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令和３年度予算編成の状況 

 市民の皆様への開かれた予算編成を行い、各般の施策に対する関心や理解を深めていただくため、

令和３年度の予算編成過程を下記のとおり公表します。 

１ 予算編成過程 

 翌年度予算をつくるための方針の策定・通知 （10月） 

この方針をもとに、各部署による予算見積が行われます。 

令和３年度予算編成方針の概要は以下のとおりです。 

【歳出】新基本計画の中間案に掲げる「杜の恵みと共に暮らすまちづく

り」、「多様性が社会を動かす共生のまちづくり」、「学びと実践

の機会があふれるまちづくり」、「創造性と可能性が開くまちづく

り」の４つの目指す都市の姿の実現と、行政手続等におけるデジタ

ル化の推進を始めとする「未来をつくる市政運営」に加え、新型コ

ロナウイルス感染症対策として「感染症に強いまちづくり」とし、

必要な施策に要する経費を精査の上配分する。 

※一般経費については、マイナスシーリング（97/100）を設定

【歳入】市税等の収納率向上はもとより、国及び県支出金の獲得や、既存

資源の有効活用による新たな財源創出に積極的に取り組むなど、引

き続き歳入確保策の強化を図ることとする。 

 各部署による予算見積・予算要求 （10月～11月） 

 財政課による要求内容の査定 （11月～12月） 

 予算案の事務内示 （12月） 

  復活要求や以下の要素による追加・修正の要求 （12月～１月） 

国の補正予算と新年度予算を踏まえた予算見積の追加・修正や、年次調

整を行います。 

 財源対策等を含めた最終調整 （１月） 

歳入 歳出 差引（収支差） 

予算見積集計 5,411 億円 6,020 億円 △609 億円

予算編成過程における精査・調整等 +62 億円 △256 億円 +318 億円

最終調整後 ※5,473 億円 5,764 億円 － 

予 算 要 求 

予 算 査 定 

内 示 

復 活 要 求 

最 終 調 整 

※令和３年度の予算編成過程では、人件費など義務的経費も含めた所要額の精査を行った

ところですが、なお 291億円の不足（令和２年度予算編成時：236億円の不足）が見込ま

れたため、２月補正における積極的な財源確保に加え、基金からの借り入れや保有株式売

却益収入などによる収支差対策を講じ、予算を編成しています。

予算編成方針 

資料４ 
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２ 予算重点配分経費区分別 

予算重点配分経費区分 要求額 予算案 

Ⅰ．社会変化を力に変えるまちづくり ８，９４７ ５，０１７ 

Ⅱ．人のつながりが育む豊かな地域づくり ４，８６１ ３，３７５ 

Ⅲ．杜の都の可能性を広げるまちづくり ９，４８７ ７，１８１ 

合計 ２３，２９５ １５，５７３ 

 

３ 局・区別 

局・区 要求額 予算案 

危機管理室 ６５９ ４４７ 

総務局 １，８０１ １，５５９ 

まちづくり政策局 ４，４２９ ４，３３６ 

財政局 １６，６４１ １５，２０３ 

市民局 ８，２６９ ８，７３４ 

健康福祉局 １２３，１２７ １１７，０７１ 

子供未来局 ７８，５６４ ７４，５４３ 

環境局 １２，５８０ １２，１４１ 

経済局 ３６，５８２ ３４，７２５ 

文化観光局 １０，８２８ １０，４０１ 

都市整備局 １１，０２６ １０，０３０ 

建設局 ３７，１８８ ３２，８２９ 

青葉区 ３，０６８ ２，９６８ 

宮城野区 １，７４１ １，６５６ 

若林区 １，５０２ １，４５０ 

太白区 ２，４２０ ２，３２５ 

泉区 １，７８２ １，７１５ 

会計室 ３，０４２ ２，７３８ 

消防局 ３，３０３ ２，９１３ 

教育局 ３７，４４２ ３５，０９１ 

選挙管理委員会                                                                             １，２６０ １，０２６ 

人事委員会 ３０ ２８ 

監査委員 ５ ５ 

農業委員会 ２４ ２０ 

議会 ４１５ ４１２ 

その他 ２０４，２３７ ２０２，０５８ 

合 計 ６０１，９６５ ５７６，４２４ 

※要求額は、令和２年 11月時点のものです。 

※予算案には、令和２年度予算から、令和３年度予算へ付け替えを行ったものを含みます。 

※その他には、人件費、公債費、企業への諸支出金等を含みます。 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 



