
（単位：円，人）

整理 県部局名 事業 分野

番号 市町村名 区分 区分

1 保健福祉部 長寿社会政策課 委託 介護・福祉
介護施設等サービス向上支
援事業

15,473,465 23

2 保健福祉部 健康推進課 委託 介護・福祉
コミュニケーション機器導入支
援事業

2,000,000 1

3 保健福祉部 障害福祉課 委託 介護・福祉
授産施設等共同受注活性化
事業

4,951,863 3

4 保健福祉部 障害福祉課 委託 介護・福祉 障害者就労支援促進事業 10,210,952 6

5 保健福祉部 障害福祉課 委託 介護・福祉
授産施設等共同受注活性化
事業

91,377,899 73

6 保健福祉部 障害福祉課 委託 介護・福祉
視覚障害者生活コミュニケー
ション支援事業

2,500,000 2

7 保健福祉部 障害福祉課 委託 介護・福祉 聴覚障害者相談支援事業 1,758,608 2

8 保健福祉部 障害福祉課 委託 介護・福祉 補助犬啓発推進員設置事業 2,053,434 1

新規雇用の
失業者の人数

ふるさと雇用再生特別基金事業実績（平成２１年度）

事業名県担当課等 事 業 額

9 保健福祉部 医療整備課 委託 医療
地域医療医師業務負担軽減
支援事業

42,900,136 34

10 保健福祉部 医療整備課 委託 医療 院内保育所運営支援事業 703,500 5

11 経済商工観光部 新産業振興課 委託 産業振興
高付加価値市場新規参入支
援事業

11,740,545 3

12 経済商工観光部 新産業振興課 委託 産業振興
みやぎ優れMONO発掘・育成
支援事業

9,403,693 2

13 経済商工観光部 新産業振興課 委託 産業振興
技術開発型新事業創出促進
事業

9,951,614 1

14 経済商工観光部 国際経済課 委託 産業振興 国際経済推進支援事業 1,618,050 1

15 企画部 情報政策課 委託 情報通信
市町村行政情報化ＩＴアドバイ
ザー業務

4,357,500 1

16 企画部 情報政策課 委託 情報通信
ＩＴ化支援NPOのネットワーク
構築事業

4,431,000 2

17 経済商工観光部 観光課 委託 観光
仙台・宮城観光キャンペーン
推進協議会ホームページ等
情報管理発信事業

1,900,500 1

18 環境生活部 自然保護課 委託 環境
伊豆沼・内沼ブルーギル駆除
手法調査研究事業

2,572,500 1
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19 警察本部 生活安全企画課 委託 治安・防災
街頭犯罪抑止のための地域
安全活動事業

72,379,650 50

20 環境生活部 消費生活・文化課 委託 教育・文化 文化芸術普及推進事業 10,300,000 3

21 環境生活部 生活・文化課 委託 教育・文化
海洋文化体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発及
び体験教室開催事業

3,150,000 1

22 経済商工観光部 新産業振興課 委託 産業振興
高度電子機械産業関連企業
訴求力向上支援事業

1,450,883 1

23 保健福祉部 障害福祉課 委託 介護・福祉 地域育成会活動活性化事業 873,600 1

24 保健福祉部 障害福祉課 委託 介護・福祉
障害者スポーツ普及促進強
化事業

180,873 1

25 仙台市 委託 産業振興
空き店舗活用アンテナショッ
プ運営事業

17,536,000 7

26 仙台市 委託 産業振興
企画提案型コミュニティビジネ
ス支援事業

27,554,819 14

27 仙台市 委託 産業振興
インキュベーション・マネジメ
ント事業

22,118,057 6

28 仙台市 委託 観光
地場産農産物商品化推進事
業

10,536,750 4

29 仙台市 委託 観光
広域観光旅行商品開発・販売
事業

9,985,500 3

30 仙台市 委託 産業振興
若林区地産地消ショップ運営
事業

10,296,838 5

31 仙台市 委託 介護・福祉
介護施設等サービス向上支
援事業

3,658,897 6

32 石巻市 委託 農林漁業
外国人漁業研修生受入れに
よる漁村地域活性化事業

10,575,000 2

33 石巻市 委託 産業振興
石巻市観光物産アンテナ
ショップ運営事業

435,744 4

34 石巻市 委託 産業振興 地場産品普及拡大事業 253,666 1

35 石巻市 委託 介護・福祉
石巻市障害者雇用・就労サ
ポート事業

2,486,572 2

36 塩竃市 委託 教育・文化
情報教育コーディネーター派
遣事業

2,569,683 1
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37 塩竃市 委託 産業振興 水産物仲卸直売食堂事業 707,700 2

