
復興・サポート事業（候補）

No 担当部局 担当課室 復興・サポート事業名 事業内容 取組分野

1 総務部 危機対策課 広域防災拠点資機材等整備事業
広域防災拠点の開設時に必要となる各種資
機材の整備等 4

2 総務部 市町村課
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）

復興事業等に従事する職員の確保支援 4

3 総務部 市町村課
東日本大震災復興基金交付金（津波
被災住宅再建支援分）基金事業

津波被災市町への住宅再建支援 4

4 総務部 私学・公益法人課
私立学校授業料等軽減特別補助事
業

被災幼児児童生徒の授業料等減免（私立学
校） 1

5 総務部 私学・公益法人課
私立学校スクールカウンセラー等活
用事業

震災により被災した児童生徒等へのスクー
ルカウンセラー等の配置（私立学校） 1

6 総務部 私学・公益法人課 被災児童生徒就学支援事業
震災による経済的理由から就学等が困難と
なった児童生徒への緊急的な就学支援 1

7 総務部 私学・公益法人課
私立学校施設設備災害復旧支援事
業

震災により被害を受けた私立学校施設設備
災害復旧事業 4

8 総務部 職員厚生課 非常勤職員災害補償費
震災により被災し，亡くなられた民生委員の
遺族補償費 4

9 総務部 職員厚生課
２０２１年度以降に係る任期付き職員
の宿舎管理経費

震災復興業務に従事する職員（任期付き）等
の居住環境整備 4

10 総務部 職員厚生課
２０２１年度以降に係る災害派遣職
員の宿舎管理経費

震災復興業務に従事する職員（派遣）等の
居住環境整備 4

11 総務部 職員厚生課
2021年度以降に係る任期付職員の
職員健康管理負担金

震災復興業務に従事する職員（任期付き）等
の健康管理負担に係る経費 4

12 総務部 職員厚生課
2021年度以降に係る災害派遣職員
の職員健康管理負担金

震災復興業務に従事する職員（派遣）等の
健康管理負担に係る経費 4

13 総務部 職員厚生課
2021年度以降に係る職員の健康管
理事務費

被災沿岸部所属等の職員を対象としたメンタ
ルヘルス研修等 4

14 総務部 職員厚生課
2021年度以降に係る任期付職員の
健康診断経費

震災復興業務に従事する職員（任期付き）等
の健康診断等 4

15 総務部 職員厚生課
2021年度以降に係る災害派遣職員
の健康診断経費

震災復興業務に従事する職員（派遣）等の
健康診断等 4
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復興・サポート事業（候補）