事業名

所管課名 連絡先
危機管理課 （直）214-3049

事業名

所管課名 連絡先
危機管理課 （直）214-3049

（事業概要）

事業名

所管課名 連絡先
防災計画課 （直）214-3047

事業名

所管課名 連絡先
減災推進課 （直）214-3048

（事業概要）

事業名

所管課名 連絡先
減災推進課 （直）214-3109

　洪水、土砂災害及び津波ハザードマップを更新し、当該ハザードマップをホームページ上に公開す
るほか、当該ハザードマップを掲載した「仙台防災ハザードマップ」（防災冊子）を作成・配布すること
で、災害への備えや災害時の適切な避難行動に関する市民への周知啓発事業を実施する。

要求額

（事業概要）

予算案

8,808千円

　津波情報伝達システム屋外拡声装置の放送内容をより広範囲に伝達させるため、高性能スピーカー
へ変更し機能向上を図る。

予算案

杜の都
津波情報伝達システム屋外拡声装置の機能向上

（事業概要）

　更新期を迎える地震体験車に代え、新たにVR技術を用いて充実強化した体験型防災学習機能を
構築する。

要求額 145,000千円
体験型防災学習機能の充実強化

予算案 36,200千円 査定区分 ①

杜の都

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

地域防災支援

要求額

査定区分

予算案

危
機
管
理
室

（事業概要）

情報伝達体制強化

72,700千円 杜の都
津波避難広報体制強化

16,344千円

①

査定区分 ①

予算案

杜の都

19,755千円

①

　近年の大規模災害時等を踏まえ、携帯電話やスマートフォン、インターネット環境等を所有していな
い高齢者等の情報弱者に対して避難指示等の緊急情報を確実に伝達するため、戸別受信機等の整
備を行う。また、災害時の情報伝達手段の多重化を図るため、屋外における情報伝達体制強化の検
討を行う。

要求額

1,642千円

杜の都

72,700千円 査定区分 ①

　海岸公園の整備等により、地域外からの来訪者の増加が見込まれる東部沿岸地域において、事業
従事者や来訪者等の安全と安心を確保するため、津波の避難広報体制と監視体制の強化を図る。

40,500千円

3,037千円

査定区分

要求額

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
総務部文書法制課 （直）214-6152

事業名

所管課名 連絡先
人材育成部職員研修所 （直）375-8722

事業名

所管課名 連絡先
人材育成部職員研修所 （直）375-8722

（事業概要）
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を講じた上で、効果的な研修プログラムを実施するた
めの対策を行う。

要求額 3,747千円 社会変化
職員研修の開催方法等の検討

予算案 1,339千円 査定区分 ①

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

要求額 617,123千円 社会変化
公文書館整備

総
務
局

予算案 500,080千円 査定区分 ①

　令和３年４月からの新仙台市人材育成基本方針及び同推進計画を推進するため、若手職員の人材
育成やｅ-ラーニング教材の内製化推進を目的とした新たな研修プログラムを実施する。

（事業概要）
　歴史的公文書や市史編さん事業で収集した資料を保管し、閲覧等に供するため（仮称）仙台市公文
書館の整備等を行う。

要求額 4,920千円 社会変化

（事業概要）

新たな研修プログラムによる人材育成の推進

予算案 1,840千円 査定区分 ②

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
防災環境都市・震災復興室 （直）214-8098

事業名

所管課名 連絡先
政策企画部政策企画課 （直）214-1268

事業名

所管課名 連絡先
政策企画部プロジェクト推進課 （直）214-1254

事業名

所管課名 連絡先
政策企画部定禅寺通活性化室 （直）214-1255

事業名

所管課名 連絡先
情報政策部情報システム課 （直）214-8647

（事業概要）

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

ま
ち
づ
く
り
政
策
局

要求額 67,338千円 杜の都
防災環境都市づくり推進

予算案 48,143千円 査定区分 ①

　若者世代への情報発信など基本計画の推進に取り組むほか、将来人口推計やSDGsを推進するた
めの広報・啓発等の事業を実施する。

（事業概要）
　「杜の都」の豊かな環境を活かしながら、多様化する災害にも強く、日常生活に防災と環境配慮が織
り込まれた「防災環境都市」づくりを進める。また、取組みを国内外へ発信することで選ばれる都市・誇
れる都市を目指す。

要求額 13,999千円 社会変化
総合計画の推進

予算案 9,726千円 査定区分 ①

査定区分 ①
（事業概要）

（事業概要）

要求額 38,044千円 社会変化
プロジェクト推進（国家戦略特区）

91,080千円 査定区分 ①

予算案 15,275千円 査定区分 ①

　定禅寺通エリアの魅力を向上させ、都心全体の回遊性や活力向上につなげるため、地元関係者等
で構成される定禅寺通活性化検討会の議論を踏まえながら、道路空間の再構成と利活用推進に向け
た社会実験を行うなど、市民協働での検討を行う。

