
【資料１　別添－２】

（参考）　平成２０年度に実施する非予算的手法一覧表

取組の名称 新規 担当部署・機関 内　　　　容

1 宮城県地域防災計画等の修正  総務部危機対策課
　宮城県沖地震対策に関する総合的な取組の指針となる宮城県地域防災計画等について見直し，修正
を行い，ハード・ソフトの両面において計画的な震災対策を推進する。

2
みやぎ震災対策推進条例（仮称）の制
定

新  総務部危機対策課
　発生が懸念されている宮城県沖地震による被害を最小限のものとするため，県民，企業の役割と市町
村，県の責務を明らかにした，みやぎ震災対策推進条例（仮称）を制定し，震災対策に向けた総ぐるみで
の推進体制を築く。

3 災害支援目録登録の充実  総務部危機対策課
　大規模災害発生時において，自治体等が行う応急活動に必要となる物資や防災資機材等の調達を円
滑に行うため，あらかじめ，支援項目やその調達先となる企業等を募集・登録する。

4 市町村消防団員確保支援事業 新  総務部消防課

　人口減少，高齢化，過疎化等，社会情勢の変化により年々減少している消防団員について，減少傾向
に歯止めを掛けるとともに，市町村が行う団員確保を支援し災害対応力の維持・向上を図る。
　・大学と連携した団員確保対策（学生に対する消防団への理解力向上）
　・消防団活動に対する，企業，団体等の協力体制の構築

5 時代の変化に対応した組織改編  総務部人事課
　市町村合併の進展等の地域を取り巻く環境の変化を踏まえ，県の地方機関を見直すための基本的な
指針（宮城県地方機関再編の基本方針）に基づき，来るべき地方主権型社会に対応できる地方機関の
組織体制の整備を行う。

6 行政改革プログラムの推進  総務部行政経営推進課

　①自己決定・自己責任による行・財政運営の確立，②真の地方主権型社会の実現，そして③深刻な財
政危機の克服という三つの目標実現に向け，平成１８年度から平成２１年度を計画期間として「多様な主
体による開かれた公共サービスの実現」，「真の政策立案集団への飛躍」，「選択・集中型事業展開への
転換」の三つの柱と特別改革の実現に向け，全庁挙げて取り組む。

7 メールマガジン発行事業  総務部広報課
　広く宮城をＰＲしイメージアップを図るため，県政の最新情報やお出かけ情報などを紹介する宮城県
メールマガジン「メルマガ・みやぎ」を発行する。

8 県庁参観デー  総務部広報課 　県政に対する理解を深めていただけるよう，職員による講座，庁内見学などを行う。

9 宮城県沖地震対応総合図上訓練  総務部危機対策課
　宮城県沖地震を想定し，全庁的に図上訓練を実施することにより，大規模災害時における本県の組織
的対処能力の向上と各種防災機関との有機的連携の強化を図る。

10 ６．１２総合防災訓練  総務部危機対策課
　職員の災害対応力の向上，さらには迅速かつ的確な災害応急対策活動を行うため，全庁的な体制で
災害情報収集，伝達訓練を行う。

11 MIDORI操作研修  総務部危機対策課
　大規模災害発生時に全県の被害状況を迅速かつ正確に把握することを目的とした総合防災情報シス
テム（MIDORI）の操作研修を実施し，市町村・地方振興事務所・各部局主管課の職員がスムーズに操作
できる体制づくりを行う。

12 プロ野球活用情報発信事業  企画部企画総務課

　プロ野球の持つ情報発信力を最大限活用し県政情報を発信する。あわせて，球団の地域への浸透を
図る。
　日本製紙クリネックススタジアム宮城の大型ビジョンを使用し，観客に県政情報や地域情報等を発信
する「みやぎコマーシャルタイム」を実施。毎試合，９０秒のＰＲ映像を放映。
　県の広報媒体を利用し，積極的な球団関係情報を発信。

13
「みやぎブランド」首都圏浸透プロジェク
ト

 東京事務所
　「食材王国みやぎ」をはじめとする「みやぎの食」ブランドの確立を目指し，首都圏に立地する有名ホテ
ルや料理人などの「トップブランド」と連携したインパクトあるＰＲ戦略を展開するとともに，東京アンテナ
ショップ「宮城ふるさとプラザ」を効果的に活用した多彩なＰＲ活動を展開する。

14
「みやぎ大好き！首都圏応援団」プロ
ジェクト

 東京事務所
　首都圏で展開する様々な分野・業態の方々から宮城県を有形無形の支援をいただく「みやぎ大好き！
首都圏応援団」の「団員」を広く発掘する。

15 農村と都会の仲人プロジェクト  東京事務所
　東京事務所が縁結び役となり，県内市町村と都内市区町村等との様々なコラボレーションを演出す
る。

16 移住・交流推進事業  企画部地域振興課

　人口減少が進み地域活力が低下する中で，本県への移住・交流人口を拡大し地域の活性化を図るた
め，県ホームページにおける移住・交流関連情報の内容充実を図るとともに，移住希望者からの問い合
わせに迅速かつ適切に対応するため，庁内関係課との連携を密にするなどし，情報提供の拡充と受入
体制の整備を行う。

17 地域すけっと隊（地域担当制）  企画部地域振興課
　市町村等による地域づくり活動に職員も企画段階から参画して取組を支援するほか，補助金，助成
金，アドバイザー等の各種情報提供を行い，地域の活性化に向けた，主体的・自立的な地域づくり活動
を推進する。

18 地域づくり情報提供事業  企画部地域振興課
　各種助成制度やイベント情報など地域づくり関連情報をホームページで総合的に提供し，市町村や団
体等の地域づくり活動を支援する。

19 公共交通活性化モニター事業  企画部総合交通対策課
　県内在住の公共交通利用者をモニターとして委嘱し，課題・問題点や交通に関連して設定したテーマ
に関する意見を年２回報告してもらう。

20 新宮城県ＩＴ推進計画の策定 新  企画部情報政策課
　現行の宮城県IT推進計画の推進期間が平成２０年度で満了することから，本県のＩＴ施策推進のため
の行動計画となる新たな宮城県ＩＴ推進計画を策定する。

21 ＨＡＣＣＰ定着事業
 環境生活部
 　食と暮らしの安全推進課

　営業者による自主的な衛生管理の向上を図るため，平成16年度からＨＡＣＣＰの衛生管理手法を取り
入れた「みやぎ食品衛生自主管理登録・認証制度」を普及啓発している。平成20年度は，営業者に対し
食品衛生法施行条例の改正に伴う新管理運営基準の遵守を指導し，併せて自主管理制度のなお一層
の普及を図る。

22
輸入生かき偽装防止特別監視員調査
事業

新
 環境生活部
 　食と暮らしの安全推進課

　輸入生かきの混入・偽装を防止し，宮城のかきの信頼回復を図るため，宮城県産食品に係る適正表
示協会制度に基づき設立された「宮城県産生かき適正表示協会」に加盟する県内の生かきを取り扱う仲
買・袋詰め業者を対象に，輸入生かき偽装防止特別監視員（オイスターGメン）として任命された職員が
調査を実施する。

23 多重債務問題対策の推進 新  環境生活部生活・文化課

　「宮城県多重債務問題対策会議」（H19設置）を開催し，仙台弁護士会，宮城県司法書士会，国など関
係機関と連携しながら多重債務問題対策に取り組む。
　県，市町村等の相談窓口を広く周知，広報するとともに，「多重債務者相談マニュアル」（H19作成）を
活用して相談対応機能の充実に努めるほか，多重債務に陥らないよう普及啓発を行う。
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取組の名称 新規 担当部署・機関 内　　　　容

24
地球温暖化防止実行計画進行管理事
業

 環境生活部環境政策課
　県が事業者・消費者の立場で率先して環境負荷の低減に取り組むため，県の施設へのＥＳＣＯ事業の
導入など宮城県環境保全率先実行計画（第３期）を推進する。

25
自然エネルギー地産地消導入促進モ
デル事業

 環境生活部環境政策課

　地域における行動主体や各種資源を把握し，複合的に組み合わせる先導的なモデル事業を行うこと
で，地産地消型のエネルギーの利用を高め，持続可能な地域社会の確立を目指す。
　平成20年度は，パートナーシップ会議を開催し，地域における取組支援及び普及啓発を行うとともに，
自然エネルギー地産地消の取組を県内に波及させるため，県民，市町村等を対象とした自然エネル
ギー地産地消フォーラムを開催する。

26
グリーンな地域社会構築に向けての実
践プロジェクト事業

 気仙沼保健福祉事務所
　幸せの黄色い島ネットワーク会議を引き続き開催し，大島地区の循環型社会の形成とＮＰＯの安定的
なＢＤＦ生産量を確保する。菜の花ロードの整備，菜の花を使った特産品の開発や環境体験学習のサ
ポートを行う。

27 循環通信の発行  環境生活部資源循環推進課
　県内外の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）の推進施策や事業者，ＮＰＯなどの取組を紹介するメール
マガジン「循環通信」を月１回発行する。

28 マイバッグキャンペーンの実施  環境生活部資源循環推進課
　毎年１０月の「３Ｒ推進月間」に，県内市町村や事業者団体，ＮＰＯと連携し，レジ袋の削減のための県
民運動である「マイバッグキャンペーン（環境にやさしい買い物キャンペーン）」を実施する。

29 業種別エコフォーラムの展開  環境生活部資源循環推進課
　県内事業者の３Ｒ推進の取組を支援するため，小売業など業種毎の３Ｒ推進ネットワーク組織（業種別
エコフォーラム）の構築やその活動を支援する。

