
取組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

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆　ものづくり産業の振興につい
ては，現在，基盤技術高度化支
援センター（ＫＣみやぎ）と12学
術研究機関等が連携して，ワン
ストップ体制の技術相談や訪問
支援，研究者データや機器デー
タの提供，研究会活動支援等に
より，地域中小企業のものづくり
基盤技術の高度化支援等を
行っているが， 近，特に，産学
共同の研究会活動が活発化し，
支援ニーズも広がってきている。
また，20年度以降に向け新税導
入が検討されており，富県宮城
の実現に向け，ものづくり産業
の一層の振興を図るため，より
効果的な施策の導入が求めら
れている。

◆次のような資質・機能を有す
るコーディネーターがいない。
・大学や高専等に深く入り込ん
で企業の目線から有望なシーズ
を発掘できるコーディネーター
・地域のものづくり中小企業の課
題やニーズを的確に把握し，学
術機関等による各種支援と有効
に結びつけることにより，解決を
図れるコーディネーター
◆学術研究機関と企業との技術
研究会の活動が活発化する中
で，事業化や製品化に向けての
効果的な支援が行われていな
い。

◆ものづくり中小企業の諸課題
の解決や大学等の知的資源の
有効活用を図るコーディネー
ターの設置

◆上記に記載した課題を解決す
るためには，企業での技術営業
等の経験を持つコーディネー
ターが，自ら多くの企業を訪問し
てそのニーズや課題を的確に把
握するとともに，大学，高専等を
頻繁に訪問し，企業の目線で有
望なシーズを発掘する必要があ
る。
◆さらに，学術研究機関と企業
との技術研究会に参加し，事業
化や製品化に向けてリードして
いくことも必要である。
◆なお，このコーディネーター
は，例えば，ＫＣみやぎ（基盤技
術高度化支援センター）グルー
プの２学術機関を一人が専属的
に担当するなど，複数置くことに
よって，より大きな効果が得られ
ることが期待される。

ものづくり産業振興コーディ
ネーター事業

・企業訪問等により，ものづくり
中小企業のニーズや課題を発
掘し，解決に向けた対応を行
う。
・大学，高専等を訪問し，企業
の目線で有望なシーズを発掘
し，企業とのマッチングや資金
獲得のための支援を行う。
・学術研究機関と企業が参加
する研究会に参加し，事業化・
製品化に向けた助言，指導等
を行う。

・企業の抱える課題の早期解
決を図り，企業の技術力や経
営力の向上を目指す。
・大学，高専等の研究シーズを
的確に把握し，その有効活用
や事業化を促進する。
・産学連携による研究会活動を
支援し，事業化等を促進する。

経済商工
観光部

    事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。
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【ものづくり産業振興に関する県
民条例の施行】
　　平成１９年４月１日付けで施
行され，基本方針に基づいて，
ものづくり産業の振興に関する
施策を講ずることとされた。
【企業立地促進法の施行】
　　平成１９年６月１１日に施行さ
れ，これに基づき，「みやぎ高度
電子機械産業集積形成基本計
画」及び「みやぎ自動車関連産
業集積形成基本計画」を策定
し，関連企業の誘致と既存企業
の支援により，地域産業の活性
化を図ることとしている。

◆県内における製造装置等生
産企業の実態が把握できておら
ず，支援策も整備していない。
◆製造拠点の日本回帰の兆し
が見られ，それを支える製造装
置等設備の供給・メンテナンスと
いった産業基盤の強化が求めら
れている。

◆製造装置等生産企業に対す
る支援を行うことによる産業基
盤の強化と，それによる既存企
業の留置，関連企業の誘致促
進

◆ものづくり産業の振興のため
には，産業の基盤となっている
製造装置等を製造・開発する企
業を支援する必要があり，製造
装置等開発費用の一部を助成
することなどにより支援する。
◆産業基盤の強化は，既存企
業の留置と関連企業の誘致に
つながるものであり，ものづくり
産業の振興と集積の促進に資
するものである。

製造装置等生産支援型産業集
積促進事業
(生産支援型産業基礎調査事
業)
(生産支援型産業協議会運営
事業)
(製造装置東海発支援事業)

●　県内における製造装置等
生産企業の調査を行う。
●　県内製造装置等生産企業
を中心とした産学官のネット
ワークを構築する。
●　製造装置等開発費用の一
部を助成する。

●　製造装置等生産企業に対
する支援を行うことにより，産
業基盤を強化するとともに，そ
れによる既存企業の留置と関
連企業の集積を図る。

経済商工
観光部

    事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。

    なお，個別取組の検討にあたって
は，研究開発等を支援する同様の事
業との統合など，より効果的な事業展
開を検討すべき。
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◆「富県宮城の実現」に向け
て産業振興施策を重点的に展
開するために，法人事業税の
超過課税措置である「みやぎ
発展税」と優遇税制である企
業立地促進税制が新たに導入
されることになった。
◆また，６月11日付けで「企
業立地促進法」が施行され，
本県においては当面，「自動
車関連産業」と「高度電子機
械産業」を集積することと
し，同法に基づく両産業集積
基本計画を策定し，国の1号同
意を目指している。
【企業立地促進法の概要】
○　地域による主体的かつ計
画的な企業立地促進等の取組
を支援
○　地域の特性を活かした産
業集積の形成を図ることで地
域経済の自律的発展の基盤強
化を図る
○　国の同意を得た基本計画
に基づき実施する事業につい
ては、設備投資減税や、人材
養成への財政的支援、地方税
減免に対する交付税措置を享
受

◆集積基本計画は市町村と合
同で策定しており，新規企業
立地件数等の目標等が定めら
れている。
◆県の工業団地については，
第二仙台北部中核工業団地や
新規に造成する（仮称）大和
リサーチパークといった比較
的大規模面積を擁する工業用
地があり，新規企業立地の受
け皿としての分譲地に余裕が
あるものの，市町村は既存工
業用地に空きスペースが少な
い。
◆脆弱な市町村の財政事情を
考慮すると，市町村が集積地
の確保等企業の要望に応える
ために産業基盤整備を行おう
とする場合には，これを支援
する取組を推進する必要があ
る。

◆市町村が企業立地促進法に
基づく集積基本計画区域内の
工業団地を整備する場合に
は，関連する工場用地周辺の
基盤整備事業を支援

◆上記に記載した課題を解決
するためには，市町村の負担
を軽減し，産業集積計画を現
実のものにする必要がある。
そのため，道路や橋梁，緩衝
緑地といった工業団地周辺の
基盤整備事業に対して，事業
に要する経費の補助を行うも
のである。
◆　なお，事業費補助を行う
ことで新規企業立地の受け皿
が確保され，市町村への立地
が増加することが期待され
る。

企業立地促進法集積計画区域
内における産業立地促進事業
補助金

企業立地促進法に基づく集積
基本計画区域内で市町村が工
業団地を整備する場合に，関
連する工場用地周辺の基盤整
備事業に要する経費について
補助するもの

工場立地を促進し、雇用機会
の確保を図るため

経済商工
観光部

    事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント
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◆　２００７年団塊の世代の退職
に伴い，県内の自動車関連中核
企業（新税負担予定）の有能な
ＯＢ人材を活用できる可能性が
ある。
◆　これまで自動車関連産業特
別支援事業などを実施したとこ
ろ，業界ノウハウを熟知したＯＢ
人材を活用することによって一
定の効果が得られることが分
かってきた。
◆　また，一定期間内に自動車
関連産業の集積化及び受注拡
大を効果的に推進するために
は，支援対象の重点化が必要な
状況である。

◆　自動車関連業界に精通した
ＯＢ人材の有効活用が必要であ
る。
◆　県内の自動車関連中堅企
業を重点的に育成する必要があ
る。

県内中核企業のＯＢ人材の有効
活用を促進し,県内の自動車関
連中堅企業の集積化及び受注
拡大等を重点的に支援する｡

上記に記載した課題を解決する
ためには,県内中核企業のＯＢ
人材を活用し専門員等を配置し,
　発注ニーズの把握と情報提供
に取り組むとともに，県内中堅企
業の生産工程改善指導や１次
部品
　メーカー向け展示商談会等を
実施し，生産革新や提案力等の
向上を支援するものである。

自動車関連ＯＢ人材活用事業 県内中核企業OB人材を活用
し，県内中堅企業の生産革新，
提案力等の向上及び１次部品
メーカーとのコネクション構築を
支援する。(※ 中核企業OB人
材は,アルプス電気㈱,㈱ケーヒ
ン,トヨタ自動車東北㈱等を想
定。)

県内中核企業のOBの人材を
有効活用することによって，中
堅企業の生産革新，提案力等
の向上を図り受注の確度（製造
業出荷額）を高める。

経済商工
観光部

    事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。

   また，県内中小企業ＯＢ人材に限定
することが有効か検討願いたい。
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◆　平成１９年３月に県で「宮城
の将来ビジョン」を策定し，併せ
て平成１９年度から２１年度まで
の３か年の行動計画を示したと
ころであるが，今後「富県共創」
の県政運営の理念のもと，市町
村との連携を図りながら，県民，
企業，NPOなど幅広い主体との
協働による具体的な取組が求め
られている。
【宮城の将来ビジョンの概要】
・県政運営の理念
「富県共創！ 活力とやすらぎの
邦づくり」
・政策推進の基本方向
①「富県宮城の実現～県内総生
産１０兆円への挑戦～」
②「安心と活力に満ちた地域社
会づくり」
③「人と自然が調和した美しく安
全な県土づくり」

◆「富県共創」の県政運営の理
念のもと，「富県宮城の実現」に
向けては，平成１９年４月に産学
官の主要な団体で構成される
「富県宮城推進会議」を設立し，
民間などの主体的な取組を進め
ることにしているが，この「富県
宮城の実現」に当たっては，地
場の企業や県民により身近な立
場にある「市町村の率先した取
組」や各団体の取組が鍵となる
ことから，こられを促進する必要
がある。

◆市町村や団体が，「富県宮城
の実現」に向けて，地元企業等
の育成や，産業振興などに率先
して取り組むための支援

◆地域産業の現況を踏まえ，地
域資源を生かした，オンリーワン
の企業や競争力のある産業分
野の育成

富県共創促進事業 　市町村が地域資源を活用し
て取り組む産業振興策や，各
団体が取り組む産業振興策等
の支援。

　市町村ごとに，地域資源を生
かした起業，産業の振興が行
われる。

経済商工
観光部

   市町村等の支援に当たり，その手法
や内容，各部局既存事業の活用・連携
などの観点から議論が必要ではない
か。

   なお，事業化に向けては，県内総生
産１０兆円への貢献度を明確にし，今
後の重点事業選定作業の中で，個別
取組の重点化の必要性について検討
する。
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取組２　産学官の連携による高度技術産業の集積促進

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆　平成１８年３月に知事を本
部長とする「宮城県知的財産活
用推進本部」を設置し，第１回
本部会議において，本県の知的
財産活用のために取組むべき
方策を定めた「みやぎ知的財産
活用推進方策」を決定し，新産
業振興課を中心とする関係機
関等において取組を進めてい
る。

【みやぎ知的財産活用推進方
策の目標】
　県内中小企業・生産者が，知
財の重要性を認識し，創造・保
護・活用に積極的に取組むこと
により，知的創造サイクルを確
立し，競争力強化と経営の持続
的発展を図る

◆　県民の間で，知的財産等に
関する知識が普及していないこ
とから，知的財産に関する戦略
的取組が遅れている。
◆　国際特許の出願費用が高
く，中小企業が海外進出を躊躇
する要因になっている。

◆　次代の知財人材の育成，他
県と比べて取組の遅れている地
域ブランド戦略の推進，中小企
業の海外進出の知財面での支
援等の実施。

◆　次代を担う児童生徒の発明
工夫に対する楽しさ，観察力，
創造力を養うための支援。
◆　本県における地域団体商標
を活用した地域ブランドへの取
組を推進するための支援。
◆　資力の乏しい中小企業等が
有用な知的財産を海外出願す
るための支援。
※　上記支援を継続すること
で，知財を活用した競争力強化
の基盤を支える。

みやぎ知財サポート事業 ・少年少女発明クラブ，発明工
夫展への助成
・地域ブランド化を推進しようと
する団体のセミナー開催等の
支援
・中小企業の国際特許出願の
費用の一部助成

本県の知財を活用した競争力
強化の基盤を支える。

経済商工
観光部

   事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。
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◆本県の産業振興で重要な位
置にある以下の部門において，
大学や公設試の保有する高度
なシーズを実用化し技術革新の
スピード化を図ることによって，
本県の優位性を築く必要があ
る。
農業：園芸（ソラマメ）
工業：自動車部品，電子部品，
食品，半導体，精密部品

◆大学・公設試等が有する高度
なシーズをいち早く実用化し，
新たな付加価値の高い製品開
発を行うため，県の公設試が主
体となり，企業等と連携協力の
もと研究開発を進め，県内産業
の競争力強化を目指す。

富県戦略技術の下支え機器整
備

技術革新等の企業ニーズに対
応した機器等の導入による技
術支援環境を整備する。
①評価（分析，測定）機器
②製品試作機器
③技術者養成機器
④研究開発機器
⑤生産（実証）機器

地域の中小企業の技術向上を
支援するため，高度な技術を
必要とする研究機器，評価機
器等をセンターに設置し，もの
作りを行う地域企業が抱える
製品の多様化，高品質化，新
分野開拓，生産コストの低減，
納期の短縮化等の課題解決を
支援し，自動車関連産業や高
度電子技術産業の集積促進を
図る。

経済商工
観光部

   事業化に向けては，実績や将来性
等を評価しながら県内総生産１０兆円
への貢献度を明確にし，今後の重点
事業選定作業の中で，個別取組の重
点化の必要性について検討する。

ステップ型磁気センサをシーズ
とした磁気システムの実用化

　ステップ型磁気インピーダン
スセンサを活用し，非破壊検
査，磁気コンパス（ｶｰﾅﾋﾞ），磁
気スイッチユニット（ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ）
の各システムを実用化すること
によって，新規・置換市場を獲
得する。
①地域新生コンソーシアム研
究開発事業（H17-H18受託）で
実現した非破壊検査プロトタイ
プシステムを基本とする超高
感度磁気センサを利用した非
破壊検査装置の実用化システ
ムの試作開発により，実用化
を進める。
②磁気コンパス・磁気スイッチ
等，従来市場のリプレイスを目
指したシステムユニットの試作
開発により，実用化を進める。

　大学などが有する高度な技
術（シーズ）を活用し，新たな
付加価値の高い製品開発を行
うため，県の試験研究機関が
主体となり，企業等と連携協力
のもと研究開発を進め，県内
製造業の競争力強化を目指
す。

乳酸菌機能の県産食品製造
への実用化

　乳酸菌の機能性メカニズム
を活用し，摂食したヒトに好影
響を与えるプロバイオティクス
水産加工品の製造技術を実用
化することによって，新規市場
の獲得やシェア拡大を図る。
機能性乳酸菌をシーズに，機
能性乳酸菌を利用した水産加
工品の実用化を目指す。
① 適な乳酸菌の評価，選抜
②試作品の品質，機能性評価
③製造スケールでの検討

　大学などが有する高度な技
術（シーズ）を活用し，新たな
付加価値の高い産品開発を行
うため，県の試験研究機関が
主体となり，企業等と連携協力
のもと研究開発を進め，県内
食品製造業の競争力強化を目
指す。

◆新たな産業集積への対応
　企業立地促進法に基づく基本
計画による自動車関連産業，高
度電子機械産業の集積を加速
し，県内製造業の受発注機会
の拡大が望まれる。
◆高付加価値ものづくり産業へ
の対応
　製造業も景気回復基調にある
ものの，その恩恵を受けずにい
る。他地域との差別化を図った
高付加価値商品開発やものづく
りが求められている。
◆自動車・電子部品関連
　自動車・電子部品等，大きな
技術変革の現れつつある分野
において，新たな技術シーズの
適用と実用化支援を行うことが
求められる。
◆半導体製造装置関連
　２０１０年に東京エレクトロン㈱
の新工場竣工（大和町）に伴な
い，半導体製造装置に関連した
製品が飛躍的に伸びることが予
想される。
◆微細切削加工技術関連
　直径が1mm以下のさらなる工
具の小径化や，MEMSのパッ
ケージといった新しい用途（ニー
ズ）拡大に伴い，より微細で高
精度な加工技術への要求が非
常に大きくなっている。
◆超精密研削技術関連
　近年の工作機の高精度化に
対応した研究開発およびサービ
スが要望されている。
◆農業政策の大転換
　平成１９年度から農業政策に
大きな変革があり（品目横断的
経営安定対策，農業者団体等
が主体となる米の生産調整シス
テム），本県では水田を活用し
た園芸作物等の生産振興を加
速的に図る必要がある。
◆「みやぎ発展税」の導入が検
討されている。

◆研究開発による新製品，新技
術の創造
　中小企業では，ものづくりに必
要な 新の機器・設備を導入す
ることは困難であることから，中
核支援機関である産業技術総
合センターに 新の機器・設備
を整備する必要がある。
◆自動車・電子部品関連
　本県の企業の優位性を構築
するため，近年見いだされた新
たな技術シーズをいち早く実用
化に結びつける必要がある。
◆食品関連
　県内食品製造業では，単発的
な商品開発やリニューアルが多
く，本県の優位性を構築するた
めには付加価値の高い製品開
発を進める必要がある。
◆半導体製造装置関連
　県内の半導体製造に関連す
る企業の優位性を構築するた
め，独創的な技術力向上を図る
ための集中的な技術支援が必
要となっている。
◆微細切削加工技術関連
　県内企業の微細切削加工技
術の優位性を構築するため，
MEMSなどの新しい分野の加工
技術の確立と導入支援が必要
である。
◆超精密研削技術関連
　県内企業の超精密研削加工
技術の優位性を構築するため，
製品の高精度化に伴った加工
技術の確立と導入支援が必要
である。
◆園芸（ソラマメ：出荷量全国５
位）の生産構造改革
　単収の伸び悩み，上位等級品
の減少，市場評価の低迷等に
より，本県のソラマメ出荷量の
減少に歯止めがかからず，新技
術の確立と導入による生産構
造改革が必要である。
※上記課題は高度な技術革新
となるため，大学や公設試等が
持つシーズ・技術・機能を活用
する必要がある。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント



