
令和４年度目玉施策！ 事業費（新規・組替）：約３億円

＜若者の県内定着に向けた施策＞ ＜出生率向上に向けた施策＞

狙い ◎若者の意見を徹底的に取り入れたターゲッティングな施策を打ち出し，高い政策効果を上げる。
◎既存事業も含めたトータルの政策パッケージを打ち出し，社会全体の機運を醸成する。
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・AI結婚マッチング（継続）

・若者のためのライフプラン形成支援（継続）

・不妊検査費用助成事業（新規）【保福部 40,000】

・乳幼児医療費助成（継続）

R4新規・組替事業費：125,354千円

・みやぎっこ応援ローン（継続）

・小学校入学準備支援（継続）・放課後子ども支援（継続）

・少子化対策市町村支援事業（組替）【保福部 42,000】

（産前・産後ケアの拡充）

・結婚・子育て応援パスポート事業（組替）
【保福部 12,000】

※【 】内は千円

・女性活躍のための総合情報サイト創設【環生部 9,560】

・「キラリ！農スタイル」魅力発信事業（新規）【農政部 6,500】

・みやぎのキラリ輝く女性応援事業（組替）【農政部 15,500】

・地域社会における女性・子供の見守り事業（新規）
【警察本部 5,100】

・学生と企業への意識調査・分析【環生部 8,160】

・企業経営者等への啓発【環生部 1,220】

R4新規・組替事業費：80,040千円

→ 環生部，経商部，農政部，水林部が連携

・総合型地域スポーツクラブと連携した子育て支援事業（新規）

【企画部 13,840】

・みやぎ・どこでも授乳室プロジェクト推進費（新規）
【保福部・経商部・水林部 11,423】

・部活動指導員配置促進事業（組替）【教育庁 6,091】

＜外国人材の受入促進に向けた施策＞

・外国人材マッチング支援事業（組替）【経商部 21,000】

・地域日本語教育体制構築事業（新規）【経商部 7,484】

・外国人児童生徒受入拡大対応事業（新規）【教育庁 13,265】

R4新規・組替事業費：54,349千円

・日本語学校開設検討事業（新規）【経商部 2,500】

全
体

・保育所等整備（継続）

・みやぎ女性応援プロジェクト（新規）

・特定不妊治療助成事業（継続）

・少子化対策市町村支援事業（組替：再掲）
（一時預かりやファミリーサポートセンター事業の拡充）

・Z世代推し事（お仕事）はかどるプロジェクト（新規）
【経商部 34,000】

資料１ｰ２

・外国人材高度化転換支援事業（新規）【経商部 10,100】

・「地域課題解決型」人口減少・少子化等地域対策強化事業（新規）【企画部 35,000】

＜各地方振興事務所における地域対策事業＞



次世代育成・応援基金の概要

人口減少を緩やかにする
ための取組を基金で実施

→出生率向上！
社会増対策！

新ビジョンで新たに
「子ども・子育て」を柱立て
→富県戦略で得られた富の循環
によって子ども・子育て分野を
充実！
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宮城県の将来人口推計
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再就職就職 人材育成結婚 妊娠 子育て出産

若者の県内定着・活躍応援！結婚・出産等の希望を叶える！

目的 子ども・子育て分野等の安定的な財源を確保し、政策効果の高い新規施策を展開する

概要

期 間 令和４年度から令和１２年度まで活用

積立規模 当初２０億円（R3年度2月補正10億円＋R4年度当初10億円）

※今後、取組の進捗状況に応じて追加の積み立ても検討。

支出規模 約２億円／年（取崩型）

使途 子ども・子育て支援及び若者の職業生活における活躍の推進を図るための施策

子ども・子育て支援 若者の職業生活における活躍

基金の活用イメージ
（政策課題枠事業の検討プロセスにより、総合政策課と財政課で基金充当事業を選定）

【背景】

○ 結婚・出産・子育てを応援する環境の整備
（取組例：産前・産後ケア、授乳室設置）

○ 家庭・地域・学校の連携・協働による子どもを支える
体制の構築

（取組例：家庭教育支援）

○ 若者にとって暮らしやすい・働きやすい地域づくり
（取組例：若者の流出防止・定着対策）

○ 若者の活躍支援・就職支援
（取組例：企業と学生のマッチング、就労継続支援）

※通常の学校教育への取組は基金の対象外

活躍応援



次世代育成・応援基金 Ｒ４充当事業ラインナップ
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③結婚・子育て応援パスポート事業（保福）【12,000（6,413）】