30 「メルマガさんぱい」の発行 新  環境生活部廃棄物対策課 　廃棄物処理に関するさまざまな情報等が満載のメールマガジンを月1回発行する。

31 排出事業者向け出前講座 新  環境生活部廃棄物対策課
　産業廃棄物の排出事業者を対象に，職員が出向き廃棄物処理の基本ルールについて講座を開催す
る。

32
傷病野生鳥獣フォスター・ペアレント事
業

 環境生活部自然保護課
　ボランティア等による傷病野生鳥獣の一時飼養を円滑に行うため，県民（個人，企業等）に対し，余っ
たり不要となった食材で飼養鳥獣のエサとなるものの無償提供を呼びかけ，ボランティア等の負担軽減
を図るとともに，鳥獣保護及び傷病鳥獣救護に対する県民の理解を促進する。

33
みんなでやれるっちゃ・宮城のみどりづ
くり事業

 環境生活部自然保護課

　2005年にプロ野球新球団「東北楽天ゴールデンイーグルス」が仙台に誕生し，野球を通じた新たな地
域文化が芽生えつつある。これを機会に県では，同球団の活躍と野球文化とみどりの文化の末永い隆
盛を願い，県内の企業から苗木の提供をいただき，県民の森を始め，県内各地にバットの原木となるア
オダモなどの広葉樹の森「みやぎバットの森」を育てていく。

34 みやぎの里山林協働再生支援事業  環境生活部自然保護課
　里山林を所有しているものの保育が十分に行えない森林について，社会貢献を希望する企業，団体等
に対し，緑化活動が行えるフィールドとして使用できるよう，県が斡旋し，企業，団体等と森林所有者が
協定を締結し，多様な主体による里山林を整備し再生を図る。

35 山岳環境サポート事業  環境生活部自然保護課

  県内の山岳地域にある国定公園や県立自然公園の風致景観・生態系を保全するため，山岳関係団体
やＮＰＯの会員を山岳環境指導員に委嘱し，登山者や観光客への適正な利用の周知や指導，現地情報
の収集を行う。
  併せて，各地域の山岳関係団体やＮＰＯ法人との自然環境保全に関する協定の締結を進め，団体が
行う山岳環境サポート事業の実施を推進することとしている。

36
自然とのふれあい活動情報支援バンク
事業

  環境生活部自然保護課

  県内各地で行われている自然観察会など自然とふれあう行事について紹介する「みやぎ自然ふれあ
いの森」を県ＨＰに掲載し，県民ニーズに応じた最新の情報提供を行う。
  また，平成１８年度まで県が実施していた，障がい者に自然とふれあう機会を提供する「ネイチャー・
フィーリング」で得た開催ノウハウやボランティア講師の情報を提供し，各種団体が実施する自然とのふ
れあい事業を側面的に支援している。

37 男女共同参画相談等支援者養成事業 新  環境生活部男女共同参画推進課
　家庭や職場，地域などでさまざまな困難や悩みに直面した相談者に対して男女共同参画の視点から，
相談者の抱える悩みの解決に向けた支援ができる相談員を育成するため連続講座を開催する。

38 有害図書に関する規制強化 新  環境生活部青少年課
　青少年健全育成条例における「有害図書類の自動販売機」について，パブリックコメントを行い，その
結果を参考に定義を明確化させ規制を強化する。

39 親子支援フレーッフレーッ事業 新  仙台保健福祉事務所
　 市町村が主催する児童虐待等事例検討会への参加や必要な研修の機会を設ける等の技術支援を通
じて，市町村保健師等担当者の母子保健関係のスキルアップをめざす。

40 みやぎＯＴ・ＰＴ・ＳＴ合同就職説明会 新  リハビリテーション支援センター
　地域リハビリテーションの重要な担い手であるリハビリテーション専門職（作業療法士（ＯＴ），理学療法
士（ＰＴ），言語聴覚士（ＳＴ））の本県への就職及び定着を促進するために，県内への就職を希望する学
生等を対象に，採用希望施設（病院・老人保健施設等）と就職希望者が面談する場を設ける。

41
障害者就労継続支援事業所等支援事
業

新  大崎保健福祉事務所

　障害者自立支援法の施行に伴い，従来の小規模作業所は就労継続支援事業所に移行するところが
多いことから，移行のための支援を行う。
　また，利用者は障害の程度により様々な課題を抱えていることから，市町や事業所等からの要請に応
じて，職員を派遣するなどの支援を行う。

42 地域医療医師登録紹介事業  保健福祉部医療整備課

　医療整備課内に「宮城県地域医療医師無料職業紹介所」を設置し，県内自治体病院・診療所の求人
情報を登録するとともに，現在病院に勤務している医師のほか，定年後の医師，育児等で臨床を離れた
女性医師等を含め，地域医療に関心を持つ医師を対象に，希望条件を登録し，県が無料で勤務に至る
までの斡旋等を行う。

43
保健福祉事務所アクティブ出前講座事
業

 各保健福祉事務所
　保健福祉事務所（保健所）が持つ機能を最大限に活かし，たばこ教育・エイズ・感染症・献血・薬物乱
用防止などの出前講座などを積極的かつ効果的に実施する。

44
元気シニアのイキイキ生活応援メ
ニュー普及事業

 保健福祉部長寿社会政策課 　団塊の世代を含めた元気シニアが活躍できる場の情報提供を行う。

45
認知症サポーター１００万人キャラバン
推進事業

 保健福祉部長寿社会政策課
　認知症に対する正しい知識を普及し，身近でサポートできる人材を育成するため，住民講座の開催を
推進する。

46 地域福祉サービス拠点支援事業  保健福祉部地域福祉課
　地域福祉の拠点を目指して地域に密着した総合的なサービス提供を行う意欲のある事業所に対して，
地域密着型サービスの在り方の検証や運営ノウハウの提供などにより，地域生活を支える仕組み作り
に向けた取組を支援する。
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取組の名称 新規 担当部署・機関 内　　　　容

47
精神障害者社会適応訓練（職親事業
所の拡大）

 各保健福祉事務所
　現在，就業意欲があるにも関わらず事業所が遠距離であったり，希望する職種に添わない等で数名が
待機状態となっていることから，精神障害者の就業の機会の拡大を図るため，事業所訪問，ＩＴの活用等
により新たな登録事業所の開拓を行う。

48
特定疾患更新時ふれあい事業（ほっか
ほっかサロン）

 登米保健福祉事務所
　毎年７月には約４００名の受給者が４日間に更新手続きに来所するが，療養生活に不安を抱いている
本人・家族が更新時の待ち時間，終了後にフロアーで音楽を聴いたり，おしゃべりをしながら心を和ませ
ることができるよう環境整備を行う。また希望があれば，個室で保健師等による療養相談も行う。

49

　
災害時要援護者支援事業  保健福祉部保健福祉総務課

　平成１８年度に県が策定した県災害時要援護者支援ガイドラインについて市町村職員へ説明会を開催
するなど，市町村が実施する個別マニュアルの作成に対し助言・支援を行う。

50
災害ボランティアセンター職員派遣体
制整備事業

 保健福祉部社会福祉課

　宮城県地域防災計画（震災対策編）に基づき，大規模災害時に，県・各市町村社会福祉協議会及びＮ
ＰＯ法人みやぎ災害救援ボランティアセンターが中心となって県レベル，市町村レベルの２段階に設置す
る災害ボランティアセンター(ボランティア受入調整組織)に対し，県が，その運営を支援するため県職員
を派遣する。

51 健康危機管理体制強化プロジェクト  各保健福祉事務所
　地震災害など地域住民の健康危機に対し，保健福祉事務所の機能を十分に発揮して速やかな対応を
図るため，対応マニュアルの整備，職員研修及び市町村・医療機関等を巻き込んだ模擬訓練の実施に
より健康危機管理体制を強化する。

52
「ボランティアさん・ご覧てぃあ（福祉関
係）」事業

 仙南保健福祉事務所
 栗原保健福祉事務所
 気仙沼保健福祉事務所

　管内の主に福祉関係のボランティアに関する情報を，社会福祉協議会と連携の上，保健福祉事務所
が積極的に情報収集し，ホームページ上で情報発信を行う。併せて，育児サークル，難病，在宅ホスピ
ス，災害等のボランティア育成のための底辺拡大を図る。

53 企業訪問強化プロジェクト
 経済商工観光部富県宮城推進室
 各地方振興事務所

　平成21年度までの３年間にわたって，地方振興事務所が実施してきた企業訪問活動を充実強化し，企
業の現状やニーズの把握・発掘，相談への対応を的確かつ迅速に展開し，富県宮城の実現に向けた産
業活動を支援する。

54
地域資源を活用した創意ある取組を行
う中小企業への支援

 経済商工観光部富県宮城推進室
 各地方振興事務所

　地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・市場化を行おうとする中小企業の事業活動を促進
し，地域経済の活性化を図ることを目的として，地域産業資源を指定した基本構想の見直しを行うととも
に，セミナー，企業訪問等による制度周知と地域産業資源活用事業の掘り起こし等の支援を行う。

55 嚥下訓練食等普及支援事業
 経済商工観光部新産業振興課
 保健福祉部健康推進課
 保健福祉部介護保険室

　今後，増加が見込まれる嚥下障害に対し，県内の病院，介護保険事業所・施設等の職員等を対象に
嚥下障害へのリハビリテーションの重要性の啓発・普及を目指した研修会を開催する。また，併せて嚥
下食普及連携会議を開催し関係者のネットワークのもとでの情報・意見交換等を継続し，嚥下障害者の
ＱＯＬ（生活の質）の向上と嚥下訓練食の普及を目指す。

56
試験研究機関保有特許の技術移転の
促進

 経済商工観光部新産業振興課
　経済商工観光部及び農林水産部の試験研究機関が所管する県有特許権等の特徴，適用分野，技術
内容などの情報を取りまとめ，ホームページ等で広く公開するとともに，随時情報の更新を行い，県有特
許権等の技術移転の促進を図る。