次世代半導体製造用主要部
品に用いられる機能性多孔質
の実用化

　通電加熱焼結（ＳＰＳ）法の焼
結メカニズムを 大限活用す
ることにより，次世代の半導体
製造装置ならびに製造ライン
に不可欠な各種機能性焼結体
を早期に実用化することによ
り，県内の半導体製造に用い
られる主要部品売上げの大幅
な向上を目指す。　本事業で
は，以下のことを中心に研究を
進める。
①市場ニーズの把握と目標ス
ペックの的確な設定
②開発に必要な作製装置（ＳＰ
Ｓ）の設計と導入
③半導体製造関連部品用各
種機能性多孔質体の開発
④半導体製造設備の実機・ラ

　当センターが保有する通電
加熱焼結（ＳＰＳ）法を用いた
機能性多孔質体の製造技術を
ペースとして，次世代の半導体
製造に不可欠な主要部品の実
用化を図るため，県の試験機
関が主体となり，企業等と連携
協力のもと研究開発を進め，
県内半導体関連産業の競争
力強化を目指す。

経済商工
観光部

微細切削加工技術シーズの実
用化

　直径0.5ｍｍ以下の小径工具
による微細切削加工技術を活
用し，県内の高精度微細金
型，MEMS（微小電気機械シス
テム）産業等に実用化すること
で，競争力の強化をはかり，工
業出荷額の増大，新規市場を
獲得する。
①微細切削加工技術を活用し
て，サブミリ単位の形状を高精
度に加工する技術を開発し，
県内の金型加工産業への実
用化を図る。　②難削材である
ガラスや単結晶シリコンなどの
脆性材料の微細切削加工技
術を実用化し，新規産業の創
出を図る。

　宮城県産業技術総合セン
ター，東北大学が有する高度
な切削加工技術を活用し，金
型やＭＥＭＳ(微小電気機械シ
ステム）分野において，新たな
付加価値の高い製品開発を行
うため，産業技術総合センター
が主体となり，企業との連携の
もと研究開発を進め，県内製
造業の競争力強化を目指す。

超精密研削加工技術の実用
化研究

　これまで開発した超精密研
削加工技術を実用化し，県内
企業の製品の高付加価値化
に寄与する。
①地域新生コンソーシアム研
究開発事業（H17-18受託）で
開発した高機能SiC材の超精
密研削加工技術の実用化を進
める。（半導体製造装置部品，
次世代光学素子，高精度金
型）　②県単独事業（H8-H18）
で開発した平面および自由曲
面に関する超精密研削加工を
活用し，技術移転促進や新た
な高付加価値製品の開発を行
う。（半導体製造装置等の高精
度機械部品，超精密工作機械
用部品，高精度測定機用部
品，高精度金型，半導体デバ
イス，次世代光学素子）

　宮城県産業技術総合セン
ター，東北大学が有する高度
な研削加工技術を活用し，金
型やＭＥＭＳ(微小電気機械シ
ステム）分野において，新たな
付加価値の高い製品開発を行
うため，産業技術総合センター
が主体となり，企業との連携の
もと研究開発を進め，県内製
造業の競争力強化を目指す。

ソラマメ生産の構造改革を実
現するための戦略的産地活性
化事業

①植物生長調節物質を利用し
た単収増加技術の開発および
ウイルス診断技術，弱毒ウイ
ルスを利用した生産性向上技
術の開発
②高付加価値化に向けた成分
特性の評価とその評価結果に
基づく高度加工利用

　大学等が有する高度なシー
ズを活用するなどして，県内ソ
ラマメ単収の向上，ソラマメ加
工食品の製品化等を目指す。



(仮)ロボット技術産業支援事業 ○　ロボット技術産業の情報収
集
○　(仮称)宮城ＩＲＴビジネス研
究会の設立

産学連携ネットワークの確立
による県内におけるロボット技
術産業の機運醸成と実用化す
るターゲット（分野）の絞込み。

経済商工
観光部

(仮)ロボット実用化支援事業 ○　実証実験支援
○　県内中小企業と学術機関
との共同研究を促進するた
め，研究開発に要する費用の
一部を助成

東北大学の先端ロボット技術
の宮城からの発信（実用化）を
推進するとともに，産学連携に
より県内企業の基盤強化を図
る3

   ロボット技術産業への参入にあた
り，現状や背景の整理及び将来性を
検討し，これまで話題となった航空機
産業やバイオ産業も含め，次代を担う
新たな産業について様々な観点から
議論すべきではないか。

　なお，事業化に向けては，県内総生
産１０兆円への貢献度を明確にし，今
後の重点事業選定作業の中で，個別
取組の必要性を検討する。

●長期戦略指針「イノベーション
２５（平成１９年６月１日閣議決
定）」では，日本型ものづくりの
フラッグシップとしてロボット技
術が掲げられ，ロボット技術に
よる革新で目指すべき日本の
将来像が示された。
●また，7月30日に企業立地促
進法に基づく「自動車関連産業
集積基本計画」と「高度電子機
械産業集積基本計画」の同意を
得たが，産業の集積促進を図る
上で，高度技術産業の一つとし
てロボット技術の活用が期待さ
れる。

●国においては平成14年2月に
「21世紀ロボットチャレンジプロ
グラム」により基本方針を策定し
たのに始まり，現在各種施策に
取組んでいる。これに付随し，
神奈川，愛知，大阪，福岡など
は次世代の基幹産業としてロ
ボット技術産業への取り組みに
着手するなど，本県の取組は遅
れている。
●本県においても東北大学に
おけるシーズや電機・電子産業
基盤のポテンシャルを 大限に
活かし取組んでいくことにより，
自動車産業と並ぶ新たな基盤
産業として開花させることが可
能と考えられるため，早期に取
組む必要がある。

◆　県内のロボット技術のポテ
ンシャルを把握するため，県内
企業へのアンケート調査の実施
◆　産学官連携組織「（仮称）宮
城ＩＲＴビジネス研究会」を設立
し，企業と大学とのネットワーク
強化
◆　東北大学の研究者によるロ
ボット技術の県内における産業
化（＝実用化）支援
◆　実証実験場所の提供調整

◆　県内中小企業の産業用ロ
ボットメーカー(川崎重工業㈱，
ファナック㈱，㈱安川電機など）
への販路開拓
◆　産業用ロボットメーカーの研
究所を東北大学サイエンスパー
クへ誘致
◆　東北大学の研究成果を実
用化した農業分野，災害救助分
野や医療・福祉分野でのロボッ
ト産業の確立
　⇒　東北大学教員と県内企業
の連携促進
　⇒　大学発ロボットベンチャー
の設立

議
論
項
目



取組３　豊かな農林水産資源と結びついた食品製造業の振興

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

　地域資源を活用した中小企業
の新商品・新サービスの開発・
市場化を総合的に支援するた
め，「中小企業地域資源活用プ
ログラム」が創設され，平成１９
年６月２９日付けで「中小企業に
よる地域産業資源を活用した事
業活動の促進に関する法律」が
施行された。
※ 中小企業地域資源活用プロ
グラムの概要
  ○「中小企業による地域産業
資源を活用した事業活動の促
進に関する法律」に基づく支援
○地域資源を活用した新たな取
組を掘り起こすための支援等
 ○この項目は新税（発展税）活
用施策として提案したものであ
る。

　「食材王国みやぎ」に集約した
多彩で豊富な食材の産出県と
いう地域イメージと個別のブラン
ド
　化産品等を，首都圏の消費者
に認知させる取組みが必要で
ある。

　直接金融等の多様な資金調
達が可能になるよう支援

　県内金融機関等と連携し，地
域の知恵と工夫を活かしつつ，
県内食関連中小企業の成長段
階に応じたリス クマネー供給等
により新事業創出の支援を行
う。

みやぎ食材ファンド組成事業 　投資会社等が無限責任組合
員となって設立したファンドに
対し，県から出資するととも
に，必要に応じて支援ノウハウ
や支援スキームの提供を行
う。

　やる気のある優れた経営体
の資金調達手段を拡大し，食
関連産業の飛躍的な振興を図
る。

農林水産部 　平成１８年度の重点事業選定作業
の中で，平成１９年度の予算要求に向
けて，運営主体の選定など，より具体
的で，かつ有効なファンドスキームを
検討することとなっていたが，その後
の状況はどうなっているのか。

　なお，事業化に向けては，県内総生
産１０兆円への貢献度を明確にし，今
後の重点事業選定作業の中で，個別
取組の必要性を検討する。

議
　
論
　
項
　
目

新商品開発支援に向けた取組 　宮城県水産加工研究所の開
放実験室に、 新の機器を整
備するとともに、生産技術の指
導強化を図る。

　企業の新製品開発のための
負担を軽減し、企業の競争力
を強化する。

農林水産部

水産加工設備導入に向けた支
援

　既存の加工設備の更新や新
商品生産のための設備投資に
対して支援する。

　企業の生産能力強化を図
り、生産規模の拡大と収益性
向上を図る。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント

   原料価格高騰に対応した，「売れる
商品づくり」，つまり高い付加価値の創
出であれば，その商品開発や販売戦
略など，一貫したビジネスプランの作
成などの支援も必要ではないか。

   また，多様な産業を対象としている
産業振興機構等の既存事業の活用
や，他社や異業種と競い合いながら，
より良いビジネスプランの創造やブ
ラッシュアップを図る仕組みなど，農林
水産業全体での「高付加価値化」の中
で議論すべきではないか。

   なお，事業化に向けては，県内総生
産１０兆円への貢献度を明確にし，今
後の重点事業選定作業の中で，個別
取組の重点化の必要性について検討
する。

◆上記に記載した課題を解決
するためには、企業の生産基盤
を強化する必要がある。そのた
め、企業の新商品開発とそれら
を生産するための設備投資に
対して支援を行う。
◆なお、これらの支援を行うこと
で水産加工業出荷額の増加が
期待される。

2

水産加工業を取り巻く状況
◆欧州や中国などの水産物需
要の増加に伴い、日本が買い
負けに陥るなどの国際的な状
況
　変化に加え、これらの需要圧
力増加による原料価格の上昇
が見られる。
◆消費者指向の多様化などに
より、少量多品種の商品アイテ
ムが望まれている。
◆スーパーマーケットの流通規
模拡大に伴い、流通の末端によ
る価格決定が行われ、生産
　コストの上昇を価格に反映し
にくい流通構造となっている。
◆水産加工業出荷額は、平成４
年の4,285億円をピークに減少
を続け、平成17年には2,719
　億円となり、ピーク時の63.5％
となっている。
◆この項目は、新税（発展税）
活用施策として提案したもので
ある

◆水産物流通については、企
業の自主独立による経済行為
として行われてきた。
◆しかし、上記に記載した状況
変化は、 近の石油価格上昇
に伴う資材コストの上昇など
　の新たな課題も引き起こして
おり、企業の経営環境は一層深
刻となっている。
◆そのため、業界全体としての
閉塞感を打破し、本県の基幹産
業の一つである水産加工業
　の展望を開くため、早期の支
援が望まれる状況となってい
る。

◇　企業の経営基盤を強化する
ため、「売れる商品作り」をキー
ワードとした水産加工業育成の
ための支援促進



取組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

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

◆経済成長戦略大綱で示され
た「サービス業の生産性向上」
に向け，H19.5「産業活力再生
特別措置法等の一部を改正す
る法律」が成立した。
◆これまでの支援は製造業が
中心であったが，今回の改正で
サービス業への支援を拡充。
◆一方，県としても，来年度以
降の具体的な施策展開に向
け，今年度「商業・サービス業施
策ニーズ把握調査」を実施する
こととしている。

◆同法に基づく支援は，事業者
自身による「生産性向上のため
の計画」の策定が前提であり，
その計画が認定された事業者
に対して税制特例，会社法等特
例，資金調達，事業再生等の支
援を行うものである。また対象
業種は経済成長戦略大綱で示
された重点サービス産業６分野
（健康・福祉，育児支援，コンテ
ンツ，観光・集客，ビジネス支
援，流通・物流）が中心となる模
様。
◆これらのことを念頭に置き，
今年度の調査により，今後10年
間で本県サービス業の付加価
値生産額を２割増加させるた
め，重点的に支援すべき業種を
定め，またそれらの業種に対し
て強化・拡充すべき県施策を立
案する必要がある。

◆業界の現状やニーズを的確
に把握するための情報収集体
制の強化
◆国や仙台市が進めるサービ
ス業施策との効果的な連携，機
能分担や市町村の役割の明確
化
◆多種多様なサービス業に対
応するための部局（管轄官庁）
横断的な対応

◆県として重点的に注力しなけ
ればならない施策領域を見定
め， も効率的な施策展開を行
う。

サービス産業創出・高付加価
値促進事業

・ｻｰﾋﾞｽ業関係モデル事業に
対する助成
・ｻｰﾋﾞｽ業の人材育成支援
・ｻｰﾋﾞｽ業の生産性向上（例え
ばＩＴ化等）支援
・ｻｰﾋﾞｽ業の創業支援
・ｻｰﾋﾞｽ業の企業誘致

　地域経済の活性化や，雇用
の維持・確保が期待される
サービス業への支援

経済商工
観光部

サービス産業創出・高付加価
値促進協議会（仮称）

　サービス産業の特性や課題
を踏まえた確実な施策展開を
行うため，行政（国，県，市
町），サービス業界（民間），外
部専門家等による，協議会を
組織し，現状把握，事例分析
～施策立案～進行管理～評
価までの一環した枠組みを構
築する。

　協議会と県が連携し，サービ
ス産業の創出・高付加価値に
向けた取組を行うことにより，
今後10年間で本県サービス業
の付加価値生産額を２割増加
へ貢献

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント

1

   事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。



取組５　地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの実現

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆平成１８年１２月には観光立
国推進基本計画が成立，また，
平成１９年６月には観光立国推
進基本計画が閣議決定される
など観光への国の取組も強化さ
れてきており，今後国内地域間
競争の激化が想定される
◆人口減少，少子高齢社会の
到来に向け，国内外からの交流
人口の増加による地域の振興
が急務である
◆付加価値の高い滞在・周遊
型観光や，余暇多様化への対
応策として，グリーンツーリズム
やトレッキングなど自然環境に
親しむ施策への工夫がますま
す求められるものの，その対応
は十分ではない
◆「富県宮城の実現」に向けて
産業振興施策を重点的に展開
するために，法人事業税の超過
課税措置である「みやぎ発展
税」が新たに導入されることに
なった

◆本県の観光戦略においては，
ソフト的手法に軸足を置いてき
たところであるが，他方，県の主
要観光地整備の現状は維持で
手一杯な状況であり，地域間競
争に打ち勝ち，誘客及びリピー
ター獲得するためには，観光関
連施設への先行的かつ重点的
な整備が不可欠である
◆観光客拡大に関し，外国人に
も親しみ易い環境を整える必要
がある

◆国内外からの観光客が安心
して活動できる 低限の施設整
備として，自然公園や登山道の
整備，観光案内板の多言語表
記などを緊急に行う
◆また，子ども，高齢者，障害
者などへの配慮（ユニバーサル
デザイン導入など）を推進する
※特に観光客入込数の大きい
地点（自然公園）などにおける
施設整備と，観光客の移動を容
易にする観光案内板等の整備

◆端正な自然公園の整備によ
る新規観光客・リピーターの確
保と増加
◆多言語あるいは広域観光案
内板の積極的整備による，海外
あるいは他県からの観光客の
取込増

みやぎ観光受入基盤整備事業 　県内の主要観光地やサイン
表示等，観光客の利便性の向
上に資する施設について整備
するもの

　観光客数の増加 経済商工
観光部

   事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント



取組６　競争力ある農林水産業への転換

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

「有機農業の推進に関する法
律」（有機農業推進法）が施行
(H18.12.8付け)され，「各都道府
県において有機農業の推進に
関する施策についての計画（推
進計画）を定めるように努める」
とされている。

本県の有機農業に関しては，十
分な情報収集を実施しておら
ず，実態把握が急務である。ま
た，本県としての有機農業に係
る方向性を定めていないため，
宮城県における有機農業の方
向性を示す必要が生じている。

 本県の有機農業の実態調査や
推進方向の検討，技術開発等
試験研究機関等との連携の促
進

 有機農業の全県的な実態調査
や有識者等による意見交換等
を基に推進計画を検討・策定す
る

みやぎの有機農業等促進事業
／有機農業の実態調査と促進
検討懇談会の開催

県内の有機農業の実態把握
のため，ＪＡＳ有機農産物の生
産状況，取り組み農業者の経
営状況などを調査する。また，
実態把握データを基に，有識
者等を構成員とした検討懇談
会を開催し，本県の有機農業
のあるべき姿を検討する。

有機農業に係る｢宮城県有機
農業推進計画」を策定，実践
者への具体的な支援策の検討
を行う。

農林水産部   事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。
なお，既存事業の中での実施も検討
願いたい。

安全な森の恵み生産拡大事業 きのこＧＡＰ手法のモデルを構
築するとともに，県産の原材料
(原木・チップ等)の利活用を図
る。

　きのこに関する食の安全・安
心を確立し，原材料生産から
消費までの地産・地消を目指
す。

農林水産部

ニュータイプきのこ開発・需要
拡大事業

新しいきのこ栽培技術の確立
と，廃菌床の再利用による生
産技術を開発し生産拡大を図
る。

　県産の新しいきのこの開発・
普及により特用林産物の振興
を目指す。

森林資源活用加速化対策事
業

・共同間伐団地の面積を拡大
し，間伐材生産量の増大を図
る。
・管理が放棄された荒廃森林
等の間伐を実施し，木材生産
や地球温暖化防止など機能の
高い森林に誘導・再生する

