援や防災公園整備など公共土木施設の事業を推進します。 

◇ 新たなまちづくりにあわせて，教育や医療・福祉などの各種施設などについて，利用者の利 

便性とともに，地域におけるコミュニティの再構築などにも配慮した，適切な配置を促進しま 

す。また，地域交通の再構築や地域の将来像に応じた景観形成への支援を行います。 

◇ 大規模災害時に迅速かつ的確に災害応急活動を実施し，県民を災害から守るための活動拠点 

として機能する都市公園（広域防災拠点）の整備を推進します。 

◇ 東日本大震災により亡くなられた方々への追悼と鎮魂や震災の教訓を伝承する震災復興祈念 

公園の整備を推進します。 

◇ 防災集団移転促進事業の移転元地の土地利用について，市町の計画作成や事業実施を支援し 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 沿岸市町をはじめとするまちの再構築  
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第５章（５）公共土木施設 ④ 沿岸市町をはじめとしたまちの再構築 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

被災市町復興まちづくりフォローアップ事業 

 関連：取組 24  

被災市町の復興まちづくり計画案の検討，計画策

定及び事業実施のための支援を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ30） 

復興まちづ

くり推進室 

     

02 都市計画街路事業         関連：取組 12  

被災した市街地の復興や都市交通の円滑化を図る

ため，まちづくりと併せて街路整備を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

都市計画課      

03 都市公園整備事業         関連：取組 31  

都市の中に緑地とオープンスペースを確保し，休

養やレクリエーションの場を提供するため，都市公

園の整備を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

都市計画課      

04 都市公園維持管理事業       関連：取組 24  

安全で快適な憩いの場を提供するため，県立都市

公園における施設の保守点検や緑地等の維持管理を

行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

都市計画課      

05 仙台港背後地土地区画整理事業      取組 12  

東北の産業経済拠点である仙台港周辺地域の貿易

関連機能や商業，流通，工業生産機能の強化を図る

ため，換地処分に向けた基盤整備を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ27） 

都市計画課      

06 市街地再開発事業            取組 24  

 住宅供給や中心市街地の活性化を促進し，都市機

能の復興を図るため，市街地再開発事業を実施しま

す。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ25～Ｈ28） 

都市計画課      
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第５章（５）公共土木施設 ④ 沿岸市町をはじめとしたまちの再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

07 被災市街地復興土地区画整理事業  関連：取組 24  

震災により被災した沿岸１０市町の市街地の復興

を図るため，土地区画整理事業を実施に向けた調整

を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

都市計画課      

08 津波防災緑地整備事業       関連：取組 31  

防災機能の強化のため，津波被害を軽減する機能

を有する津波防災緑地を整備します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

都市計画課      

09 防災集団移転促進事業       関連：取組 24  

住民の住居に適当でないと認められる区域内にあ

る住居の集団的移転を促進するため，国が事業主体

（市町）に対して事業費の一部補助を行い，防災の

ための集団移転の促進を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ30） 

建築宅地課      

10 建設資材供給安定確保事業     関連：取組 24  

復旧・復興事業の実施に必要となる大量の建設資

材の安定的な供給を確保するため，建設資材の需給

量等を調査し，建築資材安定供給計画を作成して，

復旧・復興事業の推進を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ29） 

事業管理課      

11 道路改築事業（復興）       関連：取組 12  

［(5)①２から再掲］  

震災により被災した地域を支援するため，防災機

能を強化した国道や県道の整備を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

道路課      

12 港湾整備事業（復興）       関連：取組 12  

［(5)①４から再掲］  

津波や高潮に対して安全な物流拠点機能を確保

し，災害に強い港湾を形成するため，岸壁背後にお

いて防潮堤や漂流物対策施設を整備します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ29） 

港湾課      

13 河川改修事業（復興）       関連：取組 32  

［(5)②２から再掲］ 

まちづくりと連携し，防災機能を強化した総合的

な浸水対策を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ30） 

河川課      
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第５章（５）公共土木施設 ④ 沿岸市町をはじめとしたまちの再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

14 震災復興祈念公園整備事業     関連：取組 31  

［(7)②２に再掲］  

東日本大震災で犠牲となられた方々の追悼や鎮魂

と，震災の教訓の伝承を図るため，震災復興祈念公

園を整備します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

都市計画課      

15 津波復興拠点整備事業       関連：取組 24  

震災により被災した沿岸８市町における市街地の

復興を図るため，津波復興拠点整備事業の実施に向

けた調整を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ30） 

都市計画課      

16 

 

被災者生活支援事業（離島航路）        取組 24  

［(1)①１から再掲］ 

震災により甚大な被害を受けた離島航路事業者に

対し，離島航路補助金，離島島民運賃割引，経営安

定資金貸付事業による運行支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

総合交通対

策課 

     

17 

 

被災者生活支援事業（路線バス）       取組 24  

［(1)①１から再掲］ 

 震災により甚大な被害を受けたバス事業者に対

し，宮城県バス運行対策費補助金による運行支援を

行います。また，仮設住宅における住民バスの運行

に対して，宮城県バス運行維持対策補助金による支

援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

総合交通対

策課 

     

18 仙石線・東北本線接続線整備支援事業 

［(1)①１から再掲］        関連：取組 24  

 ＪＲ東日本が石巻・仙台間の所要時間の短縮や被

災地の復興の一助として行う仙石線と東北本線を結

ぶ接続線の整備に支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ26～Ｈ27） 

総合交通対

策課 

     

19 広域防災拠点整備事業（宮城野原公園） 

［(7)①２から再掲］       関連：取組 31  

大規模災害時に県内をカバーする広域防災拠点と

して，宮城野原公園を拡張し都市公園の整備を行い

ます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

都市計画課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７１１，８７１百万円（うち県事業費：２１３，２３０百万円） 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

（６）教育 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

災害復旧工事が完了した県立学校数（校） 

［累計］ 

0校 

（0％） 

（H22年度） 

83校 

（91.2％） 

（H24年度） 

91校 

（100％） 

（H29年度） 

スクールカウンセラーの配置率（市町村教育委

員会・公立中学校・県立高等学校）（％） 

－ 

（H22年度） 

100％ 

（H25年度） 

100％ 

（H29年度） 

防災に関する校内職員研修の実施率（％） 
－ 

（H22年度） 

86.9％ 

（H25年度） 

100％ 

（H29年度） 

 

１ 地域や時代のニーズに応じた安全で質の高い教育環境の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 震災で甚大な被害を受けた学校施設の復旧・再建に引き続き取り組むとともに，学校施設に 

おける天井や外壁の落下対策等を実施するなど，児童生徒が安全で安心して学べる環境づくり 

に取り組みます。 

◇ 時代のニーズや生徒の多様化・個性化に応じた魅力ある学校づくりを進めるため，地域の復 

興の方向性などを踏まえながら，県立高校の再・改編や学校施設のＩＣＴ化などの教育環境の 

整備に取り組みます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26    Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

県立学校施設災害復旧事業     関連：取組 17  

震災により被害を受けた県立学校施設について，

応急復旧工事などを早急に行うとともに，著しい被

害を受けた学校施設について，仮設校舎等を設置す

ることにより教育環境を確保しながら必要な施設を

整備します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ30） 

施設整備課      

① 安全・安心な学校教育の確保  
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26    Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

02 

緊急 

県立学校教育設備等災害復旧事業  関連：取組 17  

震災により被害を受けた県立学校の教育設備等に

ついて，早急に復旧を図り，安心して学べる教育環

境を確保します。また，校舎に著しい被害を受けた

学校においては，施設整備計画に合わせ，新たなニ

ーズに対応した教育設備等を整備します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

高校教育課      

03 校舎等小規模改修事業       関連：取組 17  

 県立学校施設における天井や外壁の落下対策な

ど，既設施設に対する改修工事を行い，安全で，安

心して学べる環境づくりを推進します。 

【事業主体：県】 

(Ｈ26～Ｈ32) 

施設整備課      

04 

緊急 

市町村立学校施設災害復旧事業   関連：取組 17  

震災により被害を受けた市町村立学校施設につい

て市町村が行う災害復旧工事や，仮設校舎設置等の

国庫補助申請業務への支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

施設整備課      

05 

緊急 

私立学校施設設備災害復旧支援事業 

 関連：取組 17  

震災により被害を受けた私立学校設置者が行う施

設設備災害復旧事業に要する経費の一部を補助しま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ27） 

私学文書課      

06 

緊急 

私立学校施設設備災害復旧支援利子補給事業 

 関連：取組 17  

震災により被害を受けた私立学校設置者が施設設

備の災害復旧を実施するに当たり，日本私立学校振

興・共済事業団等から借入を行った場合の利子補給

を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

私学文書課      

07 

緊急 

私立学校等教育環境整備支援事業  関連：取組 17  

私立学校設置者の安定的・継続的な教育環境の保

障を図る取組に要する経費の一部を補助します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ27） 

私学文書課      
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26    Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

08 県立高校将来構想管理事業     関連：取組 17  

「新県立高校将来構想」（Ｈ23～32年度）適正に進

行管理を行うとともに，県の復興計画や各地域の復

興の方向性などを踏まえて新たな実施計画及び県立

高校将来構想の検討を進めます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

教育企画室      

09 県立高校将来構想推進事業        取組 17  

県の復興計画や各地域の復興の方向性などを踏ま

えて策定される「新県立高校将来構想」（Ｈ23～32

年度）の実施計画に基づき，学校施設や教育環境の

整備を進めます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

教育企画室 

高校教育課 

     