（事業概要）
　仙台特区として規制改革メニューの更なる活用やメニュー関連施策の推進により、国家戦略特区とし
ての規制改革の動きを更に加速させていく。

要求額 183,650千円 杜の都
定禅寺通活性化推進

予算案 181,664千円

RPA導入及び利活用推進

　本市業務における事務処理の正確性や迅速性を高め、市民サービスの向上や職員負担の軽減など
を図るため、「仙台市役所経営プラン」に基づき、RPAツールや機器等を導入・運用し、本市業務への
RPAの利活用を推進する。

要求額 91,080千円 社会変化

予算案

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
理財部本庁舎建替準備室 （直）214-3170

財
政
局

（事業概要）
　完成から50年以上が経過した市役所本庁舎について、老朽化や庁舎の分散等の課題解消を図るた
め、本庁舎建替に係る基本設計業務、執務環境計画検討業務、低層部等事業可能性調査業務、そ
の他新本庁舎整備にあたり必要な各種調査を実施する。

予算案 494,854千円 査定区分 ①

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

要求額 509,458千円 杜の都
市役所本庁舎建替

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
協働まちづくり推進部区政課・戸籍住民課 (直)214-6125

事業名

所管課名 連絡先
協働まちづくり推進部地域政策課、市民協働推進課 (直)214-6129

事業名

所管課名 連絡先
生活安全安心部市民生活課 (直)214-6145

事業名

所管課名 連絡先
生活安全安心部自転車交通安全課 (直)214-1075

（事業概要）
　自転車の安全利用に関する条例や仙台市自転車の安全な利活用推進計画に基づき、自転車の安全
利用を促進するための教育や啓発を行うとともに、利用状況の調査等を実施する。

要求額 22,936千円 人のつながり
自転車安全利用の交通安全促進

予算案 11,748千円 査定区分 ②

　仙台市安全安心街づくり基本計画の目標として掲げている「犯罪リスクを生み出さない防犯環境づくり」
に関して、防犯カメラ設置に係る補助をはじめ防犯設備関連支援等を実施する。

要求額 12,200千円 人のつながり
防犯対策推進

予算案 10,000千円 査定区分 ①

（事業概要）

（事業概要）

地域づくりパートナーサポート

予算案 59,838千円 査定区分 ①

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

市
民
局

要求額 81,949千円 社会変化
窓口サービス向上策の展開

予算案 75,745千円 査定区分 ①

　 それぞれの地域が置かれた状況、成り立ちや特性の違い等に即しながら、各区役所・総合支所が、地
域を中心とした課題解決のための取り組みや、地域と共に課題解決に取り組む地域づくりサポーターを、
様々な側面から支援する。

（事業概要）
　戸籍住民事務、税務事務における証明書郵送請求等の業務集約化及び遺族の手続き負担軽減のた
めの（仮称）おくやみコーナー設置等により窓口サービスの向上を図る。

要求額 80,063千円 人のつながり

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
地域福祉部保護自立支援課 （直）214-8166

事業名

所管課名 連絡先
障害福祉部障害企画課 （直）214-8151

事業名

所管課名 連絡先
障害福祉部障害者支援課 （直）214-8165

事業名

所管課名 連絡先
北部発達相談支援センター （直）375-0110

事業名

所管課名 連絡先
保険高齢部高齢企画課 （直）214-8167

（事業概要）
　高齢者に自らの生きがいづくりのみならず、社会の支え手として活躍してもらうため、高齢者の就労
促進に向けたマッチング支援及び情報発信等の支援を行う。

要求額 3,174千円 人のつながり
高年齢者の就労促進に向けたマッチング支援及び情報発信等

予算案 3,174千円 査定区分 ①

予算案 18,847千円 査定区分 ①

　強度行動障害児者とその家族が地域で安心して生活できるよう、第二自閉症児者相談センターの相
談支援体制を拡充する。

（事業概要）
　若年者に身近なコミュニケーションツールであるＳＮＳを活用し、新型コロナウイルス感染症に関する
問題を含む困りごとや悩みに応じた相談等を行い、自死の背景となる要因の早期解消を目指す。

要求額 6,239千円 人のつながり
第二自閉症児者相談センター運営強化

予算案 5,060千円 査定区分 ①
（事業概要）

（事業概要）

要求額 20,431千円 人のつながり
ＳＮＳを活用した若年者向け相談窓口の設置

福祉的就労ステップアップ

予算案 7,352千円 査定区分 ①

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

健
康
福
祉
局

要求額 32,699千円 人のつながり
生活困窮者等の住まいの確保緊急支援

予算案 32,699千円 査定区分 ①

　福祉事業所利用者の工賃向上のため、自主製品の販売促進、販路拡大等の支援を行うほか、福祉
事業所が企業等からの業務受注に向けたマッチング支援を行う。

（事業概要）
　失業等による経済状況の悪化を受け、住居を失った生活困窮者に臨時的な宿泊場所を提供すると
ともに、再び自立した生活を営むための住まいの確保を支援する。