→結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の充実に向けた応援パスポートの普及推進

新規

①少子化対策市町村支援事業（保福）【42,000（42,000）】

→地域の実情に応じた少子化対策を行う市町村への総合的な支援

拡充

④不妊検査費用助成事業（保福）【40,000（40,000）】

→不妊に悩む夫婦や子どもを望む夫婦の経済的負担の軽減など早期の不妊検査に向けた支援

新規

⑤みやぎ・どこでも授乳室プロジェクト推進費（保福・経商・水林）【11,423（6,440）】

→県産木材を活用した置き型授乳室の製作、市場ニーズの把握や販路構築の推進

新・拡

⑦みやぎ女性応援プロジェクト（環生）【19,500（9,470）】

→女性活躍に向けた若年女性層の就職・定着の推進

新規

【事業費（うち基金）】 単位：千円

②「地域課題解決型」人口減少・少子化等地域対策強化事業（企画）【17,500（17,500）】

→各圏域の実情に応じた人口減少・少子化対策等の推進

新規

計 156,263千円（131,578千円）

⑥総合型地域スポーツクラブと連携した子育て支援事業（企画）【13,840（9,755）】

→総合型地域スポーツクラブを活用した子育て女性支援プログラムの実施

新規

事業費は当該予算要求調書のうち次世代育成・応援に関する部分を抜粋



下線部：PROGRESS会議案件

【課題1-1】次世代放射光施設を核とした新たな産業の創出【1,010,000】（0）
経商部：「放射光施設設置推進事業」組替【1,010,000】組替（0）

【課題1-2】地域資源を活用した観光産業の振興【11,000】（6,000）
企画部：「戦略的関係人口構築・活用事業」新規【1,000】（1,000）

教育庁：「文化財を活用した地域活性化事業」新規【10,000】（5,000）

【課題1-3】「食材王国みやぎ」食のバリューチェーン構築【283,668】（63,130）
農政部：「アグリビジネス経営体確保育成事業」組替【185,412】（16,500）

「園芸作物サプライチェーン構築事業」組替【83,000】（41,500）

経商部：「県産食品海外ビジネスマッチングサポート事業」組替【15,256】（5,130）

【課題1-4】ＡＩ・ＩoＴを活用した産業の生産性向上とイノベーションの創出【202,671】（29,108）≪700≫
経商部：「中小企業等デジタル化支援事業」新規【158,000】（0）

農政部：「水田における園芸作物転換拡大事業」新規【3,980】（3,980）

「いちご１００億円産地育成推進事業」組替【3,700】（3,700）

土木部：「道路維持管理技術実証事業」新規【11,000】（11,000）

水林部：「スマート水産業推進プロジェクト」新規【7,842】（4,195）

「みやぎ材イノベーション創出事業」組替【18,149】（6,233）≪700≫

【課題2-1】先進的技術を活用した地域経済の発展と社会課題の解決【26,180】（13,090）
企画部：「デジタルみやぎ推進事業」組替【26,180】（13,090）

【課題2-2】宮城の産業を牽引する人材の創出・育成と環境の整備【111,192】（58,863）
経商部：「蛻変プロジェクト」組替【23,000】組替（10,127）