57 包括協定に基づく民間企業との連携  経済商工観光部富県宮城推進室
　総合商社等と包括協定を結ぶことにより，本県の中小企業の育成支援や本県産品の売り込みなどの
面で，企業が持つノウハウを活用し，新たな地域経済の振興を図る。

58
秋の行楽　みやぎ路誘客大作戦
～秋色満載みやぎ・やまがたの観光～

 経済商工観光部観光課

　「秋の紅葉」の時期に，東北自動車道の国見SA内に「秋色満載みやぎ・やまがた観光案内所」を開設
し，職員自らが紅葉スポットや温泉をはじめとする多彩な魅力を紹介するとともに，秋から冬に向けての
県内への観光客の誘致を図る。
　この取組に当たっては，山形県及びNEXCO東日本等の関係機関との連携によって実施する。

59 臨時観光案内所の開設  経済商工観光部観光課
　全国から本県を訪れる機会の多い各種のスポーツイベントや各種大会の会場内において，職員主体
の観光案内所を開設し，本県の観光資源のPRや観光スポットの案内を行う。

60
みやぎ海外ネットワーク形成事業
（Miyagi Alumni Association）

 経済商工観光部国際政策課
　海外在住の本県にゆかりのある外国人や海外にある県人会等を海外における情報の受発信点として
位置付け，本県のＰＲや入手困難な海外情報の収集を行うことにより，新たな人的なネットワークを形成
し，本県の経済施策や国際交流等の様々な事業に貢献できるよう取り組む。

61 みやぎ海外高度人財育成活用事業  経済商工観光部国際政策課 　地域産業を担う「国際人財」の育成確保に向け，県内在住の留学生等の地元への定着を図る。

62 職業訓練説明会の開催  白石高等技術専門校

　職業転換を必要とする離転職者等に対し，技能と知識を習得させ就職促進を図るほか，在職者への
新たな技能の追加付与により技能の向上を図っているが，訓練生の応募状況が思わしくないことから，
入校促進策として本校管内の白石・大河原公共職業安定所をはじめ他の公共職業安定所等の求職者
等に対し，「職業訓練説明会」を随時開催し，訓練生の確保に努めていく。

63 求職者データベース作成・運営事業  仙台高等技術専門校
　本校で職業訓練を受ける学生の就職を支援するため，求職者データベースを作成（訓練内容・免許資
格・自己ＰＲ等で個人を特定される情報を除く。）し，校のホームページで求人企業等へ求職する学生の
情報を積極的に提供する。

64 試験研究機関への視察見学者の案内
 各試験研究機関
 （経済商工観光部・農林水産部）

　経済商工観光部及び農林水産部への県内外からの視察希望者に対して，試験研究機関の概要説
明，施設・ほ場等の案内や，試験研究の専門情報についての解説を行う。

65 包括協定に基づく東北大学との連携 新  農林水産部農林水産政策室
　東北大学と連携協力協定を結び，農林水産業や食産業の振興の他，共同での試験研究等により地域
に密着した成果の実現を図るとともに，中小企業の育成支援や新たな産品の開発等，大学が持つノウ
ハウを活用し，新たな一次産業の振興を図る。

66 地域食材発掘・販路拡大事業
 農林水産部食産業振興課
 各地方振興事務所

　地方振興事務所と市町村が連携し，「食材王国みやぎ」を具現化する地域の特色ある食材を発掘する
とともに都市部での販路開拓の可能性を探るため，県庁１階のフロア等を活用したテストﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞを定
期的に実施する。
　また，各圏域においてもその地域の産品について，ＨＰや紙面等を通じたＰＲ活動を行う。

67
食材王国みやぎフードセールスレップ
（販売代理人）事業

  農林水産部食産業振興課
　首都圏小売事情に精通している(社)日本セルフ・サービス協会（以下「セル協」）スタッフが首都圏小売
店バイヤー等に商談（きっかけづくり）に行く。県内食品メーカーは，「商品説明書」をセル協に提出し，県
は県内食品メーカー情報をセル協に提供する。

68 新規就農者定着促進事業  農林水産部農業振興課
　みやぎ農業研修生滞在施設を利用して研修と営農開始を希望する者に対して，登米市をモデルとし
て，登米市，（財）みやぎ農業担い手基金及び県三者の既存事業を有機的に連携・活用し，就農定着に
向けた総合的な支援を行う。

69 集落営農組織支援活動 新
 農林水産部農業振興課
 各地方振興事務所

　各地方振興事務所農業振興部内に既存職員による支援チームを設置し，品目横断的経営安定対策
に加入した集落営農組織を対象に，運営方法や新規部門導入などについて個別具体にチーム員の企
画，実践力など人材力を発揮し，地域と密着，協働して活動を展開する。

70 民間企業等の農業参入相談事業 新
 農林水産部農業振興課
 各地方振興事務所

　農業への参入を希望する民間企業等からの相談に対応するため「農業参入相談窓口」を設置し，参入
する際の関係法令や各種制度について情報提供を行うとともに必要な助言指導を行う。
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取組の名称 新規 担当部署・機関 内　　　　容

71
農業資源利活用支援事業
「バイオマス・アドバイザリーチーム」

 農林水産部農産園芸環境課
　新たな地域資源の利活用による地域産業活性化に向け，地域からのバイオマス利活用の相談に対し
て，県関係課の担当者が機動的にチームを編成し，助言・指導を行っていく｡

72 農薬適正使用推進員制度  農林水産部農産園芸環境課
　農薬関係法令及び使用方法の遵守等に積極的に取り組む農業者等を「農薬適正使用推進員」に認定
し,他の農薬使用者への的確な助言・指導等を行ってもらうことにより，農薬適正使用の普及啓発を図
る。

73
国営土地改良事業負担金償還対策事
業

 農林水産部農村振興課

　国営土地改良事業負担金に係る農家及び県の金利負担の軽減を図るため，関係土地改良区，県土
地改良事業団体連合会と連携し，金融機関等からの低利資金の調達により，国への繰上償還を推進す
る。本来，国営土地改良事業の償還方法は法で定められており，２年据置１５年元利均等年賦払い金利
５％で金利負担が大きいため，低利資金への借換支援を行う。

74
農村地域福祉連携型協働活動支援事
業

 農林水産部農村振興課
 各地方振興事務所

　耕作が放棄されつつある農地等の営農活動維持と社会福祉施設に入所している障害者の自立支援
に向けた雇用確保等双方向のニーズに対して，地域住民と障害者が協働により営農・援農活動を持続
的に行う体制づくりを整備するとともに，その協働活動の支援に向けて，地域住民の意識啓発，ニーズ
等の情報収集を行う。この取組により，農地等が魅力ある農村地域資源として維持保全され，農村地域
の活性化が図られるとともに，障害者が自分らしく生活できる環境が創出されることによって，自立支援
に繋がっていくことを目差す。

75 農業農村リサイクル推進支援事業
 農林水産部農村振興課
 農林水産部農村整備課
 各地方振興事務所

　農業生産及び農業農村整備事業での間伐材やリサイクル製品等の積極的な活用，利用促進の支援
等により，農村部での資源循環を推進する。
○農業農村整備事業におけるリサイクル資材の積極的な導入
○間伐材等地域資源の利活用の推進
○たい肥の利活用による地域資源循環の推進

76 水土里の路ウォーキング支援事業
 農林水産部農村振興課
 各地方振興事務所

　今までに造成した農業水利施設の役割や効果について幅広く県民に知ってもらうため，農村地域や市
街地にある農業水利施設を中心とした散策コースや，郷土食や郷土工芸品づくり，農作業体験等を組み
込んだ体験コース等のマップ作成や企画立案を行い，ＪＲ東日本や各地域が主体で行うイベントとの協
働活動の支援を行う。

77 みやぎの田園環境教育支援事業
 農林水産部農村振興課
 農林水産部農村整備課
 各地方振興事務所

　農村環境についての写真展，環境と共生する農業・農村づくりを探るための研修会の開催，及び小学
校の総合学習や「田んぼの学校」など体験学習を実施する子供会等の要請に応じ，農業・農村の多面
的機能の説明，生きもの調査の指導等を行う講師として職員を派遣する他，親子移動教室の開催によ
る農村地域の人々とのふれ合う機会を創出することにより，農業・農村の持つ魅力や農業農村整備事
業について，県民の理解を広く深める。

78
農業・農村県民意識実態調査基礎事
業

 農林水産部農村振興課

　農業・農村が県民に享受している「ゆとり」や「やすらぎ」，また，快適性等の機能やその効果につい
て，県民の意識や理解度を把握し，評価指標の検討を行うとともに，今後の農業農村整備の展開を図っ
ていく上で，農業・農村の役割や魅力を明示するための，県民意識実態調査に向けた基礎的な資料収
集活動を行う。

79
各種交流施設の利用率向上，改善に
関する活動

 農林水産部農村振興課
 農林水産部農村整備課

　過去に補助事業で整備した交流施設等の利用向上に向けた活動を行う。
　運営主体とヒアリングを行い，情報発信やイベント企画について指導，助言を行うほか，県等のホーム
ページへの掲載，七夕まつり等の県ＰＲコーナーでの各施設ＰＲパンフレット配布等を行う。

80 農業水利施設機能診断指導事業
 農林水産部農村整備課
 各地方振興事務所

　県内の農業水利施設（ポンプ場，頭首工，水門等。但しダム，ため池，水路は除く）は約４千施設にの
ぼり,　約６割の施設が標準耐用年数を超過し更新時期を迎えているため,　適時適切な機能診断と予防
保全対策に取り組み既存施設の長寿命化を図る必要がある。
　そこで，職員自らが施設管理者及び関係機関と協働して施設機能診断（１次）を行い，必要な整備補修
等の予防保全対策の取組について，施設管理者への指導・支援を行う。
　具体的に，
①農業水利施設管理台帳を基に，機能低下が懸念される施設を特定して機能診断計画書を作成。
②各地方振興事務所施設管理担当職員自らが聞き取りや目視（一部計測）を中心に施設機能診断（一
次）を行い,　「機能診断カルテ」を作成。
③機能診断カルテに基づき，必要な対策の取り組み等について施設管理者に対し指導・支援を行う。