10 非予算的手法：みやぎフューチャースクール事業 

［(6)①５に再掲］                  取組 15  

「みやぎの教育情報化推進計画」に基づいて，21

世紀を生きる子どもたちに求められる力を育む教育

を実現するため，大学等と連携し,一人一台の情報端

末や電子黒板，無線ＬＡＮ等が整備された環境にお

いて，デジタル教材等を活用した教育の実践研究を

行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ29）→（H26～H28） 

教育企画室      

11 教育振興基本計画策定事業 

 教育制度改革に伴い，教育施策の「大綱」に基づ

く施策の推進が求められることに加え，震災により

児童生徒を取り巻く環境が大きく変化しており，震

災からの単なる復旧にとどまらない本県教育の復興

に向けた施策を推進する必要があることから，次期

教育振興基本計画を策定します。 

【事業主体:県】 

(Ｈ27～Ｈ28) 

教育企画室      

12 学校運営支援統合システム整備事業    取組 15  

学校における教務・校務を支援するシステムを導

入することにより，教員の本来の業務である「生徒

に関わる時間」を創出するとともに，ICTを日常的に

活用することによりICT教育の拡がりを促進します。  

また，非常時の生徒データの消失に備えたデータ

の一元管理や学納金の管理における多重チェック機

能の運用を可能とします。 

【事業主体：県】 

(Ｈ24～Ｈ31） 

教育企画室      
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：５４，１６８百万円（うち県事業費２９，１１７百万円） 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

２ 被災児童生徒等への就学支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災した児童生徒等が安心して就学できる環境を整えるため，学用品費・通学費・給食費な

どの援助に取り組むとともに，被災高校生等に対する育英奨学資金の貸付や，保護者を亡くし

た児童・生徒等が希望する進路選択を実現できるよう，みやぎこども育英基金奨学金の給付に

よる継続的な支援に取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

被災児童生徒就学支援（援助）事業 

 関連：取組 15  

震災による経済的理由から就学等が困難となった

世帯の小中学校（中等教育学校前期課程を含む。）の

児童生徒を対象に，学用品費，通学費（スクールバ

ス利用費を含む。），修学旅行費，給食費等の緊急的

な就学支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ27） 

私学文書課 

義務教育課 

     

02 東日本大震災みやぎこども育英基金事業 

［(2)②１に再掲］        関連：取組 15  

震災で親を亡くした子どもたちのため，国内外か

ら寄せられた寄附金を基金に積み立て，活用するこ

とにより子どもたちの修学等を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

子育て支援

課 

教育庁総務

課 

     

03 

緊急 

被災幼児就園支援事業       関連：取組 15  

被災した幼児を対象に幼稚園就園奨励事業を行っ

た市町村に対し，所要の経費を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～27） 

教育庁総務

課 

     

04 

緊急 

被災児童生徒等特別支援教育就学奨励事業 

 関連：取組 15  

震災により被災し，就学困難と認められる幼児児

童生徒（特別支援学校）の保護者等に対して，学用

品の購入費や給食費等必要な就学援助を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

特別支援教

育室 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

05 

緊急 

高等学校等育英奨学資金貸付事業  

 関連：取組 15  

経済的理由から修学が困難となった生徒に対して

奨学資金を貸し付けるとともに，震災を起因とした

経済的理由により修学が困難となった生徒を対象に

被災生徒奨学資金の貸し付けを行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      

06 

緊急 

私立学校授業料等軽減特別補助事業 

 関連：取組 15  

被災した幼児児童生徒の就学機会を確保するた

め，授業料等を減免する私立学校の設置者に対して

補助を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ27） 

私学文書課      

07 

緊急 

公立専修学校授業料等減免事業   関連：取組 15  

被災した生徒の就学機会を確保するため，授業料

等を減免する公立専修学校の設置者に対して補助を

行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ27） 

医療整備課

農業振興課

教育庁総務

課 

     

08 

緊急 

公立大学法人宮城大学被災学生支援事業費助成事業 

 関連：取組 10  

震災により甚大な被害を受けた被災学生及び被災

受験生の就学機会を確保するため，公立大学法人宮

城大学が授業料及び入学金の減免を行った場合，法

人の減収分について県が助成します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ27） 

私学文書課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１５，０７２百万円（うち県事業費：１４，８４９百万円） 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

３ 児童生徒等の心のケア 

 

＜行動方針＞ 

◇ 震災を契機とした様々な環境の変化に伴う児童生徒等の心のケアにきめ細かく対応するた

め，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門職員を配置・派遣するほか，

被災地の学校を中心にした教職員の加配措置などの人的体制を強化し，生徒指導，進路指導，

教育相談など，長期的・継続的な支援体制の充実を図ります。 

  ◇ 特に不登校対策については，震災を経て，出現率の増加傾向が加速したことを踏まえ，これ

まで以上に家庭や地域，関係部局，市町村教育委員会等との連携を密にし，不登校児童生徒に

対する支援体制の強化，教職員へのサポートの強化及び家庭・地域・学校が連携した心のケア

等の充実・強化に取り組むとともに，不登校の未然防止，早期発見及び早期対応を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

教育相談充実事業            取組 16  

［(2)②１，(2)③１に再掲］ 

震災により精神的苦痛を受けた児童生徒が，早期

に正常な学習活動に戻れるようにするため，スクー

ルカウンセラーの配置・派遣などを通して，一人一

人へのきめ細かい心のケアを行うとともに，学校生

活の中で心の安定が図られるよう，相談・支援体制

の一層の整備を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

義務教育課      

02 

緊急 

高等学校スクールカウンセラー活用事業  取組 16  

［(2)②１，(2)③１に再掲］ 

生徒が精神的に安定した学校生活を送れるよう，

臨床心理に関して高度に専門的な知識，経験を有す

るスクールカウンセラーを配置・派遣します。また，

震災後の心のケア対策として，教員とカウンセラー

の研修会や情報交換会を実施するなど，相談体制の

強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29 

03 

緊急 

総合教育相談事業            取組 16  

［(2)②１に再掲］ 

心の問題に関する高度な専門的知識・経験を有す

る精神科医や臨床心理士が，いじめ，不登校，非行

等の諸問題について，面接又は電話による教育相談

を行います。また，特に震災による心の傷が癒えず，

様々な環境の変化に適応できない児童生徒に対応し

て心のケアを行うため，相談体制を強化します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      

04 ネット被害未然防止対策事業       取組 16  

いじめ問題の温床ともなる学校裏サイトの検索・

監視を実施し，速やかな対処を図るとともに，携帯

電話やインターネット等の利用に関する情報モラル

育成のための教員研修，生徒・保護者向け講話の講

師派遣等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

高校教育課      

05 生徒指導対策強化事業          取組 16  

各学校の生徒指導を支援する生徒指導サポータ

ー・生徒指導アドバイザーを配置するとともに，関

係機関や外部の専門家等との連携・協力のネットワ

ークを強化し，組織的・体系的な生徒指導を進め，

問題の早期発見・早期解決を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

高校教育課      

06 生徒指導支援事業            取組 16  

震災の影響も踏まえ，不登校，いじめ・校内暴力

等児童生徒の問題行動等で課題を抱えている学校に

対し，個別・重点的に支援し，問題行動等の未然防

止，早期発見・早期解決を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

義務教育課      

07 

緊急 

私立学校スクールカウンセラー等派遣事業 

                 関連：取組 16  

被災した私立学校の幼児児童生徒が精神的に安定

した学校生活を送れるよう支援するため，心のケア

を行うスクールカウンセラー等を派遣します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ29） 

私学文書課      



 

- 375 - 

 

第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29 

08 

緊急 

学校復興支援対策教職員加配事業  関連：取組 16  

被災した児童生徒に対して，手厚い指導・支援体

制を図るため，震災で大きな被害を受けた被災地の

学校を中心に，教職員などの人的体制を強化し，児

童生徒に対する学習指導やきめ細かな心のケアを継

続的に行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

教職員課 

義務教育課

高校教育課 

     

09 

緊急 

特別支援学校外部専門家活用事業  関連：取組 16  

障害に応じた，よりきめ細やかな授業づくりを支

援するため，高度に専門的な知識，経験を有する理

学療法士等の外部専門家を県立特別支援学校に配

置・派遣します。また，外部専門家を講師とした研

修会の開催などにより県立特別支援学校の相談体制

強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

特別支援教

育室 

     

10 心のケア研修事業 

［(2)②１，(2)③１に再掲］  

より長期的視点に立った児童生徒の心理的ケアを

支える教員の支援技術の向上及び学校と地域が連携

した地域の子育て機能の回復・強化が必要であるこ

とから，教職員を対象として，被災した児童生徒等

の心のケアに関する研修会を実施します。 

※教職員 CUP（キャリア・アップ・プログラム）事業 

  取組 17  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

教職員課      

11 

緊急 

学校・地域保健連携推進事業       取組 16  

公立小・中学校及び県立学校を対象に，心身の健

康問題を抱えている児童生徒の課題解決に向け，希

望する学校に専門医等を派遣し，「心のケア」や「放

射線と健康」などに関する研修会，健康相談等を実

施します。また，各教育事務所に地域における健康

課題解決に向けた支援チームをつくり，研修会等を

実施します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ29） 

スポーツ健

康課 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29 

12 

 

心の復興支援プログラム推進事業 

児童生徒の震災によるストレスや困難を共に乗り

越え，復興に向けて心をひとつにして行動していこ

うという集団の意志へと高め，心の復興を図ること

ができるよう，みやぎアドベンチャープログラム（Ｍ

ＡＰ）の手法を取り入れた集団活動等を実施します。 

※みやぎアドベンチャープログラム事業  取組 16  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

義務教育課 

高校教育課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１５，２６１百万円（うち県事業費：１５，２６１百万円） 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

４ 防災教育の充実 

 

