






H21年度 重点事業（候補）選定に対する意見理由内容

【施策評価：概ね順調　　事業構成の方向性：現在のまま継続】

環境生活部　生活・文化課

環境生活部　生活・文化課

環境生活部　生活・文化課

１．目的
　県民の多重債務問題の解決及び多重債務解消後の生活再建を支援し，解消後の生活安定
と再転落の防止を図るもの。

２．事業内容
　「多重債務相談マニュアル」の逐次改訂，関係機関との緊密な連携，相談員の資質向上に
努め，多重債務問題に関する相談対応機能の充実強化をすすめる。
　また，国の「多重債務問題改善プログラム」のメニュー項目である「セーフティネット貸付」と
「金融経済教育の強化」について，多重債務問題対策会議で議論をすすめ，多重債務で破綻
した県民の生活再建と再転落防止の支援策を検討する。

３．実施主体    宮城県

４．予算額       １，０１８千円

　消費者行政は，県民の消費生活の安定と向上の実現が使命であり，現在の「県消費者施策推進基本計画」では，そのための主要重点推進項
目の一つとして「多重債務者対策」を掲げている。
　今般の消費者庁設置を受け，「消費生活センター」が法定必置機関となり，知事はその機能充実やセンター運営に必要な人材の確保や資質の
向上を行うことが強く要請されることとなった。
　現下の消費生活相談に占める多重債務相談の割合※を踏まえれば，この問題は根深いものがあり，積極的な対策を講じなければ，生活が破
綻する県民の増加を招く危険がある。
　よって消費者行政として，また必置機関として充実すべき施策機能の一つとして，多重債務無料相談機会の充実，生活再建や再転落防止の
支援等の事業を重点的に行うものである。
　※　18年度15.2%，19年度18.2%，20年度18.4%(9月末現在）

政策課コメントに対す
る解決・改善策

　３事業（25-環-2，25-環-3，25-環-4）について，「消費生活センター機能充実推進事業」（仮称）に統合再編を行う。財政課コメントに対す
る解決・改善策

　３事業（25-環-2，25-環-3，25-環-4）について，「消費生活センター機能充実推進事業」（仮称）に統合再編を行う。

部局・課名
選定結果への意見　 政策課判定を「×」から「○」とすべき。

事業名 ２５－環ー４　多重債務問題対策事業

１．目的
　国では「生活者，消費者が主役となる社会を実現する国民本位の行財政への転換」を掲げ，
平成21年度に「消費者庁」を設置し，消費生活センターを法定必置機関とするなど，国及び地
方が一体となって消費者行政を推進することとされている。
　その情勢を踏まえ，消費生活相談機能の充実，迅速かつ効率的な消費者被害の未然防止
及び救済を図り，県民の消費生活の安定と向上を図るもの。

２．事業内容
　消費生活センターの相談対応機能と生活・文化課消費生活班の法令執行機能を統合し，迅
速かつ効率的な消費者被害の救済と悪質事業者等への指導体制を確立する。
　また，消費者庁の設置による広範な業務に的確に対応ができる消費生活相談機能の充実
を図るとともに，それらを踏まえた市町村，関係機関との情報共有や連絡体制を整備する。

３．実施主体    宮城県

４．予算額       ４，９７５千円

政策課コメントに対す
る解決・改善策

財政課コメントに対す
る解決・改善策

　消費者行政は，県民の消費生活の安定と向上の実現が使命であり，「県消費者施策推進基本計画」を策定し推進している。今般の消費者庁
設置を受け，「消費生活センター」が法定必置機関となり，知事はその機能充実やセンター運営に必要な人材の確保や資質の向上を行うことが
強く要請されることとなった。
　これにより，消費者行政は，消費者にワンストップサービスを提供する一元的窓口の機能を充実する必要性があるとともに，消費者庁が所管す
る法令について，県での適正かつ迅速な執行が求められることから，新組織（生活・文化課消費生活班＋消費生活ｾﾝﾀｰ）においては，県警OB
を悪質事業者対策の非常勤職員として配置するほか，消費生活相談員の研修機会等の充実や市町村支援の充実等の体制強化を重点的に行
うものである。

政策課判定を「×」から「○」とすべき。
事業名 ２５－環ー３　新・消費生活センター整備推進事業

　消費者行政は，県民の消費生活の安定と向上の実現が使命であり，現在の「県消費者施策推進基本計画」では，そのための主要重点推進項
目の一つとして「若者の消費者被害対策」を掲げている。
　今般の消費者庁設置を受け，「消費生活センター」が法定必置機関となり，知事はその機能充実やセンター運営に必要な人材の確保や資質の
向上を行うことが強く要請されることとなった。
　消費生活相談に占める若者層（20歳代以下）の割合※は依然として高く，減少の見込みが立たない状況にある。よって，消費者行政として，ま
た必置機関として充実すべき施策機能の一つとして，若者層を対象に，これまでの一方通行的な啓発事業を見直し，参加型の自己学習・自己啓
発機会を提供する事業を重点的に行い，消費者としての自立を促すものである。
　※　17年度21.9%，18年度21.0%，19年度20.0%

　３事業（25-環-2，25-環-3，25-環-4）について，「消費生活センター機能充実推進事業」（仮称）に統合再編を行う。

取組 25 安全で安心なまちづくり 【県民意識調査　：　重視度：７４．８％，満足度３７．３％】

部局・課名
選定結果への意見　 政策課判定を「×」から「○」とすべき。

事業名 ２５－環ー２　若者消費者被害未然防止事業

１．目的
　消費生活における安全性を確保し，消費者被害の減少を目指すとともに，消費者が，自ら消
費生活の安定及び向上を図れるよう，消費生活に関する情報提供や，知識の普及及び啓発
を実施するもの。

２．事業内容
　消費者のうち特に社会経験が少なく消費者被害に遭いやすい若者層に対して，教育部門等
の関係機関と連携し，消費生活に関する教育や自己学習の機会を提供するなど啓発事業を
充実させ，重点的に実施し，消費者被害の未然防止を図るもの。

３．実施主体 　宮城県

４．予算額   　 ２，０２５千円

政策課コメントに対す
る解決・改善策

財政課コメントに対す
る解決・改善策

部局・課名
選定結果への意見　



関連重点事業

うち一財
予算
区分

うち一財 政策課 財政課 政策課 財政課

※ 25 － 環 － 2 若者消費者被害未然防止事業 生活・文化課 ○ 組新 2,025 2,025 部局 2,025 2,025

  県民の消費生活の安定と向上を図るため，消費者に必
要な情報を提供し，消費生活に関する知識の普及及び
啓発を行う。
　特に，社会経験が不足がちな若者に対して，教育部門
や関係機関と連携し，消費生活に関する教育や自己学
習の機会を提供するなど啓発事業を充実させ，社会生活
に密接な消費者被害の未然防止を図る。

× Ｂ
消費者行政全体の中で消費者庁の設置を受け
て，どこを重点化するのか整理いただきたい。

25-2、25-3、25-4を統合し重点化すべき。

※ 25 － 環 － 3
新・消費生活センター整備推進
事業

生活・文化課 新 4,975 4,975

　消費生活センターの有する相談対応機能と生活・文化
課消費生活班が有する法令執行機能を統合し，迅速か
つ効率的な消費者被害救済と悪質な事業者等への指導
体制を整備する。
　消費者庁の設置にともない，より広範な業務に的確に
対応できる消費生活相談機能の充実を図る。
　新・消費生活センターと市町村，関係機関の情報共有
化及び連絡体制を整備する。

