
主な事務事業の見直し検討一覧

【産業経済部】 （単位：千円）

（１） 非常勤職員の削減

産業人材育成課 講師手当等 9,561 4,780 ○ 節減・縮小（時間数の見直し）

森林整備課 保安林管理事業 8,912 8,884 ○ 業務の直営化

（２） 臨時職員の削減

畜産課 事務費 11,924 11,924 ○ 事務管理経費の節減

研究開発推進課 農業・園芸総合研究所管理費 166,296 163,637 ○ パート職員の削減等による節減

研究開発推進課 畜産試験場管理費 56,683 55,893 ○ パート職員の削減等による節減

研究開発推進課 水産系試験研究機関一般管理費 5,088 5,088 ○ 臨時職員雇用期間縮小・委託見直し

（３） 県立施設管理運営費の削減

畜産課 岩出山牧場管理運営費 102,489 64,370 ○ 指定管理者制度の導入

農地整備課 栗駒ダム水利施設保全対策事業費 20,724 20,724 ○ 管理委託内容の見直しによる削減

農地整備課 海岸堤防管理費 3,100 3,100 ○ 補修工事の年次計画見直しによる削減

農地整備課 地すべり防止管理費 6,882 6,882 ○ 業務委託内容見直しによる削減

研究開発推進課 旧古川農業試験場跡地管理費 1,898 1,898 ○ 委託業務の直営化による廃止

研究開発推進課 水産系試験研究機関管理費 91,793 91,636 ○ 事務管理経費の節減

研究開発推進課 水産系試験研究機関施設等整備費 10,500 10,500 ○ 事務管理経費の節減

研究開発推進課 漁業指導調査船運航費 36,815 36,815 ○ 定期検査工事の終了等による縮小

研究開発推進課 産業技術総合センター設備拡充事業費 46,565 23,283 ○ 事業内容見直しによる縮小

研究開発推進課 産業技術総合センター技術協力事業費 3,939 △ 3,561 ○ 事務管理経費の節減

（４） そのほか内部管理経費の削減　

当初
予算額

課室名 事務事業名 見直しの概要

廃止 統合
うち

一般財源
縮小 その他

見直し区分平成１７年度
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【産業経済部】 （単位：千円）

当初
予算額

課室名 事務事業名 見直しの概要

廃止 統合
うち

一般財源
縮小 その他

見直し区分平成１７年度

産業経済総務課 事務費 56,216 56,216 ○ 事務管理経費の節減

産業経済総務課 産業経済情報サービス事業 16,069 16,069 ○ 委託業務内容・項目の見直しによる経費節減

産業経済総務課 産業経済企画調整推進事業費 8,538 8,538 ○ 事業内容見直しによる縮小

産業経済総務課 企画広報推進事業費 4,280 4,280 ○ 事務管理経費の節減

産業経済総務課 農業拠点形成支援事業費 3,000 3,000 ○ 事業内容見直しによる縮小

産業経済総務課 産業振興関連球団活用総合事業 5,000 5,000 ○ 事業内容見直しによる縮小

産業立地推進課 仙台北部工業団地誘致活動費 2,966 2,966 ○ 事業内容見直しによる経費削減

産業立地推進課 外資系企業誘致活動費（国内） 3,204 3,204 ○ 進出可能企業調査委託事業の削減等

産業立地推進課 立地PR資料作成費 14,452 14,452 ○ 事業内容見直しによる経費削減

産業立地推進課 賃貸制度事業費 2,694 2,694 ○ 事業内容見直しによる経費削減

産業人材育成課 障害者就農支援モデル事業 4,259 4,259 ○ 事務管理経費の節減

産業人材育成課 農業実践大学校費管理費 16,309 15,668 ○ 事務管理経費の節減

観光課 事務費 3,073 3,073 ○ 事務管理経費の節減

観光課 各種印刷物作成費 8,002 8,002 ○ 事業内容見直しによる縮小

食産業・商業振興課 土づくり推進事業費 8,254 4,127 ○ 事務管理経費の節減

食産業・商業振興課 環境にやさしい農業定着促進事業費 3,275 △ 1,125 ○ 事務管理経費の節減

食産業・商業振興課 県産品販路拡張推進事業費 5,160 5,160 ○ 事業内容見直しによる縮小

農業振興課 農用地土壌汚染対策推進事業 8,732 8,732 ○ 事務管理経費の節減

農業振興課 普及指導員活動費 18,636 3,506 ○ 事務管理経費の節減

農業振興課 現地活動強化特別事業 3,620 1,811 ○ 事務管理経費の節減

農業振興課 みやぎの養液栽培普及推進事業 3,600 3,600 ○ 事務管理経費の節減
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【産業経済部】 （単位：千円）