　間伐材生産量の増加による
原木の安定供給，森林所有者
の所得増大，木材産業の振興
及び森林の公益的機能の増
進を目指す。

農林水産部

木質バイオマス資源供給強化
対策事業

木質資源の活用促進及び間
伐材の利用率向上を図るた
め，未利用材等低質材の有効
利用に向けた取り組みを推進
する。

　林地残材の有効利用を目的
とした，低質材の利活用モデ
ル事業を構築することにより，
木質系バイオマスの利用拡大
を目指す。

◆　中国産椎茸等については，
残留農薬問題等により仙台市
場での占有率は低下傾向にあ
る。
　　しかし中国では食の安全・安
心対策である｢チャイナＧＡＰ｣を
推進し世界認証を受ける動きが
あることから，近い将来再び市
場を席巻する可能性が高く，本
県においてもきのこＧＡＰ手法の
普及・導入を図らなければ，本
県産きのこの市場シエアの低下
と生産量の減少は避けられない
状況にある。
◆　従来食産業・観光業界での
きのこ需要は，「安価・大量仕入
れ」による一般食材として扱わ
れることが殆どであったが，平
成１９年３月に仙台市内の４つ
のホテルへ調査を依頼したとこ
ろ，きのこに対しては食材として
の希少性や地域性を求める声
が強く，新しいきのこに対する
ニーズが拡大していることが判
明した。
◆　この項目は，新税（発展税）
活用施策として提案。

◆　本県でも，県内産特用林産
物(きのこ)に対する消費者の理
解を得るためには，ＧＡＰ手法を
広く生産者へ普及し定着を図る
必要がある。
◆　宮城の食材の中で，きのこ
に関しては希少性や地域性が
ある品目が少なく，新しい魅力
あふれるきのこの創出や，特徴
のあるきのこの開発・普及が求
められている。

◆　きのこ生産者団体や，事業
体を対象としたＧＡＰ手法の定
着促進
◆　ニュータイプきのこ開発及
び需要拡大の促進

◆　各種講習会等の開催やモ
デル実証事業体での取り組み
を通じてＧＡＰ手法の普及を図
ることによ
　り,消費者に安全・安心な食材
を提供する。
◆　林業試験場においてニュー
タイプきのこ等各種きのこの開
発を行い，開発されたきのこ生
産施設
　の整備支援を行うことで，｢食
材王国みやぎ」の一翼を担う食
材を食産業・観光業界等に提供
するな
　ど，販路の拡大を図ることによ
り生産量の増加を目指す｡

課題解決に必要な個別取組例（参考）
担当部局

  事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。
  なお，既存事業の中での実施も検討
願いたい。

  事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の内容を検討する。

企画部（政策課）コメント

◆共同間伐団地の設定によ
り間伐材の計画的な供給と
量の拡大を図る。
◆管理が放棄された荒廃森
林の再生により，森林資源
の有効利用と地球温暖化防
止等公益的機能の確保を図
る。
◆これまであまり利用されな
かった林地残材の効率的な
集出荷方法の開発と実証試
験等を行い，県産材の安定
供給と間伐材の利用率の向
上を図る。

№

3

◆県産材については数年前
から合板向けの需要が急増
しているが，これは石巻地区
の合板工場群における施設
整備の進展によるものであ
り，合板用素材を含めたさら
なる原木の安定供給体制の
確立が必要となっている。
◆県内の森林の状況は，木
材価格の低迷や森林所有者
の高齢化等により，間伐を中
心とした森林整備の遅れが
顕在化しており，今後ともこ
のままの状態で森林を放置
すれば，台風等による水害
や土砂災害が増加するな
ど，県民生活に大きな影響を
及ぼす恐れがある。
◆地球温暖化防止対策や原
油高騰など社会情勢の変化
から，製紙工場・合板工場等
でのバイオマス発電が普及
し，燃料となる木質系バイオ
マス等の需要が高まってい
る。
◆この項目は，新税（発展
税）活用施策として提案した
ものである。

◆原木の旺盛な需要に対応
するためには，間伐材生産
量を増大させ，供給量の安
定確保を図る必要がある。
◆森林吸収源対策として１,３
００万炭素トンの削減に向け
た取組が全国で進められて
おり，この取組達成のために
県内で必要とされる森林整
備面積は平成24年度までに
３万ｈａとされ，間伐実施が喫
緊の課題となっている。特に
奥山等の条件不利地域にお
いては，長期に施業が行わ
れていない生育不良な管理
放棄森林が増加しており，強
力な間伐推進策が必要であ
る。
◆燃料用の木質系バイオマ
ス需要に対しては，林内に放
置されている未利用材の効
率的な搬出対策を講ずる必
要がある。

◆小規模かつ分散化した要
間伐森林の団地化をさらに
促進し，共同間伐団地の面
積を拡大する。
◆市町村・森林組合等と連
携し，森林の公益的機能確
保上，緊急に整備が必要と
なる管理放棄森林の間伐実
施を支援する。
◆伐採に伴い発生する間伐
材及び残材の集出荷機能を
強化するなど，木質資源の
有効利用を推進する。

行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向

2



4

◆　水産都市の経済活性化
のためには，魚市場整備や
地元水揚げ魚を利用した加
工技術だけでなく，ブランド
化等の販売対策や消費拡大
対策，地域外漁船を迎える
ためのホスピタリティ向上な
ど，市民・県民が一体となっ
た，抜本的対策が必要であ
る。

　水揚げ漁船の受入れ態勢の
強化に向けた取組支援

　高品質，高付加価値化に向
けた魚市場機能の整備を行う
とともに，推進組織を設置し全
国行脚による誘致活動や，他
地区漁船及び外国人乗組員
等にやさしい港町づくりなどの
支援を行う。

　ハード・ソフト両面から入港漁
船に対するホスピタリティの高
い受入れ態勢強化を図り，水
揚げ漁船の増加を図る。

農林水産部   事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。

　販売支援・消費拡大など地
産地消の拡大に向けた取組支
援

　魚市場を有する地元市及び
大消費地・仙台において，魚市
場等が中心になって行う，地元
水揚げ魚の販売促進や消費
拡大の取組＝地産地消拡大
の取組を支援する。

　地元及び県内大消費地であ
る仙台市における取組により，
季節の地元水産物に対する愛
着や水産業に対する理解の促
進を図るとともに，安定した消
費を確保することで，産地価格
の安定向上を図る。

アグリビジネス新展開支援
事業

・アグリビジネス経営発展支
援の拡充
・ビジネスマッチング、販路
拡大支援の拡充
・大規模経営体、新規参入
経営体創出条件整備
・集落営農組織等と実需者
が連携した産地作り支援

年商１億円以上のアグリビ
ジネス経営体育成の加速化

農林水産部   事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。

異業種からの農業参入支
援事業

・農業参入相談体制の強化
・参入候補地のデータベー
ス化
・異業種からの農業参入促
進に向けた取組強化

耕作放棄地、遊休農地の解
消や活用による園芸振興等
の地域農業の活性化

6

畜産生産性向上等対策 ・畜産経営技術・生産技術
の改善支援指導
・乳用牛の組織的な能力検
定と経営改善指導
・肉用牛の受精卵移殖の推
進
・優良種豚の維持増殖と人
工授精技術の確立
・消費者サイドへの情報提
供
・飼料購入資金を低利で融
資(国：家畜飼料特別支援
資金）

◆生産コストの低減
・酪農、肉用牛経営　２０％
コスト減
・養豚経営　１０％コスト減
◆消費者サイドの理解を醸
成
◆生産性向上期間の運転
資金の確保

農林水産部   事業化に向けては，社会情勢の変
化や今取り組む意義を明確にした上
で，今後の重点事業選定作業の中
で，個別取組の重点化の必要性につ
いて検討する。

◆家畜生産性の向上による
生産コストの低減
◆飼料自給率の向上

◆配合飼料価格が平成18年
10月以降4期連続で値上げ
【価格上昇の要因】
　○主原料であるトウモロコ
シの燃料用エタノール向け
需要拡大による価格高騰
　○海上運賃の上昇（近年２
０ドル／トン程度　→　６８ド
ル／トン（6月））
　○円安傾向

◆配合飼料高騰による影響
を軽減するため、飼養管理
技術の再確認による家畜生
産性の向上や自給飼料の確
保により、コストを低減するこ
とが必要。
◆畜産物の生産コスト上昇
を消費者に理解してもらうこ
とが必要。

◆自給飼料作付面積拡大
◆稲ホールクロップサイレー
ジの普及、稲わらの収集供
給支援、放牧の推進
◆食品残渣の飼料化
◆家畜生産性の向上（分娩
間隔の短縮、早期出荷によ
る肥育期間の短縮、牛群検
定情報の活用、乳房炎対
策、慢性疾病への対策等）
◆消費者サイドの理解を醸
成するための情報提供
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◆平成１８年３月に策定した
「新世代アグリビジネス推進
基本方針」に基づき、宮城県
農業を牽引するトップラン
ナーとしてのアグリビジネス
経営体の育成を開始してい
る。
◆平成１９年度から実施され
た経営所得安定対策などの
新たな政策により、集落営農
組織等が多数設立されてき
ている。
◆国の「農地政策改革」に関
する議論で、民間企業の農
業参入におけるリース方式
拡大や、農業生産法人の要
件緩和策などが現実味を帯
びてきている。
◆新税導入に向けた活用施
策として提出している。

◆高い企業マインドを有する
アグリビジネス経営体の育成
を加速化させるため、新たに
設立された農業法人や、農
業参入を目指す民間企業を
ビジネス支援対象として支援
内容を拡充させる必要があ
る。
◆異業種の農業参入を促進
するための受入れ相談体制
の強化とともに、集落営農組
織等の法人化に向けた支援
体制の強化や必要である。
◆耕作放棄地等の解消や大
規模園芸拠点の整備を図る
ためには、異業種からの参
入促進も必要である。

◆（財）みやぎ産業振興機構
に整備しているアグリビジネ
ス支援内容の拡充強化。
◆異業種の農業参入支援体
制の整備
◆集落営農組織の法人化に
向けた支援の強化

◆農業分野でビジネス展開
を目指す法人を効率的に支
援することにより、参入企業
の成長及び地域経済におけ
る雇用の創出など、富県宮
城の推進に寄与することが
期待される。
◆このためには、（財）みや
ぎ産業振興機構を中心に、
農業系、商工系の支援機関
や県地方事務所等が連携し
たアグリビジネス経営体育成
の加速化が不可欠である。
◆異業種の参入や集落営農
組織などアグリビジネスを目
指す経営体の裾野を広げる
支援体制の整備が必要であ
る。

◆高鮮度，高品質，衛生的
かつ迅速な水揚げが可能な
市場機能及び係留機能の整
備，水揚げ魚の付加価値を
高めて処理できる加工・出荷
機能の整備，地域内及び県
内での消費拡大＝地産地消
の取組の強化，地域外の水
揚げ漁船や外国人乗組員等
に対する市民のホスピタリ
ティ向上など，水
産関係者だけでなく市民・県
民を巻き込んだ「一気通貫
型」の水揚げ漁船誘致活動
を展開する。

◆地域住民，県民が本県に
水揚げされる水産物に愛着
を持ち，また地場産業である
水産業を理解し，応援する地
域づくりを目指す。
◆このため，地元市民を含
めた推進母体を組織し，上
記の「一気通貫型」の取組を
推進する。
◆これらにより，ホスピタリ
ティが高く，水揚げした魚を
高価かつ大切に取扱い，ま
た喜んで消費してもらえる本
県に，「入港したい」と思われ
る港町づくりを推進するも
の。

◆　水産資源の減少や国際
的な漁業規制の強化，漁業
経営体の減少などにより，全
国の魚市場同士の水揚げ確
保（＝漁船誘致）に係る競争
が，一層激しさを増してきた。
◆　加えて，水産物を巡る世
界的な需給構造変化に伴う
輸入加工原料の逼迫(買い
負け)，原油高騰に伴う経費
の増大など，水産加工業を
取巻く環境も一層厳しさを増
している。
◆　魚市場と水産加工業は
連携・補完の関係にあり，本
県の主要水産都市の活性化
＝本県経済の活性化のため
には，将来を見据えた両者
の繋がりの強化・再構築が
急務である。
◆　この項目は新税（発展
税）活用施策として提案した
ものである。



粗飼料自給率向上対策 ・水田における飼料作物生
産･水田放牧に助成（国：耕
畜連携水田活用対策）
・生産用機械の補助（国：強
い農業づくり交付金）
・国産稲ワラの利用拡大に
助成（国：国産粗飼料増産
対策）
・稲ﾎｰﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲﾚｰｼﾞ給与
に対して助成（国：国産粗飼
料増産対策）

自給飼料作付面積の拡大、
稲ホールクロップサイレージ
の普及、放牧頭数の増加な
ど

資源管理型漁業の推進 資源回復計画を着実に推
進するとともに，資源水準
の維持安定及び合理的な
利用を計画的に推進する。
また，国及び関係道県との
連携を図り，漁獲管理制度
（ＴＡＣ）の適切な運用を図
る。

本県沿岸の水産資源の維
持増大及び合理的利用を
図り，漁業生産の安定と競
争力の向上を目指す。

農林水産部   事業化に向けては，社会情勢の変
化や今取り組む意義，さらには県内総
生産１０兆円への貢献度を明確にした
上で，今後の重点事業選定作業の中
で，個別取組の重点化の必要性につ
いて検討する。

栽培漁業の推進 ヒラメ，アワビ，シロサケな
ど主要な栽培対象種の増
殖体制を確立するとともに，
ホシガレイやアカガイ種苗
の量産放流，養殖用種苗
（アワビ，クロソイ，ホヤ等）
の事業化を進める。

人工種苗の直接的な添加
（放流）により水産資源の維
持増大を図るとともに，種苗
生産技術の新たな展開方
向として養殖用種苗の事業
化を図る。

養殖業ブランド化の推進 安全安心な生産に対する意
識啓蒙を図るとともに，カキ
浄化処理機器等整備に係
る補助を行う

　生産者の安全安心に対す
る意識の向上と浄化処理施
設整備率１００％を目指す。
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　「食材王国みやぎ」に対す
る県民の認知度は６割近くに
達しており，地元百貨店・食
品スーパーにおいても「食材
王国みやぎフェア」が多数開
催されるなど，「食材王国み
やぎ」は本県食産業 振興を
象徴するスローガンとして定
着し，一定の成果をあげてき
ている。しかしながら国内
大の市場である首都圏に対
する宮城のイメージは従来と
変わらない評価であることが
明らかとなっている。
 ※ 平成１９年３月に（財）東
北産業活性化センターが取
りまとめた「食品産業の高度
化による地域活性化方策に
関する調査報告書」のアン
ケート調査結果から
○この項目は新税（発展税）
活用施策として提案したもの
である。

　「食材王国みやぎ」に集約
した多彩で豊富な食材の産
出県という地域イメージと個
別のブランド化産品等を，首
都圏の消費者に認知させる
取組みが必要である。

　「食材王国みやぎ」と，みや
ぎの「食」に関するメディア戦
略を，首都圏対象に大規模
に展開する。

　宮城の「美味しさ」と「旬」を
伝える，例えば「三陸塩竃ひ
がしもの」や「みやぎ吟撰米」
などブランド化産品等を題材
として取り上げながら，多彩
な食材を有する「食材王国み
やぎ」の魅力を 大限に伝
え，別に行うトップセールスと
併せて首都圏消費者等に対
し集中的にアピールすること
により，宮城県産品の認知
度の向上と販路の拡大を図
る。

「食材王国みやぎ」販路拡
大事業

・マスコミを活用したメディア
キャンペーン
  の展開
・トップセールスプロモーショ
ンの展開

県産品の認知度の向上と
販路の拡大を目的とする。
首都圏消費者に対する効
果測定については具体に取
り上げた産品のアンテナ
ショップでの売上，アンケー
ト調査を指標にして行う。

農林水産部   事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。
なお，事業化の検討にあたっては，広
域連携も視野に入れた事業展開を検
討願いたい。
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◆平成１４年３月に国が策定
した「水産基本計画」が５カ
年を経過したことから，平成
　１８年１月から計画の見直
し作業が進められ，平成１９
年３月２０日に新たな「水産
基
　本計画」が閣議決定され
た。
◆新たな基本計画では，国
民に対する水産物の安定供
給を図るため，低水準にとど
まっ
　ている水産資源の回復・管
理の推進を政策の大きな柱
とし，資源管理の着実な推進
や海
　面・内水面を通じた生育環
境の改善と増養殖の推進が

重要施策として位置づけら
れて
　いる

◆水産資源の維持増大や増
養殖の推進は，水産業の根
幹となる施策であり，国が打
ち出した新たな計画を踏ま
え，沿岸漁業の主要魚種を
対象とした関連施策を積極
的に展開し競争力のある水
産業へ転換する必要があ
る。

◆本県沿岸の有用魚貝類を
対象とした資源量増大のた
めの管理対策や合理的利用
の推進
◆主要な栽培対象種の事業
実施体制の強化
◆安全安心や養殖水産物の
生産体制の確立とブランド化
の推進

◆資源生態及び漁獲・操業
実態に基づく効果的な資源
管理手法の検討，実践
◆主要な栽培対象種の増殖
体制の確立及び受益者負担
の強化
◆養殖水産物の地域ブラン
ド化を推進するための実効
性のある地域推進計画の策
定



取組７　地産池消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

食品中のカドミウム（以下「Ｃ
ｄ」）の国際基準値が制定され，
現在国において国内基準値の
改定に向けた検討が行われて
いる。
これまでＣｄの基準が定められ
ていたのは米だけであったが，
麦類・豆類・野菜類等（以下「畑
作物等」）に関する国際基準が
定められたことから，今後は農
作物全般の対策が必要にな
る。

イタイイタイ病の発生によりＣｄ
問題が顕在化した昭和45年以
降対策を講じてきた水稲及び水
田に関しては，Ｃｄ吸収抑制対
策や県内の土壌中Ｃｄ濃度があ
る程度把握できているが，畑作
物等に関してはデータ等がない
ため対策を講じようがない状況
である。

早急に県内の現状を把握し対
策を講じるとともに，基準値超
過農産物の流通を防止するた
めの検査体制及び関係機関が
一体となった流通システムを構
築して，安全・安心な宮城の農
産物を提供していく。

①現状把握：県内農作物のＣｄ
含有量分析調査，作物毎のＣｄ
吸収特性，土壌状況
②対　　策：高リスク地域のリス
トアップ，土壌浄化対策，Ｃｄ低
減対策技術の普及，作物転換
など
③流通防止：生産者サイドにお
ける流通段階の分析調査体制
の整備支援

