
第３章　主な取組一覧及び情報発信サイト等

１　主な取組一覧

H29 H30 H31 H32

１　安全・安心なくらしの構築

（１）迅速かつ正確な情報提供と積極的な情報発信

①　迅速かつ正確な情報提供

1
震度情報ネットワークシステムの運
用
【総務部危機対策課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

7

2
緊急地震速報システムの運用
【総務部危機対策課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

7

3
宮城県総合防災情報システム（ＭＩＤ
ＯＲＩ）の運用
【総務部危機対策課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

7

4
宮城県放射線・放射能に関するポー
タルサイトの運営
【環境生活部原子力安全対策課】

運営

8

5
環境放射線監視システムの運用・再
構築
【環境生活部原子力安全対策課】

運用・改
修

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

8

6
周産期医療情報システムの運用
【保健福祉部医療政策課】

運用 周産期医療情報システム登
録医療機関数
現状値（H28年3月末）63件
目標値（H33年3月末）63件

9

7
救急医療情報システムの運用
【保健福祉部医療政策課】

運用 病院収容時間
現状値（H27平均）42.5分
目標値（H33年3月末）平成32
年全国平均

9

8
宮城県森林情報管理システムの運
用
【農林水産部林業振興課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

9

9
宮城県河川流域情報システム（ＭＩＲ
ＡＩ）の運用
【土木部河川課】

保守管理，
ｼｽﾃﾑ更
改，水位
局・ｶﾒﾗ増
設

ｼｽﾃﾑ運
用，保守管
理，ｶﾒﾗ増
設

ｼｽﾃﾑ運
用，保守管
理

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

9

10
宮城県砂防総合情報システム（ＭＩＤ
ＳＫＩ）の運用
【土木部防災砂防課】

開発・構
築

開発・構
築 スリムで費用対効果が高い，

最適な行政運営
9

11
道路管理ＧＩＳシステムの運用
【土木部道路課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

9

12
高度道路交通システム（ＩＴＳ）の推進
【警察本部交通規制課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

9

②　積極的な情報発信

13
県ホームページの運営
【総務部広報課】

運営

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

10

14
県議会ホームページの運営
【議会事務局政務調査課】

運営

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

10

15
県警察ホームページの運営
【警察本部広報相談課】

運営

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

10

16
多文化共生に対応した行政情報等
の多言語化の推進
【経済商工観光部国際企画課】

実施

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

10
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17
宮城県オープンデータサイトの運営
【震災復興・企画部情報政策課】

運営・拡
充

10

18

ウェブサイト「東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会　宮城県
ポータルサイト」による情報発信
【震災復興・企画部オリンピック・パラ
リンピック大会推進室】

運営・多
言語化

運営

11

19

市町村の再生可能エネルギーを活
用したまちづくりへの形成支援
【環境生活部再生可能エネルギー
室】

実施

11

20
図書情報のネットワーク化の推進
【教育庁生涯学習課】

運用・拡
充 スリムで費用対効果が高い，

最適な行政運営
11

21
東北歴史博物館館蔵資料管理及び
情報公開事業
【教育庁文化財保護課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

館蔵資料ウェブ公開資料点
数
現状値（H28年3月末）館蔵資
料ダイジェスト742点
目標値（H33年3月末）全館蔵
資料目録の公開

11

22
被災地域記録デジタル化の推進
【教育庁生涯学習課】

運用・利
活用促進 スリムで費用対効果が高い，

最適な行政運営
11

（２）情報セキュリティ意識，情報リテラシーの向上

23
消費生活相談，啓発・情報提供
【環境生活部消費生活・文化課】

実施

迅速かつ正確な情報提供と
積極的な情報発信

12

24
犯罪等から青少年を守るためのイン
ターネット安全利用の推進
【環境生活部共同参画社会推進課】

実施

12

25
ネット被害未然防止対策の推進
【教育庁高校教育課】

運用 ネットパトロールによる監視
投稿件数に対する問題投稿
件数の割合
現状値（H28年3月末）0.45％
目標値（H33年3月末）3.0％
以内

13

26
サイバー犯罪対策の推進
【警察本部サイバー犯罪対策課】

実施

13

２　快適・便利なくらしの構築

（１）新たな情報通信基盤の整備

27
無料公衆無線ＬＡＮの整備促進
【震災復興・企画部情報政策課】

導入拡
大・運用 各分野におけるＩＣＴ利活用

の取組とその支援
14

28
移動通信用鉄塔施設の整備促進
【震災復興・企画部情報政策課】

実施

14

29
外国人観光客受入環境整備促進事
業
【経済商工観光部観光課】

実施

各分野におけるＩＣＴ利活用
の取組とその支援

14

30

外国人観光客対応無線ＬＡＮ整備促
進事業
【経済商工観光部アジアプロモーショ
ン課】

実施

各分野におけるＩＣＴ利活用
の取組とその支援

14

31

二次交通事業者外国人観光客受入
環境整備事業
【経済商工観光部アジアプロモーショ
ン課】

実施

各分野におけるＩＣＴ利活用
の取組とその支援

15

32

外国人観光客向けＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ
サービス
【経済商工観光部アジアプロモーショ
ン課】

