
基本項目１　復興完了に向けたきめ細かなサポート

【水産業】

No. 事業名 事業内容 担当課（室）
R４年度
当初予算
（千円）

新・将来
ビジョン

地方創生 環境税 備考
主要事業
概要

1 県産主要水産物販路開拓事業
県産ホヤを中心とした県産水産物について国内への販
路拡大に向けた取組を支援する。

水産業振興課 15,910 〇 P13

2 栽培漁業種苗放流支援事業
震災起因の漁獲量減少等に応じたアワビ種苗の購入
経費支援及びサケふ化放流事業支援を行う。

水産業基盤整備課 106,377 〇 P14

3 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
キの処分等を行う。

水産業基盤整備課 120,300 〇 P15

4
水産物安全確保対策事業
（食の安全確保対策費）

本県水産物に対する信頼性を確保するため，魚市場や
水産加工組合等に導入した放射能測定機器の保守・校
正及び機器の更新を行い，検査体制を維持する。

水産業振興課 33,274 〇 P16

5
水産物放射能対策事業
（食の安全確保対策費）

調査船による放射性物質検査用サンプルの採取を行
う。

水産業振興課 5,914 〇 P16

⑥
農林水産物放射性物質対策費
（食の安全確保対策費）

県産農林水産物等の放射性物質検査を実施する。 食産業振興課 3,004 〇

【林業】

No. 事業名 事業内容 担当課（室）
R４年度
当初予算
（千円）

新・将来
ビジョン

地方創生 環境税 備考
主要事業
概要

1
特用林産物放射性物質対策事
業
（食の安全確保対策費）

特用林産物の安全・安心の確保に向けて，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の支援を行う。

林業振興課 154,269 〇 P16

2 ほだ木等原木林再生実証事業
原木林を伐採し放射性物質の低減化を図るとともに，萌
芽更新により再生された広葉樹林が将来的に活用でき
るか実証的な取組を実施する。

林業振興課 6,548 〇

3
防災林造成事業（保育）
（海岸防災林管理費）

海岸防災林の下刈や本数調整伐などの保育管理を実
施し，防災機能などの早期発揮を図る。

森林整備課 105,472 〇 P17

4
保安林標識設置事業
（海岸防災林管理費）

復旧した海岸防災林を適切に管理するため，法令標識
の設置を行う。

森林整備課 6,000 〇 P17

5
みやぎ防災林はぐくみ育てる実
践事業

NPO等と連携し，再生された海岸防災林の保全整備を
行うほか，震災の教訓伝承や交流人口の拡大に取り組
む。

森林整備課 5,500 〇 〇 P18

⑥
農林水産物放射性物質対策費
（食の安全確保対策費）

県産農林水産物等の放射性物質検査を実施する。 食産業振興課 3,004 〇

基本項目２　ＡＩ・ＩＣＴの活用や地域連携等によるイノベーションを生み出す産業力の強化

【水産業】

No. 事業名 事業内容 担当課（室）
R４年度
当初予算
（千円）

新・将来
ビジョン

地方創生 環境税 備考
主要事業
概要

1 スマート水産業推進プロジェクト
スマート化技術に係る「情報発信」「現場へのマッチン
グ」「効果の見える化」等の取組により，生産性向上に
向けた水産業のスマート化を推進する。

水産業振興課
水産業基盤整備課

7,842 ○ ○ P19

2 受託試験研究費
国の研究機関等と連携し，水産資源の調査やＡＩ等の先
端技術を活用した実証試験等を行う。

水産業振興課 45,900

3 漁業調査指導船運航費 漁業調査指導船により海洋観測等の調査を行う。 水産業振興課 53,731

4
水産業の成長産業化に向けた
養殖生産体制強化事業

水産業の成長産業化に向け，閉鎖循環式陸上養殖研
究施設の整備に着手する。

水産業振興課 285,372 P20

5
海水温上昇に対応した持続的
養殖探索事業

沿岸海水温の上昇に対応した養殖種の探索等を行うほ
か，本県沿岸環境に対応したホタテガイ地先産種苗の
生産支援を行う。

水産業基盤整備課 7,513 〇 〇

6
伊達いわな販路拡大・生産体
制強化事業

｢伊達いわな｣の種苗生産及び生産技術の普及指導を
行う。

水産業基盤整備課 1,400 〇

重点施策関連事業一覧

注：〇付き数字は他部局所管事業
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7
有用貝類毒化監視・販売対策
事業