× Ａ 同上 25-2、25-3、25-4を統合し重点化すべき。

※ 25 － 環 － 4 多重債務問題対策事業 生活・文化課 新 1,018 1,018

　多重債務相談マニュアル（H19作成）の逐次改訂や関
係機関連携をすすめるとともに，相談員の資質向上に努
めるなど多重債務相談機能の充実強化を図る。
　また，多重債務で破綻した県民の生活再建を支援する
ための制度の枠組み等を，多重債務問題対策会議にお
いて検討・研究する。

× Ｂ 同上 25-2、25-3、25-4を統合し重点化すべき。

25 － 環 － 5 輸入食品検査強化事業
食と暮らしの
安全推進課

新 26,147 11,763
　輸入された農畜水産物や冷凍ギョウザ等の加工食品
について，多項目の残留農薬や動物用委託品の検査を
行う。

× Ｃ

輸入食品等の検査は，一義的に全国的な対応が
求められる問題であり，事業内容が通常の食品
検査対策等の域を出る内容とは位置付けがた
い。

強化の必要性は理解できるが、通常行われてい
る検査業務の強化であることから、重点事業にそ
ぐわない。

H21重点選定案 コメント　（整理すべき課題など）
要　　求　　内　　容

整理番号 事業名 担当課
行動計画

掲載
新規 発展税

H21要求事業費（千円） H20当初予算（千円）
事業内容



H21年度 重点事業（候補）選定に対する意見理由内容

【施策評価：概ね順調　　事業構成の方向性：現在のまま継続】

環境生活部　食と暮らしの安全推進課

関連重点事業

うち一財
予算
区分

うち一財 政策課 財政課 政策課 財政課

25 － 環 － 2 若者消費者被害未然防止事業 生活・文化課 ○ 組新 2,025 2,025 部局 2,025 2,025

  県民の消費生活の安定と向上を図るため，消費者に必
要な情報を提供し，消費生活に関する知識の普及及び
啓発を行う。
　特に，社会経験が不足がちな若者に対して，教育部門
や関係機関と連携し，消費生活に関する教育や自己学
習の機会を提供するなど啓発事業を充実させ，社会生活
に密接な消費者被害の未然防止を図る。

× Ｂ
消費者行政全体の中で消費者庁の設置を受け
て，どこを重点化するのか整理いただきたい。

25-2、25-3、25-4を統合し重点化すべき。

25 － 環 － 3
新・消費生活センター整備推進
事業

生活・文化課 新 4,975 4,975

　消費生活センターの有する相談対応機能と生活・文化
課消費生活班が有する法令執行機能を統合し，迅速か
つ効率的な消費者被害救済と悪質な事業者等への指導
体制を整備する。
　消費者庁の設置にともない，より広範な業務に的確に
対応できる消費生活相談機能の充実を図る。
　新・消費生活センターと市町村，関係機関の情報共有
化及び連絡体制を整備する。

× Ａ 同上 25-2、25-3、25-4を統合し重点化すべき。

25 － 環 － 4 多重債務問題対策事業 生活・文化課 新 1,018 1,018

　多重債務相談マニュアル（H19作成）の逐次改訂や関
係機関連携をすすめるとともに，相談員の資質向上に努
めるなど多重債務相談機能の充実強化を図る。
　また，多重債務で破綻した県民の生活再建を支援する
ための制度の枠組み等を，多重債務問題対策会議にお
いて検討・研究する。

× Ｂ 同上 25-2、25-3、25-4を統合し重点化すべき。

※ 25 － 環 － 5 輸入食品検査強化事業
食と暮らしの
安全推進課

新 26,147 11,763
　輸入された農畜水産物や冷凍ギョウザ等の加工食品
について，多項目の残留農薬や動物用委託品の検査を
行う。

× Ｃ

輸入食品等の検査は，一義的に全国的な対応が
求められる問題であり，事業内容が通常の食品
検査対策等の域を出る内容とは位置付けがた
い。

強化の必要性は理解できるが、通常行われてい
る検査業務の強化であることから、重点事業にそ
ぐわない。

H21重点選定案 コメント　（整理すべき課題など）
要　　求　　内　　容

整理番号 事業名 担当課
行動計画

掲載
新規 発展税

H21要求事業費（千円） H20当初予算（千円）
事業内容

取組 25 安全で安心なまちづくり 【県民意識調査　：　重視度：７４．８％，満足度３７．３％】

部局・課名
選定結果への意見　 政策課判定を「×」から「○」とすべき。財政課判定を「Ｃ」から「Ａ」とすべき。

事業名 ２５－環ー５　輸入食品検査強化事業

１．目的
　近年，中国をはじめとする海外からの輸入食品について様々問題が発生しており，食の安全性の確保
は，国の最も重要な緊急課題となっている。当然のことながら，県としても国と一体となって輸入食品の
検査強化について，最優先課題として取り組み，県の姿勢を示していく必要がある。

２．事業内容
　輸入された農畜水産物や加工食品及び原材料に輸入品を使用している加工食品について，約３００項
目の農薬や動物用医薬品の検査を行い，輸入食品の安全性を確保する。
  １　農作物及び加工食品中の残留農薬調査　８０検体
　２　畜水産物中の残留動物用医薬品調査　　２０検体
　３　分析機器整備　GC/MSリース，GC/MS/MSリース，LC/MS/MS買い上げ及びメンテナンス

３．実施主体　保健環境センター，保健所（支所）

４．予算額　　26.2百万円

　通関後の輸入食品の監視指導については，県がその責務を担っていることから，積極的に輸入食品の検査を実施する必要がある。また，従来
は，輸入食品についてのみ検査を実施してきたところであり，最近のメラミン混入事件に代表されるような輸入原材料を使用した加工食品につい
ては，検査を実施してこなかった。
　しかし，原材料の産地表示の義務がない加工食品についても，消費者の不安が増大していることから，保健所の食品衛生監視員による加工
食品製造業者への立入検査を強化し，原材料の産地を調査の上，保健環境センターにおいて残留農薬等の検査を行い，体制強化を図るもので
ある。

政策課コメントに対す
る解決・改善策

　従来は，輸入食品についてのみ検査を実施してきたところであり，最近のメラミン混入事件に代表されるような輸入原材料を使用した加工食品
については，検査を実施してこなかった。
　しかし，原材料の産地表示の義務がない加工食品についても，消費者の不安が増大していることから，保健所の食品衛生監視員による加工
食品製造業者への立入検査を強化し，原材料の産地を調査の上，保健環境センターにおいて残留農薬等の検査を行い，体制強化を図るもので
ある。

財政課コメントに対す
る解決・改善策



H21年度 重点事業（候補）選定に対する意見理由内容

【施策評価：やや遅れている　　事業構成の方向性：現在のまま継続】

保健福祉部　医療整備課

保健福祉部　医療整備課

保健福祉部　医療整備課部局・課名
選定結果への意見　 政策課判定を「×」から「○」に，財政課判定を「Ｃ」から「Ｂ］とすべき。

事業名 １９－保ー２１　救命救急センター運営費補助
【事業の概要】
１．目的
　県内の救命救急センターの設置状況は、仙台市内３カ所（うち１カ所は高度救命救急センター）と大崎
市に１カ所となっている。その他の地域において高度の救急治療が必要な場合には、受入可能な最寄り
の施設に搬送を余儀なくされており、搬送時間が長時間化するとから治療開始までに時間を要すること
により生命の危険や予後への影響も大きくなっている。こうした状況下において、県内で救命救急セン
ターを設置して高度の救急医療を提供する医療機関（市町村が開設者のものを除く）を対象として運営
費の一部を補助し、施設の安定的運営と患者の受け入れ体制の強化を図る。

２．事業内容
  県内で救命救急センターを設置して高度の救急医療を提供する医療機関（市町村が開設者のものを
除く）を対象として運営費の一部を補助し、施設の安定的運営と患者の受け入れ体制の強化を図るもの
であり、今回新たに設置される石巻赤十字病院に対して補助するもの。

