
問 財政課　☎０２２（２１１）２３１５

※平成28～令和2年度は年度
末現在高、令和3年度は2月
補正（第11号）後年度末現在
高見込額、 令和4年度は当
初予算後年度末現在高見込
額です。

※県債の満期一括償還のため
の積立分を除きます。

※表示単位未満で四捨五入し
ているため、合計額が一致し
ない箇所があります。
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（単位：億円）基金の状況基金の状況グラフグラフ 4

震災対応分
通常分

予算額の推移（一般会計）予算額の推移（一般会計）グラフグラフ 2 （単位：億円）

81597951856881288688 9008 8785 8332 8837 10601 1226782738982

※平成21～令和2年度は年間予算額、令和3年度は2月補正（第11号）後予算額、令和4年度は当初予算額です。
※表示単位未満で四捨五入しているため、合計額が一致しない箇所があります。
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1459 ※令和3年度および4年度は
当初予算額、令和5～7年度
は推計値です。

社会保障関係経費の見通し社会保障関係経費の見通しグラフグラフ 3 （単位：億円）

最初値1300最初値1300

参考 48万7493円（44万1833円）（　）は令和3年度当初予算の数値 

県民１人当たりの歳出予算額

商工費 １８.4％
8万9867円
（6万8885円）

 公債費 9.6％
4万６９０４円
（4万６４８１円）

農林水産業費 4.0％
1万９５８８円
（1万８９４７円）

その他 １４．９％
7万２６００円
（７万６１１５円）

土木費 4.7％
2万３０９６円
（２万３６４１円）

警察費 4.8％
2万３１８１円
（2万３２１２円）

総務費 4.1％
2万１３４円
（2万６３６円）

教育費 １6.4％
7万9776円
（7万8214円）

民生費 １３．3％
6万4880円
（6万708円）

衛生費 9.7％
4万7467円
（2万4994円）

※表示単位未満で四捨五入しているため、合計額や割合が一致しない箇所があります。

◦歳入面では、経済動向などを考慮し、県税
収入などの増加を見込んでいます。その
一方で、臨時財政対策債を含めた実質的
な地方交付税は大幅な減少が見込まれて
います。

◦歳出面では、結婚・出産・子育てを応援する
環境の整備をはじめとした社会全体で支え
る子ども・子育てに向けた施策のほか、医
療提供体制や検査体制の整備などの新型コ
ロナウイルス感染症対策に加え、安定した
暮らしの実現などに向けた施策に要する経
費が大きく増加しています。

◦財源確保に向けて、必要性や優先度が高い
事業への重点化など歳出の徹底的な見直し
を行い、それでもなお生じる財源不足につ
いては、財政調整基金からの取り崩しで対
応し、予算を編成しています。

当初予算の編成のポイント

◦高齢化の進行などにより、社会保障関係経
費の増加が続くことが見込まれています（グ
ラフ３）。また、復興事業により整備した施
設・設備の維持管理費、公共施設の老朽化
対策費などの増加も見込まれます。さらに、
新型コロナウイルス感染症対策は予断を許
さない状況が続いています。

◦こうした状況に対応するため、県では、「み
やぎ財政運営戦略(第３期)」を策定し、財政
の健全化に向けて、歳入歳出両面にわたる
財源確保対策を着実に実施していくこととし
ています。

◦一方で、財源確保対策を実施してもなお生
じる財源不足に対応するため、本年度予算
と同様に、財政調整基金を毎年度取り崩す
必要があることや、震災関連基金の取り崩
しなどにより、基金の残高は減少傾向にあり

（グラフ４）、我が県の財政は厳しい状況が
続くと見込まれています。 

◦こうした中でも、財政の健全さを堅持しつつ、
感染拡大防止対策と社会経済活動の両立に
加え、復興の完遂に向けたきめ細かな支援
の継続とともに、富県躍進による今後の県
勢発展のための確固たる基盤を構築し、県
民一人一人が安心して暮らせる地域の実現
を目指していきます。