要求額 8,200千円 人のつながり

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他

8



事業名

所管課名 連絡先
子供育成部子供家庭支援課 （直）214-8180

事業名

所管課名 連絡先
子供育成部子供保健福祉課 （直）214-8189

事業名

所管課名 連絡先
子供育成部子供保健福祉課 （直）214-8202

事業名

所管課名 連絡先
幼稚園・保育部運営支援課 （直）214-8977

事業名

所管課名 連絡先
子供育成部子育て応援プロジェクト推進担当 （直）214-2129
（事業概要）
　令和2年度の子どもの遊びの環境に関する調査・研究の結果を踏まえ、都市公園等に一時的に遊具
を設置するなど、実証実験等を行う。

要求額 24,118千円 人のつながり
子どもの遊びの環境に関する調査・研究

予算案 14,472千円 査定区分 ①

予算案 96,679千円 査定区分 ①

　保育士不足解消のため、保育士宿舎借り上げ支援事業や保育士への就職希望者を対象とした合同
就職説明会等を行う。

（事業概要）
　令和３年10月より子ども医療費助成の所得制限を緩和し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図り、
子育て家庭に対する支援の充実を目指す。

要求額 176,478千円 人のつながり
保育士人材確保対策

予算案 149,238千円 査定区分 ①
（事業概要）

（事業概要）

要求額 103,842千円 人のつながり
子ども医療費助成の拡充

妊娠等に関する相談事業

予算案 15,460千円 査定区分 ①

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

子
供
未
来
局

要求額 23,870千円 人のつながり
ＳＮＳを活用した子ども・子育て相談

予算案 23,870千円 査定区分 ①

　妊娠期（疑いがある場合も含む）からの悩みを抱える方への相談対応や保健指導を行うため、ＳＮＳ
を活用した相談窓口を開設する。

（事業概要）
　子育て・家庭・親子関係などの悩みを持つ方がひとりで悩まずに気軽に相談できるよう、ＳＮＳを活用
した相談窓口を開設する。ＳＮＳに寄せられた相談については、専門的な知識を持つ委託業者の相談
員が回答し、内容によっては本市児童相談所等へと繋ぐことで児童虐待の予防と早期発見を図る。

要求額 17,177千円 人のつながり

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
環境部環境企画課 （直）214-8232

事業名

所管課名 連絡先
環境部環境企画課 （直）214-8232

事業名

所管課名 連絡先
廃棄物事業部廃棄物企画課 （直）214-8230

事業名

所管課名 連絡先
廃棄物事業部家庭ごみ減量課 （直）214-8229

事業名

所管課名 連絡先
廃棄物事業部家庭ごみ減量課・事業ごみ減量課・廃棄物企画課 （直）214-8229,8679,8230

（事業概要）
　次期仙台市一般廃棄物処理基本計画において重点的な取り組みに位置付ける「食品ロスの削減
と、生ごみの発生を極力減らすライフスタイルの定着」に向け、市民・事業者と連携して取り組みを進め
る。

要求額 11,732千円 杜の都
食品ロス削減

予算案 9,525千円 査定区分 ①

予算案 16,738千円 査定区分 ①

　次期仙台市一般廃棄物処理基本計画において重点的な取り組みに位置付ける「プラスチックごみの
削減」に向け、市民・事業者と連携してライフスタイル変革も含めた取り組みを進める。

（事業概要）
　国では、令和４年度以降に製品プラスチックも含めプラスチックの一括回収・リサイクル制度の導入を
検討している。この動きに先行し、本市独自の実証事業を地区・期間等を拡大し令和２年度に引き続
き行う。

要求額 20,200千円 杜の都
プラスチックごみ削減

予算案 10,782千円 査定区分 ②
（事業概要）

（事業概要）

要求額 17,384千円 杜の都
製品プラスチックリサイクル実証

温室効果ガス削減アクションプログラム推進

予算案 13,000千円 査定区分 ①

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

環
境
局

要求額 5,545千円 杜の都
家庭における温室効果ガス削減推進

予算案 5,545千円 査定区分 ①

　市域の温室効果ガス排出量の約6割を占める事業活動からの排出削減のため、アクションプログラム
に参加する中小企業者に対し、低炭素設備導入や車両購入のための補助事業を行う。

（事業概要）
　家庭における温室効果ガスの排出削減を進めるため、省エネ家電の買い替えやＺＥＨ（※）の普及促
進に向けた補助等を行う。
　※ＺＥＨ：省エネや再エネ設備の導入等により、温室効果ガスの排出が実質ゼロとなる住宅