実施

各分野におけるＩＣＴ利活用
の取組とその支援

15

35
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（２）各分野におけるＩＣＴ利活用の取組とその支援

33
ＩＣＴを活用した復興支援，ＩＣＴ講習
等開催支援及び人材育成支援
【震災復興・企画部情報政策課】

実施

15

34
ＩＣＴを活用した地域の基幹病院との
連携による研修体制の構築
【保健福祉部医療人材対策室】

テレビ会
議システ
ム設置

研修受講率
現状値（H26年3月末）10.6%
目標値（H33年3月末）20.8%

15

35
宮城県聴覚障害者支援ｾﾝﾀｰ(愛称：
みみサポみやぎ）の運営
【保健福祉部障害福祉課】

運営

迅速かつ正確な情報提供と
積極的な情報発信

16

36
みやぎ障害者ＩＴサポートセンターの
運営
【保健福祉部障害福祉課】

運営

情報セキュリティ意識，情報
リテラシーの向上

講座・講習等受講者数，相談
者数
現状値（H28年3月末）840人
目標値（H33年3月末）850人

16

37
ひとり親家庭等就業支援講習会の
実施
【保健福祉部子育て支援課】

実施

情報セキュリティ意識，情報
リテラシーの向上

IT関連講座，IT講習会等受
講者数
現状値（H28年3月末）22人
目標値（H33年3月末）30人

16

38
「第2期みやぎの教育情報化推進計
画」の推進
【教育庁教育企画室】

実施 実施・次
期計画策
定

実施

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

授業中にＩＣＴを活用して指導
する能力を有する教員の割
合
現状値（H28年3月末）69.3％
目標値（H32年3月末）100％

16

39
教科指導におけるＩＣＴ活用「MIYAGI
Style」の推進
【教育庁教育企画室】

整備・実
施

実施

MIYAGI Style（ＩＣＴを活用し
た一斉学習）を行っている学
校の割合
現状値（H28年3月末）10.8％
目標値（H33年3月末）100％

16

40
総合教育センターの情報教育研修
の充実
【教育庁教職員課】

実施 授業中にＩＣＴを活用して指導
する能力（「教育の情報化の
実態等に関する調査」の「教
員のＩＣＴ活用指導力」の大項
目Ｂ）
現状値（H27年3月末）66.9
目標値（H32年3月末）100

17

41
みやぎ県民大学（生涯学習講座）の
実施
【教育庁生涯学習課】

実施

情報セキュリティ意識，情報
リテラシーの向上

17

３　活力ある豊かな地域の構築

（１）情報サービス産業の振興

42
ＩＴ商品の販売促進
【経済商工観光部新産業振興課】

実施

19

43
派遣ＯＪＴ支援事業等の推進
【経済商工観光部新産業振興課】

実施

19

44
情報通信関連企業立地促進事業の
推進
【経済商工観光部新産業振興課】

実施 ソフトウェア開発企業立地件
数
現状値（H28年3月末）　1件
目標値（H33年3月末）　9件

19

45
民間投資促進特区（ＩＴ産業版）等の
活用による企業集積の促進
【経済商工観光部新産業振興課】

実施

19

46
コールセンターサポート事業の推進
【経済商工観光部新産業振興課】

実施

ＩＣＴ人材の育成・確保 19

47
宮城・仙台アニメーショングランプリ
事業の推進
【経済商工観光部新産業振興課】

実施

ＩＣＴ人材の育成・確保 19

（２）地域経済の活性化

48
地域ＩＣＴ利活用の促進
【震災復興・企画部情報政策課】

実施

各分野におけるＩＣＴ利活用
の取組とその支援

コーディネート件数
現状値（H28年3月末）0件
目標値（H33年3月末）25件
事業化マッチング件数
現状値（H28年3月末）0件
目標値（H33年3月末）7件

21

36
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49
地域経済構造分析推進事業
【経済商工観光部富県宮城推進室】

実施

21

50
中小企業のＩＣＴ活用支援
【経済商工観光部中小企業支援室】

実施

21

51
商店街の情報化支援
【経済商工観光部商工金融課】

実施

21

52
ウェブサイト「食材王国みやぎ」及び
「ぷれ宮夢みやぎ」による情報発信
【農林水産部食産業振興課】

運用

迅速かつ正確な情報提供と
積極的な情報発信

サイトアクセス数
現状値（H28年3月末）434,874人
目標値（H33年3月末）500,000人

21

53
ＩＣＴを活用した経営体支援と普及活
動の効率化
【農林水産部農業振興課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

21

54
肉用牛パワーアップ事業
【農林水産部畜産課】

実施

22

55
水産加工業データベースを活用した
県内水産物の販売力強化
【農林水産部水産業振興課】

運用 迅速かつ正確な情報提供と
積極的な情報発信
スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

22

56
IT技術を活用したギンザケ養殖高度
化事業
【農林水産部水産業基盤整備課】

運用

22

57
建設現場におけるＩＣＴ技術の活用拡
大
【土木部事業管理課】

各種基準
整備

22

（３）ＩＣＴ人材の育成・確保

58
組込みソフトウェア開発研修事業
【経済商工観光部新産業振興課】

実施

23

59
新たなビジネスの創出に向けた研修
事業の推進
【経済商工観光部新産業振興課】

実施

23

60
ＩＴ産業事務系人材育成事業の推進
【経済商工観光部新産業振興課】

実施

23

61
みやぎ高度電子機械人材育成セン
ターの運営
【経済商工観光部新産業振興課】

運営

23

62

みやぎカーインテリジェント人材育成
センターの運営
【経済商工観光部自動車産業振興
室】

実施 講座の実参加者数（累計）
現状値（H28年3月末）841人
目標値（H33年3月末）1,114
人

23

63
高等技術専門校における職業訓練
（ＩＴ関連分野）
【経済商工観光部産業人材対策課】

実施

23

64
障害者職業能力開発校における職
業訓練（ＩＴ関連分野）
【経済商工観光部産業人材対策課】

実施

24

４　行政運営の最適化の推進

（１）行政手続きのオンライン化

65
地方税電子申告システムの運用
【総務部税務課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

25

66
マルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）
による県税収納
【総務部税務課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