今後の財政運営
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令和４年度
当初予算の
概要

宮城の未来を育む

ハートフル予算
　県制１５０年の節目となる本年度予算は、新型コロナウイルス感染症対策と復興完遂に向
けた施策に着実に取り組んでいきます。
　また、若者の県内定着や子ども・子育てを社会全体で支える環境整備、外国人材の受け
入れ促進など、本格的な人口減少局面を見据えた施策に加え、脱炭素社会の実現やデジタ
ル技術の活用に向けた取り組みに関しても積極的・重点的に予算化しています。

1兆1146億円
歳入

1兆1146億円
歳出

諸収入
1559億円

14.0%

繰入金
531億円

4.8%

地方消費税清算金
1094億円

9.8%

その他
57億円
0.5%

国庫支出金
2042億円

18.3%

使用料・手数料
133億円

1.2%

その他
434億円

3.9%
その他
978億円

8.8%

貸付金
1411億円

12.7%

公債費
1067億円

9.6%

扶助費
482億円

4.3%

普通建設事業費
1029億円

9.2%

災害復旧事業費
81億円

0.7%

補助費等
3962億円

35.5%

県債
690億円

6.2%

地方交付税
1554億円

13.9%

県税
3052億円

27.4%

人件費
2137億円

19.2%

投資的経費
1110億円

10.0%

投資的経費
1110億円

10.0%

自主財源
6427億円

57.7%

自主財源
6427億円

57.7%

依存財源
4720億円

42.3%

依存財源
4720億円

42.3%

義務的経費
3687億円

33.1%

義務的経費
3687億円

33.1%

令和4年度当初予算（一般会計）令和4年度当初予算（一般会計）
グラフグラフ 1

※表示単位未満で四捨五入しているため、合計額や割合が一致しない箇所があります。

特 集 1

　予算規模は前年度当初予算から６１５億円増加の１兆１１４６億円です（グラフ１・２）。
　通常分は過去最大となる１兆８６８億円を計上し、「宮城の将来像」の実現に向けた取り組みや新型コロナウイルス感染症の拡大防止
と社会経済活動の両立に向けた施策に予算を重点配分しています。
　震災対応分は２７８億円を計上し、被災者一人ひとりに寄り添った切れ目のない支援など被災地の実情を踏まえ震災復興の完遂に向
けた施策に必要な予算を確保しています。

人件費

公債費
扶助費
普通建設事業費
補助費等

……………

……………
……………

…
…………

公立学校の教員や警察官などを含む職員の給料など
に使うお金です
県の借金に当たる県債の返済に使うお金です
児童手当や生活保護などの給付に使うお金です
道路や学校の建設などに使うお金です
高齢者の医療費や介護保険の給付など、市町村などが
実施する事業に交付するお金です

県税
国庫支出金
地方交付税

県債

………………
………
………

………………

県民税、事業税など県に納めていただく税金です
国が使用目的を特定して交付するお金です
所得税などの国税収入の一部が国から交付されるお
金で、使用目的は特定されません
公共施設の整備や財源不足を補うための借入金です

歳
入

歳
出

用語の解説

1兆1146億円
通常分 ……… １兆868億円

震災対応分 … 278億円
令和４年度当初予算（一般会計）

題字：
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令和４年度の主な事業
「政策推進の基本方向」の柱立てに沿って、主な事業を紹介
します。感染症対策や復興完遂に向けた施策、本格的な人
口減少局面を見据えた取り組みなどを推進していきます。

被災した中小企業の復旧・復興を支援します
…◦中小企業等復旧・復興支援費……………………………３３億６７００万円

記憶の風化防止と教訓の伝承を推進します
…◦東日本大震災被災地情報発信費 5 ………………………… ２９７７万円

被災者の心の問題への対応を支援します
…◦心のケアセンター運営支援費……………………………２億4600万円

被災地のコミュニティ再生や心の復興を支援します
…◦みやぎ地域復興支援費…… …………………………………１億１８００万円
…◦地域コミュニティ再生支援費………………………………２億７７３０万円
…◦ＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援費 4 … …１億６５０万円

学校生活に困難を抱えている児童生徒を支援します
…◦緊急スクールカウンセラー等派遣費…………………８億１５１８万円
…◦みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援費………２億７６００万円