＜行動方針＞ 

◇ 県全体の防災･減災の取組と連携し，防災教育の一層の充実を図るため，教職員の資質能力 

の向上に努めるほか，全ての公立学校への防災主任の配置や地域の拠点となる小・中学校への 

防災担当主幹教諭の配置を継続し，児童生徒の災害対応能力の育成や学校と地域が連携した防 

災体制の強化に取り組みます。 

◇ 平成 28 年度に設置される多賀城高校災害科学科の開設に向けた本格的な準備を進めるとと

もに，防災教育のパイロットスクールとしての先進的な学校運営を展開するために必要な施設

設備等の整備を進め，社会の様々な分野で防災・減災の立場からリーダーシップを発揮できる

人材の育成と災害時の拠点となる学校づくりに取り組みます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 防災専門教育推進事業          取組 33  

東日本大震災から学んだ教訓を確実に後世に伝承

するとともに，将来，国内外で発生する災害から一

人でも多くの命やなりわいを守ることのできる人づ

くりを進めるため，平成 28年 4月に多賀城高校に災

害科学を設置します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ27） 

教育企画室 

施設整備課 

     

02 防災主任・防災担当主幹教諭配置事業 

［(6)②２，(7)①５に再掲］    関連：取組 33  

大震災の記憶が薄れることなく後世に伝える仕組

みを作るとともに，自然災害に対する危機意識を高

め，学校教育における防災教育等の充実を図るため，

全学校に防災主任を配置し，併せて地域の拠点とな

る学校に防災担当主幹教諭を配置します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

教職員課      
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 防災教育等推進者研修事業 

［(6)②２，(7)①５に再掲］ 

公立小，中学校及び県立学校における防災教育の

充実や防災等に係る対応能力を高めるため，防災教

育等の推進的役割を担う人材を養成します。 

※教職員ＣＵＰ（キャリア・アップ・プログラム）

事業  取組 17  

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

教職員課      

04 学校安全教育推進事業       関連：取組 33  

［(6)②２に再掲］ 

震災により子どもたちを取り巻く環境が大きく変

わり，登下校や学校生活における安全への配慮や，

防犯への配慮が必要となることから，復旧状況に対

応した学校安全教育に継続的に取り組みます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

スポーツ健

康課 

     

05 防災教育推進事業            取組 33  

［(6)②２に再掲］ 

震災の教訓，指針の内容を児童生徒等に内面化さ

せるため，防災教育副読本を作成し防災教育の徹底

を図るとともに，関係機関のネットワークを整備し，

学校・家庭・地域の連携による防災教育・防災体制

の充実を図ります。また，防災教育推進協力校を指

定し防災教育副読本を活用するとともに，地域と連

携した防災教育のカリキュラムを含めた実践研究を

推進し，みやぎモデルを創造します。さらに，その

成果を発信することにより，防災教育の一層の充実

に努めます。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

スポーツ健

康課 

     

06 東北歴史博物館教育普及事業インタラクティブシア

ター整備事業                         取組 23  

こども歴史館インタラクティブシアターを歴史・

防災・ＩＣＴ教育を推進するため，250インチスクリ

ーンによる双方向通信参加型体験学習システムへ機

器をリニューアルし，防災教育副読本と連動した映

像コンテンツを制作します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ31） 

文化財保護

課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：３，４４５百万円（うち県事業費：３，４４５百万円） 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

５ 「志教育」の推進 

 

＜行動方針＞ 

◇ 宮城の発展を支える人材を育成するため，学校だけにとどまらず，家庭や地域にも「志教 

育」の在り方や意義を啓発し，家庭や地域の理解や協力を得ながら児童生徒等が夢や志を育む 

取組を一層推進していくほか，関係部局と連携を図りながら，本県の高校から医師を目指す人 

材や地域産業を担う人材等の育成に取り組みます。 

◇ 「志教育」を通じて「学ぶことの意義」を実感させながら，児童生徒の学習習慣の定着や一

層の学力向上を図るとともに，確かな学力を効果的に育成するためにＩＣＴを活用するなど，

質の高い教育の推進に取り組みます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 志教育支援事業             取組 15  

人間の生き方や社会の有様を改めて見つめ直させ

た今回の震災の経験を踏まえ，児童生徒に，自らが

社会で果たすべき役割を主体的に考えながら，より

良い生き方を目指し，その実現に向かって意欲的に

物事に取り組む姿勢を育む教育を推進します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

義務教育課      

02 高等学校「志教育」推進事業       取組 15  

高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考

えながら，より良い生き方を目指し，その実現に向

かって意欲的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推

進するため，地域における志教育の推進体制の充実

を図るとともに，学校設定教科・科目等による志教

育の推進，志教育に関する情報発信事業，マナーア

ップ運動，地域貢献活動及び特色ある高等学校づく

りに取り組みます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

高校教育課      
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 みやぎクラフトマン２１事業       取組 15  

震災で甚大な被害を受けた専門高校等の教育内容

の充実を図るとともに，専門高校生の技術力向上と

地域産業を支える人材を確保するため，企業と連携

した実践的な授業等の支援を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      

04 ネクストリーダー養成塾実施事業     取組 15  

県内中学生を対象とし，企業訪問や，様々な分野

の第一人者の講話，グループワークなどを通して，

自分自身が成長するために必要なことを考える機会

を提供することで，東日本大震災後の宮城を支える

青少年の育成を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

共同参画社

会推進課 

     

