
【将来ビジョン】 宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画　目標指標一覧

部局名 課（室）名

製造品出荷額等（食料品製造業を除く）（億円） 経済商工観光部 新産業振興課

製造品出荷額等（高度電子機械産業分）（億円） 経済商工観光部 新産業振興課

製造品出荷額等（自動車産業分）（億円） 経済商工観光部 自動車産業振興室

（変更後）
　企業立地件数（件）　※平成２７年度
（変更前）
　企業立地（食品関連産業等を除く）件数（うち高度電子機械
　産業，自動車関連産業及びクリーンエネルギー産業）（件）

経済商工観光部 産業立地推進課

企業集積等による雇用機会の創出数（人分）［累計］ 経済商工観光部 産業立地推進課，新産業振興課

産業技術総合センターによる技術改善支援件数（件） 経済商工観光部 新産業振興課

産学官連携数（件）［累計］ 経済商工観光部 新産業振興課

知的財産の支援（特許流通成約）件数（件）［累計］ 経済商工観光部 新産業振興課

製造品出荷額等（食料品製造業）（億円） 農林水産部 食産業振興課 ※震災目標と同一

１事業所当たり粗付加価値額（食料品製造業）（万円） 農林水産部 食産業振興課

企業立地件数（食品関連産業等）（件） 農林水産部 農林水産政策室

サービス業の付加価値額（億円） 経済商工観光部 商工経営支援課

情報関連産業売上高（億円） 震災復興・企画部 情報産業振興室

企業立地件数（開発系IT企業（ソフトウェア開発企業））（社） 震災復興・企画部 情報産業振興室

観光客入込数（万人） 経済商工観光部 観光課

観光消費額（億円） 経済商工観光部 観光課

（新規）外国人観光客宿泊者数（万人） 経済商工観光部 観光課

主要な都市農山漁村交流拠点施設の利用人口（万人） 農林水産部 農村振興課

農業産出額（億円） 農林水産部 農業振興課

水田の不作付地面積（ha） 農林水産部 農産園芸環境課，畜産課

新規需要米（米粉用米，飼料用米）の作付面積（ha） 農林水産部 農産園芸環境課，畜産課

園芸作物産出額（億円） 農林水産部 農産園芸環境課

アグリビジネス経営体数（経営体） 農林水産部 農産園芸環境課

林業産出額（億円） 農林水産部 林業振興課

優良みやぎ材の出荷量（㎥） 農林水産部 林業振興課

漁業生産額（億円） 農林水産部 水産業振興課

主要５漁港（気仙沼・志津川・女川・石巻・塩釜）における水揚金額
（億円）

農林水産部 水産業振興課 ※震災目標と同一

水産加工品出荷額（億円） 農林水産部 水産業振興課 ※震災目標と同一

学校給食の地場産野菜などの利用品目数の割合（％） 農林水産部 農産園芸環境課

県内木材需要に占める県産材シェア（％） 農林水産部 林業振興課

環境保全型農業栽培面積（ha） 農林水産部 農産園芸環境課

みやぎ食の安全安心取組宣言者数（事業者） 環境生活部 食と暮らしの安全推進課

宮城県の貿易額（県内港湾・空港の輸出入額）（億円） 経済商工観光部 国際経済・交流課

県の事業をきっかけとした海外企業等との年間成約件数（件） 経済商工観光部 国際経済・交流課

企業誘致件数（進出外資系企業数）（社） 経済商工観光部 国際経済・交流課

全国平均と比較した東北地方の一人当たり県民所得の割合（％） 震災復興・企画部 震災復興政策課

東北地方の転入超過数（他ブロックとの比較順位）（位） 震災復興・企画部 震災復興政策課