25

67
自動車税クレジット収納システムの
運用
【総務部税務課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

26

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞの付与の
検討・段階的な導入

37
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68
自動車保有関係手続のワンストップ
サービスシステム(OSS)の整備
【総務部税務課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

26

69
インターネット公売の実施
【総務部税務課】

実施 迅速かつ正確な情報提供と
積極的な情報発信
スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

26

70
電子申請オンライン利用の促進
【震災復興・企画部情報政策課】

運用・利
用促進 スリムで費用対効果が高い，

最適な行政運営

電子申請利用率（県）
現状値（H27年3月末）
45.17％
目標値（H33年3月末）58％

26

71

電子認証基盤の運用（地方公共団
体組織認証基盤，公的個人認証基
盤）
【震災復興・企画部情報政策課】

運用・利
用促進 スリムで費用対効果が高い，

最適な行政運営
26

72
産業廃棄物処理実績報告書等の電
子報告システムの構築
【環境生活部循環型社会推進課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

報告用サイトによる報告件数
現状値（H27年度実績）2,307
件（許可業者の61％）
目標値（H33年3月末）2,450
件（許可業者の65％）

26

73
宮城県建設工事等電子入札システ
ムの運用
【出納局契約課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

26

74
宮城県物品等電子調達システムの
運用
【出納局契約課】

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

27

75
宮城県電子入札システムの計画・構
築，運用
【出納局契約課】

計画・ｼｽ
ﾃﾑ構築

運用

スリムで費用対効果が高い，
最適な行政運営

27

（２）スリムで費用対効果の高い，最適な行政運営

①　情報通信ネットワークの安定運営

76
衛星系無線設備の更新
【総務部危機対策課】

整備

27

77
みやぎハイパーウェブの運用
【震災復興・企画部情報政策課】

運用・詳
細設計

運用・再
構築

運用

28

78
総合情報ネットワークの運用
【震災復興・企画部情報政策課】

運用

28

79
県庁インターネット・イントラネットシ
ステムの再構築
【震災復興・企画部情報政策課】

現ｼｽﾃﾑ
運用

28

80
社会保障・税番号制度に関する情報
ネットワークシステムの構築
【震災復興・企画部情報政策課】

構築

行政手続きのオンライン化 28

81
宮城県教育情報システム（ＳＷＡＮ
Ⅱ）の再構築と運用
【教育庁教育企画室】

運用

28

②　情報システムによる事務の効率化

82
宮城県電子県庁共通基盤システム
の運用
【震災復興・企画部情報政策課】

運用

29

83
宮城県電子申請システムの運用
【震災復興・企画部情報政策課】

運用

29

84
宮城県庶務業務支援システムの運
用
【震災復興・企画部情報政策課】

運用

29

運用・計画・ｼｽﾃﾑ

現ｼｽﾃﾑ運用

新ｼｽﾃﾑ設計・構築

新ｼｽﾃﾑ運用

運用

再構築・運用

38



第３章　主な取組一覧及び情報発信サイト等

H29 H30 H31 H32

指標
掲
載
頁

重
点
目
標

取
組
の

方
向
性

細
項
目
・

事
業
番
号

スケジュール（年度）
従たる目標

事業名
【担当部局・課室名】

85
産業廃棄物処理業等管理システム
の運用
【環境生活部循環型社会推進課】

運用

迅速かつ正確な情報提供と
積極的な情報発信

データベース化する事業者
現状値（H28年3月末）4,283
件
目標値（H33年3月末）4,500
件
データベース化する施設数
現状値（H28年3月末）354件
目標値（H33年3月末）400件

29

86
民間賃貸住宅借上げシステムの運
用
【保健福祉部震災援護室】

運用

30

87
ＣＡＬＳ／ＥＣ（公共事業支援統合情
報システム）の整備
【土木部事業管理課】

運用

30

88
みやぎ学力調査分析システムの整
備
【教育庁高校教育課】

運用
システムの利活用校の割合
現状値（H28年3月末）100％
目標値（H33年3月末）100％

30

③　情報システムの全体最適化

89
情報システム調達の統括管理
【震災復興・企画部情報政策課】

実施

30

90
庁内ＩＴアドバイザーの設置
【震災復興・企画部情報政策課】

実施

31

91
情報システム調達研修の実施
【震災復興・企画部情報政策課】

実施

31

92
情報システムのサーバー統合
【震災復興・企画部情報政策課】

実施

31

④　情報セキュリティ対策と情報システムの業務継続

93
自治体情報セキュリティクラウドの運
用
【震災復興・企画部情報政策課】

運用

32

94
情報セキュリティ監査の実施
【震災復興・企画部情報政策課】

実施

32

95
情報セキュリティ研修の実施
【震災復興・企画部情報政策課】

実施

32

96
情報システムに係る業務継続計画（ｉ
－ＢＣＰ）に基づく業務継続確保
【震災復興・企画部情報政策課】

実施

32

⑤　市町村行政の情報化

97
住民基本台帳ネットワークシステム
の運用
【総務部市町村課】

運用

行政手続きのオンライン化 33

98
総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の
運用
【震災復興・企画部情報政策課】

維持・運
用

33

99
市町村業務システムの共同クラウド
化の推進
【震災復興・企画部情報政策課】

実施 市町村の共同利用クラウド
グループ数
現状値（H28年3月末）0
目標値（H33年3月末）1

33

100
市町村職員への研修機会の提供
【震災復興・企画部情報政策課】

実施

33

39



２ 情報発信サイト

本県では，インターネットを活用して

なものをご

ＳＮＳ

Facebook

発信の新たな媒体として，県政情報や県の

に広く発信します。

https://www.facebook.com/pref.miyagi

メルマガ

さまざま

情報や県の

ウェブ

ウェブ

県民の意見提出手続（パブリックコメント制度）の実施により

明性の向上を図り，県民の参画による開かれた県政を推進します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gyokei/h28publiccom.html