05 みやぎの専門高校展事業      関連：取組 15  

専門高校等における日ごろの学習活動や成果を紹

介することにより，専門高校等の魅力的な教育内容

に対する県民の理解・関心を高め，産業教育の振興

を図るとともに，東日本大震災からの復興に向けて

歩みを進める各校の姿を広く発信します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

高校教育課      

06 全国産業教育フェア宮城大会開催事業   取組 15  

専門高校等の生徒が日ごろの学習成果を総合的に

発表する全国産業教育フェアを開催することで,全

国の専門高校等の生徒の学習意欲や産業界,教育界,

国民一般への専門高校等の魅力的な教育内容につい

て理解・関心を高め,また,新たな産業教育の在り方

を探りつつ新しい時代に即した専門高校等における

産業教育の活性化を図り,さらに東日本大震災から

の復興状況を発信し,全国からの支援への感謝の意

を表すことを目的として開催します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ26） 

高校教育課      
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

07 みやぎ産業教育フェア開催事業      取組 15  

専門高校等における学習成果を広く紹介し，魅力

的な教育内容について理解・関心を高めるとともに，

「富県宮城」「観光王国みやぎ」「食材王国みやぎ」

に取組む本県から，次代につながる新たな産業教育

のあり方を発信します。また，大会での発表・体験・

交流を通じて，東日本大震災からの復興に寄与する

次代を担う産業人・職業人としての意識の啓発と志

の醸成を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ32） 

高校教育課      

08 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業 

 関連：取組 15  

震災等で発生した産業廃棄物のリサイクル等につ

いて，関係企業や団体からの支援による専門高校で

の基礎的研究や実践的な取組を通じて，循環型社会

に貢献できる技術者・技能者を育成します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ26） 

高校教育課      

09 産業人材育成重点化モデル事業      取組 15  

被災地域の産業復興に貢献し，かつ将来の地域産

業を担う人材を育成するため，地域の産業界と連携

し，震災復興に係る課題解決を通した教育活動を展

開します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      

10 進路達成支援事業            取組 15  

震災による被害を乗り越え，生徒に対して自らが

社会でどのように生きるべきかを考えさせ，志をも

って高校生活を送ることができるよう支援します。

また，就職を希望する高校３年生に対しては，内定

率向上を目指した即効性のある取組を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      

11 県立高等学校キャリアアドバイザー事業 

 関連：取組 15  

すべての県立高等学校に引き続きキャリアアドバ

イザーを配置し，インターンシップの実施や就職情

報の提供，面接指導の一層の充実を図ることで，就

職内定率の更なる向上を図るとともに，懸案である

早期離職の解消に向けた取組を強化します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

高校教育課      
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

12 新規高卒未就職者対策事業     関連：取組 10  

就職が未内定の卒業生等に対して県教育委員会正

規雇用につながるような各種セミナーやスキルアッ

プ講座等を計画的に実施することにより，就職支援

と職能開発を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      

13 幼・保・小連携推進事業         取組 15  

震災により子どもの生活環境や学習環境が大きく

変化したことから，その変化に対応するため，合同

研修会の開催や情報共有を含めた幼・保・小連携を

一層推進します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

義務教育課      

14 小中学校学力向上推進事業        取組 15  

震災の体験を踏まえ学ぶことの意義を再確認させ

ながら学習習慣の形成を図るとともに，教員の教科

指導力の向上を図ります。また，学力向上に取り組

む市町村教育委員会に対して支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

義務教育課      

15 高等学校学力向上推進事業        取組 15  

本県の復興に向けて，学ぶことの意義を実感させ

ながら「確かな学力向上」を図る必要があるため，

本県生徒の学力状況，学習状況の把握に努めるとと

もに，教員の授業力の向上と校内研修体制の充実を

図ります。また，医師を志す生徒など，高い志をも

った生徒の希望進路の達成に向けた支援を行いま

す。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      

16 学力向上推進事業            取組 15  

宮城県総合教育センターに「学力向上に関する総

合的な支援機能」を整備の上，全国学力・学習状況

調査及びみやぎ学力状況調査結果の分析内容を踏ま

え，児童生徒の更なる学力向上を目指し，教員の実

践力や実践力の基盤となる自己研鑽などを高める総

合的な対策を講じます。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

教職員課 

義務教育課

高校教育課 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

17 進学重点校学力向上事業         取組 15  

復興の歩みの中にあっても，県内各地域の進学重

点校の一層の活性化を目指し，指定校における生徒

の学習意欲を高め学力の向上を図るとともに，学校

の進路指導体制の改善と教員の指導力の向上を図り

ます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      

18 中高一貫教育推進事業       関連：取組 15  

震災により甚大な被害を受けた南三陸町の連携型

中高一貫教育について，地域の復興の一助となるよ

う，高校と地元中学校との相互乗り入れ事業や各種

連携事業を展開するとともに，併設型中高一貫教育

についても，より積極的な事業展開を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

高校教育課      

19 基本的生活習慣定着促進事業       取組 15  

［(6)②１から再掲］ 

震災以降，子どもたちの生活リズムが一層不規則

になることが懸念されており，規則正しい食習慣や

外遊びなどの重要性がますます高まっていることか

ら，みやぎっ子ルルブル推進会議の設立趣旨に賛同

する企業・団体と連携し，社会総がかりで，幼児児

童生徒の基本的生活習慣の定着促進を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

教育企画室      

20 非予算的手法：「地域復興に係る学校協議会」事業 

 関連：取組 17  

高校が地域との役割分担や連携を強化しながら復

興の一翼を担っていくとともに，生徒たちに復興の

主体としての自覚や希望を持たせるため，高校が地

元の関係者と復興に係る地域の課題を協議して解決

を図っていくための組織を立ち上げます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

高校教育課      
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

21 非予算的手法：みやぎフューチャースクール事業    

[(6)①１から再掲］            取組 15  

「みやぎの教育情報化推進計画」に基づいて，21

世紀を生きる子どもたちに求められる力を育む教育

を実現するため，大学等と連携し,一人一台の情報端

末や電子黒板，無線ＬＡＮ等が整備された環境にお

いて，デジタル教材等を活用した教育の実践研究を

行います。 

【事業主体：県】 

(Ｈ26～Ｈ29)→（Ｈ26～Ｈ28） 

教育企画室      

22 スーパープロフェッショナルハイスクール事業 

 取組 15  

専門高校において，大学・研究機関・企業等との

連携の強化等により，社会の変化や産業の動向等に

対応した，高度な知識・技能を身につけ，社会の第

一線で活躍できる専門的職業人の育成を図ります。 

 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ26～Ｈ28） 

高校教育課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，２６３百万円（うち県事業費：２，２６３百万円） 
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第５章（６）教育 ② 家庭・地域の教育力の再構築 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

家庭教育に関する研修会への参加延べ人数

（人）［累計］ 

704人 

（H24年度） 

1,579人 

（H25年度） 

4,200人 

（H29年度） 

地域と連携した取組が学校安全計画に位置づ

けられている学校の割合（％） 

－ 

（H22年度） 

94.1％ 

（H25年度） 

100％ 

（H29年度） 

 

１ 地域全体で子どもを育てる体制の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる仕組みづくりを推進するため，その仕組みづく 

りの調整役（コーディネーター）や地域での子育てを支援する子育てサポーター等の人材を育 

成するとともに，地域住民や企業，ＮＰＯ，ジュニアリーダー等の協力を得ながら，子どもた 

ちの豊かな心情や社会性を育む体験活動等の充実を図ります。 

◇ 幼児期における「学ぶ土台づくり」の大切さや重要性に関する啓発等，親の学びを支援する

ための家庭教育支援の充実を図るほか，社会総がかりで子どもたちの基本的生活習慣の定着の

促進に取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 協働教育推進総合事業          取組 14  

［(6)③１に再掲］ 

震災により子どもを育てる環境が大きく損なわれ

ていることから，子育てサポーターの養成など地域

が協働して子どもを育てる仕組みづくりを積極的に

推進し，地域全体で子どもを育てる体制の整備を図

ります。また，被災による生活不安や心の傷を有す

る親子を支援し，家庭の教育力の向上を図るため，

家庭教育に関する情報提供を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

生涯学習課      

② 家庭・地域の教育力の再構築  
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第５章（６）教育 ② 家庭・地域の教育力の再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

02 非予算的手法：豊かな体験活動推進事業  取組 16  

震災により地域とのつながりの重要性が再認識さ

れていることから，自然の中での農林漁業体験等を

通して，児童生徒の豊かな人間性や社会性などの育

成を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

義務教育課      

03 放課後子ども教室推進事業        取組 14  

被災した地域の子どもたち等に対し，放課後や週

末等に安全・安心な学習活動拠点を設け，地域の方々

の参画を得ながら子どもたちの成長を地域全体で支

えていく仕組みづくりをする市町村に対して支援を

行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

生涯学習課      

04 「学ぶ土台づくり」普及啓発事業     取組 15  

幼児期における「学ぶ土台づくり」の大切さや重

要性に関する啓発等，家庭における親の学びを支援

します。また，幼児教育の関係機関が連携して子ど

もの育ちを支えるための体制づくりを行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

教育企画室      

05 基本的生活習慣定着促進事業       取組 15  

［(4)①５に再掲］ 

 震災以降，子どもたちの生活リズムが一層不規則

になることが懸念されており，規則正しい食習慣や

外遊びなどの重要性がますます高まっていることか

ら，みやぎっ子ルルブル推進会議の設立趣旨に賛同

する企業・団体と連携し，社会総がかりで，幼児児

童生徒の基本的生活習慣の定着促進を図ります。 

【事業主体：国，県】 

(Ｈ23～Ｈ32) 

教育企画室      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：５５０百万円（うち県事業費：５０９百万円） 
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第５章（６）教育 ② 家庭・地域の教育力の再構築 

２ 地域と連携した学校安全の確保と防災を通じた連携・交流の促進 

 

＜行動方針＞ 

◇ 事件や事故，災害に対する児童生徒の危機回避能力を高めるため，「みやぎ学校安全基本指 

針」に基づき，児童生徒の発達段階に応じた安全教育の一層の推進に取り組むとともに，防犯 

教室の開催やスクールガード（学校安全ボランティア）の養成等を通じて，地域と連携した学 

校安全体制の強化に取り組みます。 

◇ 将来の「地域とともにある学校づくり」を視野に入れ，学校に配置する防災主任や防災担当

主幹教諭を活用し，地域との合同防災訓練を実施するなど，防災を通じた学校と地域の連携・

交流の促進に取り組みます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 防災主任・防災担当主幹教諭配置事業 

［(6)①４，(7)①５から再掲］   関連：取組 33  

大震災の記憶が薄れることなく後世に伝える仕組

みを作るとともに，自然災害に対する危機意識を高

め，学校教育における防災教育等の充実を図るため，

全学校に防災主任を配置し，併せて地域の拠点とな

る学校に防災担当主幹教諭を配置します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

教職員課      

02 防災教育等推進者研修事業 

［(6)①４，(7)①５から再掲］ 

公立小，中学校及び県立学校における防災教育の

充実や防災等に係る対応能力を高めるため，防災教

育等の推進的役割を担う人材を養成します。 

※教職員ＣＵＰ（キャリア・アップ・プログラム）

事業  取組 17  

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

教職員課      
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第５章（６）教育 ② 家庭・地域の教育力の再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 登校支援ネットワーク事業        取組 16  

震災により問題や不安を抱えた児童生徒の環境問

題（家庭，養育環境，友人関係等）の改善を図るた

め，学校の取組を支援するとともに，スクールソー

シャルワーカー等の配置や学校，家庭，関係機関が

連携したネットワークの構築により，多様な支援を

行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

義務教育課      

04 学校安全教育推進事業       関連：取組 33  

［(6)①４から再掲］ 

震災により子どもたちを取り巻く環境が大きく変

わり，登下校や学校生活における安全への配慮や，

防犯への配慮が必要となることから，復旧状況に対

応した学校安全教育に継続的に取り組みます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

スポーツ健

康課 

     

05 防災教育推進事業            取組 33  

［(6)①４から再掲］  

震災の教訓，指針の内容を児童生徒等に内面化さ

せるため，防災教育副読本を作成し防災教育の徹底

を図るとともに，関係機関のネットワークを整備し，

学校・家庭・地域の連携による防災教育・防災体制

の充実を図ります。また，防災教育推進協力校を指

定し防災教育副読本を活用するとともに，地域と連

携した防災教育のカリキュラムを含めた実践研究を

推進し，みやぎモデルを創造します。さらに，その

成果を発信することにより，防災教育の一層の充実

に努めます。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

スポーツ健

康課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：３，２５０百万円（うち県事業費：３，２５０百万円） 
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第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

災害復旧工事が完了した県立社会教育施設・社

会体育施設数（施設）［累計］ 

0施設 

（0％） 

（H22年度） 

14施設 

（87.5％） 

（H25年度） 

15施設 

（93.8％） 

（H29年度） 

被災文化財（国・県・市町村指定）の修理・修

復事業完了件数（件）［累計］ 

0件 

（0％） 

（H22年度） 

79件 

（90.8％） 

（H25年度） 

95件 

（99.0％） 

（H29年度） 

 

１ 社会教育・社会体育施設の復旧と生涯学習・スポーツ活動の推進 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 松島自然の家や市町村の公民館等の社会教育施設の復旧・再建を急ぐほか，住民主体の地域 

づくりに向けた生涯学習活動を支援します。 

◇ 東日本大震災に関する震災記録や被災地域の資料等をデジタル化し，デジタル化した資料を 

ＷＥＢで公開するためのシステムを構築するなどして，資料の適切な保存と利活用の促進を図 

ります。 

◇ 総合型地域スポーツクラブの設置や地域のスポーツ施設の更なる利活用等の検討なども含め 

て，子どもたちの遊び場や運動場の確保，県民誰もが身近に運動やスポーツを楽しむことがで 

きる環境を整備します。 

◇ 学校体育・運動部活動等の充実を図り，児童生徒の体力・運動能力の向上に取り組むほか， 

世界を舞台に活躍できるトップアスリートの育成などに取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

公立社会教育施設災害復旧事業   関連：取組 23  

 震災で甚大な被害を受けた県立社会教育施設を復

旧するとともに，使用が困難になった市町村の公民

館等の社会教育施設の再建，復旧に対して支援しま

す。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

生涯学習課      

③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実  



 