当初
予算額

課室名 事務事業名 見直しの概要

廃止 統合
うち

一般財源
縮小 その他

見直し区分平成１７年度

農業振興課 安全・安心サポート普及活動推進事業 2,975 2,975 ○ 事務管理経費の節減

農産園芸課 県・市町村推進費 84,396 5,676 ○ 事務管理経費の節減

農産園芸課 宮城県米づくり推進事業費 5,508 5,508 ○ 事務管理経費の節減

農産園芸課 高品質宮城米優良種子確保事業費 40,552 28,179 ○ 事務管理経費の節減

農産園芸課 米ビジネス推進事業費 30,446 28,000 ○ 事業内容見直しによる縮小

畜産課 家畜伝染病予防事業費 51,234 △ 772 ○ 事務管理経費の節減

畜産課 家畜衛生対策事業費 17,537 8,770 ○ 事務管理経費の節減

農村基盤計画課 農業土木技術職員専門研修費 2,352 2,352 ○ 事務管理経費の節減

林業振興課 地域森林計画編成等事業 3,154 3,154 ○
計画樹立年（５年に２箇所）に当たらず変更年のための事業縮小
と、経費の縮減

森林整備課 保安林損失補償事業 9,300 4,650 ○ 補償評価の見直しによる削減

漁業振興課 事務費 6,550 6,550 ○ 事務管理経費の節減

漁業振興課 みやぎの水産加工振興対策事業 2,338 2,338 ○ 補助金等の縮小

漁業振興課 水産物産地衛生管理定着事業 3,000 3,000 ○ 事務事業見直しによる縮小

漁業振興課 サケ・マス・リバイバル事業 42,151 21,104 ○ 事業内容見直しによる縮小

漁港漁場整備課 事務費 7,319 7,304 ○ 事務管理経費の節減

研究開発推進課 職員研修事業 5,332 5,332 ○ 事務管理経費の節減

研究開発推進課 古川農業試験場管理費 121,169 121,059 ○ 臨時職員の削減及び光熱水費の節減

研究開発推進課 林業試験場管理費 11,343 10,906 ○ 臨時職員の削減等による節減

研究開発推進課 産業技術総合センター庁舎管理費 143,116 138,884 ○ 事務管理経費の節減

研究開発推進課 試験研究機関業務外部評価推進事業費 3,434 3,434 ○ 事業内容見直しによる縮小

研究開発推進課 知的財産維持管理・運営費 10,217 2,400 ○ 事務管理経費の節減
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【産業経済部】 （単位：千円）