電子申請システム

広く県民から県政に対する提案等を受け付け，これらを県の施策に反映させていくことで，県民の参画によ

る開かれた県政を推進します。

ブログ

災害情報や防災・危機管理に関する情報等を周知します。

http://plaza.rakuten.co.jp/bousaimiyagi/

ウェブ

ウェブ

首都圏を中心に県外から宮城県への移住を希望される方々に，宮城県での暮らしの魅力や仕事に関する情報

等を幅広く発信し，宮城県への移住を支援します。

https://miyagi

情報発信サイト

本県では，インターネットを活用して

なものをご紹介します。

Facebook「宮城県広報課」

Facebook の特徴である拡散性と即時性を活かして，情報

発信の新たな媒体として，県政情報や県の

に広く発信します。

https://www.facebook.com/pref.miyagi

メルマガ メルマガ・みやぎ

さまざまな広報媒体を活用し，より効果的な広報を行う一環として，メールマガジンを週

情報や県の PR 等，複数の情報を定期的に県内外に発信します。

みやぎニュースクリップ

パブリックコメント

県民の意見提出手続（パブリックコメント制度）の実施により

明性の向上を図り，県民の参画による開かれた県政を推進します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gyokei/h28publiccom.html

電子申請システム 知事への提案「明日のみやぎに一筆啓上！」

広く県民から県政に対する提案等を受け付け，これらを県の施策に反映させていくことで，県民の参画によ

る開かれた県政を推進します。

宮城県防災・危機管理ブログ

災害情報や防災・危機管理に関する情報等を周知します。

http://plaza.rakuten.co.jp/bousaimiyagi/

みやぎ復興情報ポータルサイト

みやぎ移住ガイド

首都圏を中心に県外から宮城県への移住を希望される方々に，宮城県での暮らしの魅力や仕事に関する情報

等を幅広く発信し，宮城県への移住を支援します。

https://miyagi-ijuguide.jp/

情報発信サイト等

本県では，インターネットを活用して

します。

「宮城県広報課」

の特徴である拡散性と即時性を活かして，情報

発信の新たな媒体として，県政情報や県の

https://www.facebook.com/pref.miyagi

メルマガ・みやぎ【総務部

な広報媒体を活用し，より効果的な広報を行う一環として，メールマガジンを週

複数の情報を定期的に県内外に発信します。

みやぎニュースクリップ【

パブリックコメント【総務部

県民の意見提出手続（パブリックコメント制度）の実施により

明性の向上を図り，県民の参画による開かれた県政を推進します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gyokei/h28publiccom.html

知事への提案「明日のみやぎに一筆啓上！」

広く県民から県政に対する提案等を受け付け，これらを県の施策に反映させていくことで，県民の参画によ

る開かれた県政を推進します。 http://www.pref.miyagi.jp/site/gvroom/ippitu.html

宮城県防災・危機管理ブログ

災害情報や防災・危機管理に関する情報等を周知します。

http://plaza.rakuten.co.jp/bousaimiyagi/

みやぎ復興情報ポータルサイト

ガイド【震災復興・企画部

首都圏を中心に県外から宮城県への移住を希望される方々に，宮城県での暮らしの魅力や仕事に関する情報

等を幅広く発信し，宮城県への移住を支援します。

ijuguide.jp/

本県では，インターネットを活用して，さまざまな情報発信サイト等を運営しています。主

「宮城県広報課」【総務部広報課

の特徴である拡散性と即時性を活かして，情報

発信の新たな媒体として，県政情報や県の PR などを県内外

https://www.facebook.com/pref.miyagi

総務部広報課】

な広報媒体を活用し，より効果的な広報を行う一環として，メールマガジンを週

複数の情報を定期的に県内外に発信します。

【総務部広報課

知事等が出席したイベントや表敬訪問・協定締結式などの行事を中心

に，ホームページの中央部に画像付きで情報発信しています。

http://www.pref.miyagi.jp/site/newsclip/

総務部行政経営推進課

県民の意見提出手続（パブリックコメント制度）の実施により

明性の向上を図り，県民の参画による開かれた県政を推進します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gyokei/h28publiccom.html

