
Ⅱ 主な事業

（単位：千円，［ ］は債務負担行為）

１ 政策財政運営の基本方針に基づく主要政策

１ 県民生活を支える雇用の創出

（１）雇用の創出

（新規）・介護分野緊急雇用創出費（緊急雇用基金） １２３,８１６

求職者等に対し介護現場での短期的な雇用・就業機会を創出し、介護分野の人材を確保

（新規）・新規高卒未就職者対策費（緊急雇用基金） １３０,５５５

就職支援等を目的として、未就職の生徒を高校で実習等の補助業務職員として採用

（新規）・授産施設等強化促進費（ふるさと雇用基金） ３３６,００４

工賃倍増に取り組む授産施設等が授産製品の新規開発や営業活動強化のため求職者を雇用

（新規）・みやぎ犯罪防止パトロール事業費（ふるさと雇用基金） １５３,０００

２名１組のパトロール隊員が徒歩及び車両により、主に仙台市内の警戒活動等を実施

（拡充）・緊急雇用対策訓練費 ５０８,０００ （H21：２００,０００）

民間委託により介護やＩＴ分野等の雇用対策訓練を実施し、離職者の再就職を支援

（２）企業立地の推進

・企業立地促進奨励費 ４６８,０００ （H21：１,０５４,９３８）

県内に工場等を新設または増設した企業への奨励金

・企業立地促進法関連産業集積促進費 ４００,０００ （H21：４００,０００）

市町村が行うオーダーメイド型工場用地造成事業等に対する無利子等貸付金

（３）地元企業との取引拡大

（拡充）・自動車関連産業特別支援費 ５６,０００ （H21：４４,０００）

誘致企業とのマッチングや技術力向上を支援し、誘致企業と地元企業の取引を拡大

（拡充）・高度電子機械産業集積促進費 ２８,０００ （H21：４,０００）

半導体製造装置等４分野への市場参入を支援し、誘致企業と地元企業の取引を拡大



（４）農林水産業の強化

（新規）・農商工連携加速化推進費 ８,０５３

マッチングフェア開催など農商工分野の連携による新商品・サービスの開発推進等

（拡充）・新世代アグリビジネス総合推進費 ９６,８８２ （H21：３７,１６３）

経営基盤強化のための施設整備に対する助成などアグリビジネス経営体の育成を強化

（新規）・「優良みやぎ材」普及拡大対策費 １６,４００

優良みやぎ材を使用した住宅の新築に対する助成

（新規）・みやぎの食料自給率向上県民運動推進費 ２,０００

みやぎ食料自給率向上クラブを中心とした県民運動の展開、普及啓発等

（拡充）・こめ粉普及拡大プロジェクト推進費 ８,４００ （H21：３,３００）

学校給食における米粉製品利用への助成など米粉の普及、販路拡大に向けた取組

（５）観光による地域づくり

（拡充）・県政テレビ・ラジオ広報費 ３１,１８０ （H21：５７,１６１）

観光資源や食材・物産等の県外向け広報のためのＢＳデジタルテレビ放送の活用等

（新規）・栗駒山麓観光再生支援費 １６４,０００

誘客促進の取組やレストハウス等の再整備、観光施設整備資金に再生支援枠の創設等

２ 次世代の育成

（１）子育て支援

（拡充）・児童手当・子ども手当費 ５,２００,０００ （H21：４,６５９,６６９）

児童手当・子ども手当を支給する市町村への県負担金

（拡充）・保育対策等促進費 ４７６,５５８ （H21：４９６,５７４）

延長保育等を実施する保育所や預かり保育を実施する私立幼稚園への助成等

（拡充）・待機児童解消推進費 １,８５１,３０６ （H21：３４６,４９６）

保育所・事業所内保育所の整備や家庭的保育事業への助成により、待機児童の解消を推進

（拡充）・放課後児童対策費 ２７３,４９７ （H21：１９９,６０３）

小学校の余裕教室や児童館を活用した遊び・生活の場を提供し、健全育成を推進



（２）学力向上

（新規）・学習状況調査費 ３,０００

全国学力・学習状況調査が抽出調査方式になることに伴う補完調査の実施

（新規）・「学ぶ土台づくり」推進プログラム策定費 １,０００

幼児期における質の高い教育・保育の提供に向けた推進プログラムの検討等

（新規）・夢づくり支援事業費 ２,０００

児童生徒の勤労観や職業観を涵養し、主体的に進路を選択する能力育成等を支援

（拡充）・学力向上推進費 １８,３００ （H21：１３,９６９）

小中高校への指導主事等の派遣指導や医師を志す高校生の支援等の学力向上対策

（拡充）・進学拠点校学力向上事業費 ６,８００ （H21：７,０００）