土壌有害物質リスク管理推進
事業

・農作物Ｃｄ含有量分析調査
（2,300点）
・土壌中Ｃｄ濃度等分析調査
（1,000点）
・土壌浄化対策等
・基準値超過農産物流通防止
体制の確立

　新基準値制定後も現在と同
様に安全安心な本県産農産
物を提供していく。

農林水産部   事業化に向けては，社会情勢の変
化や今取り組む意義を明確にした上
で，今後の重点事業選定作業の中
で，個別取組の重点化の必要性につ
いて検討する。

2

◆平成13年10月18日から実施
されたＢＳＥに関する全頭検査
は、牛海綿状脳症対策特別措
置法施行細則の一部改正
(H17.8.1施行)により、21ヶ月齢
以上の牛に検査が限定された
ところであるが、消費者に生じ
かねない不安な心理を払拭す
ること及び生産・流通の現場に
おける混乱を回避する観点か
ら、３年の経過措置として、地方
自治体が21ヶ月齢未満の牛に
ついて自主検査を行う場合は、
これまでと同様に検査費用につ
いて全額が国庫補助とされてき
たところである。
◆平成20年7月末が経過措置
期限となることから、8月からは
国庫補助が打ち切られることと
なったものである。

◆平成20年8月以降の国庫補
助の廃止に伴い検査を打ち切
ることは、これまでの検査によ
る消費者への不安の払拭や食
に対する信頼の確保、また生産
者等への販売影響等を考慮し
た場合に、多大の混乱を招くお
それがあるため、県として引き
続き21ヶ月齢未満のＢＳＥ検査
を継続することが求められてい
る。
◆県単独事業として、検査費用
について県費でまかなうことと
なるもの。

21ヶ月齢未満の牛のＢＳＥスク
リーニング検査の継続

ＢＳＥのスクリーニング検査を継
続し、安全安心な食肉を供給す
ることにより消費者の食に対す
る信頼を向上させるもの。

牛海綿状脳症検査費 　全頭で実施しているＢＳＥの
スクリーニング検査のうち、
21ヶ月齢未満の牛について、
国庫補助が打ち切りが行われ
た後も県単独事業として検査
を継続するもの。
※ 事業費(一財ベース)：
　　H20.8～：3,300千円
　  H21以降：5,000千円

　消費者の国内産牛のＢＳＥ
感染に対する不安を解消し、
安全安心な食肉を供給するこ
とにより、消費者の食に対する
信頼の向上を図るもの。

環境生活部 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。

魚食普及のためのＰＲに向
けた取組

　テレビなどのメディアを通
じて、魚食への理解を深め
るとともに、県民の水産物
に対する興味を引き出すよ
うなアンケートやコンテスト
の実施など、魚食への関心
を高めるための取組を行な
う。

　魚食文化は日本伝統の食
文化であることの再認識と、
健康的な食生活を送る上で
欠かせない食材であること
をＰＲして、本県の魚食普及
を図る。

農林水産部

水産物の食材としての利用を
推進するための取組

　水産物の学校給食への提供
や、学校・地域における料理
実習などを通じて、魚食に対
する興味の向上と調理技術の
習得を図る。

　特に魚離れが著しい世代に
対して、魚食習慣の定着と底
辺拡大を図る。
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◆世界各国で中国から輸入さ
れた食品、生活用品等に有害
な物質等が含まれていた事案
が多発していることから、消費
者の中国産輸入品に対する不
信感や不安感が高まっており、
海外からの輸入品が大きな割
合を占める我が国にあっては重
要な課題になっている。

◆輸入品の安全対策について
は、輸入時に国が検疫所にお
いて検査や審査が行われるほ
か、各自治体においても地域に
流通する輸入品の検査を実施
している。宮城県においては、
食品の監視指導計画を定め食
品検査等を実施しており、今年
度はインゲン、枝豆等の中国産
野菜6品目について検査を計画
しているが、中国産品に対する
消費者の不信・不安が高まる中
で中国産品の検査体制を強化
し、安全を確保する必要があ
る。

○中国産輸入品の検査体制の
強化

中国産輸入食品等の検査を実
施し、安全安心な食品等を供給
する。

中国産輸入食品等の検査体
制の強化

(1)野菜等の残留農薬検査
(2)魚介類等の残留動物用医
薬品検査
(3)容器類の重金属類調査
(4)幼児おもちゃ等の有害物質
調査
(5)衣類等家庭用品の有害物
質調査
(6)指定外添加物

消費者の中国産品に対する不
安を解消し、安全安心な食品
等を供給する。

環境生活部 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント

3

◆　消費者嗜好の変化に伴い、
若年層の魚離れが問われて久
しいが、近年、中高年層におい
ても魚介類の摂取量が減少し、
かつて見られなかったほどの
「魚離れ」が指摘されている。
◆　一方、流通においても、切り
身による販売が主流となってお
り、そのための人件費や諸経費
が製造原価として加算され、結
果的に“高い魚”を購入する要
因となっているなど、消費者に
とっても好ましい状況になって
いない。

◆　消費者の魚離れを解消す
るためには、日本の長い歴史
の中で培われてきた魚食文化
や魚が持つ効用などを再認識
することが重要である。
◆　そのため、短期的には、こ
れらの文化や効用を広くＰＲす
るとともに、長期的には、これか
らの我が国を担う子供達とその
親の世代を中心に、魚料理に
対する興味と調理技術の習得
への取り組みを行なうことが必
要である。

◆　テレビ等のメディアを通し
て、魚食普及のための話題づく
りやキャンペーンの展開を行な
う。
◆　魚食離れが著しい若い世
代を中心に、親子市場体験ツ
アーやお魚勉強会など、魚をよ
り身近な存在として認知するた
めの取り組みを行なうとともに、
併せて、簡単でおいしい魚の調
理方法などを広く周知すること
により魚食普及を推進する。
◆　また、水産物の栄養特性や
機能性などについて、管理栄養
士などとタイアップし、ＰＲ展開
するとともに、副読本などの作
成を行なう。
◆　取組の実施に当たっては、
魚食文化の維持発展、水産物
消費拡大、地産地消推進など
をテーマに掲げている「特定第
３種漁港都市商工会議所連絡
協議会」や魚食普及推進に積
極的に取り組んでいる「仙台市
おさかな普及協会」などとの連
携を想定する。

◆　上記に記載した課題を解決
するためには、魚を調理するこ
とが日常の行為であるように感
じられるよう、家庭や地域にお
ける魚食への興味と理解を得る
必要がある。
◆　そのため、魚食普及のため
のＰＲと、魚を調理するための
技術を普及するための取り組
みを行なう。

  事業化に向けては，社会情勢の変
化や今取り組む意義，さらには県内総
生産１０兆円への貢献度を明確にした
上で，今後の重点事業選定作業の中
で，個別取組の重点化の必要性につ
いて検討する。



取組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

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

ニジェゴロド州への本県産品
の紹介・販売事業

　ニジェゴロド州に本県職員を
派遣し，本県の工芸品，加工
食品等を紹介し，当該州での
市場調査を試み，販売のため
の商談に繋げる。

　本県産品のニジェゴロド州で
の販路確保

経済商工
観光部

ニジェゴロド州への経済交流
ミッションの派遣

　本県との経済交流を活発化
させ，協力関係を強化させるた
め，村井知事を団長とした経
済交流ミッションを組み，現地
での商談会等の開催を通じ
て，本県経済の当該州での展
開を図る。

　本県とニジェゴロド州との更
なる関係強化と，商談会を通じ
た本県企業のニジェゴロド州で
の展開の実現

2

　今後とも中国など経済成長の
著しい東アジア諸国との経済交
流を促進していくが、外資優遇
策の見直しやコスト上昇などに
よるリスクへの対応も求められ
ている。

　本県においては、東アジア諸
国以外の地域に対する商談会
の開催や見本市への出展など
の積極的な経済交流の促進策
は実施しておらず、中国など東
アジア諸国におけるリスクに対
応するため、日本と地理的に近
く、経済成長を遂げているアセ
アン諸国との経済交流を促進す
る必要がある。

　経済成長を遂げているアセア
ン諸国との経済交流の促進

　経済成長を遂げているアセア
ン諸国との経済交流の促進に
よる県内企業のビジネスチャン
ス創出、本県経済の活性化

アセアン諸国との経済交流事
業

・アセアン諸国における経済交
流調査等
・アセアン諸国における見本市
出展事業等

・経済成長を遂げているアセア
ン諸国との経済交流を促進す
ることにより、県内企業のビジ
ネスチャンスを創出し、本県経
済の活性化を図る。

経済商工
観光部

  アセアンを含む，県の方針，みやぎ
国際戦略プランとの整合性を図る必
要があるのではないか。
  なお，事業化に向けては，県内総生
産１０兆円への貢献度を明確にし，今
後の重点事業選定作業の中で，個別
取組の重点化の必要性について検討
する。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント

1

　ロシア連邦ニジェゴロド州との
交流に関しては，昨年度終盤よ
り同州側から強く交流の意向が
示され，同州との経済交流に取
り組む機運が高まって来た。当
該州が本県に着目し，本県との
交流を望んでいることを好機と
捉え，平成１９年４月に同州シャ
ンツェフ知事の訪問の際に，「協
力に関する覚書」を締結し，経
済分野を中心とした交流・協力
を行うこととなった。
　なお，「日露行動計画」でも，
日本とロシア連邦の地域レベル
の交流の促進がうたわれてお
り，本県とロシアとの交流は，そ
の実現という側面を有している。
特にニジェゴロド州は，ロシアで
の自動車産業のメッカであり，
本県にとって有益性が高いと期
待できる。

　今後飛躍的な発展が期待でき
るロシア連邦において，極東地
域に限らず，人口規模が多数に
上り，市場規模も大きく，継続し
た経済交流が将来的にも見込
めるロシア連邦西部との関係強
化を進めることは本県経済飛躍
のためには重要な課題である。
　更には，ロシア連邦西部に位
置するニジェゴロド州とは「協力
に関する覚書」が調印され，同
覚書中に9つの優先的な交流分
野が記載されているが，交流の
具体的なスキームは確立されて
いない。今後，同州との協議を
経て，どのようなスキームを構
築していくくかが課題となる。

　新たな市場として期待できるロ
シア連邦において，市場規模の
大きな連邦西部で，本県と連携
して経済交流を促進していくこと
の出来るカウンターパートを確
保し，関係を強化することを通じ
て，人口が密集しているロシア
連邦西部との本県企業等のビ
ジネス交流の促進を図り，ひい
てはロシア連邦全体への展開
に発展させる。

　上記に記載した課題を解決す
るためには，極東地域ハバロフ
スクに加え，本県との関係強化
を強く期待しているロシア連邦
西部のニジェゴロド州をロシア
連邦でのカウンターパートと位
置付ける。その上で，経済ミッ
ションの相互受入，産品の相互
紹介，覚書記載分野での連携
強化を図ることで，当該州との
関係を更に強化していく。

  事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。



取組１０　産業活動の基礎となる人材の育成・確保

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆県内には，高度な「研究開発
人材」を育成する大学や工業高
等専門学校等と，生産現場を支
える「技能者」を育成する東北
職業能力開発大学校や県立高
等技術専門校等があり，それぞ
れ企業の生産活動に必要な幅
広い人材を供給している。
◆企業立地法が６月に施行され
たのを受け，本県では「自動車
関連産業」及び「高度電子機械
産業」の２つの産業集積計画を
策定し，企業ニーズをとらえた
人材育成を図ることが求められ
ている。
◆そのため，県内にある教育機
関，職業訓練機関それぞれの
役割分担を明確にしながら，相
互に連携し，企業が求める幅広
い人材を効率的かつ効果的に
育成・供給する体制を，新税を
活用して早期に構築する必要
がある。

◆本県においては，県内にある
教育機関及び職業訓練機関そ
れぞれの役割分担の明確化や
連携が図られておらず，ものづ
くり人材育成体制を構築するた
めには，早期に「みやぎ産業人
材プラットフォーム」等による意
見集約を進める必要がある。
◆本県では，財政難から県立高
等技術専門校の再編整備計画
を平成１３年度から凍結してい
るが，ものづくり人材育成体制
の構築に伴い，高等技術専門
校が本来担うべき役割を踏まえ
ながら，新たな役割も含めた方
向性を検討する必要がある。

◆「みやぎ産業人材育成プラッ
トフォーム」等における意見集約
◆県内にある教育機関，職業
訓練機関それぞれの役割分担
を明確にし，相互に連携した，も
のづくり人材の育成体制の構築
◆ものづくり人材育成体制にお
ける県立高等技術専門校の担
うべき役割の明確化

◆県内にある教育機関，職業
訓練機関それぞれが相互に連
携し，企業が求める幅広い人材
を効率的かつ効果的に育成・供
給する体制の構築

ものづくり人材育成拠点形成
事業

　「みやぎ産業人材プラット
フォーム」等による意見集約を
図り，県内にある教育機関，職
業訓練機関それぞれが相互に
連携し，企業が求める幅広い
人材を効果的かつ効率的に育
成・供給する体制の構築

　生産現場が必要とする人材
育成を図り，集積対象業種な
どの新規立地や事業所増設件
数の増加を目指す。

経済商工
観光部

　本県の産業人材の育成を検討する
にあたり，産業人材全般における課題
及び県として抱える課題を、どう捉えら
えているのか，さらには高技専の再編
をどう絡めていくのか議論する必要が
あるのではないか。

　なお，事業化に向けては，県内総生
産１０兆円への貢献度を明確にし，今
後の重点事業選定作業の中で，個別
取組の必要性を検討する。

議
　
論
　
項
　
目

精密機械職種の機器整備 　自動車関連産業に係る精密
機械職種の訓練科を再編（平
成２０年度から２年課程へ移
行）するのに併せ、技能訓練に
必要となる機器を整備する。

　自動車関連産業の生産現場
を担う即戦力人材を育成する。

経済商工
観光部

自動車 新技術の教材整備 　自動車 新技術の教材とな
るハイブリッド自動車を整備す
る。

　ハイブリッド自動車等の自動
車の 新技術や技能を習得す
る。

オーダーメイド型訓練の機材
整備

　企業のニーズに柔軟に対応
できるオーダーメイド型訓練を
実施するために必要な機材を
整備する。

　場所や訓練内容など柔軟に
対応したオーダーメイド型訓練
を実施することにより、自動車
関連企業等のニーズに応え
る。

3

◆従来，ものづくり現場の若手
技術者を輩出してきた工業高校
は，激変する企業ニーズに対応
できず産業界の求める人材を
育成しきれていない。
◆そこで，産業界と工業高校が
連携し工業高校に技術者を派
遣したり生徒や教員が現場実
習するなど，工業高校に実践的
教育の導入を図り，地元のもの
づくり産業に人材を供給するこ
とが求められている。

◆本県は，今年度から３年間，
工業高校の実践的な人材育成
を目指す国のモデル事業に採
択されているが，平成２２年度
以降，その成果を全ての工業高
校で実践するための取り組みが
必要となっている。

◆地域産業界との連携による
工業高校における実践的な人
材育成。

◆モデル事業の成果をもとに，
小限のコストとマンパワーに

よる学校現場への定着。

ものづくり人材育成強化事業 　工業高校において、産業界
の協力のもと実践的な授業を
導入し、ものづくり企業の生産
現場が必要とする即戦力人材
を育成する。
　・工業高校への企業講師派
遣
　・生徒や教員の長期企業実
習

　生産現場が必要とする人材
育成を図り，地元のものづくり
産業に人材を供給する。

経済商工
観光部

  事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント

2

◆企業立地法が６月に施行され
たのを受け，本県では「自動車
関連産業」及び「高度電子機械
産業」の２つの産業集積計画を
策定し，企業ニーズをとらえた
人材育成を図ることが求められ
ている。
◆本県では，財政難から県立高
等技術専門校の再編整備計画
を平成１３年度から凍結してい
るが，現状において集積対象業
種に係る人材供給など産業集
積の促進を図るためには，新税
を活用して早期に取り組むこと
が必要である。

◆再編整備計画が凍結してい
る中で，「自動車関連産業」等
が求める即戦力人材を育成す
るためには，訓練内容の見直し
やより企業の求めに柔軟に対
応した訓練を実施する必要があ
る。

◆「自動車関連産業」が必要と
する即戦力となる人材の育成
◆企業のニーズに柔軟に対応
した訓練の実施

◆再編整備が凍結された中で，
上記に記載した課題を解決する
ためには，訓練科の見直しなど
ソフト面の充実を図る必要があ
る。そのため，仙台高等技術専
門校の訓練科を見直すととも
に，白石高等技術専門校にお
いてオーダーメイド型訓練を実
施する。

議
　
論
　
項
　
目



4

◆　実践大学校改革により，平
成１９年度から実務研修を強化
を含む新カリキュラムで県民の
多様な要望に対応した教育を進
めている。
◆　２００７年から団塊世代が大
量に定年退職を迎え，定年後も
培った能力等を生かしながら働
く意欲を持っている。
◆　本県の新規就農者は，過去
５ケ年平均で７５人程度である。
また，農業就農人口は減少して
おり，平成１７年で基幹的農業
従事者は５２千人，さらに高齢
化も進展しており，基幹的農業
従事者に占める６５歳以上の割
合は５４％に達している。
◆　一方，新規就農者の目標は
１４０人であり，達成に近づける
ため，若者をはじめとする多様
な人材の農家への参入・定着
が望まれる。
◆　この項目は新税（発展税）
活用施策として提案を希望する
ものである。

◆　みやぎ農業担い手基金が
開催している就農相談には，非
農家や中高年者が増加してお
り，在職中に農業体験や知識を
取得する場を求めている。この
ため，団塊世代等多くの就農希
望者に対する基礎的な研修が
必要である。

◆　新規参入者等農業の経験・
知識がゼロの者から，後継者等
が兼業で農業に従事しているも
のの将来専業化を志向する者
まで，多様な人々が就業できる
よう，情報提供・相談，体験・研
修，参入準備，定着の各段階に
応じた対策を講じる。

◆　上記に記載した課題を解決
するためには，団塊世代や若年
離職者を対象とした実践的な研
修機会を充実させるなど、研修
施設の整備や研修課程の策定
を行う。

団塊世代，若者向けの新たな
研修教育の充実

　団塊世代や若年離職者を対
象とした、就農に向けた実践的
な研修機会を充実する。

　Ｕターン就農者や新規参入
者による新規就農者の確保を
目指す。

農林水産部   一次産業の後継者不足，人材育成
は以前より問題となっている。その必
要性は認めるものの，長期的な育成
計画の中で今支援しないと具体的に
どのような状況になるのか，今回提案
した意義を整理すべきではないか。
  その上で，事業化に向けては，県内
総生産１０兆円への貢献度を明確に
し，今後の重点事業選定作業の中
で，個別取組の重点化の必要性につ
いて検討する。