当初
予算額

課室名 事務事業名 見直しの概要

廃止 統合
うち

一般財源
縮小 その他

見直し区分平成１７年度

経済産業再生戦略局 事務費 3,951 3,951 ○ 事務管理経費の節減

（５） 市町村に対する補助等の見直し

農業振興課 宮城米流通対策事業 7,636 7,636 ○ 事業内容の見直しによる補助金の削減

農業振興課 土壌汚染対策事業 21,468 21,468 ○ 事業規模の縮小による補助金の削減

農地整備課 経営体育成促進事業費 453,749 202,693 ○ 事業内容見直しによる交付金の削減

農地整備課 基幹水利施設管理事業費 87,562 43,431 ○ 施設補修年次計画の見直しによる市町村への補助金削減

むらづくり推進課 新山村振興等農林漁業特別対策事業費 50,012 8,275 ○ 年次事業計画の見直しによる交付金の削減

むらづくり推進課 基盤促進事業費 300,076 69,587 ○ 年次事業計画の見直しによる交付金の削減

林業振興課 林業経営構造対策事業 62,863 10,938 ○ 事業内容の見直しによる補助金の削減

漁港漁場整備課 漁業経営構造改善事業費 199,301 33,875 ○ 補助事業の調整

（６） 公社等外郭団体に対する補助等の見直し

新産業振興課 産学官連携成果活用推進事業 11,568 11,568 ○ 補助交付先の管理経費，事務経費の削減

経営金融課 中小企業再生支援協議会運営費補助事業費 2,615 2,615 ○ 事業経費の見直しによる節減・削減

観光課 （社）宮城県観光連盟補助金費 32,300 32,300 ○ 補助金の縮小

観光課 広域観光重点推進対策事業費 13,168 13,168 ○ 補助金の縮小

農業振興課 農地保有合理化促進事業費 236,839 58,477 ○ 事業内容の見直しによる補助金の削減

畜産課 自衛防疫強化総合対策事業費 7,793 7,733 ○ ワクチン接種事業の削減

農村基盤計画課 土地改良事業推進対策費 8,381 4,191 ○ 事業内容見直しによる補助金の削減

農村基盤計画課 土地改良区統合整備事業 2,447 2,447 ○ 事業内容見直しによる補助金の削減

農地整備課 経営構造対策推進事業費 20,990 8,495 ○ 事業内容見直しによる交付金の削減

農地整備課 水土保全対策事業費 7,465 3,733 ○ 事業内容見直しによる補助金の削減
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【産業経済部】 （単位：千円）

当初
予算額

課室名 事務事業名 見直しの概要

廃止 統合
うち

一般財源
縮小 その他

見直し区分平成１７年度

森林整備課 森林整備活性化事業 6,000 6,000 ○ 補助金の削減

（７） 各種団体に対する補助等の見直し

新産業振興課 みやぎいいモノテクノフェア開催事業 12,500 12,500 ○ 開催形態の見直しに伴う削減

産業立地推進課 工場再活用等雇用創出促進事業 10,000 10,000 ○
新奨励金制度（新規雇用奨励金）制定に伴う当該制度奨励金の
削減

経営金融課 浜のマネージメント・リーダー育成支援事業費 3,314 3,314 ○ 事業経費の見直しによる節減・削減

団体指導検査課 中小企業連携組織対策事業費補助 174,196 157,488 ○ 研修経費の低減等

団体指導検査課 小規模事業経営支援事業費補助 2,224,753 2,063,429 ○ マスタープランに基づく商工会合併に伴う人件費の削減等

産業人材育成課 認定団体促進指導費（認定職業訓練事業費補助） 58,728 29,364 ○ 認定職業訓練補助金の基準単価の減額による削減

産業人材育成課 食べらｉｎみやぎ事業 3,800 3,800 ○ 食べらｉｎみやぎ実行委員会に対する負担金の削減

労政・雇用対策課 シルバー人材センター設立育成事業費 32,100 32,100 ○ 補助金の縮小

観光課 各種協議会費 10,160 10,160 ○ 負担金等の縮小

食産業・商業振興課 商店街魅力アップ総合支援事業費 3,792 3,792 ○ 中心市街地にぎわいづくりサポート事業費を統合

食産業・商業振興課 宮城米広報宣伝事業費 26,990 26,990 ○ 事業内容の見直しによる負担金の削減

食産業・商業振興課 畜産物消費拡大事業費 7,152 7,152 ○ 事業内容の見直しによる補助金の削減

食産業・商業振興課 物産展開催事業費 22,864 22,864 ○ 東京アンテナショップ開設に伴う首都圏物産展開催の見直し

農産園芸課 宮城県水田農業推進協議会負担金 7,250 7,250 ○ 負担金の縮小

農産園芸課 種子センター整備事業費 126,120 10,000 ○ 終期到来

農産園芸課 宮城米学校給食実施事業費 2,000 2,000 ○ 事業内容見直しによる補助金の削減

農産園芸課 山の幸振興総合対策事業費 4,046 4,046 ○ 事業内容見直しによる補助金の削減

畜産課 家畜改良促進事業費 2,354 2,354 ○ 共進会補助金等の削減等

農村基盤計画課 農業用排水機維持管理費 9,522 9,522 ○ 補助額の見直し
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【産業経済部】 （単位：千円）