３．実施主体　　国：１／２　　県：１／２
４．予算額　　　　６５，９６６千円（うち県費３２，９８３千円）

・平成６年度に大崎市に救命救急センターが設置されて以降、仙台市以外において新たな設置に至っておらず、空白地域への新たな救命救急
センターの設置は県の重要課題および各地域にとって長年の悲願であるとともに、本県救急医療において画期的な成果である。
・平成16年11月に策定した「三次救急医療体制の整備に関する基本方針」及び本年４月に公示した「宮城県地域医療計画」においても石巻は新
設が期待される地域となっている。
・石巻は三陸縦貫道の延伸により同じく空白地域である気仙沼及び登米からの搬送も期待される。
・これらにより将来ビジョンの10年後の姿に掲げている「救急患者への迅速な対応や大規模災害発生時の対応も見据えた体系的な救急医療体
制の整備」の推進につながるものである。

政策課コメントに対す
る解決・改善策

・補助の範囲については、国庫補助制度の範囲とする。
・周辺市町村の負担については今後協議していく。
・重点事業とする理由については、上記政策課指摘事項への解決・改善策と同じ。

財政課コメントに対す
る解決・改善策

・当直医の手当補助は救急医の確保（他分野や他地域への流出防止も含め）に向けた取組の一翼を担うものであり、財政面での主体的な関与
はないが、救急医の処遇改善に向けた医療機関の取組を支援するために重要な事業である。
・地域の医師不足の状況下で，県内ほとんどの医療機関では当直医が日々１人又は２人に限られ，それぞれが二次救急に関して自らの専門領
域を中心とした救急患者の処置を行ってきた結果，いわゆる「たらい回し」につながっているとも言われている。
　そこで，救急患者の迅速かつ適切な受入れを推進するためには，当直医の診れる重症度や疾患の範囲を広げる必要があり，二次救急に関し
て各領域の専門的な技術研修が必要となる。例えば公立加美病院では医師が救急に関する専門的な研修を受講したことにより、心肺停止患者
の受入率が６１％から７２％に上昇した事例からみて、当該研修の実施は患者の受入増加に寄与するものである。

・全国的に救急医師の不足が言われている中、救急医療体制の確保のためには、救急医師の増加のための国の施策は当然必要であるが、即
効性に乏しい面もあり、救急医師増加のための施策とあわせて、現在勤務している救急医師が継続して勤務しやすい環境を整備することが重要
であり、医師不足による過酷な労働条件の改善ほか、労働にみあった報酬を得ていないことがあり、本事業は救急医の確保に寄与するものと判
断される。
・本研修事業は二次救急に位置づけている医療機関（４２病院）の医師を対象とするものであり、対象が限定されていることから予算規模の範囲
においても確実に成果が期待される。また、二次救急の医療機関のうち　輪番日数が多い病院から優先的に研修を実施するなどにより早期に
かつ確実な効果の出現を図りたい。

【事業の概要】
１．目的
  救急医療は不採算部門となりやすく、また、厳しい診療体制による疲弊等のため医師不足に陥りやす
い部門でもある。こうした状況を打開するため、救急医確保対策として、二次救急医療機関及び救命救
急センターにおいて救急医療に従事する医師の手当の充実を支援し、医師不足に対応する。また、二次
医療機関において救急医療に従事する医師を対象として、小児救急、多発外傷への対応力を高める研
修を実施し、二次医療機関の受入機能の強化を図る。

２．事業内容
①二次救急医療機関及び救命救急センターの当直医の手当（宿直手当及び超過勤務手当以外）の充
実を支援（国費のみトンネル補助）
②二次輪番医療機関（小児救急、多発外傷）の医師の対応力向上に向けた研修を実施

３．実施主体　①国：１／３，医療機関：２／３　　②国：１／２，県１／２

４．予算額　   ①１１７．５百万円　　　　　　　　 　②１．８百万円

政策課コメントに対す
る解決・改善策

財政課コメントに対す
る解決・改善策

【事業の概要】
１．目的
　本県においては、平日夜間における初期救急医療体制の未整備地域が多く、そうした地域においては、初期救急
患者が二次救急医療機関で受診する状況にある。その結果、二次救急医療機関の負担が増加して疲弊を招くとと
もに、本来は二次救急医療機関への搬送が適当な患者が三次救急医療機関に搬送されている。このように初期救
急医療体制の未整備が搬送先選定の長時間化と二次、三次救急医療機関の搬送受入能力を阻害する要因とも
なっていることから、その拡充を図るもの。

２．事業内容
①地域の診療所医師が二次医療機関等で診療にあたる場合に診療所医師の人件費を補助「Ｂ」
②初期救急医療提供体制の拡充策について地元市町村や医療関係者による検討(急患センター　設置や２次医療
機関に対する診療所医師の応援等地域事情に応じた解決策の準備）「Ｄ」
③初期救急で診療にあたる医師を対象とした救急患者対応研修を実施　「Ｄ」

３．実施主体
　①国：１／３，県：１／３，医療機関：１／３　　②県（既存の「地域医療対策委託事業」で対応する）　　③県

４．予算額
　①５．６百万円　　　　　③３．５百万円

政策課コメントに対す
る解決・改善策

財政課コメントに対す
る解決・改善策

部局・課名
選定結果への意見　 政策課判定を「×」から「○」に，財政課判定を「Ｃ」から「Ｂ」にすべき。

事業名 １９－保ー１８　二次救急体制機能強化事業

・　今回重点新規事業として要望した救急医療関連の各事業は、初期、　２次、３次の救急医療ごとに課題を分析した上で必要とされる施策を
　再構築したものである。
・　岩沼をモデルにしながら地域医療計画に平日夜間等の急患センターの設置が必要な地域と記載されている５地域で順次事業を推進してい
く。

・　地域医療対策事業の委託業務の中で調整・検討を進めることとするが、既存予算では継続的事業等の対応に止まることから本事業に要する
予算措置については既存の予算額の増額が必要である。
・　これまで実施してきた初期救急の研修は、開業医が在宅当番医制により自らの診療所内において一般的救急への対応を可能とする内容が
中心であったが、今回の研修は，岩沼を始めとした各地域において開業医が地域の中核的な病院等で診療を行う体制を構築するための前提と
して実施するものであり，本研修を実施せずにこのような体制を構築することは不可能である。具体的には，地域の中核的病院で救急に対応す
る場合に必要となる重篤患者も含め幅広い疾患への対応能力、重症度・緊急度を適切に見分けてトリアージする能力等の向上を目指す研修で
あり、従来の研修とは内容的に異なるものである。

取組 19 安心できる地域医療の充実 【県民意識調査　：　重視度：９１．１％，満足度３６．３％】

部局・課名
選定結果への意見　 政策課判定を「×」から「○」に，財政課判定「Ｂ」中，「Ｄ」部分（救急医師養成研修）を「Ｃ」にすべき。

事業名 １９－保ー１７　初期救急体制拡充事業



関連重点事業

うち一財
予算
区分

うち一財 政策課 財政課 政策課 財政課

19 － 保 － 16 救急医療相談事業 医療整備課 新 15,200 15,200

急病や体調不良の際の対処方法に関する指導・助言や
救急医療機関・救急車の正しい利用方法に関する普及
啓発を行うことにより，県民が安心した生活を送れるよう
サポートするとともに，救急医療を担う関係機関の負担
の軽減を図る。

× Ｄ

コールセンター利用者の潜在需要が定かでなく，
事業効果に疑問がある。県民に対し，不要不急
の救急車使用を抑制するよう，啓発活動を既存
媒体を活用して行うことが，まずは優先される施
策ではないか。