5

◆　本県の林業就業者は，平成
17年で738人と10年間で半減し
ており，さらに高齢化率(65歳以
上)も25％と10ポイント上昇して
いる。
◆　今後，合板を主体としたス
ギ等原木の需要量増大，地球
温暖化防止に寄与する森林整
備の要請に伴い，持続可能な
林業経営と労働生産性向上が
求められている。
◆　この項目は，新税（発展税）
活用施策として提案を希望する
ものである。

◆　効率的な木材生産や森林
整備をトータル・コーディネート
できる人材，労働生産性を高め
られる高度な技能を持つ人材を
育成・確保することが必要であ
る。

◆　高度かつ幅広い知識と調整
機能を有し林業をトータル・コー
ディネートできる事業体職員，
高度な技能を持つ現場作業従
事者の育成・確保に必要な研修
と機械施設の整備等による研
修機能の充実・強化対策を講じ
る。

◆　これらの人材を育成・確保
することにより，林業採算性の
向上，素材生産の効率化，労働
生産性の向上を図る。

森林・林業次世代リーダー育
成強化事業

・県産材の安定供給と森林整
備を図るためのトータル・コー
ディネーターの育成。
・コスト低減を達成しうる高度
技能者の育成と研修に必要な
施設の整備。

　林業の生産性と効率性の向
上を実現できる人材の育成・
確保を目指す

農林水産部   一次産業の後継者不足，人材育成
は以前より問題となっている。その必
要性は認めるものの，長期的な育成
計画の中で今支援しないと具体的に
どのような状況になるのか，今回提案
した意義を整理すべきではないか。
  その上で，事業化に向けては，県内
総生産１０兆円への貢献度を明確に
し，今後の重点事業選定作業の中
で，個別取組の重点化の必要性につ
いて検討する。

6

◆　沖合・遠洋漁業は，本県漁
業生産金額の約５割を占めてい
るが，国際的な規制の強化や
資源の減少，魚価安に加え燃
油の高騰などにより厳しい経営
状況にある。
◆　気仙沼など水産業を基幹産
業としている地域経済は，これ
ら漁業の水揚が不可欠であるこ
とから，現在，漁船漁業の構造
改革を推進し，地域一体となっ
て収益性の上がる漁船漁業へ
の転換を図っている。
◆　一方，経費削減などから外
国人乗組員（マルシップ方式）
が増加している中，漁船の運航
に必要な幹部乗組員（資格取得
者）の確保が困難となっている。
◆　この項目は，新税（発展税）
活用施策として提案を希望する
ものである。

◆　漁船漁業の構造改革を実
践し経営改善に取り組んでいる
が，漁船の運航に不可欠な漁
船（遠洋漁船）乗組員は，高齢
化（特に船長，機関長などの幹
部船員の平均年齢は５０歳を超
えている）や，新規学卒者，新
規資格取得者の漁船離れ（商
船などに就職，転職）により不
足しており，漁船漁業を担う人
材の確保・育成が急務となって
いる。

①　現乗組員の幹部乗組員へ
の養成を目的とした，資格取得
をしやすい環境整備を促進。
（資格取得のためには離職しな
ければならないが，限られた乗
組員で運航・操業していること
から一時離職もままならない状
況にある）
②　次代の漁船漁業（遠洋漁
業）を担う人材の確保を目的と
した，新規学卒者の漁業への就
業促進。

◆　操業形態から販売に至る生
産体制を改革する漁船漁業の
構造改革と併せて，漁船漁業を
支える幹部漁船員の確保，養
成などによる漁船の運航体制
の構造改革を実施し，活力ある
漁船漁業への転換を図る。

漁船漁業担い手育成支援事
業

①-1 幹部乗組員を養成するた
め，現乗組員を資格取得を目
的とした講習会に出している漁
船漁業経営者に対し奨励金を
交付。
①-2 資格取得のため一時下
船した代替乗組員の確保を目
的として，短期の漁業就業が
可能な登録船員制度の創設。
② 学卒者などの新規就業を
促進するために，新規就業者
を確保した漁船漁業経営者に
対し奨励金を交付。

新規就業者の確保・育成
資格取得者の要請

農林水産部   一次産業の後継者不足，人材育成
は以前より問題となっている。その必
要性は認めるものの，長期的な育成
計画の中で今支援しないと具体的に
どのような状況になるのか，今回提案
した意義を整理すべきではないか。
  その上で，事業化に向けては，県内
総生産１０兆円への貢献度を明確に
し，今後の重点事業選定作業の中
で，個別取組の重点化の必要性につ
いて検討する。



取組１１　経営力の向上と経営基盤の強化

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆「みやぎ発展税」の導入が検
討される中で、限られた期間内
で目に見える成果を生み出す
取組として、ベンチャービジネス
や、身近な地域資源を活用して
創業を目指す方への支援を強
化していく必要がある。

◆起業を推進する施策として、
起業者に対する助成制度等の
直接的な支援制度が無い。

創業や中小企業の経営革新等
への支援体制を強化し、地域経
済の活性化を図る。

◆（財）みやぎ産業振興機構が
実施する「起業家育成講座」の
受講生の中で、優れたビジネス
プランを持ち、実際に起業を行
う者に対する補助制度を創設す
る。

起業チャレンジ等支援事業 ◆優れたビジネスプランを持つ
起業者に対して事業開始に要
する経費の一部を補助する。

創業や中小企業等への支援
体制を強化し、地域経済の活
性化を図る。

経済商工
観光部

  事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。

2

・農政の大転換といわれる「品
目横断的経営安定対策」が平
成１９年度からスタートし，本県
では，認定農業者２，３２５経営
体，集落営農組織４３４組織が
加入申請を行った。
・特に集落営農組織の多くは，
この対策を契機に組成された。

・品目横断的経営安定対策へ
の加入を目的に，集落営農組
織の設立は進んだものの，経営
基盤等は脆弱あり，早期に安定
的な経営体へと移行させる必要
がある。
・さらに，対策に加入した集落営
農組織は，５年以内に法人化す
ることを目指していることから，
法人化に向けた支援を強化す
る必要がある。

・認定農業者及び集落営農組
織の法人化推進と複合部門導
入の支援

・対策に加入した認定農業者及
び集落営農組織が，さらなる経
営面積の拡大や複合部門導入
などにより収益を拡大し，法人
経営により安定的な経営を確立
する。

集落営農ステップアップ支援
事業（仮称）

(1)支援体制の整備
・集落営農等推進アドバイザー
の設置
・県推進体制（支援チームの設
置）の整備
(2)集落営農組織リーダー育成
講座の開設
(3)集落営農組織ネットワーク
の形成支援
 ※認定農業者は設置済
(4)モデル的経営展開への支
援
・認定農業者・集落営農組織
が新規作物の導入や農産加
工など経営の発展に向けた新
たな取組み，かつ本県の先進
的事例となる取組みに対して
奨励金を交付
・実需者ニーズに対応した生
産支援
(5)集落営農組織が制度資金
を活用した場合の利子助成

(1)相談，マネージメント機能及
び集中的支援機能の強化によ
る早期の課題解決と経営の安
定化
(2)集落営組織運営の中心とな
る人材の確保育成と法人化の
推進
(3)集落営農組織間相互研鑽
による集落機能強化と法人化
の推進
(4)意欲ある認定農業者・集落
営農組織の取組み支援と自立
し得る経営体の育成
(5)円滑な集落営農組織活動
の推進と法人化支援

農林水産部   事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント



取組１２　宮城の飛躍を支える産業基盤の整備

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆富県宮城の実現に向けて、
経済波及効果や技術波及効果
が高い業種の企業立地及び物
流拠点整備に向けて，全庁一
丸となった取組が求められてい
る。
◆経済商工観光部では、企業
立地促進法に基づく基本計画
（高度電子機械産業区域・自動
車関連産業区域）を経済産業省
へ提出し企業立地の促進を
図っている。
◆「みやぎ発展税」の導入に伴
い、宮城の将来ビジョンにおい
て目標とする県内総生産１０兆
円の達成に向けた産業振興施
策の推進が求められている。

◆土木部としても，当該計画に
よる県内産業の飛躍のため、地
域間連携を促進のためのする
交流・物流基盤の整備や安全
な生産活動を支える基盤整備
等を推進する必要がある。

◆経済波及効果、技術波及効
果の高い業種や雇用拡大の貢
献が大きい企業立地等に向け
て、広域道路ネットワーク形成
のための道路などの社会資本
整備を促進します。

◆上記に記載した社会資本整
備を行うことで、企業誘致を誘
導し、県内総生産の拡大、雇用
の創出が期待できる。

企業立地関連総合基盤整備
事業

　道路・街路、治水施設など緊
急的に必要な社会資本整備を
実施する。
（例）大和リサーチパーク：県道
交差点改良、防災調整池
仙台北部中核工業団地ＩＣ

　工業団地、企業立地、物流
拠点等への県の新たな支援策
として、企業立地に関連する道
路、河川等の社会資本施設を
集中的に整備を図る。
　このことにより初期投資の軽
減など企業が進出しやすい環
境を整備、他県にない企業誘
致支援策をもって、積極的な
企業誘致を図り県内総生産額
の拡大、雇用の創出の早期実
現を図る。

土木部 　関係する社会資本整備の分野が広
く，全体の事業規模や事業スピードに
ついてどのくらいを想定しているの
か。
　仙台北部中核工業団地ICなどそれ
ぞれの基盤整備について，費用対効
果などを検討する必要があるのでは
ないか 議

　
論
　
項
　
目

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント



取組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

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

◆　平成１７年１２月２２日付け
で厚生労働省・総務省・文部科
学省各担当局長連名通知で産
科・小児科医師の偏在について
は、医療資源の集約化・重点化
が当面の も有効な方策であ
るとされ、集約化・重点化の必
要性、具体策について取りまと
め、医療計画（平成19年度末に
策定予定）に記載するよう求め
られている。
◆　本県においては、産科・産
婦人科医師の地域による偏在
が顕著な状況にあることを踏ま
え、県周産期・小児医療協議会
で協議いただくとともに、地域の
関係者から意見を伺い、今年度
中に具体策を取りまとめる予定
である。
◆　特に医師不足が深刻な県
北地域では、大崎市民病院・石
巻赤十字病院・気仙沼市立病
院に医師を集約化し、分娩を集
中的に取り扱うこととし、登米市
立佐沼病院では平成19年８月
末で分娩取扱を休止する予定
である。

◆　医療資源の集約化・重点化
により、安全・安心な医療体制
を構築するためには、セミオー
プンシステム（妊婦健診は身近
な診療所等で分娩は医療体制
の整った病院で行う機能分担の
仕組）の導入、非常勤医師の派
遣、助産師の確保等を推進する
必要がある。

◆　医療資源の集約化・重点化
により安全・安心な医療体制を
構築するため、病院・診療所に
よる連携体制の確立と人材の
確保・活用

◆　上記課題を解決するために
は、セミオープンシステムの導
入と助産師の確保等を推進す
る必要がある。このため、セミ
オープンシステムの制度の普
及・啓発や関係医療機関による
連携に向けた検討会等を実施
するとともに、助産師の確保等
に向けた施策の検討や助産師
の研修を実施する。

産科セミオープンシステム構築
事業

　 連携体制を構築する地域の
産科医療機関に対するセミ
オープンシステムの制度の普
及啓発と連携に向けた検討
会、研修の実施及び住民に対
する普及啓発を図る。

　機能分担による安全・安心な
産科医療体制を構築する。

保健福祉部

助産師による産科医療体制整
備促進事業

　助産師の一層の活躍を支援
する施策の検討や、看護師業
務に従事している助産師に対
する研修等を実施する。

　人材の確保、活用により、安
全・安心な産科医療体制を構
築する。

議
　
論
　
項
　
目

　産科・産婦人科医の地域偏在という
課題があることは理解するが，行動計
画に掲げられていない取組の方向性
であり，次年度以降，新たに県として
重点的に取り組むべき課題かどうか
の検討が必要ではないか。

課題解決に必要な個別取組例（参考）
担当部局

1

企画部（政策課）コメント№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向



取組１４　家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆本県では「みやぎらしい協働
教育推進事業」により，家庭・地
域・学校の協働により子どもの
健全育成を図っていた
◆平成１９年３月３０日に「放課
後子どもプラン推進事業実施要
綱」が国によって定められ，従
来から実施していた，留守家庭
のおおむね１０歳までの児童を
対象とした「放課後児童クラブ」
に加え，新たに全児童を対象に
した「放課後子ども教室」を実施
して，両事業を一体的あるいは
連携して実施する総合的な放課
後対策を推進し，放課後等に子
どもが安心して活動できる場の
確保を図ること及び児童の健全
育成を図ることが求められてい
る。

◆従来の全児童を対象とした放
課後対策は，「地域子ども教室」
として国から各市町村実行委員
会への委託事業として行われて
おり，県の役割は事業を実施す
る各市町村を間接的に支援す
ることだったが，放課後子どもプ
ランの実施により，県にも「放課
後児童クラブ」と同様に，市町村
が実施する全児童を対象とした
放課後対策を，直接的に推進
する責務が生じた。
◆行動計画策定時に事業の実
施が確定していなかったため，
今回シートを提出し，行動計画
に位置づけようとするもの。

◆各市町村で放課後子ども教
室が円滑に実施され，児童の健
全育成が図られるようにすると
ともに，実施箇所数を増加させ
る取組

◆安全管理員等の放課後子ど
も教室にかかわる指導者の資
質向上を図るとともに，国と一
緒に市町村に対し放課後子ども
教室の運営費の補助を行う。
◆なお，放課後子ども教室の運
営費の補助を行うことにより，各
市町村での放課後子ども教室
の実施が促進されることが期待
される。

放課後子ども教室推進事業 放課後子ども教室を実施する
市町村に対し，運営費の補助
を行い，放課後子どもプランの
推進を図る。
　放課後対策事業の総合的な
在り方の検討を行う推進委員
会を設置するとともに，安全管
理員等の放課後子ども教室に
かかわる指導者の資質向上を
図る研修会を実施する。

市町村の財政負担を軽減し,
「放課後子ども教室」の実施箇
所数の増加を目指す。放課後
子ども教室の実施を支援し，
市町村が事業に取り組みやす
くする。

教育庁 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。

2

◆昨年、「県自然の家の在り
方」について第２９次宮城県社
会教育委員の会議に諮問し、答
申では、４自然の家に配分され
ている予算・資源（社会教育主
事、活動プログラム等）を３施設
に集中していくことも方策の一
つである、との指摘を受けた。
◆この答申を受け、施設の再編
については、今後、教育委員会
の審議を経て決定することとな
るが、平成２０年３月末で泉が
岳自然の家を廃止し、３施設に
再編する方向で検討が進めら
れている。
◆平成１７年３月に所管の違う
４施設の管理条例を一本化し、
自然の家条例と改正、県民を幅
広く受け入れる施設として運営
していくこととなっているが、前
述の施設再編と総合的に対応
を検討していく必要がある。

◆施設の面では縮小となる見
込みであるが、近年ますます重
要性が叫ばれている青少年の
自然体験活動に関する学習機
会の減少など、県民へのサービ
ス低下にならないよう多様な学
習ニーズに対応していく必要が
ある。
◆青少年だけでなく、一般にも
対応した施設・設備（ベットサイ
ズや家族宿泊室等）について、
安全性の観点から整備する必
要がある。

◆３施設を核として実施する、
社会教育に関するプログラムの
見直しが必要である。
◆安全な施設運営に必要とされ
る改修・修繕の実施が必要であ
る。

◆県民に対して安全で利用しや
すい施設を提供するとともに、
多様な学習機会の場を提供す
る。
◆次代を担う青少年に対して、
豊富な体験活動を提供すること
で健全育成に努める。

安全・安心な社会教育施設整
備充実事業

施設の改修整備計画の作成・
推進。

老朽化の進む施設を県民が安
心して利用できる施設にするこ
とで、幼児から高齢者まで幅広
い年齢層に生涯学習の機会を
提供することができる。

教育庁 　H19教育庁重点事業ではないこと，
施設管理については，行動計画以外
で取り組んでいる事業であり新規性は
ないこと，県自然の家の在り方につい
ては行動計画策定前のH18.8.29に答
申が出されていることから，状況変化
として説得性のある理由がないのでは
ないか
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取組１５　着実な学力向上と希望する進路の実現

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆状況変化
　小・中・高校の連携による学力
向上対策を推進するための「地
域の教育力向上支援事業」のう
ち，小中連携による事業が今年
度 終年度を迎え，学習カルテ
を活用した学力向上対策の成
果が見えてきたことから，引き
続き，中・高校間における学習
カルテの活用など新たな連携シ
ステムを構築することで，事業
効果の 大化が図られる状況
になった。
◆知事指示事項
【学力向上について】
・大切な取り組みであり，学力
の向上に努めること。
・進学指導拠点校の取り組みを
しっかり行い，大学進学率の向
上を図ること。

◆「地域の教育力向上支援事
業」は，小・中・高校の連携によ
る指導改善を目的とした事業で
あり，今般，小・中学校の連携
システムモデルがほぼ完成した
ことから，中・高連携システムの
モデル構築に速やかに着手し，
所期の目的としていた小中高一
貫した連携システムを早期に完
成させ，効果的な学力向上策を
推進する必要がある。

◆小・中・高校の連携による学
力向上対策の取組

◆上記の課題を解決するため，
児童生徒が小学校から高校ま
での１２年間における系統的な
学習を進められるよう，小・中・
高校の連携などを通じて円滑な
接続を確保する。
◆本県の大学等の現役進学達
成率，就職決定率が全国との
比較において，依然として低迷
している状況を踏まえ，高校を
核とし，中・高連携の取組を軸
に，地域・家庭とも一体となった
学力向上対策をモデル的に実
践する。