81 みやぎの木づかい運動  農林水産部林業振興課
　県内の森林資源を有効に活用するため，市町村や関係団体・企業等と連携し，木材（県産材）の利用
の意義について県民の理解を高め，県産材の利用促進を図る県民運動として展開する。（「みやぎ材利
用拡大行動計画」に基づく県産材の利用推進・各種コンクール・フェアの開催等）

82 林業後継者育成事業  農林水産部林業振興課
　林業後継者や将来林業の担い手となる青年等を対象にして、森林林業に関する知識・技術の習得を
図るとともに、林業後継者団体の取り組みに対して支援を行う。

83
利用間伐推進等による多様で健全な森
林づくり支援

 農林水産部林業振興課
 各地方振興事務所

　間伐を推進するため，間伐必要森林の検索・調査等により間伐を促す間伐ローラー作戦の実施や間
伐方法・経費等について分かりやすい間伐診断書を作成して間伐を進める間伐診断活動等を実施す
る。
　併せて間伐材の利用を進め，地域林業振興及び地球温暖化対策として二酸化炭素吸収源である森林
の整備を強力に支援する。

84 わたしたちの森づくり事業  農林水産部森林整備課
　森林・林業及び地球環境保全についての問題を捉える機会を創出すること，並びに森林の整備を促進
することを目的として，森づくり活動等を行う団体や企業と協定を締結し，団体等に活動のフィールドとし
て県有林を提供する。更に希望があれば，森の命名権を有償で譲渡する。

85 漁業後継者育成事業  農林水産部水産業振興課
　漁業生産の担い手確保と中核的漁業者並びに意欲ある青年・女性漁業者及び漁業後継者団体の自
主的活動への支援及び資質の向上を図る。

86
みやぎの漁港ストックマネージメント事
業

新  農林水産部水産業基盤整備課
　宮城県管理の漁港は，施設の老朽化により更新を必要とする施設が増加している。施設の長寿命化
を図りつつ，ライフサイクルコストを低減する対策を実施するための漁港施設の簡易調査を行う。

87 農業技術にかかる主催研修会の開催
 農業・園芸総合研究所
 古川農業試験場
 畜産試験場

　農業生産者や営農指導者等を対象として，農業にかかる最新の試験研究成果や技術情報について，
専門分野ごとに年数回ほど開催し，担当の研究員が講師となって解説，伝達する。講義とともに試験ほ
場で実際の状況を見聞して新しい技術や品種についての研修を行う。

88
農業関係試験研究機関研修員の受入
れ

 農業・園芸総合研究所
 古川農業試験場
 畜産試験場

　農業実践大学校の卒業生など地域農業の中核的担い手やそれを志向する方の中からとくに希望のあ
る方を試験研究機関の研修員として，1か年を期限として受け入れる。試験研究業務を手伝いながら最
新の技術と知識を修得し，ひいては本県農業の発展に寄与することを目的とする。

89 試験研究機関への要望課題の募集  農業・園芸総合研究所
　農業試験研究機関で実施してほしい試験研究テーマを県内（ホームページや関係課，地方振興事務
所を通して）から通年募集する。応募されたテーマは，年1回6月に実施可否，既存成果での対応可否等
について評価し，さらに県施策，予算や優先度合い等を調整して新たな試験研究課題とする。

90
幼稚園児等の「いも堀り遠足」の受入
れ

 農業・園芸総合研究所
　幼稚園児・保育園児が自然に親しみながら農業への理解と食物への関心を深め，収穫の喜びを体験
できるように，毎年6月に職員が総出でさつまいもの苗を畑ほ場に植え付け，秋に5,000名ほどの収穫体
験者を受け入れる。

91
宮城県稲作情報ネットワークによる情
報提供

 農業・園芸総合研究所
 古川農業試験場

　稲作に関する試験研究情報や様々な役立つ情報を効率的に取得できるよう，水稲生育予測，水稲生
育メッシュモデル，水稲生育ライブカメラ画像，水稲生育予測モデルのダウンロード等について，所の
ホームページに試験的に掲載する。
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92
「普及に移す技術」や「試験研究だより」
等のホームページへの掲載

 農業・園芸総合研究所
　農業試験研究機関の成果，PR等の伝達手段として「普及に移す技術」，「試験研究だより」，「PRパン
フレット」を所のホームページに掲載して，広く利用者，読者の便宜を図る。

93
既存の情報手段を活用した病害虫情
報の効率的な提供

新  病害虫防除所
　既存の情報手段（携帯電話等）を使用して，病害虫情報を伝達する手法を検討し，情報の効率的な提
供を図る。

94
大河原管内農地・水プロジェクト体制支
援

 大河原地方振興事務所
　経営所得安定対策等の農地・水・環境保全向上対策について，所内に農地・水プロジェクト体制を設置
し，管内市町における県窓口担当を設けるとともに，モデル地区に対する活動組織支援を行うなど，より
質の高い地域活動となるよう支援する。

95 仙南地域農山村景観写真広報活動  大河原地方振興事務所
　農業の営みを通じた田園風景や農山村の持つ豊かな自然，地域の歴史や伝統文化など，「仙南地域
の美しい農山村景観」を，写真展示等による広報活動を行うことにより，農業・農村の多面的機能の理
解向上とともに，仙南地域の新しい地域資源として観光産業にも寄与することを図る。

96 地域企業支援  大河原地方振興事務所
　商工業者等による異業種交流組織「ﾌﾞﾙｰｽｶｲﾈｯﾄ」及び商工会や工場等連携組織による「仙南地域地
域企業振興連絡協議会」の事務局として，それぞれの組織運営や新規事業の創出或いは商工業の活
性化を図るため，各会員の企画による交流会や経済セミナー等各種研修会を開催し，企業支援を行う。

97
県外観光案内所等を活用した観光・イ
ベント情報等情報発信支援事業

 大河原地方振興事務所
   山形県置賜総合支庁，福島県県北地方振興局・相双地方振興局や管内市町と連携し，管内で行われ
るイベント等のチラシや観光パンフレットを各地域の観光案内所等へ広域的に配架し，管内の観光に関
する情報発信を支援する。

98 仙南地域観光キャンペーンin仙台駅  大河原地方振興事務所
   みやぎ蔵王三十六景をはじめとした豊かな仙南の地域資源を活かし，管内市町観光協会等と連携し
て，仙台駅２階コンコースを会場に仙南の魅力を伝える観光ＰＲを行い，誘客を図る。

99 原油価格高騰に伴う営農相談活動 新  大河原地方振興事務所
　営農活動に不可欠な軽油等燃料の高騰や各種農業資材の値上げなどによって，多くの農業経営体で
は経営環境が厳しさを増していることから，技術情報の提供や融資制度の紹介などを通じて，営農活動
の健全化に資する。

100 “伐って未来ﾝ”仙南の森づくり事業  大河原地方振興事務所
　仙南地区の市町村・森林所有者・林業事業体等が一体となって，事業箇所の集約化・団地化を進め，
森林整備事業等補助事業の有効活用や収益性の高い利用間伐等を総合的に組み合わせながら，収益
性の確保を図りつつ次世代に繋がる美しい仙南の森づくりの推進を図る。

101 林業情報誌「竹とんぼ」の発行  大河原地方振興事務所
  仙南地域における森林・林業に関する総合情報発信として，地域の林業関係者による取組や新たな林
業技術の紹介，林業行政の取組について広く一般にＰＲするため，年３回発行する。

102 「あきんど塾」支援事業  仙台地方振興事務所
　大型店の進出で衰退している商店街の賑わい回復を図り商店街としての持続的な運営方法の構築を
支援するため，関係機関と連携し，商店主等を対象にしたワークショップや研修会を開催する。

103
塩竈・松島地区をステージとした富県宮
城の実践

新  仙台地方振興事務所
　本県最大の観光地である松島湾一帯の観光客入り込み数の減少・停滞，また，水産業をはじめ低迷
する産業界の現状を鑑み，地元市町・関係者との連携により広域的な対策を探り，地域産業の活性化を
図る。

104
観光案内所を活用した観光・イベント情
報等情報発信支援事業

 仙台地方振興事務所
　管内にある観光案内所（公共施設）と連携し，管内各市町村で行われるイベント等のちらしや観光パン
フレットを広域的に配架することにより，管内の観光に関する情報発信を支援する。

105 仙台地域食材ＰＲ事業  仙台地方振興事務所
　地域食材の利用拡大と地産地消を推進するため，調理師団体，食情報誌等へ定期的に食材情報を発
信する。また，既存小売店の集客力を活用し，アンテナショップ機能を持った販売会を実施する。

106 みやぎ食材伝道士事業 新  仙台地方振興事務所
　生産者と料理人が農作業をとおして交流を深め，地元食材への関心を持っていただき地域食材の利
用を推進する。また，一定の品目について実習を終えた料理人を「みやぎ食材伝道士」に認定し，地産
地消を推進する。

107
農業後継者による仙台市立鶴谷養護
学校「鶴養バザー」協力活動への支援

新  仙台地方振興事務所
　仙台地区４Ｈクラブ連絡協議会が，昭和５５年から仙台市立鶴谷養護学校のバザーに，クラブ員が生
産した野菜等を出品し売り上げの一定額をチャリティー目的としており，その活動・運営に対して支援す
る。

108 農家の先生派遣事業 新  仙台地方振興事務所
　田植え，収穫作業等，農業体験や小中学校の学習要望に応じて，農業や食への理解を深めるため，
管内農業士，青年農業士などが講師となり，職員がサポートして各種要望への対応を行う。