要求額 16,000千円 杜の都

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
産業政策部地域産業支援課 （直）214-7338

事業名

所管課名 連絡先
産業政策部地域産業支援課 （直）214-1003

事業名

所管課名 連絡先
産業政策部地域産業支援課 （直）214-1007

事業名

所管課名 連絡先
産業政策部産業振興課 （直）214-8263

事業名

所管課名 連絡先
農林部農林土木課 （直）214-8268

（事業概要）
　地域内の幹線水路及びその他施設の改修整備や用排水路を整備し、生産基盤を強化するとともに
災害に強い農村環境の向上を図る。
　防災重点ため池に監視システム（水位計、定点カメラ）を整備し、災害発生のリスクが高まった際に速
やかな避難発令を行う体制を整備するとともに、その他県営事業によりため池の安全性向上を図る。

要求額 286,065千円 社会変化
農業用施設整備

予算案 249,605千円 査定区分 ①

予算案 96,037千円 査定区分 ①

　産学官金の連携枠組みを活用し、AIやIoT、ロボットなどの先端技術と、今後市場の拡大が見込まれ
る分野との融合による新事業創出を推進するとともに、ICT産業の振興や高度ICT人材の育成・確保、
地域企業のデジタル化等に取り組み、地域経済の活性化を図る。

（事業概要）
　感染症の影響により就職が困難な状況に置かれた若者や就職氷河期世代を対象に、就職支援研
修やマッチングイベントの開催等により正規雇用への就職支援を実施する。
　また、地元企業の魅力等を情報発信するとともに、地元企業へのインターンシップの推進や仙台・宮
城・東北へのＵＩＪターン就職の促進、地元中小企業等へ就職した若者への奨学金返還支援や多様な
人材の活躍推進等により、若者の地元定着と地元企業の人材確保を図る。

要求額 141,521千円 社会変化
成長産業振興

予算案 126,317千円 査定区分 ①
（事業概要）

（事業概要）

要求額 133,137千円 社会変化
人材確保・定着

中小企業経営基盤強化

予算案 49,062千円 査定区分 ①

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

経
済
局

要求額 478,581千円 社会変化
新型コロナウイルス感染症対策

予算案 420,481千円 査定区分 ①

　感染症の影響を受けている事業者に対し、国や県等の各種補助金の申請手続き支援や抱えている
課題の解決にワンストップで対応するため、中小企業応援窓口を設置する。
　また、事業者の持続的な成長に向け、販路開拓や収益向上、事業承継等の支援を行うため、新東
北みやげコンテストやバイヤーとの個別マッチング支援等を実施する。

（事業概要）
　感染症の影響を受けている事業者に対する資金繰り支援として、制度融資により資金調達を行った
際の信用保証料を補給する。また、新しい生活様式に対応した新規事業や業態転換等の支援を目的
とした補助金を創設する。
　これらに加え、感染症患者が複数発生した施設を運営する事業者に対して、円滑な事業再開や感
染症対策に向けた支援金を支給する。

要求額 60,062千円 社会変化

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
東北連携推進室 （直）214-8482

事業名

所管課名 連絡先
観光交流部観光課 （直）214-3018

事業名

所管課名 連絡先
観光交流部観光課 （直）214-3018

事業名

所管課名 連絡先
観光交流部誘客戦略推進課 （直）214-8019

事業名

所管課名 連絡先
文化スポーツ部スポーツ振興課 （直）214-8763
（事業概要）
　東京オリンピック・パラリンピック開催にあたり、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、イタリア
共和国等の事前キャンプ受入れや各競技団体等と連携した交流事業、機運醸成を図る事業を実施す
る。

要求額 367,442千円 社会変化
東京オリンピック・パラリンピック関連事業

予算案 354,387千円 査定区分 ①

予算案 79,221千円 査定区分 ①

　本市への外国人観光客の更なる誘客を図るため、外国人視点による観光コンテンツの発掘・磨き上
げ、市場別の嗜好やニーズ等に応じた効果的なプロモーション及び受入環境整備を実施する。

（事業概要）
　多彩な体験プログラムの発掘・創出を行うとともに、ターゲットやテーマを明確化した戦略的なコンテ
ンツ拡充や情報発信を行い、誘客及び消費促進を図る。また、民間事業者等の新たな取組みや新規
参入等の支援を行い、交流人口ビジネスの裾野拡大と、担い手の育成に取り組む。