「安定就労に向けた人材育成事業」新規【19,000】（17,250）

「地域日本語教育体制構築事業」新規【7,484】（3,742）

「日本語学校開設検討事業」新規【2,500】（2,500）

「外国人材マッチング支援事業」組替【21,000】（2,450）

「外国人材高度化展開支援事業」新規【10,100】（5,050）

水林部：「みやぎ森林・林業未来創造カレッジ設立・運営事業」組替【21,428】（11,064）

土木部：「建設産業振興支援事業」組替【6,680】（6,680）

Ｒ４政策課題枠事業（新規・組替）の概要

Ⅰ 富県宮城を支える県内産業の持続的な成長促進 事業費：1,644,711千円

（一財：170,191千円）
≪基金：700千円≫

次世代育成・応援基金



下線部：PROGRESS会議案件

【課題3-1】総合的な少子化対策（結婚，妊娠・出産，子育ての希望を叶える切れ目ない支援）【172,367】（34,829）
≪103,908≫

企画部：「総合型スポーツクラブと連携した子育て支援事業」新規【13,840】≪9,755≫

保福部：「不妊検査費用助成事業」新規【40,000】≪40,000≫

「結婚・子育て応援パスポート事業」組替【12,000】≪6,413≫

「授乳室設置促進事業」新規【440】≪440≫

「少子化対策市町村支援事業」組替【42,000】≪42,000≫

経商部：「授乳室設置促進事業」新規【5,300】≪5,300≫

農政部：「『キラリ！農スタイル』魅力発信事業」新規【6,500】（3,250）

「みやぎのキラリ輝く女性応援事業」組替【15,500】（0）

教育庁：「部活動指導員配置促進事業」組替【36,787】（31,579）

【課題3-2】困難な環境にある子どもへの支援【23,000】(1,567)
保福部：「子どもの貧困対策推進事業」組替【23,000】（1,567）

【課題4-1】就学前から高校教育までの各発達段階に応じた「生きる力」の育成【91,292】（89,265）
教育庁：「教育ICT活用促進事業」組替【48,847】（46,867）

「学力向上マネジメント支援事業」組替【42,445】（42,398）

【課題4-3】豊かな人間性を育み，多様な子どもたちを支える教育の実現【42,288】（36,588）
教育庁：「外国人児童生徒受入拡大対応事業」新規【13,265】（8,877）

「不登校等児童生徒学び支援教室充実事業」組替【26,523】（26,461）

「地域と連携した特別支援学校魅力化支援事業」新規【2,500】（1,250）

Ｒ４政策課題枠事業（新規・組替）の概要

Ⅱ 社会全体で支える宮城の子ども・子育て 事業費：328,947千円

（一財：162,249千円）
≪基金：103,908千円≫



下線部：PROGRESS会議案件

【課題5-1】移住定住の促進・関係人口の創出と地域コミュニティの活性化【193,249】（100,124）≪17,500≫
企画部：「移住・定住推進事業」組替【64,149】（44,829）

「移住支援金事業」組替【76,620】（25,815 ）

「過疎地域等政策支援員派遣事業」組替【6,480】（6,480）

「「地域課題解決型」人口減少・少子化等地域対策強化事業」新規【35,000】（17,500）≪17,500≫

「新交通体系構築支援事業」新規【11,000】（5,500）

【課題5-2】多様な主体が活躍できる社会の実現【88,460】（34,951）≪9,470≫
環生部：「動物愛護推進事業」新規【9,800】（2,800）

「ＮＰＯ活動推進事業」組替【5,460】（5,460）

「子ども・若者支援体制強化事業」組替【15,400】（5,100）

「みやぎ女性応援プロジェクト」新規【19,500】（291）≪9,470≫

保福部：「働く障害者の官民応援による共生社会推進事業」新規【4,300】（4,300）

経商部：「Ｚ世代推し事（お仕事）はかどるプロジェクト」新規【34,000】（17,000）

【課題5-3】人生100年時代を見据えた生涯学習・スポーツ，文化芸術の推進【10,900】（0）
企画部：「オリンピック・パラリンピック競技大会レガシー継承事業」新規【10,900】（0）

【課題6-1】医療・介護人材の育成・確保【8,265】（8,265）
保福部：「障害福祉サービスの質の向上のための介護人材の確保・育成支援事業」新規【8,265】（8,265）

【課題6-2】困難を抱える県民をともに支える社会づくり【11,273】(5,819)
保福部：「がん患者生殖機能温存治療費助成事業」組替【6,081】（3,269）

警察本部：「地域社会における女性・子供の見守り事業」新規【5,192】（2,550）

【課題6-3】サイバーセキュリティ対策の充実【12,986】（6,493）
警察本部：「サイバー犯罪対策等関連資機材整備事業」組替【12,986】（6,493）

Ｒ４政策課題枠事業（新規・組替）の概要

Ⅲ 誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり 事業費：325,133千円
（一財：155,652千円）

≪基金：26,970千円≫



下線部：PROGRESS会議案件

【課題7-1】2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目指して～地球温暖化対策及び気候変動適応の推進～【310,260】（194）
環生部：「みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業」組替【310,260】（194）

【課題7-2】エネルギー分野におけるスマートシティの実現に向けて【320,300】（0）
環生部：「スマートエネルギー住宅普及促進事業」組替【289,300】（0）