東北地方の宿泊者数（延べ宿泊者数）（万人）
震災復興・企画部，経
済商工観光部

震災復興政策課，観光課

東北地方の完成自動車の港湾取扱貨物量（輸移出分）（万トン）
震災復興・企画部，土
木部

震災復興政策課，港湾課

ライフステージに応じた基幹プログラムの推進数（件）［累計］ 経済商工観光部 産業人材対策課

県が関与する高度人材養成事業の受講者数（人）［累計］ 経済商工観光部 産業人材対策課

基幹産業関連公共職業訓練の修了者数（人）［累計］ 経済商工観光部 産業人材対策課

県立高等学校生徒のインターンシップ参加人数（人） 経済商工観光部 産業人材対策課

第一次産業における新規就業者数（人）
（取組１８に再掲）

農林水産部
農業振興課，林業振興課，水産
業振興課

創業や経営革新の支援件数（件）［累計］ 経済商工観光部 新産業振興課，商工経営支援課

農業経営改善計画の認定数（認定農業者数）（経営体） 農林水産部 農業振興課

集落営農数（集落営農） 農林水産部 農業振興課

仙台塩釜港（仙台港区）のコンテナ貨物取扱量（ＴＥＵ） 土木部 港湾課 ※震災目標と同一

仙台塩釜港（仙台港区）の取扱貨物量（コンテナ貨物除き）（万ト
ン）

土木部 港湾課

仙台空港利用者数（千人） 土木部 空港臨空地域課

仙台空港国際線利用者数（千人） 土木部 空港臨空地域課

高速道路のインターチェンジに４０分以内で到達可能な人口の割
合（％）

土木部 道路課

備　　考
基本
方向

取組
№

取　　組 目　標　指　標

第
１
の
柱

１
地域経済を力強くけん引するものづ
くり産業（製造業）の振興

２
産学官の連携による高度技術産業
の集積促進

３
豊かな農林水産資源と結びついた
食品製造業の振興

４
高付加価値型サービス産業・情報産
業及び地域商業の振興

５
地域が潤う，訪れてよしの観光王国
みやぎの実現

６ 競争力ある農林水産業への転換

７
地産地消や食育を通じた需要の創
出と食の安全安心の確保

８
県内企業のグローバルビジネスの
推進と外資系企業の立地促進

９
自律的に発展できる経済システム構
築に向けた広域経済圏の形成

１０
産業活動の基礎となる人材の育成・
確保

１１ 経営力の向上と経営基盤の強化

宮城の飛躍を支える産業基盤の整
備

１２

担　　　当
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【将来ビジョン】 宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画　目標指標一覧

部局名 課（室）名
備　　考

基本
方向

取組
№

取　　組 目　標　指　標
担　　　当

合計特殊出生率 保健福祉部 子育て支援課

育児休業取得率（％） 経済商工観光部 雇用対策課

保育所入所待機児童数（仙台市を除く）（人） 保健福祉部 子育て支援課

朝食を欠食する児童の割合（小学６年生）（％） 教育庁 教育企画室

（新規）平日，午後１０時前に就寝する児童の割合
　　　　（小学６年生）（％）

教育庁 教育企画室

（新規）平日，午前６時３０分より以前に起床する児童の
　　　　割合（６年生）（％）

教育庁 教育企画室

（変更後）
　幼．小．中．高．特別支援校．PTA．子供会等が「宮城教育
　応援団」を利用する実績数
（変更前）
　学校と地域が協働した教育活動（学社融合事業）に取り組む
　小・中学校の割合（％）