要求額 82,045千円 社会変化
インバウンド推進

予算案 37,943千円 査定区分 ②
（事業概要）

（事業概要）

要求額 106,642千円 社会変化
仙台観光魅力創出

観光客誘致宣伝

予算案 68,034千円 査定区分 ②

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

文
化
観
光
局

要求額 117,252千円 社会変化
東北の広域連携による受入環境整備、プロモーション、周遊促進

予算案 92,633千円 査定区分 ①

　ターゲットを明確化し、多彩なコンテンツを活用した効果的なプロモーションを行うことにより、国内か
らの誘客促進を図る。

（事業概要）
　東北の自治体等との広域連携により、国内外の観光客向けの受入環境整備やプロモーションを展開
することにより、東北周遊を促進する。

要求額 107,613千円 社会変化

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
計画部都市計画課 （直）214-8294

事業名

所管課名 連絡先
市街地整備部都心まちづくり課 （直）214-8314

事業名

所管課名 連絡先
総合交通政策部公共交通推進課 （直）214-8359

事業名

所管課名 連絡先
住宅政策部住宅政策課 （直）214-8306

事業名

所管課名 連絡先
公共建築部営繕課 （直）214-8148

（事業概要）
　市有の公共施設の低炭素化に向けたパッシブ技術(機械設備に頼らない省エネ技術)の確立と、将
来的な公共施設全体への展開に向け、既存施設における断熱・気密工事を実施し、ライフサイクルコ
スト削減に向けた実証実験等を行う。

要求額 17,215千円 杜の都
公共施設低炭素化検討業務

予算案 15,367千円 査定区分 ①

予算案 76,445千円 査定区分 ①

　令和４年４月施行予定の「マンションの管理の適正化に関する法律改正法」に基づき、仙台市による
助言・指導等の能動的な関与の法的根拠となる「仙台市分譲マンション管理適正化推進計画」を策定
する。

（事業概要）
　路線バスが走っていない地区、路線バスによる運行サービスが不十分な地区、利用者が少なく路線
バスによる運行が難しい地区などにおいて、市民協働による地域主体の、地域の移動手段確保に向
けた支援を行う。

要求額 12,590千円 杜の都
分譲マンション管理適正化推進計画策定

予算案 10,000千円 査定区分 ①
（事業概要）

（事業概要）

要求額 86,098千円 人のつながり
地域交通運行確保・運行支援

都心の再整備支援

予算案 27,301千円 査定区分 ①

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

都
市
整
備
局

要求額 32,000千円 杜の都
機能集約型都市づくり推進

予算案 23,619千円 査定区分 ①

　「せんだい都心再構築プロジェクト」の更なる推進と、仙台駅周辺における土地利用計画や整備手法
の検討および関係機関との調整等を行うとともに、老朽建築物の更新検討の支援を行う。

（事業概要）
　令和２年度末に策定予定の次期都市計画マスタープラン全体構想に基づき、機能集約型の都市づ
くりの推進を図るため、同プランの地域別構想や、立地適正化計画、都市再開発方針の策定に向けた
調査検討などを行う。

要求額 35,000千円 杜の都

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
百年の杜推進部百年の杜推進課 （直）214-8388

事業名

所管課名 連絡先
百年の杜推進部公園課 （直）214-5258

事業名

所管課名 連絡先
道路部道路計画課 （直）214-8383

事業名

所管課名 連絡先
下水道事業部管路建設課 （直）214-8612

事業名

所管課名 連絡先
八木山動物公園管理課 （直）229-0122

（事業概要）
　開園から55年が経過しており、老朽化が進む園内施設等の長寿命化再整備を実施することと併せ、
緊急を要する施設等の修繕工事を実施する。

要求額 149,237千円 社会変化
動物園施設整備

予算案 122,545千円 査定区分 ①

予算案 101,300千円 査定区分 ①

　仙台駅西口地区において大雨時に浸水被害が生じていることから、令和7年度までに当該地区の雨
水排水施設整備を行う。
　※要求額及び予算案は、令和3年度の事業費（400,000千円）のうち一般会計からの繰出金。

（事業概要）
　近年頻繁に発生している浸水被害について、防災環境都市として市民の安全・安心を確保するため
全庁的に対策に取り組むとしており、その中で道路事業として浸水エリアにおけるスポット対策を早期
に実施し、道路冠水による事故や周辺住宅への浸水被害の軽減を図る。

要求額 10,000千円 杜の都
仙台駅西口地区下水道浸水被害軽減総合事業

予算案 10,000千円 査定区分 ①
（事業概要）

（事業概要）

要求額 101,300千円 杜の都
雨水対策緊急連携推進（スポット対策）

青葉山公園整備

予算案 1,837,935千円 査定区分 ①

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

建
設
局

要求額 159,538千円 杜の都
全国都市緑化フェア推進

予算案 133,743千円 査定区分 ①

　杜の都のシンボルとなる公園とするため、（仮称）公園センターや中央広場等、追廻地区の整備を行
う。

（事業概要）
　国内最大級の花と緑の祭典である全国都市緑化フェアについて、令和５年度の開催に向け、実行委
員会設立、実施計画策定等を進める。

要求額 1,886,977千円 杜の都

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
まちづくり推進部まちづくり推進課 （代）225-7211