- 390 - 

 

第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

02 

緊急 

公立社会体育施設災害復旧事業   関連：取組 23  

 震災による施設被災で災害復旧が必要になった市

町村立体育施設について，復旧事業費補助（国庫）

を行い早期の復旧を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

スポーツ健

康課 

     

03 防災キャンプ推進事業       関連：取組 33  

学識経験者，行政関係者，ＰＴＡ関係者等からな

る地域実行委員会が地域の実情に即したプログラム

内容を検討した上で，子どもと保護者及び地域住民

を対象とした防災キャンプを実施するとともに，県

内でその事業成果の普及を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

生涯学習課      

04 公民館等を核とした地域活動支援事業 

公民館等を核として住民による自主・自立の震災

復興気運を醸成するため，コミュニティづくりに関

する研修会を実施します。 

※協働教育推進総合事業  取組 14  

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

生涯学習課      

05 みやぎ県民大学推進事業         取組 23  

震災からの復興に向け，地域において生涯学習活

動を推進する人材の育成や，学校，社会教育施設，

市町村，民間団体等との連携・協力により，多様な

学習機会を提供します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

生涯学習課      

06 協働教育推進総合事業          取組 14  

［(6)②１から再掲］  

震災により子どもを育てる環境が大きく損なわれ

ていることから，子育てサポーターの養成など地域

が協働して子どもを育てる仕組みづくりを積極的に

推進し，地域全体で子どもを育てる体制の整備を図

ります。また，被災による生活不安や心の傷を有す

る親子を支援し，家庭の教育力の向上を図るため，

家庭教育に関する情報提供を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

生涯学習課      
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第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

07 広域スポーツセンター事業        取組 23  

被災者を含むすべての県民の健康増進と活力維持

を図るため，地域や年齢・性別，障害の有無に関わ

らず，だれもがスポーツに親しめるよう，みやぎ広

域スポーツセンター機能の充実を図り，県民が主体

的にスポーツを楽しむことができるように「総合型

地域スポーツクラブ」の設立・運営に向けた取組を

支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

スポーツ健

康課 

     

08 スポーツ選手強化対策事業        取組 23  

本県の競技力の向上を図るため，公益財団法人宮

城県体育協会等を通じて競技スポーツ選手の強化を

支援します。また，被災者の活力と希望を生み出し，

県民の生涯スポーツへの参画を促進するため，スポ

ーツにおける国際大会・全国大会等で活躍できる選

手の育成を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

スポーツ健

康課 

     

09 運動部活動地域連携促進事業       取組 23  

震災の影響により，児童生徒の運動する場や機会

の減少をはじめ，体力・運動能力の低下など，学校

における運動部活動を取り巻く環境が変化している

中で，学校と地域が連携し，地域に住む優れたスポ

ーツ指導者を「外部指導者」として活用し，運動部

活動の充実及び教員の指導力向上を図ります。また，

被災校に対して，活動場所への移動や活動場所の確

保についての支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

スポーツ健

康課 

     

10 県有体育施設整備充実事業        取組 23  

老朽化している県有体育施設の設備・備品を，被

災者を含む全ての県民の健康増進のため，平成 29年

度南東北インターハイ開催並びに宮城スタジアム第

１種陸上競技場公認更新と併せて整備・更新するこ

とにより，施設機能の維持並びに向上を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

スポーツ健

康課 
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第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

11 宮城県自転車競技場改修事業及び室内練習場等増設

事業                  取組 23  

宮城県広域防災拠点基本事業により，宮城県自転

車競技場（宮城野原）を解体することから，競技施

設を宮城県自転車競技場（大和町）へ集約化します。

併せて，集約化により必要となる同施設の走路部分

の大規模改修や附帯施設（室内練習施設等）の新設

を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26） 

スポーツ健

康課 

     

12 震災資料収集・公開事業      関連：取組 23  

東日本大震災の教訓を後世に伝えるため，震災に

関する記録類（図書・雑誌・チラシなど）を収集す

るとともに，県図書館内に閲覧コーナーを設置し，

広く県民の利用に供します。また，東日本大震災に

関する記録・記憶・資料等（震災関連資料）をデジ

タル化してＷｅｂ上で公開し，様々な主体による利

活用支援を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

生涯学習課      

13 松島自然の家再建事業       関連：取組 23  

松島自然の家本館及び屋外施設を再建します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ30） 

生涯学習課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１２，０９２百万円（うち県事業費：７，１５０百万円） 
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第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

２ 被災文化財の修理・修復と地域文化の振興 

 

＜行動方針＞ 

◇ 震災で被害を受けた文化財の修理・修復を継続して支援し，貴重な文化財の保存・継承・活 

用に取り組むほか，復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査を加速化させ，復興まちづくりの円滑 

化を図ります。 

◇ 震災後の県民の精神的な支えとして，文化芸術による心の復興を後押しするとともに，将来

を担う子どもたちの豊かな感性や創造性を育み，地域コミュニティ意識の醸成や個性豊かな地

域づくりを支援するため，関係機関等と連携しながら県民が身近に文化芸術に触れる機会を充

実させるなど，地域に根差した文化芸術活動の振興に取り組みます。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 指定文化財等災害復旧支援事業   関連：取組 23  

震災により被害を受けた文化財の修理・修復を図

るため，修理・修復費用に対する補助を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

文化財保護

課 

     

02 被災有形文化財等保存事業     関連：取組 23  

震災により破損した登録有形文化財（建造物・美

術工芸品）を対象に，修理事業等に対する補助を行

います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ28） 

文化財保護

課 

     

03 無形民俗文化財再生支援事業    関連：取組 23  

［(1)①４から再掲］ 

震災で活動母体のコミュニティが失われたり，用

具が流出・損傷したりして，活動の継続が困難にな

った地域の祭礼行事や民俗芸能等の無形民俗文化財

保持団体に対して，行事や芸能の再開を促すととも

に，伝統文化の実施を通したコミュニティ再生の一

助とするために，用具等の備品の整備を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

文化財保護

課 
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第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 復興事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査事業 

 関連：取組 23  

震災に係る個人住宅・零細企業・中小企業等の建

設事業,市町の復興事業に伴う埋蔵文化財の発掘調

査のうち,埋蔵文化財の分布・試掘調査等を行いま

す。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

文化財保護

課 

     

05 特別名勝松島保護対策事業     関連：取組 23  

特別名勝松島の適正な保護を図るため，専門的知

見を有する有識者等に意見を聴取し，保護対策を実

施します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ32） 

文化財保護

課 

     

06 被災博物館等再興事業       関連：取組 23  

震災により被災した博物館等のミュージアムの再

興に向けて，資料の修復,保管場所の整備等の支援を

行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ28） 

文化財保護

課 

     

07 みやぎ県民文化創造の祭典（芸術銀河）開催事業 

 取組 23  

県民に対して，優れた芸術文化の鑑賞と発表の機

会を広く提供するとともに，被災市町等の学校や公

共施設，福祉施設等に重点的にアーティストを派遣

し，子どもたちを中心に地域住民が身近に芸術文化

に触れ合うことのできる少人数・体験型の事業を実

施します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

消費生活・

文化課 

     

08 慶長遣欧使節出帆 400周年記念事業 

 取組 23  

平成 25 年 10 月，慶長遣欧使節が石巻市月浦を出

帆してから 400 年の節目を迎え，慶長遣欧使節の果

たした歴史的な偉業を国内外に広く発信し未来へと

引き継いでいくため，関係団体が連携して実行委員

会を設立し，400年の記念事業を実施します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ27） 

消費生活・

文化課 
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第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

09 文化芸術による被災地支援事業   関連：取組 23  

被災地での文化芸術に対するニーズの把握に努め

るとともに，各地で展開されている様々な文化芸術

に関する取組の情報収集を行います。また，被災地

で支援に取り組んでいるアーティストの活動の継続

性やモチベーションの確保のため，アーティスト同

士の意見交換や情報発信の場の設定をしていきま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

消費生活・

文化課 

     

10 「（仮）東大寺展」開催事業    関連：取組 23  

奈良時代に聖武天皇により鎮護国家のために置か

れた東大寺は，現在も多くの参拝者を集め，仏教や

平和を広く世界に発信しています。本展では東北初

出品の貴重な寺宝を一堂に公開し，幾多の困難から

復興を遂げた東大寺の姿に，東日本大震災からの復

興を重ね合わせ，今後の指針を探ります。 

 【事業主体：県・市町村・民間等】 

（Ｈ27～Ｈ28） 

文化財保護

課 

     

11 東北歴史博物館教育普及事業インタラクティブシア

ター整備事業                          取組 23  

こども歴史館インタラクティブシアターについ

て，歴史・防災・ＩＣＴ教育を推進するため，双方

向通信参加型体験学習システムを最新機器へリニュ

ーアルし，防災教育副読本と連動した映像コンテン

ツを制作します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ31） 

文化財保護

課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，１４７百万円（うち県事業費：１，４２１百万円） 

 

 

 

  



 

- 396 - 

 