校種間連携教育力向上支援
事業
（「地域の教育力向上支援事
業」後継事業）

　高校を核とし，小・中・高校が
一体となり，授業改善に努める
取組みをモデル的に実践する
ことで，学力の向上を目指すも
の。

　「つまずき」を解消し，「授業
が分かる」児童生徒の割合及
び「家庭学習時間」を増加さ
せ，「大学等への現役進学達
成率」「就職決定率」の全国順
位を向上させる。

教育庁 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。

2

◆本県経済を支える産業界に
おいては，ものづくり人材の獲
得が大きな課題となっている。
特に製造業・建設業などにおい
ては，中核となる技術人材の育
成と確保、一定レベルの技術や
技能の伝承という課題を抱えて
おり，地域産業を担う人材を継
続して輩出していく必要がある。
◆このことは，富県宮城の戦略
実施に向けた基盤をなすものと
なる。

◆現在本県においては，富県宮
城の実現に向けて，電子産業
や自動車産業などをはじめとし
て，各種産業の企業誘致などを
戦略的に展開しているところで
ある。
◆このような状況において，さら
なるものづくり人材の不足が危
惧されるところであり，今後なお
一層，ものづくり人材の育成を
図る必要がある。

◆産業界が必要とする「ものづ
くりを志向する人材の確保」及
び「統合力※を持つ人材の養
成」に向けた人材育成を､教育
現場において以下の４つのプロ
グラムに基づいて実践する。
（１）実践指導の機会の充実
（２）社会人基礎力養成
（３）課題解決型学習の推進
（４）教員スキルの向上
※　【統合力】とは技能と課題解
決力を組み合わせた総合的な
価値創造力
◆[ 取り組み事業］
「ものづくり人材育成のための
専門高校・地域産業連携事業」
・事業の種類：文部科学省・経
済産業省，高校教育課・経済商
工観光部等との連携による事
業
・事業期間：平成１９年度～平成
２１年度の３年間
・事業予算：１,５４０万円（国費１
００％）（Ｈ１９年度）

◆本事業は平成21年度までの
事業であり，宮城県工業高校，
石巻工業高校，気仙沼向洋高
校，仙台工業高校の4校で実践
し，ものづくり人材育成並びにそ
の教育プログラムの研究を行う
ものである。
◆この取り組みを行いながら，
県としての新たな取り組みを各
部局と連携し，県内の専門高校
に広め，「実践力と統合力を
持った人材の養成・確保」を目
標として，現役技術者・熟練技
能者の参加によって，専門高校
における実践的な教育の実現
と、中小企業を中心とした本県
地域産業が必要とする若年層
の人材育成・確保の両立を行
う。

「ものづくり人材育成のための
専門高校・地域産業連携事
業」

（１）実践指導の機会の充実
（２）社会人基礎力養成
（３）課題解決型学習の推進、
（４）教員スキルの向上

　「ものづくりを志向する人材
の確保」、及び「統合力を持つ
人材の養成」

教育庁 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント



取組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

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆現在，県立高校については
平成13年3月に策定された「県
立高校将来構想」(H13～22)に
基づき諸施策を展開している
が，本構想期間終了後の新構
想策定に着手することが必要で
ある。
◆現構想は，「生徒の興味・関
心，進路意識等の多様化，今後
の生徒数の減少，男女共同参
画社会に向けた取組や開かれ
た学校づくりの推進」等，時代の
要請に対応した高校教育改革
の方向性及び高校の整備・改
編の指針という位置づけである
が，国における教育改革の動き
や地域・産業界等のニーズな
ど，本県高校教育を取り巻く状
況の更なる変化に応じた新たな
方向性の検討が必要となってい
る。

◆社会状況が変化し，生徒数
の減少が続く中で，そのような
状況を踏まえた県立高校の魅
力と活力に満ちた学校づくりを
いかに推進するか，様々な角度
から検討の上，新構想の策定を
行う必要がある。

◆「(仮称)新県立高校将来構
想」の策定を行う。
・19年度
　内部検討に着手。
・20年度
　外部有識者を含めた検討の
場を立ち上げ，県民の方々から
のご意見も伺いながら検討を進
める。
・21年度
　検討を続け，年度前半での完
成を目指す。

◆教育基本法の改正や教育再
生会議での議論，地域社会や
産業界等のニーズ，生徒や保
護者の希望動向など，高校教
育を取り巻く様々な現状分析と
課題の抽出を行い検討を進め
る。
◆新構想は，本県高校教育の
目指す姿を体系的に示し，それ
を達成するための教育内容及
び教育環境の整備方針や推進
計画を明らかにし，将来の宮城
を担う高校生徒の教育環境づく
りを的確に進めていく。

「(仮称)新県立高校将来構想」
策定事業

　外部有識者を含めた新構想
案に関する検討の場を立ち上
げ，県民の方々の意見を伺う
などしながら，新構想の策定を
進める。

　本県高校教育の目指す姿を
体系的に示す「(仮称)新県立
高校将来構想」を策定し，本県
の未来を担う人材を育む一助
とする。

教育庁 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。

2

◆　平成１９年３月２８日の教育
委員会において，平成２２年度
高校入試から全県一学区となる
ことが決定され，公立高校入試
における学区制度の半世紀ぶ
りの大きな改正がなされること
にともない，この制度の下での
高校入試実施に向けた対応が
求められている。
　○　制度の周知・広報の徹底
　○　中学生が適切に高校選択
できるよう十分な高校情報の提
供

◆　現在，ほとんどの中学生及
びその保護者は現行の学区以
外の高校の情報を提供されて
いないため，全県一学区という
これまでにない教育環境の変化
の下での高校入試を大きな混
乱なく実施するためには，中学
生及びその保護者に対する，こ
の制度の周知・広報はもちろん
のこと，学区を越えた高校の情
報提供が不可欠である。

◆　中学生やその保護者一人
ひとりへの全県一学区の周知，
各高校の教育内容等につい
て，中学生，保護者及び中学校
への情報提供，中学生やその
保護者と高校担当者との相談
機会の提供等が必要である。そ
のため，中学生やその保護者
一人ひとりへのリーフレットの配
布，高校を紹介するガイドブック
の中学校への配布，中学生や
その保護者対象の高校合同相
談会等を行う

◆　全県一学区に関する中学
生やその保護者への周知・広
報の徹底及び中学生が適切に
高校を選択できるよう十分な高
校情報の提供により，平成２２
年度の全県一学区による高校
入試への円滑な移行を目指す。

全県一学区に向けた取組 ◆中学生やその保護者に対す
る，制度についての周知・広報
の徹底
◆中学生やその保護者及び中
学校への十分な高校情報の提
供

　全県一学区という公立高校
入試の学区制度についての大
きな改正に向けて，中学生が
適切に高校を選択できるように
し，平成２２年度の全県一学区
による高校入試への円滑な移
行を目指す。

教育庁 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。

3

◆平成１９年４月１日付けで改
正学校教育法が施行され，同
日付けの文部科学省通知によ
り，知的な遅れのない発達障害
も含めて，特別な支援を必要と
する幼児児童生徒が在籍する
全ての学校において特別支援
教育が実施されることが明示さ
れ，さらなる推進が求められて
いる。
◆本県では宮城県障害児教育
将来構想の理念の実現に向け
て，モデル的に取り組んできた
「学習システム整備モデル事
業」が平成１９年度で終期を迎
える。この事業で得られた成果
と課題を検証した上で，国が進
めている（仮称）特別支援教室
構想の取組を先行的に実践し，
国の制度改正を促していく。

◆本県では，学習システム整備
モデル事業実施校において，
「学習支援室」を設置して障害
のある児童生徒の実態に応じ
た指導を行ってきたが，この学
習支援室を活用し，校内の特別
な支援を必要とする児童生徒も
含めた校内支援システムの構
築等が新たな課題である。

◆「学習システム整備モデル事
業」の配置教員を可能なところ
から「学習支援室」に配置転換
し，必要に応じて通常の学級に
出向き対象児童生徒の指導に
当たるとともに，学習支援室で
はＬＤ等を含む障害のある児童
生徒の指導にも当たるシステム
を作り，国で示している特別支
援教育の目指す姿を実践して
いく。

◆通常の学級に在籍するＬＤ等
を含む全ての障害のある児童
生徒を（仮称）特別支援教室（宮
城県では学習支援室）において
指導することによって，障害に
よって生ずる生活上，学習上の
困難を改善又は克服するため
の校内支援システムの構築を
目指す。

特別支援教育システム整備事
業（学習支援室システム整備
事業の実施）

　学習支援室に教員を配置し，
校内の特別な支援の必要な児
童生徒の指導に当たる校内支
援システムの構築を図る。

　通常の学級に在籍する障害
のある児童生徒一人一人の実
態に応じた適切な指導と必要
な支援を行うことができること
を目指す。

教育庁 　H19.4国においても特別支援教育の
実施が明示されたことから，個別取組
は，国の特別支援教育のスキームを
見定めながら，検討する必要があるの
ではないか

議
　
論
　
項
　
目

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント



取組１８　多様な就業機会や就業環境の創出

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

　本年２月１５日，政府における
成長戦略の一環として，「成長
力底上げ戦略」が取りまとめら
れた。このうち，就労支援戦略
については，「福祉から雇用へ」
の基本的考え方を踏まえ，母子
家庭世帯，生活保護世帯，障害
者など公的扶助（福祉）を受け
ている者等について，セ－フティ
ネットを確保しつつ，可能な限り
就労による自立・生活の向上を
図ることとされている。福祉の場
で働く障害者については，工賃
水準を引き上げるとともに，一
般雇用への移行の準備を進め
るため，「福祉から雇用へ」の取
り組みの一環として平成１９年
中に都道府県が「工賃倍増５か
年計画」を策定し産業界等の協
力を得ながら，官民一体となっ
た取り組みを推進することに
なった。
※工賃:賃金，給与，手当，賞与
等の名称を問わず，事業者（授
産施設等）が利用者（障害者）
に支払う全てのもの。

　本県の授産施設等の利用者
の工賃水準を引き上げ，福祉的
就労の底上げを図るため，「工
賃倍増５か年計画」を策定の上
で，取り組みを推進する必要が
ある。

　Ｈ１８年度下半期の県内授産
施設の月額平均工賃（約１３，０
００円）を，平成２３年度までに
倍増するために，企業的手法等
を積極的に活用すること等によ
り，経営改善と意識改革を図
る。

　上記に記載した課題を解決す
るためには，経済界や労働界と
連携し，受注の拡大を図るとと
もに，授産施設等に対して企業
的経営手法の導入を促進する
ことなどにより経営改善を図る
必要がある。そのため，企業的
経営手法関係の研修やコンサ
ルタント派遣等の支援を行う必
要がある。
　なお，上記の支援を行うこと
で，工賃のアップに結びつき，
就労による自立した生活が図ら
れることが期待される。

企業的経営手法導入促進等
業務

　授産施設等の職員に対する
企業的経営手法関係の研修
会等を開催する等，授産施設
に企業的経営手法の導入を図
るもの。

　福祉を前面に出した販売方
法から意識を変え，利用者が
自立した生活が可能な収入を
得られるような就労体制を目
指す。

保健福祉部 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。

授産施設等経営改善等事業 　授産施設等にコンサルタント
等を派遣し，具体的な商品開
発等，経営改善に取り組むも
の。

　経営の無駄を省き，売れる商
品の開発，新たな販売筋の開
拓等を行い，工賃アップを目指
す。

1
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取組１９　安心できる地域医療の充実

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

　平成17年末に第6次看護職員
需給見通しを策定し，平成22年
までには需給のバランスがほぼ
均衡する見通しであった。しか
し,平成18年4月の診療報酬改
訂で７：１入院基本料が創設さ
れ,大規模病院での看護師募集
が増加し,郡部等の中小病院に
おいて看護師確保に苦慮してい
る状況である。

　県内看護系大学・看護師養成
所の卒業生の県内病院への定
着を促進するとともに，未就業
看護師等の再就業を高め，看
護師の地域偏在を解消する必
要がある。

　看護学生・未就業看護師等の
県内病院への就職を促進し地
域偏在を解消するための体制
づくり

　課題を解決するためには，県
外の病院等から募集がある前
に，看護学生と病院のマッチン
グの場を設ける。また，再就業
を希望する看護師を対象に，
新の医療に関する講義や看護
技術の習得を図り，看護師が不
足している病院への就業を促進
する。

病院派遣型再就業研修会 　看護師不足が顕著な病院へ
の就業を促進するため，未就
業看護師を対象に,病院におけ
る 新の看護技術の習得と病
院への就職を図るための研修
会を開催する。

　看護師不足の病院が減少し,
看護師の地域偏在が解消す
る。

保健福祉部

看護学生・未就業者病院就職
ガイダンス

　県内看護系大学・看護師等
養成所の学生や未就業看護
師を対象に病院就職説明会を
開催する。

　県内就職率が高まる。

2

　県内における医師の全般的な
不足とともに、地域及び診療科
による偏在が顕著である。
　その中、将来的に女性医師割
合の増加が見込まれ（H19年2
月実施医師国家試験における
男女比：女33.4%,男66.6%）、医師
不足対策の一環として女性医
師への働きやすい環境整備が
求められている。

本県においては、女性医師への
支援対策としては、看護師を含
めた「院内保育事業運営費補
助事業」のみの実施であり、今
後、地域の医療を確保していく
ためには、さらなる取組を推進
する必要がある。

　育児支援を柱とした、女性医
師が出産や育児といった過程も
含めて継続して働くことのできる
環境整備の促進。

　女性医師への育児支援等の
充実を図ることにより、女性医
師の再就業の促進、離職防止
が期待される。

女性医師支援事業 　女性医師に係る育児支援及
び労働に関する様々な支障や
心身にわたる悩みに対する相
談への支援等を行う。

　女性医師が診療を継続する
ことができる環境の整備を図
り、今後の地域医療体制の確
保を目指す。

保健福祉部 　女性医師を含めた医師不足問題
は，長期的な課題であり， 近の社会
情勢の変化とは言い難い。また，医師
不足対策については，既に重点的に
各種取組を実施しているところであり，
既存の取組の中で対応すべき課題で
はないか。

議
　
論
　
項
　
目

3

　医療法の改正に伴い、病院等
の選択に資するための医療機
能情報提供制度が導入され、
都道府県には医療機関等から
所定の医療機能情報の報告を
受け、検索機能を有するイン
ターネットで県民向けに公表す
ることが義務づけられた。平成１
９年３月に、詳細にわたる対象
項目が厚生労働省から通知さ
れた。

　本県では既に医療機能選択
支援システムを運用開始した
（平成１９年２月）が、対象機関
及び対象項目などの点で同シ
ステムを大幅に改修して法定の
制度に対応する必要がある。

　医療機能情報提供制度に対
応したシステム改修を行った上
で、情報収集及び公表を効果的
に行う。

　現行の医療機関選択支援シ
ステムを拡張することで法制度
に対応し、所定の情報を収集・
公表することで、良質な医療を
提供する情報基盤を整えるとと
もに、県民の医療に関する選択
の支援を行う。

医療機能情報提供システム整
備事業

　医療機能情報提供システム
の構築（医療機関選択支援シ
ステムの拡張）、医療機能情
報の収集、入力等

　県民が病院等の選択に関し
て必要な情報を容易に得るこ
とで、良質な医療提供体制を
整える。

保健福祉部 　国の制度改正があったとはいえ，そ
の内容が既存システムの改修であり，
行動計画に掲げるべきもの（重点的に
取り組む事業）ではなく，行動計画以
外の事業で対応すべき課題ではない
か。

    看護師不足という課題があることに
ついては理解するが，県が主体的に
関与すべき課題なのか疑問がある
（病院あるいは看護協会等が主体的
に対応すべき課題ではないのか）。
    また，方向性として行動計画に掲
げていない取組でもあるので，新たに
重点的に取り組むにあたり，県として
どの程度の関与が必要となるのか検
討すべきではないか。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント

議
　
論
　
項
　
目



取組２３　生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆庁内関係課職員による世界
遺産登録等に関する検討会の
開催（平成１８年度４回開催）
◆知事と教育長の意見交換に
おいて、世界遺産登録に係る事
務を政策課から文化財保護課
に移管し、候補資産を決定。
◆平成１９年６月議会におい
て、知事から県として考えを表
明。

◆世界遺産登録に向けた事業
を展開する.
 