事業名

所管課名 連絡先
建設部道路課 (代)225-7211

所管課名 連絡先
宮城総合支所まちづくり推進課 (代)392-2111
（事業概要）
　少子高齢化や人口減少が進む宮城地区西部（作並・新川地区、大倉地区）において、ICTやAI等の
先端技術を活用し、回覧板の電子化、鳥獣害対策等、様々な地域課題の解決に向けた取り組みを進
める。

予算案 31,000千円 査定区分 ①

予算案 83,571千円 査定区分 ①
（事業概要）
　ガス灯の経年劣化(不点灯及び腐食等)が顕在化しているため改修を行う。維持管理費縮減の観点
から、一部のガス灯を除きＬＥＤ灯への改修を進め、東北の玄関口にふさわしい都市景観を引き続き
維持する。

事業名
要求額 50,749千円 人のつながり

先端技術を活用した宮城地区の地域課題解決

　青葉区中心部において増加するマンションに対し町内会結成の働きかけを行う。

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

青
葉
区

要求額 530千円 人のつながり
マンションコミュニティ強化

予算案 180千円 査定区分 ②
（事業概要）

要求額 83,571千円 杜の都
仙台駅西口ガス灯改修(第４工区)

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
まちづくり推進部まちづくり推進課 （代）291-2111

事業名

所管課名 連絡先
まちづくり推進部まちづくり推進課 （代）291-2111

事業名

所管課名 連絡先
まちづくり推進部まちづくり推進課 （代）291-2111

予算案 200千円 査定区分 ②
（事業概要）
　次代を担う若手人材の育成を目的として、セミナーやワークショップ開催等を通したまちづくりの知識
やノウハウの蓄積を図るとともに、地域の若手同士の交流の機会を創出し、ネットワークづくりを促進す
る。

（事業概要）

要求額 960千円 人のつながり
みやぎの・まちづくり若手人材育成支援

みやぎの地域づくり支援

予算案 305千円 査定区分 ①

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

宮
城
野
区

要求額 5,538千円 杜の都
海浜エリア活性化

予算案 2,132千円 査定区分 ②

　多様な主体の連携による地域づくり活動を支援するため、情報共有・課題検討を行う勉強会や、実
践活動につながるワークショップの開催などをサポートする。

（事業概要）
　東部沿岸地域において、東日本大震災の記憶の継承と発信を行うとともに、地域の豊かな自然など
魅力ある資源を活用しながら、海辺のにぎわいづくりを進める。

要求額 500千円 人のつながり

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
区民部総務課 (代)282-1111

事業名

所管課名 連絡先
まちづくり推進部まちづくり推進課 (代)282-1111

事業名

所管課名 連絡先
保健福祉センター家庭健康課 (代)282-1111

予算案 698千円 査定区分 ①
（事業概要）
　六郷地区において、住民や地域の団体に対し、健康課題解決に向けた啓発を行い、健康につなが
る地域づくりを推進する。

（事業概要）

要求額 935千円 人のつながり
六郷地区の健康づくり推進

海浜エリア活性化

予算案 2,044千円 査定区分 ②

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

若
林
区

要求額 42,541千円 社会変化
若林区役所増築及び内部改修

予算案 17,176千円 査定区分 ①

　東部沿岸地域の持続的な回遊性を構築するために、各種データの収集・分析を行うほか、地域の賑
わいづくりを目指して、地域住民・地域活動団体・防災集団移転跡地利活用事業者等との意見交換を
進める。

（事業概要）
　プライバシー確保した窓口、障害のある方にも配慮した施設を目指して、庁舎の増築及び内部改修
を実施する。

要求額 5,044千円 杜の都

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
まちづくり推進部まちづくり推進課・太白区中央市民セン

ター （代）247-1111
（事業概要）

事業名

所管課名 連絡先
太白区障害高齢課 （代）247-1111

（事業概要）

事業名

所管課名 連絡先
秋保総合支所総務課 （代）399-2111

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

　高齢化・人口減少が急速に進む秋保地区への移住促進として、空家等の情報を収集、希望する市
民や事業者等へ提供を行うとともに、利活用のモデル事業として市民協働による空家等の再生利活用
の取組を実施し、サテライトオフィス等の誘致など、地域外からの人の流れを創出し、未来の移住につ
ながる交流人口等の拡大を図る。

要求額 2,000千円 人のつながり

太
白
区

査定区分 ①

（事業概要）

秋保地域交流人口拡大

予算案 2,000千円 査定区分 ①

1,549千円 人のつながり

要求額

地域づくりの担い手等の交流等推進

996千円 査定区分 ②

　地域づくりの担い手不足や各主体の組織強化などの課題を解消するために、まちづくり推進課（区
内全域）と中央市民センター（地域）とで事業の相乗効果を図りつつ、地域活動の活性化を促進する。