第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

（７）防災・安全・安心 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

デジタル化する衛星系無線設備数

（局）［累計］ 

0局 

（H22年度） 

4局 

（H25年度） 

60局 

（H28年度） 

災害拠点病院の耐震化完了数（箇所）

［累計］ 

（分野（２）①から再掲） 

12箇所 

（80.0％） 

（H22年度） 

12箇所 

（80％） 

（H24年度） 

15箇所 

（100％） 

（H29年度） 

 

１ 被災市町村の職員確保等に対する支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 膨大な事業量となっている被災市町村を支援するため，復興事業等に従事する職員の確保及

び財政運営を支援します。 

 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

 

市町村の行政機能回復に向けた総合的支援 

（人的支援を含む）          関連：取組 33  

膨大な事業量となっている被災市町村を支援する

ため，復興事業等に従事する職員の確保を支援しま

す。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ27） 

市町村課      

02 

緊急 

災害復旧資金（貸付金）      関連：取組 33  

甚大な被害を受け，臨時に多額の資金需要が生じ

たことにより一時的な資金繰りに支障を来している

市町村及び一部事務組合に対し，災害復旧資金を貸

し付けます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ25）→（Ｈ23～Ｈ29） 

市町村課      

① 防災機能の再構築  
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４，０２４百万円（うち県事業費：４，０２４百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

２ 防災体制の再整備等 

 

＜行動方針＞ 

◇ 防災へリポートなど震災により被災した消防・防災施設等の復旧強化を行うほか，情報伝

達・情報通信基盤の再構築を行います。また，広域防災拠点の整備について，関係機関との調

整を踏まえ，事業の推進を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

消防力機能回復事業        関連：取組 33  

震災により消防庁舎や多くの消防車両が流出し，

沿岸部の市町を中心に消防力が著しく低下している

ため，早急に消防力を回復，増強します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

消防課      

02 

緊急 

 

消防救急無線ネットワーク構築支援事業 

 関連：取組 33  

大災害時における通信手段を確実に確保するた

め，各消防本部の消防救急無線のデジタル化への移

行に合わせて，国，県，各消防本部を結ぶネットワ

ーク（共通波：全国波・県波）の多網化やバックア

ップ機能を構築します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

消防課      

03 防災ヘリコプター防災基地整備事業 

 関連：取組 31  

津波により県防災ヘリコプター基地である管理事

務所が被災し，使用不能となっており，防災航空隊

員の活動に甚大な支障をきたしていることから，新

たな防災基地の整備を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ28） 

消防課      
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 

 

情報伝達システム再構築事業    関連：取組 31  

災害時の行政・防災機関との主たる情報システム

である県防災行政無線ネットワークについて，現在

の第一世代の衛星無線をＩＰ通信を可能とする第二

世代衛星無線へと更新します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ24～Ｈ26，Ｈ28） 

危機対策課      

05 

 

災害情報通信基盤強化事業（地デジ共聴施設） 

 関連：取組 31  

被災地における住民の貴重な情報インフラである

テレビの地上デジタル放送の難視聴を解消するた

め，被災した共聴施設の再整備を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

情報政策課      

06 非予算的手法：防災体制マニュアル等の見直し整備 

 取組 33  

大震災の経験・検証結果等に基づき，災害対策本

部要綱，大規模災害応急マニュアル等の防災体制関

係例規を見直し，全庁的な防災体制を再構築します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

危機対策課      

07 

緊急 

地域防災計画再構築事業      関連：取組 33  

［(7)②１，(7)③１から再掲］ 

東日本大震災に係る検証結果や災害対策基本法の

改正等を踏まえ，県地域防災計画の継続的な見直し

を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

危機対策課      

08 非予算的手法：避難行動要支援者等支援事業 

  取組 33  

地震等の災害発生時に避難行動要支援者が安全・

確実に避難できる体制を確保するため，「宮城県避難

行動要支援者等に対する支援ガイドライン」の周

知・啓発を通じて，市町村の取組を支援します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

保健福祉総

務課 
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

09 非予算的手法：土木部業務継続計画（ＢＣＰ） 

                 関連：取組 31  

災害時において，業務の停止を最小限にするため，

業務継続計画（ＢＣＰ）を再構築し，災害時を想定

した訓練を行うなど継続的に改善します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

防災砂防課      

10 広域防災拠点整備事業（宮城野原公園） 

［(5)④１に再掲］  

大規模災害時に県内をカバーする広域防災拠点と

して，宮城野原公園を拡張し都市公園の整備を行い

ます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

都市計画課      

11 初動派遣職員等体制整備事業 

 関連：取組 33  

大規模災害発生時に市町村との円滑な情報連絡等

を行うため予め市町村ごとに指定した県職員（以下

「初動派遣職員」という。）の増員及び初動派遣職員

が被災市町村に一定期間滞在し，支援活動を行うた

めに必要な資機材を整備するとともに，業務内容の

拡充を図ることにより，大規模災害時における円滑

な市町村支援体制を構築します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27） 

危機対策課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２９，１６８百万円（うち県事業費：１６，９８８百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

３ 原子力防災体制等の再構築 

 

＜行動方針＞ 

◇ 東北電力株式会社女川原子力発電所周辺地域の防災体制を再構築するため，拡大した原子力 

災害対策を重点的に実施すべき区域の関係市町と連携を図るとともに，東京電力株式会社福島 

第一原子力発電所の事故への対応を踏まえ，全県的な放射能等監視施設及び原子力防災対策拠 

点施設の整備を行います。 

◇ 学校等も含めた全市町村での放射線測定など，県民の不安解消に向けた取組を行うととも 

に，食の安全・安心確保の観点から，放射能検査体制を強化するなど，全庁的な原子力災害対 

応体制の再構築を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

原子力防災体制整備事業      関連：取組 33  

東北電力株式会社女川原子力発電所周辺地域の安

全・安心の確保を図るとともに，東京電力株式会社

福島第一原子力発電所の事故への対応を踏まえ，県

内全域における原子力防災体制の整備を行います。 

なお，整備に当たっては，国の示す方針に基づい

て進めるとともに，県の全庁的な原子力災害対応体

制を構築します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

原子力安全

対策課 

     

02 

緊急 

環境放射能等監視体制整備事業   関連：取組 33  

東北電力株式会社女川原子力発電所周辺地域の安

全・安心の確保を図るとともに，東京電力株式会社

福島第一原子力発電所の事故への対応を踏まえ，県

内全域における環境放射能等の監視体制の整備を行

います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

原子力安全

対策課 
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 

緊急 

放射線・放射能広報事業      関連：取組 33  

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に

伴う放射線や放射性物質の県内への影響を把握し，

県民に正しい情報を提供するため，県内全市町村に

おける放射線・放射能測定機器の整備・測定，ホー

ムページによる放射線・放射能情報の提供及びセミ

ナーの開催等を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

原子力安全

対策課 

     

04 福島第一原発事故損害賠償請求支援事業 

 関連：取組 33  

東京電力株式会社福島第一原発事故被害に対応す

るため，民間事業者等が行う東京電力株式会社への

損害賠償請求等に対し，圏域単位での研修会・個別

相談会の開催や電話相談などを通じてきめ細かな支

援を行うとともに，「東京電力福島第一原子力発電所

事故対策みやぎ県民会議」において市町村・関係団

体等と連携を図りながら，事故被害対策の総合的な

取組を進めます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ28） 

原子力安全

対策課 

     

05 除染対策支援事業         関連：取組 33  

県民の被ばくリスクを低減し，県民の不安を解消

するため，放射性物質汚染対処特措法に基づき，市

町村が行う除染対策事業に対する支援及び県有施設

の除染対策を進めます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ28） 

原子力安全

対策課 

     

06 学校給食の安全・安心対策事業   関連：取組 7  

東日本大震災における原子力災害に関し，教育環

境のより一層の安全・安心の観点から，学校の校庭

等の空間放射線量率及び学校給食の放射能測定を行

います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

スポーツ健

康課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，４３０百万円（うち県事業費：２，４３０百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

４ 災害時の医療体制の確保 

 

＜行動方針＞ 

◇ 災害時の医療提供体制を維持・確保するため，医療施設の耐震化を行うとともに，どのよう

な災害にも適切な対応が取れるよう，災害時の情報通信機能の充実強化や実践的な防災訓練等

を行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

医療施設耐震化事業           取組 31  

［(2)①２に再掲］ 

災害時の医療体制を確保するため，災害拠点病院

等の耐震化（耐震診断及び耐震性を欠く既存施設の

建て替え・補強）の費用を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ27）→（Ｈ23～Ｈ29） 

医療整備課      

02 

緊急 

大規模災害時医療救護体制整備事業  

［(2)①２に再掲］         関連：取組 31  

大規模災害時に医療救護活動を迅速かつ適切に実

施できるよう，会議や訓練を開催するほか研修に参

加することで，平時から医療救護活動に関する関係

機関・団体の協力体制等の確率を図るとともに災害 

医療に関する知識を深めます。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

医療整備課      

03 

緊急 

救急医療情報センター運営事業   関連：取組 19  

［(2)①２から再掲］ 

大規模災害時に各医療機関が診療の継続に必要と

する物資や人的支援について速やかに把握し，その

支援体制を確保するため，その情報システムを整備

します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

医療整備課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２０，４２２百万円（うち県事業費：１，７８９百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

５ 教育施設における地域防災拠点機能の強化 

 