No 担当部局 担当課室 復興・サポート事業名 事業内容 取組分野

16 総務部 人事課
2021年度以降に係る任期付職員の
人件費等

震災復興業務に従事する任期付職員の人件
費等の経費 4

17
震災復興・企画
部

地域復興支援課 みやぎ地域復興支援事業
被災者の生活支援等に取り組むボランティア
やNPO等民間団体への支援 1

18
震災復興・企画
部

地域復興支援課 被災地域交流拠点施設整備事業
被災沿岸市町を対象とした集会所等の住民
拠点交流施設整備及び同施設を活用した住
民活動への支援

1

19
震災復興・企画
部

地域復興支援課 地域コミュニティ再生支援事業
災害公営住宅等における自治会等の住民団
体が、自発的かつ主体的に取り組む地域コ
ミュニティ再生活動への支援

1

20
震災復興・企画
部

地域復興支援課 復興活動支援事業費
被災市町が配置する復興支援員の後方支
援及び復興支援専門員の配置等 1

21
震災復興・企画
部

震災復興推進課
東日本大震災復興検証報告書作成
等事業

復興の過程で得られた職員の経験の伝承の
ためのインタビューの実施及び報告書や
ポータルサイト等の作成

4

22
震災復興・企画
部

震災復興推進課
【仮】東日本大震災被災地情報発信
事業

県震災復興計画発展期に係る記録誌や記
録映像の作成，復興情報のアーカイブ化及
びその公開等

4

23
震災復興・企画
部

震災復興推進課 みやぎ県外避難者帰郷支援事業
県外避難者の個々の課題に応じた情報提供
や相談対応等 1

24
震災復興・企画
部

震災復興推進課 東日本大震災伝承推進事業
伝承活動に取り組む多様な主体の連携促進
及び震災伝承推進員の設置 4

25
震災復興・企画
部

震災復興推進課 東日本大震災伝承広域連携事業
震災伝承施設を通じた広域的な取組を推進
（3.11伝承ロード推進機構への負担金） 4

26
震災復興・企画
部

震災復興推進課 震災伝承展示管理費
石巻南浜津波復興祈念公園の震災伝承展
示の管理，運営 4

27
震災復興・企画
部

震災復興推進課 首都圏復興フォーラム運営事業費
東日本大震災の風化防止と震災復興に対す
る全国からの支援継続を訴えるたの情報提
供するフォーラムの開催

4

28
震災復興・企画
部

総合交通対策課 松島海岸駅整備支援事業
ＪＲ仙石線松島海岸駅の全面改築（バリアフ
リー化）等への支援 2

29 環境生活部 環境対策課
放射能被害対策費（福島第一原発事
故対応）

ゲルマニウム半導体検出器を用いた海水浴
場の海水等の各種試料の放射能検査 3

30 環境生活部 共同参画社会推進課
NPO等の絆力を活かした震災復興支
援事業

被災者と他の人々をつなげる「絆力」を活か
したNPO等による復興・被災者支援等 1



復興・サポート事業（候補）

No 担当部局 担当課室 復興・サポート事業名 事業内容 取組分野

31 環境生活部 共同参画社会推進課
被災者支援総合交付金事業
（ＮＰＯ等による心の復興支援事業）

被災者が人とのつながりや生きがいを持ち，
心のケアにも繋がるＮＰＯ等による支援 1

32 環境生活部 共同参画社会推進課 子ども・若者支援体制強化事業
石巻圏域の子ども・若者総合相談センターの
運営費等 1

33 環境生活部 原子力安全対策課
福島第一原発事故損害賠償請求支
援事業

民間事業者等の被害について職員による電
話相談や弁護士による個別無料相談会によ
る賠償請求を支援等

3

34 環境生活部 原子力安全対策課 除染対策事業費
除去土壌や除染廃棄物を保管している県内
７市町と情報交換及び政府要望や国と連携
した支援

3

35 環境生活部 自然保護課
野生鳥獣適正保護管理事業（震災対
応分）

放射性物質の影響により捕獲数の減少が危
惧されている狩猟捕獲したイノシシ及びニホ
ンジカへの報奨金

3

36 環境生活部 自然保護課 野生鳥獣放射能対策事業
国から出荷制限指示が出されているイノシシ
等の肉の放射性物質モニタリング調査等 3

37 環境生活部 消費生活・文化課 先進的文化芸術創造拠点形成事業
震災からの文化芸術の力による心の復興や
他分野との連携による被災地での持続的な
発展にも寄与するRAFへの助成