教育庁 生涯学習課

児童生徒の家庭等での学習時間（％）

　小学６年生：３０分以上の児童の割合 教育庁 義務教育課

　中学３年生：１時間以上の生徒の割合 教育庁 義務教育課

　高校２年生：２時間以上の生徒の割合 教育庁 高校教育課

「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（％）

　小学６年生 教育庁 義務教育課

　中学３年生 教育庁 義務教育課

　高校２年生 教育庁 高校教育課

全国平均正答率とのかい離（ポイント）

　小学６年生 教育庁 義務教育課

　中学３年生 教育庁 義務教育課

大学等への現役進学達成率の全国平均値とのかい離（ポイント） 教育庁 高校教育課

新規高卒者の就職決定率の全国平均値とのかい離（ポイント） 教育庁 高校教育課

体験活動やインターンシップ等の参加人数（人）

（変更後）
　小学校での農林漁業体験実施校率（％）
（変更前）
　小学生の農林漁業体験

教育庁 義務教育課

（変更後）
　中学校での職場体験活動実施校率の全国平均とのかい離
　（ポイント）
（変更前）
　中学生の職場体験

教育庁 義務教育課

（変更後）
　高等学校でのインターンシップ実施校率の全国平均との
　かい離（ポイント）
（変更前）
　高校生のインターンシップ

教育庁 高校教育課

不登校児童生徒の在籍者比率（％）

　小学校 教育庁 義務教育課

　中学校 教育庁 義務教育課

　高等学校 教育庁 高校教育課

不登校児童生徒の再登校率（小・中）（％） 教育庁 義務教育課

（変更後）
　児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国
　平均値とのかい離（ポイント）
（変更前）
　児童生徒の体力・運動能力調査で過去７年間の最高値を超
　えた項目数の割合（％）

教育庁 スポーツ健康課

外部評価を実施する学校（小・中・高）の割合（％）

　小学校 教育庁 義務教育課

　中学校 教育庁 義務教育課

　高等学校 教育庁 高校教育課

学校外の教育資源を活用している高校の割合（％） 教育庁 高校教育課

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校の児童生徒と交
流及び共同学習した割合（％）

教育庁 特別支援教育室

基金事業における新規雇用者数（人）
　※平成２０～２６年累計

経済商工観光部 雇用対策課

高年齢者雇用率（％） 経済商工観光部 雇用対策課

新規高卒者の就職内定率（％） 経済商工観光部 雇用対策課

みやぎジョブカフェ利用者（併設の仙台学生職業センターを含む）
利用者の就職者数（人）

経済商工観光部 雇用対策課

障害者雇用率（％） 経済商工観光部 雇用対策課

介護職員数（人）［累計］
（取組２１から再掲）

保健福祉部 長寿社会政策課

第一次産業における新規就業者数（人）
（取組１０から再掲）

農林水産部
農業振興課，林業振興課，水産
業振興課

県の施策による自治体病院等（県立病院を除く）への医師配置数
（人）

保健福祉部 医療整備課

１５
着実な学力向上と希望する進路の
実現

１６

１９ 安心できる地域医療の充実

１３
次代を担う子どもを安心して生み育
てることができる環境づくり

１４
家庭・地域・学校の協働による子ど
もの健全な育成

豊かな心と健やかな体の育成

１７
児童生徒や地域のニーズに応じた
特色ある教育環境づくり

１８ 多様な就業機会や就業環境の創出

第
２
の
柱
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【将来ビジョン】 宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画　目標指標一覧

部局名 課（室）名
備　　考

基本
方向

取組
№

取　　組 目　標　指　標
担　　　当

（変更後）
　病院収容時間（分）
（変更前）
　救急搬送時間（全国順位）（位）

保健福祉部 医療整備課

病院及び介護サービス施設，事業所に従事するリハビリテーション
専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）の数（人）