当初
予算額

課室名 事務事業名 見直しの概要

廃止 統合
うち

一般財源
縮小 その他

見直し区分平成１７年度

農村基盤計画課 農業用用排水路安全施設整備事業費 1,800 1,800 ○ 終期設定の前倒し

農村基盤計画課 農村サポートセンター設置支援事業費 2,000 2,000 ○ 補助事業の調整

農村基盤計画課 土地改良施設維持管理適正化事業費 119,265 119,265 ○ 事業採択年度の調整

農村基盤計画課 阿武隈大堰管理費負担金 29,435 29,435 ○ 関係機関との協議による削減

農地整備課 事務費 4,327 4,327 ○ 事務管理経費の節減

農地整備課 国営造成水利施設保全対策事業費 47,598 11,374 ○ 施設補修年次計画の見直しによる施設管理者への補助金削減

農地整備課 新農業水利システム保全対策事業費 43,133 8,968 ○ 施設補修年次計画の見直しによる施設管理者への補助金削減

むらづくり推進課 グリーン・ツーリズム促進支援事業費 7,500 7,500 ○ 推進協議会が設立され，初期費用の減少に伴う補助金の削減

森林整備課 松くい虫被害等総合対策事業 120,664 54,157 ○ 事業内容の見直しによる補助金等の削減

漁業振興課 漁業無線局維持管理費 15,107 15,107 ○ 負担金の縮小

漁業振興課 全国蒲鉾品評会開催支援事業 1,500 1,500 ○ 終期到来

漁業振興課 ブランド水産物資源増大事業 22,532 8,859 ○ 補助金等の縮小

漁業振興課 漁業秩序維持対策事業 5,260 5,260 ○ 補助金の縮小

（８） 県民に対する補助等の見直し

新産業振興課 中小企業経営革新事業費補助事業 63,662 39,432 ○ 補助件数の減による削減

経営金融課 農業近代化資金利子補給 71,494 71,494 ○ 過年度融資分の償還による利子補給の減

経営金融課 農業公害防止資金利子補給 8,757 8,757 ○
過年度融資分の償還による利子補給の減及び事業目的達成に
よる新規融資分の利子補給の廃止

経営金融課 農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給 4,093 4,093 ○
過年度融資分の償還による利子補給の減及び事業目的達成に
よる新規融資分の利子補給の廃止

経営金融課 農地規模拡大資金利子助成事業費補助金 5,160 5,160 ○
過年度融資分の償還による利子補給の減及び事業目的達成に
よる新規融資分の利子補給の廃止

経営金融課 農業災害対策資金利子補給（平成１５年） 20,031 20,031 ○ 過年度融資分の償還による利子補給の減

経営金融課 漁業近代化資金利子補給 77,267 77,267 ○ 過年度融資分の償還による利子補給の減
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【産業経済部】 （単位：千円）
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経営金融課 漁業経営維持安定資金利子補給 8,643 8,643 ○ 過年度融資分の償還による利子補給の減