1

38 環境生活部 消費生活・文化課 文化芸術による心の復興支援事業
被災者の心のケア等を目的とした演劇，コン
サート等の文化芸術活動に対する助成 1

39 環境生活部
食と暮らしの安全推進
課

放射性物質検査対策事業
市場出荷前の牛肉や流通食品等に含まれる
放射性物質の検査等 3

40 環境生活部
食と暮らしの安全推進
課

水道施設復旧事業
被災市町が実施する水道施設復旧事業へ
の指導・助言等 4

41 環境生活部
放射性物質汚染廃棄
物対策室

放射性物質汚染廃棄物処理促進事
業

農林業系廃棄物の着実な処理に向けた市町
村等に対する支援・調整等 3

42 保健福祉部 社会福祉課 被災地域福祉推進事業
被災者に対する相談支援や孤立防止のため
の見守り活動等 1

43 保健福祉部 社会福祉課
生活福祉資金貸付事業（震災対応事
務費）

被災者の生活復興支援資金に係る相談対
応 1

44 保健福祉部 健康推進課 災害公営住宅入居者健康調査事業
復興計画期間の災害公営住宅等に入居する
被災者の健康調査の報告書作成 1

45 保健福祉部 子ども・家庭支援課 子どもの心のケア推進事業
被災地で子どもの心のケアに当たる児童精
神科医や心理士の外部委嘱 1



復興・サポート事業（候補）

No 担当部局 担当課室 復興・サポート事業名 事業内容 取組分野

46 保健福祉部 子ども・家庭支援課 子どもの心のケア推進事業
被災地の子どもの心身の健康に資する研修
会の開催 1

47 保健福祉部 子育て社会推進室 待機児童解消推進事業 沿岸被災地における保育所の整備 2

48 保健福祉部 子ども・家庭支援課 里親等支援センター事業 震災遺児孤児の養育里親世帯に対する支援 1

49 保健福祉部 子ども・家庭支援課 里親等支援センター事業 里親制度の普及促進事業等 1

50 保健福祉部 子ども・家庭支援課 親子滞在型支援施設事業
震災遺児孤児を含む要保護児童の家庭的
養護の推進等 1

51 保健福祉部 障害福祉課
被災障害者就労支援事業所等復興
支援体制づくり事業

被災沿岸部の障害者就労機会の確保のた
めの企業や百貨店等の販路開拓への支援
等

1

52 保健福祉部 精神保健推進室 心のケアセンター運営事業
被災者の心のケア活動等のための心のケア
活動拠点の継続設置等 1

53 保健福祉部 精神保健推進室 被災地精神保健対策事業
被災地で精神疾患の未治療者や医療中断
者等への専門職の訪問支援等 1

54 保健福祉部 震災援護室
応急仮設住宅確保事業（プレハブ仮
設住宅解体工事・原状復旧）

供与を終了したプレハブ仮設住宅の解体・原
状復旧 1

55 保健福祉部 震災援護室
応急仮設住宅共同施設維持管理事
業

プレハブ仮設住宅の解体等後の市町が行う
原状復旧 1

56
経済商工観光
部

企業復興支援室 復興企業相談助言事業
被災中小企業等からの相談窓口の設置及び
復旧・復興・経営改善等の指導・助言 2

57
経済商工観光
部

企業復興支援室
中小企業等復旧・復興支援事業費補
助金

グループ補助金（企業施設・設備復旧） 2

58
経済商工観光
部

企業復興支援室
中小企業等グループ設備等復旧整
備資金貸付事業

グループ補助金対象事業者に対し，自己負
担分等への無利子貸付 2

59
経済商工観光
部

新産業振興課 中小企業施設設備復旧支援事業
被災中小企業者の製造業者が実施する施
設設備の復旧事業 2

60
経済商工観光
部

産業立地推進課
津波被災地域雇用創出企業立地補
助金

津波浸水地域の工場等の新増設 2



復興・サポート事業（候補）

No 担当部局 担当課室 復興・サポート事業名 事業内容 取組分野

61
経済商工観光
部

商工金融課
被災中小企業者対策資金利子補給
事業