保健福祉部 障害福祉課

新規看護職員充足率（％） 保健福祉部 医療整備課

認定看護師数（人） 保健福祉部 医療整備課

（変更後）
　健康寿命（要介護２以上の認定者等をもとに算定したもの）
（変更前）
　６５歳平均自立期間（年）

保健福祉部 健康推進課

（変更後）
　３歳児のむし歯のない人の割合
（変更前）
　３歳児の一人平均むし歯本数（本）

保健福祉部 健康推進課

自殺死亡率（人口１０万対） 保健福祉部 障害福祉課

認知症サポーター数（人）［累計］ 保健福祉部 長寿社会政策課

主任介護支援専門員数（人）［累計］ 保健福祉部 長寿社会政策課

介護予防支援指導者数（人）［累計］ 保健福祉部 長寿社会政策課

特別養護老人ホーム入所定員数（人）［累計］ 保健福祉部 長寿社会政策課

介護職員数（人）［累計］
（取組１８に再掲）

保健福祉部 長寿社会政策課

就労支援事業所等における工賃の平均月額（円） 保健福祉部 障害福祉課

グループホーム・ケアホーム利用者数（人） 保健福祉部 障害福祉課

入院中の精神障害者の地域生活への移行 保健福祉部 障害福祉課

「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に基づく適合証の交付
割合（％）

保健福祉部 社会福祉課

公立図書館等における県民一人当たりの図書資料貸出数（冊） 教育庁 生涯学習課

（新規）みやぎ県民大学講座における受講率（％） 教育庁 生涯学習課

総合型地域スポーツクラブの設置数及び市町村における育成率
（クラブ・％）

教育庁 スポーツ健康課

みやぎ県民文化創造の祭典参加者数（うち出品者・出演者等の
数）（千人）

環境生活部 消費生活・文化課

（廃止）商店街の空き店舗率（％） 経済商工観光部 商工経営支援課

（廃止）集落維持・活性化計画策定数（計画） 震災復興・企画部 地域復興支援課

刑法犯認知件数（件） 警察本部 総務課 ※震災目標と同一

県内各市町村における「安全・安心まちづくり」に関する条例制定
数

環境生活部 共同参画社会推進課

（新規）市町村における安全・安心まちづくりに関する推進組織
　　　　　の設置状況数

環境生活部 共同参画社会推進課

多言語による生活情報の提供実施市町村数（市町村） 経済商工観光部 国際経済・交流課

外国人相談対応の体制を整備している市町村数（市町村） 経済商工観光部 国際経済・交流課

日本語講座開設数（箇所） 経済商工観光部 国際経済・交流課

（廃止）留学生の県内企業への就職者数（人） 経済商工観光部 国際経済・交流課

県内における自然エネルギー等の導入量（原油換算）（千kl） 環境生活部
環境政策課，再生可能エネル
ギー室

※震災目標と同一

みやぎ環境税を活用した県及び市町村事業による二酸化炭素削
減量（t-CO2）

環境生活部
環境政策課，再生可能エネル
ギー室

太陽光発電システムの導入出力数（kW） 環境生活部
環境政策課，再生可能エネル
ギー室

※震災目標と同一

クリーンエネルギー自動車の導入台数（台） 環境生活部 環境政策課

間伐による二酸化炭素吸収量（民有林）（千トン） 農林水産部 森林整備課

県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量（g/人・日） 環境生活部 循環型社会推進課

一般廃棄物リサイクル率（％） 環境生活部 循環型社会推進課

産業廃棄物排出量（千トン） 環境生活部 循環型社会推進課

産業廃棄物リサイクル率（％） 環境生活部 循環型社会推進課

豊かな自然環境の保護・保全を目的とした指定地域の県土面積に
占める割合（％）

環境生活部 自然保護課

地域や学校教育と連携した農村環境保全等の協働活動に参加し
た人数（人）［Ｈ１９からの累計］

農林水産部 農村振興課

松くい虫被害による枯損木量（㎥） 農林水産部 森林整備課

（新規）浮遊粒子物質（沿岸地において基準値を超えないこと：ただ
し、黄砂等の影響を受けた時間帯を除く）

環境生活部 環境対策課

（廃止）閉鎖性水域の水質（ＣＯＤ）（mg/l） 環境生活部 環境対策課

アドプトプログラム認定団体数（団体）［累計］ 土木部
土木総務課（道路課，河川課，港
湾課，都市計画課）