貝毒による食中毒未然防止のため，二枚貝類等におけ
る貝毒監視体制を構築すするとともに，貝毒プランクトン
の発生状況をモニタリングする。

水産業基盤整備課 8,814 〇

8 県産水産物販売促進支援事業

水産加工品見本市・商談会の開催や大規模展示商談
会への出展支援，量販店における販売促進キャンペー
ンにより，県産水産物・水産加工品の販路開拓，消費拡
大を促進する。

水産業振興課 275,000 P21

9
水産加工業経営課題解決サ
ポート事業

企業訪問等を実施し，事業者が抱える多様な課題の解
決を支援する。

水産業振興課 660

10
水産加工品等の販路開拓強化
支援事業

水産加工業者への販売機会の創出及び消費者向けＰ
Ｒ活動の実施により，販路の維持と消費拡大を図る。ま
た，産地魚市場における水揚げ強化対策を支援し，原
料の安定確保に取り組む。

水産業振興課 4,300 ○ P22

11 水産試験研究費
本県沿岸漁業や水産加工業等における重要な研究課題を実
施する。

水産業振興課 6,253

12 水産物輸出促進プロジェクト
宮城県輸出促進戦略を基本に，関係機関や事業者等と連携
して水産物の輸出促進を図る。

水産業振興課 非予算

13
持続可能なみやぎの養殖振興
事業

マガキ，ギンザケ，ノリ等の本県における主要養殖種の技術
開発を行うほか，幼生発生状況をモニタリングする。また，国
際競争力を高めるための国際認証取得等を支援する。

水産業基盤整備課 12,566 〇 〇
基本項目3
【水産業】
No.3から再掲

(P32)

14
HACCP等対応施設整備支援事
業

輸出先の衛生基準に対応した施設の改修・新設及び設備の
整備を支援する。

水産業振興課 400,500 P23

15 みやぎの水産物流通促進事業
水産加工業者への技術支援のほか，輸出施設の登録等を行
う。

水産業振興課 1,955

【林業】

No. 事業名 事業内容 担当課（室）
R４年度
当初予算
（千円）

新・将来
ビジョン

地方創生 環境税 備考
主要事業
概要

1 森林管理道整備事業 森林を適切に管理するための林道を整備する。 林業振興課 483,786

2
林業成長産業化総合対策交付
金事業

効率的・効果的な間伐等の森林整備及び素材生産事
業を実施するために必要な高性能林業機械，林業専用
道，木材加工流通施設等の整備を支援する。

林業振興課 375,000 P24

3
県産材新流通システム構築事
業

ICT等を活用した計画的かつ効率的な県産丸太の供給
力強化を推進する。

林業振興課 1,900 〇 〇

4
森林経営管理等効率化推進事
業

ドローンや３Ｄスキャナー等のスマート林業機器の普及
を図ることにより，森林資源情報の正確な把握と森林調
査の効率化を進める。

林業振興課 8,660 〇 P25

5
みやぎ材イノベーション創出事
業

非住宅建築分野等への新たな製品開発及び規格化を
推進するため，効率的な製造工程の検証や品質評価
等の技術開発及び普及広報等の取組を支援する。

林業振興課 18,149 〇 〇 P26

6 みやぎCLT普及促進事業

ＣＬＴ活用による新たな木材需要の創出を図るため，「宮
城県ＣＬＴ等普及推進協議会」と連携し，トータルコスト
の低減や非木造建築におけるＣＬＴ活用等の取組を支
援する。