38 塩竃市 委託 産業振興 地域優先課題解決業務委託 2,509,500 1

39 塩竃市 委託 産業振興
塩竃ブランド製塩事業開発等
業務委託

6,090,000 5

40 塩竃市 委託 農林漁業
地域ブランド商品及び新商品
開発、販路開拓事業

3,501,750 1

41 塩竃市 委託 介護・福祉 重度障害児療育強化事業 1,560,048 1

42 塩竃市 委託 介護・福祉 障害者就労促進強化事業 1,182,720 1

43 気仙沼市 委託 環境
大島地区家庭系一般廃棄物
収集運搬業務委託

5,088,000 2

44 気仙沼市 委託 観光
体験型観光受入れ態勢整備
推進事業

4,435,000 2

45 気仙沼市 委託 農林漁業 森林整備事業 11,434,500 4

46 気仙沼市 委託 産業振興 中心市街地活性化支援事業 7,089,000 2

47 白石市 委託 介護・福祉 高齢者等家事援助事業 6,335,319 3

48 白石市 委託 観光
観光コーディネーター育成事
業

2,160,067 3

49 白石市 委託 観光 観光案内業務強化事業 1,294,397 1

50 名取市 委託 観光 観光資源開発事業 15,000,000 4

51 名取市 委託 情報通信
名取市ホームページ全面リ
ニューアル及び関連サイトの
新規作成業務

4,620,260 1

52 名取市 委託 教育・文化 生涯学習機会創出振興事業 7,560,000 2

53 名取市 委託 観光
中心市街地現況調査業務委
託

7,185,150 2

54 角田市 委託 治安・防災
角田市共用空間データ道路・
農道台帳整備業務委託事業

13,969,200 11
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55 多賀城市 委託 情報通信 建築図面等CADトレース業務 12,084,039 3

56 多賀城市 委託 産業振興
地域ブランド商品の開発及び
地産地消のシステム開発・設
計

1,890,000 1

57 多賀城市 委託 情報通信
建築物保全業務支援システ
ムデータ入力業務

5,670,000 1

58 多賀城市 委託 教育・文化
学校ホームページ作成支援
業務

410,340 1

59 多賀城市 委託 教育・文化 小学校外国語活動指導助手 9,030,000 2

60 多賀城市 委託 教育・文化 調査資料デジタル化事業 8,925,000 6

61 登米市 委託 産業振興
登米産品バーチャルショップ
運営事業

7,686,000 3

62 登米市 委託 農林漁業 特産品開発等実証業務 4,991,700 2

63 登米市 委託 産業振興
農産物等地産地消流通シス
テム構築実証業務

15,330,000 7

64 栗原市 委託 産業振興 市内農産物等販路拡大事業 13,241,121 6

65 栗原市 委託 介護・福祉 施設内保育園運営事業 513,450 2

66 栗原市 委託 産業振興
栗原市市内食材地産地消推
進事業

5,460,000 4

67 栗原市 委託 産業振興
栗駒山麓地域再生プロジェク
ト

9,555,000 6

68 東松島市 委託 産業振興 地域産業振興事業 21,199,500 9

69 東松島市 委託 教育・文化
近代土木遺産（近代化産業遺
産）を活用したまちづくり事業

1,849,848 1

70 東松島市 委託 観光 宮戸地区ふるさと観光事業 2,038,764 1

71 大崎市 委託 産業振興
移住者希望者相談窓口運営
委託業務

7,770,000 3

72 大崎市 委託 環境
一般廃棄物適正処理対策事
業

3,707,640 2
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73 大崎市 委託 農林漁業 農業担い手法人化支援事業 3,739,264 4

74 大崎市 委託 環境
大崎生きもの認証制度支援
事業

1,400,704 1

75 大崎市 委託 教育・文化
公民館図書室蔵書データ作
成等

8,652,000 3

76 大崎市 委託 産業振興
鳴子温泉地域さとやま定住化
促進事業

23,944,259 10

77 大崎市 委託 産業振興
鳴子温泉地域新商品開発事
業

3,382,497 1

78 大崎市 委託 産業振興
鳴子温泉地域伝統技術保護
育成事業

1,730,698 1

79 大崎市 委託 環境
田尻地域環境教育学習普及
事業

1,497,800 1

80 蔵王町 委託 観光 観光誘客推進事業 6,600,000 4

81 蔵王町 委託 産業振興
伝統こけし工人後継者育成事
業

9,700,000 3

82 七ヶ宿町 委託 産業振興
産直コーディネーター設置事
業

3,550,050 1

83 七ヶ宿町 委託 治安・防災
七ヶ宿町要援護者（災害弱
者）等防災体制整備事業

2,012,734 1

84 七ヶ宿町 委託 観光
七ヶ宿町観光エージェント養
成事業

2,174,080 2

85 七ヶ宿町 委託 介護・福祉
七ヶ宿町高齢者支援ハウスコ
ミュニティ支援事業

1,695,787 1

86 大河原町 委託 産業振興 既存商店街活性化事業 5,000,000 2

87 大河原町 委託 観光 観光ガイドブック作成事業 2,000,000 1

88 大河原町 委託 産業振興
地域農林特産の活用による
農商工連携事業

3,403,151 3

89 村田町 委託 環境 村田町墓地調査事業 3,465,000 2

90 村田町 委託 産業振興 村田ブランド化推進事業 8,400,000 3
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91 柴田町 委託 教育・文化 暫定図書館整備事業 3,948,000 3