農村の地域資源の保全活動を行った面積（ha） 農林水産部 農村振興課

（変更後）
　景観行政に主体的に取り組んでいる市町村数（市町村）
（変更前）
　景観行政団体数（市町村）

土木部 都市計画課

２３
生涯学習社会の確立とスポーツ・文
化芸術の振興

２１
高齢者が元気に安心して暮らせる環
境づくり

２２

１９ 安心できる地域医療の充実

２０
生涯を豊かに暮らすための健康づく
り

３０
住民参画型の社会資本整備や良好
な景観の形成

２４

第
２
の
柱

第
２
の
柱

（
続

）

外国人も活躍できる地域づくり

第
３
の
柱

２７
環境に配慮した社会経済システムの
構築と地球環境保全への貢献

２９ 豊かな自然環境，生活環境の保全

コンパクトで機能的なまちづくりと地
域生活の充実

２５ 安全で安心なまちづくり

障害があっても安心して生活できる
地域社会の実現

２６

２８
廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・
再生利用）と適正処理の推進

3



【将来ビジョン】 宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画　目標指標一覧

部局名 課（室）名
備　　考

基本
方向

取組
№

取　　組 目　標　指　標
担　　　当

（廃止）県有建築物の耐震化率（％） 総務部 危機対策課

（廃止）緊急輸送道路の橋梁の耐震化完了数（橋） 土木部 道路課

主要幹線道路等の橋梁の耐震化完了数（橋）［累計］ 土木部 道路課 ※震災目標と同一

多数の者が利用する特定建築物の耐震化率（％） 土木部 建築宅地課 ※震災目標と同一

河川整備等により，洪水による浸水から守られる区域（k㎡） 土木部 河川課

土砂災害危険箇所におけるハード対策実施箇所数（箇所） 土木部 防災砂防課

土砂災害危険箇所におけるソフト対策実施箇所数（箇所） 土木部 防災砂防課

土砂災害から守られる住宅戸数（戸） 土木部 防災砂防課

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者数（人）［累計］ 総務部 危機対策課 ※震災目標と同一

自主防災組織の組織率（％） 総務部 危機対策課
３３ 地域ぐるみの防災体制の充実

３１
宮城県沖地震に備えた施設整備や
情報ネットワークの充実

３２
洪水や土砂災害などの大規模自然
災害対策の推進

第
３
の
柱

4



【震災復興】 宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画　目標指標一覧

部局名 課（室）名

災害公営住宅の整備戸数（戸）［累計］ 土木部 復興住宅整備室

被災地におけるコミュニティ再構築活動を行う団体への
助成件数（件）［累計］

震災復興・企画部，
環境生活部，教育庁

地域復興支援課，共同参画社
会推進課，文化財保護課

② 廃棄物の適正処理 （廃止）災害廃棄物残存量（県処理分）（千トン） 環境生活部 震災廃棄物対策課

県内における自然エネルギー等の導入量（原油換算）
（千kl）

環境生活部
環境政策課，再生可能エネル
ギー室

※ビジョン目標と同一

太陽光発電システムの導入出力数（kW） 環境生活部
環境政策課，再生可能エネル
ギー室

※ビジョン目標と同一

被災した病院，有床診療所の復旧箇所数（箇所）［累計］ 保健福祉部 医療整備課

災害拠点病院の耐震化完了数（箇所）［累計］
（分野（7）①に再掲）

保健福祉部 医療整備課

県の施策による地域医療連携システムへの接続施設数
（施設）［累計］

保健福祉部 医療整備課

被災した保育所の復旧箇所数（箇所）［累計］ 保健福祉部 子育て支援課

被災した児童館及び児童センターの復旧箇所数（箇所）
［累計］

保健福祉部 子育て支援課

被災した高齢者福祉施設の復旧箇所数（箇所）［累計］ 保健福祉部 長寿社会政策課

　被災した障害者福祉施設の復旧箇所数（箇所）［累計］ 保健福祉部 障害福祉課

（変更後）
　津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地
　補助金の採択企業数（件）
（変更前）
　製造業等復旧・復興支援制度の活用事業所数（件）