・救急要請件数の減少につながるとは思えない
事業であり，必要性は認められない。同様のこど
も夜間安心コールの電話相談による受診抑制効
果について十分検証する必要がある(D判定)
・救急医療機関については，全県一斉の対応とし
て軽度の受診に対する特別料金制などの自衛策
をとることで，受診抑制効果をねらうべき
・普及啓発は，通常枠で対応すべき(C判定)

※ 19 － 保 － 17 初期救急体制拡充事業 医療整備課 新 10,100 7,300

本県においては，平日夜間・休日における初期救急医療
体制の未整備地域が多く，そうした地域においては，初
期救急患者が二次救急医療機関で受診する状況にあ
る。その結果，二次救急医療機関の負担が増加して疲弊
を招くとともに，本来は二次救急医療機関への搬送が適
当な患者が三次救急医療機関に搬送されている。このよ
うに初期救急医療体制の未整備が搬送先選定の長時間
化と二次，三次救急医療機関の搬送受入能力を阻害す
る要因ともなっていることから，その拡充を図るもの。

× Ｂ

県民の期待が高い分野であるので，救急医療の
課題を解決できる効果的な施策を再構築する必
要があるのではないか。
初期救急体制については，取組を全県的に広げ
られるような仕組みづくりを検討していただきた
い。

・医師手当の補助制度については，現状として全
県的な普及が見込めないため，重点事業として
は不適当。（C判定）※今後の計画を明確に示せ
るのであれば重点として検討の余地あり
・関係者の調整・検討については，既存の「地域
医療対策委託事業」で対応すべき（D判定）
・研修事業は，初期救急の応援のためだけに実
施する必要性が認められない。H16～H20の5年
間で実施済み。要求は一切不可。（D判定）

※ 19 － 保 － 18 二次救急体制機能強化事業 医療整備課 新 119,337 882

救急医療は不採算部門となりやすく，また，厳しい診療体
制による疲弊等のため医師不足に陥りやすい部門でも
ある。こうした状況を打開するため，救急医確保対策とし
て，二次救急医療機関及び救命救急センターにおいて救
急医療に従事する医師の手当の充実を支援し，医師不
足に対応する。
さらに，二次医療機関において救急医療に従事する医師
を対象として，小児救急，多発外傷への対応力を高める
研修を実施し，二次医療機関の受入機能の強化を図る。

× Ｃ

当直医手当補助事業については県の主体的な
関与がなく，重点事業として将来ビジョンに位置
付けるのは困難でないか。
医師の対応力研修については，当該事業によっ
て受診拒否が確実に減少し，二次医療機関の受
入機能の充実が図られるのか，事業効果に疑問
がある。

・救急医への手当支給制度については，勤務医
の置かれた現状が全く考慮されておらず，視点が
ずれている。国策として救急医師の増を図るよう
要請すべき（国庫のみの対応であれば予算化は
否定しないが，県の政策判断不要のためC判定）
・研修事業については，国庫補助制度の範囲内
で実施するのが現実的であるが，想定される回
数ではほとんど効果なしと考えられる。（C判定）

19 － 保 － 19 救急救命士研修事業 医療整備課 新 1,200 1,200

救急搬送において，患者の状況に応じて適切な搬送先を
選定することは，照会時間の短縮，各医療機関の機能に
あった効率的な搬送につながり，救急搬送全体において
搬送時間の短縮に大きく寄与することが期待される。よっ
て，各消防本部等が，救急隊が患者の重症度・緊急度を
的確に判断し適切な搬送先の選定を目的として実施する
研修経費を対象として補助するもの。

× Ｄ

救急救命士の研修のため，救急医療センターか
ら講師を招聘するのであれば，それは消防内部
で完結する研修事業であり，救急医療施策として
県が支援する必要性に乏しい。

・消防サイドの問題は，病院の受入体制（受入拒
否が続くこと）に原因があるものと思われ，視点
がずれている。事業の必要性なし。

19 － 保 － 20 救急科専門医養成・派遣事業 医療整備課 新 40,000 40,000

県内の救急専門医も全国平均を下回る状況にある。そ
の結果，地元医療機関で受入困難な事例について救命
救急センターへの搬送が必要となり搬送時間の長時間
化につながっている。救急専門医を養成して，地域の医
療機関に配置することで，重症度の高い場合も地域内で
救急治療を受けることが可能となり，搬送時間の短縮に
寄与することが期待される。　　※救急医療トレーニング
センター運営事業（Ｈ２１新規創設国庫補助　国：１／２
指定医療機関：１／２）を視野に入れて検討

× Ｄ

これまで養成した救急科専門医は石巻日赤HP
（H21救急救命センター設置予定）に派遣すること
としたので後任の養成が必要である，という当該
事業の内容そのものが，後追い的な印象を受
け，養成から派遣に至るまでの計画性を欠くので
はないか。

・H18～H20の救急科専門医養成事業の継続で
あり，要求不可（終期到来にもカウント済み）。こ
れまでの大学病院に対する県の多大な財政的関
与も踏まえ，救急医養成に関しては非予算での
協力を求めるべき

※ 19 － 保 － 21 救命救急センター運営費補助 医療整備課 新 65,966 32,983

県内の救命救急センターの設置状況は，仙台市内３カ所
（うち１カ所は高度救命救急センター）と大崎市に１カ所と
なっている。その他の地域において高度の救急治療が必
要な場合には，受入可能な最寄りの施設に搬送を余儀
なくされており，搬送時間が長時間化するとともに治療開
始までに時間を要することにより患者への負担も大きく
なっている。　　こうした状況下において，県内で救命救
急センターを設置して高度の救急医療を提供する医療機
関（市町村が開設者のものを除く）を対象として運営費の
一部を補助し，施設の安定的運営と患者の受け入れ体
制の強化を図る。

× Ｃ

救命救急センターについては，仙台市内に３箇
所，大崎市に１箇所が先行整備されており，H21
年度整備を予定している石巻日赤病院に対する
補助事業のみを捕まえて重点事業とする理由に
乏しい。

・県と日赤との間で，運営費補助の考え方（国庫
補助制度が上限）について合意形成を図る必要
がある。（場合によっては地元市町村も含めて）
条件付きC判定
・大崎市民病院救命救急センターの運営費補助
との並びを考えると重点事業としては不適当。

要　　求　　内　　容

事業内容
H21重点選定案 コメント　（整理すべき課題など）

担当課
行動計画

掲載
新規 発展税

H21要求事業費（千円） H20当初予算（千円）
整理番号 事業名



H21年度 重点事業（候補）選定に対する意見理由内容

【施策評価：概ね順調　　事業構成の方向性：見直しが必要】 【県民意識調査　：　重視度：４１．４％，満足度２４．５％】

経済商工観光部　国際政策課

関連重点事業（取組８のうち，ロシア関連事業部分）

うち一財
予算
区分

うち一財 政策課 財政課 政策課 財政課

8 － 経 － 6 ロシアとの経済交流事業 国際経済課 ○ 組新 ○ 8,200 3,700 部局 2,000 2,000

資源エネルギー価格の高騰を背景に経済成長が続くロ
シアとの経済交流を促進する。
・ハバロフスク商談会開催事業
・ニジェゴロド州展示商談会開催事業

一部
○

Ｂ

・ハバロフクス商談会については，他県との共同
開催など，効率的な取組を検討いただきたい。
・ニジェゴロド州展示商談会については，現在，
国際戦略プランの戦略プロジェクトに位置付けら
れていない地域であることから，重点事業にはな
じまない。
・国際経済政策を今後どのように展開して，どの
ような成果を目指すのか，重点性と優先性を有
する「戦略」を示すことが必要ではないか。
・また，この取組を行わないことで生じる経済的
な損失など，緊急性を示すことが必要ではない
か。