林業振興課 68,902 〇 〇 P27

7
県産材利用サステナブル住宅
普及促進事業

県産材の利用拡大と定住促進を図るため，県産材利用
住宅の新築・リフォームを行う建築主に対して支援す
る。

林業振興課 267,891 〇 〇 P28

8
みやぎ型木質バイオマススマー
トタウン構築事業

未利用間伐材等の木質バイオマスを安定的に供給する
ため，収集・運搬とバイオマス証明の定着に向けた取組
を支援するほか，木質バイオマススマートタウン形成に
向けた取組を支援する。

林業振興課 19,400 〇 〇 P29

9 県単独試験研究費
林業・木材産業の振興を技術の高度化により支援する
ため，林業試験研究を推進する。

林業振興課 1,975

10
チャレンジ！みやぎ５００万本
造林事業

低コスト造林の実証を進めながら再造林を推進し，温室
効果ガスの吸収機能を高め，地球温暖化防止に資す
る。

森林整備課 126,913 〇 〇
基本項目4
【林業】
No.9から再掲

(P47)

基本項目３　地域（事業者）の稼ぐ力の強化に向けた新たな担い手が活躍できる場の創出

【水産業】

No. 事業名 事業内容 担当課（室）
R４年度
当初予算
（千円）

新・将来
ビジョン

地方創生 環境税 備考
主要事業
概要

1
新たなみやぎの水産業を創造
する人材・経営体育成事業

新規漁業就業者の確保及び漁業経営体の育成等を行
う。

水産業振興課 39,384 〇 〇 P30

2
「女性が輝く」みやぎの水産加
工業創生事業

商品開発,マーケティング,営業等の分野への女性登用
に取り組む企業に対し専門家等を派遣し，女性が活躍
できる企業体制づくりを伴走支援する。

水産業振興課 5,000 ○ ○ P31

注：〇付き数字は他部局所管事業
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3
持続可能なみやぎの養殖振興
事業

マガキ，ギンザケ，ノリ等の本県における主要養殖種の技術
開発を行うほか，幼生発生状況をモニタリングする。また，国
際競争力を高めるための国際認証取得等を支援する。

水産業基盤整備課 12,566 〇
基本項目2
【水産業】
No.13から再掲

P32

4
子ども食堂を通した魚食普及活
動支援事業

子ども食堂への食材提供及び魚食普及活動に対して支
援する。

水産業振興課 657 〇

5
水産物供給基盤機能保全事業
（漁港施設維持補修費（公共事
業））

漁港施設等について，予防保全型の老朽化対策や維
持修繕を行う。

漁港復興推進室 348,590 〇
基本項目4
【水産業】
No.7から再掲

(P42)

【林業】

No. 事業名 事業内容 担当課（室）
R４年度
当初予算
（千円）

新・将来
ビジョン

地方創生 環境税 備考
主要事業
概要

1
みやぎ森林・林業未来創造カ
レッジ設立・運営事業

産業界・地域・行政など多様な主体が連携・協働する
「みやぎ森林・林業未来創造機構」により，就業環境の
向上と人材の確保・育成の取組を一体的に展開する。

林業振興課 21,428 〇 〇 P33

2
「みやぎの里山」ビジネス推進
事業

林業就業者の定着率向上やＵＩＪターン者等の多様な担
い手の確保・育成に向けた研修等を行う。

林業振興課 18,170 〇 〇

3 林業新規就業者確保対策事業
林業の新規就業者確保と円滑な就業促進に向けた研
修の開催等を行う。

林業振興課 5,110 〇 〇

4 森林整備担い手対策事業
高度な技能を有し集約施業を実践する地域リーダーと
なる人材の育成や就労環境の改善により，森林づくりの
担い手確保を推進する。

林業振興課 4,400 〇

5
林業・木材産業デジタル人材確
保・育成事業

森林・林業関連のデジタルデータ等の有効活用に向け
た研修等を実施し，森林・林業分野におけるデジタル人
材の確保・育成を図る。

林業振興課 3,900 P34

6
自伐型林業育成支援モデル事
業

地域の関係者で構成される協議会を通じ，自伐型林業
への参入・定着に向けた取組を支援する。

森林整備課 4,928 ○ ○ P35

7 森林認証取得等支援事業
持続可能な森林整備を県内に普及し，森林の健全化を
確保するとともに，森林による二酸化炭素吸収機能の
強化を図るため森林認証の取得を支援する。

