
（将来ビジョン行動計画に掲載する取組）

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

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

企業訪問強化プロジェクト 経済商工観光部
　富県宮城の実現に向けた産業活動を支援するため，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，平成２１年度までの３年間にわたって，企業の現状やニーズの把握・発掘，相談への対応を的
確かつ迅速に展開する。

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

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

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
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。

取組５　地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの実現

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

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
　秋から冬に向けての県内への観光客誘致を図るため，「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」を山形県及びNEXCO東日本等の関係機関との連携のうえ
開設し，職員自らが紅葉スポットや温泉をはじめとした多彩な魅力を紹介する。

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

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

HACCP定着事業 環境生活部

　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21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。

みやぎの食料自給率向上運動
経済商工観光部

農林水産部
新

　国の食料自給率向上の運動と連動した県民運動を推進するため，県と関係団体を構成員とする全県組
織を立ち上げ，県における自給率向上の取組を整理し，情報共有を図るとともに，各種イベント等開催時を
活用し，食料事情等に関する情報提供や自給率向上のためのPR等を行い，県民の意識啓発や機運醸成
を図る。

みやぎの木づかい運動 農林水産部
　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。（県産材利用推進
のための木工工作・写真コンクール・フェアの開催等）

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

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

みやぎ海外ネットワーク形成事
業（再掲）

経済商工観光部
　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，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の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を収
集することにより，新たな人的ネットワークを形成する。

取組１０　産業活動の基礎となる人材の育成・確保

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

みやぎ海外高度人財育成活用
事業

経済商工観光部
　国が実施しているアジア人財資金構想と連動して，地域産業を担う「国際人財」を育成・確保し，県内在住
の留学生や研究者等の地元定着に向けた取組を行う。

林業後継者育成事業 農林水産部
　林業後継者や林業担い手の育成・支援を図るため，将来の担い手となる青年等を対象に林業教室等を
開催し，森林・林業に関する知識・技術の指導を行うとともに，林業後継者団体の活動に対して支援を行
う。

漁業後継者育成事業 農林水産部
　地域活性化と持続的な漁業生産を図るため，漁業関係団体等が実施する，水産業振興，地域活性化，
後継者育成等の活動に対し，水産業に関する人材の確保・育成の観点から指導・支援するとともに，団体
の運営について指導・助言を行う。

平成２１年度に実施する非予算的手法一覧表
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取組１１　経営力の向上と経営基盤の強化

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

集落営農組織支援活動
経済商工観光部

農林水産部

　集落営農組織の維持発展を図るため，各地方振興事務所の職員による支援チームを設置し，水田経営
所得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，チームの企画
力や実践力などの人材力を活用し，地域と密着・協働しながら支援活動を行う。

国営土地改良事業負担金償還
対策事業

農林水産部
　金利負担が大きい国営土地改良事業負担金に係る農家及び県の負担軽減を図るため，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。

取組１４　家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

はやね・はやおき・あさごはん推
奨運動

教育庁
　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普及活動を実施する。

取組１６　豊かな心と健やかな体の育成

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

はやね・はやおき・あさごはん推
奨運動（再掲）

教育庁
　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普及活動を実施する。

ネット被害未然防止対策事業 教育庁 新
　生徒に携帯電話やインターネット等の利用に際しての情報モラルを身につけさせるとともに，新たないじ
め問題の温床となっている学校裏サイトの効果的な監視及び調査研究等を通じて，ネット被害を未然に防
止する。

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

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

特別支援学校充実事業 教育庁
　特別支援学校制度の創設に伴い，外部委員も含めた検討委員会を設置し，県立特別支援学校として複
数の障害種に対応できる学校，地域のセンターとしての機能充実等，今後の望ましい教育環境整備につい
て検討する。

取組１９　安心できる地域医療の充実

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

地域医療医師登録紹介事業 保健福祉部
　医師の絶対的不足と地域及び診療科による偏在等を解消するため，「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，勤務を検討する医師の希望条
件等の情報を登録し，県が無料で，医師への病院紹介から勤務に至るまでの斡旋等を行う。

取組２２　障害があっても安心して生活できる地域社会の実現

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

農村地域福祉連携型協働活動
支援事業

経済商工観光部
農林水産部

　障害者の自立支援に向けた雇用確保の推進と農地等の維持保全による農村地域の活性化を図るため，
農家と地域住民，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モデル的に整備するとと
もに，その協働活動の支援に向けて，地域住民の意識啓発やニーズ等の情報収集を行う。

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

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

地域医療医師登録紹介事業（再
掲）

保健福祉部
　医師の絶対的不足と地域及び診療科による偏在等を解消するため，「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，勤務を検討する医師の希望条
件等の情報を登録し，県が無料で，医師への病院紹介から勤務に至るまでの斡旋等を行う。

公共交通活性化モニター事業 企画部
　公共交通のサービスにつなげるため，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。
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取組２６　外国人も活躍できる地域づくり

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

米国・デラウエア州友好交流事
業

経済商工観光部 新
　友好姉妹県州を締結しているアメリカ合衆国デラウエア州との友好及び相互理解を深め，経済をはじめと
する幅広い両県州間の人的ネットワークを活用し，宮城大学・デラウエア大学間のスムーズな大学間交流
のための連絡調整や米国査証取得手続き等を含む渡航に関する支援を行う。