経済商工観光部 新産業振興課

復興に向けた相談助言や取引拡大・販路開拓等の支援
企業数（件）

経済商工観光部 新産業振興課

（変更後）
　仮設店舗から本設店舗への事業者移行率（％）
（変更前）
　商業再開支援制度の活用店舗数（件）

経済商工観光部 商工経営支援課

（変更後）
　観光客入込数（万人）
（変更前）
　観光産業再開支援制度の活用事業所数（件）

経済商工観光部 観光課

③ 雇用の維持・確保
基金事業における新規雇用者数（震災後）（人）
　※平成２３～２６年度累計

経済商工観光部 雇用対策課

津波被災農地の復旧面積（ｈａ）［累計］ 農林水産部 農村整備課

（新規）津波被災地域における農地復興整備面積
　　　　(ha）［累計］

農林水産部
農村振興課
農地復興推進室

(変更後）
　先進的園芸経営体(法人)数
(変更前）
　園芸用ガラス室・ハウス設置面積（ｈａ）［累計］

農林水産部 農産園芸環境課

(変更後）
　高能力繁殖雌牛導入・保留頭数(頭）［累計］
(変更前）
　津波被災市町における家畜飼養頭羽数（頭）

農林水産部 畜産課

(変更後）
　効率的・安定的農業経営を含む担い手への農地
　利用集積率（％）
(変更前）
　土地利用型農業を行っている農業生産法人１法人
　当たりの水田経営面積（ｈａ）

農林水産部 農業振興課

被災した木材加工施設における製品出荷額（億円） 農林水産部 林業振興課

(新規）優良みやぎ材の出荷量（㎥） 農林水産部 林業振興課 ※ビジョン目標と同一

海岸防災林（民有地）復旧面積（ｈａ）［累計］ 農林水産部 森林整備課

被災地域における木質バイオマス活用量（万トン） 農林水産部 林業振興課

② 活力ある林業の再生

③
だれもが住みよい地域社会の構
築

（
３

）
経
済
・
商
工
・
観
光
・
雇
用

① ものづくり産業の復興

② 商業・観光の再生

①

（
４

）
農
業
・
林
業
・
水
産
業

① 被災者の生活環境の確保

③
持続可能な社会と環境保全の実
現

（
２

）
保
健
・
医
療
・
福
祉

① 安心できる地域医療の確保

②

備　　考

未来を担う子どもたちへの支援

分野
項目
№

項　　目 目　標　指　標

担　　　当

魅力ある農業・農村の再興

（
１

）
環
境
・
生
活
・
衛
生
・
廃
棄
物
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【震災復興】 宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画　目標指標一覧

部局名 課（室）名

備　　考分野
項目
№

項　　目 目　標　指　標

担　　　当

主要５漁港（気仙沼・志津川・女川・石巻・塩釜）における
水揚金額（億円）

農林水産部 水産業振興課 ※ビジョン目標と同一

水産加工品出荷額（億円） 農林水産部 水産業振興課 ※ビジョン目標と同一

沿岸漁業新規就業者数（人） 農林水産部 水産業振興課

④
一次産業を牽引する食産業の振
興

製造品出荷額等（食料品製造業）（億円） 農林水産部 食産業振興課 ※ビジョン目標と同一

⑤
福島第一原子力発電所事故によ
る影響への対応

（調整中） 農林水産部 農林水産政策室

公共土木施設災害復旧事業（道路・橋梁）の執行状況
（％）

土木部 道路課

主要幹線道路等の橋梁の耐震化完了数（橋）［累計］ 土木部 道路課

仙台塩釜港（仙台港区）のコンテナ貨物取扱量（ＴＥＵ） 土木部 港湾課 ※ビジョン目標と同一

（変更後）
　比較的発生頻度の高い津波に対して，施設の防
　護機能が確保された海岸数（海岸）
（変更前）
　比較的頻度の高い津波に対し，施設の防護機能
　が不足する海岸数（海岸）