＜ハバロフスク＞　Ｂ判定
＜ニジェ＞　Ｃ判定
・経済交流先として，重点的に取り組む地域につ
いて，現時点での優先順位を示し，劣後するもの
は休廃止すること
（新たな地域を加えるのであれば，優先順位の低
い地域は休廃止することが条件）
・発展税充当の可否については，県経済への数
値的貢献度を明確に示されるものに限定するこ
と
・国，ジェトロ，民間などの外部資金を活用するこ
とはできないか。

※ 8 － 経 － 7 ロシアとの交流基盤強化事業 国際政策課 新 ○ 4,000 3,500

・官民一体でロシア・ビジネスを展開するために平成２０
年度に組織する「（仮称）みやぎロシア貿易振興コンソー
シアム」の運営を支援する。
・「ビジネス＆テクノ東北」へのニジェゴロド州政府の出
展・同州訪問団の本県訪問を支援し，多くの県内企業へ
ロシアビジネスへの接点の機会を提供する。
・同州との覚書に基づく交流を協議するため，同州に副
知事を団長とする訪問団を派遣し，平成２２年度の覚書
更新につなげていく。

× Ｃ

・「みやぎロシア貿易促進コンソーシアム」の運営
については，金銭面においても民間主体とすべき
ではないか。
・ニジェゴロド州展示商談会については，現在，
国際戦略プランの戦略プロジェクトに位置付けら
れていない地域であることから，重点事業にはな
じまない。

・国際経済政策を今後どのように展開して，どの
ような成果を目指すのか，重点性と優先性を有
する「戦略」を示すことが必要ではないか。
・また，この取組を行わないことで生じる経済的
な損失など，緊急性を示すことが必要ではない
か。

・経済交流先として，重点的に取り組む地域につ
いて，現時点での優先順位を示し，劣後するもの
は休廃止すること
（新たな地域を加えるのであれば，優先順位の低
い地域は休廃止することが条件）
・事業効果が説明できないため，コンソーシアム
運営費への発展税充当は困難

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

取組 8

部局・課名
選定結果への意見　 政策課判定「×」を「○」に，財政課判定「Ｃ」を「A」にすべき。

事業名 （８－経－７）ロシアとの交流基盤強化事業

１．目的
　高度経済成長するヨーロッパ・ロシアの主要州であるニジェゴロド州において、本県
企業のビジネスチャンス拡大のために本県と同州関係強化に取組み、官民一体となっ
た体制を構築し、マッチング支援及び輸出促進などの本県産品の販路拡大を行う。

２．事業内容
１）ロシアとの交流基盤強化事業
①「みやぎロシア貿易促進コンソーシアム」運営基盤強化事業　500千円（発展税充
当）
　官民一体でロシア・ビジネスを展開するために平成２０年度に組織する「みやぎロシ
ア貿易振興コンソーシアム」について、平成２１年度から本格的に同団体主体の事業
を展開し、地域あげてロシア・ビジネスに取り組むための体制を構築するため、同団体
の運営を支援するもの。
　なお、県の金銭面での支援は平成２１年度に限定し、平成２２年度以降は、民間主体
での運営を確立するものとする。
②ロシア・ビジネス機会提供事業　500千円
　「ビジネス＆テクノ東北」へのニジェゴロド州政府の出展・同州訪問団の本県訪問を
支援し、訪問企業と本県企業のマッチングの場を設定することにより、多くの県内企業
へロシアビジネスへの接点の機会を提供する。
③ニジェゴロド州への訪問団派遣　3,000千円
　同州と本県の信頼関係を強化し、官の影響が強いロシア・ビジネスをスムーズに展
開することを念頭に、同州との覚書に基づく交流を協議するため、同州に副知事を団
長とする訪問団を派遣し、平成２２年度の覚書更新につなげていく。

３．実施主体
　宮城県、(社)宮城県国際経済振興協会、みやぎロシア貿易促進コンソーシアム

４．予算額　　４，０００千円

発展税
H21要求事業費（千円）

政策課コメントに対す
る解決・改善策

財政課コメントに対す
る解決・改善策

・今年度に入り、国際戦略プランをベースとし、今後の経済産業面での国際経済政策の重点化・方向性について、取り纏めた。その中で、海外販
路開拓を目指す「企業支援」や外資誘致を目指す「企業誘致」など5つの柱を打ち立て、それぞれ、「小さな成功事例」の早期創出に向け、対象地
域・分野の重点化や優先性を明確に位置付けている。
　「企業支援」においては、香港・台湾・ロシアを優先性が高いものと位置づけており，本県と包括協定を締結している大手商社や銀行等と連携
し、本県産品の販路拡大を戦略的に進めている。（資料１、２参照）

・ニジェゴロド州は、本県との経済面での交流に積極的であり、既に、企業を率いたミッションが複数回来県している。
　企業間取引では、今年10月のミッションでは、工芸品などで、具体的な成果が出つつある。
　さらには、「みやぎロシア貿易促進コンソーシアム」の設立を契機に、本県民間企業の対ロ貿易展開への機運が極めて高まっており、ニジェゴロ
ド州側にカウンターパートとして「ニジェゴロド日本貿易促進コンソーシアム」設立の動きも本格化している。
　このような状況の中で、本県とニジェゴロド州との関係が停滞すれば、この出つつある成果が全て解消されてしまい、県内の対ロ貿易展開の機
運醸成に水を差す結果となってしまう。この場合の機会損失は決して小さくはないと考える。
　この様に状況が急展開を見せており，経済交流を促進するため緊急に対応する必要がある。

・経済交流先として、重点的に取り組む相手先については、中国、ロシアをはじめとする国や地域における実績や効果、県内企業のニーズ、将来
性などを踏まえ、優先順位をつけながら事業を展開していく。
　ロシアについては、本県から進出している物流会社の協力を得て、極東ロシアで販売許可を取得した商品を、シベリア鉄道を経由して、他県に
先駆けてニジェゴロド州をはじめとするヨーロッパロシアに販売していく戦略もあり、極東ロシアとニジェゴロド州とは一体のものとして考えている。

・市場規模が大きく、日本企業の進出がさほど進んでいないヨーロッパ・ロシア地域に、本県企業が展開するためには企業単独では難しいことか
ら、組織を作り、大手企業のノウハウや行政間の信頼関係を基盤として、進出することが効果的である。そのための仕組みがコンソーシアムであ
り、大手商社や外務省なども、当該組織の事業効果を認めている。ニジェゴロド州政府側でもこの取組を高く評価している。

事業内容
H21重点選定案 コメント　（整理すべき課題など）

要　　求　　内　　容

整理番号
H20当初予算（千円）

事業名 担当課
行動計画

掲載
新規



H21年度 重点事業（候補）選定に対する意見理由内容

【施策評価：概ね順調　　事業構成の方向性：現在のまま継続】 【県民意識調査　：　重視度：８２．４％，満足度４９．９％】

農林水産部　農業振興課

関連重点事業

うち一財
予算
区分

うち一財 政策課 財政課 政策課 財政課

※ 7 － 農 － 1
みやぎの食料自給率向上新展
開事業

農業振興課
農産園芸環

境課
新 17,600 11,100

自給率向上のため，米粉用など米の新たな利用に対応
した新規需要米や実需者ニーズに対応した麦・大豆の生
産拡大を図るとともに耕作放棄地の解消や未然防止を
推進する。また，自給率向上についての県民に対する普
及啓発活動を行う。

× Ｂ

県として，みやぎの食料自給率を向上させるため
に，生産者や実需者，消費者に対し，県産食材
の生産や消費運動を，既存の取組と一体となっ
てＰＲすることが最初に必要ではないか。
みやぎの食料自給率の向上に具体的にどう結び
つくのか，事業効果を明らかにしていただきた
い。