強化合宿の開催など、仙台市以外の各地域拠点校における総合的な進路指導の実施

・学級編制弾力化推進費 １,３６５,６７９ （H21：１,３３６,１８４）

小学校１・２年生、中学校１年生で３５人学級編制を実施し、きめ細かな教育を推進

（拡充）・小・中学校外部人材活用事業費 ３９,８７５ （H21：４０,６５０）

社会人講師等の外部人材を活用し、少人数指導や習熟度別授業を充実強化

（拡充）・新学習指導要領推進費 ４３,７７０ （H21：１８,５６０）

小学校の理科・算数の授業時数増加に円滑に対応するための非常勤講師を配置

３ 安心できる生活環境の確保

（１）地域医療の充実

（新規）・救急搬送実施基準策定費 ７６０

傷病者の速やかな救急搬送・受入を実施するための基準の策定検討

（新規）・（仮称）宮城県医師育成機構運営費（地域医療再生基金） ２５,０８５

医療関係機関の連携により、医師定着に向けた体制を構築

（新規）・緊急看護師確保対策費（地域医療再生基金） ２０,０００

看護学生や未就業の看護師資格保有者の就職促進への助成

（新規）・周産期医療再生費（地域医療再生基金） １０６,４７２

ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）の増床や（仮称）極低出生体重児支援センターへの助成等



（新規）・県北地域医療再生費（地域医療再生基金） ５８４,５２２

登米医療圏等の医療機関再編やネットワーク化への助成等

（新規）・県南地域医療再生費（地域医療再生基金） ２４８,９７５

仙南医療圏の中核的病院の機能分化や連携強化への助成等

（２）介護サービスの充実

（拡充）・特別養護老人ホーム建設費 １,２１６,１８０ （H21：２５０,４６０）

特別養護老人ホームの新増設への助成により、入所待機者の解消を推進

（新規）・介護基盤緊急整備特別対策費（介護基盤緊急整備基金） ２,５０２,８３１

地域介護拠点施設の緊急整備や既存施設のスプリンクラー整備への助成

（新規）・介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費 ３,７３１,５１９

介護職員の処遇改善を行う事業者への助成等

（新規）・高齢者向け優良賃貸住宅供給促進費 １８,６００

石巻市において民間事業者が実施する高齢者向け優良賃貸住宅整備に対する助成

４ 持続的な社会の基盤づくり

（１）クリーンエネルギー社会の実現

（新規）・みやぎＥＶ・ｐＨＶタウン形成推進費 １,０００

ＥＶ（電気自動車）やｐＨＶ（プラグインハイブリッド車）普及に向けた体制の構築等

（新規）・地域環境保全特別基金事業費 ５３１,６８７

公共施設や民間施設の省エネルギー化推進に対する助成等

（２）震災対策

・災害対応型交通安全施設整備費 ２２,０００ （H21：２２,０００）

停電時でも緊急輸送路を確保するため、自動起動式発動発電機を交通信号機に整備

（新規）・医療施設耐震化臨時特例基金事業費 ４５６,２９９

災害拠点病院等の耐震化への助成



（拡充）・木造住宅等震災対策費 ９０,３３８ （H21：８１,０００）

宮城県沖地震の再来に備えた木造住宅耐震診断の実施、改修工事への助成等

（新規）・地震被害想定調査費 ２１,７００ ［２２,０００］

地震による人的被害等を算出する被害想定を策定するための調査委託等

２ ビジョンの着実な推進に資する主な施策

１ 富県宮城の実現 ～県内総生産１０兆円への挑戦～

（拡充）・みやぎｅ－ブランド確立支援費 ２３,２００ （H21：２３,０１９）

県内ＩＴ関連企業が実施する無償試用提供や商品開発への助成等

（新規）・漁業生産基盤施設等整備費 １３７,４３８

さけ・ます孵化増殖施設を整備する江合川漁業協同組合に対する助成等

（拡充）・進路達成支援費 ４,５００ （H21：４,６００）

進路探求ワークショップや未内定者向けガイダンスなどの就職達成セミナー等の開催

（拡充）・みやぎクラフトマン２１事業費 ３２,０００ （H21：３４,７００）

工業高校等で企業ＯＢなどによる実践指導により、ものづくり産業を支える人材を育成

（拡充）・農業経営基盤強化促進費 １１０,４２８ （H21：８,５８２）

農業担い手の育成確保を図るための農地の面的集積や農業用機械・設備導入への助成等

（拡充）・中小企業経営安定資金貸付金等 ９６,２７７,８３５ [２５７,０００]