土木部 河川課

（変更後）
　比較的発生頻度の高い津波に対して，施設の防護
　機能が確保された河川敷（河川）
（変更前）
　比較的頻度の高い津波に対し，施設の防護機能
　が不足する河川数（河川）

土木部 河川課

地震により土砂災害が発生した箇所における土砂災害
防止施設整備率（％）

土木部 防災砂防課

③
上下水道などのライフラインの復
旧

（変更後）
　緊急時バックアップ用の広域水道連絡管整備事業
　の進捗率（％）
（変更前）
　被災した流域下水道施設の復旧率（％）

企業局 水道経営管理室

（変更後）
　防災公園事業の着手数（箇所）［累計］
（変更前）
　県立都市公園５公園の施設復旧完了数（箇所）
　［累計］

土木部 都市計画課

（変更後）
　住宅等建築が可能となった被災市街地復興土地
　区画整理事業地区数（地区）［累計］
（変更前）
　被災市街地復興土地区画整理事業の工事着手
　地区数（地区）［累計］

土木部 都市計画課

（変更後）
　住宅等建築が可能となった防災集団移転促進事
　業地区数（地区）［累計］
（変更前）
　防災集団移転促進事業に着手する市町数（市町）
　［累計］

土木部 建築宅地課

災害復旧工事が完了した県立学校数（仮設校舎等の設
置完了数含む）（校）［累計］

教育庁 施設整備課

スクールカウンセラーの配置率（市町村教育委員会・公
立中学校・県立高等学校）（％）

教育庁 義務教育課，高校教育課

防災に関する校内職員研修の実施率（％） 教育庁 スポーツ健康課

家庭教育に関する講座への参加延べ人数（人）［累計］ 教育庁 生涯学習課

（変更後）
　地域と連携した取組が学校安全計画に位置づけ
　られている学校の割合（％）
（変更前）
　地域と連携して学校安全計画を策定した学校の
　割合（％）

教育庁 スポーツ健康課

災害復旧工事が完了した県立社会教育施設・社会体育
施設数（施設）［累計］

教育庁 生涯学習課，スポーツ健康課

被災文化財（国・県指定）の修理・修復事業補助件数
（件）［累計］

教育庁 文化財保護課

生涯学習・文化・スポーツ活動の
充実

沿岸市町をはじめとするまちの再
構築

（
６

）
教
育

① 安全・安心な学校教育の確保

② 家庭・地域の教育力の再構築

③

③ 新たな水産業の創造

（
５

）
公
共
土
木
施
設

①
道路，港湾，空港などの交通基
盤の確保・整備促進

② 海岸，河川などの県土保全

④

（
４

）
農
業
・
林
業
・
水
産
業
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【震災復興】 宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画　目標指標一覧

部局名 課（室）名

備　　考分野
項目
№

項　　目 目　標　指　標

担　　　当

（変更後）
　デジタル化する衛星系無線設備数（局）
（変更前）
　デジタル化する衛星系無線設備数（局）［累計］

総務部 危機対策課

（廃止）年間放射線量１ミリシーベルト未満の学校等
　　　　※の数（校）

環境生活部 原子力安全対策課
※放射性物質汚染対処特措法に基づく「汚
染状況重点調査地域」における除染対象基
準値（年間放射線量１ｍＳｖ）未満の学校等

災害拠点病院の耐震化完了数（箇所）［累計］
（分野（2）①から再掲）

保健福祉部 医療整備課

② 大津波等への備え 多数の者が利用する特定建築物の耐震化率（％） 土木部 建築宅地課 ※ビジョン目標と同一

③
自助・共助による市民レベルの防
災体制の強化

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者数（人）［累
計］

総務部 危機対策課 ※ビジョン目標と同一

④ 安全・安心な地域社会の構築 刑法犯認知件数（件） 警察本部 総務課 ※ビジョン目標と同一

（
７

）
防
災
・
安
全
・
安
心

① 防災機能の再構築
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