新規需要米生産拡大事業→需要拡大促進奨励
金の交付は不必要。
麦・大豆生産拡大事業→平成２０年度までの事
業実績を精査・評価の上より効果の大きい事業
内容にブラッシュアップすること。
耕作放棄地対策推進事業→耕作放棄地解消対
策事業については、具体的効果があるような施
策必要。発生防止対策事業は、農業委員会面積
要件緩和で対応可（D判定）、放棄地解消対策事
業の中で発生防止対策も検討すべき。
みやぎと食と農の創造事業→事業化不要（D判
定）

7 － 農 － 6 食育・地産地消推進事業費
食産業振興

課
○ 組新 5,272 5,272 部局 6,095 6,095

地産地消の取組を全県的に効率的に進め,県産食材や
生産に対する一層の理解促進や,県産食材の消費・活用
の促進を図る。
　・「地産地消の日」の周知・定着
　・「食材王国みやぎ地産地消推進店（仮称）」の支援
　・地産地消のシステムづくりやＰＲ活動に取り組み市町
村へ支援
　・社員食堂における県産食材の活用促進に向けた供給
システムの検討
　・食育ボランティアの育成・活用

一部
○

Ｂ

県産食材の利用拡大に向けた事業者や県民を
意識した取組について，これまでの取組の課題
を整理し，効果的な手法を検討すべきである。特
に，企業の社員食堂へのアプローチは状況把握
が不十分で，事業化は困難ではないか。

食材王国みやぎ地産地消推進店の募集・ＰＲに
ついては、平成２０年度事業である健康づくりサ
ポート・おもてなしの店のＰＲとの継続性・整合性
の観点から事業化困難（D判定）。
社員食堂供給システムの検討については、社員
食堂に関する基礎データがなく、対象・効果が不
明確であり事業化困難（Ｄ判定）。
その他の事業については、事業効果を確認の
上、合理化を図ること。
学校給食への食育ボランティァの活用検討必
要。

H21重点選定案 コメント　（整理すべき課題など）

要　　求　　内　　容

整理番号 事業名 担当課
行動計画

掲載
新規 発展税

H21要求事業費（千円） H20当初予算（千円）
事業内容

取組 7 地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保

部局・課名
選定結果への意見　 政策課判定「×」を「○」にすべき。

事業名 （７－農－１）みやぎの食料自給率新展開事業

【事業の概要】

１．目的
　食料自給率を向上させることが喫緊の課題となっているため，水田を最大限に有効
活用することで食料供給力を強化するとともに，県民の共通理解のもと推進できるよう
意識醸成を図る。

２．事業内容
　米粉用など米の新たな利用に対応した新規需要米や実需者ニーズに対応した麦・大
豆の生産拡大及び耕作放棄地解消や未然防止を推進する。また，自給率の目標設定
を通じて県民の意識醸成を図り，食料自給率向上に向けた施策の効果的な推進を図
る。

３．実施主体
　宮城県，協議会など

・これまでも既存の事業を展開していく中で，県産食材の生産や消費についてのＰＲは実施してきている。
・しかしながら，食の安全等様々な背景から，自給率が国民的関心事項になっている今こそ，既存の取組を自給率向上のための施策として位置
づける必要があり，県民にも分かりやすい自給率目標設定による施策展開により，これまで以上の効果が期待できるものである。
・なお，国の食料・農業・農村基本計画の中で，県の役割として「地域の食料自給率等の目標設定」が明記。
・米の需給調整が必要とされている中で，水田の有効活用が不可欠となっており，国においても自給率向上戦略作物として着目し支援する米粉・
飼料用米，麦，大豆等についての生産拡大や耕作放棄地の解消により，確実に自給率向上に結びついていく。
・併せて，消費拡大の必要があり，国の基本計画にも位置づけられているように，自給率目標を設定し，県民の意識醸成を図っていく必要があ
る。

政策課コメントに対す
る解決・改善策

・県では，「みやぎ食と農の県民条例」において県民への食料の安定供給を第一の目標として掲げ，生産と消費の両面から施策を展開してきた
が，供給力の目標が中心だった。
・自給率向上対策については，国民的関心事項になっている今こそ，重点的に取り組む必要があることから，農林水産部としては，Ｈ２１の施策
展開の柱の一つとして推進することとしている。県民一人一人が身近な問題としてとらえることができる食料自給率の目標を設定しながら，生産・
消費両面にわたり，効果的な施策展開を狙うものである。
・目標設定にあたっては，広く県民の意見を取り入れるため，ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄやﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ等を通じて意見の収集・集約，周知を図りながら設
定する必要がある。
・事業内容(2)のみやぎ版ﾒﾃﾞｨｱﾐｯｸｽによる自給率向上運動については，国において10月に｢FOOD ACTION NIPPON｣が立ち上がったため，今回
の要求内容からはずすこととしたい。
・農業委員会，農地保有合理化法人（県公社を除く9団体）が行う農用地利用調整に係る事務経費は措置されていないため，事案発生後の調整
に止まっている。また，利用調整するには一定規模等の要件があるものの，規模拡大等意欲ある兼業農家も多く存在しており，調整対象者の幅
を広げることで，農地の有効活用が図られ，以て耕作放棄地の未　然防止に繋がることから主体的な取組を誘引するためにも　インセンティブを
付与し推進する必要がある。

財政課コメントに対す
る解決・改善策



H21年度 重点事業（候補）選定に対する意見理由内容

【施策評価：概ね順調　　事業構成の方向性：現在のまま継続】

警察本部　会計課

関連重点事業

うち一財
予算
区分

うち一財 政策課 財政課 政策課 財政課

25 － 警 － 1
みやぎ安全・安心活性化プラン
推進事業

会計課 ○ 4,512 4,512 政重 4,512 4,512

子どもが被害者となる重大事件が相次いで発生し，校内
暴力をはじめとする少年非行が深刻化する中，スクール
サポーター制度を拡充し，県内小中学校を中心とした集
中的・継続的な支援活動を行っていくもの。

◆ Ｂ ・事業棚卸しの指摘のとおり。

25 － 警 － 2 地域安全対策推進事業 会計課 ○ 14,196 14,196 政重 2,663 2,663

事件事故の発生や各種相談など，県民からのニーズが
高く，業務量の多い警察署や交番に，県民の生命，身
体，財産に直結する相談業務を迅速的確に対応できる
相談員を配置するもの。

◆ Ｂ ・事業棚卸しの指摘のとおり。

※ 25 － 警 － 3 犯罪のない地域づくり推進事業 会計課 新 8,996 8,996

子どもや女性，高齢者を中心とした「振り込め詐欺」や「ス
トーカー」「ＤＶ」「強制わいせつ」事案については増加傾
向にあることから，被害防止に向けた情報発信活動や安
全確保対策を集中して講じていくもの。また，繁華街にお
ける犯罪情勢を踏まえ，防犯カメラを設置し，効果的な運
用を図るもの。

× Ｃ

・詐欺被害に関するテレビＣＭ放送は，啓発する
上で効果的であると想定されるが，現状の新聞・
テレビ等の報道や市町村の広報等を有効に活用
すべきと思われる。
・「子ども１１０番の家」の支援指導活動の必要性
は理解できるが，統一ステッカーの作成・交付は
重点事業には馴染まない。
・防犯カメラの設置については，昨年度議論済み
で，これを変更する状況にはない。

・情報発信活動推進事業については，県政情報
番組や県政だよりの活用を検討するとともに，今
年の振り込め詐欺が全国的に増加傾向であるこ
とに鑑み，警察庁での対応を要請すること。
・子ども安全対策事業については，ほぼシールの
形状が統一されており，シール本来の目的はほ
ぼ達成しているものと考えられる。
・繁華街・歓楽街の安全のための緊急対策事業
については，国分町での犯罪認知件数が減少し
ていることから，予算化の必要性に乏しい。