県制度融資「みやぎ中小企業復興特別資
金」を借り入れた被災中小企業者への利子
補給

2

62
経済商工観光
部

商工金融課
宮城県信用保証協会経営基盤強化
対策事業

保証料軽減に伴う信用保証協会への減収補
填 2

63
経済商工観光
部

商工金融課 商業機能回復支援事業 被災事業者の店舗等の施設及び設備復旧 2

64
経済商工観光
部

商工金融課
中小企業等復旧・復興支援事業費補
助金

グループ補助金（商業施設・設備復旧） 2

65
経済商工観光
部

商工金融課
中小企業経営安定資金等貸付金（震
災対応分）

県制度融資「みやぎ中小企業復興特別資
金」の貸付原資 2

66
経済商工観光
部

商工金融課 中小企業等二重債務問題対策事業
既往債務の買取を行う「宮城産業復興機構」
に対する出資 2

67
経済商工観光
部

雇用対策課 緊急雇用創出事業
沿岸部の中小企業者等の被災三県求職者
の雇入れ及び住宅支援の取組みに対する支
援

2

68
経済商工観光
部

雇用対策課
勤労者地震災害特別融資資金預託
金

被災勤労者に対する生活資金等の低利融資
の残高への資金預託 1

69
経済商工観光
部

観光課 観光施設再生・立地支援事業 被災観光事業者の施設再建整備 2

70
経済商工観光
部

観光課
東北デスティネーションキャンペーン
推進事業

被災地を含めた東北の魅力を国内外へ情報
発信するためのガイドブック，ＷＥＢによる広
告宣伝物作成

2

71 農政部 食産業振興課 県農林水産物放射性物質対策事業 県産農林水産物の放射性物質検査等 3

72 農政部 食産業振興課 輸出基幹品目販路開拓事業
輸入規制を継続している韓国に代わる新た
な海外販路開拓（ホヤ） 2

73 農政部 食産業振興課
「食材王国みやぎ」魅力発信プロジェ
クト事業

流通量回復や風評払拭のため，宮城県食材
について料理人，バイヤー等実需者へのPR
及び首都圏等での飲食店フェア開催

2

74 農政部 みやぎ米推進課 放射性物質吸収抑制対策
農産物の放射性物質吸収抑制を図るための
加里肥料散布・検証等 3

75 農政部 みやぎ米推進課 被災農地再生支援事業
営農再開した被災農業者に対して石礫除去
や農地の生産力回復への取組 2



復興・サポート事業（候補）

No 担当部局 担当課室 復興・サポート事業名 事業内容 取組分野

76 農政部 みやぎ米推進課 農産物放射能対策事業 県産農産物の放射性物質濃度の測定 3

77 農政部 畜産課 給与自粛牧草等処理円滑化事業
汚染稲わら一時保管施設の維持管理や
牧草地の除染指導，畜産試験場の汚染牧草
処理及び周辺環境のモニタリング調査等

3

78 農政部 畜産課 放射性物質影響調査事業（畜産）
畜産物（原乳，粗飼料，草地土壌等），林産
物等の簡易検査による放射性物質検査等 3

79 農政部 畜産課 肉用牛出荷円滑化推進事業 県内産牛肉の放射性物質検査 3

80 農政部 畜産課
県単独試験研究費（除染後の牧草地
における草地管理技術の確立）

除染後の牧草地における管理技術検討 3

81 農政部 農山漁村なりわい課 鳥獣害防止対策事業
震災に起因し増大した野生鳥獣に対して，適
切な被害対策を指導できる人材の育成と対
策の強化等

3

82 水産林政部 森林整備課 防災林造成事業（保育）
被災した海岸防災林の復旧に際し，植栽木
の健全な成長のための雑草木刈払い，植栽
木の間引き等

2

83 水産林政部 森林整備課 防災林管理事業（標識設置事業）
被災した海岸防災林の復旧に際し，保安林
の適正管理を実施するための法令標識設置 4

84 水産林政部 水産業基盤整備課 栽培漁業種苗放流支援事業
震災起因のアワビ漁獲量の減少分に応じ
て，漁業者が負担する県産アワビ種苗の購
入経費及びサケふ化放流事業