要求額

予算案

予算案

1,016千円 人のつながり

　障害福祉サービス利用者が65歳になり介護保険に移行する際に円滑な移行を支援するための体制
をつくるほか、高齢、障害の分野を越えた包括的な支援体制づくりを行う。

太白区障害高齢支援連携

648千円

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
泉区まちづくり推進課 （代）372-3111

事業名

所管課名 連絡先
泉区まちづくり推進課 （代）372-3111

事業名

所管課名 連絡先
泉区まちづくり推進課 （代）372-3111

予算案 2,467千円 査定区分 ①
（事業概要）
　泉西部地区において、課題の共有や解決策の検討などを目的とした泉西部地区まちづくり懇談会を
実施するとともに、課題解決に向けた取り組みを支援する。

（事業概要）

要求額 4,876千円 人のつながり
泉区西部活性化

泉中央地区活性化

予算案 500千円 査定区分 ①

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

泉
区

要求額 2,255千円 人のつながり
大学連携地域づくり

予算案 760千円 査定区分 ①

　泉中央駅前広場や七北田公園において、周辺事業者や関係団体と連携しながら、にぎわいづくりの
イベントを開催するなど、泉中央地区の活性化に資する取り組みを進める。

（事業概要）
　地域課題の解決や活力ある地域づくりを進めるため、泉区内及び近隣の計6大学、泉区まちづくり推
進協議会、泉区で締結している「仙台市泉区における大学と地域との連携協力に関する協定書」に基
づき、大学が地域と連携して取り組む地域づくり活動を支援する。

要求額 1,000千円 人のつながり

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
総務部総務課 (代)234-1111

事業名

所管課名 連絡先
総務部管理課・警防部警防課 (代)234-1111

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

要求額 13,666千円 杜の都
荒浜訓練場整備

消
防
局

予算案 10,800千円 査定区分 ①

　「消防団員確保対策及び活動環境等に関する意識調査」及び「消防団員確保対策及び活動環境等
に関する検討会」の結果を受け、消防団確保対策及び活動環境の充実強化を行う。

（事業概要）
　近年の火災件数の減少による若手職員の経験不足への対応や災害の多様化・激甚化に対応した
消防活動体制の充実強化を図るため、荒浜訓練場に訓練施設等の整備を行う。

要求額 15,469千円 杜の都

（事業概要）

消防団活性化五ヶ年計画

予算案 10,629千円 査定区分 ①

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
学校教育部教育指導課 （直）214-8421

事業名

所管課名 連絡先
学校教育部学びの連携推進室 （直）214-8438

事業名

所管課名 連絡先
学校教育部教育相談課 （直）214-0004

事業名

所管課名 連絡先
学校教育部教育相談課 （直）773-4150

事業名

所管課名 連絡先
生涯学習部文化財課 （直）214-8544

予算案 18,814千円

（事業概要）
　仙台城跡をより城郭らしい姿とするため、大手門復元関連基礎調査を含む史跡の実態解明のため
の調査を実施し、本市のシンボルに相応しい景観づくりを強化する。

要求額 45,558千円 杜の都
仙台城跡整備推進

予算案 31,373千円 査定区分 ①

査定区分 ①

18,814千円 人のつながり

　不登校が多く別室等で対応している小・中学校に学校訪問対応相談員を派遣し、個々の児童生徒
の支援を行う。

（事業概要）
　退職教員等を学習支援員として小・中学校に派遣し、算数・数学の指導・支援及び放課後等の補充
学習支援により、きめ細かな指導を行う。

要求額 23,357千円 人のつながり
学校訪問対応相談員の配置

予算案 22,621千円 査定区分 ①
（事業概要）

（事業概要）

さわやか相談員の配置

人のつながり
放課後等学習支援

予算案 44,007千円 査定区分 ①

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

教
育
局

要求額 19,212千円 人のつながり
ＩＣＴ教育環境の充実

予算案 19,212千円 査定区分 ①

　児童生徒にとって身近な相談相手となり、心のよりどころとなるさわやか相談員の配置の拡充を図る。

（事業概要）
　１人１台のタブレット端末を活用し、動画やデジタル教材を用いた効果的な授業を行うため、市立中
学校に大型提示装置を配備する。

要求額

要求額 58,563千円

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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事業名

所管課名 連絡先
人事委員会事務局任用課 （直）214-4457人

事
委
員
会

令和３年度予算重点配分経費査定結果一覧

要求額 2,663千円 社会変化
多様で優秀な人材の確保に向けた広報の拡充

予算案 2,133千円 査定区分 ①
（事業概要）
　近年の少子化や民間企業の採用増に伴い、本市受験者が減少傾向となっていることから、新卒者だ
けではなく、首都圏や転職希望者の受験者を増やし、優秀な人材を確保する。

【査定区分】
①概ね要求どおり（事業手法の見直しなどにより事業費の減額があったものの、概ね要求事業の実施ができるもの）
②一部項目について減額して計上　　③その他
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