＜行動方針＞ 

◇ 全ての公立学校への防災主任の配置や地域の拠点校となる小・中学校への防災教諭の配置を 

継続し，学校と地域が連携した防災体制の強化に取り組みます。 

◇ 県立学校の防災機能強化に向け，備蓄倉庫等の整備や，学校，市町村，地域等の連携体制の

推進等に引き続き取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 防災主任・防災担当主幹教諭配置事業 

［(6)①４，(6)②２から再掲］   関連：取組 33  

大震災の記憶が薄れることなく後世に伝える仕組

みを作るとともに，自然災害に対する危機意識を高

め，学校教育における防災教育等の充実を図るため，

全学校に防災主任を配置し，併せて地域の拠点とな

る学校に防災担当主幹教諭を配置します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

教職員課      

02 防災教育等推進者研修事業 

［(6)①４，(6)②２から再掲］ 

公立小，中学校及び県立学校における防災教育の

充実や防災等に係る対応能力を高めるため，防災教

育等の推進的役割を担う人材を養成します。 

※教職員ＣＵＰ（キャリア・アップ・プログラム）

事業  取組 17  

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

教職員課      

03 防災拠点としての学校づくり事業  関連：取組 31  

今回の震災では多くの公立学校が避難所や防災拠

点として活用された事実を踏まえ，公立学校の防災

機能を高めることにより，今後の災害の現実的な対

応に備えます。  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

教育庁総務

課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，７９５百万円（うち県事業費：２，７９５百万円）  
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第５章（７）防災・安全・安心 ② 大津波等への備え 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

沿岸部の津波避難計画作成市町数 

（市町）［累計］ 

8市町 

（H25年度） 

8市町 

（H25年度） 

15市町 

（H29年度） 

 

１ 津波避難計画の整備等 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 震災を踏まえ，県が作成した「津波対策ガイドライン」に基づき，沿岸市町の津波避難計画

作成の支援を行います。 

  

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 非予算的手法：津波避難計画作成支援事業 

 関連：取組 31  

 県が作成した「津波対策ガイドライン」に基づき，

沿岸市町が作成する津波避難計画の策定支援を行い

ます。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ26～Ｈ29） 

危機対策課 

 

 

 

 

     

02 

緊急 

地域防災計画再構築事業      関連：取組 33  

［(7)①２，(7)③１から再掲］ 

東日本大震災に係る検証結果や災害対策基本法の

改正等を踏まえ，県地域防災計画の継続的な見直し

を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

危機対策課      

03 非予算的手法：防災協定・災害支援目録登録の充実 

 取組 33  

災害時の必要物資等の調達を円滑に行うため，災

害時に支援をいただく企業団体等との防災協定や，

災害支援目録への登録企業の拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ28）→（Ｈ23～Ｈ32） 

危機対策課      

② 大津波等への備え  
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第５章（７）防災・安全・安心 ② 大津波等への備え 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 非予算的手法：意識啓発・防災マップ作成対応事業 

［(7)③１に再掲］         関連：取組 33  

地震や津波など災害に関する基礎知識等の普及や

地域における危険箇所の把握に向けた防災マップの

作成支援等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

危機対策課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１０百万円（うち県事業費：１０百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ② 大津波等への備え 

２ 震災記録の作成と防災意識の醸成 

 

＜行動方針＞ 

◇ 大震災の記憶を風化させないよう，震災の記録誌を作成し，後世へ伝えていきます。 

◇ 大震災の教訓を後世に語り継ぐ上で必要となるメモリアルパーク構想の実現に向けた取組

を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

大震災検証記録作成普及事業    関連：取組 31  

未曾有の災害となった東日本大震災の概要，応急

対応や教訓を後世に残すとともに，防災意識の風化

を防ぐため，記録を作成します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26） 

危機対策課      

02 県政広報展示室運営事業      関連：取組 31  

震災の記憶を風化させないため，県政広報展示室

を活用し，写真パネルなどにより，来庁者や見学者

に分かりやすく紹介します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

広報課      

03 首都圏復興フォーラム運営事業   関連：取組 31  

東日本大震災の風化防止と震災復興に対する全国

からの幅広い支援の継続を訴えるため，青森・岩手・

福島の被災各県と連携し，被災地の復興状況や復興

に向けた取組を首都圏の住民及びマスコミに広く情

報提供するフォーラムを開催します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

震災復興推

進課 

     

04 震災復興広報・啓発事業      関連：取組 31  

 震災の風化防止，全国からの心温まる支援に対す

る感謝，中長期的な支援の意識や復興の気運の維持

向上を図るため，復興に向けてひたむきに取り組む

宮城県の現状や魅力を，ポスター等により情報発信

します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29）  

震災復興推

進課 
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第５章（７）防災・安全・安心 ② 大津波等への備え 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

05 震災復興記録作成普及事業     関連：取組 31  

 東日本大震災からの復旧・復興に向けた宮城県の

取組について，宮城県震災復興計画で定める復旧期，

再生期，発展期毎に，記録誌等を作成します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

震災復興推

進課 

     

06 復興情報等発信拠点設置事業    関連：取組 31  

 復興に向けた取組や進捗状況等に関する県の取組

や被災市町村等の取組等に関する情報を，県民や来

県者等へ発信する常設の発信拠点を整備します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ27～Ｈ32） 

震災復興推

進課 

     

07 津波対策強化推進事業       関連：取組 31  

今回の被災体験から得た教訓を風化させず，後世

に広く伝承していくための県民協働の取組や津波防

災シンポジウム等を開催することにより，住民への

意識啓発活動を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

防災砂防課      

08 3.11伝承・減災プロジェクト推進事業 

                 関連：取組 31  

被災事実を後世に伝承し，迅速な避難行動につな

がる様々な試みに積極的に取り組んでいきます。こ

の取組の総称を「3.11 伝承・減災プロジェクト」と

し，当面は津波浸水表示板等の設置を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

防災砂防課      

09 震災復興祈念公園整備事業     関連：取組 31  

［(5)④１から再掲］ 

 東日本大震災で犠牲となられた方々の追悼や鎮魂

と，震災の教訓の伝承を図るため，震災復興祈念公

園を整備します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

都市計画課      
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第５章（７）防災・安全・安心 ② 大津波等への備え 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

10 国連防災世界会議関連事業     関連：取組 31 

 平成 27年 3月に「第 3回国連防災世界会議」が仙

台市で開催されることから，被災地視察や観光地視

察の実施や防災産業展の開催などを行い，東日本大

震災に際しての支援への謝意を伝えるとともに，復

興状況や，震災の経験・教訓を踏まえて生まれた技

術や製品等を世界に発信します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26） 

富県宮城推

進室 

国際経済・

交流課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４，４０３百万円（うち県事業費：４，３８５百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ③ 自助・共助による市民レベルの防災体制の強化 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成

者数（人）［累計］ 

2,673人 

（H22年度） 

5,103人 

（H25年度） 

9,000人 

（H29年度） 

 

１ 地域防災リーダーの養成等 

 

＜行動方針＞ 

◇ 大規模災害発生時には，公的機関の対応に加え，地域コミュニティの中で組織される自主防

災組織による対応が不可欠であるため，この組織において中心的役割を果たす地域防災リーダ

ーの養成等を行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 防災リーダー（宮城県防災指導員）養成事業 

                    取組 33  

企業や地域において防災活動の中心となる防災リ

ーダーの育成を支援し，自主防災組織の育成，防災

訓練への参加促進，防災教育の充実を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

危機対策課      

02 非予算的手法：防災リーダー養成事業との連携事業 

［(7)④３に再掲］         関連：取組 33  

防犯・防災に配慮した安全・安心な地域社会の構

築を図るため，県が実施する防災リーダー養成等の

事業や防災訓練，避難訓練等を通じた防災体制確立

に関して，警察的見地から連携等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

警察本部警

備課 

     

③ 自助・共助による市民レベルの防災体制の強化  
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第５章（７）防災・安全・安心 ③ 自助・共助による市民レベルの防災体制の強化 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 

緊急 

地域防災計画再構築事業      関連：取組 33  

［(7)①２，(7)②１から再掲］ 

東日本大震災に係る検証結果や災害対策基本法の

改正等を踏まえ，県地域防災計画の継続的な見直し

を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

危機対策課      

04 非予算的手法：意識啓発・防災マップ作成対応事業 

［(7)②１から再掲］       関連：取組 33  

地震や津波など災害に関する基礎知識等の普及や

地域における危険箇所の把握に向けた防災マップの

作成支援等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

危機対策課      

05 男女共同参画の視点での防災意識啓発事業 

                 関連：取組 33  

男女共同参画の視点を取り入れた防災対策や避難

所運営に関するリーフレットを作成し，普及啓発を

図ります。また，リーフレットを用いた講座を開催

し，男女共同参画の視点での防災対策等を地域住民

に普及するためのリーダーを養成します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

共同参画社

会推進課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７３百万円（うち県事業費：７３百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ③ 自助・共助による市民レベルの防災体制の強化 

２ 地域主動型応急危険度判定等実施体制の整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 災害時に地域が主動的かつ速やかに避難所等の応急危険度判定を実施できるよう，市町村の 

実施体制の強化を図るとともに，その後の住宅等の判定活動を実施できるよう体制強化を図り 

ます。  

  ◇ 災害時に他の災害業務に忙殺される市町村に対し，判定を熟知する建築関係団体及び民間判 

定士による応援体制の強化を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

建築関係震災対策事業       関連：取組 31         

地域主動型応急危険度判定を実施するため，実施

本部協力員を創設し，判定コーディネーターとなる

民間判定士を育成します。また，市町村と建築関係

団体の「災害時活動連携協定の締結」を促進すると

ともに，被災宅地危険度判定との連携を図る体制を

整備します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

建築宅地課      

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：８百万円（うち県事業費：８百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ④ 安全・安心な地域社会の構築 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

刑法犯認知件数（件） 
24,614 件 

（H22年） 

18,630件 

（H26年） 

18,000件以下 

（H29年） 

 

１ 警察施設等の機能回復及び機能強化 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 市町の復興状況を注視しながら被災した警察施設等の本復旧・機能強化を図るとともに， 