知事への提案「明日のみやぎに一筆啓上！」

広く県民から県政に対する提案等を受け付け，これらを県の施策に反映させていくことで，県民の参画によ

http://www.pref.miyagi.jp/site/gvroom/ippitu.html

宮城県防災・危機管理ブログ【総務部危機対策課

災害情報や防災・危機管理に関する情報等を周知します。

http://plaza.rakuten.co.jp/bousaimiyagi/

みやぎ復興情報ポータルサイト【震災復興・企画

毎月発行の広報紙「

とともに，復興に関する県からのお知らせやブログ，

リンクしたＳＮＳなど

「いま」の情報を発信します。

震災復興・企画部震災復興支援課

首都圏を中心に県外から宮城県への移住を希望される方々に，宮城県での暮らしの魅力や仕事に関する情報

等を幅広く発信し，宮城県への移住を支援します。

，さまざまな情報発信サイト等を運営しています。主

広報課】

の特徴である拡散性と即時性を活かして，情報

などを県内外

な広報媒体を活用し，より効果的な広報を行う一環として，メールマガジンを週

複数の情報を定期的に県内外に発信します。

広報課】

知事等が出席したイベントや表敬訪問・協定締結式などの行事を中心

に，ホームページの中央部に画像付きで情報発信しています。

http://www.pref.miyagi.jp/site/newsclip/

行政経営推進課】

県民の意見提出手続（パブリックコメント制度）の実施により

明性の向上を図り，県民の参画による開かれた県政を推進します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gyokei/h28publiccom.html

知事への提案「明日のみやぎに一筆啓上！」

広く県民から県政に対する提案等を受け付け，これらを県の施策に反映させていくことで，県民の参画によ

http://www.pref.miyagi.jp/site/gvroom/ippitu.html

危機対策課】

災害情報や防災・危機管理に関する情報等を周知します。

震災復興・企画部

毎月発行の広報紙「NOW IS.

とともに，復興に関する県からのお知らせやブログ，

ＳＮＳなど，

「いま」の情報を発信します。

震災復興支援課

首都圏を中心に県外から宮城県への移住を希望される方々に，宮城県での暮らしの魅力や仕事に関する情報

等を幅広く発信し，宮城県への移住を支援します。

第３章

，さまざまな情報発信サイト等を運営しています。主

な広報媒体を活用し，より効果的な広報を行う一環として，メールマガジンを週

複数の情報を定期的に県内外に発信します。http://www.pref.miyagi.jp/site/mailmaga/

知事等が出席したイベントや表敬訪問・協定締結式などの行事を中心

に，ホームページの中央部に画像付きで情報発信しています。

http://www.pref.miyagi.jp/site/newsclip/

県民の意見提出手続（パブリックコメント制度）の実施により, 県の政策形成過程における公正の確保と透

明性の向上を図り，県民の参画による開かれた県政を推進します。

知事への提案「明日のみやぎに一筆啓上！」【総務部

広く県民から県政に対する提案等を受け付け，これらを県の施策に反映させていくことで，県民の参画によ

http://www.pref.miyagi.jp/site/gvroom/ippitu.html

】

部震災復興推進課

NOW IS.」や震災復興ポスター等の広報物を掲載する

とともに，復興に関する県からのお知らせやブログ，

，県の復興関連情報を集約して掲載し，被災地の

「いま」の情報を発信します。http://www.fukkomiyagi.jp/

震災復興支援課】

首都圏を中心に県外から宮城県への移住を希望される方々に，宮城県での暮らしの魅力や仕事に関する情報

主な取組一覧及び情報発信サイト等

，さまざまな情報発信サイト等を運営しています。主

な広報媒体を活用し，より効果的な広報を行う一環として，メールマガジンを週

http://www.pref.miyagi.jp/site/mailmaga/

知事等が出席したイベントや表敬訪問・協定締結式などの行事を中心

に，ホームページの中央部に画像付きで情報発信しています。

http://www.pref.miyagi.jp/site/newsclip/

県の政策形成過程における公正の確保と透

総務部行政経営推進課

広く県民から県政に対する提案等を受け付け，これらを県の施策に反映させていくことで，県民の参画によ

http://www.pref.miyagi.jp/site/gvroom/ippitu.html

震災復興推進課】

」や震災復興ポスター等の広報物を掲載する

とともに，復興に関する県からのお知らせやブログ，

県の復興関連情報を集約して掲載し，被災地の

http://www.fukkomiyagi.jp/

首都圏を中心に県外から宮城県への移住を希望される方々に，宮城県での暮らしの魅力や仕事に関する情報

一覧及び情報発信サイト等

，さまざまな情報発信サイト等を運営しています。主

な広報媒体を活用し，より効果的な広報を行う一環として，メールマガジンを週１回発行し

http://www.pref.miyagi.jp/site/mailmaga/

知事等が出席したイベントや表敬訪問・協定締結式などの行事を中心

に，ホームページの中央部に画像付きで情報発信しています。

県の政策形成過程における公正の確保と透

行政経営推進課】

広く県民から県政に対する提案等を受け付け，これらを県の施策に反映させていくことで，県民の参画によ

」や震災復興ポスター等の広報物を掲載する

とともに，復興に関する県からのお知らせやブログ，ポータルサイトから

県の復興関連情報を集約して掲載し，被災地の

http://www.fukkomiyagi.jp/

首都圏を中心に県外から宮城県への移住を希望される方々に，宮城県での暮らしの魅力や仕事に関する情報

一覧及び情報発信サイト等

，さまざまな情報発信サイト等を運営しています。主

回発行し，県政

http://www.pref.miyagi.jp/site/mailmaga/

知事等が出席したイベントや表敬訪問・協定締結式などの行事を中心

県の政策形成過程における公正の確保と透

広く県民から県政に対する提案等を受け付け，これらを県の施策に反映させていくことで，県民の参画によ

」や震災復興ポスター等の広報物を掲載する

ポータルサイトから

県の復興関連情報を集約して掲載し，被災地の

首都圏を中心に県外から宮城県への移住を希望される方々に，宮城県での暮らしの魅力や仕事に関する情報

40
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ウェブ

県内の環境に関する情報を発信します。

メルマガ

産業廃棄物の３Ｒに関すること，新エネルギーや省エネルギーなど環境に関する情報，環境関連のイベント

のお知らせを紹介します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo

メルマガ

隔月で廃棄物行政に関する最新情報を登録者に配信し，適正な廃棄物の処理を推進します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/merumaga