林業振興課 3,700 〇 〇
基本項目4
【林業】
No.2から再掲

8
県産材利用サステナブル住宅
普及促進事業

県産材の利用拡大と定住促進を図るため，県産材利用
住宅の新築・リフォームを行う建築主に対して支援す
る。

林業振興課 267,891 〇 〇
基本項目2
【林業】
No.7から再掲

9 特用林産産地振興推進事業
菌床きのこ等の特用林産物の生産拡大に向けた技術
指導や普及等を行う。

林業振興課 5,282

10
みんなで広げる「木育」活動推
進事業

県産木材利用の木製品等を用いた「木育」活動の普及
促進を図るため，県産木材を用いた木質空間整備等に
要する経費や木育活動を行う民間事業体等への支援を
行う。

林業振興課 12,600 〇 〇 P36

11
みんなの森林づくりプロジェクト
推進事業

県民が参加する森林整備活動を育成するため，地域住
民や活動団体等が取り組む植林や森林整備などの活
動を支援する。

林業振興課 3,633 〇 〇
基本項目4
【林業】
No.3から再掲

12 流域林業活性化推進事業
森林づくりを支える県民意識の醸成を図るため，流域森
林・林業活性化センターが実施する各種研修や木工教
室等の開催等を支援する。

林業振興課 1,681

基本項目４　環境と成長が循環する持続可能な産業の確立

【水産業】

No. 事業名 事業内容 担当課（室）
R４年度
当初予算
（千円）

新・将来
ビジョン

地方創生 環境税 備考
主要事業
概要

1
持続可能なみやぎの漁場環境
づくり推進事業

磯焼けによる藻場衰退への対応やプラスチックをはじめ
とする海洋ゴミの低減対策等，漁場環境の維持と創出
に係る取組を支援する。

水産業基盤整備課 11,297 〇 〇 P37

2 水産環境整備事業

｢宮城県藻場ビジョン｣に基づく磯焼け対策を推進するた
め，藻場造成のための工事等を行うとともに，｢磯焼け
対策会議｣を開催し効果的な磯焼け対策等について意
見交換を行う。

水産業基盤整備課 265,088 P38

3 水産試験研究費
本県沿岸漁業や水産加工業等における重要な研究課
題を実施する。

水産業振興課 6,253
基本項目2
【水産業】
No.3から再掲

4
秋さけ来遊資源安定化推進事
業

さけ稚魚の買上放流やさけ回帰率向上に向けた調査な
どにより，秋さけ資源の安定化を図る。

水産業基盤整備課 12,309 〇 P39

5 栽培漁業事業化推進事業
沿岸の資源造成を図るため，アワビ・アカガイの種苗生
産・放流を行い，漁業経営の安定化を推進する。

水産業基盤整備課 27,850 〇 P40

6 漁港施設機能強化事業 防波堤等の機能強化を図るため改良工事等を行う。 漁港復興推進室 478,600 〇 P41

注：〇付き数字は他部局所管事業
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7
水産物供給基盤機能保全事業
（漁港施設維持補修費（公共事
業））

漁港施設等について，予防保全型の老朽化対策や維
持修繕を行う。

漁港復興推進室 348,590 〇 P42

8
未来へつなぐ豊かな海づくり事
業

第４０回全国豊かな海づくり大会開催を契機に醸成され
た自然環境保全の意識を，県内全域の県民活動として
定着させるための取組を実施

水産林業政策室 1,479 〇 ○ P43

【林業】

No. 事業名 事業内容 担当課（室）
R４年度
当初予算
（千円）

新・将来
ビジョン

地方創生 環境税 備考
主要事業
概要

1 森林経営管理市町村支援事業

森林経営管理法の円滑な運営を推進するため，「市町
村森林経営管理サポートセンター」と県が連携して市町
村の支援を行うほか，「意欲の能力のある林業経営体」
を対象とした研修等を実施する。