復興に伴う治安情勢の変化も踏まえながら各種犯罪を早期に検挙解決するための捜査支援シ 

ステムや各種警察活動に有効な装備資機材の強化を図り，治安・防災体制の回復・充実に努 

めます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

警察本部機能強化事業       関連：取組 25  

警察本部庁舎の一部が損傷しており，万全な警察

体制を確保する必要があるため，「庁舎機能復旧」，

「庁舎機能拡充」及び「庁舎機能再生・高度化」を

柱として取組を進めます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ27） 

警察本部装

備施設課 

     

02 

緊急 

警察施設機能強化事業       関連：取組 25  

多数の警察施設が流出又は損壊の壊滅的被害を受

けるなどしており，治安維持の体制整備が必要なた

め，警察施設の早期機能回復・強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

警察本部警

務課ほか 

     

④ 安全・安心な地域社会の構築  
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03  

緊急 

交番・駐在所機能強化事業     関連：取組 25  

警察活動の拠点となる交番・駐在所が多数流出，

水没したことから，これらの施設に設置されていた

「非常通報装置」，「緊急通報装置」等を早急に修繕

し，安全・安心な地域社会の復旧を図ります。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

警察本部地

域課 

     

04 

緊急 

警察署非常用発動発電設備強化事業 

警察署に設置されている非常用発動発電設備は，

老朽化が著しく容量が小さいことから，災害に強い

警察施設の構築を図るため，容量がより大きな非常

用発動発電設備を早期に整備します。 

※警察施設震災対策促進事業  取組 31  

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ26）→（Ｈ23～Ｈ29） 

警察本部装

備施設課 

     

05 

緊急 

各種警察活動装備品等整備事業   関連：取組 31  

治安維持に必要な基盤の早期回復を図るため，使

用不能となった警察装備資機材及び大規模災害発生

時等の各種活動に必要な装備品について早急に補

充・整備します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29）→（Ｈ23～Ｈ32） 

警察本部地

域課 

捜査第三課 

機動隊 

     

06 

緊急 

警察職員宿舎整備事業       関連：取組 25  

震災により多くの宿舎が損壊し，沿岸部の宿舎に

あっては，流出・水没等により使用不能となったこ

とから，職員の生活基盤を確保するとともに，災害

に強い宿舎の再生のため，被災宿舎の再建を行うと

ともに，老朽宿舎の建替など計画的に職員宿舎の整

備を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ30） 

警察本部装

備施設課 

     

07 

 

食糧等備蓄事業          関連：取組 31  

今後の災害に備え，捜索部隊が円滑に活動できる

よう非常食と水を整備します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ25～Ｈ32） 

警察本部警

備課 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

08 

 

緊急配備支援システム整備事業          取組 25  

震災復興事業の本格化等に伴い，新たな形態の犯

罪が敢行される可能性が極めて高いほか，各種犯罪

の増加も予想されることから，犯罪の広域化・スピ

ード化等に的確に対応した治安維持体制を構築する

ため，緊急配備支援システム等を整備します。 

（Ｈ27～Ｈ32） 

警察本部刑

事総務課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：６，７４４百万円（うち県事業費：６，７４４百万円） 
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２ 交通安全施設等の機能回復及び機能強化と交通死亡事故の抑止 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 新たな街並み整備に合わせた交通安全施設等の整備を推進するとともに，緊急交通路の円滑 

化を図るなど，災害に備えた交通環境を整備します。 

◇ 復興事業に伴う交通量増加による交通死亡事故の抑止を図るため，事故実態に即した交通指 

導取締りや，高齢者等を対象とした体系的な交通安全教育を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

緊急輸送交通管制施設整備事業 

災害時における緊急交通路の円滑化や迅速な救援

活動を支援する交通環境を確保するため，交通管制

センター端末機器や交通信号機の付加装置等を整備

します。 

※大規模災害対策事業  取組 31  

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

警察本部交

通規制課 

     

02 

緊急 

震災に強い交通安全施設整備事業  関連：取組 31  

折損しない鋼管製信号柱への改良や信号灯器の軽

量化のための信号灯器のＬＥＤ化改良等，震災時に

対応可能な交通安全施設を整備します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

警察本部交

通規制課 

     

03 

 

震災に強い交通管制センター整備事業 

 関連：取組 31  

震災復興等における交通の安全で円滑な道路環境

を実現するため，最新の情報通信技術を活用した震

災に強い交通管制センターを構築します。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

警察本部交

通規制課 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

04 非予算的手法：効果的交通安全教育推進事業 

                    取組 25  

交通事故のない安全で快適な交通社会を実現する

ため，「第９次宮城県交通安全計画」に基づき，自治

体や交通安全関係機関・団体と連携の上，更に効果

的な交通安全教育を推進して交通事故の減少を目指

します。 

            【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ29） 

警察本部交

通企画課 

     

05 

 

まちの立ち上げ促進のための交通安全施設整備事業 

 関連：取組 31  

東日本大震災における被災市町の市街地整備事業

区域及び周辺道路において，交通信号機，道路標識，

道路標示を適宜整備し，当該区域における円滑で安

全な道路交通を確保し，まちの立ち上げを促進しま

す。 

【事業主体：県】 

 （Ｈ25～Ｈ27） 

警察本部交

通規制課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７，６３３百万円（うち県事業費：７，６３３百万円） 
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３ 防犯・防災に配慮した安全・安心な地域社会の構築 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 安全・安心な地域社会を確立するため，各種広報媒体を活用した積極的な生活安全情報の提

供を行うとともに，被災地等を中心としたパトロール活動の強化と自主防犯ボランティア活動

の促進・活性化，犯罪の防止に配慮した環境づくりのための各種防犯設備の設置拡充等に向け

た働きかけを行います。 

◇ 暴力団等の反社会的勢力の復興関連事業からの排除と取締り強化を図るなど，県民の生活基

盤やサービス等が犯罪に悪用されにくい環境づくりを推進するため，関係機関や事業者との連

携を強化し，社会ぐるみの取組を発展させていきます。 

◇ 被災地をはじめとしたそれぞれの地域社会の安全・安心を確保するため，交番支援機能強化

の一端を担う交番相談員の増員や，地域住民の要望に応えた活動の促進を図ります。 

◇ 危機管理体制の構築に向け，今後の震災に備えた防災計画の修正や防災訓練及び防災会議 

へ積極的に参画するなど，各自治体との連携を強化します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

01 

緊急 

生活安全情報発信事業       関連：取組 25  

関係機関と連携した被災地に居住する住民の安全

安心の確立が求められていることから，仮設住宅や

学校等を対象として，各種広報手段を活用し，防犯

情報や生活安全情報等の提供を行います。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

警察本部生

活安全企画

課 

     

02 

緊急 

地域安全対策推進事業          取組 25  

安全・安心な地域社会を構築するためには，被災

地を中心としたパトロール活動の強化と不在交番の

解消を図る必要があることから，その役割を担う交

番相談員を増員します。また，県内全域における地

域の安全対策に向け，警察安全相談員及び交番相談

員の適切な配置を進めます。 

【事業主体：国，県】 

（Ｈ23～Ｈ30）→（Ｈ23～Ｈ31） 

警察本部県

民相談課 

地域課 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

03 非予算的手法：防犯ボランティア活動促進事業 

 取組 25  

被災地における安全で安心な生活の基盤となる地

域治安組織を強固にするため，自主防犯ボランティ

ア団体の組織化と活性化及び防犯リーダーの育成を

促進し，応急仮設住宅，復興住宅，防災集団移転地

域，学校等を対象に，ボランティア活動への支援を

行います。また，被災し活動が停止，又は活動を縮

小したボランティア団体の活動再開等を支援しま

す。 

【事業主体：県】 

（Ｈ25～Ｈ29） 

警察本部生

活安全企画

課 

     

04 

緊急 

安全・安心まちづくり推進事業      取組 25  

 安全・安心まちづくりを推進するため，地域コミ

ュニティ活動団体への支援等を行うほか，社会的に

弱い立場にある女性や子どもが性暴力被害を受けた

場合の支援体制を整備します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

共同参画社

会推進課 

     

05 非予算的手法：防災リーダー養成事業との連携事業 

［(7)③１から再掲］        関連：取組 33  

防犯・防災に配慮した安全・安心な地域社会の構

築を図るため，県が実施する防災リーダー養成等の

事業や防災訓練，避難訓練等を通じた防災体制確立

に関して，警察的見地から連携等を行います。 

【事業主体：県】 

（Ｈ24～Ｈ32） 

警察本部警

備課 

     

06 

緊急 

非予算的手法：防災計画策定・防災訓練等開催事業 

 関連：取組 33  

今後の震災に備えるため，各自治体の防災計画，

防災訓練の企画及び実施への参画並びに県庁内各部

局，各自治体，消防等防災関係機関の災害担当者に

よる定期的な会議に参画します。 

【事業主体：県】 

（Ｈ23～Ｈ32） 

警察本部警

備課 

     



 

- 420 - 

 

第５章（７）防災・安全・安心 ④ 安全・安心な地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

年 度 別 計 画 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

07 

 

非予算的手法：暴力団等反社会的勢力排除・取締り 

推進事業             関連：取組 25  

暴力団等の反社会的勢力の復興関連事業からの排

除と取締り強化を図るなど，県民の生活基盤やサー

ビス等が犯罪に悪用されにくい環境づくりを推進す

るため，関係機関や事業者との連携を強化し，社会

ぐるみの取組を発展させていきます。 

【事業主体：県】 

（Ｈ26～Ｈ32） 

警察本部組

織犯罪対策

課 

     

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１４１百万円（うち県事業費：１４１百万円） 

 

 

  