109 パソコン簿記相談会の実施 新  仙台地方振興事務所
　農業経営の発展を目指す農業者等を対象にして，パソコン簿記記帳や決算書の見方・活かし方，資金
繰り表作成及びライフプランも含めた中長期計画の作成等の支援を月１回～２回程度実施（７月～２月）
する。

110
亘理・名取地区の若い農業後継者の育
成

新  仙台地方振興事務所
　亘理・名取地区は，いちご等の農業後継者の就農が比較的多い地区である。そこで，若い農業後継者
等で組織されている農村青少年クラブ（4Hクラブ）の活動を通じて仲間づくり等が効果的に行われ，後継
者が定着するよう指導・支援する。

111
田んぼの学校「みんなで田んぼにいっ
てみよう！」支援事業

新  仙台地方振興事務所

　管内の小・中学生を対象に，地域の水田や水路，ため池，里山などを環境学習の場と位置づけ，田ん
ぼに棲む生きもの調査や農業用水利施設の見学会等，農業農村のいろいろな働きや大切さを理解する
ための体験型出前講座を開催する。本取組により，農業農村整備事業により整備された農地や施設，
地域の産業や農業農村の持つ多面的機能等への理解を深めてもらうとともに，環境に対する豊かな感
性と見識を持つ人の育成を目指す。

112
「みんなで守る我が町のきれいな海
岸！」推進事業

新  仙台地方振興事務所

　日本三景松島湾に位置している県管理の農地海岸｢手樽海岸（松島町）｣は，海とのふれあいを求める
観光客や町民のレクレーションで賑わう海浜公園であるが，近年，台風や高潮時の漂着物が景観を損
ね，悪臭等環境悪化が問題となっている。そこで，町や地域の水土里ネット，農・漁家や住民，小中学
校，ＮＰＯ，ボランティアと協働で海岸の清掃活動を実施し，良好な環境保全を推進する。

113
仙台地域｢農業水利施設ストックマネー
ジメント｣推進事業

新  仙台地方振興事務所

　仙台管内の頭首工や用排水機場等の農業水利施設は，老朽化が進行し，近年，更新を必要とする時
期を迎える施設が増加している。この増加する更新需要に対して，施設の長寿命化を図るため，市町村
や水土里ネット等施設管理者と連携し，施設機能診断（一次）の実施など，適時適切な予防保全対策を
推進する。

114
間伐の推進と間伐材の利用促進に向
けた取組への支援

新  仙台地方振興事務所

　森林所有者に対し団地化による低コスト間伐の実施に向け，森林簿データーによる対象地の検索や
現地調査，森林組合等による見積書の提示など具体的な提案により間伐を推進する。また，間伐材の
利用促進を図るため，土木用資材等の商品化に向け宮城南部流域森林・林業活性化センター仙台支部
を支援する。

115 ゆりりん愛護会活動支援（名取市閖上） 新  仙台地方振興事務所
　名取市閖上地域で海岸林の火事跡地を地元住民・学校・林業関係者が連携し，植栽・下刈等の復旧
活動を通じて，地域全体で「地域の自然を守り愛する心」，「地域に奉仕する心」を持つ子供達を育成す
る活動への指導・支援を行う。
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116 海の先生派遣事業  仙台地方振興事務所
　海及び水産業に関する体験学習や小学校等の学習要望に応じて，海の理解を深めるため，管内漁業
士が講師となり，職員が補佐し，県民への対応を行う。

117
利用者との連携による塩釜漁港の環境
美化の推進

 仙台地方振興事務所
　特定第三種塩釜漁港を利用する漁業者，流通関係者，遊漁業者等の連携を図り，漁港の適正利用推
進のための環境美化を推進する。

118 「消費者への啓発」活動事業  大崎地方振興事務所
　消費者被害の防止を目的に，県民への情報提供を行う。
　・地元新聞「大崎タイムス」の「くらしの話題」シリーズ掲載

119 大崎地方の地産地消推進事業  大崎地方振興事務所
　大崎地域の農林畜産物及びその加工品について，パネル等により展示紹介するとともに，即売会を開
催し，地産地消に役立てる。

120 大崎ふれあい市事業  大崎地方振興事務所
　大崎地方の農産物や加工品等のＰＲと消費者との交流を図るため，加工連古川支部を中心に，毎年
春・秋の２回，仙台市勾当台公園市民広場において開催する。

121 「田んぼで学ぼう！」支援事業  大崎地方振興事務所

　環境形成に多大な影響を持つ農業農村の働きと大切さについて理解を促すとともに，環境に対する豊
かな感性と見識を持つ人を養成するため，農業農村整備事業実施地区周辺の子どもたちを対象に，学
校や子ども会等と連携しながら，様々な生きものの捕獲など農業農村の多面的機能に触れる体験活動
を企画・提供する。

122 大崎の山づくり促進啓発事業  大崎地方振興事務所
　林業経営の収益性向上に欠かせない間伐の推進を図るため，森林所有者や林業事業体に対してそ
の実施を働きかける「間伐ローラー作戦」活動，情報紙による森林整備に関する情報提供及び間伐の低
コスト化に向けた技術指導等を行う。

123
大崎地域森林学習支援事業
（おおさき山がっこ情報バンク）

 大崎地方振興事務所
　小学校が環境教育の一環として実施する森林・林業に関する体験学習を支援するため，「サポーター」
として登録している地域の住民の派遣や学習プログラム・フィールドの設定・提供を行う。

124 大崎の森を育む木づかい運動 新  大崎地方振興事務所
　優れた環境素材である木材（県産材）の利用促進を図ることで地域の森林整備につなげるため，管内
市町と県各機関による利用推進体制を構築するとともに，セミナーの開催や木の良さに関する県民への
普及活動を行う。

125 栗原合同庁舎つきまつ金曜市の開催  栗原地方振興事務所
　地元の生産者や加工連等が地産地消拡大のために，地域の地場産品等を販売するなど，自らの活動
が推進出来るよう支援するため，毎月月末の金曜日に合同庁舎１階県民ロビーを解放して，つきまつ金
曜の市を開催する。

126
栗原管内官公署・公的民間団体連絡
会議開催事業

 栗原地方振興事務所

　栗原地域の一層の発展に寄与するため，栗原市内に所在する官公署及び公的民間団体が相互の連
携を図りながら情報の共有化や意見交換等を行う。
　設　立：　平成１８年度
　事務局：東北電力(株)栗原登米営業所
　　　　　　　栗原地方振興事務所

127 栗原材フェア  栗原地方振興事務所

　森林の整備や木材の利用が地球温暖化防止に貢献することをアピールするとともに，栗原地域から産
出される木材・木製品等の普及ＰＲを行い，地域材利用の推進を図る。
　宮城北部流域森林・林業活性化センター栗原支部を支援して開催する。（栗原市産業祭りの中で開
催）

128 森林・林業情報誌の発行  栗原地方振興事務所
　栗原地域の森林・林業及び自然環境に関する情報を発信することにより，県民の方々に理解を深めて
いただくとともに，栗原地域の森林等に関心を寄せてもらい，森林整備や木材利用の促進等に資する。
　森林・林業情報誌「水車」を年２回発行するとともに，ホームページ上に掲載して常時閲覧可能とする。

129
栗原合同庁舎壁面活用による県行政
のPR事業

新  栗原地方振興事務所
　合同庁舎内の壁面を活用し，管内各事務所の事業内容やキャンペーン等について積極的にPRを行
い，県行政等の理解促進を図る。

130 登米版食材王国みやぎの充実  登米地方振興事務所
　平成１９年度に登米地方の食材をＨＰに掲載した。これを更に充実させるべく，各企業等に文書で照会
するとともに，各マスコミに情報提供することで，平成２０年１０月から１２月に開催されるＤＣで訪れる観
光客にアピールする。

131
セントラル自動車等の宮城県進出に伴
う事前準備事業

新  登米地方振興事務所
　セントラル自動車及び東京エレクトロンの宮城県進出に伴い，登米市及び関係団体と協働で，関係企
業の集積について検討する。

132 ミニ観光案内所の増加事業  登米地方振興事務所
　管内のミニ観光案内所は現在８ヶ所あるが，仙台宮城ＤＣを見据え，旧町単位に最低１ヶ所のミニ観光
案内所を９月末までに設置する。

133
地場農産物を学校給食に活用するた
めの検討会

新  登米地方振興事務所
　登米市，教育委員会，学校給食センター，ＪＡ，直売所など関係者を集め，より多くの地場農産物を学
校給食に活用するための検討を行う。

134 岩手・宮城県際連携事業  登米地方振興事務所
　岩手・宮城県際連携事業  岩手・宮城県際花めぐり紀行：県境を越えて，花をテーマとした大型施設を
有機的に結び，相互に連携を図りながら集客活動に取り組む。

135 人・企業・技術・歴史の紹介 新  登米地方振興事務所
　登米地域には，優れた人材や優れた技術を有する企業が多数存在するが，これらを紹介する機会が
なかったことから，当所ホームページで紹介する。

136 登米ＩＣを活用した地域振興事業 新  登米地方振興事務所 　平成２０年度内に完成する予定の（仮称）登米ＩＣを活用した振興策を検討する。

137 登米の名産品開発事業 新  登米地方振興事務所
　登米市及び宮城大学等とタイアップして，登米産品に直接名前を入れた名産品及び「登米産パッケー
ジ」を開発する。

138
水田経営所得安定対策(品目横断的経
営安定対策)の推進

新  登米地方振興事務所

　これまでの全農家を対象とした施策から，一定規模以上の認定農業者や集落営農組織に対して支援
する施策に転換したことに伴い，制度の推進を図ってきたが，19年12月に農業振興部，農業農村整備
部，畜産振興部，市，農協，土地改良区等で組織した「地区担い手支援チーム」を中心に，地区や経営
体の状況に応じた推進方向を常に検討しながら，制度啓発，集落営農組織の組織化，法人化等を支援
する。
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139 登米のエコファーマー育成支援 新  登米地方振興事務所