（H21：９０,６４９,０４２）

緊急保証制度に伴う資金需要の増加に対応し、セーフティネット資金融資枠を大幅に拡充

（拡充）・仙台国際貿易港整備費（特別会計） １,１３１,４００ （H21：１,７４４,５４０）

仙台塩釜港高砂コンテナターミナル拡張の整備促進等

（新規）・有料道路料金割引社会実験費 ４９,２４０

物流効率化や低コスト化のために県道路公社が実施する料金割引社会実験への助成等

・大衡インターチェンジ（仮称）等整備費 ７２０,０００ （H21：１,１４０,０００）

年度内に完成する予定の大衡インターチェンジ（仮称）とその関連道路の整備



２ 安心と活力に満ちた地域社会づくり

・乳幼児医療助成費 ９６０,２３９ （H21：９１４,９５２）

乳幼児の適正な医療機会の確保と健全育成のための医療費助成

（新規）・特別支援学校新設費 ６１,０００ ［５０,０００］

仙台圏域の児童・生徒の増加に伴う校舎等狭隘化の解消を目的とした新設校の設計費等

（拡充）・特別支援学校仮設校舎等整備費 １４,０８２ ［１２６,０００］ （H21：５,２６９）

小・中学部の児童・生徒増に伴う、光明・利府・名取の各支援学校への仮設校舎の増築

・産業人材育成重点化モデル事業費 ５,２００ （H21：５,２００）

モデル校にコーディネーターを配置し、企業ニーズに対応した実践的キャリア教育を実施

（新規）・発達段階に応じたキャリア教育支援費 ２,０００

小・中学校のモデル校において職場体験等の先進的なキャリア教育の取組を実施

（新規）・私立高等学校等就学支援費 ２,１７０,０００

教育費負担の軽減を図るため、私立高校生等に就学支援金として授業料の一部を助成

・私立学校助成費 １１,１９０,３５１ （H21：１１,５８６,８６６）

私立学校に対する運営費助成や保護者の負担軽減を図る授業料軽減補助等の実施

（拡充）・高等学校入学者選抜改善費 ２,０００ （H21：１,４６０）

平成２５年度入試から実施予定の新入試制度に係る説明会の開催やリーフレットの作成等

・後期高齢者医療給付費負担金 １５,８００,０００ （H21：１５,５００,０００）

７５歳以上の高齢者等を対象とした医療制度への県負担金

（新規）・ねんりんピック宮城・仙台大会開催費 ９,４００

平成２４年開催の第２５回大会実行委員会への県負担金

・介護保険給付費負担金 １８,８００,０００ （H21：１８,０００,０００）

介護保険を運営する市町村への県負担金

（拡充）・障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費 ２,１７４,９２０ （H21：６４８,９０７）

事業運営の安定化や職員の処遇改善を行う事業者への助成等

・地方生活バス路線対策費 １２９,６１６ （H21：１３３,１５７）

生活交通バスを運行する市町村や事業者に助成を行い、地域のバス路線を維持



（新規）・離島航路事業者提案型事業費 １,５００

事業者が新たに実施する離島航路の利用者拡大に向けた事業への助成

・（仮称）機動センター建設費 ２１３,６６４ ［１,９０３,０００］

（H21：３４,９５０）

機動警ら隊、交通機動隊、機動捜査隊等の庁舎建築工事

３ 人と自然が調和した美しく安全な県土づくり

（拡充）・産業廃棄物税基金事業費 ４２３,７５６ （H21：４０４,７０４）

産業廃棄物の発生抑制やリサイクルの取組に対する支援、不適正処理対策の強化

（新規）・水産資源環境整備費 １３０,０００

気仙沼漁港の老朽化した海面清掃船「清港丸」の代船建造

（新規）・防災公園整備費 １６,０００

加瀬沼公園における耐震性貯水槽などの防災機能整備

（新規）・広域水道送水管連絡管整備検討費（企業会計） １０,０００

災害時の漏水等対策を強化するため仙南・仙塩広域水道送水管のバックアップ体制を検討

（新規）・消防学校移転整備費 ３,６９６ ［１０,０００]

ＰＦＩ事業として実施するための実施設計及び建設モニタリング業務委託等

３ ビジョンの実現を支える連携・協働体制の構築と効率的な県政運営の確保

・市町村振興総合支援費 ６９１,８００ （H21：６９１,８００）

選択裁量型の市町村振興総合補助金による個性的で独自性のあるまちづくり支援

（新規）・市町村広域行政調査研究費 ２,６６０

合併の経緯や合併後のまちづくりなど市町村合併の調査研究等の実施

（拡充）・新聞紙面購入広報費 ２５,３０３ （H21：７,３０３）

「県からのお知らせ」のほか、毎月１回、県政の最新情報を新聞紙面で紹介

（新規）・核燃料税交付金 １９１,６５６

原子力発電所周辺地域の振興を図るため、公共用施設の整備経費等として関係市町に交付

（新規）・次期税務総合管理システム開発導入費 ３５,０００

新たなシステムの開発に係る基本計画、業務要件定義等の策定委託



・公立大学法人宮城大学運営費交付金 １,９２３,４５９ （H21：１,９７１,８０９）

独立行政法人である宮城大学に人件費や運営経費等、業務運営に必要な経費を助成

・仙南工業用水道事業廃止関係費（企業会計） １５,９２０,０１６

事業廃止に伴う企業債繰上償還及び会計処理関連経費等

・県立病院地方独立行政法人化準備費（企業会計） ８８,９０９

財務会計等システム開発など地方独立行政法人化に向けた準備経費

・参議院議員選挙費 １,１４４,０００

参議院議員通常選挙に要する選挙執行事務費等

・国勢調査費 １,０２７,２２１

国、県、市町村の各種行政施策等の基礎資料作成のために５年に一度実施する全国調査