伊国・ローマ県友好交流事業 経済商工観光部 新
　姉妹県締結で構築したローマ県との関係を活かし，ローマをゲートウェイとして，経済を始めとする多彩な
交流が展開できるよう，現地在住者をファシリテーターに任命し，イタリアとの交流に関する連絡調整や情
報収集を行うなど，人的ネットワークの形成を図る。

みやぎ海外ネットワーク形成事
業

経済商工観光部
　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，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の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を収
集することにより，新たな人的ネットワークを形成する。

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

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

エコドライブ運動推進事業 環境生活部 新
　「宮城県自動車交通環境負荷低減計画」の重点施策として，環境に配慮した自動車の使用（エコドライブ）
を推進するため，エコドライブセミナー等の開催及びメディアによる広報・情報提供を行うとともに，エコドラ
イブ宣言登録者にステッカーを交付することにより，県民及び企業等における取組を促進する。

地球温暖化防止実行計画進行
管理事業

環境生活部
　県が事業者・消費者の立場で，率先して温室効果ガスの削減などの環境負荷削減に取り組むため，ＥＳ
ＣＯ事業の導入などを重点とした宮城県環境保全率先実行計画（第３期）を推進する。

取組２８　廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

市町村３Ｒ連携事業 環境生活部 新
　市町村の３R（発生抑制・再使用・再生利用）施策の充実に向けて，市町村への助言や情報共有・検討の
場としてワークショップ，連絡会議を開催し，支援を行う。

循環通信の発行 環境生活部
　県の３Ｒ推進施策に関する話題や最新情報等を提供するため，県内外の３Ｒ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。

マイバッグキャンペーンの実施 環境生活部
　毎年１０月の「３Ｒ推進月間」において，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」を実施する。

業種別エコフォーラムの展開 環境生活部
　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。

取組２９　豊かな自然環境，生活環境の保全

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

傷病野生鳥獣フォスターペアレント
事業

環境生活部
　ボランティア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，ボランティアの負担軽減を図り，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。

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
　平成１７年にプロ野球球団「東北楽天ゴールデンイーグルス」が仙台に誕生し，新たな地域文化が芽生え
つつある機会を捉え，同球団の活躍と野球文化の末長い隆盛を願い，県内の企業から苗木の提供を受
け，県内各地にバットの原木となるアオダモを始めとする広葉樹の森を県民との協働により造成する。

みやぎの里山林協働再生支援
事業

環境生活部
　里山林の整備保全のため，保育・管理が十分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，緑化活動等が行えるフィールドとして使用できるよう，県があっせんし，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の再生を図る。

みやぎの田園環境教育支援事
業

経済商工観光部
農林水産部

　農業・農村の持つ魅力や農業農村整備事業について，広く県民の理解を深めることを目的として，農村
環境に係る写真展，研修会の開催，小学校や地域の子供会の要請に応じた体験学習等への講師派遣を
実施する等，農村環境教育や農村地域の人々との交流を推進する。

水土里の路ウォーキング支援事
業

経済商工観光部
農林水産部

　「農業・農村」が持つ役割や魅力を伝えるため，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と企画立案を行う。また，ＪＲ東日本
や各地域が主体で行うイベントとの協働活動への支援を行う。
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取組３０　住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

みやぎ型ストックマネジメント推
進事業

土木部
　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。また，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。

みやぎスマイルロード・プログラ
ム（道路）

土木部
　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。

みやぎスマイルリバー・プログラ
ム（河川）

土木部
　県管理河川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，良好な河川環境づく
りに積極的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
援を行う。

みやぎスマイルビーチ・プログラ
ム（海岸）

土木部
　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
て必要な支援を行う。

みやぎスマイルポート・プログラ
ム（港湾）

土木部
  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。

みやぎふれあいパーク・プログラ
ム（公園）

土木部
　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推進する。

スマイルロード・レポーター制度 土木部
　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県民から，異常箇所の通報
等をボランティアで行ってもらう。また，協力者に対しては，道路課がスマイルレポーターとして認定する。

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

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

宮城県地域防災計画等の修正 総務部
　宮城県沖地震対策における総合的な取組を明示するため，宮城県地域防災計画等の修正を行い，震災
対策を推進する。

津波防災ウォッチング 土木部
　津波，高潮等の防災のため，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，地域ぐるみの津波防御施設の点検，津波発生時に避難を確実に行うための防災意識の啓発，履歴管
理に基づく維持管理の徹底について住民参画により行う。

取組３３　地域ぐるみの防災体制の充実

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

災害支援目録登録の充実 総務部
　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。

　
災害時要援護者支援事業 保健福祉部

　災害時要援護者支援の一環として，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
職員への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。

（将来ビジョン実現を支える基礎的な取組）

取組の名称 部局名 新規 内　　　　容

みやぎＮＰＯ夢ファンド事業 環境生活部 新
特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンターが運営する「地域貢献サポートファンドみんみん」内
に，目的，助成基準等を個別に設定する「冠ファンド」のひとつとして開設した「みやぎＮＰＯ夢ファンド」を通
じて，県内ＮＰＯに助成を行う。
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