ウェブ

食の安全安心に関する自主基準等を公開している「みやぎ食の安全安心取組宣言者」の検索を行えます。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku

ウェブ

県消費生活センターに寄せられている相談を元に，消費者トラブルの紹介や消費生活の知識など，普段の生

活の役に立つ情報の提供を毎月１回発信しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/miyaginojoho.html

ウェブ

ウェブ

病院・相談支援センター・患者会等のがん情報や身近なかかりつけ医に

ついての情報を検索でき，基礎知識，診断・治療方法，体験記等も紹介し

ています。

ウェブ

薬局の適切な選択を支援するため，薬局開設者から報告された情報に基づき，各薬局の機能に関する情報を

公表しています。

ウェブ

県内観光名所の映像データについて，検索等機能を充実させ，外国語版も用意

する等して公開しています。

メルマガ・ブログ

ボランティアツアーの円滑な実施と震災経験についての学習・研修を目的として訪れる旅行者の支援を行

い，県内への観光客の誘客促進を図っています。

ウェブ

宮城県の産業や食，歴史・文化など，幅広い分野にわたり出題している

し，宮城の魅力をアピールします。

みやぎ環境ウェブ

県内の環境に関する情報を発信します。

メルマガ みやぎ環境

産業廃棄物の３Ｒに関すること，新エネルギーや省エネルギーなど環境に関する情報，環境関連のイベント

のお知らせを紹介します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo

メルマガ メルマガ・さんぱい

隔月で廃棄物行政に関する最新情報を登録者に配信し，適正な廃棄物の処理を推進します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/merumaga

みやぎ食の安全安心取組宣言者検索システム

食の安全安心に関する自主基準等を公開している「みやぎ食の安全安心取組宣言者」の検索を行えます。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku

みやぎの消費生活情報

県消費生活センターに寄せられている相談を元に，消費者トラブルの紹介や消費生活の知識など，普段の生

活の役に立つ情報の提供を毎月１回発信しています。

ttp://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/miyaginojoho.html

みやぎＮＰＯ情報ネット

がん情報みやぎ

病院・相談支援センター・患者会等のがん情報や身近なかかりつけ医に

ついての情報を検索でき，基礎知識，診断・治療方法，体験記等も紹介し

ています。http://cancer

ミヤギ薬局けんさく

薬局の適切な選択を支援するため，薬局開設者から報告された情報に基づき，各薬局の機能に関する情報を

公表しています。http://www.miyagi

みやぎデジタルフォトライブラリー

県内観光名所の映像データについて，検索等機能を充実させ，外国語版も用意

する等して公開しています。

メルマガ・ブログ みやぎ観光復興支援センタースタッフブログ

ボランティアツアーの円滑な実施と震災経験についての学習・研修を目的として訪れる旅行者の支援を行

い，県内への観光客の誘客促進を図っています。

宮城マスター検定

宮城県の産業や食，歴史・文化など，幅広い分野にわたり出題している

し，宮城の魅力をアピールします。

みやぎ環境ウェブ【環境生活部環境政策課

県内の環境に関する情報を発信します。

みやぎ環境 e-NEWS【環境生活

産業廃棄物の３Ｒに関すること，新エネルギーや省エネルギーなど環境に関する情報，環境関連のイベント

のお知らせを紹介します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo

メルマガ・さんぱい【環境生活部

隔月で廃棄物行政に関する最新情報を登録者に配信し，適正な廃棄物の処理を推進します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/merumaga

みやぎ食の安全安心取組宣言者検索システム

食の安全安心に関する自主基準等を公開している「みやぎ食の安全安心取組宣言者」の検索を行えます。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku

みやぎの消費生活情報【環境生活部

県消費生活センターに寄せられている相談を元に，消費者トラブルの紹介や消費生活の知識など，普段の生

活の役に立つ情報の提供を毎月１回発信しています。

ttp://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/miyaginojoho.html

みやぎＮＰＯ情報ネット【

がん情報みやぎ【保健福祉

病院・相談支援センター・患者会等のがん情報や身近なかかりつけ医に

ついての情報を検索でき，基礎知識，診断・治療方法，体験記等も紹介し

http://cancer-miyagi.jp/

ミヤギ薬局けんさく【保健福祉部

薬局の適切な選択を支援するため，薬局開設者から報告された情報に基づき，各薬局の機能に関する情報を

http://www.miyagi

みやぎデジタルフォトライブラリー

県内観光名所の映像データについて，検索等機能を充実させ，外国語版も用意

する等して公開しています。http://digi

みやぎ観光復興支援センタースタッフブログ

ボランティアツアーの円滑な実施と震災経験についての学習・研修を目的として訪れる旅行者の支援を行

い，県内への観光客の誘客促進を図っています。

宮城マスター検定【経済商工観光部

宮城県の産業や食，歴史・文化など，幅広い分野にわたり出題している

し，宮城の魅力をアピールします。

環境生活部環境政策課

県内の環境に関する情報を発信します。http://www.pref.miyagi.jp/site/kankyo

環境生活部環境政策課

産業廃棄物の３Ｒに関すること，新エネルギーや省エネルギーなど環境に関する情報，環境関連のイベント

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/miyagikankyo

環境生活部循環型社会推進課

隔月で廃棄物行政に関する最新情報を登録者に配信し，適正な廃棄物の処理を推進します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/merumaga