事業内容
H21重点選定案 コメント　（整理すべき課題など）

要　　求　　内　　容

整理番号 事業名 担当課
行動計画

掲載
新規 発展税

H21要求事業費（千円） H20当初予算（千円）

１．目的
　犯罪のない地域づくりのため，各種犯罪の未然防止，拡大防止を目的とした取組みを行い，
県民が安全で安心して暮らせる社会の実現を目指す。

２．事業内容
　子どもや女性，高齢者を中心とした「振り込め詐欺」や「ストーカー」「ＤＶ」「強制わいせつ」事
案については増加傾向にあることから，被害防止に向けた情報発信活動や安全確保対策を
集中して講じていくもの。また，繁華街における犯罪情勢を踏まえ，防犯カメラを設置し，効果
的な運営を図るもの。

３．実施主体
　県警察本部

４．予算額
　８，９９６千円（うち一財８，９９６千円）　など

政策課コメントに対す
る解決・改善策

財政課コメントに対す
る解決・改善策

・現状においても，各自治体広報の活用や報道の働きかけを行い被害防止を訴えているが，それにもかかわらず県内の被害は，昨年に比べ６
割以上増加し，被害額も９月末で３億８，７００万円余に上るなど，過去最悪の被害となるおそれがあり，今までにない強力な情報発信を行って被
害を防止する必要があることから，是非とも再考願いたい。
・最近の他県で発生した，子ども被害の凶悪事件や通り魔事件などは，「対岸の火事」ではなく，いつどこででも発生し得る状況であり，より子ど
も自身に安全意識をアピールするとともに，地域社会で子どもを守っていく環境を構築することは重要な事業であることから，是非とも再考願い
たい。
・県内の街頭防犯カメラについては，国分町地区に地元団体が設置しているが，同地区で過去に発生した暴力団抗争事件やひき逃げ事件にお
いて，その映像が被疑者検挙に結びつくなどしたほか，他県においては，警察が防犯カメラを設置した地域において刑法犯認知件数が減少する
などしており，その効果が実証されているところである。
　また，今年に入ってからも東京都秋葉原地区における通り魔事件等，身近な場所である繁華街・歓楽街において不特定多数の者が被害者とな
る犯罪が発生するなどしており，これらの場所における防犯対策を強力に推進していく必要がある。
　このような状況から，昨年度も要望した防犯カメラ整備事業について，引き続き重点事業（候補）として要望するものであり再考願いたい。

・県政だよりをはじめとする各種広報媒体を活用した情報発信活動については，周知のとおり既に行っている。警察庁においては，総務省，法務
省等と連携し，犯罪の検挙と被害防止の徹底を主眼とした取り組みを進めているが，被害発生率が全国有数となっている本県として，ただ国の
動向を黙視するのみに留まってはならない。既に積極的取組を開始している他県に遅れることなく，実際に被害に遭った県民が真に求めている
広報手段を活用して，戦略的な情報発信活動を行う必要があることから，是非とも再考願いたい。
・国分町地区における犯罪認知件数は，依然高原状態で推移しており，強盗等の重要犯罪は増加している現状にあることから，社会事象等の特
殊要因を加味すべき本年度上半期と前年度同期を比較した減少数にのみ着目することは妥当ではない。本県のみならず，東北の顔と呼ばれる
地域における暴力団の対立抗争事件の発生であるとか，現に多発している重要事件が県民生活や地域経済に与える多大な影響等を総合的に
勘案し，有効で効果的な常時監視体制をとる必要があることから，是非とも再考願いたい。

取組 25 安全で安心なまちづくり 【県民意識調査　：　重視度：７４．８％，満足度３７．３％】

部局・課名
選定結果への意見　 政策課判定「×」を「○」に，財政課判定「Ｃ」を「Ｂ」にすべき。

事業名 ２５－警－３　犯罪のない地域づくり推進事業



H21年度 重点事業（候補）選定に対する意見理由内容

【施策評価：やや遅れている　　事業構成の方向性：現在のまま継続】

教育庁　教育企画室

関連重点事業

うち一財
予算
区分

うち一財 政策課 財政課 政策課 財政課

15 － 教 － 1 小中学校学力向上推進事業 義務教育課 ○ 組新 9,332 9,332 部局 7,546 5,546

小・中学校の教員の教科指導力の向上を図るとともに，児童生徒の主体的
な学びと家庭学習の習慣形成を図り，学力向上のための学校改善の支援
を図ること等によって，児童生徒に基礎・基本を確実に定着させるとともに，
学力の全体的な底上げを図る。

○ Ｂ
モデル事業の放課後学習教室のみでは，学習習慣の定着に疑
問があるため，放課後子ども教室推進事業の活用も検討してい
ただきたい。

・モデル事業は，市町村の学習習慣形成の取組の効果検証を行い，
課題を整理する必要がある。
・また，放課後学習教室は，放課後子ども教室推進事業で学習アドバ
イザーの活用がされており，モデル事業を実施する理由が見あたらな
い。
・レディネス学習の実践であれば協力校を選定し，指導主事の派遣に
より対応は可能ではないか。
・地域学習支援センターは，教育機会の均等の観点から，財政面に
配慮しながら，どのように全県に展開していくか検討が必要（児童館
の活用なども踏まえ）

15 － 教 － 2 小学校教科担任制モデル事業 義務教育課 ○ 70,200 49,900 政重 76,584 54,677

　現在，小学校では，クラス担任がほとんどの教科を教える学級担任制を
とっている。中央教育審議会教育課程部会でも，児童が，中学校での教科
担任制へ円滑に対応できるために，小学校高学年において教科担任制を
導入することが検討課題となっている。すでに，県内小学校において，現体
制の中で工夫して実施している小学校があり，さらに教員の指導力と授業
の質を高め，学力向上を目指し，調査研究するためのモデル校を選定し実
施する。

◆ Ｂ
（取組１５学力向上全般について，３つの柱に沿ってメリハリを付
け推進いただきたい。）

教科担任制は，常勤講師となっているが，非常勤講師でできないか。
また，中一ギャップの要因分析と事業効果の検証も整理すること。
上記の措置を行うことで，標準法残分が生じるので，共に学ぶの県単
分を解消できないか。

15 － 教 － 3 学力向上サポートプログラム 義務教育課 ○ 2,400 2,400 政重 2,000 2,000

　全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ，学力向上のための学校改善に
取り組もうとする小・中学校を，指導主事によって構成するチームが継続
的，個別的に直接支援するとともに，その成果及び学校改善事例を普及し，
教員の指導力向上と児童生徒の学力向上を図る。

◆ Ｂ

・5年間で小中学校総数80%を支援する理由がない。
・短期に全学校を対象に効率的な支援ができる体制整備が必要。
・例えば，学力状況調査から直接的な支援が必要な学校，教員への
研修で対応できる学校を分けて，集中的に訪問しなければならない
対象校を絞り込む必要があり，また，訪問体制は，教育事務所及び
市町村教委の全指導主事により，県・市町村全体で取り組む体制が
必要ではないか。

15 － 教 － 4 学力向上推進事業 高校教育課 ○ 組新 3,775 3,775 部局 3,066 3,066

生徒の学力実態を把握するため，全県立高校１年生を対象に学力テストを
実施するとともに１，２年生に家庭学習等のアンケート調査を実施し，生徒
の放課後の生活実態から家庭学習実施の課題を探る。学年主任等を対象
として，入学後間もない１年生に対して，家庭学習の仕方等学習習慣の確
立に向けた，学習の意識付けを図るための学年経営の研修を実施する。ま
た，２学年主任等を対象として，中だるみを防ぎ効果的な学習に取り組む学
年集団を形成するための，学年経営の研修を実施する。授業力向上支援事
業を実施し，教員の授業力向上と校内の研究体制の充実を図る。