　登米地域の環境保全型農業の推進に向け，市産業フェスティバル等においてエコファーマー制度のＰ
Ｒを行う。また，エコファーマー取得を目指す農業者を対象に，化学肥料・農薬の低減に向けた技術体系
の実証展示を行い，その普及を図るとともに，ＪＡ部会単位に制度の説明会を開催し，エコファーマー取
得を支援する。

140 畜産環境保全の推進 新  登米家畜保健衛生所
　畜産環境保全の推進及び安全安心な市民生活の確保を図るため，市民から寄せられる畜産に起因す
る公害苦情に対して，家畜保健所・保健所・登米市の３者が連携して迅速に対応する。また，畜産公害
発生の未然防止のため，３者による定期的な家畜ふん尿処理施設の巡回調査を実施する。

141 地域獣医療のレベルアップ事業 新  登米家畜保健衛生所
　家畜事故率の減少による畜産物の生産性向上を図るため，獣医療業務に携わる臨床獣医師に各種
疾病等の情報を提供する。また，県の獣医師職員や臨床獣医師が遭遇した症例や獣医学的取り組みに
ついて報告検討会を開催し，地域獣医療の向上を図る。

142 ニュータイプきのこ産地化形成事業 新  登米地方振興事務所

　林業試験場で生産技術を開発したムラサキシメジ等のニュータイプきのこについては，露地栽培によ
る生産量の確保が難しいため，生産体制の整備及び技術の定着が必要である。生産者の増加が予測
されることから，関係機関との協力のもと，産地化に向けた技術指導・情報提供並びに販路開拓の推進
等を支援する。

143 地域材普及促進活動支援事業 新  登米地方振興事務所

　地域の住宅や公共施設等に積極的に地域産木材を利用していく仕組みづくりの活動を支援する。木
の良さや特性，木材利用の意義を啓発する目的で，宮城北部流域森林・林業活性化センター登米支部
等と連携し，林業や木材関連産業，住宅産業などの関係者を対象とした研修会や情報交換等を実施す
る。

144
「石巻地域」中小企業等との連携強化
による産業振興支援活動

 石巻地方振興事務所

　産業を中心とした地域振興に向け，圏域の企業を訪問（年間２００社程度）し，企業ニーズの把握や情
報交換により発掘した企業の抱えている課題解決（施設設備の整備，経営改善，販路拡大等）に向け，
本庁関係各課や支援団体等と連携調整を図るなど，企業の経営努力のバックアップと圏域産業界との
連携を強化する。

145 石巻地域産学官グループ交流会 新  石巻地方振興事務所
　石巻地域の企業・団体，石巻専修大学，石巻市，石巻商工会議所等により構成される「石巻地域産学
官グループ交流会」に参画し，連携して地域産業の活性を目指す。

146 石巻地域自動車産業集積支援事業 新  石巻地方振興事務所
　石巻地域の自動車産業集積に向け，石巻地域産学官グループ交流会自動車部会が行う自動車構造
やカーエレクトロニクス研修会等の取組を支援する。

147 移住・交流推進事業 新  石巻地方振興事務所
　人口減少，少子高齢化，過疎化が進み地域活力が低下する中で，地域活性化策の一つとして，交流
居住促進を啓発し，意識の醸成を図るとともに，具体的な受入体制を整備する。

148 離島における森づくり活動の支援 新  石巻地方振興事務所
　石巻市網地島における自然環境保護及び活性化を目的に，島民及び島外住民が主体となって実施さ
れる森づくり活動に対し，情報提供や関係機関との調整など必要な側面支援を行う。

149
牡鹿半島地域の民宿業者等よる滞在
型観光の推進支援

 石巻地方振興事務所

　牡鹿地域において滞在型観光を推進するため，牡鹿半島と金華山・網地島のホテル・旅館・民宿の有
志で組織された任意団体「牡鹿半島癒しの旅委員会」が県の誘導により平成１６年１１月に発足した。
　同委員会が目指す「牡鹿地域のＰＲと体験＆宿泊を組み合わせた新たな滞在型観光の推進」に向け
た自主的取組を支援し，離島・半島地域の活性化を図る。

150 石巻・登米圏観光連携推進支援
 登米地方振興事務所
 石巻地方振興事務所

　平成１７年９月に設置された石巻・登米圏観光連携検討会において，広域観光ルート「芭蕉・北上川紀
行」の策定，各市町の観光情報の共有化，物産販売等を活用した交流を進めてきた。今後は，広域観
光ルートを活用した取組とともに，引き続き情報の共有，物産販売等の交流事業を支援する。

151 石巻圏域誘客促進事業  石巻地方振興事務所
　平成１８年度事業で取り組んだ「ぐるっとマル得いしのまきキャンペーン」の成果を踏まえ，観光施設等
が連携した圏域への誘客と観光ＰＲの継続を誘導，支援する。

152
［いしのまき旬鮮市場］オンラインショッ
プ連携支援事業

 石巻地方振興事務所
　平成１５年１月に県事業により開設されたオンラインショップ「いしのまき旬鮮市場」出店者協議会の運
営及び参加店と他の食関係団体との連携・共同事業等を支援する。

153 石巻地域みやぎ寿司海道事業  石巻地方振興事務所
　みやぎ寿司海道石巻地域協議会が，“寿司の街”｢いしのまき｣の定着に向けて，｢観光施設，漁業関係
団体等との連携｣｢観光客への観光情報の提供｣｢石巻を象徴する寿司の創出｣の３本柱により展開する
取組を支援する。

154
ゆうパック連携いしのまき食材販路拡
大推進事業

 石巻地方振興事務所
　平成１７年度より，地域産品限定のゆうパックカタログを作成し，石巻地域の多彩な食材の県外に向け
販売促進・ＰＲを行ってきた.。今後，参加者の自主的な事業として定着するよう，運営，販売促進等につ
いて支援する。

155
石巻合同庁舎を活用した農産物直売
活動の支援

 石巻地方振興事務所
　石巻地区４Ｈクラブ連絡協議会，石巻生活研究グループ連絡協議会で開催する農産物及び農産加工
品等の直売会「青空市場」（毎月２回）における，生産者と消費者の交流と食の情報発信を支援する。

156
石巻地域「海・山・田んぼの学校」支援
事業

 石巻地方振興事務所

　石巻地域の豊かなフィールド（海・山・田んぼ）を活用して小中学生や希望者を対象に各種学習講座を
開催する。
　ノリ・ワカメ等の養殖漁業体験希望者に対し，受け入れ先の仲介を行うとともに，種苗の確保・育成方
法等の学習会を行う。
　山：管内の小中学生を対象に，森林・林業体験教室を開催する。主な内容としては，樹木の植栽，きの
この植菌・栽培，炭焼きなど。
　田んぼ：管内の小中学生を対象に，農林業への理解と関心を深めるために学習講座を開催する。担
当職員が学校に出向き，授業時間のほか休日を利用して，農業体験学習の支援や実際に地域の田ん
ぼや水路に出て生息している生物の調査等を行う。

157
石巻地域における水田農業ビジョンの
推進支援

 石巻地方振興事務所

　管内の各地域水田農業推進協会が策定した水田農業ビジョンと産地づくり計画の実現を図るため，各
地域水田農業推進協会の活動を支援する。なお，水田農業改革において不可欠な農業基盤整備が遅
れている河南地域・矢本地域において，ほ場整備推進委員会・集落営農実践委員会の活動を支援す
る。

158 加工・業務用野菜の生産振興 新  石巻地方振興事務所
　加工・業務用野菜の取組を推進するため，加工･業務用野菜推進会議等の開催，モデル実証ほの設
置を行う。同時に，生産物の評価等により加工･業務用野菜導入の可能性を探りながら，生産者等の育
成を図り，モデル産地づくりに向けた支援を行う。

159
石巻地域における牛個体識別制度の
円滑な指導推進サービス

 石巻地方振興事務所
　畜産農家が牛個体識別データベースの新規・更新・修正等手続きを行う際に発生するエラー，トラブル
の相談，指導等に即応できる体制の構築により，制度の円滑な推進を支援する。

160 石巻地域におけるストックマネジメント  石巻地方振興事務所
　石巻管内には老朽化した農業用水利施設が数多くあり，単純に更新だけでなく施設の長寿命化を図る
ための修繕も併せて検討し，施設の機能診断結果等に基づいた具体的な更新・修繕計画を関係機関と
連携し策定する。

161
石巻地域における２１世紀土地改良区
創造運動の推進支援

 石巻地方振興事務所
　管内の水土里ネット（土地改良区の愛称）の意義及び役割を広く県民に理解してもらうため，仙台七
夕・北上川一斉清掃・北上川フェアへの参加等の活動及びホ－ムペ－ジ掲載により，広く県民にＰＲす
る。

－ 7 －



取組の名称 新規 担当部署・機関 内　　　　容

162
石巻地域における農業農村整備事業
の広報活動

 石巻地方振興事務所
　管内の農業農村整備事業の情報を一早く関係機関に提供するため，関係機関に「石巻ＮＮ通信」や
「農地・水・環境」の情報誌を定期的に発行するとともに，事務所のホ－ムペ－ジ掲載により，広く県民に
ＰＲする。

163 南三陸豊かな森づくり「間伐のススメ」  石巻地方振興事務所
　林業普及指導員と森林組合とが連携し，森林所有者に間伐を促すための「ＫＡＯ（カンバツ・アタック・
オペレーション）」を展開して間伐の推進を図る。具体的には，収益が期待できると思われる林分を林業
普及指導員と森林組合職員が間伐調査・診断を行い，森林所有者と面談して間伐の実施を勧める。

164 県産材の安定的供給体制の確立支援  石巻地方振興事務所
　需要が増加している合板用県産原木の安定供給を図るためには需要側と供給側との調整機能が重
要である。このため，需給調整の中心となって活動している宮城北部流域森林・林業活性化センター石
巻支部の活動を指導・支援する。