    仮称「松島ー貝塚群にみる
縄文の原風景」

◆県と関係市町(＊)の合意に基
づき、世界遺産登録暫定一覧
表追加記載のための提案書を
提出する。

＊関係市町：塩竃市、東松島
市、松島町、七ヶ浜町、利府町

◆追加記載された後、候補資産
を国内外へアピールするための
広報活動等を行い登録に備え
る。

◆世界遺産登録により、人類全
体のための世界遺産として損
傷・破壊等の脅威から保護し、
保存する。併せて、世界遺産登
録により優良な文化財として国
内外に発信でき、登録に関連し
た活動をとおして、地域の活性
化が図られる。

世界遺産登録事業 　世界遺産登録暫定一覧表追
加記載後
・提示された条件の整備
・遺産登録に向けての広報活
動
・登録に係る推薦書作成のた
めの基礎資料づくり
・登録のための調査団の対応

　地域にとって大きな誇りとな
り、地域の活性化が図られる。

教育庁 　現在の取組状況を踏まえ，世界遺産
登録に向けた財政負担など県・市町
村との役割分担について検討する必
要があるのではないか。

議
　
論
　
項
　
目

瑞巌寺修復補助事業
（平成２０年度から平成２９年
度までの事業）

平成２０年度:実施設計の策
定、内部足場組立他
平成２１年度:中門、廊下解体、
本堂素屋根架構
以降２９年度まで修復
・事業費
　１，６００，０００千円
　国負担９６０，０００千円
　県負担３２０，０００千円
　事業主体負担
　３２０，０００千円

　地域の文化財である瑞巌寺
関連建造物を保存修理すると
ともに資源として活用し、地域
の活性化を促す。

教育庁

【参考】　重要文化財
鹽竃神社修復補助事業
（平成２４年度、２５年度事
業）

【参考】
平成２４年度実施設計
　左右宮拝殿等修復
平成２５年度実施設計
　別宮拝殿等修復

事業費
　２６５，０００千円

議
　
　
　
論
　
　
　
項
　
　
　
目

◆瑞巌寺を修復し、良好な状態
での保存管理を行い、次代にに
引き継ぐ。併せて,地域の文化
財を再認識するとともに、地域
の資源として活用を図り地域の
活性化に資する。

　世界遺産との関連付け，昨年度から
の関係者との調整経過を含め，事業
の具体化に向けた取組がどの程度進
展しているかなど，来年度，具体的に
取り組む必然性の議論が必要ではな
いか。

2

◆国宝「瑞巌寺本堂」及び関連
する建造物は、度重なる地震に
より地盤沈下が進み、礎石が沈
み込み、柱の不陸や建物の傾
斜が顕著となっており、今後、地
震等によって大きな力が加わる
と倒壊する可能性があり、早期
に修復が必要である。
◆この修復工事は、平成２０年
度から国庫補助対象事業となる
ことから、瑞巌寺では、平成１９
年度に学識経験者等で構成す
る修理専門委員会を設置し、修
復工事の基本計画を策定し、基
本設計を行い、平成２０年度か
らの修復工事に向けて調査等
を行っているところであり、県と
しても文化財を保護、保存する
ための修復工事への支援が必
要となる。
◆この建造物は、地域の文化
財として保護、保存していかな
ければならないものであり、ま
た、現在県が登録を目指す世界
遺産に関係する資産として重要
なものでもあることから、県とし
ても、保護、保存に係る修復工
事に対して支援していかなけれ
ばならない。

◆国宝「瑞巌寺本堂等」の保存
修理事業を実施する事業主体
に対して
 支援を行う。
・瑞巌寺　　：地盤沈下によって
建物が傾斜しており、早急に修
復する必要である。

◆事業主体である「瑞巌寺」に
対し、宮城県文化財保護補助
金要綱に基づき補助を行う。
（県の補助額：事業費から国庫
補助額を除いた額の２分の１以
内）

№
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担当部局 企画部（政策課）コメント



取組２４　コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

　平成１８年５月、６月に「まちづ
くり三法」のうち都市計画法及び
中心市街地活性化法が改正さ
れており、人口減少・高齢化社
会を迎え、「まちのコンパクト化」
と「中心市街地のにぎわい回
復」を両輪としたまちづくりの基
本方針が打ち出され、中心市街
地活性化法においては、国によ
る「選択と集中」の仕組みの導
入により、限られた地域への重
点的支援がなされることになっ
た。

　これまで、本県では改正前の
中心市街地活性化法に基づ
き、１６市町（１７地区）において
中心市街地活性化基本計画を
策定し活性化の事業を進めてき
ているが、法的位置づけがなく
なり，国の支援策を活用できな
くなった。今後は、国の重点支
援を受けるため、国の指針に
則った新たな基本計画を策定し
重点支援を受けることになる
が、各県で数カ所程度しか計画
認定がなされないと見込まれて
おり、残された市町村の中心市
街地活性化の支援をどうしてい
くかが、大きな課題となってい
る。
また、各地域の中心市街地商
店街の衰退が顕在化しているた
め、速やかな集中的かつ効果
的支援が必要とされるため、新
税導入による支援を考えていく
必要がある。

　衰退が顕在化している中心市
街地商店街の活性化に向けた
事業等への支援

　政策的課題や地域のテーマに
対応した商店街活性化の成功
事例をつくることにより、事業成
果を他の商店街へ展開し、県内
商店街の活性化を図る。

商店街にぎわいづくり戦略事
業（仮称）

　少子高齢化等の政策的課題
への対応や歴史、街並み、地
産地消等のテーマに基づいた
商店街の活性化に意欲的に取
り組む商店街に対し、市町村と
協力して、活性化の検討・コン
センサスの形成から複数事業
の実施までの総合的な活性化
事業に対し支援を行う。

　商店街活性化の成功事例を
つくることにより、事業成果を
他の商店街へ展開し、県内商
店街の活性化を図る。

経済商工
観光部

  事業化に向けては，県内総生産１０
兆円への貢献度を明確にし，今後の
重点事業選定作業の中で，個別取組
の重点化の必要性について検討す
る。

№
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担当部局 企画部（政策課）コメント



取組２５　安全で安心なまちづくり

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

繁華街・歓楽街の安全のため
の緊急対策事業

◆防犯カメラ等の整備
◆民間委託による駐車監視の
拡大

◆繁華街・歓楽街における事
件・事故の抑止
◆繁華街・歓楽街における違
法駐車の抑止

警察本部

飲酒運転根絶推進事業 　アルコールメーター、レー
ダー測定器等の資機材の整備

　飲酒運転や悪質危険運転の
根絶

◆防犯カメラ等を整備して繁華
街・歓楽街における犯罪の発生
を抑止するほか、駐車監視の民
間委託を拡大し、繁華街・歓楽
街における違法駐車を抑止す
る。
◆アルコールメーター、レーダー
測定器等を整備して飲酒運転
や悪質危険運転を根絶する。

※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。

1

◆他県において銃器を使用した
事件が相次いで発生する中、本
県においては、国分町地区での
資金源争いに端を発したけん銃
発砲を伴う暴力団の対立抗争
事件が発生した。
◆公衆に著しく迷惑をかける暴
力的不良行為等の防止に関す
る条例（以下「迷防条例」とい
う。）及び飲食店等営業に係る
不当な勧誘、料金の取り立て等
の防止に関する条例（以下
「キャッチ条例」という。）の一部
が改正された。
◆民間委託による駐車監視制
度の有効性が確認された。
◆仙台宮城ディスティネーション
キャンペーン（以下「ＤＣキャン
ペーン」という。）の実施を控え、
繁華街・歓楽街の環境浄化を図
る必要がある。
◆高校生が被害に遭った飲酒
運転ＲＶ車による交通死亡事故
を契機とした飲酒運転根絶条例
が、平成１９年９月議会に上程
される予定である。

◆国分町地区等で資金獲得を
図る暴力団を排除するための
繁華街・歓楽街対策を推進する
必要がある。
◆迷防条例及びキャッチ条例の
一部改正よる客引き行為等の
取締り強化に伴い、客引きが人
目につきにくい場所で行われる
など悪質化しているため、一層
の取締り強化が必要であるほ
か、駐車監視員の活動区域を
拡大し、繁華街・歓楽街におけ
る違法駐車の更なる抑止を図る
必要がある。また、ＤＣキャン
ペーンによる観光客誘致を促進
するため、改正迷防条例等を運
用して、国分町地区等の繁華
街・歓楽街の風俗環境の一層
の改善を図るとともに、違法駐
車の排除を徹底する必要があ
る。
◆飲酒運転根絶条例の制定を
機に、飲酒運転根絶の徹底を
図る必要がある。

◆繁華街・歓楽街における防犯
態勢の整備と違法駐車の抑止
◆飲酒運転取締り態勢の整備
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取組２６　外国人も活躍できる地域づくり

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆海外との経済交流を通して本
県経済の活性化を図ることを目
的とした「みやぎ国際戦略プラ
ン」が平成１８年１２月に策定。
◆今年４月に知事が姉妹州で
あるデラウェア州はじめ米国の
主要都市を訪問し，企業を集め
た投資環境説明はじめ，米国企
業への誘致活動を実施。全米
優良企業３００社の本社機能が
集積しているデラウェア州とは
経済交流を進めることで，双方
知事の認識が一致。
◆イタリアローマ県とは2001年
の協定締結後，2005年にイタリ
ア貿易振興会仙台事務所が開
設。2007年はＩＣＥ開催によるナ
ノテクノロジー等をはじめとする
経済交流事業が活発化。

◆強固で継続性のある姉妹交
流に向けた経済交流の推進と
人的ネットワークの構築。
◆欧米を対象とする経済交流
の推進と人的ネットワークの構
築。
◆米国デラウェア州及び東北大
学米国代表事務所を活用した
外資系企業誘致等に向けた人
的ネットワークの構築と連携。
◆イタリアローマ県を欧州の
ゲートウェイとする外資系企業
誘致等に向けた人的ネットワー
クの構築と連携。

◆デラウェア州，ローマ県が経
済交流のゲートウェイとしての
機能を発揮し，北米，欧州の企
業をターゲットに誘致促進に向
けた情報受発信やＰＲ活動，誘
致事業のコーディネート等の実
施を通した強固で持続力のある
姉妹交流を推進。
◆各国大使館や経済及び広報
関係機関との人的ネットワーク
を構築し，連携を強化。経済交
流促進のための情報交換や積
極的なプロモーション活動の実
施を通した強固で持続力のある
姉妹交流を推進。

◆投資先として魅力的な宮城を
PRし，外資系企業や外国研究
機関の誘致につなげ，本県経
済の活性化を図るとともに，姉
妹県州双方がメリットを実感で
きる交流を展開。

友好姉妹州・県との経済交流
に向けた取組

　デラウェア州，ローマ県を通
じて，メディアなどを活用し，本
県の投資環境を効果的にＰＲ
する。大使館との情報交換活
動を密接に行い，経済交流に
向けた幅広い事業の展開。

　外国からの経済ミッション団
の誘致，受入を行うことで外資
系企業や研究機関を誘致す
る。海外資本を導入すること
で，本県地域経済の活性化を
目指す。

経済商工
観光部

  事業化に向けては，社会情勢の変
化や今，取り組む意義を明確にした上
で，今後の重点事業選定作業の中
で，個別取組の重点化の必要性につ
いて検討する。
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取組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

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

◆本県では，2010年における県
民１人当たり温室効果ガス年間
排出量を，基準年（1990年）レベ
ルから2.4％削減することを目標
とした“脱・二酸化炭素”連邦み
やぎ推進計画に基づき，各種事
業を展開しているところである。
しかしながら，2003年の本県に
おける県民１人当たりの温室効
果ガス年間排出量は，基準年
から22.4％増の9.49トン（二酸化
炭素換算）となっている。
◆このような中，国においては，
来年から始まる京都議定書第
一約束期間を前に，各種施策
の見直しを行っている。

◆我が国の国際公約である基
準年から６％の温室効果ガス排
出量削減に向け，各種施策の
展開及び強化が求められてい
る。

◆温室効果ガス排出量削減を
図るため，排出量の伸びが大き
い「民生家庭部門」などを対象と
した様々な取組が必要である。

◆上記に記載した課題を解決
するためには，県民の意識やラ
イフスタイルの変化を促すため
の啓発活動や誘導施策の導入
等が必要である。

映像による家庭でできる地球
温暖化対策啓発事業

　身近な地球温暖化対策とし
て，家庭でできる具体的な取
組をアニメーションや実写（実
写の場合知事出演）によるテレ
ビＣＭ化し，実践を呼びかける
もの。

　二酸化炭素排出抑制ための
具体的な手法を示すことによっ
て県民の実践を促し，排出量
の削減を図る。

環境生活部 　行動計画策定後の状況変化とは認
めがたい面もあるが，政府の対応や
温室効果ガス排出状況等を踏まえ，
県でも対策強化が必要であることは一
定の理解はできる。
　今回提案された方向性全体としては
既存のものと思われるが、その具体
の方向性としての啓発活動や誘導施
策のあり方について，議論を経ておく
べきである。

・今，県がメディア等を用いて大々的
に啓発活動を行うべき理由は何か。
・誘導施策として，県は個人財産の取
得にどこまで支援するべきものか。他
の施策と比べてこれらを想定する優位
性はどこにあるのか。

大型家電製品の買い換えに係
る利子補給事業

　電気消費量の大きい家電製
品（エアコン，冷蔵庫，テレビな
ど）の買い換えに係るローンの
利子補給を行うもの。

　電気消費量の大きい家電製
品（エアコン，冷蔵庫，テレビな
ど）の買い換えを促進し，二酸
化炭素排出量の削減を図る。

太陽光発電普及促進事業 　住宅用太陽光発電設備の導
入時にその費用の一部を補助
し，太陽光発電設備の導入促
進を図るもの。

　太陽光発電設備の導入を促
進し，二酸化炭素排出量の削
減を図る。

薪ストーブ導入補助事業 　モデル地区において，バイオ
マス（薪）によるエネルギーの
地産地消を図るため，薪ストー
ブの導入時にその費用の一部
を補助するもの。

　薪ストーブの導入を促進し，
バイオマスの利用による二酸
化炭素排出量の削減を図る。
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取組２８　廃棄物の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

リサイクル事業者情報提供支
援事業

　リサイクル事業者情報を検索
できる情報提供サイトの整備
を進め，サイトの構築,作成，サ
イトへの早期情報掲載の普及
促進活動とサイト掲載情報･運
営等のため,リサイクル情報シ
ステム構築プロジェクトマネー
ジャーを外部機関に委託す
る。

　排出事業者のリサイクル情
報ニーズを満たし,結果として，
リサイクルの促進を目指す。

環境生活部 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。

専門家活用型３Ｒ推進事業 　生産工程改善，排出事業者・
処分業者診断，３Ｒに関する技
術的助言･指導等に関し，専門
的ノウハウを有する専門家を
企業に派遣する。

　企業の３Ｒ課題の解決,また
はその足がかり，企業の意識
啓発を行い，３Ｒの取組を推進
する。

◆一定のリサイクル情報の公開
に同意した事業者情報を検索で
きるリサイクル事業者情報提供
サイトの整備を進める。
◆３Ｒに関する専門的ノウハウ
を持った者を企業に派遣し,企業
の３Ｒの取組を促進する。

1

◆循環型社会形成推進基本法
をはじめ，各種リサイクル法等
が整備・施行され，事業者並び
に県民の意識が高まっており，
社会経済情勢等も目指す方向
へ向かっているが，目標達成に
向けて成果が出るには時間が
かかる。
◆特に，事業者においては，社
会的・経済的な活動量が大き
く，購入，製造，消費やサービス
の提供など，それぞれの側面
で，３Ｒを推進することは大きな
意味を持っている。また，環境
関連のビジネス化を推進するた
めには，企業間の連携や新技
術の確立が必要であり，それら
の取組を支援する有益な情報
の提供も求められている。
◆今後更なる県民や事業者一
人ひとりへのねばり強く継続的
な啓発に加えて，事業者の取組
を支援することが必要となって
いる。

◆産業廃棄物排出事業者は，
出来るだけ優良なリサイクル事
業者を探し出し，自社の廃棄物
を経済的負担を抑えつつ再生
利用したいというニーズを持っ
ている。
◆産業廃棄物排出事業者やリ
サイクル事業者が３Ｒに取り組
む際に，さまざまな課題が発生
し，専門知識,情報等の不足か
ら取組を断念してしまうことがあ
る。

◆産業廃棄物排出事業者に対
し，リサイクル事業者選択の上
で有益な情報を提供する。
◆産業廃棄物排出事業者やリ
サイクル事業者が３Ｒに取り組
む際に，有益な指導助言を受け
られる仕組みを創設する。
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取組２９　豊かな自然環境，生活環境の保全

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆県では平成１８年１２月に健
全な水循環の保全を目指し，県
民，事業者，行政等がそれぞれ
公平な役割分担の下に自主的
かつ積極的に取り組むための
基本的な方向性を示す「宮城県
水循環保全基本計画」を策定し
た。今後，県内５水系の水循環
保全事業が順次開始されようと
している。

◆環境の悪化やブラックバスに
代表される外来魚の侵入及び
カワウ等の鳥類による魚類の食
害等により変化する河川湖沼の
環境モニタリングや魚類相等を
調査し、豊かな生態系を保全す
る 適な方策を検討する必要
がある。
◆農業，土木サイドでは取水堰
等の河川工作物を新設・改修す
る際には，自然の生態系を保全
するために，魚道の設置が義務
付けられ，効果的な魚道の設
置，改修のために水産サイドと
連携した取り組みが求められて
いる。

◆豊かな漁場環境及び生態系
の維持・保全または復元
◆アユや渓流魚等天然資源の
保全・維持または増大

◆民間団体等と連携した在来
の魚が住める環境づくり
◆宮城方式による民間レベルで
の外来魚駆除活動の拡大
◆河川行政と連携を密にした魚
道づくり

湖沼河川漁場環境対策事業 　湖沼・河川の魚類相の調査，
魚道機能の調査，河川毎の資
源管理により，在来個体群の
保全と増殖を図る。また，内水
面漁業権管理者が県民等と一
体となって行う，漁場機能を維
持活動を支援し，生態系の保
全を図る。

　湖沼・河川環境を維持・資源
増大を図り，豊かな漁業生産
の場，遊漁等の憩いの場を県
民に提供する。

農林水産部   事業化に向けては，社会情勢の変
化や今，取り組む意義を明確にした上
で，今後の重点事業選定作業の中
で，個別取組の重点化の必要性につ
いて検討する。

2

◆良質な農業用水の安定供給
と国土保全のためには，水源地
域における森林について，水源
涵養機能の発揮，土砂流出防
止機能の向上や良好な森林水
環境の形成を図る必要がある｡
◆また，地球温暖化問題は人
類全体の重要な環境問題であ
る。とりわけ京都議定書に定め
られた目標達成は喫緊の課題
であり，森林の二酸化炭素吸収
量目標達成に向けた森林整備
等の強力な推進が不可欠であ
る。

◆農業生産地域の水源地域に
おいて良質な農業用水の安定
的な供給等に資する森林整備
を実施するための調査を行う必
要がある｡
◆農業用水の恩恵を受けてい
る下流地域の農業者や地域住
民等が水源地域を取り巻く現状
や課題について理解を深めるた
めの普及促進活動が必要であ
る｡

◆保全促進対策
　農業用水水源林保全調査：水
源地域の現況調査，貯水池及
び頭首工等取水施設の状況及
び課題等について調査を実施
する｡
◆普及促進対策
　農業用水と水源林の関わりに
ついて理解を深めることや水源
林により涵養された農業用水の
有効利用を図ることを普及する
活動，それらの企画，調整及び
計画策定を行う。

◆農業用水の恩恵を受けてい
る下流地域の農業者や地域住
民等が水源地域を取り巻く現状
や課題について理解を深める｡
◆水源林により涵養された農業
用水の有効利用を図ることを普
及促進する活動等を推進する｡

農業用水水源地域保全対策
事業

◆保全促進対策
　農業用水水源林保全調査：
貯水池･頭首工等の状況課題
等調査
◆普及促進対策
　農業用水の安定供給のため
の水源林の重要性の理解を深
める等の普及促進活動等を実
施する。