「太陽光発電を活用したＥＶ利用モデル等導入促進事業」組替【31,000】（0）

【課題7-4】豊かな個性と魅力ある農山漁村づくり【33,587】（39,235）
農政部：「令和のむらづくり推進事業」組替【28,659】（16,771）

水林部：「自伐型林業育成支援モデル事業」新規【4,928】（22,464）

【課題7-5】環境と成長が循環する持続可能な産業の確立【9,281】（0）
農政部：「みやぎの有機農業等推進事業」新規【7,802】（0）

水林部：「未来へつなぐ豊かな海づくり事業」新規【1,479】（0）

【課題8-1】大規模化・多様化する自然災害に備えた強靱で安全・安心な県土づくり【1,309,600】（13,800）
復危部：「女性に優しい防災推進事業」新規【2,000】（2,000）

水林部：「漁港施設機能強化事業」組替【1,297,600】（1,800）

教育庁：「地域連携型学校防災体制等構築事業」組替【10,000】（10,000）

【課題8-2】人口減少・少子高齢化社会に対応した持続可能な社会資本の整備と管理運営【1,000】（1,000）
土木部：「仙台空港を活用した国際貨物拡大促進事業」新規【1,000】（1,000）

Ｒ４政策課題枠事業（新規・組替）の概要

Ⅳ 強靱で自然と調和した県土づくり 事業費：1,984,028千円
（一財： 54,229千円）



・行政手続等デジタル化推進事業（電子契約導入推進事業）
【総務部 2,900】（2,900）

・地方税電子申告システム運用費【総務部 78,017】（78,017）

・コンビニ収納等システム運用費【総務部 34,196】（34,196）

・デジタル化推進検討チーム活動促進事業【企画部 3,700】（3,700）

・電子入札等総合システム運用費【出納局 1,100】（1,100）

・心身障害者扶養共済事業費【保福部 2,000】（2,000）

・結婚・子育て応援パスポート事業
【保福部 12,000】≪6,413≫【政策】

R4 デジタル化施策の概要 事業費：約３.５億円

１ 行政手続きのオンライン化
事業費：133,913千円（一財：121,913千円）

《基金： 6,413千円》

【狙い】
◎令和２年９月に「みやぎデジタルファースト宣言」を実施。また、「みやぎ情報化推進ポリシー（2021～
2024）」を策定。

◎令和４年度の「政策財政運営の基本方針」に、ＩＣＴ等デジタル技術をフル活用することを明記。
⇒上記を踏まえ、更なるデジタル化の推進に向けた４つのデジタル化重点項目に該当し、令和４年度に優先
的に取り組む事業を以下のとおり選定。 （関連する政策課題枠事業も一部抜粋し掲載）

２ 市町村のデジタル化支援
事業費：108,125千円（一財：94,988千円）

・市町村ＤＸ推進支援業務【企画部 10,000】（10,000）

・AI・RPA等導入共同実証実験事業【企画部 7,000】（7,000）

・オープンデータ支援ツール共同利用事業【企画部 1,000】（1,000）

・統合型ＧＩＳ移行支援事業【企画部 8,000】（8,000）

・マイナンバーカード普及促進事業【企画部 13,500】（13,500）

・デジタルみやぎ推進事業【企画部 26,180】（13,090）【政策】

・学力向上マネジメント支援事業
【教育庁 42,445】（42,398）【政策】

３ デジタルデバイド対策
事業費：45,735千円（一財：37,480千円）

４ デジタル人材の確保・育成
事業費：67,188千円（一財：60,208千円）

・携帯電話不感地域解消に向けた調査事業【企画部 6,500】（6,500）

・高齢者におけるデジタルデバイド解消支援事業
【企画部 9,000】（9,000）

・みやぎ障害者ITサポート事業【保福部 15,178】（7,589）

・情報保障・合理的配慮推進事業【保福部 408】（204）

・県地域生活支援事業（遠隔手話通話サービス事業）
【保福部 924】（462）

・NPO活動推進事業【環生部 5,460】（5,460）【政策】

・障害福祉サービスの質の向上のための介護人材の確保・育成
支援事業【保福部 8,265】（8,265）【政策】

・デジタル人材育成研修【企画部 4,441】（4,441）

・林業・木材産業デジタル人材確保・育成事業
【水林部 3,900】（3,900）

・教育ICT活用促進事業【教育庁 48,847】（46,867）【政策】

・文化財を活用した地域活性化事業
【教育庁 10,000】（5,000）【政策】