経営金融課 青年漁業者支援資金利子補給 18,686 18,686 ○ 過年度融資分の償還による利子補給の減

経営金融課 水産物生産流通等高度化資金利子補給 1,486 1,486 ○ 過年度融資分の償還による利子補給の減

経営金融課 漁協事業基盤強化総合対策資金利子補給 2,704 2,704 ○ 過年度融資分の償還による利子補給の減

経営金融課 漁業経営高度化促進支援資金利子補給 6,543 4,812 ○ 過年度融資分の償還による利子補給の減

経営金融課 水産業災害対策資金利子助成 2,297 2,297 ○ 過年度融資分の償還による利子補給の減

経営金融課 被災中小企業者対策資金利子補給事業補助 1,875 1,875 ○ 過年度融資分の償還による利子補給の減

経営金融課 宮城県信用保証協会経営基盤強化対策事業費 159,788 159,788 ○ 保証承諾数の減による実績見合いでの削減

産業人材育成課 訓練手当給付費 100,097 50,049 ○ 受講指示対象者数の減少に伴う縮小

労政・雇用対策課 みやぎ雇用創出対策費 12,100 12,100 ○ 補助件数の見直しによる補助金の縮小

畜産課 肉用牛価格安定対策事業費 87,789 84,859 ○ 未加入生産者を助成対象外とし削減

農地整備課 経営構造対策事業費 161,817 30,000 ○ 年次事業計画の見直しによる交付金の削減

むらづくり推進課 中山間地域等直接支払交付金事業費 323,389 111,502 ○ 制度改正に伴う集落協定見直しによる減

林業振興課 みやぎ材ブランド化促進事業 7,464 6,725 ○ 生産者団体に対する補助金の廃止による縮小

（９） 民間委託事業の見直し

産業立地推進課 外資系企業誘致活動費（国外） 3,500 3,500 ○ 進出可能企業調査委託事業の削減

産業人材育成課 農産学部移転整備事業 2,861 2,861 ○ 職員による管理に切り替え

国際経済課 貿易情報発信事業 33,505 24,721 ○ 貿易関係啓発事業に係る施設賃借面積及び月額賃料の見直し

食産業・商業振興課 消費購買動向調査事業費 4,000 4,000 ○ 終期到来

農産園芸課 学校給食地域食材利用拡大事業費 3,200 3,200 ○ 事業内容見直しによる縮小

畜産課 畜産経営技術高度化促進事業費 11,444 5,722 ○ 委託事業の縮小
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畜産課 優良肉用牛資源供給事業費 90,688 90,688 ○ 事業執行方法の見直しによる一般財源の削減

畜産課 家畜保健衛生費 28,368 23,084 ○ 死亡牛処理業務補助委託の見直しによる削減

農村基盤計画課 農業水利権管理事業費 8,344 8,344 ○ 委託業務の一部直営

農村基盤計画課 国直轄事業負担金償還対策費 1,078 1,078 ○ 非予算的手法による実施

農村基盤計画課 県営かんがい排水事業調査費 27,750 13,875 ○ 委託業務の一部直営

農村基盤計画課 県営ほ場整備事業調査費 32,966 16,483 ○ 委託業務の一部直営

農村基盤計画課 中山間地域総合整備事業調査費 5,848 2,924 ○ 委託業務の一部直営

農村基盤計画課 農業水利施設更新計画策定事業 2,000 2,000 ○ 委託業務の一部直営

林業振興課 森林情報管理システム運用・保守管理事業 10,197 9,442 ○ 事業内容見直し（保守工数短縮等）による縮減

林業振興課 木材産業構造改革事業 69,188 13,066 ○ 施設整備計画の調整による補助金の削減

森林整備課 森林公益機能回復モデル事業 3,602 3,602 ○ 事業内容の見直しによる委託料の削減

森林整備課 保安林台帳整備事業 1,017 1,017 ○ 委託業務の直営化による節減

漁業振興課 栽培漁業種苗生産事業 36,121 12,717 ○ 事業内容見直しによる縮小

漁港漁場整備課 沈廃船等対策費 3,490 2,990 ○ 事業内容見直しによる縮小

（10） そのほか事務事業の見直し

新産業振興課 東北インテリジェント・コスモス構想推進事業 13,200 13,200 ○ 推進体制の見直しによる削減，他事業へ一部統合

新産業振興課 機械類貸与資金貸付事業 337,342 23,624 ○ 事業内容の見直しによる補助金の廃止

新産業振興課 県中小企業支援センター事業 17,525 12,662 ○ みやぎマーケティング・サポート事業へ組替え統合

新産業振興課 高度技術振興事業運営費補助事業 1,608 1,608 ○ 県中小企業支援センター事業へ統合

新産業振興課 新成長産業進出計画支援事業 6,579 6,579 ○ 中小企業経営革新事業費補助事業へ統合

経営金融課 中小企業経営安定資金等貸付金 35,436,000 △ 268 ○ 利子収入の増による一般財源の減
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団体指導検査課 農協合併推進助成費補助 1,000 1,000 ○ 終期到来