165 木づかい名人の木づくし木造住宅支援  石巻地方振興事務所
　石巻地方の森林で育った木材を生かした地産地消型の家づくりに取り組む「木づかい名人の木づくし
木造住宅　石巻の会」の活動や会員のネットワーク等の形成に対し支援を行う。

166 林業普及情報誌の発行  石巻地方振興事務所
　森林・林業に関する情報の発信及び林業普及指導員の活動内容，成果について広く県民にＰＲするた
め，「石巻林業普及レポート」を年１回，職員自らの手づくりにより作成する。

167 森林ボランティアによる森林づくり  石巻地方振興事務所
　森林づくりを実践しているボランティア団体が荒廃した森林への植林等の森林づくり活動に対し，指
導・支援する。

168
地域住民との連携による漁場環境保全
への取組

新  石巻地方振興事務所
　アサリやフノリ等の成育漁場の機能回復に向け，漁業者，市民団体等と協働でサキグロタマツメタの
駆除・磯そうじ等を行うなどして，漁場環境保全への取組に対する意識の醸成を図る。

169
石巻産カキ等の販売促進と観光客の
集客

 石巻地方振興事務所
　多くの観光客が押し寄せ「秋冬の新名物」として定着しつつある松島の「殻付き焼きカキ食べ放題」等
の事例を参考に，宮城県産カキ生産量の半分以上を占める石巻市においても，食（カキ等）と観光の連
携に係る取組を実現するため，関係機関等と具体的な検討を進める。

170
寄磯漁港整備における地域住民への
情報発信

新  石巻地方振興事務所
　工事に着手するにあたり，工事に対する地域住民の理解を深めるとともに円滑な工事の施工を図るた
め，地元での説明会に加え，職員自らが手作りでチラシを作成し，これを地元住民や地元の小・中学校
にも配布するなどして，漁港整備事業の啓蒙・普及を推進する。

171
みやぎ寿司海道（気仙沼地域）支援事
業

 気仙沼地方振興事務所
　みやぎ寿司海道の更なる定着と寿司の街“気仙沼”の観光振興に取り組む「みやぎ寿司海道気仙沼地
域推進協議会」の活動を支援する。

172 異業種交流支援事業  気仙沼地方振興事務所
　気仙沼・本吉地域にある企業等の情報交換・連携等による自立的な活動を促進するため，異業種交流
組織「リアス・アクティブ21」の活動を支援する。

173
地域づくり団体（Riasネットワーク）活動
推進事業

 気仙沼地方振興事務所
　みやぎ地域づくり団体協議会気仙沼・本吉支部（Riasネットワーク）の会員相互の連携を図りながら，地
域づくり活動に関する情報収集，情報提供を行うとともに，関係団体相互の交流を促進して，主体的な
地域づくりの取組を推進する。

174
メールマガジンによる企業等への情報
提供事業

新  気仙沼地方振興事務所
　地方振興事務所が，地域に対する県情報の発信基地になるとともに，企業等から信頼される事務所と
なるため，メールマガジンを発行して積極的に企業等に情報提供をする。

175 園芸産地見学会  気仙沼地方振興事務所
　園芸作物の生産現場での，生産農家と消費者・園芸作物利用している実需者の方々との交流を通し
て，地元生産の園芸作物を認識してもらうとともに，お互いの立場を理解し合い，安心安全な園芸作物
の地産地消の拡大を図り，園芸産地の基礎づくりの一助とする。

176 「地域の森づくり」間伐作業体験会  気仙沼地方振興事務所
　身近にある森林・林業の現状に目を向け，私たちの暮らしに直結している森林の重要性，特に間伐の
必要性に重点を置き，一般県民の参加によるスギ材の間伐を実施し，森林整備の体験を通じて作業の
困難さや森林整備の重要性について理解を深める。

177 松林の再生事業  気仙沼地方振興事務所
　気仙沼市大島の東方に位置する大前見島は，松くい虫により松林が壊滅状態にあることから，島民と
ともに松を植栽・保育し，漁業資源であり，かつ，観光資源である大前見島の松林の再生を図る。

178 シイタケ等植菌体験講座  気仙沼地方振興事務所
　地域の小学校と連携し，総合学習の中で原木によるキノコ栽培を，種菌の植え付けからキノコの採取
までの過程を小学生が体験することで，現在の食生活の中で山から受けている恵みや，生活における
森林の関わりについて理解を深める。

179 八瀬柿もぎ隊  気仙沼地方振興事務所
　最近，山間地域住民の高齢化により取り残されている柿の実が，ツキノワグマ等の野生鳥獣を民家に
近づける原因にもなっていることから，地域住民や一般ボランティア（隊員）が協力しあい，柿もぎを実施
することにより，野生動物と人間の共生，さらには自然環境保全への理解を深める。

180 農業体験学習サポート事業
 気仙沼地方振興事務所南三陸支所
 本吉農業改良普及センター

　農業・農村の多面的機能及び地域で生産される農産物について，理解を深めるとともに，食材への利
用を推進するため，体験学習を実施する小学校の総合学習や子供会等の要請に応じて，情報提供を行
い，必要な助言，指導を行う。

181 みやぎ型ストックマネジメント推進事業  土木部土木総務課

　良質な社会資本の蓄積に向けて，長期的な視点に立った社会資本の整備・保全・更新のシステムを構
築する。
　地域の将来像や地域の社会資本の整備・活用状況を見据え，社会資本整備の目標設定と効果的な
施設整備，施設の管理水準の設定と効率的な維持管理・更新に取り組む。

182
みやぎスマイルロード・プログラム（道
路）

 土木部道路課
 各土木事務所

　県管理道路において清掃や緑化活動に取り組むボランティア団体等をスマイルサポーターとして認定
し，市町村と協力して必要な支援を行なうことを通じ，民間と行政のパートナーシップの構築と住民参加
のまちづくりを図り，あわせて道路愛護及び道路行政への関心の喚起を図る。

183
みやぎスマイルリバー・プログラム（河
川）

 土木部河川課
 各土木事務所
 各地方ダム総合事務所

　県管理河川の一定区間（原則として対象区間の２００ｍ以上の区間）において，清掃や除草などの美
化活動等を定期的に行い，良好な河川環境づくりに積極的に取り組むボランティア団体（１０人以上の団
体（NPO，町内会，自治会，商工会，クラブ会））等をスマイルサポーターとして認定し，市町村と協力して
必要な支援（団体名及び活動内容を記載した表示板の設置等）を行う。

184
みやぎスマイルビーチ・プログラム（海
岸）

新
 土木部河川課
 各土木事務所

　県土木事務所管理海岸の一定区間において，清掃や除草などの美化活動等を定期的に行い，良好な
海岸環境づくりに積極的に取り組むボランティア団体（１０人以上の団体（NPO，町内会，自治会，商工
会，クラブ会））等をスマイルサポーターとして認定し，市町村と協力して必要な支援（団体名及び活動内
容を記載した表示板の設置等）を行う。

185
みやぎスマイルポート・プログラム（港
湾）

 土木部港湾課
 各港湾事務所

　港湾の清掃活動や緑化作業等のボランティア活動を行う団体や企業等に対する支援を行い，地域住
民との協働によるみなとづくりを推進する。
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186
みやぎふれあいパーク・プログラム（公
園）

 土木部都市計画課
 仙台土木事務所
 仙台東土木事務所
 石巻土木事務所

　県立都市公園において，美化活動，緑化活動を通じて，良好な公園の環境づくりに取り組むボランティ
ア団体を「ふれあいサポーター」として認定し，行政とのパートナーシップの構築や住民参加による美し
い潤いのある地域づくりを目指す。

187 スマイルロード・レポーター制度
 土木部道路課
 各土木事務所

　道路に関する的確で迅速な情報収集を行うため，日常道路を利用している方々から異常箇所の通報
等をボランティアで行ってもらう。
　協力者（郵便局やバス・タクシー等の各種団体及び個人）に対しては，道路課がスマイルレポーターと
して認定する。

188 ハザードマップ作成支援
 土木部河川課
 各土木事務所

  市町村による「ハザードマップ」の作成を支援する。
　また，洪水ハザードマップの周知を図るための出前講座を開催する。

189 知水カルテ整備
 土木部河川課
 各土木事務所

　治水上重要となる河川において，各土木事務所の河川担当職員自らが河川の現況の調査（河道の異
常及び変調の確認，主要な占用物件及び河川管理施設等の位置，代表的な断面の確認，現況写真の
撮影等）を実施し，その調査結果に基づいて「知水カルテ（河川診断カルテ）」を作成する。
　また，知水カルテは河川の維持管理基礎資料，改良及び災害対応の検討資料として活用していくとと
もに，定期的に地域住民に公開して河川の現状を周知し，水害に対する防災意識の高揚及び住民意向
を反映させた河川行政の実現を図る。

190 森と湖に親しむ旬間
 土木部河川課
 各地方ダム総合事務所

　県民へ森と湖に親しむ機会を提供することにより，参加者の心身のリフレッシュを図るとともに，森林や
ダム，河川等の重要性や美しさに対する理解を深めてもらう。

191 河川親水空間の有効利用推進
 土木部河川課
 各土木事務所

　河川敷は，多目的な利用形態を可能とする公共用地であるが，その一部において無許可な耕作，雑
木の繁茂及びゴミの不法投棄等により，治水上及び環境上好ましくない状態にあるため，その有効かつ
適切な活用を目的として，河川敷を広く県民に開放するものである。
　河川敷の利用推進に向けては，地元のニーズ（花壇，菜園，運動場等）を考慮し，県において利用目
的に沿った形で整地や土起こし等を実施した後，地元市町村長が河川法に基づく占用許可を得て，利
用に関するルールなどを定めた上で，河川敷を市民に開放する。