被災地の復興完了に向けた
きめ細かなサポート2

不妊を心配する夫婦を支援します
…◦ 新規 不妊検査費用助成費…… ………………………………… ４０００万円

子ども・子育て、若者の活躍推進のため基金を造成します
…◦ 新規 次世代育成・応援基金造成費…13 …………………………… １０億円

社会全体で支える宮城の子ども・子育て4

大規模接種会場での追加接種を進めます
…◦ワクチン接種加速化推進費 1 … ……………………２３億６２００万円

ＰＣＲ検査の実施など検査体制を整備します
…◦ 拡充 検査体制構築費 2 …………………………………………１７億３１万円

病床を確保します
…◦ 拡充 医療提供体制整備費………………………………４４１億５４００万円

療養施設（ホテル）を確保します
…◦ 拡充 宿泊療養施設等確保費…… ……………………１７５億７４１５万円

キャッシュレス決済を推進します
…◦ 新規 みやぎキャッシュレス推進ポイント還元費 3 ……… １１億円

サプライチェーンの強
きょう

靱
じん

化
か

を推進します
…◦サプライチェーン構築支援費…… …………………………………… ５億円

事業の再構築を支援します
…◦中小企業等事業再構築支援費……………………………２億７０７５万円

主食用米から園芸作物への転換を支援します
…◦ 新規 畑地転換支援費…… ……………………………………１億９５００万円

ＥＣサイトを活用した県産品の販売支援を行います
…◦県産品インターネット販売支援費…… ………………２億２５００万円

困難を抱える方々への支援を行います
…◦つながりサポート型女性活躍推進費…… ………………… １５００万円
…◦フードバンク支援費…………………………………………………… １０００万円
…◦生活困窮者自立支援金…… ……………………………………… ５６００万円

新型コロナウイルス感染拡大防止対策と
社会経済活動の両立1

…

1

4 5

2 3

デジタル技術を活用し産業振興を図ります
…◦ 新規 ものづくり中核企業ＡＩ·ＩｏＴ導入等支援費… … 5000万円
…◦ 新規 中小企業等デジタル化支援費……………………１億５８００万円

次世代放射光施設の整備を支援します
…◦ 新規 次世代放射光施設設置推進支援費 6 ………………… １０億円

ものづくり人材の育成拠点を整備します
…◦ 新規 高等技術専門校再編整備費 10 …… ………………… ９２２０万円

外国人材の受け入れを促進します
…◦ 拡充 外国人材マッチング支援費……………………………… ２１００万円

農林水産業の人材確保を進めます
…◦農林水産業担い手対策費……………………………………５億７１２５万円
…◦水産業人材・経営体育成推進費…11 ………………………… ３９３８万円
…◦ 拡充 みやぎ森林・林業未来創造カレッジ運営費…12 ……… ２１４３万円

県制１５０周年記念観光キャンペーンを展開します
…◦観光誘客推進費 7 … ……………………………………………… ８４４０万円

「金のいぶき」や「だて正夢」などの普及を進めます
…◦実需対応型みやぎ米普及費 8 ………………………………… ８１９３万円

園芸生産の拡大に取り組みます
…◦みやぎの園芸振興プロジェクト推進費 9 ………２億６６８５万円

富県宮城を支える
県内産業の持続的な成長促進3

6 7

9 10 11 12

8
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特 集 1

特殊詐欺被害の未然防止を進めます
◦ 拡充 特殊詐欺被害防止対策費… …………………………… １５２９万円

介護人材の確保を進めます
◦ 拡充 介護人材確保対策緊急アクションプラン推進費…… …
… ……………………………………………………………………………１億９７１４万円

置き型授乳室の設置を推進します
…◦ 新規 みやぎ・どこでも授乳室プロジェクト推進費…14 ……１１４２万円
結婚を希望する方への支援を強化します
…◦若い世代への少子化対策強化費…15 …… ………………… ３８００万円
医療的ケア児等相談支援センターを開設します
…◦ 拡充 医療的ケア等体制整備推進費………………………… ４６４０万円
子ども食堂など子どもの居場所づくりを推進します
…◦子どもの貧困対策推進費………………………………………… ２３００万円
ヤングケアラーへの支援に取り組みます
…◦ 新規 ヤングケアラー支援体制整備費… ………………… １７００万円
児童生徒への学習支援を行います
…◦ 拡充 学力向上推進費… …………………………………………… ７４４４万円
教育のＩＣＴ化を推進します
…◦ 拡充 教育ＩＣＴ活用促進費………………………………………… ４８８５万円
私立学校運営費の助成を拡充します
…◦ 拡充 私立学校助成費… …………………………………１０４億４９５９万円