みやぎ食の安全安心取組宣言者検索システム

食の安全安心に関する自主基準等を公開している「みやぎ食の安全安心取組宣言者」の検索を行えます。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/sengen.html

環境生活部消費生活・文化課

県消費生活センターに寄せられている相談を元に，消費者トラブルの紹介や消費生活の知識など，普段の生

活の役に立つ情報の提供を毎月１回発信しています。

ttp://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/miyaginojoho.html

【環境生活部共同参画社会推進課

県民のＮＰＯ活動への理解を得るとともに，ＮＰＯの活動促進を支援

するため，ＮＰＯに関する

http://www.miyagi

保健福祉部疾病・感染症対策室

病院・相談支援センター・患者会等のがん情報や身近なかかりつけ医に

ついての情報を検索でき，基礎知識，診断・治療方法，体験記等も紹介し

miyagi.jp/

保健福祉部薬務課

薬局の適切な選択を支援するため，薬局開設者から報告された情報に基づき，各薬局の機能に関する情報を

http://www.miyagi-kusuri.jp/

みやぎデジタルフォトライブラリー【経済商工観光部

県内観光名所の映像データについて，検索等機能を充実させ，外国語版も用意

http://digi-photo.pref.miyagi.jp/index.php

みやぎ観光復興支援センタースタッフブログ

ボランティアツアーの円滑な実施と震災経験についての学習・研修を目的として訪れる旅行者の支援を行

い，県内への観光客の誘客促進を図っています。

経済商工観光部富県宮城推進室

宮城県の産業や食，歴史・文化など，幅広い分野にわたり出題している

し，宮城の魅力をアピールします。http://mm-kentei.jp/

環境生活部環境政策課】

ttp://www.pref.miyagi.jp/site/kankyo

環境政策課】

産業廃棄物の３Ｒに関すること，新エネルギーや省エネルギーなど環境に関する情報，環境関連のイベント

s/miyagikankyo-e-news.html

循環型社会推進課

隔月で廃棄物行政に関する最新情報を登録者に配信し，適正な廃棄物の処理を推進します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/merumaga-index.html

みやぎ食の安全安心取組宣言者検索システム【環境生活部

食の安全安心に関する自主基準等を公開している「みやぎ食の安全安心取組宣言者」の検索を行えます。

k/sengen.html

消費生活・文化課

県消費生活センターに寄せられている相談を元に，消費者トラブルの紹介や消費生活の知識など，普段の生

活の役に立つ情報の提供を毎月１回発信しています。

ttp://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/miyaginojoho.html

共同参画社会推進課

県民のＮＰＯ活動への理解を得るとともに，ＮＰＯの活動促進を支援

するため，ＮＰＯに関する

http://www.miyagi-npo.gr.jp/

疾病・感染症対策室】

病院・相談支援センター・患者会等のがん情報や身近なかかりつけ医に

ついての情報を検索でき，基礎知識，診断・治療方法，体験記等も紹介し

薬務課】

薬局の適切な選択を支援するため，薬局開設者から報告された情報に基づき，各薬局の機能に関する情報を

経済商工観光部

県内観光名所の映像データについて，検索等機能を充実させ，外国語版も用意

photo.pref.miyagi.jp/index.php

みやぎ観光復興支援センタースタッフブログ

ボランティアツアーの円滑な実施と震災経験についての学習・研修を目的として訪れる旅行者の支援を行

い，県内への観光客の誘客促進を図っています。http://miyagikanko2011.blog.fc2.com/

富県宮城推進室

宮城県の産業や食，歴史・文化など，幅広い分野にわたり出題している

kentei.jp/
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ttp://www.pref.miyagi.jp/site/kankyo