林業振興課 65,790 〇 P44

2 森林認証取得等支援事業
持続可能な森林整備を県内に普及し，森林の健全化を
確保するとともに，森林による二酸化炭素吸収機能の
強化を図るため森林認証の取得を支援する。

林業振興課 3,700 〇 〇

3
みんなの森林づくりプロジェクト
推進事業

県民が参加する森林整備活動を育成するため，地域住
民や活動団体等が取り組む植林や森林整備などの活
動を支援する。

林業振興課 3,633 〇 〇

4 森林育成事業（衛生伐）（造林保
育）（花粉発生源対策促進）

森林の多面的機能発揮のため，再造林や間伐等の森
林整備のほか，松くい虫被害木の伐倒駆除を実施す
る。

森林整備課 816,596 〇 P45

5
森林病害虫等防除事業
（森林病害虫等防除事業）

森林病害虫等防除法に基づき，守るべきマツ林で松く
い虫被害を総合的に防除し，マツ林の保全を図る。

森林整備課 240,607 〇 P46

6
マツ林景観保全事業
（森林病害虫等防除事業）

特別名勝「松島」地域を中心に抵抗性マツの植栽や松く
い虫予防対策等を実施し，マツ林の景観保全を図る。

森林整備課 34,200 〇 〇

7
ナラ林保全対策事業
（森林病害虫等防除事業）

ナラ枯れ被害木を駆除し被害拡大を防止するほか，感
染源となり得る大径木の伐採・利用を支援しナラ林を更
新する。

森林整備課 20,883 〇 〇

8
林業成長産業化総合対策交付
金事業

効率的・効果的な間伐等の森林整備及び素材生産事
業を実施するために必要な高性能林業機械，林業専用
道路，木材加工流通施設等の整備を支援する。

林業振興課 375,000
基本項目2
【林業】
No.2から再掲

9
チャレンジ！みやぎ５００万本
造林事業

低コスト造林の実証を進めながら再造林を推進し，温室
効果ガスの吸収機能を高め，地球温暖化防止に資す
る。

森林整備課 126,913 〇 〇 P47

10 温暖化防止間伐推進事業
間伐や森林作業道の開設を支援し，温室効果ガス吸収
機能を高め，地球温暖化防止に資する。

森林整備課 114,800 〇 〇

11
林業種苗生産施設体制整備事
業

林業の低コスト化に資するコンテナ苗木の増産を図るた
め，生産体制整備等に必要な資材の導入を支援する。

森林整備課 1,165

12 環境林型県有林造成事業
良好な森林環境の維持に向け，獣害対策のための防
鹿柵補修や被害跡地の補植等を行う。

森林整備課 16,065 〇

13 林道施設災害復旧事業
令和元年東日本台風により被災した林道施設の復旧を
行う。

林業振興課 336,471

14 山地治山事業費
荒廃・被災した山地等を復旧し森林機能の向上を図る
ほか，治山施設の老朽化対策を進め防災・減災機能を
維持する。

森林整備課 598,814 〇 P48-49

15 保安林整備事業
保安林の機能回復・向上を図るため，荒廃森林等にお
いて森林整備等を行う。

森林整備課 27,945

16
みやぎ防災林はぐくみ育てる実
践事業

NPO等と連携し，再生された海岸防災林の保全整備を
行うほか，震災の教訓伝承や交流人口の拡大に取り組
む。

森林整備課 5,500 〇 〇
基本項目1
【林業】
No.5から再掲

(P18)

17
未来へつなぐ豊かな海づくり事
業

第４０回全国豊かな海づくり大会開催を契機に醸成され
た自然環境保全の意識を，県内全域の県民活動として
定着させるための取組を実施

水産林業政策室 1,479 〇 ○
基本項目4
【水産業】
No.8から再掲

(P43)

注：〇付き数字は他部局所管事業
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