社会全体で結婚や子育てを応援する機運を醸成します
…◦ 新規 結婚応援パスポート・子育て支援パスポート普及費……
… ………………………………………………………………………………… １２００万円

県民会館・ＮＰＯプラザ複合施設の整備を進めます
◦ 新規 県民会館・ＮＰＯプラザ複合施設整備費… …３億６９７０万円

障害者の就労機会の拡大を図ります
◦ 新規 働く障害者のための官民応援共生社会推進費 17 …… 430万円

新たな拠点病院構想の検討を進めます
◦ 新規 仙台医療圏地域医療構想推進費… ………………… ８３６０万円
フレイルや介護の予防を進めます
◦ 拡充 地域包括ケア総合推進・支援費 16 …………………… ３４５９万円

外国人児童生徒への教育環境を整備します
…◦ 新規 外国人児童生徒受入拡大対応費…………………… １３２７万円

若年女性層の県内就職・定着を推進します
…◦ 新規 女性応援プロジェクト推進費…………………………… １９５０万円

一次産業における女性活躍を推進します
◦ 新規 みやぎ農業女子育成プロジェクト推進費… …… ２２００万円
◦ 新規 水産加工業女性活躍推進費… …………………………… ５００万円

誰もが安心していきいきと暮らせる
地域社会づくり5

河川の災害防止などの対策を行います
…◦新・災害に強い川づくり緊急対策費…………………１２億９６０万円
ＡＩ・ＩｏＴを活用した技術実証を行います
…◦ 新規 道路維持管理技術実証費… …………………………… １１００万円
みやぎ型管理運営方式をモニタリングします
…◦ 新規 上工下水一体官民連携運営費 22 …………………… ３５９４万円

２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロを目指します
◦ 拡充２０５０ゼロカーボン推進費 18 …………………………… ４４１６万円
二酸化炭素排出削減に取り組む事業者を支援します
◦ 拡充 みやぎ二酸化炭素排出削減支援費… ………３億１０２６万円
港湾の脱炭素化を進めます
◦ 新規 カーボンニュートラルポート形成計画策定費 19 ……… ２９９５万円

家庭部門の脱炭素化を推進します
◦ 拡充 スマートエネルギー住宅普及促進費 20 ……２億８９３０万円
野生鳥獣の個体数調整などを進めます
◦ 拡充 野生鳥獣保護管理対策費 21 ………………………３億２２６６万円
原子力防災の強化を図ります
◦ 拡充 原子力防災研修調査費………………………………１億１０２２万円
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蓄電池

HEMS

太陽光発電システム

地中熱ヒートポンプシステム

省エネルギー改修工事

家庭用燃料電池（エネファーム） Ｖ２Ｈ（ヴィークルトゥーホーム）

EV・PHV・FCV

16

18

19 20

21 22

17

13 14 15

キャッチフレーズに込めた思い
・今年度は県政運営の基本的な指針である「新・宮城の将来
ビジョン」の取り組み２年目を迎えます。
・今後、急速に進む人口減少に対応するため、若者の県内定
着や子ども・子育ての社会全体での支援、外国人材の受け
入れ促進などに重点的に取り組んでいく必要があります。
また、復興の完遂に向けたきめ細かなサポートや、新たな
日常の構築、抜本的なデジタル化へのシフトなどウィズ・コ
ロナ、ポスト・コロナも見据えた県政運営を行っていく必要
があります。

・新型コロナウイルス感染症の拡大で、県民の皆さんが大変
な状況に置かれている中、さまざまな方の願い・思いを詰め
込み、優しさや愛にあふれた「ハートフル」な予算にしたいと
の思いを込めています。

みやぎ県政だより 令和4年5月・6月号 6
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