92 柴田町 委託 観光 観光物産振興事業 7,308,760 4

93 柴田町 委託 子育て 子育てサポート支援事業 1,215,900 1

94 柴田町 委託 教育・文化
収蔵品管理システム構築事
業

5,197,500 4

95 柴田町 委託 観光
里山ハイキングコース設定業
務委託事業

4,000,000 2

96 川崎町 委託 観光
観光資源ネットワーク推進事
業

4,373,250 2

97 川崎町 委託 産業振興
森林資源活用地域特産品栽
培等実証事業

7,705,950 3

98 丸森町 委託 観光
丸森ツーリズム推進員設置事
業

1,900,000 2

99 丸森町 委託 介護・福祉
障害者小規模作業所販売員
設置支援事業

1,629,393 1

100 亘理町 委託 観光
観光拠点施設利用サービス
向上事業

10,836,000 16

101 亘理町 委託 観光
伊達なわたり～滞在型観光
推進事業

6,000,000 2

102 亘理町 委託 農林漁業 亘理町耕作放棄地解消事業 2,640,000 1

103 山元町 委託 環境 地域環境保全業務 5,775,000 4

104 山元町 委託 情報通信
国土調査成果品に関する整
理事業

13,086,150 7

105 松島町 委託 観光 伊達文化魅力再発見業務 4,068,813 2

106 松島町 委託 観光 外国語案内ツール作成業務 2,884,350 1

107 松島町 委託 農林漁業 産業間連携商品開発事業 15,193,500 4

108 七ヶ浜町 委託 介護・福祉 精神障害者生活訓練等事業 5,507,000 3
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109 利府町 委託 教育・文化 英語活動支援員配置事業 1,799,280 1

110 利府町 委託 情報通信
公有財産台帳基礎データ作
成事業

8,211,490 3

111 利府町 委託 教育・文化
図書館資料の装備及び整理
事業

1,515,654 1

112 大和町 委託 教育・文化
小学校学級支援サポーター
配置事業

8,715,000 6

113 大和町 委託 教育・文化 学校図書館支援員配置事業 3,839,850 3

114 大郷町 委託 介護・福祉 健康長寿対策事業（回想法） 1,661,237 3

115 大衡村 委託 介護・福祉 障害児子育て支援サービス 7,860,000 2

116 大衡村 委託 情報通信 課税基礎資料作成業務 9,345,000 5

117 色麻町 委託 情報通信
地域住民向け情報リテラシー
向上支援事業

5,942,580 3

118 色麻町 委託 産業振興 色麻町特産物商品開発事業 4,800,000 2

119 加美町 委託 農林漁業
加美町土づくりセンター地域
循環型農業推進事業

3,782,000 2

120 加美町 委託 教育・文化
コミュニティ推進協議会活動
強化事業

9,951,717 6

121 涌谷町 委託 産業振興 にぎわい夢ショップ事業 5,120,000 4

122 涌谷町 委託 産業振興
ネット販売による地場産品の
PR及び販路拡大事業

4,839,802 4

123 美里町 委託 観光 美里町観光物産振興事業 9,672,005 5

124 女川町 委託 観光 観光情報構築・提供事業 6,495,988 6

125 気仙沼市（本吉町） 委託 観光 観光資源活用事業 4,058,428 3

126 気仙沼市（本吉町） 委託 観光
観光牧場の整備・運営事業
（本吉放牧場）

4,300,000 2
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127 気仙沼市（本吉町） 委託 教育・文化 教育施設環境整備事業 3,115,000 3

128 気仙沼市（本吉町） 委託 教育・文化 幼稚園等補助教員業務 1,795,000 1

129 南三陸町 委託 観光
南三陸時間旅行サポートセン
ター推進事業

12,630,000 4

130 南三陸町 委託 子育て
南三陸町私立子育て施設育
児支援事業

1,513,000 1

131 南三陸町 委託 産業振興
民芸品等クラフト開発及び製
作推進事業

5,820,000 3

計 981,723,425 561

合計 131事業 981,723,425円 561人（県 24事業 308,240,265円 219人 市町村 107事業 673,483,160円 342人）

※周知・広報及び管理運営等に要する経費は除く。
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