○ Ｂ

これまでの学力向上ステップアップ事業の地域別授業力向上プ
ロジェクトに代わり，授業力向上支援事業を進めるに当たって課
題を整理し，事業の成果が明確に出るように進めていただきた
い。

平成21年度から新たに主幹教諭が配置予定になっており，主任等ク
ラスの教員と同じように研修対象となるのか，職階級研修の創設によ
り対象外となるのか整理が必要

H21重点選定案 コメント　（整理すべき課題など）
要　　求　　内　　容

整理番号 事業名 担当課
行動計画

掲載
新規 発展税

H21要求事業費（千円） H20当初予算（千円）
事業内容

取組 15 着実な学力向上と希望する進路の実現 【県民意識調査　：　重視度：８３．９％，満足度４０．６％】

部局・課名
選定結果への意見　 政策課判定を「×」から「○」とすべき。財政課判定を「Ｃ」から「Ａ」とすべき。

事業名 １５－教ー１７　基本的生活習慣定着促進事業

１．目的
　児童生徒の学力向上は，県教育行政の最重要課題の一つの施策として種々の取組を展開して
きたところである。この学力について，文部科学省の調査では，「特に朝食を毎日食べる等の基本
的生活習慣との関係が顕著」であり，「基本的生活習慣が身についている児童生徒は，学習習慣
も身についている傾向」にあると分析している。一方，平成２０年度全国学力・学習状況調査にお
いて，本県の「平日２時間以上，家庭で学習する」という児童生徒の割合は，本県は全国平均を約
６ポイントも下回っており，また「テレビやビデオ・DVDを３時間以上見たり，聞いたりする」児童生徒
の割合は，全国平均をかなり上回り，都道府県別の学力（教科）順位は前年より上がったものの，
全国平均との乖離幅は縮小していない結果となった。
　これらを鑑み，本県児童生徒の学力向上に向けては，学習習慣の定着に密接な関係のある基
本的生活習慣の着実な定着の促進が非常に重要であることから，学校や家庭だけでなく，地域社
会総がかりで取り組む体制を整備するとともに，強力に普及啓発を図っていく。

２．事業内容
(1) 推進協力会議の設置
　事業者及び行政等の叡智を全て結集し，地域社会総がかりで児童生徒の基本的生活習慣の定
着促進に取り組んでいくことを目的として，「こどもの生活習慣確立推進協力会議」を設置する。な
お，事務局は県教育委員会に置く。
(2) 顕彰事業の実施
　児童生徒の基本的生活習慣の定着に資する優良な取組を行っている団体等を顕彰し，取組み
意欲の喚起と県民全体への周知を図る。
(3) シンポジウムの開催
　社会総がかりでの取組みを促すため，パネルディスカッションや先進的活動団体の活動報告，ポ
スターセッションを内容とするシンポジウムを，(2)顕彰事業の表彰式と併せて開催する。
(4) 普及啓発チラシ等の作成配付
　企業等の取組みを促し，学校や家庭だけでなく社会総がかりで推進していくために普及啓発用
のチラシ・ポスター・グッズ等を作成配付する。

３．実施主体    宮城県教育委員会　　　　　　　　４．予算額 　２，０００千円

　
  非予算的手法による「はやね・はやおき・あさごはん」推奨運動の展開などにより周知広報等を行ってきたが，学校や家庭だけの取組では十分な成果に結びついていない
ため，PTA等学校関連団体や企業などと連携し，社会総がかりで取り組む体制を整備するとともに，普及啓発に向けたキャラバン事業を実施し，基本的生活習慣の定着によ
る児童生徒の学習習慣の定着を促し，そのことにより児童生徒の学力向上を図っていく。

政策課コメントに対す
る解決・改善策

　これまで参加してきた「食育シンポジウム」（保福部）や「子育て応援団」（保福部），民間団体主催の「子どもの生活リズム向上全国フォーラム」や「ベガルタウォーク」に加
え，新たに「みやぎまるごとフェスティバル」（農林水産部）などにも参加して周知活動を拡大することで，シンポジウムについては実施しないこととする。財政課コメントに対す

る解決・改善策



15 － 教 － 9 進学指導地域拠点形成事業 高校教育課 ○ 7,600 7,600 政重 7,700 7,700

平成２２年度入学生からの全県一学区制に向けて全ての地域で，生徒が確
かな学力と必要な能力を身につけ，自ら希望する進路を達成できるようにす
るために，地域県民から強く求められている地域の進学指導拠点校を教育
委員会として強力に育成し，地域の保護者，生徒のニーズに応える進学指
導拠点校の確固たる進学指導体制を確立させ，県土の均衡ある発展のた
めの教育的基盤を整備する。

◆ Ｂ
各学校の3年間取組状況及びの効果の検証を行うこと。（一覧表整
理）

15 － 教 － 14 「外国語活動」充実推進事業 義務教育課 ○ 組新 625 625 部局 488 488
　平成２３年度の英語教育完全実施に向け，円滑な導入のために，各小学
校において校内研修の指導者となる力量のある教員に対して「中核教員研
修」を実施し，校内研修の充実を図る。

× Ｃ
中核教員研修という事業内容は重点事業としての新規性がない
と考えられる。

・H21から移行期になっており，各学校では，完全実施前に校内研修
を実施しなければならないが，平成21年度からの中核研修の実施は
遅くないか。市町村の移行時期の調査が必要。
・指導者は有識者の活用が必要か整理が必要

15 － 教 － 15 新学習指導要領推進事業 義務教育課 新 70,506 47,121
　学習指導要領の改訂により新しい教育課程の実施に伴う指導体制を確保
するため、平成21年度からの移行期間における中学校の数学における指導
教員（非常勤講師）を配置し、確かな学力の向上を図る。

× Ｄ
中学１年生の数学の時数を増加させることを政策的に重点化す
る理由を，学力向上という目的から整理すべきではないか。

・授業時数の増については，現体制で対応できるため非常勤講師の
配置は認められない。
・なお，今回要求にはないが，「小学校英語活動支援員」については，
中核教員研修，校内研修，また国から配布される英語ノート，付属音
声教材により対応できるため外部人材活用非常勤講師の配置は認
められない。

15 － 教 － 16 ＩＣＴ教育推進事業 高校教育課 ○ 1,700 1,700 部局 1,632 1,632

  みやぎＩＣＴ教育推進会議を開催し，教育の情報化を推進する。みやぎＩＣＴ
教育推進会議に小学校・中学校･高等学校教員グループの各プロジェクト委
員会を設置し以下の事業を行う。
　①教員のＩＣＴ活用力の向上
　②ICT活用による学力向上の研究と普及
　③教員のICT活用指導力の向上
　④情報モラル教育の推進
　⑤校務の情報化の推進

◆ Ｂ
情報モラル教育の推進に当たっては，児童生徒のネット被害を未
然に防止するという視点を持って実効性を上げて進めていただき
たい。

・年度毎の事業内容と取組を具体的に整理すること。
・情報モラル教育とネット被害未然防止対策の関係を整理すること。

※ 15 － 教 － 17 基本的生活習慣定着促進事業 教育企画室 新 2,000 2,000

　本県児童生徒の学力向上に重要な学習習慣の定着に密接な関係のある
基本的生活習慣の着実な定着促進に向けて，学校や家庭だけでなく，地域
社会総がかりで取り組む体制を整備するとともに，普及啓発を図っていく。
・推進協力会議（仮称）設置運営
・顕彰
・シンポジウム開催
・普及啓発チラシ等印刷

× Ｃ
基本的生活習慣の中でも，学力向上に向けた本県児童生徒の問
題点を絞り込んで効果的な事業を立ち上げる必要があるのでは
ないか。

・各部局との連携も図ること。
・シンポジウムについては，費用対効果の面から見直しを行うこと。