産業人材育成課 一般管理費 87,866 38,936 ○ 事務管理経費の節減

産業人材育成課 委託訓練費 66,827 1,775 ○ 事業内容見直しによる縮小

産業人材育成課 婦人訓練費 6,810 3,405 ○ 事業内容見直しによる縮小

産業人材育成課 維持補修費 2,558 2,558 ○ 節減・縮小

産業人材育成課 機械器具購入費 49,319 24,660 ○ 節減・縮小

産業人材育成課 青年農業者育成確保推進事業 12,162 3,955 ○ 事務管理経費の節減

産業人材育成課 農業実践大学校費教育費 31,800 15,803 ○ 事務管理経費の節減

労政・雇用対策課 職場適応訓練事業費 35,321 17,384 ○ 訓練件数の見直しによる縮小

労政・雇用対策課 新規高卒未就職者対策費 48,818 48,818 ○
事業内容の見直しによる新規高卒未就職者の非常勤職員雇用
の廃止

観光課 公園施設維持補修費 38,882 38,882 ○ 事業内容見直しによる縮小

観光課 蔵王山地域登山歩道整備事業費 20,000 10,000 ○ 事業内容見直しによる縮小

食産業・商業振興課 企業的ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ経営体育成支援 3,377 3,377 ○
「食と農の県民条例基本計画」策定に合わせ，新世代アグリビジ
ネス総合推進事業へ統合

食産業・商業振興課 体感「くりはら」恵みの郷づくり事業費 1,643 1,643 ○
「食と農の県民条例基本計画」策定に合わせ，新世代アグリビジ
ネス総合推進事業へ統合

食産業・商業振興課 地域食材マーケティング支援事業費 5,100 5,100 ○
「食と農の県民条例基本計画」策定に合わせ，新世代アグリビジ
ネス総合推進事業へ統合

食産業・商業振興課 地域産業活性化支援事業費 17,000 17,000 ○
補助採択件数の見直し，地域産業集積中小企業活性化事業費を
統合

食産業・商業振興課 地域産業集積中小企業活性化事業費 18,760 9,380 ○ 事業内容を見直し，地域産業活性化支援事業費へ統合

農産園芸課 園芸特産重点強化推進事業費 1,398 1,398 ○
園芸特産基本計画策定に伴い園芸特産構造改革推進事業費に
統合

農産園芸課 みやぎの園芸新品種育成推進事業費 12,195 10,195 ○ 園芸特産基本計画策定に伴い優良種苗供給事業費に統合

農産園芸課 園芸特産振興推進体制強化事業費 7,327 7,327 ○
園芸特産基本計画策定に伴いみやぎの強い園芸特産戦略産地
育成事業費に統合

農産園芸課 仙台野菜地産地消・ブランド推進事業費 1,500 1,500 ○
園芸特産基本計画策定に伴い園芸特産新品種産地化事業費に
統合
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農産園芸課 青果物トレーサビリティシステム導入促進対策事業 10,264 10,264 ○ 野菜衛生管理生産規範推進事業に組替え

畜産課 乳用牛群検定指導強化事業費 11,195 △ 6,787 ○ 歳入増による歳出の節減

畜産課 肉用牛集団育種推進事業 32,723 26,724 ○ 国庫購入検定牛の償還対象頭数の減

農村基盤計画課 みやぎの田園環境創造調査事業費 2,000 1,000 ○ 平成18年度対象地区該当無し

農村基盤計画課 財産調査管理費 3,303 △ 3,592 ○ 使用料収入の増

農村基盤計画課 担い手育成支援事業費 79,501 78,371 ○ 自然減

農地整備課 多機能植物水質浄化実証事業 3,400 3,400 ○ 終期到来

森林整備課 林業公社分収造林事業貸付金 280,000 280,000 ○ （社）宮城県林業公社への貸付金の削減

漁業振興課 沿岸・沖合漁業取締事業 116,000 116,000 ○ 自然減

漁港漁場整備課 漁港漁村活性化対策事業費 250,000 87,500 ○ 終期到来

研究開発推進課 農業・園芸総合研究所県単試験費 27,255 22,205 ○ 事業内容見直しによる縮小

研究開発推進課 古川農業試験場県単試験費 27,921 18,621 ○ 事業内容見直しによる縮小

研究開発推進課 優良種苗確保対策・品種改良事業 6,664 3,875 ○ 事業内容見直しによる縮小

研究開発推進課 水産研究開発センター県単試験費 4,034 4,034 ○ 事業内容見直しによる縮小

研究開発推進課 産業技術総合センター県単試験費 22,304 22,304 ○ 事業内容見直しによる縮小

研究開発推進課 創造的付加価値創出型研究開発等推進事業費 11,885 10,785 ○ 事業内容見直しによる縮小
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