192 津波防災ウォッチング
 土木部河川課
 土木部防災砂防課
 関係土木事務所

　津波，高潮等の防災のためには，自らが地域を知り・考え，的確かつ具体的に考えることが大切であ
ることから，以下の事項を目的として実践する。
①地域住民や消防団の参加による地域ぐるみの津波防御施設の点検
②津波発生時に避難を確実に行うための防災意識啓発
③履歴管理に基づく維持管理の徹底

193 違反広告物除却サポーター  土木部都市計画課
　自主的に違反広告物を除却しようとする団体を知事が認定し，電柱や信号機等に貼られている違法な
「はり紙」を除却してもらい，違反広告物のない美しいまちづくりを目指す。

194
県営住宅におけるAED（自動体外式除
細動器）設置事業

 土木部住宅課 　県営住宅団地に，民間会社と連携を図り，無償で自動販売機に搭載されたＡＥＤの設置を推進する。

195
建築基準法に基づく県有建築物の定
期点検

新
 土木部営繕課
 各土木事務所

　建築基準法の改正により県有建築物に義務付けられた定期点検を，外部委託せずに，建築担当職員
等自らが関係者と協力し，県有建築物の長寿命化を目的として実施している劣化度調査と併せて実施
する。

196
治安対策に対する理解と協力を得るた
めの広報活動

 警察本部広報課

　治安対策への理解と協力を得るため，各種広報媒体を活用し，県民に対して警察情報を提供する。
○インターネットによる広報～県警ホームページ
○電波媒体による広報～県警ラジオ番組，ケーブルテレビ
○県政広報媒体の活用～県政だより，県政テレビ・ラジオ

197 民間の犯罪被害者支援団体との連携  警察本部警務課
　宮城県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」の指定を受けている民間被害者支援団体「(社)
みやぎ被害者支援センター」と，直接支援を始めとした各種支援において効果的連携を図り，被害者等
の広範多岐に渡るニーズにきめ細やかに対応し，被害者等の経済的，精神的負担の軽減を図る。

198 犯罪被害者等への組織的支援の推進  警察本部警務課

　犯罪被害者支援に関連を有する関係機関，団体等で構成される「宮城県犯罪被害者支援連絡協議
会」の活性化を図るとともに，各構成機関との連携を緊密にして，きめ細やかな被害者支援を推進する。
　また，警察署単位の犯罪被害者支援連絡協議会（ネットワーク）においても，各会員との協働による地
域に密着した被害者支援活動を積極かつ効果的に推進する。

199 ホームページでの犯罪情報提供活動
 警察本部生活安全企画課
 警察本部情報管理課

　県警ホームページに多発罪種の分析情報，子どもの安全情報，防犯対策に関する情報を積極的に提
供し，犯罪の未然防止に向けた県民一人ひとりの防犯意識の普及を図る。

200
各職域団体との「安全・安心まちづくり
の推進に関する覚書」の締結

 警察本部生活安全企画課
　県警備業協会，宅配業者，ごみ回収業者といった車両巡回により業務を行っている各職域団体と事件
事故発見時の早期通報を内容とした覚書を締結し，安全安心まちづくり活動を推進する。

201
「女性のための安全・安心セミナー」の
開催

新  警察本部生活安全企画課
　「女性を犯罪から守るアクションプログラム」に基づき，防犯講話や実技指導等を交えた「女性のため
の安全・安心セミナー」を開催し女性の犯罪被害防止活動を推進する。

202 みやぎ児童生徒サポート制度  警察本部少年課

　児童生徒の再非行防止とその他の児童生徒の被害防止を推進するため，学校と警察が緊密な連携を
図り，具体的な情報交換を実施する。
　非行の主流となっている児童生徒の問題行動や，児童生徒の被害に係る事案について，相互理解の
もとに協力することによって再非行の防止や健全育成，また，被害の未然防止に大きな抑止力になるも
のである。

203
「宮城の少年を守るネットワーク」の活
用

 警察本部少年課

　少年問題は，専門的知識やノウハウを持った複数の機関等で対応し，解決にあたることがより適切で
あるため，県・市及び少年補導員協会等２３関係機関・団体が参加する「宮城の少年を守るネットワー
ク」により各機関が連携を図り，不良行為少年の補導や被害少年の支援等を行う各種活動を協同して
展開する。

204 「声かけよくし隊」による活動  警察本部少年課
　非行前兆段階での声かけ運動を地域と連携を密にし，非行を抑止するために，少年警察補導員，少
年補導員（少年警察ボランティア）で構成する「声かけよくし隊」により「自らの地域社会の安全は自ら守
り，自分の地域の青少年は自分たちの手でまもり育てる」という理念の実現を図る。

205
「大学生健全育成ボランティア『ポラリス
宮城』」との連携

 警察本部少年課
　少年たちと年齢的に近く親近感を持った大学生のボランティアを「大学生健全育成ボランティア『ポラリ
ス宮城』」として登録しており，少年の非行の防止や立ち直り支援に寄与する。

206
児童生徒健全育成ボランティア「アルカ
ス」の結成促進

新  警察本部少年課
　小学生，中学生及び高校生を健全育成活動に参画させ，児童生徒の視点により，各種対策を強力に
推進し，少年の健全育成及び犯罪被害防止を図るため，児童生徒健全育成ボランティア「アルカス」の
結成促進を行い，少年の非行防止・保護対策を推進する。

207
宮城県ネットワーク防犯連絡協議会等
の活用

 警察本部生活環境課
　県内のコンピューター・ネットワークに関わるプロバイダ等の企業及び関連団体と連携・情報交換を行
い，サイバー犯罪の抑止と安全なネットワーク社会の実現に貢献する。
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208
コミュニティポリス・サポーターの効果的
運用

 警察本部地域課
　 地域警察活動の補完措置として，各警察署管内に居住する警察職員ＯＢをコミュニティポリス・サポー
ターとして委嘱し，各種情報の提供や事件・事故等を目撃した場合の１１０番通報等を依頼し，警察活動
の側面的支援活動を行う。

209
的確な交通事故分析と分析情報の提
供

 警察本部交通企画課
　発生した交通事故を分析の上，インターネットによって迅速な情報を提供し，県民に対して交通事故抑
止の意識の醸成を図る。

210 自治体及び関係機関との連携  警察本部交通企画課
　市町村等の自治体を始めとした関係機関・団体との連携により，交通事故防止活動を積極的に推進
する。特に市町村等においては，交通事故防止を「自らの活動」として推進する意識付けが図られる。

211 「交通安全推進隊」等との連携  警察本部交通企画課
　各地域において腹話術や寸劇等を活用して交通安全教育活動を自主的に行っている「交通安全推進
隊」等との連携により，高齢者を始め幼児，児童，生徒に対する交通安全教育を積極的に推進する。

212
「’０８高齢者横断事故防止モデル地
区」活動の推進

新  警察本部交通企画課
　高齢者の横断事故の発生箇所や多発が予想される地域をモデル地区に指定し，運転者に対する広報
啓発と高齢者宅訪問活動を通じて高齢者の交通事故を抑止する。

213
「暴走族根絶促進モデル市町村」との
連携

 警察本部交通指導課
　「暴走族根絶促進モデル市町村」との連携により，暴走族取締り，解体，立ち直り支援等を行い，暴走
族根絶意識の醸成を図る。

214 はやね・はやおき・あさごはん推奨運動

 教育庁総務課
 教育庁教育企画室
 教育庁義務教育課
 教育庁スポーツ健康課
 教育庁生涯学習課

　知（学力）・徳（心）・体（健康）の調和の取れた元気な児童生徒を育成していくためには，学習面での基
礎基本の徹底と基本的な生活習慣の定着が車の両輪として必要であることから，「はやね・はやおき・あ
さごはん」といった基本的生活習慣の定着を広く呼びかけ，児童生徒の生活リズム向上を図る取組を推
奨する。

215 中高一貫教育推進事業 新  教育庁高校教育課
併設型中高一貫教育校として設置する（仮称）宮城県仙台二華中学校及び（仮称）宮城県仙台二華高
等学校について，平成２２年度の開校に向けたハード・ソフト両面の準備を進めるもの。

216 特別支援学校充実事業  教育庁特別支援教育室
　学校教育法の一部改正により特別支援学校制度が創設されたことから，県立特別支援学校として障
害種を超えた学校の再編の検討，地域のセンターとしての機能充実，学校名の検討等，外部委員も含
めた検討委員会を設置し，今後の望ましい在り方について検討する。

217 フリースクール等民間施設連携推進  教育庁義務教育課
　不登校防止の一環として，学校復帰を前提として取り組むフリースクール等関係者，学校関係者を参
集し，フリースクール等民間施設への具体の支援方策等について協議する。

218
「宮城県図書館貴重資料の世界」移動
展示会事業

新  宮城県図書館

　宮城県図書館に収蔵される，国・県指定有形文化財等の貴重書を広く紹介するために，展示用レプリ
カ（複製）資料などを活用して，「宮城県図書館貴重書の世界」移動展示会を，学校，県内各地域の社会
教育施設等で実施する。関係職員，教職員，ボランティア等とも連携し，展示資料解説，特別授業，セミ
ナー等を実施する。

219 “子ども図書館探検隊”プロジェクト 新  宮城県図書館
　幼稚園，保育園，小学校の園外・校外学習の場として，宮城県図書館を提供し，司書，職員，ボラン
ティアによる館内ツアー，読み聞かせ等を実施する。他の教育機関との連携を図る。

220 「宮城県図書館メールマガジン」の刊行 新  宮城県図書館
　宮城県図書館ホームページ，同広報誌「ことばのうみ」と連動し，宮城県図書館からの情報発信をメー
ルマガジンにて行う。内容は，著者，関係者，利用者等からの寄稿またはインタビュー，新着図書紹介，
ブックレビュー，行事案内，市町村図書館情報，生涯学習情報（講師，催し等の紹介）など。
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