産業廃棄物の３Ｒに関すること，新エネルギーや省エネルギーなど環境に関する情報，環境関連のイベント

news.html

循環型社会推進課】

隔月で廃棄物行政に関する最新情報を登録者に配信し，適正な廃棄物の処理を推進します。

index.html

環境生活部食と暮らしの安全推進課

食の安全安心に関する自主基準等を公開している「みやぎ食の安全安心取組宣言者」の検索を行えます。

消費生活・文化課】

県消費生活センターに寄せられている相談を元に，消費者トラブルの紹介や消費生活の知識など，普段の生

共同参画社会推進課】

県民のＮＰＯ活動への理解を得るとともに，ＮＰＯの活動促進を支援

するため，ＮＰＯに関するさまざまな情報を提供します。

npo.gr.jp/

】

病院・相談支援センター・患者会等のがん情報や身近なかかりつけ医に

ついての情報を検索でき，基礎知識，診断・治療方法，体験記等も紹介し

薬局の適切な選択を支援するため，薬局開設者から報告された情報に基づき，各薬局の機能に関する情報を

経済商工観光部観光課】

県内観光名所の映像データについて，検索等機能を充実させ，外国語版も用意

photo.pref.miyagi.jp/index.php

みやぎ観光復興支援センタースタッフブログ【経済商工観光部

ボランティアツアーの円滑な実施と震災経験についての学習・研修を目的として訪れる旅行者の支援を行

http://miyagikanko2011.blog.fc2.com/

富県宮城推進室】

宮城県の産業や食，歴史・文化など，幅広い分野にわたり出題している

主な取組一覧及び情報発信サイト等

ttp://www.pref.miyagi.jp/site/kankyo-web/

産業廃棄物の３Ｒに関すること，新エネルギーや省エネルギーなど環境に関する情報，環境関連のイベント

隔月で廃棄物行政に関する最新情報を登録者に配信し，適正な廃棄物の処理を推進します。

食と暮らしの安全推進課

食の安全安心に関する自主基準等を公開している「みやぎ食の安全安心取組宣言者」の検索を行えます。

県消費生活センターに寄せられている相談を元に，消費者トラブルの紹介や消費生活の知識など，普段の生

県民のＮＰＯ活動への理解を得るとともに，ＮＰＯの活動促進を支援

な情報を提供します。

薬局の適切な選択を支援するため，薬局開設者から報告された情報に基づき，各薬局の機能に関する情報を

県内観光名所の映像データについて，検索等機能を充実させ，外国語版も用意

経済商工観光部観光課

ボランティアツアーの円滑な実施と震災経験についての学習・研修を目的として訪れる旅行者の支援を行

http://miyagikanko2011.blog.fc2.com/

宮城県の産業や食，歴史・文化など，幅広い分野にわたり出題している宮城マスター検定の過去問題を使用

一覧及び情報発信サイト等

産業廃棄物の３Ｒに関すること，新エネルギーや省エネルギーなど環境に関する情報，環境関連のイベント

隔月で廃棄物行政に関する最新情報を登録者に配信し，適正な廃棄物の処理を推進します。

食と暮らしの安全推進課】

食の安全安心に関する自主基準等を公開している「みやぎ食の安全安心取組宣言者」の検索を行えます。

県消費生活センターに寄せられている相談を元に，消費者トラブルの紹介や消費生活の知識など，普段の生

県民のＮＰＯ活動への理解を得るとともに，ＮＰＯの活動促進を支援

な情報を提供します。

薬局の適切な選択を支援するため，薬局開設者から報告された情報に基づき，各薬局の機能に関する情報を

観光課】

ボランティアツアーの円滑な実施と震災経験についての学習・研修を目的として訪れる旅行者の支援を行

宮城マスター検定の過去問題を使用

一覧及び情報発信サイト等

産業廃棄物の３Ｒに関すること，新エネルギーや省エネルギーなど環境に関する情報，環境関連のイベント

食の安全安心に関する自主基準等を公開している「みやぎ食の安全安心取組宣言者」の検索を行えます。

県消費生活センターに寄せられている相談を元に，消費者トラブルの紹介や消費生活の知識など，普段の生

県民のＮＰＯ活動への理解を得るとともに，ＮＰＯの活動促進を支援

薬局の適切な選択を支援するため，薬局開設者から報告された情報に基づき，各薬局の機能に関する情報を

ボランティアツアーの円滑な実施と震災経験についての学習・研修を目的として訪れる旅行者の支援を行

宮城マスター検定の過去問題を使用
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第３章 主な取組一覧及び情報発信サイト等

ウェブ みやぎ発 復興企業だより ～再生に向けたはじめの一歩～【経済商工観光部企業復興支援室】

被災中小企業等に対する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助金）を活用し，震災か

らの早期復旧を目指す県内中小企業者の取組を紹介しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kifuku/kouhou.html

ウェブ みやぎグリーン・ツーリズムガイド【農林水産部農村振興課】

農林漁業体験や農林漁家レストラン・民宿など，グリーン・ツーリズム

関連情報を発信し，都市と農村の交流を推進し，農山漁村のにぎわい創出を目指します。http://gtmiyagi.com/

ウェブ耳宮城県森林情報提供システム【農林水産部林業振興課】

県内の民有林について，地域森林計画対象森林の区域（森林計画図）やその他関連情報を検索し，閲覧・印

刷することができます。http://fgis-pref-miyagi.jp/

ウェブ 宮城県土木部復興だより【土木部総務課】

道路，河川・海岸，港湾，空港，住宅等の災害復旧・復興事業の進ちょく状況や復興まちづくりの情報を集

約して，タイムリーに継続発信しています。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/dobokusom/fukou-dayori.html

ウェブ 復興まちづくり通信【土木部復興まちづくり推進室】

県内各市町の復興まちづくりに関する取組・話題や地域別の動向，県からのお知らせをまとめた「復興まち

づくり通信」を発信しています。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukumachi/fukumachitusin.html

ウェブ 復興まちづくり事業カルテ【土木部復興まちづくり推進室】

復旧・復興事業の本格化に合わせ，各事業の調整を図り，被災者の

方々が事業計画とその進捗を把握できるよう，関係機関の協力を得て

｢復興まちづくり事業カルテ｣を作成しています。http://www.pref.miyagi.jp/site/karte/

ウェブ 生涯学習関係情報の提供【教育庁生涯学習課】

団体，グループ，講師，指導者などの関連情報を提供し，県民の自発的な学習活動を促します。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syougaku/gakusyujyohoindex.html

ウェブ 美術館情報の発信【教育庁生涯学習課】

常設展，特別展等のほか特別行事や所蔵作品の特徴，館内の様子など美術

館に関する情報を適時・的確に提供し，県民による活用や事業の活性化を図

ります。http://www.pref.miyagi.jp/site/mmoa/

ウェブ みやぎ広域スポーツセンター【教育庁スポーツ健康課】

各種スポーツ情報の共有化と県民相互の連携を図り，スポーツに親しむための環境をつくります。

http://www.miyagi-sc.jp/

メール 地域住民への防犯情報の提供【警察本部生活安全企画課】

「みやぎＳｅｃｕｒｉｔｙメール」を活用して，犯罪発生情報や防犯情報を提供しています。

http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/seian/gaitohanzai/securitymail/index.html
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