2

85 水産林政部 水産業基盤整備課 漁場生産力回復支援事業
漁業者が操業中に行うガレキの回収及び回
収したガレキの処分等 2

86 水産林政部 水産業振興課 水産物安全確保対策事業
魚市場や水産加工組合等への放射能測定
器導入（本県水産物：生鮮、水産加工品） 3

87 水産林政部 水産業振興課 水産物放射能対策事業
調査船による放射性物質検査用サンプルの
採取（水揚げ制限等で操業船が少ない海域
等における本県水産物）

3

88 水産林政部 水産業振興課 県産主要水産物販路拡大事業
震災の影響により主要出荷先である韓国へ
の販路を失ったホヤの国内販路拡大等 2

89 水産林政部 林業振興課 特用林産物放射性物質対策事業
特用林産物やほだ木などの簡易検査や精密
検査及び汚染の無い生産資材の購入支援
等

3

90 水産林政部 林業振興課 ほだ木等原木林再生実証事業
再生された広葉樹林の放射性物質の低減効
果検証 3



復興・サポート事業（候補）

No 担当部局 担当課室 復興・サポート事業名 事業内容 取組分野

91 土木部 道路課 道路維持修繕事業
復興事業で使用された大型車両による県管
理道路の路面損傷の補修及び台帳整備 4

92 土木部 防災砂防課 ３．１１伝承・減災プロジェクト
津波パネル展示・震災遺物の保存展示・東
日本大震災等大規模災害についての意識啓
発や被災事象の伝達

4

93 土木部 港湾課 港湾利用促進事業
仙台塩釜港仙台港区高砂コンテナターミナ
ルを利用する輸出コンテナ等に対する放射
線量の測定等

3

94 土木部 港湾課 港湾整備事業特別会計繰出金
港湾整備事業（震災減収対策企業債への利
子補填） 4

95 教育庁 総務課
東日本大震災みやぎこども育英基金
事業

震災により保護者を亡くした児童生徒等に対
する奨学金給付 1

96 教育庁 教職員課 学校復興支援対策教職員加配事業
児童生徒に対する学習指導やきめ細かな心
のケアのための教職員などの人的体制強化 1

97 教育庁 教職員課 心のケア研修事業 被災した児童生徒等の心のケアに関する研修会 1

98 教育庁 義務教育課 被災児童生徒就学支援（援助）事業
震災により経済的に就学等が困難となった世帯の
小・中学校等の児童生徒を対象とした学用品費，
通学費，給食費等の就学支援

1

99 教育庁 義務教育課 児童生徒の学習意識調査事業
児童生徒への震災の影響や学習・生活に関
する意識等の調査 1

100 教育庁 義務教育課 教育相談充実事業
震災により被災した児童生徒等への心のケ
アのためのスクールカウンセラー等による教
育相談，支援体制の整備

1

101 教育庁 義務教育課 いじめ・不登校等対策推進事業

震災等による環境の変化等を要因としたいじ
めや不登校等の課題を解決するためのス
クールソーシャルワーカーや支援員等の配
置・派遣等

1

102 教育庁 義務教育課
みやぎ子どもの心のケアハウス運営
支援事業

震災等に起因する心の問題から学校生活に
困難を抱えるようになった児童生徒の自立支
援等

1

103 教育庁 高校教育課
高等学校スクールカウンセラー活用
事業

被災地域の生徒の心のケアや問題解決のた
めの，スクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカーの配置・派遣等

1

104 教育庁 高校教育課
いじめ対策・不登校支援及び中途退
学防止事業（旧：いじめ対策・不登校
支援強化事業）

被災地域において，いじめや不登校への各
学校の対応を支援する心のケア支援員，心
のサポートアドバイザーの配置等

1

105 教育庁 高校教育課 高等学校等育英奨学資金貸付事業
震災により経済的に修学が困難になった生
徒に対する奨学資金の貸し付け 1



復興・サポート事業（候補）

No 担当部局 担当課室 復興・サポート事業名 事業内容 取組分野

106 教育庁 特別支援教育課 特別支援学校外部専門家活用事業
震災を経験した特別支援学校へのスクール
カウンセラーの派遣 1

107 教育庁 生涯学習課
地域と学校の新たな連携・協働体制
構築事業（旧：協働教育推進総合事
業）

被災地域を対象とした地域と学校の連携・協
働による放課後等の学習支援等 1

108 教育庁 生涯学習課 震災資料収集・公開事業
震災に関する記録・資料等を公開するデジタ
ルアーカイブシステムの運用 4

109 教育庁 生涯学習課 震災資料収集・公開事業
震災に関する記録・資料等を公開するデジタ
ルアーカイブシステムの運用（人件費） 4