◆農業用水の恩恵を受けてい
る下流地域の農業者や地域住
民等が水源地域を取り巻く現
状や課題について理解を深め
る｡
◆水源林により涵養された農
業用水の有効利用を図ること
を普及促進する活動等を推進
する｡

農林水産部   事業化に向けては，社会情勢の変
化や今，取り組む意義を明確にした上
で，今後の重点事業選定作業の中
で，個別取組の重点化の必要性につ
いて検討する。

◆企業の社会貢献活動の一環
として，森林のネーミングライツ
取得などが行われてきている
が，本県の森林公園整備に企
業等の協力を得ることができな
いか検討する必要がある。

◆森林公園（特に県民に開放し
ていない七ッ森森林公園）の更
なる活用と整備手法の検討
◆県と企業，ＮＰＯ，ボランティ
ア等との森林公園の整備・管理
に係る連携と役割分担の検討

◆　県民に開放することを前提
とした森林公園としての整備計
画づくり
◆　施設等の整備手法と資金
◆　企業，地元団体などとの協
力体制づくり
◆　管理方法と管理のための資
金

◆企業，団体等と協働し森林公
園を整備し，障がいを持った
方々を含む多くの県民に豊かな
自然環境や景観に触れあう機
会を提供する。

森林公園施設整備事業 企業等との協働による駐車
場，トイレ，管理棟，遊歩道，
森林等の整備を行う。

県民の方々が安心・安全に森
林に親しみ楽しんでもらえる施
設等の整備を行う。

環境生活部 　自然環境の保全を目指し，国定公園
における保全事業や蒲生干潟等での
自然再生事業を重点事業として展開
している中で，今，森林公園整備を行
う理由は何か。これまでの整備方針等
の検討状況を踏まえて，新たに県とし
て重点的に取り組む課題かどうかの
議論が必要ではないか。

森林公園維持・管理事業 地元及び企業等の協力を得な
がら訪れた県民の方々に，安
全に森林を満喫してもらえるよ
う維持・管理を行う。

県民の方々が安心・安全に森
林に親しみ楽しんでもらえる施
設等の維持・管理を行う。

企画部（政策課）コメント

3

議
　
　
論
　
　
項
　
　
目

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局



取組３０　住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

・平成２０年度の「仙台・宮城デ
スティネーションキャンペーン」
を控え，農山漁村景観と地域資
源を一体的に捉えた農山漁村
の新たな魅力を県内外にＰＲ
し，誘客に結びつけていかなけ
ればならない。（知事指示事項）
・土木部の「みやぎ身近な景観
百選」と連携し，農山漁村空間
に息づく豊かな自然，四季の移
り変わりなど，景観について地
域住民はもとより広く一般県民
に認識してもらうよう普及啓発
に取り組む必要がある。

・「仙台・宮城デスティネーション
キャンペーン」を機会にグリー
ン・ツーリズムと連携した農山漁
村景観と地域資源の新たな掘り
起こしを行う必要がある。
・農山漁村景観を活用した魅力
ある地域資源のＰＲ手法の検
討。
・土木部の「みやぎ身近な景観
百選」と連携した農山漁村景観
の普及啓発。

・各地方振興事務所単位で「地
域が誇るおらほの一景」と題し
て，豊かなみやぎの農山漁村景
観写真を募集し，優秀作品を選
定するとともにグリーン・ツーリ
ズムとの連携により，農山漁村
景観のポスターを作成を行い，
各種イベントでＰＲを展開する。
(みやぎ身近な景観百選との連
携含む)
・「心に残る宮城の農村景観」写
真集を作成し，関係機関及び地
域住民に対して景観づくりへの
普及啓発を行う。
・仙台七夕まつり期間中に毎年
実施している農業農村整備広
報活動に合わせ，「農村百景写
真展」を開催する。
・水土里（みどり）の路のマップ
図を作成し，農村の魅力，見所
などを伝えるとともに農村景観
の修景，ＰＲサインの設置を検
討する。

・「仙台・宮城デスティネーション
キャンペーン」に向けて，グリー
ン・ツーリズムと連携し農山漁村
景観と地域資源を一体的に捉
えた新たな付加価値の掘り起こ
しを行い，これらの魅力を農山
漁村景観写真により広く県内外
にＰＲし，都市と農山漁村の交
流を促進する。

（仮称）農山漁村景観資源活
用促進事業

・「地域が誇るおらほの一景」
の景観写真を活用し，「仙台・
宮城デスティネーションキャン
ペーン」に向けて，グリーン・
ツーリズムと連携し農山漁村
景観と地域資源を一体的に捉
え，水土里(みどり）の路マップ
図等により，これらの魅力を広
く県内外にＰＲし，都市と農村
の交流を促進する。

・農山漁村景観と地域資源を
一体的に捉えた新たな付加価
値の掘り起こしを行い，これら
の魅力を農山漁村景観写真に
より広く県内外にＰＲし，グリー
ン・ツーリズム等と連携しなが
ら都市と農山漁村の交流を促
進する。

農林水産部   事業化に向けては，今後の重点事
業選定作業の中で，個別取組の重点
化の必要性について検討する。
 
  また，他部局を含めた既存事業との
連携についても検討願いたい。

2

閖上漁港内に不法係留されて
いるプレジャーボート等と漁業
者とのトラブルが発生し、漁業
活動に支障が出ている。漁港利
用の円滑化を図るため、漁港機
能施設とフィッシャリーナ施設に
より活動エリアを棲み分けを
行っている。

閖上漁港を中心とした閖上地域
は、サイクルスポーツセンター
や海浜プール等の既存施設と
フィッシャリーナ施設の整備によ
り、海洋性レクリェーションの中
心となることが望まれている。
フィッシャリーナの基本施設とと
もに、周辺環境整備により漁港
の有する多面的機能の充実を
図るため、都市住民との交流の
場の創出と地域の活性化が望
まれている。

都市住民との交流の場を創出
するため、フィッシャリーナ施設
周辺の環境施設整備により良
好な景観を図るとともに海洋性
レクリェーション施設の充実を図
る。

環境施設整備により、海洋性レ
クリェーション施設の機能の向
上と、周辺都市住民との交流の
場を創出と地域の活性化を図
る。

ふれあい漁港整備事業
（県単独事業）

環境施設整備
植栽（中低木）　　１式
休憩施設（四阿、ベンチ）　1式
資材・機材保管施設　 1式

植栽や休憩施設などの環境施
設整備により、良好な景観を
作り、周辺都市住民との交流
の場の創出と地域の活性化を
図るとともに、海洋性レクリェー
ション施設の機能の向上を図
る。

農林水産部    事業化に向けては，社会情勢の変
化や今，取り組む意義を明確にした上
で，今後の重点事業選定作業の中
で，個別取組の重点化の必要性につ
いて検討する。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント



取組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

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

1

◆過去の地震災害時において
空港が緊急物資輸送の拠点等
としての役割を果たしたように，
地震災害時に空港は緊急物資
及び人員等の輸送基地としての
役割が求められるとして，国土
交通省は今年4月27日，地震な
どの大規模災害時に人や物資
を輸送する上で重要な空港とし
て仙台など全国13カ所を選び，
今年度から10年計画で施設の
耐震機能強化を優先的に行うこ
とを決めた。

◆仙台空港の整備事業費につ
いては，空港整備法第6条第1
項に基づき，整備費の3分の1を
県が負担することとなっている。
今回の耐震機能の強化に伴う
事業費を過去の工事実績をもと
に試算した結果，10年間で約
133億円（負担金は約44億円）
必要となることが示され，今後
10年間の負担額が通常の整備
費も併せると大幅に増えること
となった。
◆また，県負担額のうち，25％
を仙台市(19.6%)，名取市(2.7%)，
岩沼市(2.7%)が負担している
が，今後の負担増により負担割
合の見直しを求められる可能性
がある。

◆仙台空港は国が設置及び管
理する空港であり，耐震機能の
強化は国土交通省が実施する
ことから，国土交通省に対し，コ
スト縮減を目指した整備を実施
するよう依頼する。

◆仙台空港の耐震機能の強化
は，液状化の判定，対象範囲の
確定，施工方法の検討等を「液
状化検討委員会」（仙台空港独
自の組織）で決定することとされ
ており，空港臨空地域課長もそ
の委員となる予定であることか
ら，委員会において整備内容の
精査，効率化等によるさらなる
コスト縮減を依頼する。

◎仙台空港耐震整備事業

空港に求められる次の機能を
確保するための整備(耐震性
の向上)
・救急･救命活動等の拠点機
能
・緊急物資･人員等輸送受入
機能

滑走路や誘導路を定期便が極
力早期の段階で通常の半分に
相当する輸送能力を確保する
のに必要な耐震性の向上

・発災後3日を目途に定期民間
輸送機の運航が可能となる。
・地震災害による経済被害の
半減を目指し，再開後の運航
規模は極力早期の段階で通常
時の50％に相当する輸送能力
を確保

土木部 　取組１２及び取組３１の主旨を踏まえ
れば，東北の中枢拠点である仙台空
港の耐震化は行動計画における方向
性と合致するものと考える
　一方，財政負担が大きく，その対応
について検討する必要があるのでは
ないか

議
　
論
　
項
　
目

2

◆みやぎ発展税の導入。
◆津波等の気象情報や武力攻
撃事態等の国民保護関係情報
を衛星を利用し、市町村の防災
行政無線（同報無線）を介し、住
民に緊急情報として瞬時に伝達
する、全国瞬時警報システム
（J-ALERT)の整備が国から求
められている。

◆各種災害情報については、
県防災行政無線や県総合防災
情報システム（MIDORI)を介し、
全ての市町村に２４時間体制で
自動的に伝達を行うなど、県と
市町村間の防災情報伝達体制
は整備されているが、市町村か
ら住民への伝達は、市町村防
災行政無線（同報無線等）の整
備が遅れている市町村もあり課
題となっている。
◆全国瞬時警報システム（J-
ALERT)による住民への緊急情
報の伝達についても、市町村防
災行政無線（同報無線等）の整
備が遅れている市町村では伝
達できない。

◆宮城県沖地震の再来は、
日々切迫の度を増しており、い
つ発生してもおかしくない状況
にあり、被害を 小限に抑える
ためには、各種災害情報を住民
に対し、迅速かつ的確に伝達す
ることが重要であることから、
ハード・ソフトの両面から緊急に
整備・支援を行うもの。]

◆宮城県沖地震を初め、各種
災害情報を住民に対し、迅速か
つ的確に伝達することにより、
被害を 小限に抑え、住民の安
心・安全を確保する。

市町村防災情報伝達システム
整備支援

市町村が実施する市町村防災
行政無線関係システム（市町
村同報無線等）整備に対し補
助する。

市町村から住民への災害情報
の迅速な伝達が行えることか
ら、住民の初動対応が可能と
なり、被害の軽減が図られる。

総務部 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。

3

◆近い将来起こると予想されて
いる宮城県沖地震の発生時に
おいては、生活を支える貴重な
ライフラインである水道施設の
被災も予想される。各事業体毎
の程度差はあるものの、既存の
水道施設は昭和53年に発生し
た宮城県沖地震以前に整備さ
れたものも少なくなく、全ての施
設において耐震性を有している
とは言い難い。このため、各水
道事業体（市町村、一部事務組
合）では、優先順位を決定した
上で耐震施設への更新を進め
ているところではあるが、財源
の問題から十分な耐震化が図
られるまでには長期間を要する
状況となっている。

◆先に起きた新潟中越沖地震
でも水道施設の被害は甚大で
あり、復旧までに長期間を有し
ている。また被災直後の避難地
における救援活動の状況など
から見ても分かるとおり、飲料
水、生活用水はライフラインの
中でも特に必要不可欠であるこ
とから、応急給水拠点の確保は
各自治体（水道事業体）におい
て喫緊の課題であるといえる。

◆現在、水道水源開発等施設
整備費国庫補助金の事業メ
ニューである「緊急時給水拠点
確保等事業（配水池、緊急時用
連絡管、貯留施設、緊急遮断
弁、大容量送水管、重要給水施
設配水管、基幹水道構造物の
耐震化」を実施する事業体（市
町村、一部事務組合）に対し
て、その事業費の一部助成を行
い、応急給水拠点の確保を推
進する。

◆浄水場の耐震化や貯留施
設、緊急遮断弁を有した配水池
など応急給水拠点の確保が推
進されることにより、地震などに
よる大規模災害時の地域住民
への飲料水、生活用水確保率
を向上させることを目的とする。

緊急時給水拠点確保等事業 国庫補助基本額の1/3が国
庫補助金となっている上記
事業について、国庫補助金
の1/2の額（国庫補助基本
額に対して1/6）の事業費を
県において助成する。

震災などによる大規模災害時
の応急給水拠点の確保、飲料
水、生活用水確保率の向上を
図る。

環境生活部 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案さｒた個別取組の重点化の必要
性について検討する。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント



4

◆　海岸林は，潮風や飛砂の害
から背後地の耕地や県民生活
を守る大切な森林として，保安
林に指定されており，県がクロ
マツを植林した造成林は，県有
の防災林として管理さ れてい
る。
◆　海岸の防災林は，津波や高
潮の時に緩衝帯となって，その
エネルギーを抑制し，漂流物を
抑止する働きがある。
◆　この項目は，新税（発展税）
活用施策として提案したもので
ある。

◆　昭和初期から造成されてき
た海岸防災林は，仙台海浜地
帯（仙台市から山元町）に２４０
ha配置されているが，近年，松く
い虫被害やサーファー等の進
入により，松の枯損や土壌浸食
が進んでいる。
◆　県として，津波対策等に有
用な海岸防災林の維持造成を
図る必要がある。

◆　将来，高い確率で発生が予
想されている「宮城県沖地震」
に伴う津波等の被害を軽減する
ため，海岸防災林の維持造成
を図る。

◆　将来，高い確率で発生が予
想されている「宮城県沖地震」
に伴う津波等の被害を軽減する
ため，海岸防災林の維持造成
を図る。

津波被害バッファゾーン整備
事業

・立入防止柵の設置
・枯損した植生の回復と保護
対策
・林内の環境整備

事業の実施により，海岸防災
林が整備され，潮害や飛砂を
防ぐ効果と，津波等の緩衝帯
としての効用の発揮を目指す。

農林水産部 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。



取組３３　地域ぐるみの防災体制の充実

状況変化 新たな課題 必要な取組 目指す方向 想定する事業／手法名 想定する事業概要 事業の目的・目指す成果

防災資機材保管所の整備 県内数箇所に防災資機材保
管所を整備する。

大規模災害への備えとしての
防災資機材を整備することに
より、県民生活の安心・安全を
確保する。

防災資機材の整備 各種防災資機材を備蓄する。 各種防災資機材を備蓄するこ
とにより、災害発生時の迅速な
支援が可能となる。

2

◆新税導入
◆建築物の地震による被災度
を判定することを目的に，国土
交通省（当時は建設省）が総合
プロジェクト「震災建築物の復旧
技術の開発（昭和５６年～昭和
６０年）」の中で「建築物の災害
復旧技術マニュアル」を開発し，
この成果が「被災建築物等の被
災度区分判定基準および復旧
技術指針」としてとりまとめら
れ，平成３年に示された。また，
平成７年の兵庫県南部地震等
の被害事例およびその後の調
査研究成果に基づく知見を踏ま
え，平成１３年に改訂されてい
る。
◆本県においては，平成１５年
から（社）宮城県建築士事務所
協会が建築士を対象とする講
習会を開催しており，受講者数
は平成１８年度末で５００名余と
なっている。
◆うち，当該法人の技術者名簿
に登録されている者は現在約２
５０名であり，数万棟が被災す
ると予測されている宮城県沖地
震に対して，十分とはいえない
状況にある。

◆新潟県中越地震では，応急
危険度判定実施後に震災建築
物の復旧のために多くの被災
住民に対する住宅相談が必要
となった。
◆しかし，この際に被災度区分
判定と復旧技術を有する技術
者が不足し，またその体制も未
整備であったことから，建築士
会等建築関係団体を通じ技術
者の派遣を緊急要請し、また急
遽新潟県建築士事務所協会を
中心に講習会を実施するなど
一部で緊急体制の構築が図ら
れた。
◆本県においても，新潟県と同
様に上記技術者が不足してお
り，発生が予想されている宮城
県沖地震に向けて，事前の技
術者の養成・確保が急務であ
り，早期にこの取組を推進する
必要がある。

◆震災建築物の被災度を区分
判定し，復旧の要否，補修・補
強方法及びその費用等を的確
に判断し提示できる建築技術者
を養成する。

◆震災復旧に関する知識を有
する建築技術者を多数養成す
ることにより，県民の住宅再建
等の相談に円滑かつ的確に対
応することが可能となり，住宅
等の民間建築物の震災復旧の
促進に寄与することを目的とす
る。

震災建築物被災度区分判定・
復旧技術者養成事業

講習会を開催する。
受講者を登録し，技術者名簿
を公表する。
事務は建築関係公益法人に
委託する。

年間３００名×３ヶ年＝９００名
の技術者を養成する。

土木部 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。

◆宮城県沖地震を初め、各種
大規模災害への備えとなり、県
民生活の安心・安全が促進され
る。

総務部 ※今後の重点事業選定作業の中で，
提案された個別取組の重点化の必要
性について検討する。
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◆大規模災害時には防災資機
材の不足が生じるため，本県で
は他県，民間企業等との応援
協定により体制整備を進めてい
るところであるが，初動時の物
資確保は困難な状況である。
よって，今回みやぎ発展税の導
入により県として防災資機材を
備蓄し，被災市町村への迅速な
支援体制を加速するものであ
る。】

◆宮城県沖地震など大規模災
害時に、２次被害を 小限に抑
えるためには、避難所などでの
生活の安定が重要であることか
ら、市町村においても防災資機
材の備蓄を行っているが、県と
しても、迅速な市町村支援のた
め、防災資機材の備蓄が必要
である。

◆宮城県沖地震など大規模災
害時に備え、県民生活の安心・
安全を図るため、県有施設等を
活用し、県内数箇所に防災資機
材を備蓄する。
　備蓄した防災資機材は、被災
市町村への迅速な支援に活用
する。

№
行動計画策定後の状況変化と新たな課題 課題解決のために目指す取組の方向 課題解決に必要な個別取組例（参考）

担当部局 企画部（政策課）コメント


